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Abstract

In this essay, I first explore the process of enacting the obligation to work, which is
now provided in Article 27, Clause 1 of the Japanese Constitution, and then demon-
strate that this process had the effect of redefining the obligations and idealized
standards of the Japanese people under the Constitution of the Empire of Japan.

It has often been said that one of the roles of a modern constitution is to restrain
the arbitrary use of governmental power and to guarantee basic human rights.
However, in postwar Japan, elites decreed the constitutional obligations, like the
obligation to work, in their draft constitution, and this opened the possibility of a
restriction of basic human rights. Why did they do this? 

After World War II, the Japanese elites’ primary goal changed from securing a vic-
tory in the war to the construction of a “peaceful nation.” As a result, they had to
revise the provision of mandatory military service that had been included in the
Empire’s constitution. However, in doing so, they forced people to work for the con-
struction of a “peaceful nation” under a democratized Japan. Therefore, elites made
the obligation to work a stipulation of the constitution in order to promote a national
consciousness and to mobilize people voluntarily to construct a “peaceful nation.” 

I. 問題の設定

歴史的にみれば、近代憲法の主要な任務の一つは「政治権力の恣意的な発動を抑制し、国民

の基本的人権を保障する」（小泉 2005）ことにあるはずなのに、なぜ日本国憲法には憲法上の義

務が定められているのだろうか。憲法を策定する立場にあった当時の立法者や政治エリートた

ちは、どのような動機や目的に基づいて憲法上の義務を設けようとしたのか。本稿では、日本

国憲法第27条1項、勤労の義務（「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」）の成立過

程を大日本帝国憲法上の義務の再編プロセスのなかに位置付けながら、この問いに対する答え

を歴史的に模索していきたい。

これらの疑問に対するもっとも簡潔な答えの一つは、権利の裏には義務があり、権利には義務

が伴うからだというものだろう。事実、2001年に衆議院と参議院に設置された憲法調査会によ
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る2005年の報告書でも、「権利と同時に義務を課すのは成熟したデモクラシー国家のあるべき姿」

であるとの立場から、「義務や責任についてもっと憲法に書くべきとの意見」が出されていた

（参議院 2005; 衆議院 2005a）。しかし、もしこの回答が妥当だとしても、こんどはなぜある特定

の義務（たとえば、勤労の義務）だけが憲法に明記されているかが説明できない。それを知るた

めには、具体的に憲法上の義務が盛り込まれた歴史的経緯を検討する必要があるのである。

ではなぜ、勤労の義務に注目するのか。それは、日本国憲法の「三大義務」が、その成立過

程において労働や勤労に関する義務を中核に構想され、この義務を結節点として相互連関的に

理解できるからである。第Ⅱ章で概観するように、日本社会党のような改革派も日本自由党や

日本進歩党のような保守派も、労働や勤労に関わる義務に教育的、納税的な意味合いを付与し

ており、第Ⅲ章および第Ⅳ章で検討するように、それが案出された動機や目的にはこれらが含

まれていた。それゆえ、勤労の義務の成立過程に注目することで、勤労の義務のみならず日本

国憲法の「三大義務」が盛り込まれた動機や目的にもせまることができるのである。

ただ、勤労の義務の成立過程に関する先行研究はきわめて少ない。そもそも近代憲法の主要

な役割が「基本的人権の尊重」にあることと相俟って憲法上の義務に関する論考が極端に少な

いうえに、勤労の義務については、その憲法上の義務に関する解釈論的な研究のなかで簡単に

触れられるか 1、あるいは憲法改正論議に対する提案や批判のかたちで言及されることがほとん

どだからである 2。これまで勤労の義務の成立過程については、「誰が」この条項を案出し提案し

たのかという問題が中心的な考察のテーマであった。一方で、勤労の義務が「社会主義の“毒”」

を含むものだと主張する八木秀次（八木 2000a; 八木 2000b）によれば、勤労の義務とは社会主

義者が構想し憲法に規定したものであった。というのも、衆議院で「勤労の義務」の追加修正

をしたのは社会党であるが、この社会党が参照していたのが「在野のマルクス主義憲法学者」

鈴木安蔵が中心となって作成した憲法研究会の憲法案であり、その鈴木が参考にしていたのが、

1936年のソヴィエト社会主義共和国連邦憲法だったからである。

しかし、勤労の義務の成立過程をこう理解すると、とても社会主義的とはいえない協同民主

党や新政会までもが勤労の義務の追加修正を提案していた思惑や、当時、衆議院で多数派を占

めていた保守派の自由党や進歩党が勤労の義務を受け入れた理由が説明できない。そこで、こ

の点に目を向けた江橋崇（江橋 2007; 江橋 2005）は、保守派と改革派が異なる思惑で案出した

労働や勤労に関する義務を「官僚」が結び付けて憲法に規定したのだと議論した。すなわち、

一方で、ポツダム宣言に基づく日本の陸海軍の解体に伴い、大日本帝国憲法の第20条、兵役の

義務についても廃止が当然視されたが、これと引き換えに登場したのが「国家のために兵役に

代わる公務に参加する義務」であった。たとえば、幣原喜重郎内閣のもとに設置された憲法問

題調査委員会の「甲案」には、兵役に代わる義務として「役務ニ服スル義務」が定められてい

たのである。しかし他方で、社会主義思想の影響のもとで労働運動が活発になるなか、「働かざ

る者は食うべからず」の考え方を基盤として、人間には労働する義務があるのだとする「社会

国家的な主張」もなされていた。こうして江橋は、「この二つの流れを合流させ」たのが「官僚

の知恵であったように思う」としたうえで、「戦前期からの国家主義的なボランティアリズムと、

戦後盛んになった左翼社会主義という二つの異質な流れが合流して『勤労の義務』を定めた」

のだと議論したのである。
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これらの先行研究は、勤労の義務の成立過程に、改革派と保守派、そして「官僚」が関わっ

ていたことを明らかにしている点で大変興味深い。だが、本稿の課題である勤労の義務が定め

られた動機や目的についてはさらなる考察の余地があるといえる。たとえば、改革派について、

「左翼社会主義」だからといって憲法に労働の義務を盛り込むことが必然ではないことは、日本

共産党の憲法案をみれば明らかである（日本共産党中央委員会憲法委員会 1946）3。また、保守

派についてみてみると、「国家主義的なボランティアリズム」の持ち主が必ずしも勤労の義務を

規定しないことは、江橋も挙げた憲法問題調査委員会が、後述のように当初、憲法上のあらゆ

る義務を削除する方針を示していたことにも表れている。さらに「官僚」に関していえば、日

本国憲法の成立過程でもっとも重要な役割を果たした法制局官僚の一人、佐藤達夫は、勤労の

義務を憲法に定めることに対して否定的だったのである4。

そこで本稿では、勤労の義務が規定された動機や目的を考察するにあたって三つの視点を重

視していきたい。第一に、勤労の義務の成立過程はこれまで日本国憲法の他の「三大義務」の

成立過程と切り離されて議論されてきたが、本稿はそれらをできるかぎり関連付けて論じる。

というのも、当時の立法者や政治エリートたちは勤労の義務に教育的、納税的な意味合いをも

付与していたからである。また第二に、従来の議論では改革派と保守派の主張の違いが強調さ

れているが、本稿はその共通性を重視する。なぜならば、それを考察することなしには、衆議

院において改革派と保守派が勤労の義務の追加修正に合意できた理由が分からないからである。

さらに第三に、本稿では勤労の義務の成立過程を検討するにあたって、構想はされたもののさ

まざまな理由で日本国憲法には盛り込まれなかった憲法上の義務にも注目したい。なかでも、

憲法研究会が労働の義務に対するダメ押し規定として構想し、GHQ草案にも掲げられたものの、

「官僚」を含む保守派からは拒否された、所有権に伴う義務を考察の対象とする。その理由は、

落とされた義務の考察によってもまたその動機や目的を解することができるからである。

また、本稿は勤労の義務の成立過程に関する歴史的な考察を試みるものであるが、紙幅の都合

から時系列的な議論を展開することができない。日本国憲法の成立過程を大まかにいえば、第一

に日本側でさまざまな憲法草案が作成される時期、第二にGHQ草案が策定・提示される時期、そ

して第三にGHQ草案が「日本化」される時期に分けられるが、本稿ではまず勤労の義務の追加修

正が第三の時期に衆議院でなされたことに鑑み、第Ⅱ章において改革派と保守派による労働や勤

労に関する義務についての主張を整理し、その動機や目的をめぐってさらに検討すべき論点を洗

い出すこととする。それを受けて第Ⅲ章および第Ⅳ章では、改革派と保守派の動機や目的を知る

ために第一の時期にまでさかのぼり、改革派と保守派が異なる思惑を持ちつつも一定の共通性を

有していたことを指摘する。最後に第Ⅴ章では、これまでの議論を整理することで、勤労の義務

の成立過程をより大きな大日本帝国憲法上の義務の再編プロセスのなかに位置付けていきたい。

II. 勤労の義務を定める――衆議院での討議

勤労の義務が追加修正された第90回帝国議会、衆議院帝国憲法改正案委員小委員会（以下、

芦田委員会と略記）の議事録をみてみると、驚くべきことではあるが、労働や勤労に関する義
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務の挿入それ自体に反対していた政党は見当たらない。保守派の自由党や進歩党ですら、社会

党修正案に「大賛成」であるとか、「社會黨ノ案ヲ拜見スル前カラ」勤労の義務の挿入を考えて

いたなどと発言するありさまであった（衆議院 2005b）。そのため議論の争点は、義務の性質

（あくまで道徳的な義務として規定するのかそれとも法律上の強制力を付与するのか、また、国

民が他の国民に対して相互に負うべき義務なのかそれとも国民が国家に対して負うべき義務な

のか）と、その性質に影響を及ぼすコトバの選好（「労働（者）」を使うのか、それとも「勤労

（者）」を用いるのか）という二点にあった。以下、芦田委員会での討議はおおむね日本社会党

とそれ以外の保守派政党との対立を軸に展開していくので、まずは政府草案とそれに対する社

会党修正案を掲げておこう。

政府草案第25条　すべて国民は、勤労の権利を有する。

賃金、就業時間その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

児童はこれを酷使してはならない。

社会党修正案　すべて健全なる国民は労働の義務と労働の権利を有する。

正当なる労働に対しては正当なる報酬を受ける権利を有する。

国は就業に於ける機会均等と失業防止の為め特に努力する。

賃銀・就業時間その他の労働条件に関する基準は、法律でこれを定める。児童はこれを酷

使してはならない（佐藤 1994）。

1. 義務の性質

この社会党修正案には大日本帝国憲法（以下、帝国憲法と略記）のもとで見慣れた定型句で

ある「法律ノ定ムル所ニ従ヒ」が付されていないことからも理解できるように、社会党は労働

の義務を「差當リハ道徳的ノ意味」だと意義付けていた。社会党の鈴木義男委員や森戸辰男委

員からすれば、労働の義務とは、たしかに「國家危急ノ場合ニハ無理ニモヤラセルト云フ場合

モアル」が、原則としては、その「御手本」である「ワイマール」憲法にもあるように、一面

では「公共ノ福祉ノ為ニ」「勞働力ノアル働ケルモノハ皆働カナケレバナラ」ず、また他面では

「勞働ヲ欲スルモノニハ國家ハ必ズ職業ヲ與ヘル」という、完全雇用の精神を体現したものであ

った。この点に関して森戸は、別の機会に労働の権利と絡めてこう述べている。「實際ニ生存ノ

出來ナイ者ガ非常ニ澤山ア」ることを考えると、「單ニ形式上ノ政治的ナ基本權」を定めるだけ

ではなく、生存権のような「社會的、經濟的ナ基本權」が不可欠であり、それを実現する手段

として「消費ノ面ニ於ケル國民ノ個々ノ生活ノ權利」（「勞働ノ權利」）と「生産ノ面ニ於ケル國

民ノ勞働ノ義務」が規定されなければ、「今日出來ル憲法、殊ニ民主憲法デアルト云フ意味ガ通

ラナイノデハナイカ」（衆議院 2005b）。みずからが消費するものをお互いに生産する、という姿

勢を示そうとした社会党にとって、労働の義務は国民が他の国民に対して負うべき道徳的な義

務であり、法律で強制するような類のものではなかったのである。

しかし、この見解に対しては、法律上の強制力を持つものとして勤労の義務を定めようとす

る二つの立場から批判が寄せられた。一つは、政府草案第25条に3項として「勤勞ノ義務ハ法

律デ定メル」を挿入し、「青年男女」に対して「道徳的デハナク、法律的義務ヲ負ハセ」ること

を企図していた、協同民主党の林平馬委員であった。林によると、かつてのように帝国憲法の

もとで兵役の義務が課されていれば、「殊ニ農村ノ青年ナドハ二十歳ニナレバ兵隊ニ行ク」のが

「常識」であり、「行ツテ來レバ何トナク人間ガシツカリシテ來タト云フ意味カラ歓迎サレテ居

タ部分モ相當ア」った。ところが、新たな憲法のもとではそれが「永久ニナクナル」ため、「將
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來ノ國民ト云フ意味カラ大イニ重大ナ關心ヲ以テ見ナケレバナラヌト思フ」。それゆえ、「平和

日本建設ト云フ大目的」のもとで、「子供カラ大人ニ切リ變ル」「二十前後」の時期に「青年男

女」を「半年デモ一年デモ義務的ニ勞働サセ」ることが、目下の重大事である生産の拡大に寄

与できるとともに「社會奉仕」や「訓練教育」にもなって有益であろう。こうして林は、勤労

の義務が、教育を受けさせる義務を定めた政府草案「第二十四條ニ含マレル性質」を持つ「教

育ノ意味ヲ含ム義務」であり、「將來ノ國民」を「教育」するという「大キナ目的」を有するか

ら、その性質は「義務的、法律的ナモノデアツテ、道徳的ナモノデハナ」いのだと結論付けた

（衆議院 2005b）。国家建設のために国民を「教育」しなおして動員するという意味で、林のいう

勤労の義務とは国民が国家に対して負うべき義務だったのである。

ただ、この林の提案は社会党の鈴木から反発を受け、同調者をえられずに終わる。なぜならば、

もし勤労の義務を法律で定めれば、かつての「徴用工ミタイナ制度」と同様に、「結局ソレハ厭

ダト言ツテモ無理ニ徴兵ノヤウニ引張ツテ行ク」ことになるだろうと鈴木は指摘したからである

（衆議院 2005b）。日本軍が解体されて兵役法が廃止されるなかで、それでも国民を「徴兵ノヤウ

ニ引張ツテ行ク」ことに同意する芦田委員会の委員は、さすがにほとんどいなかったのである。

だが、勤労の義務に対して法律上の強制力を持たせようとする計画はまだ頓挫してはいなかっ

た。社会党修正案に向けられたもう一つの反論は、新政会の大島多蔵委員から出された。大島は、

政府草案第26条に対する新政会の修正案（「スベテ國民ハ、法律ニ定メルトコロニヨリ、勤勞ノ

義務ヲ負フ」）を社会党修正案1項と一体化させ、「スベテ國民ハ、法律ニ定メルトコロニヨリ、

勤勞ノ義務ト勤勞ノ權利ヲ有スル」としてはどうかと提案したのである。大島によれば、「法律

ニ定メルトコロニヨリ」を入れないと「無理ヤリニ誰デモ勞働ヲ強制サレルヤウナ心配ガア」り、

「ドウ云フモノヲ働カセルカト云フ細カイ規定ヲ法律ニ依ツテ決メナケレバ、此ノ條文ガ濫用サ

レタリ何カスル」のであった。そして、委員長の芦田も大島の見解を支持して、こう強調する。

「法律ノ定メル所ニ依ルト云ヘバ」、「徴用ミタイナ變ナモノ」や「法律ニ依ラズシテ、勝手ニ人

ヲ引張ツテ來ル」ことに対する「一種ノ保障」ができるのではないか、と（衆議院 2005b）。

しかし、保守派には残念なことに、この大島や芦田の見解は歴史的に間違いだったことが明

らかにされる。というのも、自由党の江藤夏雄委員は、「戰時中或ハ其ノ前カラ所謂國家的義務

ト云フ名ノ下ニ非常ニ惡イコトガ色々行ハレテ來タ」ことを考えると、「道徳的ト云フ言葉ヲ入

レルノハヲカシイカモ知レヌケレドモ、ヤハリ其ノ點ハハツキリシテ置イタ方ガ宜イノヂヤナ

イカ」と指摘していたからである。このことが意味していたのは、帝国憲法のさまざまな条文

に付された「法律ノ定ムル所ニ従ヒ」というコトバの存在にも関わらず、法律は憲法上の規定

が「濫用」されるのを防止できなかったという事実であった。この江藤の指摘に対しては大島

も芦田も再反論せず、最終的に芦田は「法律ニ定メルトコロニヨリ」の削除を決意する。こう

して、政府草案第25条1項に追加修正された義務の性質は、法律上の強制力を持たない道徳的

なものとして確定するのである（衆議院 2005b）。

2. コトバの選好

ただ、問題はもう一つあった。それは、義務の性質と密接に関わるもので、「労働」の義務な

のか「勤労」の義務なのかという問題である。

労働を擁護する社会党からは、森戸がその歴史的な背景を振り返った。それによれば、「初メ

ハ勞働ト云フ言葉ヲ用ヒ」ていたのだが、しだいに「勞働ト云フモノガ何カ多少具合ノ惡イヤ

ウナ感ジヲ持タレ」、「オ役所」では「勞務」というコトバを使うようになった。そして戦中に

なると、こんどは「勤勞」というコトバがもてはやされ、「勞働ト云フ言葉ヲ廢止シナケレバナ
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ラヌ」との主張がなされるようになるのである。なぜならば、「日本主義ノ人」からすれば、

「勤勞ト云フノハ天皇ニ奉仕スルト云フ特別ノ意味ガアル」のに対し、「勞働ト云フノハ勞資對

立ヲ意味スル」ことで君民一体のような考え方に反するからである。それゆえ森戸は、「寧ロ初

メニ自然ニ出來タ勞働、勞働者ト云フ言葉ノ方ガ通俗」なのであって、「普通ニモ筋肉勞働、精

神勞働ト云フヤウニ使ヒ慣シテ居」るから、「勞働」というコトバのほうが「時勢ニ合フ」ので

はないかと強調した。また鈴木も、「是ハドツチデモ間違ヒデハナイ」が「我々ハ將來出來ルダ

ケ勞働ト云フ言葉ヲ慣用語ニシタイ」と言明し、森戸に同調したのである（衆議院 2005b）。国

民が相互に負うべき道徳的な義務として労働の義務を提案した社会党からすれば、天皇あるい

は国家に対する奉仕というニュアンスを持つとされた勤労を避けようとするのは、それほど不

思議なことではなかった。

しかし、勤労を擁護する保守派政党は異なる見解を持っていた。進歩党の犬養健委員は、社

会党の水谷長三郎議員がしばしば「勤勞大衆ノ名ニ於テ」と発言していることに触れたうえで、

「所謂勤勞大衆ニハ多少頭腦的ナ勤勞者、職員組合ノ幹部トカ中堅ト云フモノモ含」み、「勤勞

ノ方ガ私達ハ廣ク思ハレル」からこのコトバを用いるのだとして、「天皇ニ奉仕スルト云フ特別

ノ意味ガアル」との主張に反駁した。そして、政府委員として出席していた佐藤達夫法制局次

長もまた、犬養の発言を援用したうえで、「勤勞大衆ノ名ニ於テ──其ノ勤勞ガ智的ト云フカ、

普通ノ筋肉勞働バカリデナシニ、モツト廣イ感ジヲ之ニ含メタイト云フ氣持」から、政府草案

では「勤勞」を選んだのだと主張したのである（衆議院 2005b）。こうして、コトバの選好につ

いては保守派の議論に押し切られたかたちとなり、芦田委員会は最終的に、政府草案第25条1

項を「すべて國民は、勤勞の權利を有し、義務を負ふ」と修正することで合意するのである。

3. 他の義務との関連性

これまでの議論からも理解できるように、社会党とそれ以外の保守派政党とは義務の性質お

よびそれと関連するコトバの選好をめぐって対立していたが、その対立のありようは以下のよ

うに整理できる。一方で、「労働」の義務を提案する社会党は、それをあくまで道徳的な義務だ

と意義付けており、国民が他の国民に対して相互に負うべき義務だと考えていた。しかし他方

で、「勤労」の義務を擁護する保守派政党によれば、その義務は法律上の強制力を持つものだと

され、しばしば国民が国家に対して負うべきものだとされたのである。

ただ、ここでさらに注目に値するのは、義務の性質およびコトバの選好に関して意見の異な

る社会党と保守派政党がいずれも、労働や勤労に関する義務に、日本国憲法の「三大義務」に

おける他の二つの義務が体現する教育的、納税的な意味合いを持たせていたことである。たと

えば、勤労の義務に法律上の強制力を持たせようとした協同民主党の林の提案に社会党の鈴木

が反発していたことはすでに述べたが、その反面で鈴木からすれば、勤労の義務が「教育ノ意

味ヲ含ム義務」であるという点には共感できるものがあった。というのも鈴木は、林の「御提

案ノ趣旨ハ大賛成」であり、社会党もまた「勤勞ト教育ノ結合」を重視して「ソレヲ大イニ將

來ノ國民運動トシテヤル積リ」だと指摘していたからである（衆議院 2005b）。

また、労働や勤労に関する義務が納税的な意味合いを含むものだと解釈されていたことは、

納税の義務の追加修正を決めた芦田委員会での討議をみれば明らかである。委員長の芦田が未

練を残しつつ「草案ノ出來タ時ノ經過」を振り返っているように、当初、政府草案には、納税

の一形態として「法律ノ定メルトコロニヨリ」「負擔、役務ニ服スル」義務を負うという「規定

ヲ入レタカツタ」。ところが、「亂用」の危険性など「差支ガアツテ」この案文は盛り込まれな

かったのだというのである。もしこれが条文化されていれば、保守派が希望していたような法

106



律上の強制力を持つ勤労の義務となっていたはずである。だが、社会党の鈴木としては、労働

の義務に納税的な意味合いを持たせることには反対ではなかった。実際鈴木は、芦田に同調し

て、「將來ハ勞働力ヲ提供スル場合ガ多クナルダラウ」し、「税金デナク、有償デ使フヤウニナ

ルダラウ」から、「削ツテモ弊害ハナカラウト思フガ、決メテ置カナイト我々ハ義務ガナイト云

フコトデ困ルト云フ説ガアツタカラ……」と述べていたのである。こうして、改革派と保守派

との共通見解を裏書するかのように、納税の義務については「大體各派トモ一致ノ修正意見」

として、ほとんど議論もなく追加修正が決定されるのである（衆議院 2005b）。

この二つの事例は、勤労の義務がどのような動機と目的を持って定められたのかを考察する

にあたって、さらに二つの点に注目する必要があることを示している。一つは、労働や勤労に

関する義務には、人びとに働くよう促す（あるいは、強制する）だけではなく、教育や納税

（あるいは、それ以外のもの）に関わる動機や目的が含まれる可能性をも考慮しなければならな

い、ということである。そしてもう一つは、社会党と保守派政党にはお互いに共有し妥協でき

る余地があるということである。これらの事例は、少なくとも日本国憲法の「三大義務」がそ

れぞれ別個に構想され定められたのではなく、労働や勤労に関する義務を結節点として相互連

関的に案出されたことを暗示しており、また社会党と保守派政党の主張は、真っ向から対立す

るというよりも一定の共通性を持っていたのだということを示唆しているのである。

III. 国民を先導する――改革派の構想

1. 社会党の憲法案

社会党は、芦田委員会に先立つ1946年2月23日に独自の憲法案（「新憲法要綱」）を発表して

おり、ここにはすでに、「国民権利義務」の表題のもと、労働の義務（「六、国民は労働の義務

を有す、労働力は国の特別の保護を受く」）と就学の義務（「十、就学は国民の義務なり、国は

教育普及の施設をなし、文化向上の助成をなすべし」）の二つが掲げられている（佐藤 1964）。

では、社会党はどのような動機や目的に基づいて労働の義務を憲法案に盛り込んだのだろうか。

戦前の無産政党各派からなる社会党は、すでに結成前の1945年10月半ばには憲法改正問題を

取り上げており、11月2日に開かれた結党大会でも、その「一般政策」の冒頭、「一、政治」に

おいて、「1 国民の総意に基く憲法の民主主義化」が掲げられていた（河野 1960）。しかし、日

本共産党との連携をめぐって党内対立が起きたため、憲法案起草のための委員会を党内に設置

したのは1946年1月18日のことであった。この委員会には、社会党の「三長老」の一人、高野

岩三郎をはじめ、芦田委員会の社会党委員である鈴木と森戸、さらには、片山哲、原彪、海野

晋吉、黒田寿男、中村高一、水谷長三郎、松岡駒吉が名を連ねている（佐藤 1964）。

ただ残念なことに、この委員会における討議の内容については、史料的制約により明らかに

できない。社会党案から窺い知ることができるのは、「新憲法制定」の「方針」として「民主々

義政治の確立と社会主義経済の断行を明示す」る姿勢が強調されていること、そして、それに

も関わらず、「国体」5とその法的な基盤である天皇の統治権については、「主権は国家（天皇を
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含む国民共同体）に在り」として国民主権を否定したうえで、「主要部を議会に、一部を天皇に

帰属」させる態度が言明されていること、などである（佐藤 1964）。結局、社会党案をみること

で指摘できそうなのは、鈴木が芦田委員会において説明していた、「勤勞ト教育ノ結合」を重視

するという社会党の方針の原型が、労働の義務と就学の義務というかたちで提示されていた、

ということだろう。

2. 憲法研究会の憲法案

そこで、改革派が労働の義務を提起した動機や目的を探る試行的な一助として、高野や森戸

もメンバーとして参加し、鈴木や原らも顔を出していた民間グループ、憲法研究会の憲法案の

策定プロセスを概観してみよう 6。というのも、憲法研究会は社会党よりも前に、社会党が芦田

委員会で提案したような労働の義務―国民が相互に負うべき道徳的な義務―を憲法案に盛り込

んでいたからである。

憲法研究会は、1945年10月29日、高野が、すでにラジオなどで帝国憲法の根本的改正が必要

だと主張していた在野の憲法史研究者である鈴木安蔵に声をかけたのがそのはじまりである。

その討議は早速、11月5日から21日にかけて行われ、「民主主義国家においては、統治権は当然

国民より発し且つ国民がこれを総攬（掌握統一）する」というかたちで「国体」を変革する基

本姿勢が打ち出された。その後いくつかの試案の作成を重ね、ついに完成した憲法研究会案

（「憲法改正要綱」）は、12月26日、日本政府とGHQとにそれぞれ提出される。そこには、全部

で三つの憲法上の義務が設けられていた。すなわち、「国民権利義務」の表題のもとに、労働の

義務（「一、国民ハ労働ノ義務ヲ有ス」）および民主的な人格完成の義務（「一、国民ハ民主主義

並平和思想ニ基ク人格完成社会道徳確立諸民族トノ協同ニ努ムルノ義務ヲ有ス」）が、「経済」

の表題のもとに所有権に伴う義務（「所有権ハ同時ニ公共ノ福利ニ役立ツヘキ義務ヲ有ス」）が、

掲記されたのである（鈴木 1977）。

では、労働の義務はどのような動機や目的に基づいて、憲法研究会案に盛り込まれたのだろ

うか。ここで興味深いのは、当初第一案（「新憲法制定の根本要綱」）には規定のなかった憲法

上の義務が、第二案（「憲法改正要綱」）ではじめて明記されたということであり、しかも、そ

のとき労働の義務が（民主的な人格形成の義務とともに）おかれていたのは「二、人権」の章

だったということである。その理由は、第一案と第二案における人権規定の策定方針の違いに

あった。すなわち、第一案の「三、人権」では、「人権保証のための積極的規定を憲法上に設く

べき」だとされ、従来のような「単なる自由、権利一般」にとどまらず、「労働権」や「休息権」、

「生活権」などの「具体的諸権利」を掲げるべきだと強調されていた。しかし、第二案になると

その方針はさらに徹底されて、人権規定については「能ふ限り詳細に規定する」こととなった

のである（鈴木 1977）。つまり、労働の義務は（民主的な人格形成の義務とともに）、人権を具

体的かつ積極的に規定するという憲法研究会の姿勢の表れであり、人権を保障し民主主義を徹

底するための、いわばダメ押し規定として提起されたのだとみることができるのである。

もしそうだとすれば、憲法研究会のいう労働の義務とはどのような性質を持つものであり、

どのような人権の保障をダメ押しするために案出されたのだろうか。まず義務の性質に関して、

ここで参考になるのが、第一案における人権規定の方針である。というのも、憲法研究会は
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「三、人権」の冒頭において、まず君主に対して従属し義務を負う「臣民」の概念を廃止して、

より主体的な内容を持つ「国民なる概念〔が〕確立さるべき」だと指摘し、「人権規定において、

従来のごとき留保付は一切廃止すべき」だと強調しているからである（鈴木 1977）。憲法研究会

からすれば、「法律ノ定ムル所ニ従ヒ」あるいは「臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ」という

留保を付けて人権を制約してきた帝国憲法のやり方は、改められる必要があった。それゆえ、

人権保障のダメ押し規定として提起された労働の義務についても、それはあくまで法律上の強

制力を持たないものだったのである。ここには、社会党がなぜ、労働の義務をあくまで道徳的

なものだと意義付けたのかに対する一つの説明を見出すことができるだろう。

また、労働の義務がダメ押しで保障する人権の具体的な内容を理解するためには、憲法研究

会が社会党と同じように、労働の義務を国民が他の国民に対して相互に負うべき義務だと解釈

していたことから説き起こすことができる。たとえば、憲法案を取り纏めていた鈴木安蔵は労

働の義務に関して、「『働かざるものは食うべからず』という理念を新しい日本国家においても

力説するつもり」で掲記したのだと指摘しているが、それが具体的に意味するものについては、

第一案の「六、経済・財政」において明示された基本方針が参考になる。

日本国家における社会・経済体制についての根本規定がなさるべきである。それは十八

世紀的デモクラシーに見らるるごとき、単なる私有財産の安固、営業の自由、契約の自

由の規定たるべきではない。これらは、日本の社会・経済の民主主義化に適応すべき大

財閥資本の制限、独占の禁止、寄生的大土地所有の禁止の範囲内において認めらるべき

である（鈴木 1977）。

憲法研究会からすれば、「日本の社会・経済の民主主義化」の観点から国民、とくに労働者の権

利を保障するためには、資本の集中や不労所得を制限するというかたちで所有権や契約の自由に

対する制約を設ける必要があった。そして、不労所得による生計が制限され、あるいは不労所得

者もまた生きるために消費することを考えるとき、あらゆる国民は、その消費するものを（再）

生産するためにも働くことが不可欠だとされたのである。こうした理解は、森戸が芦田委員会で

示した社会党の姿勢と大きく重なるものである。要するに、憲法研究会が考える「働かざるもの

は食うべからず」とは労働権の保障をつうじた生存権（「生活権」）の保障を意味しており、労働

の義務は、それらの権利の保障をダメ押しするために憲法案に盛り込まれたのであった。

そして、この労働の義務による人権保障を徹底するために第三案（「憲法改正要綱」）において

「経済」の章にさらなるダメ押し規定のように挿入されたのが、「持てるもの」が他の国民に対し

て負う義務とでもいうべき所有権に伴う義務である（鈴木 1967）。というのも、財産の所有者に

よるその自由かつ利己的な処分を無制限に認めることは、しばしば労働者の権利を侵害し、国民

の「経済生活」（「人間ニ値スヘキ健全ナル生活」）（鈴木 1977）を破壊することとなるからであ

る。それゆえ、「日本の社会・経済の民主主義化」の観点から「私有財産並に営業、契約の自由

は国家公共の福利に貢献するを根本条件とする」（鈴木 1977）という姿勢を明らかにする必要が

あった。憲法研究会が所有権に伴う義務を新たに挿入したのは、いわば労働の義務による人権保

障（国民の「経済生活」の保障）を裏面から支えダメ押しするためだったといえるのである。

では、これまで議論したように、労働の義務が人権を保障し民主主義を徹底するためのダメ押

し規定なのだとするならば、憲法研究会はなぜ、労働の義務を憲法に定めることで人権の保障や

民主主義の徹底が可能になると考えていたのだろうか。ここで参考になるのが、帝国憲法の改正

を二段階で実現するという憲法研究会の方針である。第一案に対して森戸は、「十年後に新たに
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憲法制定会議を招集して民主主義的憲法を作成すること」を規定すべきだと主張し、その理由と

して、「現在の改正では真に徹底的に民主的たりえず、また真に新しい民意を十分反映しえない」

からだと指摘した。「全員一同、現在は永い反動教育の結果、国民が真に適切に物事を判断しう

る状態に達していないから」、これからの「民主教育によって十分に正しく考えうる状態に達し

たのち、改めて真の国民の要求をきいて憲法を制定するのが当然」だというわけである。これを

敷衍すれば、国民は「永い反動教育」の結果として「真に適切に物事を判断しうる状態に達して

いない」ため、物事を「十分に正しく考えうる」憲法研究会が、「民主教育」を実現するための

第一段階として暫定的な憲法を作成して、民主化を先導しようとしたのだということになるだろ

う。事実鈴木安蔵自身も、憲法研究会が作成した程度の憲法が施行されれば、「十年のあいだに、

国民は思想的にも必然的に一歩前進して共和制の国家形態を要望するにいたるであろうと考え

た」のだと回顧している（鈴木 1977）。憲法研究会からすると、憲法上のすべての規定は「永い

反動教育」のもとにおかれた国民を「あるべき国民」の姿に再教育するためのものであり、労働

の義務もまたその例外ではなかった。換言すれば、憲法研究会は労働の義務を憲法に定めること

それ自体に教育的な意味合いを付与しており、それは、憲法研究会が人権を保障し民主主義を徹

底するために国民を先導して再教育することの一環だったのである。

IV. 臣民を再教化する――保守派の努力

1. 保守派政党の憲法案

では、自由党や進歩党はなぜ、勤労の義務の追加修正を受け入れたのだろうか。また、協同

民主党や新政会はなぜ、勤労の義務の挿入を提案したのだろうか。

まず、自由党と進歩党は芦田委員会に先立って憲法案を発表しているが、いずれも勤労の義

務に類する規定はおろか、具体的な憲法上の義務についても一切掲げてはいないため、勤労の

義務を受け入れた理由については分からない。ただ、自由党と進歩党の憲法案には、憲法上の

義務に対する態度に関して微妙な違いがあった。一方で、芦田のイニシアティブを発端に、旧

立憲政友会系の議員で構成された自由党は、1946年1月21日、憲法案（「憲法改正要綱」）を公

表する。その基本姿勢は、それに付された鳩山一郎自由党総裁の談話にもあるように、「天皇制

の打倒を呼号」する声に対して「或は悲痛し或は疑惑して居る」国民のために、「我国の伝統」

である「国体」を維持したかたちでの「真の立憲君主政治の確立」を目指したものであった。

ただ、帝国憲法の「第二章　臣民権利義務」に該当する部分は「三、国民の権利」と改められ、

勤労の自由（「二、営業及勤労ノ自由ハ、法律ヲ以テスルニ非ザレバ之ヲ制限スルコトヲ得ズ」）

をはじめとする三つの権利が掲げられていた。鳩山談話はこの点に関して、立憲政治を確立す

るために「無謀な戦端を開くに至った」「軍閥官僚」の台頭を防ぎ、「国民の権利を伸長擁護」

する条項を設けたのだと指摘している（佐藤 1964）。「国体」を維持するためには「国民の権利」

を拡張する必要があり、それを制約するような憲法上の義務は不要だというわけである。他方

で、旧大日本政治会を母体として旧立憲民政党系の議員からなる進歩党は、1946年2月14日、

憲法案（「要綱」）を策定するが、「孰レノ案ヨリモ進ミタル民主主義ヲ採用シタ」との言にも関

わらず、帝国憲法とのあいだに大きな差異はなく、「臣民ノ権利義務」という表題までもが帝国

憲法どおりであった。そのことは、「要綱」の前に付された「方針」において、こう宣言されて

いることからも明白である。「我国ニ於ケル天皇制ハ古来ノ歴史ト国民ノ信念トノ成果ニシテ、

日本国家統一ノ中心デアル」（佐藤 1964）。進歩党からすれば、「国体」とその法的基盤である帝
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国憲法の基本的な枠組みは変更不要だと考えられていたのである。

また、協同民主党と新政会は、いずれも1946年4月の衆議院選挙に前後して改組あるいは結

党したこともあり、憲法案を発表していない。わずかに、協同民主党の前身である国民協同党

が、その結党の折に出した「綱領」のなかで、「勤労自主相愛を基調とする協同主義」を掲げて

いることが知られるのみである（内田 1987; 赤塚 1978）。

2. 政府系の憲法案

そこで、勤労の義務に対する保守派の思惑をさらに考察する第一次接近的な方途として、

1945年10月25日、幣原喜重郎内閣のもとに、商法学者である松本烝治国務大臣を委員長として

設置された、憲法問題調査委員会（以下、松本委員会と略記）の憲法案の策定プロセスを考察

していきたい 7。というのも、この松本委員会は、保守派政党が芦田委員会で擁護したような勤

労の義務―法律上の強制力を持った国民の国家に対する義務―を、これらの政党に先駆けて構

想していたからである。

松本委員会での討議は大変起伏に富んだものであった。事実、討議がはじまった1945年10月

末から原則的な討議が終了する11月末までの時期、松本委員会は、帝国憲法のもとに定められ

た、第20条の兵役の義務（「日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス」）や、第21条

の納税の義務（「日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス」）をはじめとする、あら

ゆる憲法上の義務を憲法案から削除する方針を示していた。すなわち、日本軍の解体を要求す

るポツダム宣言の履行という観点から兵役の義務の削除や改変が問題となり、この義務の削除

が俎上にのぼると納税の義務を存置するかが課題となり、これが帝国憲法第62条の「納税法律

主義」で補完できるとの意見が台頭すると、こんどは「第二章　臣民権利義務」という表題の

是非が討議され、まるで自由党案を思わせるかのように、「第二章　臣民」あるいは「第二章

国民」とする案などが出されるようになるのである（芦部ほか編 1997）。

しかし、原則的な討議の終了を受けて各顧問・委員が試案の作成に取り掛かるようになると、

まず松本が、次いで松本委員会が、兵役の義務の代わりとして臣民（国民）に働くよう義務付

けることを企図した勤労の義務に関わる憲法上の義務を提起するようになる。たとえば、12月

半ばには、松本が帝国議会での質問を受けて「勞役ニ服スル義務」が憲法には必要だと答弁し、

この松本の方針転換を受けて12月末には、松本委員会が「勤労ノ権利義務」をはじめとする憲

法上の義務を構想していた。ただ、松本と松本委員会とのあいだには進歩党と自由党とのあい

だに見られるような差異があり、それを反映するかのように松本委員会は、1946年1月末、帝国

憲法の改正度合いにあわせた「小改正」案（甲案）と「大改正」案（乙案）を作成する。そし

て、「甲案」には「第二章　臣民権利義務」のもと、納税の義務とともに「役務ニ服スル義務」

（「八　第二十条中ニ『兵役ノ義務』トアルヲ『役務ニ服スル義務』ト改ムルコト」）が、「乙案」

には「第二章　国民権利義務」のもと、納税の義務とともに勤労の権利義務（「日本国民ハ法律

ノ定ムル所ニ従ヒ勤労ノ権利及義務ヲ有ス」）と教育を受ける権利義務（「日本国民ハ法律ノ定

ムル所ニ従ヒ教育ヲ受クルノ権利及義務ヲ有ス」）が、それぞれ掲記された（芦部ほか編 1997）。

こうして、松本委員会は2月8日、最終的に「甲案」をもとにした憲法案（「憲法改正要綱」）を
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GHQに対して提出するのである。

では、松本や松本委員会は、どのような動機や思惑から勤労の義務を憲法案に盛り込み、な

ぜその義務を法律上の強制力を持った国民の国家に対する義務として案出したのだろうか。こ

こでは、松本と松本委員会が方針を大きく転換した1945年12月に注目して、これらの問題を考

察していきたい。

（1）松本の態度表明

松本がはじめて臣民の働く義務を憲法に定めるべきとの見解を明らかにしたのは、1945年12

月17日の貴族院における石黒忠篤議員からの質問に対する答弁においてであった。すでに松本

は12月8日、憲法改正の方針を示した「松本四原則」のなかで、「国体」とその法的な基盤であ

る帝国憲法の「大原則」（天皇による統治権の総攬）を堅持する姿勢を明確にしており 8、石黒は

それを受けて、国民の「勞力ノ提供」を「國家義務」として憲法に定めるよう松本に要求した

のである。

石黒の質問はまるで協同民主党の林による芦田委員会での提案を髣髴とさせるもので、そこ

で提起された義務の性質は、法律上の強制力を持った国民の国家に対する義務であった。第一

に、石黒によれば、新しい憲法には、国民が（政治エリートたちの決めた）新たな国家建設の

ために奉仕することを定めた、「國民ノ國家ニ對スル義務」が不可欠であった。なぜならば、帝

国憲法の改正に伴って兵役の義務が廃止される一方で「自由ノ思想」が「極メテ輕佻浮薄ニ採

入レラレ」たため、いまでは「全ク自由ナ、放埓ナル生活ニ入ル危險ガアリ、又ソレニ入ツテ

自堕落ニナリ勝チニ思ハレル國民ノ趨勢ガ見ラレル」からである。石黒はここに「我ガ國ノ將

來」に関する二つの「心配」を見出していた。一つは、「平和國家ヲ建設スルニ必要ナル勞力ノ

提供」である。国民はこれから、「全ク武備ノナイ國家トシテ、新シク、全ク新シイ平和日本ト

シテ立ツテ行ク爲ノ國家ニ對スル必要ナル仕事ヲスル義務ヲ背負ツテ行カ」なければならない

のに、「自由ノ思想」のせいで「自堕落」になってしまっては、「此ノ危機ニ際シテ居ル日本ノ

建設ト云フコトガ、圓滿ニ進行ハ出來ナイノヂヤナイカト思」われるからである。またもう一

つは、教育的な意味合いを含んだ「國民性ノ涵養」であった。石黒は、兵役の義務による「國

民性ノ錬成」が「非常ニ多大ノ貢獻ヲ國家ニ爲シ」てきたと理解しており、「權利ヲ考ヘル時ニ

當然ニ義務モ考ヘナケレバナラヌ」とする石黒からすれば、新しい憲法にも、兵役の義務と同

様に、「日本國ヲ、平和日本ヲ確ツカリト樹テテ行クト云フ義務」が必須だとされたのである。

いわば、「徴兵ノ義務ガナクナツテモ、又自由ノ思想ガ不當ニ入レラレテモ、國民ノ義務ト云フ

コトニ付テ、將來ノ國民ガ日本國民タル意識ヲハツキリト持ツヤウニナ」るべきだというわけ

である（貴族院 1999b）。

また第二に、石黒のいう「國民ノ國家ニ對スル義務」とは、法律上の強制力を持つものとし

て構想されていたのだといえる。というのも、石黒は、この義務の性質に関して、「恰モ兵役ノ

如ク、併シナガラ武力ノ戰爭ニ從事スルト云フノデハナ」いのだと指摘しているからである。

ここで石黒が具体的に考えていたのは、「只今我ガ國ガ直面シテ居ル食糧ノ供給」から「鑛山勞

働」や「都市ノ清掃」まで、「國民ガ或一定ノ年齡ニ達シタナラバ、適當ナル方法ニ於テ、貧富

ノ別ナク、之ニ從事ヲスル」よう義務付ける、というものであった。石黒からすれば、国民の
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「勞力ノ提供」を賃金労働や「精神的ニ義勇心ヲ喚起」するのみにゆだねることは、「餘リニ國

家建設ノ爲ニ問題ガ大キ過ギル」ものだったのである（貴族院 1999b）。

そして、この石黒の提案に対しては松本も全面的に賛成であった。松本は、「御質疑ノ大體ノ

御精神ハ私モ極メテ同感」だと応じたうえで、「私一個ノ考ヘ」ではあるが、兵役の義務に代わ

る新たな憲法上の義務として「國家ノ爲ニ勞役ニ服スル義務」を考えているのだと答弁したの

である。すなわち、「民主主義ノ内容ヲ成ス所ノ自由主義」、その「自由主義ハ必ズ同時ニ他人

ノ自由ヲ侵サヌ、又國家ノ爲ニ奉仕スルト云フ義務ヲ伴フ」のであり、それは「當然ノコト」

でもあるから、「國家ノ爲ニ勞役ニ服スルト云フヤウナコトヲ想像シテ、之ニ付テ規定ヲスルコ

トハ妨ゲナイコトデハナカラウカト、實ハ考ヘテ居ル」。というのも、この「國家ノ爲ニ勞役ニ

服スル義務」を憲法に定めておけば、「徴用其ノ他各般ノ法律ヲ書クト云フコトノ切ツカケガ出

來」るからである。そのうえで松本は、「法律ニ定メルトコロニヨリ」という留保を付せば濫用

が回避できるとする芦田や新政会の大島の芦田委員会での発言を思い起こさせるように、「日本

臣民ノ權利、自由等ニ制限ヲ加ヘルトカ、或ハ義務ヲ課スルヤウナ場合ニハ、法律デナケレバ

是ハ出來ナイト云フヤウナ規定ヲ設ケテ、以テ人民ノ自由、基本的ノ權利ト云フヤウナモノヲ

尊重スル趣旨ヲ示シタイ」と強調したのである（貴族院、1999年b）。「松本四原則」において

「国体」の維持を表明した松本からすれば、兵役の義務のように法律上の強制力を持った「日本

臣民」の国家に対する義務を新たな憲法にも定めるのは、「當然ノコト」であった。天皇による

統治権を認め国民主権を否定することは、天皇以外の人びとが依然として君主に対して従属し

義務を負う臣民であることを意味していたから、その臣民が負うべき「國家ノ爲ニ勞役ニ服ス

ル義務」に関する憲法上の規定は不可欠だったのである。

（2）松本委員会の変節

この松本の発言を受けて、松本委員会もまた国民の働く義務を憲法に定めようと画策するの

だが、松本委員会の大勢が松本とは異なり、「兵役ノ義務ニ代ルベキ義務」として「勤労ノ権利

義務」（芦部ほか編 1997）を構想していたのは大変興味深い。事実、松本委員会は義務の性質に

関して、勤労の義務が法律上の強制力を持つことは認めつつも、それは国民の国家に対する義

務ではないのだと示唆していたのである。

各顧問・委員の試案を参照しつつ「勤労ノ権利義務」が討議された12月24日の議事録をみて

みると、まず、帝国憲法の「第二章　臣民権利義務」という表題が問題とされ、「兵役ノ義務ニ

変ル他ノ義務ヲ新タニ設ケルコトモ考ヘラレルカラ表題ニツイテハ後デ考ヘルコトトスル」の

だとして、決定は先延ばしになった。次いで、河村又介委員が勤労の義務（「日本臣民ハ法律ノ

定ムル所ニ従ヒ勤労ノ義務ヲ有ス」）を憲法案に規定していることに触れ、「コレハ精神的、肉

体的両方面ノ意味ヲ含ム」ものだとされた。勤労の義務は、道徳的なものであると同時に法律

上の強制力をも持つのだというのである。そのうえで松本委員会は、帝国憲法の「第二章ニ手

ヲ入レル以上ハ、カウ云フ社会的ナ要素ヲ入レルコトガ考慮ノ価値ガアル」と指摘し、勤労の

義務が「社会的ナ要素」の代表例であるとの認識を示したのである。しかし、その直後に議題

は「労働ノ権利」に移り、これを規定することは「実際上極メテムツカシイ」から、松本委員

会では「ワイマール憲法的ニ法律ハ労働者ノ保護ト救護ニツイテ定ムベシト云フ風ニシタ」。よ

り具体的には、「勤労ハ国家ノタメニ働クト云フコトデナ」く、「働カザルモノハ食フベカラズ

式ノ考ヘデアリ、従ツテ働キタル者ハ生存権ヲ保障セラレネバナラヌト云フ考ヘデアル」。松本

委員会からすれば、生存権の保障は勤労をなすものに対してのみ与えられるのであった。こう

して委員たちからは、「『勤労ノ権利ヲ有シ義務ヲ負フ』ト云フ形ハ如何？」との提案もなされ
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たのである（芦部ほか編 1997）。

ただ、ここには二つの疑問が残る。第一に、なぜ松本委員会は帝国憲法の「第二章ニ手ヲ入

レル」方針を固め、勤労の義務のような「社会的ナ要素」を案出したのだろうか。これについ

ては、「勤労ノ権利義務」の挿入と関連して、以下のように指摘されている。

今日ノ状勢ハドウセ改正ヲスルノナラ相当積極的ニヤラネバ乗リ切レナイ状勢ニ近ツキ

アルノデ、第一条乃至第四条スラヤハリ手ヲ入レネバスマナイ勢ニナリツツアル。サウ

云フ点ヲ考慮シテ、調査会トシテモモツト積極的ニ手ヲ入レル方針ヲトラネバナラナイ

ト云フ意見ガ支配的ナ空気デアツタ（芦部ほか編 1997）。

松本委員会の大勢からすれば、「今日ノ状勢」は、「国体」とその法的な基盤である帝国憲法の

第1条から第4条の堅持すら困難な状況にあるのだった。それゆえ、松本委員会としては、「国体」

を維持し、あるいはその変革を最小限にとどめるためにも、「国体」の変革を叫ぶ改革派の主張

を取り入れたかたちで帝国憲法の第二章を大幅に改正する必要があり、そこで松本委員会の御眼

鏡に適ったのが「社会的ナ要素」だったのである。12月末といえば憲法研究会案は未公表だった

が、労働の義務を盛り込んだ第二案および第三案は勤労の義務を憲法案に定めた河村にも送付さ

れており（憲法調査会 1959）、すでにそれ以前の11月末には、社会党をはじめとする改革派が積

極的に推し進めていた労働組合法案の策定を受けて、労務法制審議委員会が、「一、憲法中に労

働の権利および義務に関する規定を設けること」を明記した答申の附帯決議を厚生大臣である芦

田に提出していた（『朝日新聞』 1945）。つまり、松本委員会の大勢は、「國家ノ爲ニ勞役ニ服ス

ル義務」を考えていた松本とは異なり、少なくともこの時期までには、「国体」の維持という目

的を損なわない範囲内で改革派の主張を取り入れる準備ができていたのである。こうして、松本

と松本委員会の大勢との相違を反映するかのように、松本委員会は12月26日の会合において

「小改正」と「大改正」の二つの案を策定することで合意し、それはのちに、松本自身の憲法案

をもとに作成された「小改正」案（甲案）と、事実上宮沢俊義委員による憲法案（宮沢甲案）を

もとに作成された「大改正」案（乙案）とに結実するのである（佐藤ほか 1977）。

また第二に、勤労の義務が松本委員会の指摘するように「国家ノタメニ働クト云フコトデナ」

いのだとすれば、その義務の性質とはどのようなものだと考えられていたのだろうか。ここで

あらためて松本と松本委員会の大勢との違いに目を向けてみると、そこに内在する共通性に気

付くことができる。というのも、松本委員会の大勢もまた、松本と同じように「国体」の維持

を掲げ、天皇の統治権を定めた帝国憲法の第1条から第4条の改正に否定的だったからである。

松本委員会からすれば、「大改正」案といえども、改革派のように「国体」を変革して国民主権

を認めたり、人権規定を具体的かつ積極的に列挙したり、それらを制限する留保条件（たとえ

ば、「法律ノ定ムル所ニ従ヒ」のような留保）を撤廃するような抜本的な改正は、ほとんど考慮

だにしていなかった。そのため、表面的なコトバの変更（たとえば、臣民から国民への変更）

や「勤労ハ国家ノタメニ働クト云フコトデナ」いとの発言にも関わらず、天皇以外の人びとは

依然として君主に対して従属し義務を負う臣民として扱われ、その義務の性質についても、臣

民が国家に対して負うべき義務だと想定されていたのである。

このように、松本委員会の大勢が案出した勤労の義務は、松本が考える「國家ノ爲ニ勞役ニ

服スル義務」とともに、帝国憲法の「大原則」を維持するという方針のもとで、兵役の義務に

代わる臣民の国家に対する義務を探し求めた結果だと意義付けることができる。そして、その

ことが持つ具体的な意味の一つは、石黒が指摘し松本もその「精神」に賛同していたように、
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兵役の義務のもとで「涵養」され「練成」された「国民性」の再編成、すなわち「あるべき国

民」の姿を再定義してこれまでの臣民を再教化するということであった。ここに、改革派だけ

ではなく保守派にもまた、労働や勤労に関する義務に教育的な意味合いを付与する契機が表れ

る。事実、石黒の提案によれば、「勞力ノ提供」を「國家義務」として憲法に設けるのが困難な

場合には、「學校ニ於テ、學校教育ノ面ニ於キマシテ、國家建設ノ爲ニスル奉仕ト云フコトヲ何

等カノ形ニ於テヤル」べきだとされていたほどである（貴族院 1999b）。松本や松本委員会の大

勢からすれば、勤労の義務を憲法に規定することは、新たな国家建設（「平和國家」の建設）に

向けてこれまでの臣民をふたたび動員するために「あるべき国民」の姿を兵士から勤労者に改

め、臣民を再教化することを意味していた。こうして、松本委員会は「大改正」案である「乙

案」において、これまで勅令で行っていた教育に関わる諸問題を法律事項にし、勤労の義務と

教育を受ける義務を併記したのである。

そしてさらに付言すれば、勤労の義務には納税的な意味合いをも含まれていた。というのも、

松本委員会では、美濃部達吉顧問が兵役の義務に代わる義務として国家に貢献する義務（「日本

臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ忠誠ニ国家ヲ防衛シ及国家ニ貢献スヘキ義務ヲ有ス」）を憲法案に

定めていたことに触れ、「美濃部案ノ『貢献』ニハ納税モ入ル」との認識が示されていたからで

ある（芦部ほか編 1997）。松本委員会からすれば、納税の義務は兵役の義務に代わる義務の一つ

として憲法案に再登場したのであり、「勞務ニ服スル義務」や「勤労ノ権利義務」のように、

（政治エリートたちが決めた）国家建設に対する国民の「貢献」や「奉仕」を定めた義務の一翼

としての地位を占めていたのである。

3.「持てるもの」の義務と保守派

ここで、（政治エリートたちの決めた）国家建設に対する再教化や動員のために役立たない憲

法上の義務については保守派が削除していたことを確認するために、改革派と保守派の思惑が

大きく異なる、所有権に伴う義務に対する保守派の態度を概観してみよう。

そもそも、憲法研究会が所有権に伴う義務を定めたのは、労働の義務を裏面から支えそれを

ダメ押しするためであった。というのも、憲法研究会によれば、一方で「持てるもの」は、そ

の財産を利己的に処分することで国民の生活や権利を脅かさないようにする義務が生じ、他方

ですべての国民は、みずからの生活と権利を守るため、それぞれが消費するものをお互いに生

産するというかたちで労働の義務を負うからである。こうした考えは松本委員会では採用され

なかったが、GHQ草案には盛り込まれることとなった。すなわち、「第二章　人民の権利及び義

務」のなかの第29条、財産の所有に伴う義務（「財産の所有は、義務を課する。財産権の行使は、

公共の利益にならなければならない」）である（高柳ほか編 1972）。

しかしこの義務は、GHQ草案を「日本化」して政府草案を作成した、松本委員会の委員長松

本と、その委員であり芦田委員会にも出席していた佐藤達夫法制局第一部長らによって削除さ

れてしまう。しかも松本はのちに、みずからこの義務を削除した政府草案に対して、「国ガ課シ

タ義務ヲ履行シナケレバナラヌ事ハ当然」であるのに「義務ノ遵奉ノ精神ガ足リヌコトハ遺憾」

であり、「義務一般ヲ守レト云フ規定ガ必要適切ナノカモシレヌ」として、義務の追加を主張し

ていたのである（芦部ほか編 2009）。

なぜ所有権に伴う義務が削除されたのかについてはさらなる考察を要する。ただここで指摘

できるのは、所有権に伴う義務が、松本らの規定したい勤労の義務を中核とした憲法上の義務

とは異なるものだと認識されていたことである。保守派からすれば、たしかに政府草案には憲

法上の義務が少ないが、だからといって憲法上の義務ならなんでも大歓迎だったというわけで
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はなく、臣民の国家に対する義務の挿入には積極的だったが、「持てるもの」だけが負うべき義

務の設定にはきわめて否定的だったのである。

V. 暫定的結論

これまで議論してきたように、労働や勤労に関する義務は、改革派と保守派とを問わず、帝

国憲法上の義務に代わる新たな憲法上の義務の中核に位置付けられていた。そこで、帝国憲法

上の義務がどのようなかたちで日本国憲法上の義務に再編されたのかを考える仮説的な試論と

して、勤労の義務の成立過程がより大きな帝国憲法上の義務の再編プロセスのなかにどう位置

付けられるのか、あらためて検討していきたい。

芦田委員会において、労働や勤労に関わる義務の追加修正をめぐる社会党とそれ以外の保守

派政党との対立は、義務の性質およびコトバの選好をめぐるものであった。一方で社会党のよ

うな改革派は国民が他の国民に対して相互に負うべき道徳的な義務として労働の義務の追加修

正を希望していたが、その動機や目的については社会党に先行して同じような労働の義務を定

めていた憲法研究会案の策定過程から推察できる。「国体」の変革を目指す憲法研究会にとって、

帝国憲法の「大原則」である天皇の統治権の改革は必然であり、そのことは君主に対して従属

し義務を負うとされた臣民の概念の変更を意味していたから、帝国憲法上の義務の再編は不可

欠であった。ここで、「日本の社会・経済の民主主義化」の観点から臣民に代わる国民がより主

体的に負うべき義務として掲げられたのが労働の義務である。あらゆる国民は、その消費する

ものを（再）生産するためにも働かなければならないとされたのである。しかし、これだけで

は生産手段を有する「持てるもの」の利己的な財産処分によって国民の「経済生活」が脅かさ

れる危険が残るし、そもそも「反動教育」のもとでの臣民は労働の義務を主体的に負うような

「あるべき国民」となるよう再教育され、あるいは自己変革する必要がある。そのため、労働の

義務を裏面から支えダメ押しするために所有権に伴う義務が、また労働の義務に対する教育的

な意味合いを込めて民主的な人格完成の義務が、それぞれ規定されたのである。いわば憲法研

究会は、これらの憲法上の義務を定めることで「あるべき国民」の姿を再定義するとともに、

従来の臣民を先導して再教育することを目指していたのである。

他方で、保守派政党は臣民が国家に対して負うべき法律上の強制力を伴う義務として勤労の

義務を定めようとしていたが、その動機や目的はこれらの政党に先駆けて同じような勤労の義

務を構想していた松本委員会案の策定過程から類推することができる。松本委員会は、「国体」

とその法的な基盤である帝国憲法の「大原則」を維持しようとしていたが、ポツダム宣言の受

諾とともに兵役の義務の維持が困難になったことから、帝国憲法上の義務を再編する必要性に

直面することとなった。もともと憲法上のあらゆる義務を削除する方針を示していた松本委員

会が義務規定を復活させたのは、「国体」の変革を目指す改革派が労働の義務を憲法に盛り込む

よう提言していたからだろう。ここで松本や松本委員会の大勢が提示したのは、「勞務ニ服スル

義務」や「勤労ノ権利義務」のような兵役に代わる臣民の働く義務であり、（政治エリートたち

が決めた）国家建設に対する臣民の「奉仕」や「貢献」を定めた法律上の強制力を持つ義務で

あった。ただ、この義務だけではこれまで兵士として「涵養」され「練成」されてきた臣民の

「国民性」を再編成することはできないし、そもそも勤労という方法以外の国家建設に対する

「奉仕」や「貢献」のあり方も考えられる。それゆえ、勤労者という「あるべき国民」の姿に臣

民を再教化するために「乙案」では教育を受ける義務が、また、国家建設に対する勤労以外の
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「奉仕」や「貢献」のあり方を示すために「甲案」と「乙案」に納税の義務が、それぞれ明記さ

れたのである。換言すれば、松本委員会にとってこれらの憲法上の義務とは、これまで戦争に

動員していた臣民をこんどは「平和國家」建設に動員するために、「あるべき国民」の姿を再定

義して従来の臣民を再教化する一つの手段だったのである。

このように整理してみると、義務の性質やコトバの選好については見解の異なる改革派と保

守派が、義務を定めた動機や目的に関しては一定の共通性を有していたことが理解できるだろ

う。それは、戦後の日本に適合した新たな「あるべき国民」の姿を再定義するために義務を設

けたという点と、従来の臣民を「あるべき国民」の姿にするためには「教育」が必要だとする

点である。芦田委員会において勤労の義務が「教育ノ意味ヲ含ム義務」だと主張した協同民主

党の林に対して、鈴木もまた、社会党は「勤勞ト教育ノ結合」による「國民運動」を推進する

のだと応じたことは、その顕著な一例であった。労働や勤労に関する義務を憲法に定めること

それ自体に対する反対が改革派からも保守派からも挙がらなかったのは、その動機や目的の次

元において両者が意見を同じくしていたからだったのである。

しかし、こうした動機や目的は、民主的な憲法だとされた日本国憲法に、エリート主義と

「国民」主義という非民主的な要素を持ち込むこととなった。というのも、改革派が「あるべき

国民」の姿を定めてこれまでの臣民を先導し再教育できるとしたのも、保守派が国家建設に対

する動員のために「あるべき国民」の姿を定めて従来の臣民を再教化できると考えたのも、そ

の背後には、「あるべき国民」の姿であれ望ましい国家建設のヴィジョンであれ、そのあり方を

決定しそのための「教育」を行う資格と能力を持つのは、（一般の人びとではなく）自分たちエ

リートだとする前提があるからである。そのうえ、「あるべき国民」の姿を再定義するという企

図は、それに不適合な人びとを同化、あるいは排除する傾向を内包していた。その結果、帝国

憲法上の臣民は、戦後になっても引き続き物事を判断し決定する資格や能力がないとの前提の

もと、日本国憲法上の義務に示された「あるべき国民」の姿（勤労者）になるよう要求され、

（政治エリートたちの決めた）新たな国家建設に対する「協力」を求められることとなったので

ある。またこのことは、勤労の義務に関する憲法上の解釈が示しているように、「あるべき国民」

以外のものになろうとする人たちには、生存権の保障すら否定されることを意味していた9。

このように、勤労の義務を中核とした日本国憲法上の義務が国家建設と密接に結び付いた

「あるべき国民」の姿を明示したものである以上、目指すべき国家のあり方が時代とともに変化

するにつれて新たな憲法上の義務や責務が提起され、憲法上の義務の再編が続いていくだろう。

しかし、憲法上の義務というかたちで「あるべき国民」の姿を定めそれに向けた「教育」を徹

底していくことは、均質な国民を作り出すための有用な手段である一方で、それが成功すれば

するほど人びとの多様性や多元性が奪われ、（政治エリートたちの決めた）国家建設が行き詰ま

ってしまった場合、それに対する新たな代案の提示を難しくしてしまうのではないだろうか。

この点に関して勤労の義務の成立過程から学べることがあるとすれば、それは、エリート主義

と「国民」主義から脱却して人びとの多様性や多元性を担保することが不可欠であり、一般の

人びともまたみずから判断し決定する機会と立場を手放さないことが重要なのだ、ということ

なのかもしれない。
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9 たとえば、松本委員会の委員、宮沢俊義（1978）によれば、「『その利用し得る資産、能力その他のあら
ゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用する』ことを怠る」ような、「『勤労の義務』を果
たさない者」には、「国は、生存権を保障する責任はない」のだとされている。これに対して、「『勤労
の義務』を果たさない者」としてしばしば批判の対象となる「フリーターやニート」が、脱産業主義、
脱成長至上主義を志向した「新しいタイプの人間」であることを指摘したものとして、塩野谷祐一
（2009）。
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