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（要約） 

憲法共同体と構成員資格―外国人の政治的権利を中心に 

魏培軒 

 

序論 問題意識と論文構成 

 

 近代立憲主義に基づく憲法学は、国家権力＝国民という権力関係の根本図式を議論の出

発点としている。権力関係の垂直方向の両端において、支配者としての国家権力（上部構

造）と被支配者としての国民（下部構造）が配置されている。ところが、グローバル化の

衝撃は、国民国家体制に影響を及ぼすとともに、権力関係についての従来の記述から前提

設定の有効性を奪っている。従来の国民概念に包摂されえない多数の人間は、グローバル

時代において、国境を越えて特定の国家領域に入り込んでいる。その意味で、権力関係の

下部構造に置かれる被支配者をまとめて表現するためには、ナショナリティという均質性

を強調した国民概念は有効な記述道具として使用されえない。むしろ、現在のところ、権

力関係の下部構造には非均質性が増大している。こうした権力関係の変動に注目すれば、

現時点において外国人の人権論を再提起することの必要性も、再び浮かび上がっている。 

 

 しかしながら、外国人の権利保障について通説的地位を占める権利性質説は、二つの決

定的な問題が内在している。第一に、権利性質説が基礎とする分断的な基本権の理解に

は、基本権の全般的な体系構造を見落とし、基本権の無力化をもたらす恐れが常に存在す

る。個別的な基本権を独立的なものとして論じることは、権利体系の諸要素が緊密に関連

することを見逃しやすい。第二に、権利性質説は、憲法上の国民概念を国籍保有者と解

し、外国人の政治的権利の許容範囲を極めて縮減する。構成員資格の認定について、権利

性質説は説得的な根拠を示していない。それゆえ、権利性質説は普遍性と閉鎖性との衝突

を有効に調停することができない。 

 

 したがって、本論文は、外国人の政治的権利を議論の出発点として、現代国民国家が憲

法共同体としてその構成員資格をどのように理解すべきか、また、整合的な権利保障と活

気のある民主政治のために、現実に応じてより柔軟な国民概念をどのように構成すべき

か、という憲法問題をもっと深く探究しようとする。 

 

第一章 国民国家と憲法秩序の結合 

 

 近代国民国家の原型は領域国家であり、国民国家は明確な領域性に依存する。したがっ

て、近代国家体系は、独占的な領域性を確立・維持すべく、境界を以って内部と外部とを

区別する。即ち、内部と外部とを区別する排除と包摂の主権作用を有するといえる。それ
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こそが、近代国家の保有する最高権威を具現化したものである。それゆえ、領域性によっ

て定義づけられる国家主権を形成し、一方ではこれを制限する憲法は、近代立憲主義の発

想に従って国民国家組織に根本的な政治秩序を構築することから、このような領域性の本

質を帯びざるを得ない。すなわち、外的境界と内的境界、自己と他者、排除と包摂の文法

は、憲法秩序に書き込まれて、前提要件として作動している。そのうえで、近代立憲主義

の要請の一つ、国家の暴力の民主化を目指して国民主権に結びつけられる民主政治の実践

も、領域性に基づいて展開される憲法秩序の枠組みの中で行われている。 

 

 ところが、人権の普遍性と国民主権の閉鎖性との矛盾関係は、そのような憲法秩序に内

在する。近代立憲主義を公言したフランス人権宣言は、根本的に新しい政治秩序におい

て、普遍性という概念を権利言説の核心とし、人間一般の普遍的な権利を宣言した。普遍

的人権とは、身分への帰属ゆえではなく、人間がただ人間であることにのみ基づき当然持

っている権利である。他方で、フランス人権宣言も同時に、閉鎖性を有する国民主権とい

う概念をもたらし、新しい政治秩序に強固な基盤を与える。政治的人間として至高の主権

を担う国民は、必然的に限定されており、更に区別および排除によって定義づけられなけ

ればならない存在である。したがって、普遍的人権を閉鎖的な国民主権の下に実現すると

いう近代立憲主義の構図には、このような二重的要請の間に存在する緊張関係が不可避的

に現れている。 

 

このような状況で、国籍は人権体系の鍵を握り、国籍という法的身分を持つかどうかに

よって、権利判定と保障の実効性も左右されている。特定の政治的共同体における人間性

を国籍という象徴的な道具を以って区分し、更には国籍を有しない人々に保障される権利

と保障されない権利についても明確な一線をいとも簡単に引き、政治的共同体との距離を

国籍の有無で測定し、このようにして様々な基本的人権の享有主体性を決める。その基本

的な立場は、憲法判例にも明らかにみられる。日本の最高裁判所とドイツの連邦憲法裁判

所は、憲法上の国民概念を国籍保有者と解し、極めて狭義の国民主権の理解に基づき、外

国人の権利保障の問題に取り組む。民主政国家の構成員性について、両国の裁判所とも形

式的な国籍を唯一の測定基準と見なし、民主政治に参加しうる国民と国籍との結合関係を

強調した上に、政治的領域への外国人の進出に対して消極的な姿勢を示した。 

 

第二章 国法学における民主政治、同質性と国籍の三者関係 

 

 国民の同質性が近代国民国家という統一体の根本的な条件であり、さらに民主政治の最

重要な前提であることの強調、および、同質性を象徴する国籍が当該統一体の政治の参加

資格を判別する基準として、政治的権利と切り離しえないことの主張は、従来の国法学に

しばしば見られる。第二章では、カール・シュミット、ヨーゼフ・イーゼンゼー及びエル
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ンスト＝ヴォルフガング・ベッケンフェルデの理論を代表として分析する。 

 

 シュミットは、民主主義を治者と被治者の同一性として定義し直したが、この同一性

は、国民の同質性・同種性を前提とした。つまり、国民の同質性は民主政治の核心的な前

提である。その思惟は、彼のよく知られる友敵理論を支えた。それゆえ、民主的な国民国

家は、国民の同質性に依拠し、それを守るために異質的なものを排除しまたは殲滅する課

題を遂行するものと捉えられる。主権者の独裁権力を最大限に要求したナチス体制の展開

につれて、シュミットの同質性の理解が人種的ナショナリズムの根拠として使われていっ

た。その理解の下に、民族が国籍保有者の総和であり、国籍が民族の法的身分であるとさ

れる。国民の同質性を確保するために、国籍が、主権者が民族的な異質者を排除する手段

として運用された。 

 

イーゼンゼーは、政治的運命共同体たるドイツ国民が民族の国民的統一として現れ、国

家存立の前提条件であると理解する。こうした前法的な統一体としての国民を国家法体系

に移し替え、法的な統一体としての国民を表明する国籍は、運命共同体の構成員性を保証

する。それに加えて、国籍は社会団体として現実に現れる国民と憲法原理としての民主主

義の間を媒介する。国籍は、国家と人的な継続的関係を保証する上に、民主政治の運営に

二つの重要な基盤を提供することができる。つまり、政治的共同体からの離脱の非任意

性、および、民主主義によって要請される多数決原理に欠かせない強力な連帯性である。 

 

ベッケンフェルデは、国民主権の国民を、ドイツ国籍を有することによって平等な国家

市民としての地位を有する者の全体として捉える。彼によれば、政治的行為体と作用体と

しての国家の中で結合し、国家を支える国民の総体は、国籍という法的な絆によって規定

され、限界づけられている。民主制原理によれば、国家権力は、国民である国籍保有者に

由来し、国民である国籍保有者によって行使されるのである。したがって、基本法 20条 2

項に定められる国民主権の要請に基づく民主的正統化理論において、国家の構成員性を法

的に表現しうる国籍保有者のみが民主的正統化の主体であると、ベッケンフェルデは主張

した。こうした民主的正統化理論は、連邦憲法裁判所の決定に強烈な影響力を与えた。 

 

第三章 民主主義の理念に基づく国民概念 

 

 オーソドックスな国法学の見解に対して、民主主義の理念から国民概念を理解する批判

的な見解を紹介する。近代立憲主義によって要請される民主制は、統治者と被統治者との

同一性を核心的な理念とする故に、能動的な国民と単なる臣民とを区別することを許さな

い。そのような理解に従って、国家権力の支配下に置かれるあらゆる者は、国家権力の正

統化に全く関連しない単純な臣民にとどまらず、民主政治に参加する権限を持つ能動的な
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国民として、国家権力の行使に正統化を付与する主体でなければならない。言い換えれ

ば、国家権力の作動が直接的に影響を及ぼす対象は、民主政治に参加する権限を承認され

るべきである。それゆえ、民主制の理念から見れば、国家権力が実質的に支配する対象

が、国民概念を構成するのであり、それに従って、国民主権の担い手と見なされなければ

ならない。 

 

他方で、民主主義は、最大限可能な自己決定に依存した国家形式であるが故に、最高度

に厳粛な人間の尊厳の国家形式なのである。したがって、人間的価値を保証する性格のも

のとして理解し、また人間の尊厳という理念の普遍性に鑑みれば、この原則の下で行われ

る政治的決定には、原則としてそれに服すべきすべての者が参加の機会を与えられるべき

であり、それはたとえ外国人であっても、特に区別される理由はないと思われる。そうす

ると、憲法上の国民概念は、国家の領域上に生活する外国人にも当てはまり、外国人の参

政権が憲法上保障されるべきである。 

 

ところが、近年リベラル・ナショナリズム論は、民主主義理念を実践する政治制度に着

目し、ナショナリティに結晶する同質性の重要性を強調している。当該理論の主張者は、

国籍によって保証される国民的同質性なしには、国民国家の民主制が順調に作動しえない

と力説し、拡張的な国民概念を批判する。リベラル・ナショナリズム論者は、絶対的な中

立性を保つ国家像を否定し、政治的領域におけるナショナル・アイデンティティの作用を

支持する。精神的な観点および現実上の技術的観点から見れば、ナショナル・アイデンテ

ィティは民主政治の運営に必要な基盤を与える。したがって、その民主主義的制度を安定

させるために、同質的なナショナリティを活用すべきだとリベラル・ナショナリズム論者

は主張する。同質的なナショナリティが民主政治を機能させることを積極的に評価する立

場から、同質性概念は新たなディフェンスを得られる。リベラル・ナショナリズム論に従

えば、同質性は、民主政治の帰結であり原因でもあり、両者が現代の政治共同体の表裏一

体となる。 

 

第四章 同質性概念の再検討 

 

同質性概念は、一方で従来の国法学から理論上の論証基礎、他方でリベラル・ナショナリ

ズムから実務面の補強的な根拠を得る故に、政治的共同体に決定的な前提要件として取り

扱われる。しかしながら、同質性概念をもって、政治的共同体の理想像を説明する試み自体

は、実際には様々な問題点を孕んでいる。 

 

 従来の想定によれば、国民の同質性が存在しない場合、政治的共同体において激しい対

抗が、回復できない分裂や越えられない対立を引き起こし、最後には民主制の放棄、そし
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て同時に現れる暴力的な政治闘争を招くおそれがある。こうした重大なリスクを回避する

ために、多数決原理は国民の同質性の上に成り立たなければならない。ところが、そうし

た同質性の主張自体は、民主政治における対立関係を単純化し過ぎており、最初から社会

の現実を把握しきれなかった。更に、多数決原理を通じた政治的決定に対する反対の多く

は、政治的決定の質に由来するのである。政治的決定の質が疑われる場合に、当該決定の

受け入れを拒否する少数者が現れることは回避できず、それらの諸衝突は決して国民的同

質性をもって抑制できるのではない。他方で、同質性の主張は、実は社会内部の政治的衝

突の脱政治化を促進し、民主政治の存在意義を無意識に否定するのである。民主的過程に

先行して存在する同質性への強調は、事前の既決性を無制限に増大するのである。同質性

概念の主張者の想定に従えば、民主的討議が行われる前に、硬直化した社会構造上の多数

者と少数者との関係性は、既に政治的決定の最後結果を決めるはずである。そうすると、

民主的過程が必死に創り出す討論の公開性と結論の可変性も、それ自体の存在意義を喪失

する。 

 

 もう一つの問題なのは、同質性概念に基づく民主政治の青写真が「閉鎖的な人間像」を

根本的な出発点として形成されることである。「閉鎖的な人間像」は、アイデンティティ

の固定化と単純化を意味する。つまり、諸個人のアイデンティティを静態的に捉え、更に

硬直化したカテゴリーの帰属によって諸個人をあらためて認識することである。しかしな

がら、アイデンティティは、固定的な構造の産物ではなく、社会的交渉の所産である故

に、流動的、関係的な性格を持っている。様々な当事者がダイナミックな過程において関

与するために、アイデンティティは絶え間なく色々な刺激を受け、繰り返して新たに構成

されている。同質的なアイデンティティは、最初から存在しないのである。たとえ国民国

家が暴力的に同質的な外観を作っても、いまどき、そのような同質的な国民像はグローバ

ル化の攻撃を耐えられず、根底から揺さぶられている。その上、同質性概念に基づく民主

主義観は、時代遅れと批判されることを免れない。同質性概念の基礎的な想定が崩れてし

まい、当該概念の必要性も必然的に疑問視されつつある。 

 

第五章 権利性質説と民主制的基本権論 

 

同質性の幻想が打破される場合、政治共同体の内部と外部との仕切りは、従来のように明

確なものからあいまいな本質に戻らなければならない。そうすると、同一の憲法秩序の下に、

国民と外国人を区分するのに役立つ内的境界、その実質的な意味も希薄化されている。この

状況で、人権の普遍性と国民主権の閉鎖性との関係は、再検討されなければならない。 

 

 人権の普遍性が憲法秩序を規定して作用する限り、憲法学は、その普遍性を犠牲にし、

記述と議論の対象を限定し単純化してはならない。理念としての人権の普遍性と事実とし
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ての国民国家体制との複雑な相互連関は、理念と事実との二元性に簡単に解消しきれな

い。両者は、相互に他者を実現せしめる前提をなすべきである。普遍的な人権と限定的な

憲法上の権利との間に生じる隔たりは、決して短縮されえないわけではなく、むしろ、近

代立憲主義の精神に照らして、なるべく両者の間の架橋を確保すべきである。そのような

架橋が成功するかどうかという問題は、まさに外国人の人権論において検証されるのであ

る。 

 

 しかしながら、通説の権利性質説は方法論上の問題を抱え、外国人の権利保障に対して

理論上の限界を有する。要するに、権利性質説が基礎とした分断的な基本権の理解は、基

本権の全般的な体系構造を考慮せず、基本権の無力化をもたらす恐れが常に存在してい

る。何故ならば、本来、整合的な権利体系に置かれており、その他の基本権と共同に作用

して最も堅実な保障を獲得し得るように予想される基本権の本質を、権利性質説は正確に

把握することができないからである。この問題性は、とりわけ、権利性質説が外国人の政

治的諸権利の許容範囲を極めて縮減することにある。権利性質説は、政治的諸権利が基本

権の権利体系において最も重要な役割を果たしていることを見落とす故に、それ以外の権

利に対する保障の実効性も非常に限定される。 

 

 権利性質説の問題性を克服するために、基本権の体系構造を探究しなければならない。

そこで、ハーバーマスの論説を参考にする。ハーバーマスにとっては、人権と国民主権が

同一の根源から成立してきた。その関係性は、まさに基本権の体系に内在する。主観的な

自由権なしに民主的討議は成立しえないし、そうした自由権が専ら民主的な討議を通じて

のみ解釈され具体化されうることは、相互に緊張関係にある。このような関係性こそが、

権利の体系を絶えず再構成することができる。私的自律を実践する主観的自由権と、公的

自律を行使する政治的諸権利が循環的に作用する場合にのみ、基本権の権利体系は整合性

を備えるといえる。主観的自由権と政治的諸権利は、二本の大黒柱のように基本権の権利

体系を構築している。したがって、権利体系の大黒柱のどちらかが失われれば、基本権の

権利体系は同時に崩壊せざるを得ない。その場合、私的自律と公的自律の合理的なバラン

スが成立せず、そして基本権の実質的な内容形成と正統性の調達が行われないので、残っ

た基本権の部分も必然的にうまく機能することができない。 

 

第六章 憲法共同体の境界問題の再考 

 

 確かに、ハーバーマスの権利体系論および基本権理解は、非政治的自由権を主要な保障

類型とした権利性質説の問題性を露呈する。すなわち、外国人が私的自律の行使だけによ

って基本権の堅実な保障を獲得しておらず、結局、既存の政治権力に過度に依存せざるを

得ず、自らの基本権のパターナリズム化に陥る。したがって、権利性質説は、外国人の基
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本権保障に対して充分な対応を与えるどころか、外国人の権利を極めて不安定な状態に置

く。ところが、ハーバーマスの権利体系論を外国人の人権保障に適用すると、理論的な死

角が浮かび上がってくる。これは、政治共同体の構成員資格について、ハーバーマスが形

式的な国籍に固執したことに由来する。国籍という硬直的な判定基準の下に、外国人は構

成員の認定要件を満たして法共同体に入ることができず、権利体系において決して完全な

権利主体と見なされない。 

 

 こうした理論上の問題点を解決するために、権利体系論に重要な修正を加えることが必

要である。すなわち、構成員資格を判断する際に、形式的な国籍の認定を放棄し、その代

わりに実質的な生活実態を基準とすることである。実質的な生活実態によって構成員資格

を判定することは、ハーバーマス自身の政治秩序観に親和性を有する。憲法パトリオティ

ズムの主張と、政治的統合の観点によって捉えられる構成員性の理解も、こうした修正の

必要性と妥当性を支えている。それゆえ、国籍基準の放棄は、理論上の混乱をもたらすの

ではなく、むしろ、ハーバーマスの理解をもって彼自身の権利体系論の問題性を解消する

ことになる。他方で、形式的な国籍に代わって実質的な構成員性を市民資格の認定基準と

することは、生活実態を有する定住外国人に対して完全な公的自律を行使できる法的地位

を付与することを意味する。こうした法的地位は、権利体系に欠かせない政治的諸権利の

全面的な保有を導くのである。それは、言論の自由、集会と結社の自由など、政治的領域

において公的自律の行使を具現化する権利のみならず、立法者の意見形成と意思形成に最

も強力な実効性を有する参政権も含んでいる。つまり、従来の見解によって否定される外

国人の参政権は、権利体系の論理の下に改めて法的根拠を得られる。 

 

ところで、共同体の概念には境界線の画定と自他の区分が必然的に内在している。このこ

とは、構成員資格の判定基準を修正しても変わらない。つまり、政治共同体の開放性と境界

線の透過可能性をなるべく高めても、構成員と非構成員の間に存在する差異性は撤廃され

ることができない。したがって、構成員資格を認められない外国人に対して政治共同体はど

のように対応すべきか、または、憲法秩序はそれらの他者をどう位置づけるべきか、という

問題も返答しなくてはならない。 

 

憲法上の国民概念は、実体ではなくてプロセスである。主権者たる国民の定義が政治的領

域の成果であり、その成果は政治過程によって変更可能である。そこで他者としての外国人

の到来は、構成員政治を絶えず再開する契機である。それは、政治共同体の構成員を反省さ

せる刺激を促し、批判空間を引き立てるのに欠かせない要素である。諸意味の創造と世界観

の開示は、コミュニケイションの外部で生起し、そこからコミュニケイションの内部へと移

入されるわけである。討議民主政の構図において、民主主義を同質的な表象の空間との結び

付きから解き、公共圏という多様な言説の空間に接続することが要求される。そうすると、
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外国人の他者性は、重要な触媒の役割を担わなければならない。それゆえ、民主的発話権は、

構成員性に関わらず、政治的共同体においてすべての人に保障されるべきである。生活実態

の基準を満たさない外国人にも、彼らの異議申し立ての空間を確保するためには、民主的発

話権が承認されなければならない。そのような民主的発話権は、普遍性と閉鎖性との弁証法

を保証するだけではない。それは、民主的な政治共同体にとって、グローバル時代において

政治共同体の自己構成の主張を補強する基礎でもある。 

 

終章 外国人の政治的権利の擁護 

 

人間の尊厳と自由の本質については、「政治への自由」と「政治からの自由」という二

つの理解が対立する。ところが、いずれの理解にとっても、政治的領域にアクセスして政

治過程に参加することの決定的な重要性は否定できない。そうすると、特定の政治的共同

体の領域に入り込んだ外国人が、人間として取り扱われるかどうかという問題を検証する

際に、彼らの政治的生の完全性も、物差しとして使われるべきであろう。政治共同体の手

段でなく、目的自体として存在する外国人は、政治的領域において平等な他者と共に発言

し活動することができる限りでのみ、真正の自由および人間の尊厳を実質的に保有する主

体である。彼らは、政治的生によって、政治共同体において完全な人間の地位を確認され

る。 

 

しかしながら、政治的共同体の構成員資格について、従来の見解は憲法上の国民概念を

国籍保有者と解し、国民主権原理をもって外国人を民主政治の運営から除外する。こうし

た国民概念の理解は、幾つかの勘違いに基づくのであるのみならず、それを前提とした権

利性質説も、外国人の諸権利に対して実効的な保障を提供することができない。従来の見

解は、外国人の諸権利を極めて不安定な状態に置くだけでなく、人権と市民権との間との

ズレを固定化し続ける。国籍保有者の集団を憲法上の国民概念の内実とする見解が解決で

きない課題からすれば、構成員資格の判定に対してより合理的な基準を提出する必要性が

高まっている。権利体系のメカニズムをうまく作動させるために、構成員資格の判定につ

いて、形式的な国籍の基準を放棄し、実質的な生活実態の基準を採用しなければならな

い。同一の政治的共同体の内部に生活する外国人は、国籍保有者と同様に政治的諸権利を

享有し、私的自律と公的自律を同時に行使するべきである。他方で、生活実態の基準を満

たさない外国人は、たとえ完全な政治的権利を承認されなくても、民主的発言権を保障し

なければならない。それは、外国人の異質性が民主的社会において重要な役割を担うから

である。 

 

それゆえ本論文の見解は、以下の通りである。政治的共同体の構成員性を実質的な生活実

態によって判定する上に、政治的共同体に入り込む外国人は、大まかに二つの類型に分けら
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れ、異なる程度で政治的諸権利を付与されるべきである。まず、生活実態を有する外国人は、

帰化を通じて国籍を取得しなくても、参政権を含む完全な政治的諸権利を享受するべきで

ある。生活実態の基準を満たさない外国人は、参政権という狭義の政治的権利を承認されな

くても、政治的領域において異議申し立てをするために、参政権以外の政治的諸権利、例え

ば政治的表現の自由、集会と結社の自由、平和的なデモ活動を行う自由等の権利を保障され

るべきである。このような構図の下に、政治的共同体において、あらゆる外国人は、最低限

の権利保障として民主的発話権を行使することができ、他方で、実質的な構成員性を有する

外国人は、完全な公的自律を発揮するために参政権を保障される。もちろん、こうした見解

に従って外国人の人権論を展開することには、まだ若干の課題が未解明のままである。例え

ば、生活実態がどのように認定され、また、参政権を獲得するためにどの程度の生活実態が

要求されるのか。更に、生活実態の基準を採用したら、国籍概念は憲法秩序においてどのよ

うに理解されるべきなのか。これらの問題は、本論文の今後の課題として探究し続けなけれ

ばならないのである。 

 




