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本論 文 は、我が国の意法解釈論 に多大 な影響 と示唆 を与 えて きた ドイツ における「政党国家論 」の
本質 をで きる限 り正確 に紹介 し、そ の「政党国家論」の具体 的問題 領域 となる「政党の悪法上の地位」
論とそれ に基づ く政党助成 につい て、そこでの諌論の特性 を解 明す る と共 に、 ドイ ツ理論の我が国の

憲法解釈論への導入 に際 しての問題点 とそれをふ まえた議論 の展 開を検討 する ものであ る。
本論文 は、以上 の目的 と問題 の視座 を示 した序章 に始 ま り、大 き く4 つの項 目とそ こに含 まれ る論
点につ いての検討 を行 った上で、最後 にそのま とめで締 め く くる とい う形 で構 成 され てい る。
「 Ⅰ

ドイツにお ける r政党 の悪法上 の地位J 論 と r政党J の取扱 いの特 殊性」 は、本論文の研究

対象 の出発点 をなす と共 に、本論文 で取 り上 げ られる論点すべ て をカバーす る基底 的概念 の分析・ 検
討が行 われる もの としての位置づ けがで きる。 そ こでは、 ドイツの政党国家論の下で展 開される政党

の憲法 的性格 についての国家機 関説 、社会 団体説 、公 的地位説 、媒体 説、権能付与説が 、社会 団体説
を除けばすべ て基本法 の「闘 う民 主主義」 を憲法上正 当化 するため に唱 え られて いる ものであるこ と、

選挙法制 における政党概念 が、 ワイマール体制化 での小 党分 立 による政権 の不安定 とい う歴 史を反省
して生 み出 された もので、そ こに も「闘 う民主主義」 との共通性 が見出 されるこ と、そ して、その よ

うな共通性 を担保 する ものが両 者の憲法編入であ り、理論 的 には政党 を他 の結社 と区別 して、政党 に

特別の地位 を認 める考 え にあ ることが検討 され る。
「 Ⅱ

ドイツにおけ る政党組織資金援助 を憲法上正当化す る論理の特殊性」 は、 Ⅰでの議論 との関

係に依拠 して展開 され る政党助成 の議論が紹介 され、その具体的内容 の考察が行 われる。そ こでは二

社会団体鋭以外 の立場 に立て ば政党への 国庫補助 について憲法上正当化す る論拠 が見 出せる こと、連
邦意法裁判所 は社会団体説 を匂 わせ なが らも実 は国家機関説 の本質的部分 を導入 し、結局政党 を他 の
結社 とは区別 して一定の範囲での政党助成 は許容す るこ と、政党 に対す る国庫補助 についての正当化

根拠 も究極的 にはワイマ ール期 の崩壊 に対す る歴史の反省 に求 め られる こと、そ こに ドイツにおけ る

政党の意法的性格 につい ての議論 の特殊性が見 出せ るこ とが指摘 される。

「 Ⅲ

ドイツにお ける政党組織資金援助 の憲法 的正 当化論 の破綻・ 矛盾 」は、 Ⅱで検討 した議論 と
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関連す るが、それ とは別の問題 を提起す る最近の政党助成 の議論 の考察が行 われ る。 そ こで は、政党

の活動 内容 についての分離が不可能 になって きたこ とに伴 う一般 的政党資金援助の復活 お よび無所属

候補者 に対す る選挙戦費補償 の付与 に より、 ドイツの政党 に関す る規律 が政党 の憲法 的性 格論 に よっ
ては制度全体 を一貫 して説明 しきれな くなってい るこ と、 さらに、政党国庫補助 の規模 の拡大 と政治
的スキャンダルの予防の不存在 か ら政党 に対す る市民 の倦怠感 の増大 とい う効果 の出現 が検討 される。
「 Ⅳ

ドイツにおけ る政党国庫補助 の r国家か らの自由J 論 をめ ぐる憲法 問題」 は、 Ⅲでの議論 で

取り上 げ られた市民の感 情 における効果 を意識 した政党へ の資金援助 に対する歯止 めの議 論 とその制
度化 の内容が検討 され る。そ こでは、政党 の 自己資金調達 が半分 を超 えるようにす る知 ％条項 の導入
によ り政党 の「国家か らの 自由」 の保 障が論 じられたが、実はそれは政党が市民 に接 近す る努力 をす
るよう国家 によ り促 され、結 局は国家か らの 自由 を犠牲 に した上 での「国家 における 自由」 としての

枠付 けにす ぎず、政党の 自由は憲法理 論においてその射程 が限定 され てい ること、政党へ の国庫補助
の存在 に もかか わらず企業献金が禁止 されていないの も、政党の組織資金援助 におけ る50 ％条項の よ

うな歯止 めの存在 によることが指摘 され る。
「 Ⅴ

ドイツの政党国家論の ま とめ と 日本 におけ る r憲法 と政党J の問題」 は、本論 文の ま とめ と

しての役割 を果 たす ものであ る。 まず、「第十章

ドイ ツの政党 国家論の ま とめ− r憲法編入J の意

味」では、政党条項が基本法 に盛 り込 まれ たとい うことのほかに、「憲法編入」 を特定の政党 の国家
による承認 、国家 による特定の政党 に対す る規制、その裏 返 しと しての特定の政党 に対 す る特権付与、
その結 果 としての議会内政党 の国家の政治体制への組み込み と解 し、 ドイツで は、結局、 そのよ うな

観点か ら展 開され た政党国家論 は「権威主義的支配の強い民 主主義体制」 ない しは「人民の ための統
治」の擁護 に役立つ とい うイデオロギ ーを隠 し持 つ と共 に、政党の 自由を「国家か らの 自由」 として
ではな く「国家 にお ける自由」 に とどめてお く理論 にな っている と指摘す る。

本論 文は、以上 の考察 に続 けて、最後 に、 「第十一章

日本 における r政党 の憲法上の地位 J 論 と

政党助成 の憲法問題」 にお いて、 ドイツ との比較 において、我が国での政党 間題 を どの ように解すべ

きか についての提言 を行 う。 まず、 ドイツ理論 に依拠 した通説的立場 では、「政党 の憲法 上の地位」
の問題 において政党 に「特別 の地位」 を認 める きっかけ を与 えて しまうことになる点 を危倶 して、我
が国の憲法 では「結社 の 自由」 とは別個 の政党条項 はない こと、政治資金規 制法 、公職選挙法 、政 党
助成法 、政党法 人格付与法 な どの法制化が な され てはい るが、それは単 なる法制化 にす ぎず 、それ ら
の内容上の憲法適合性が検討 される必要が ある ものであ って、我が国では まだ政党 につ いての憲法 編
入の段 階にはないこ と、 ドイツ流の議論 を持 ち込 むこ とによ り生ず るであろ う「闘 う民主主義」 とし
ての政党禁止や小党分立 回避 、政党 の政治体制へ の組入れ を促進す る政党助 成な どは とりあえず憲 法
上許容 されない との問題が提起 され る。

結局、本論文 では、「政党 の憲法上 の地位」論 は、政治学上・ 社会学上の議論 ではな く、 また単 な
る政党の帰属領域 の問題で もな く、 そこか ら政党へ の特権付与や介入・ 干渉 を加 えるための憲法上の
根拠 と一般 的に理解 され るこ とになるのである点 に鑑み れば、我が国の憲法2 1粂に よって保障す る結
社の 自由の尊重 とい う観点か ら、 ドイツにお ける有力説であ る国家機関説 とは違 い、政党 一般はあ く
まで媒 介的機能や公的性格 を部分的 に有す る社会団体であ ると解す ることが必 要になる こと、 また、

その ように解 して も政治資金規制法や比例代表選拳制度 などは憲法上正当化で きる し、現 行の政党助

成の問題 につ いては結社の財政的 自律権 に対す る侵害 として憲法違反の疑 いが指摘 で き、はた して憲
法に違 反 しない政党助成が可能か否 か とい う問題が検討 され なければな らない、 とい う結論 が導かれ
てい る 。
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現代の議 会制民 主主義 の下で 、憲法 と政党の問題 は決 して軽視 され得 ない一 つの重要 な研究課題 と
なる。 しか し、我 が国の憲法学 は、政党 や政党 国家化現象 を研 究対象 として正面 か ら取 り上 げてこな
かった。わずか に、 ドイツ基本法 の下 で展 開 された議論が紹介 され、それが その まま我が国 の恵法解

釈の ための指針 として用 い られていたにす ぎない。本論文 は、 ドイツの議論の検討 によってその特性
を示 し、それ を我 が国の解釈論 に導入す る際の問題点の分析 と今 後の我が国の憲法論 を展開す る上で
の一つの視 点の研 究 を行 うものである。本論文 は、以上の内容 について以下の よ うな意義 と特徴 を有
する ものであって、「憲法 と政党」 の問題 に関す る相当程度の水準 の研 究成果 をまとめた もの と評価
する こ とが で きる 。

第1 に、本論文は、我 が国での問題 を考 えるため の比較対 象 と して、従来の学説同様 、 ドイツの諌
論を分析す るが、そ こには ドイツにお ける特殊性 を浮 き彫 りにする ことで、我が国での問題 に関する

考察 にお いてそれ との遠 いを念頭 にお いた研究 となってい る。従 来の議論 が、基本法上の条文 に依拠
した ドイツ誅論 を参考 に して、明文上 の根拠 のない我が国 における解釈論 へ と反映 させ ようとしてい
たの に対 して、本論文 は、同 じく基本法 において規定 されている「闘 う民 主主義」 と政党 システム と
の結 びつ きを確認 するこ とで、 ドイツの政党 国家論 を ドイツ特有 の理論 的特殊性 の中で提 唱 されてい

るもの と し、我が 国へ のその導入 に際 してはその特殊性 をで きる限 り捨象 し、我 が国の憲法条文 との
関係で中立的な内容 の議論 を展 開 しよ うとす る点で極めて示唆 的な研究 となっている。
第2 に、本論文 では、従来 の議論 にお いて常識 とされている議 会制民 主主義 と政党 との不可分性 を

認識東のレベルでの一般論 としては承認 しなが ら、それを憲法学における解釈論に持ち込むことの問
題性 を指摘 し、そ こか ら規範論 の レベ ルで の「政党の悪法的性格」論 の展 開の必 要性 を主張 している。
特に、 ドイツにおいて展 開 される「政党 の憲法的性格」論 が、特 定の政党 に対 する国家の介 入・ 干渉
や特権付与 といった規制 を正当化す るだけでな く、その背後 には「権威主義 的支 配の強い民主主義体
制」擁護の イデオロギーが 隠 されてい るこ とを示 している点 で、本論文 は、従 来の議論 にはない興味
深い分析 を行っている といえる。

さらに、本論文 のテーマに関す る具体 的間蔑領域 となる政党助成 について、議 会内政党へ の連邦支
出の割合、各政党の選挙 での得票率 と政党助成額、各政党の支出項 目ご との比率 と収 入に占める政党
助成金の割合 とい った ものを、資料 と して図表 で詳細 に示す ことに よ り、特 に既存の議 会内大 政党 を
中心 にそれ に対 して優遇措置が とられている とい うそ こでの間愚 の所在 を明確 化 し、そのこ とか ら憲

法解釈論上 の重要 な論 点 を明確 に指摘 する とい う方法 をとっている点 も、本論 文の一つの特徴 といえ
る。 この点 は、文章 によって単 に数字 を示 し、その間邁 を指摘 する よ りも可視的で よ り分 か りやすい
方法 となってお り、政 党助成 の法 的問題性 の検討 に とって有 用な もの となってい る。

もっとも、本論 文 にも問題 が ないわけではない。本論文の内容 の大 部分 は ドイツ理論の検討 に充て
られてお り、本論 文の主 旨が、我が国の解 釈論 の展 開のため に ドイツ理論か らの、 ない しは ドイツ理
論に含 まれ る特殊性 か らの脱却 を目指す ことにあるにも関わ らず、 なお ドイツ的民主主義観 に無 意識
のうちに引 きず られて しまい、必ず しも全体 としてその論理が一貫 してい る とはい えない部分 もあ る。

ただ、これ らの点は、憲法 と政党 についての問題 が、我が国で は ドイツ理論 を中心 にそれ を直輸 入す
る形 でこれ まで展開 され てお り、 さらに、政治改革 との関連で政党 その ものを法的 に取 り上げて議論
するこ とが よ うや く最近 になって出 て きたこ とに由来す る もので ある。 その意味で、本論 文の開港点
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も、 どち らか とい えば本論文 の研究対象 となったテーマその ものに内在す る ものであ り、それ は、上

述の本論文が有す る優 れた研究価値 を損 な うものではない といえる。
以上 の理 由によ り、審査委貞 は、本論文の著者 である上脇博 之氏が博士 （法学） の学位 を授 与 され
るの に十分の資格 を有す る もの と認定す る。

−5 5 −

