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序

聞い

Z当包.§；！＿
同局ミ

冷戦の終駕及び 旧 ソ連 ・東欧諸国での体制転換にともなって、東側の世

界でも第 二次世界大戦後以来の巡法制定ラッシュがおき、違憲審査制が広

く導入され、西側の価値にとど まっていた「立憲主義J が採用されるに至

り、「立窓主義Jはグローパノレ化している 。これらの諸国は旧社会主義国家

であり、その社会主義「再生Jという改革が行き詰まったところで、脱社

会主義という体制転換の方向と変わったのである 。 それらの背景にあるの

は、「人民主権J、「議会主権」を掲げた最高会議の全権性と共産党の 一党支

配という権力統合主義に対する反省であり、旧ソ連崩壊の前後からこれら

の諸国にお いて憲法裁判所が次 々と 創設されている 。 アジア地域において

も、台湾、韓国等の国々において体制転換が行われた。 そして 、これ らの

国々も体制転換の際、違憲審査制を導入している 。

他点、古典的立憲民主国家において、違憲審査制の民主的正当性、つま

り違芯審査制の f反多数決主義という難点 j は長 い間 古典的立憲民主国家

忠法学における支配的なテーマであった。 民主的に選ばれてない裁判官は

選挙で選ばれた議会の立法を違憲無効にすることは、民主主義との関係で

いかにして正当 化できる かという問題に集中するものである 。 この規範的

な問題設定は違憲審査制 の人権保 ｜時機能を中心に取り上げ、その政治的性

楠を退ける 。従って、この規範的問題設定からすれば、上述のような新興

民主主義国家における違憲審査制を次々と導入 してい る現象の分析に助け

とならない。 最も、このもっぱら裁判官はいかにふるまうべきかという聞

いに集中させる論法は、裁判官はいかに行動し 、なぜそのように行動する

か という問題を看過しているがゆえに、違憲審査制のほかの性絡の発見を

困難にしている 。違憲審査制に関する規範的議論は、違憲審査制を取り巻

く政治の問題に 無関心であ る。 とはいえ、本論文で論じようととしている

逃滋審査制の政治的構築という論点は、規範的議論を否定するものではな

し、。
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違憲審査制を取り巻く政治の問題はさまざまである。例えば、裁判官の

政治的任用、政権交代の欠如がもたらす負の影響等々である。従って、違

憲審査制に関する政治学の視点からの分析も一様ではない。 しかし、違憲

審査制 に関するこれらの政治学的議論の多くは、既に確立された違憲審査

制に関するものであり、新興民主主義国家がなぜ違憲審査制を導入するか

という 問いへの答えを与えるものではない。

2 試み

違憲審査制の起源に関する政治学的分析も少数であるが存在する 。 これ

らの議論は、違憲審査制の起源に関して説明しうる可能性がある 。違憲審

査制に関する議論は、規範的議論一正当性パラダイムーから違憲審査制は

政治的に創造されているというパラダイムへ転換する必要がある 。

本論文では、これらの少数であるが、違憲審査制の起源に関するより説

得力のある議論に依拠しつつ、違怒審査制の政治的構築に関して論じる 。

そのため、「衝突回避の場」としての違憲審査制という概念、を用い、この概

念を通じて違憲審査制の起源に関する説明を試みる 。 ここでいう「衝突J

は基本的に裁判所にその解決を委ねる各政治勢力問の各種の衝突を指す。

衝突の強度は革命という最も強度の強いものをはじめ、比較不能な価値の

対立、経済利益の不一致等のものがある 。 本論文の結論をあらかじめ示し

ておけば、違憲審査制は政治的闘争の手段として使われており、違憲審査

制が最も活発な動きを見せるのは、憲法コンセンサスの下で、多 元的な政

治的環境が存在し、それぞれの政治勢力が活発に争う場合である 。従って、

違憲審査制は政治的衝突か ら生まれると 同時に、その下で、そしてその限

りで発展しうる、ということである 。違憲審査制が「衝突回避の場」とし

て機能するには、次の三つの条件が必要である 。 一つ目は、各政治的勢力

が憲法典の下で、それぞれの利益の合法性を認め合う「合法性の維持＝憲

法コンセンサス」の意志である 。 この条件は、各政治的勢力が違憲審査権

を行使する裁判所から合法性の墨付きを得ると同時に、憲法という客観的

ルールの下で妥協し合うためである 。二 つ目は、各政治的勢力がそれぞれ

可能な限り政治的リスクを減らそうと「選挙制度の選択 j が行われことで
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ある 。 この場合、 一つは、選挙制度の選択は同時に、政治的権力のポスト

の増加を招き 、異なる政治的勢力がそれぞれポストに就くと権限争いが生

じやすくなり、リスク回避目的と逆の結果をもたらす。 三つ目の条件は、

各種の衝突を生み出す多元的な社会的状況一 「衝突の由来J である 。 この

場合、社会が多元化し、多元化した利益が多元的に代表されることが要請

される 。 これら条件に従って新興民主主義の例を見るとほとんどの場合、

①体制転換期に政治的状況は不安定的であり、②体制派と改革派はお互い

の合法性を認め合う 一定の妥協を達成し、③体制転換に伴う革命のエネル

ギーを憲法問題化し、その解決を司法に委ねている。

構成

「衝突回避の場」としての違憲審査制という問題を設定する際、まず、

違憲審査制が導入される「民主主義の状況Jを理解する必要がある 。政治

的状況が 卜分に多元化し、なお多元的な政治的諸勢力が活発に競争を繰り

広げているというような、民主主義の不安定さが違憲審査制の導入を要請

し、そしてその積極的な活動に絶好の政治的な環境を与えている 。

違憲審査制 の導入を促し、またその活動に積極性を与えるような環境を

なす諸条件は何かという問いは、本稿の中心部分である 。つまり、この間

いは新興民主主義国家のみならず、ほかの古典的立憲民主主義国家におい

ても、同じく言えることである。基本的に社会的、政治的多元性の存在し、

かつ多元的に代表されることと、民主化合意 ＝憲法コンセンサスの存在は

二つの最も重要な条件である 。 この条件は違憲審査制の導入を促す条件で

ある同時に、違憲審査制が活発に活動するための条件でもある 。 そして、

違憲審査権は政治的諸勢力聞の争いに対して、使いやすく設計されて行く 。

逆に、政治的、社会的にそれほど多元化してない場合、違憲審査制 は導入

ないし活動する基礎を失う 。

先述したような問題関心から、本稿では政治学的アプローチから違憲審

査制の政治的構築を中心に検討することにする 。 そして、本論文は玉章構

成をとる 。

第一章では、違憲審査制に関する従来の規範論及び政治学の視点からの
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議論を批判的に検討する。違芯審査制に関する規範論に関しては、主に日

本における議論を取り上げる。規範論は違憲審査制の人権保｜軍機能に着目

して、さらに違憲審査制の民主的正当性の問題にまで発展している 。 しか

し、多くの議論はあまりにも違窓審査制の正当性の問題に集中し、違憲審

査制を取り巻く 政治 の問題等に関する分析はなさ れてこなか った。従って、

逃忠審査制度の全体像、そして民主主義との多角 的 な関係を解明するには 、

政治的な分析 のアプローチが不可欠であると思われる 。

他方、 一言 に政治的アプローチとしても、さまざまな議論が存在する 。

その 中でも、規範論と同様に、違憲審査制の民主的正 当性の問題の解決 を

主な目的とする 論説が多い。

従って、 規範論 または政治学的な検証のいずれも、すでに導入され 、一

定期間 運用 され成果をあげている国の違窓審査 制 の機能の 側面 に注円し、

「逃志審査制の正当性の問題」を答えようとしているため、阿説のいずれ

も、新 興民主主義国家がなぜ進出審査fMを導入しているのかという問いに

関しては、答えを提供してくれ な い。

第 二章では、違憲審査制 の政治的起源、に関するアメリカおよび新興民主

主義国家を 対象にした学説を検討し、木論 文の 中心的な分析モ デノレである

「衝突回避の場」としての違憲審査制を提出する。違憲審査制の誕生に関

する神話は揺らぎ始めている 。そ れは主に、政治学からの挑戦 を受けてい

る。違窓審査制 の誕生に関する本稿の仮説は 、違憲審査制 は「衝突回避の

場J と して政治的に 構築されてきたと い うものである。この仮説は、主に

新興民主主義国家を対象に、体制転換期と い う不安定な政治的状 況からい

かに新生民主主義を守るかという課題を解決するために違憲審査制 が導入

されたとしている 。

そして、第三章、第四章、第五章においては 、それぞれ台湾、日本 と中

国を対象に 、「衝突回避の場Jとしての違窓審査制とい う分析モデルを実証

に検討することを試みる 。
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第一章 多面体としての違憲審査制

第一節 規範領域における違憲審査制

司法審査の役割 を考えるとき、違憲審査制 が民主制 の原理 と矛盾 しない

か、また民主制 の擁護に役立つのかという問題を考察しなければならない Io

民主的正当性をもたない司法審査がなぜ国民に選 ばれた議会の制定した法

律を違返無効にできるのかということが「司法審査制の根本問題 2」として

般われる。司法審査制 がこのような性格を有するゆえに、「反多数決主義と

いう難点3Jの問題が生じる 。違憲審査制 がどのような役割を果たせば、こ

のような「違憲審査制 の困難Jを乗り越えることができるかという問題を

巡って、日本においても活発な議論が行われている。しかし、これらの議

論 はもっぱら違憲審査制 と民主主義との関係 に焦点を当て、 i主忠審査制 を

民主主義との 関係でいかに正当 化 できるかと い うものであった。

人権保障としての違憲審査制

「今日の憲法学において、『；!ti.法訴訟』論は極めて重要な位置を占めるテ

ーマとなっている。大学の講義において『憲法訴訟』論の占める部分は、

おそらく ーO数年前とは比較にならいほど多くなっているであろうし、公

けにされた憲法研 究者の業績をみても、『憲法訴訟』に 関するものが、きわ

だ って目だつように思われる。いささかの誇張を混じえていえば、いまや、

「；訟法訴訟J論 を知らずして憲法を語りえないかの感さえある 4、」と、 rm

部法胞は芦部信喜の還暦論集に布せた論文において語っている 。 日本にお

いて、 「憲法訴訟 j論なしで窓法学を語りえないほどに、 i益法訴訟論を確立

l 戸松秀典『司法審査制』（勤草書房 、 1989)78頁。

2 野坂泰司「『司法審査と民主制』の一 考察J国家学会雑誌 95巻 8号（ 1983)
2頁。

3 Alexander Bickel, The Least Dangerous Branch: The Supreme Court 
at the Bar of Politics, Ondianapolis: Bobbs-Merrill, 1962）。

4 浦部法穂 「裁判所 による人権保障一 現代 国家におけるその意識と限界に

ついての党書」『憲法訴訟と人権の理論~ （有斐閣 、 1985)95頁。
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させたのは芦部信喜の功績であろう 5。このような「わが学界の寵児的テー

マ6J一憲法訴 訟論 は、 人権 という実体的な価値をまもろうとするそのため

の理論であると いうことは、疑 い が な い。「憲法訴訟」論の背景に、人権保

障のために、裁判所への期待がこめられているということである九日本の

滋法 学 は、憲法は多数者に対して少数者の人権を保障することを目的とす

る も の であり、その少数者の人権を擁護することが裁判所の役割だと捉え

ているに従って、この議論は人権保障の役割を果たしている限りにおいて、

違芯審査制は民主主義との関係で正当化されるという明快な図式である 。

1 立 憲 民 主 主 義 の 基本価値

芦部｝f~ 法訴訟論の原点は「；益法訴訟という 新しい分野の開拓を一周進め

ることな く し て 、 人 権 の 裁 判 的保障の 一 つの柱とする『法の支配』の原則

を十分に生かすことは困難ではないかと考えた 9Jことである。このような

人権 保 障としての違憲審査制を擁護するために、芦部はその根拠を「芯法

の品商法規性の観念 10」に求め ている。すなわち、憲法は国の忌高法胤 で

あって 、それに反する法律、命令その他の国家行為は違憲・無効であ るが、

それ を 実行する機関が必要であること、また近代憲法の目的は基本的人権

の崎重であり、基本的人権が 立法権もしくは行政権 に よ っ て 侵 害 さ れ た 場

合に、それを救済する「滋法の帯人Jが必要であることが挙げられる。そ

して、 「憲法の番 人 J たる役割lの 行 使 を 裁 判 所 に 求 め た の で あ る 。

しかし、その後の憲法訴訟論に対しては、訴訟技術上の問題点に傾きす

ぎ、ために憲法制度の根底にある仙値や理念、の省察、窓法現象の科 学的な

5 松井茂記「芦部信喜教授の5益法訴訟論 j ジュ リスト 1169巻（ 1999) 57 
頁。

6 手品孝、大隈義和、大江正ng「学界展望一憲法」公法研究 39号（ 1977)

200頁。

7 浦部.r裁 判所による人権保障一 現代国家におけるその意義と限界につい

ての党書J前掲注 4)96頁。

8 松井茂記「なぜ立憲主義は正当化されるのか ・上ー阪口正二 郎『立窓主

義と民主主義』を読んでJ法律H寺報 73巻 6号（ 1994) 88頁。

9 芦部信喜『憲法訴訟の理論』（有斐閣 1973) 1-2頁。

I 0 芦部信喜、高橋和之補訂『 忠法 第 5版』（岩波書店 2007) 361頁。
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いし歴 史的な分析が手薄にな っており 11、アメリカ法の訴訟手続上の議論

のみを、 日本 の現状と関係な く紹介し 12、 憲 法 訴 訟 論 が 司法官僚を 中心 に

した実務主導型の展開になっている 13等 の 批判 がなされた。さらに、奥平

康弘は日 本の特殊性、独自性を挙げ、司法審査論がアメリカの憲法判例 ・

理論を直輸 入 しており、 他 方我が憲法訴訟 制度 はアメリカのそれと違った

格好で発展している 。 是正すべき日本固有の難点が見えなくなり、結果的

に現状から抜け出 せ ないことになろう 14と危倶している。なお、松井茂記

が最も 問題視し たのは、芦 部が人権保障 のために、裁判所の積極的な政策

形成機能 を 認 め る こ と が 民 主 主義との関係でいかに正当 化 できるかであっ

た 150

芦部 は憲法訴訟の技法と要件 に つ い て 積 極 的 に 主 張 し て き た が 、 実 体 的

な司法審査理論の次元では、 一 貫して司法積極主義者であった 16。 芦部は

「憲法はすぐれて政治的な法である 。」従って、「憲法事件の裁判官は、 一

種の政策 形 成 の 機 能 を 営 むJのであり、「最高裁が本質的 に政治的機能を行

使し、 その憲法解 釈が政治的意味をもつことは、今日ではほぼ自明の理だ

といっても過言 ではなかろう 。l7J そして、司法の自己制限の論拠として、

①裁判 所 は本来非民主的な機関であるから、国民の代表者（多数者）の意

思を最大限に尊重し、法律の「賢明さまたは弊害 Jではなく、「立法者が当

該法律を 制 定できる合理性があったかどうかを探求すべきである、 J②最高

裁が国民多数の意見にあまりにも反対するのは、自らの権威を低下させる、

③ 憲法問題を 抽 象的に扱い、それを空疎 な法的問題から形式で表す傾 向 は、

1 1 小林直樹「憲法保障と裁判所J法セミナー 増 干lj『現代の裁判 』（ 1984) 

39-41頁。

12 小林武 「憲法訴訟の現状 J 法の科学 14号（ 1986) 116頁。

13 諸根貞夫 「現代司法状況と『裁判を受ける権利』j法の科学 14号（ 1986)

13頁。

14 奥平康弘「憲法訴訟の軌跡と理論」法学セミナー増刊『憲法訴訟』（ 198 3) 

参照。

15 松井・「芦部信喜教授の憲法訴訟論」前掲注 5）参照。

16 松井茂記「憲法訴訟への展望一 現代司法権の展開と憲法学（ 1）」ジュリ

スト 880号（ 1987) 123頁。

17 芦 部・ 『憲法訴訟の理論』前掲注 9)18頁。
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すべて実際とは無関係の内容貧弱な結論に至る、との三つを挙げ 18、②と

③を 無視しえないとしたうえで、①に関して詳しく述べている 。①の基本

的な弱点は、 国家機関、政 党その他の社会集団の複雑な関係によって政策

形成なり決断が行われる現実の政治過程においては、国民意志が結晶し自

己を主張できる機会は、ほとんど存在 しないのであるという 19。さらに 、

司法部が民主的な機関でないことを認めても、しばしば利益集団の問の妥

協の産物で憲法的にも疑義のある法律にただ服従することによって、もっ

とも民主主義に貢 献できると考えるのは、あまりにも良識に反する 20。ま

た、少数者の 政治的権利の保護は、多数決原理の反対物ではな く、むしろ

その基礎そのものになるといわねばならない 210

従って、憲法の目的は人権保障であり、民主主義を単純に多数者支配と

捉える見解を退け、人権尊重の原理を青んだ立憲主義的な民 主主義を提示

する 22。

上述のような芦部憲法訴訟に対しては、あまりにも滋法保附か、人椛保

｜埠に傾いており、裁判所の政策形成機能＝立法を認めるのは妥当かどうか

疑問の余地はある旨の批判も提示されている 23。 これに対して、芦部が提

示するのは、広く立 志民主政 の概念、である 。 しかし、それでも芦部の 二重

の基準は 、表現の自由と人格的生存にかかわる権利という価値序列を 含む

ものである 24と強い批判を浴びている 。 さらに、立憲民主政という広く用

いられている概念、に対しでも、「伝統的な憲法学においては、『立憲民主政』

という言葉で、憲法における『権利』の保障が民主主義と矛病しないかの

ように説明されることがありますが、それは問題を i暖昧にしているにすぎ

ません。Jもっとも 、「『立志民主政』と いっても 、そこには民 主主義を成立

させ維持するための『権利 』の保障 と、民主主義と対立 しそれを乗 り越え

18 向上、 32頁。

19 向上、 36頁。

20 同上、 37頁。

2 I 同ヒ、 37頁。

22 芦部信喜著『宗教 ・人権 ・窓法学』（有斐閣 1999) 254頁。

23 松井・「芦部信喜教授の ｝l~ 法訴訟論 J 前蝿注 5)62 頁。
24 向上、 64頁。

8 



る『権利』の保障という、対立要素が含まれています。 25J という批判も

ある 。

2 人権保障への強い期待

司法審査の役割を人権保障に期待するもうひとりの論者は長谷部恭男で

ある 。 長谷部は「リベラリズムが司法審査にまず期待するのは、人権の保

障である 。 人として当然享有する権利を多数者の圧制からも保障するから

こそ、司法審査は正当とみなされる 26J と述べ、司法審査は人権保障とし

ての役割lを果たしてこそ正当化されると考えている 。 このような考えの基

にあるのは、リベラリズム窓法学である 。 リベラリズム怒法学の前提は人

がいかに生きるべきかという包括的な善の観念について、人によって考え

が異なることである 。 相互比較不能な道徳や宗教等の世界観の闘争から近

代立憲主義が生まれ、人々が社会生活を営み共同の便益を享受するために

は、共通の利誌について埋性的な討議を行う必要があり、その討論に参加

する各人は、それぞれの個人的な道徳を 一応括弧に入れる必要がある 27。

そのため、人権は公と私の境界線である 28。従って、リベラリズムの唱導

する人権は、民主的な政治空 間の支柱にほかならない 29と断言する 。

上述のような公共社会における裁判官は、多元的な世界観の中から正し

いものを選ぶのではなく、公私の境界線を適切に切り分けることで、比較

不能な世界観を抱く人々が共存しうる境界条件を定め、それを維持する 30。

長谷部も戸部と同様に、実体的価値である基本的人権は立芯民主政治の柿

成要素であり、それを多数決で侵害することは結局立巡民主政自体を侵害

するので、基本的人権を保障する司法審査が民主主義の関係、で正当化でき

25 阪口正二郎「民主主義と人権の関係一 多数で決めるべき事柄と多数で決

めではならないものJ法学セミナ－570サ（ 2002) 5頁。

26 長谷部恭男「司法審査と民主主義の正当性 j法律時報 69巻 6号（ 1997) 

49頁。 同『比較不能な価値の迷路ーリベラノレ・デモクラシーの憲法理論』

（東京大学出版会 2000）に収録。
27 同上、 49頁。

28 向上、 49頁。

29 向上、 50頁。

30 同上、 50頁。
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る31という。長谷部 にとって、立憲民主政という 概 念に対してなされた、

問題を n愛味に し、結論を先取りしているという批判 は、成 り立たないもの

である。なぜなら、 個 々人 が主権者として意思表 明するのは、憲法の定め

る形式と手続に従うからである 32。 むしろ問題なのは、なぜ理念のレベル

において 民主政は正当 化 されるのか、その 正 当な機能はいかなる条件 の下

で発揮されるのかである 33という 。長谷部 に従えば、多元主義は 、① 人 は

政治過程において常に自己の効用 の最大化 を 目指して行動するという 前提

は、自明 なものではない 、②多様な利 益集 団が交渉を始める前提として、

そもそも誰が 何 についてどのような権利 を持っているかという出発点が確

定していなければならない、③多様な集団の利益獲得競争としてのバザー

／レは、その維持が司法審査本来の役割といえるほど正統なものか、④多元

主義の政治理論が、政治的決定の結果に関する司法消極主義と直結するか

否かも疑わしい等の限界を有し 34、共和主義も多くのところでリベラリズ

ムに依拠しているのである 35。 従って、日本の裁判所の任務は、多元主義

も共和主義もが認める 利 益集団の妥協と 抗争による通常政治から、共和主

義とリベラリズムが一致してその価値を認める憲法原則を守ることに帰着

するだろう 36と、国民によっても変更できないものとしての基本的人権等

の店法基本原則の保護を裁判所の役割としている 。積極的な違憲審査の射

程が政策決定の「過程」のみではなく「結果」にも及ぶ 37のである。

長谷部は芦部の人権を基本的価値とする立憲民主政と樋口の 「ステーツ

マンとしての自立した法律家の権威」をもっ「伝統的裁判 官像 38」との両

者を根拠に、「日本の最高裁判所は多元主義的な民主政の維持をその任務と

3 I 向上、 51頁。

32 向上、 51頁 0

33 向上 、51頁。

34 長谷部恭男 「政治取引のバザールと司法審査J法律時報 67巻 4号（ 1995)
64-65頁。

35 長谷部恭男「政治過程としての違憲審査 j ジュリスト 1037号（ 1994) 

104-106頁。
36 向上、 107頁。

37 同上 、 107頁 0

38 樋口陽一『憲法』（窟lj文 社 1992) 436頁。
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してきた 39j という 。 長谷部によれば、日本の最高裁判所が在宅投票制度

国賠訴訟判決（最判昭和 60. 11.21民集 39巻 7号 1512頁）において、 「国

会議員を個別の行動についての法的責任から免除することで、多様な国民

の利益を公正に立法過程に反映するその使命が適切に果たされる 40j との

見解を示しており、また「議員定数配分不均衡に関する判決、経済活動規

制の違憲審査に関する立法目的の積極・消極の 二分論も同じ考えに基づい

ている 4lj ので、多元主義的な民主政観から説明できると述べている 。 結

局のところ、多元的民主政観も共和主義もその前提となる一長谷部が唱導

するーリベラリズムを論じることを避けては通れない。

長谷部のリベラリズム論の下では、違憲審査制 はどのように考えられて

いるだろうか。長谷部の説明によれば、まず、公益は 二つ存在しており、

リベラリズムが浸透しているシビルソサエティーを支える大文字の「公益」

を司法官僚制が担 っている。その 中で、プリュラリズム的な政治プロセス

の 中で、小文字の「公益 j が抗争と妥協の結果として表れ、 判例が小文字

の 「公益」を守っている 42ということになる 。そして、「シビルソサエティ

ーを支えるための最低限の人権や制度を裁判所は保障してくれなくてはい

けない 43」である。

3 民主主義に外在する立憲主義

司法審査と民主主義の問題を、立窓主義と民主主義の問題へと格上げし、

人権保障のための立窓主義を主張するのは、阪口正二郎である 44。 阪口は

「冷戦の終駕と旧ソ連・東側世界での体制転換にともなって、第 二次大戦

後の時期以来の憲法制定ラッシュ 45j から立憲主義のグローパノレ化を見出

し、これらの国々の憲法は「『人権』観念を採用し、それを担保するための

39 長谷部・ 「司法審査と民主主義の正当性」前掲注 26) 53頁。

40 向上、 53-54頁。

4 l 向上、 54頁。

42 長谷部恭男 「司法審査と民主主義の正当性」特集「憲法学の可能性を探

るW裁判官の正統性と民主主義（討論） j 法律時報 69巻 6号（ 1997) 59 
頁。

43 向上、 60頁。

44 阪口正 二郎『立憲主義と民主主義』（日本評論社 2001）。

45 向上、 2頁。
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装置として違憲審査制を導入している 46」という。しかし、これらの国々

が導入した違憲審査制は「大陸型違憲審査制Jであり、立憲主義に対する

アメリカの最大の貢献である「アメリカ型違憲審査制 J ではなかったこと

が、かつて「アメリカを失望させ47j、「立憲主義をめぐるアメリカの動揺 48j

を招き、「立憲主義 j を確保する装置としての違憲審査制に対して消極的な

評価が目立っている 490 アメリカの動揺は立憲主義の型をめぐる選択では

なく、もっと深刻なところは立憲主義そのもの動揺であった。阪口は、そ

の根本的な問題は「立憲主義が民主主義との関係でその正当性を根底から

聞い直されている 50」といい、従来の司法審査と民主主義の関係の問題を

立憲主義と民主主義との関係の問題へと格上げしている。さらに、従来の

司法審査制論争は常に、司法審査制側にその正当性立証の責任を負わせて

おり、反多数決的という伝統的な議論の枠組みの下では、司法審査の正当

性論は挫折せざるをえない 510

阪口は、従来の司法審査論争の枠組み一民主主義から司法審査制を正当

化するーを超えて、逆転させるかたちで、立憲主義から出発する 。そして、

「いかに徹底的に民主化されようと権力はあくまで権力であり、個人の権

利が脅かされる可能性がある以上、誰が支配者であるべきかという問いよ

りも、むしろ支配者が誰であろうと、その権力をいかに制約するかという

問いが重要」であることを確認したうえで、 「権力からの自由によって少数

者の一究極的には個人ーの人権こそを確保すべきだとする方向」として、

「民主主義 よりも 立憲主義」を 選択する 520

いうまでもなく、阪口が擁護しようとしているのは、多数決主義の民主

主義を認めつつも 、それをはるかに超える一民主主義を 内在させるーリ ベ

ラルな立憲主義である。 ここでいうリベラルな立憲主義とは、「各人が相 互

46 同上、 2頁。

47 阪口正二郎「立憲主義のグローバノレ化とアメリカ」ジュリスト 1289
(2005) 35-37頁。

48 阪口 ・『立憲主義と民主主義』前掲注 44)7-11頁。

49 阪口正 二郎「違憲審査制と『二つ』の世紀末」ジュリスト 1192号（2001)

185頁。

50 阪口・『立憲主義と民主主義』前掲注 44)11-12頁 0

51 向上、 23-24頁。

52 向上 、286-287頁。
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に最終的には通約不 可能な多様な価値を抱いていることを前提にした上で、

互いに相手の価値を尊重しながら生活してゆけるような社会を目指すもの j

であり、「善き生のあり方が人それぞれにとって多様であるという こ とを前

提にして、お互いがその異なった善き生を生き抜くための条件を確保しよ

う」とするものである 530

ゆえに、阪口のいうリベラノレな立憲主義の根底にある価値はやはり個々

人の人権である。そ して、リベラノレな立憲主義はその 中核たる装置ー違憲

審査制をもって、これらの実体的な価値である人権を守り抜くという構造

である。しかし、他方、阪口は民主主義によっても人権は守られうること

を否定してない。 ただ、人権には、民主主義によって守られうる人権とそ

うでない人権が存在するという点は意識的 に区別し ている 。

阪口は功利主義を論じることで、民主主義によって守られうる人権を説

明 している 54。社会 政策の目的は社会の最大多数の最大幸福であると考え

る功利主義は 、多数決という意思決定手続を通じてその目 的 を果たす。 功

利主義の下では、多数決主義を実現するためにも「人権」が必要である 。

阪口はその理由として次の 二つを挙げている、①最大多数の最大幸福を実

現する際 、時に人々は偏見や誘惑、あるいはパニ ックなどが原因できちん

と計算ーが行えないかもしれないため、「権利 Jという形でその外側 においた

ほうが、結果的に最大多数の最大幸福を実現可能 である 、②功利主義のと

る多数決主義は真空 状態では成り立たない 、そして多数決が正当であるこ

とを示すためには 、表現の自由や選挙権の保障 が必要である 55。 しかし、

他方では、功利主義の多数決という意思決定手続に不必要な人権が存在す

る。例えば、信教の 自由、自己決定権、拷問の禁止等がそうであり、これ

らの権利は功利主義によっては説明不能である 56。 これらの権利は民主主

義を超えて、それと対立する人権である 。 阪口によれば、これらの権利を

保障するためには、あらかじめ功利主義的計算、すなわち多数決の対象か

53 同上、 288頁。

54 阪口 ・「民主主義と人権の関係ー多数で決めるべき事柄 と多数で決めで

はならないもの」前掲注 25）参照。
55 同上、 4頁。

56 同上、 5頁。
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ら除外する必要がある 57。 民主主義を可能にする人権とそれと対立する人

権を分けた上で、阪口は民主主義と対立する人権を民主主義を無視しても

保誰すべきだという 。

プロセス保障としての違憲審査制

第一節で紹介したように、違憲審査制の主な役割は人権保障であるとい

う日本窓法学の主流を批判し、 JohnHart Elyのプロセス憲法学を継承し、

主流派に異議を唱えたのは松井茂記である。

松井はアメリカの議論を入念に検討した著書『司法審査と民主主義』 の

最後で、 「本書によるアメリカの司法審査理論の検討により、司法審査の民

主主義的正当性の問題は、アメリカに限られたものではなく、日本でも真

剣に取り組むべき 問題であることは説明できたと思う 58」と述べ、従 って

「日本国憲法の下での司法審査は国民主権に照らして、どのような役者11が

期待されているのかの問題は必然的に生じるであろう 59J とした。 周知の

ように、松井はアメリカの議論、特に JohnHart Elyの理論に触発されて、

円本国滋法をプロセス的な文書だと宣言 し、司法審査制にそれにふさわし

い役割を検討したのである 。

松井は主流派の憲法学 、特に司法審査理論に対して、多 くは技術的な点

に集中しすぎているという従来の批判を踏まえた 上で60、「司法審査が憲法

の保｜時と人権保障の 二つの中核的問的に仕えるとしても、そこからは何が

保附されるべき『憲法』で何が擁護さるべき『人権』なのかについては、

具体的な司法審査理論は出てこなしリ、「実際多くの憲法学説は、司法帯査

制度は、立法が憲法に反していると裁判所が考えた場合にその法律を違忠

無効とする制度として漠然として理解しており、そこには、司法審査がど

の ような役割を果たすべきか、司法審査権をどのように行使すべきかとい

57 同上、 5頁0

58 松井茂記『司法審査と民 主主義』（有斐閣 1991) 526頁。

59 向上、 526頁。

60 松井・「憲法訴訟への展望一現代司法権の展開と憲法学（ 1）」前掲 注 16)
参 II~ 。
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った問題意識自体余りなかった J として批判的に受け止めた 61。 そして、

司法積極主義 ・消極主義の議論は従来の司法審査論の枠組みを超えた点で

評価できる 62と して、それでもなおこのような議論には、①司法積極主義・

消極主義の定義 自体が定かではないこと 、②司法積極 主義 ・消 憧主義とい

うパラダイムは、一見あれかこれかの枠組に見えながら、総ての場合司法

消極主義が適切であるとか、総ての場合に積極的 であるべきとの議論は余

りないこと、③結局のところ、問われるべき 根本的問題 は、司法積極主義

か司法消極主義かではなく、現代民主主義社会において司法府が果たすべ

き役割は何かであること 63の限界があると指摘する 。

何よりも、松井が批判の矢を向けたのは芦部に代表される通説の司法審

査論である。 通説の司法審査論は「ドイツ的な憲法を価値秩序と理解する

憲法観を前提に 、議会民主主義過程が現実には民主主義の理想から駆け離

れていることを重視して、積極的 に裁判所が人権擁護・ 怒法保障の役割lを

果たすべきこと 64」が期待され、そこには「議会民主主義に対する梅度の

不信と、憲法的価値の執行者としての裁判所65j としての 理解があり、「司

法審査の民主主義的正当性の問題に対する配慮は殆ど見られない 66」とい

う。従って、憲法訴訟論には、「人権保障」という言葉で片付けられない問

題が存在するのであり、それはまさに、日本国憲法の国民主権の下での、

民主主義と権利保障 の関係と、その中における司法審査の役割の問題であ

る。

松井は、「窓法は、政府 を樹立し、その組織を定め、その権限を授権 し、

その権限行使のプロセスを定めた基本的な法、つまり政府のプロセスの基

本法67j であると定義し、日本国巡法もプロセス的な憲法であり、プロセ

61 松井茂記「現代民主主義社会における司法権の役割一現代司法権の展開

と芯法学（ 2) J ジュリスト 881号（ 1987) 116頁。
62 同上、 117頁。

63 同上、 117-118頁。

6,1 同上、 119頁。

65 向上、 119頁。

66 向上 、 119頁。

67 松井茂記『憲法 第 3版』（有斐閣 2007) 6頁。
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ス的な憲法に相応しいのは、プロセス的司法審査である 68という。そして、

プロセス的な憲法観の下では、滋法は実体的な価値を目標として制定され

たものではなく 、手続き的な性格を用いるものである 690 このようなプロ

セス憲法学の前提にあるのは、 プ リュラ リズムである 。プリュラリズム的

な憲法は、「政治共 同体の各構成員に政治参加のプロセス に不可欠な諸権利

を保障し、国民が政治参加することを保障して 70J おり、司法審査の役割

は「民主主義のプロセスの機能の組織的障害を是正し 、民主主義が適切に

機能するよう確保する 711 ことである 。

上述のような、プロセス的憲法観は、憲法を政府のプロセスの基本法で

あると考えるのみではなく、基本的人権についても同様の理解を提示して

いる 72。 松井の説明によれば、イギリスのマグナ ・カルタ以来のイギリス

人の課税への同意権や陪審審判を受ける権利等、またアメリカ；益法に付加

された権利の多くは手続的な権利 であった。そして、信教の自 由、 表現の

同rl:J等も手続的権利 であると理解する。従って、「基本的人権は、国民が政

治に参加する権利 と政治参加に不可欠な諸権利を保障 し、国民の政治参加

が否定されないように確保しよう 73」するものであると、非常に限定的に

考えられる 。

避けられた問題

第二節では、現代日本における代表的な司法審査論者たちの論争を概観

した。 日本の司法審査論争は主に怒法保障と人権保障の役割を期待する従

来の通説的な理解とそれに批判的 なプロセス的司法審査論の 1mで行われた。

しかし、これらの議論が規範的なレベノレのものであることは、注意すべき

ところである 。 つまり、阪口が診断したように、司法審査を民主主義との

68 同上、 98頁。

69 松井茂記・井上典之対談「憲法訴訟と民主主義j 法学セミナー 573号

( 2002) 43-44頁。

70 松井 ・『憲法 第 3版』前掲注 67)97頁。

7 I 松井茂記「最高裁判所が果たすべき役割一憲法訴訟の半世紀を振り返っ

てJ自由と正義 48巻 5号 （1997) 25頁。

72 松井 ・井上対談「憲法訴訟と民主主義」 前掲注 69)44頁。
73 同上、 44頁。
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関係で正当化しようという試み、いつも控折で終わっていることである 。

この点を典型的に現しているのは、違憲審査権論に関するそれぞれの論者

の批判と応答であるように思われる 。

1 立憲民主政による正当化

違憲審査制の役割を人権保障に求め、立憲民主政という概念を用いて、

それを正当 化しようとしたのは、芦部と長谷部であろう 。 両論者の用い る

立憲民主政の概念は非常に広いものである 。 この点について、渡辺康行が

芦部の議論を引用して、明 ！僚に説明しているように、「民主政は多数者支配

的民主政と立憲民主政の 二つに大別されJ、「多数者支配主義の立場では、

逃滋審査制が非民主的であり、個人の自由 ・平等 ・生存の保障という立憲

主義の目的を本質としている立憲民主政のもとでは 、違憲審査制はむしろ

民主的な制度 」である 74。 し か し、このような立場に対して、芯法的価値

実現というだけで違憲審査の正当性を肯定できるのか、国民に選ばれてな

い裁判官にはやはり民主的正当性が欠けているとの批判がある 。ま た、立

滋民主政という広い概念を用いて、進退審査の正当性の問題を解消するの

は、結論を先取りしているとの批判も妥当であるように思われる。もっと

も、立滋民主政という立場は、民主主義を手続的と理解するのではなく 、

人権等の実体的な価値を含む実体的なものと して理解している 。 しかし、

これは「実現されるべき民主主義的価値が何かは決して明らかではない。

何が 実現されるべき民主主義的価値であるかを画定する基準を欠 く以上、

民主主義を実体的に理解するアプローチは説得力を欠く 75J のである 。

2 立憲主義による正当化

この立場をとるのは阪口である 。 阪口は民主主義との関係で違憲審査を

正当化 しようとする従来の枠組みは成功しないとし、逆に民主主義に外在

する立志主義を用いて、民主主義を立窓主義の 下に服さしめよ うとしてい

る。 しかし、この場合の立憲主義の中核となる装置はやはり違滋審査制で

74 渡辺康行「多数だけで決めない仕組み」樋口陽一編『ホーンブ ック憲法』

（北樹 出版 2000) 306-307頁。

75 松井茂記『二重の基準論』（有斐｜拡1 1994) 339頁。
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あり、その役割 は人権の保障にあるという点は注目に値する 。 このような

立場に対しては、まず、前述の立憲民主政に対して行われた批判 と同じ批

判 が提示できると 思 われる。つまり 、 この場合の 立憲主義は立憲民主政の

概念、と同じく広範 なものであり、説得力に欠けているのではないかという

ことである。また、松井が 批判し ているように 、 この よ うな立志主義の 下

では「司法審査が立憲主義に服することを保障するものは何であり、司法

審査が立憲主義を破壊 しな い と考える根拠 は何であろうか76J という点が

不明瞭である。さらに敷桁すると、立志主義の 中核たる担保装置である違

忽審査制は人権保 障に有効に役立ちうるのかという点も説明が不足である

ように思われる。

3 プロ セ ス保 障による正当化

すでに述べたように、松井が通説の違憲審査論 を批判 して 、捉－唱したの

はプロセス的司法審査論である 。 この立場は、憲法をプロセス的な文苫：と

理解し、違憲審査の役割は民主主義プロセスに重大な機能障害が生じた場

合に、その障害を取り除くことにあると考える。民主主義プロセスの正常

な稼働を守る限りにおいて、違芯審査は正当化される。しかし、プロセス

的司法審査制論に対して、違憲審査の役割を限定的にとらえ、人権保障の

ために は不十分であるという批判が主にある 。 松井説にとって品も深刻な

問題はそのプロ セ スにおける欠陥であろう。 周知のとおり、松井のプロセ

ス店法学が前提としているのは、プリュラリズムである。つまり、政治を

多元的な集 団 の交渉と取引のフォーラムと 捉 え、政治プロセスの決定に対ー

する公益という基準が存在しないため、憲法がそのプロセスの公正さを確

保することが求められる 。f政治参加のプロセス自体が不当に 制約された場

合、代表者が『切り離され孤立した』少数者の代表を偏見によって抱む場

合77」 こそが違憲審査の出番である 。 しかし、問題はその実現可能性であ

76 松井 ・「なぜ立憲主義は正当 化 されるのか ・上一阪 口正二郎 『立邸主義

と民主主義』を読んで j 前掲注 8)92頁。

77 松井 ・『二重の基準論』 前崎注 75) 344頁。

18 



る78。 政権交代がなく、その見通しもない状況下で、またその極端な例と

して違怠審査制度をもっ権威体制 下では、違憲審査がその多数者と対抗し

て少数者の権利 も しくは、その政治参加 のプロセスを保障する こ とは期待

しがた いであろう 。

4 避けて通れない問題

しかし、伝統的な違憲審査論の枠組みを超えて、民主主義自体の正当性

を見直そうとする 動 きもある 。例 えば、「司法審査 と民主主義の正当性Jと

いうタイトノレでみられるように、単に司法審査の正当性の 問題だけではな

く、民主主義自体の正当性もまた厳しく追及されている。これにとどまら

ず、「司法審査と民主主義という論題設定そのものの正当性が厳しく追及さ

れなければいけない 79J というのは、非常に示唆的 な発言で ある 。と いう

のも、この発言の本意を超えて広くとらえれば、今までの議論は違慾審査

に関する議論をその正当性の問題と して主に論じてきたということである。

つまり、多くの議論は、あまりにも違憲審査制の正当性の問題に集中し、

違憲審査制 を取り巻く政治の問題等に関する分析 はなされてこなかったこ

とである 。

他方で、これらの論者は裁判所を取り巻く政治の状況を認めていないわ

けではない。例えば、芦部が「嵐の中の最高裁80J と比 l験するように、 ま

た長谷部が「永続的な多数派と対決しつつ、少数者の権利を守ることは、

よほど優れた共和主義のエートスをもっ裁判 官にしか期待できそうにない

81 J、また松井の 阪 口に対する司法審査は立憲主義を破壊しないのかとい う

聞いが、これらの論者も裁判所を取り巻く政治の状況を意識していること

を端的に現しているように思われる 。

違態審査を行使する裁判官の「政治的任用 82J によ って、違憲審査が政

78 長谷部 ・「政治過程としての違憲審査」前掲注 35)107頁。

79 特集「；訟法学の可能性を探る ・今後の課題J法律時報 69巻 6号（ 1997)

56頁。（蛾川 発言）

80 芦部 ・『；＆；..法訴訟の理論J前掲注 9)14頁。

81 長谷部 ・「政治過 程としての違憲審査」前掲注 35)107頁。

82 樋口 ・『憲法J前掲注 38)449頁。
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治環境に巻き込まれているということを避けて論じれば、違憲審査論の全

体像が見えにくくなるであろう 。 政権交代や議会構成の変化が裁判官の構

成の多様化をもたらす88のであれば、 他方で政権交代の欠知は違憲審査の

行使に負の影響をもたらすであろう 。

付け加えれば、 Carolene Products 判決脚注 4以来の違憲審査制の正当

性の論争にもかかわらず、新興民主主義国家はあえて、違憲審査制度を導

入している。違憲審査制正当性論にからすれば、この現象は不自然に見え

るのであろうし、その分析に助けとならない。東側諸国は体制転換に伴っ

て、人権観念を採用し、その担保装置として違憲審査制を採用したという

阪口議論も、ロナノレド・ドワオーキンの南アフリカと中東欧の国々が違怠

審査を立憲民主政の 一部分と見倣しているため導入した 84というのも、結

論を先取りしているように思われる 。

従って、違憲審査制度の全体像、そして民主主義との多角的な関係を解

明するには、政治的な分析のアプローチが不可欠であると思われる 。

第二節 政治領域における違憲審査

Alexander M. Bickel 以来の違憲審査の「反多数決的な困難 J と、

Carolene Products判決脚注 4以来の違憲審査正当性の論争は、現代憲法

学 において主流をなしている 。 他方、 RobertA. Dahl は AlexanderM. 

Bickelに先立ち、政治体制（RegimePolitics）アプローチから合衆国連邦

沿高裁判所の役割を分析している 85。 しかし、日本においてはどうであろ

うか。 大沢秀介が言うように、「『司法と政治の距離』というテーマは、わ

が国では裁判所が強い司法消極主義を採ってきたこともあり、これ まであ

まり取り上げられてこなかった 86」ため、日本においては、政治学の視点

83 只野雅人『憲法の基本原理から考える』（日本評論社 2006) 111頁。

8<J ロナノレド ・ドゥオーキン著、石山文彦訳『自由の法』（木鐸社 1999) 

序 を参照。
85 コーネノレ ・クレイトン、吉田如子訳「司法審査と政治史の『潮流』一憲

法裁判所の役割に関する考察モデル比較J棚瀬孝雄編 『司法の国民的基盤』

(2009 日本評論社） 88頁。

86 小沢秀介「司法と政治の距離ー ペレッティ教授の見解を手掛かりに J棚

瀬孝雄編『司法の国民的基盤』（2009 日本評論社） 249頁。
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から最高裁判所を分析する文献は乏しい。戦後憲法学は、精力 的 に人権保

障および憲法訴訟の技術を導入し、紹介してきたにもかかわらず、日本の

最高裁判所は依然と学界の主張とは隔たったままである。日本の憲法学界

の憲法訴訟に関する豊富な知的な蓄積にもかかわらず、最高裁判所の姿勢

はなぜ変わらないのか。その原因は、まさに学界で議論が乏しかった、政

治学的分析の欠如であろう。

違憲審査権を有し、それを行使する裁判所が、政治的に従属的性格を有

することを、 AlexanderHamil ton は TheFederalist Papersの第 78編に

お いて、「司法部は剣 にも 財布 にも縁がなく、社会の力も富もこれを左右す

ることはできず、どんな実際的な決定もこれを下すことはできないのであ

る。司法部は、つまるところ力も意思ももたず、ただ判断するにすぎない、

途いって誤りではなかろう 87J と示している。司法部のこのような弱点に

対照 的 に、「立法部は、財布を握っているのみならず、市民一般の権利 と義

務とを規制する規則を定めることができる 88J し、「司法部の判断を有効に

実施するためにも、結局は行政部の助 けをかりなければならないのである

的。JHamiltonのこの見識をよく現しているのは、違憲審査に対する政治

的分析である。他方、違芯審査に対する政治的分析といっても、一様では

ない。 以下において、違滋審査は政治体制 の一員であるという観点からの

f支配的与党連合の代理人 Jであるという主張と、それを発展させた形で、

違憲審査は「支配的与党連合の代理人 j のみならず、時には、政治エリー

トが前体制の抵抗と 利益の除去、も しくは政治エリー卜自らの 内部 の衝突

を解消するためにも、利用されるという見解について検討する 。

政治的機関としての裁判所

1 国家政策の制定者

アメリカ合衆国の連邦最高裁を法的機関だと厳格に理解することは、ア

メリカの政治システムにおける、その重要な意味を過小評価することにな

s1 A.ハミノレトン、 J.ジェイ、 Jマディソン著鷲藤長 武則忠見訳『ザ ・

フェデラリスト』（福村出版 1991) 377頁。
88 向上、 377頁。

89 同上、 377頁。
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る900 これは Dahlが 1957年に発表した論文の主旨である。 Dahlによれ

ば、最高裁判所が、判決の時点において政権の座にいる与党の政策を無効

にすることは非常にまれなことであり、多くの無効判決はすでに政権の座

を追われた多数者の制 定したものであった。連邦最高裁判所ないし、あら

ゆる裁判所は、判決を下す際しばしば政治的決定をしなければならないし、

またそうしているということに誰も異論を唱えないであろう。そして、段

高裁が先例、法律および憲法典にすでに確立した f法的」基準を逸脱して、

政治的決定をなしうることに対しても異論はない。最高裁は常に、社会に

おいて激しく対立している事件に直面しており、これらの事件の解決は「政

治的 」 である 。 裁判所を政治的機関であると仮定したとしても、特別な問

題は生じるわけではない。 問題は、多くの最高裁の判決の正当性は、政治

的機関という点ではなく、判決は全く法的なものであるというフィクショ

ンに依存しているので、裁判所を政治的機関 という際、解決すべき問題は

多い。 最ー同裁は、先例、法律および選法典から見つからないもしくは推論

できない事実と価値の問題に関するいくつかの基準に訴えることによって、

激しく対立している公共政策の選択肢の中から 一つを選ばなければならな

い。 そして、その時に、最高裁は厳格に法的機関であるとは言えない。 こ

の意味において、最高裁は国家政策の制定者であり、この点が民主的なシ

ステムにおける最高裁のあり方の問題を生じさせている 。

最高裁の役割を究明し、理解するためには、二つの異なる、相衝突する

基準がよく援用されると Dahlはいう 910 一 つは、多数派基準（majority

criterion）であり、も う一 つは権利 ・正義の基準（criterion of Right or 

Justice）である 。 あらゆる政策に関する議論は多数派基準によって判定さ

れる。社会におけるすべての衝突は、有権者の多数者と少数者あるいは少

数派との間で議論されなければならない。 あるいは、少数派の間でのみ行

われなければならなし＼そして、人々は互いの選択に反対しない限り、政

策論争はほとんど事件として最高裁に上が ってこない。他庁、最高裁がど

90 Robert A. Dahl, Decision-Making in a Democracy: The Supreme 
Court as a National Policy-Maker, 6 J. Pub. L. 281 (1957). 
91 Id. at 281. 
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んな判決を下そうと、Dahlによれば、判決は①少数派市民の選 好と 一 致し、

多数派の選好に反する、②多数派の 選好と 一致し、少数派の選好に反する、

③一 つの少数派の選好と 一致し、ほかの少数派の選好に反するとの 三つの

タイ プ に分類される 92。 Dahlが最高裁の判決をこのように分類したのは、

最高裁の役割を連 邦と 州 の関係、ではなく、「国の」多数派と少数派との 関係

に限定して考えようとしたからである 。

Dahlによれば、最高裁は多数派の専制 に対抗 して、少数派 の権利 を守っ

ているという 主 張は、非常に深刻な困難 を伴 っているという 93。 それは、

まず 、最高裁の役割に対するこのような理解は、人民主権と政治的平等を

否定するのである 。 そして 、 この 理解 がは らむ 困難 はこれだけではな い。

実際、最高裁判所の判決が 「国家の多数派」 の選好と 一致している、ある

いは一致してないということを 実証するのはおそらく不可能 である 。Dahl

に従えば、科 学的 な世論調査が比較的最近 のものを表していることを 十分

に証明でき ないし、国政選挙が特定の候補者を支持する市民の第一の選好

と大した差がないことをも 十分に証明できない 940 最高裁の歴史を振り返

ってみても、その 判断が多数派、そして少数派、もしくは有権者によって

支持された か どうかを確証する方法は全くない 950 従 って、 Dahlは社会に

おける真の多数派と政治エリートを区別 して考える 。 法律は下院、 上院の

多数派の承認を 得 て、最終的 に大統領の署名を経て成立する 。Dahlはこれ

らの法律 を 制定する機関を 合 わせて 、 「法制定多数派（ lawmaking

majority）」と 呼んでいる 。 この意味 にお いて、 最高裁は 「法制定多数派J

の一 員となりえるし 、反 多数決主義的な機関ではない。 最高裁における支

配的な政治的立場は長時期 にわたり、法制 定多数派の支配的政治観から離

れることができない。 結局、最高裁が法制 定多数派の 主要な政策に対抗す

るというのは非現実的な考えとなる 96。

最高裁判所は政治的機関であるという考え方は決して、Dahl一 人の もの

92 Id. at 282. 
93 Id. at 283. 
94 Id. at 283. 
95 Id. at 284. 
96 Id. at 285. 
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ではない。Dahlの問題提起を受け、その後の研究は、政治エリートは司法

審査に対して否定的であるというより、しばしばそれを後押していること

を明らかにしている 97。 例えば、アメリカの連邦最高裁が州および地方の

法律を違憲と判断することで、連邦の政治的判断を重視 し、 その利誌を推

進している点が究明されている 980 19世紀を通じて、最高裁は違憲審査権

を積極的に行使しなかったが、政治エリートの選好と対立するものはなく、

むしろそれを促進している 99。

2 政治エリートの論点回避

独 立 した司法の政策制定行為は、民主主義においてほとんど正当性がな

いという主張は、独立した司法の政策制定行為は民 主主義においてほとん

ど行われないとい う主 張と 完全 に矛盾する ものではない。 Dred Scott v. 

Sandford判 決において、最高裁は主流派であるジャクソンニアン ・デモク

ラ ッ トた ちの推奨する奴隷政策を承認していない。また Roev. Wade 判決

においても、最高裁は、妊娠中絶政策は、ニクソンの執行部もしくは議会

の民主党多数派のいずれによ っても挑戦されないと 宣言 した 100。こ う して、

Mark A. Graberは、 Dahlの政治学体制アプローチを受け継ぎながら、最

高裁に関して Dahlのそれとは違った考え方を提示する 。Graberは、違憲

審査が法制定多数派に単に従属 的 ではなく、むしろ法制定多数派によ って

推進される手段に対して、それを支持するか、矩否するかど ち らかをなす

だけであるという 。そして、歴史的に、支配的国政連合（dominantnational 

coalition）が、特定の問題に対して解決する能力がない、もしくは解決す

る意欲がないときに限って 、裁判官が違憲審査権を行使して、外｜法または

連邦法を違憲無効としている I0 I。 Graberのような、立法の行きづまりと

97 コーネル・クレイトン、吉田知子訳「司法審査と政治史の『潮流』 一 憲

法裁判所の役割｜に関する考察モデノレ比較J 前掲注 85)92頁。

98 向上、 92頁。

99 Mark A. Graber, The Nonmajoritarian Difficulty: Legislative 
Deference to the Judiciary, 7 Studies in American Political 
Development 35 (1993). 
100 Id. at 36. 
101 Id. at 36. 
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それの促進への応答という 形でのみ、裁判所は政策制定行為をするという

考え に対して、「反多数決主義という難点」は明らかに無益な発想、である 。

支配的国政連合は常に慎重に裁判官を選ぶが、司法府は常に、支配的国政

連合の選好と 一致する判決を出すとは限 らない。なぜなら、裁判官に与え

られる 問題 はほとんど、支配的政治勢力 が代替の解決策を考えるというよ

り、むしろ政治的アジエンダから外したがる社会的論争であるからである 。

歴史 的に、裁判官が反多数決的 に行動す るのは 、新 しく形成された 支配

的な 国政連合が自らの支持者を裁判所に配置できていない 比較的短期間に

限られる 102。最高裁が 一般的に選挙で勝利した方を支持することも驚くに

値しない。多くの有名な事件は 、現存の政治構造をカ バーするような公的

議論から生じてくる。これらの績断的な議題に直面する場合、裁判官は簡

単に支配的国政連合の政策を推進できなくなる。なぜなら、支配的連合の

内部が分裂し、この論争的な議題 の提案者でありながら、また反対してい

るという 両方の態度をとっている場合が存在するからである 。 この場合、

裁判官は、閉じ法制 定多数派の異なる代表、もしくは異なる法制定多数派

の代表のどちらかを選ばなければならない。 他 方で、主流派の政治的勢力

は、内部分裂を招く ！Jr.・柄について、断固たる立場をできるだけ避けようと

するため、支配的国政連合の政策を推進しようとする裁判所の努力は、無

意味である 。従って、 Graberに よれば、上述のような論争的な課題に直面

した場合、政治的連合と個人的地位を保つために、多数派と少数派のリー

ダたちは通常、さまざまな「防御的 なJ戦略を導入 する 103。この「防御的

なJ 戦略の一つは、 破壊的な論争を脱政治化させることである 。一方、無

党派的 な裁判所は政治的アジェンダから政治的な論争を取り除くチャンス

を提供できる機関である 。 主流派の政治的勢力が裁判所の政策制定機能を

促進するのは、主流派政治勢力が非公式的に好むものであるが、公式には

承認できない政策を裁判所が公表してくれると信じるからである 1040

Graberが政治的構造を横断する破壊的な論争の問題として例に挙げて、

102 Id. at 38. 
103 Id. at 40. 
1 0~ Id. at 43. 
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分析しているのは次の 三つである 。 一つは、 DredScott v. Sandford判決

であり、これは各党派が、破壊的な党派的な争いを安全な法的問題へと導

いた好例である。本件において、当時支配的な国政連合であった民主党は、

奴隷問題の解 決に当たって、責任 を担うのではなく、最高裁にその問題の

解決を公然と勧めた。二番目は、独占禁止法に関する ShermanAntitrust 

Act of 1890である 。 この例において、 19世紀後半の穏健な党派は、市場

の独占に対して、連邦政府が規制を行う範囲に同意を望んでいないか、ま

た同意できないため、異常にあいまいな表現を伴う法案を起草することに

よって最高裁が法解釈 の形で連邦の通商権限の範 囲を画定することを目論

んだ。最後は、 Abortion問題に関する Roev. Wade判決である 。当時の多

くの政治家は Abortion 問題に関して、裁判所に対し、自らの立場を公然

と表明することを避けた。 そして、判決後、彼らは Abortion を支持する

かしないといういずれかの立場を 巴む得ず選択することにならないように、

Roe v. Wade 判決を裁判所内に留めておこうと務め、その実行を避けよう

としている 105。 Graberによれば、最高裁はこれらの事件において、単

純に自らの権限を拡大させたのではなく、支配的国政連合の明白な、もし

くはH音黙の承認のうえで、 f去を違憲と宣言したのである。

社会を分裂させるような、破壊的な論争に関する最高裁判決に対し、主

流的な政治勢力はしばしば立法に関しては従属する 。Graberは、これは党

の穏健派による政治的！被l略だという 106。穏健派は、繰り返して裁判所に政

策制定機能を果たすように勧めることによって、 破 壊的な論争から 自らの

政治的基撒と既得利益を守っている 。

Dahlは多元的デモクラシーを念頭におき、選挙の結果として政治的エリ

ートたちによる 一枚岩としての支配的な国政連合が生まれると想定してい

るように思われるし、裁判所もその 一員であると見倣した。その結果、裁

判所は法的な機関から支配的国政連合の決定に協力的な政治的機関となる 。

これに対して、 Graberは Dahlと同様に政治的エリートたちによる支配的

国政連合という結論に到達しているが、 Graberのいう支配的国政連合は必

105 Id. at 45. 
106 Id. at 65・68.
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ずしも一枚岩ではなかった。 Graberの場合、特定の問題に関して、支配的

国政連合の中でも、意見が一致しない場合がある。このような、すべての

政治的空間を横断し、各党派がそれに真剣に対応すると支持者を失うよう

な問題に対して、各党派の穏健なメンバーは、その問題を脱政治化させる

ために、 裁判所を利用している 。 その結果、裁判所の判決は、時には支配

的な国政連合の選好と相異なる結果に至るのである 。 つまり、政治家 は裁

判所を利用 して、「異論の多い政策に関する政治的責任を希釈している 107」

のである 。

3 党派的な裁判官

違芯審査制を政治的機関と考える「政治体制」論のもう 一つの根拠は、

裁判官の任命過程である。周知のように、世界各国の憲法裁判所の裁判官

の任命は、いずれも政治的に行われている。例えば、アメリカの最高裁判

所の裁判官は大統領の指名を受け 、上院の同意を得る必要がある 。 ドイツ

の場合は、連邦議会と連邦参議院が半数ずつ選出し、大統領が任命する。

フランスの憲法院は 9名の委員から構成され、委員の 3名は大統領により、

3名は国民議会の議長より、 3名は元老 院議長により任命される 。 日本で

は、内閣の指名に基づき、天皇によって任命される 。 最近の新興民 主主義

国家の新たに導入された憲法裁判所の裁判官の任命過程も、このような政

治的任命プロセスを採用している 。

アメ リカ

裁判官の政治的党派性は、違憲審査機関が下す判決の政治的動向を左右

している。「政治体制」論の主張者である Dahlは、次のように分析してい

る。「アメリカの連邦最高裁判所の歴史では、 二三 ヶ月毎に一人の新判事が

任命される 。 したがって、法形成機能をはたしている多数者は、大統領の

一任期中に 二人、そして二任期中では四人の新判事を任命するという理の

当然な機会をもっている。一…大統領と上院は最高裁判所に任命される

107 コー ネノレ・クレイトン、 吉 田如子訳「司法審査と政治史の 『潮流』一

憲法裁判所の役割に｜却 する考察 モデル比較」前掲注 85)94頁。
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人々の見解を慎重に調査するし、また任命 された人びとは通常支配的な政

党員である。 108」さらに、裁判官は常に、ほとんど選ばれた政治的エリー

トが受け入れる範囲内に政策制定機能を限定しており、またそ の政治的意

向に明確に応えている 。 さらに、政治的エリートが望まない領域では、裁

判官は自制的なる 109。

最高裁は、その裁判官の任命によって、政治の影響を強く受けている 。

政治的エ リートはなるべく、 自分の政党の立場に近い裁判官を選ぼうとす

る。RichardA. Posnerによれば、 f裁判 官任命のヒアリングにおいては、

指名された候補のイデオロギーが強調され 、その法学における能力は無視

されて いる 。JohnRobertsが最高裁首席裁判官に 指名され、そのヒアリン

グにおいて行われた質問は、彼 の法学における 能力 に向けられたものでは

ない I10。J 従って、裁判官任命過程においては 、競争相手より、法学にお

ける能力がすぐれている場合、時にその任命において、逆効果となる場合

がある 。 Posnerは RobertBorkの最高裁裁判官の任命失敗は、その 一例

であるという 。

最高裁の裁判官たちが自らの党派的な観点に基づいて下した、最近の有

名な判決は、 2000年のアメリカ の大統領選に決着をつけた Bushv. Gore 

であろう 。 これは、アメリカの最高裁の超党派的なイメージを大いに損な

った判決である 。AlanM. Dershowitzは『SupremeInjusticell という著

者において、 Bushv. Gore判決における各裁判官の党派性を徹底的に分析

している 。Dershowitzは、この 判決における各裁判 官の意 見を分析するこ

とによって、 Bush を事実上当選させたのは判決の多数派を占める五人の

保守派の裁判官の党派的な偏見によるものだったことを明らかにしている 。

Dershowitzによれば、多数意見に参加した裁判官たちは、それぞれの党派

的な考えに従い、いずれも先例において示した自らの司法哲学と異なる考

10s R.A.ダーノレ、内 山秀夫訳『民主主義理論の基礎』（ 1970、未来社） 210 
-211頁。

109 Id. at 447. 
110 Richard A. Posner, How Judges Think(Harvard Univ. Pr., 2008), 
pp277-278. 
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えを提示している Ill。この判決は、裁判官の任命過程の重要性を示してい

る。最後に、 Dershowitzは、党派的な判決を避けるには、裁判官任命のプ

ロセスを変革するしかないと訴えている。

ドイツ

裁判官任命の政治性に関する問題は、 ドイツにつ いても言える 112。 「連

邦憲法裁判所が、法適用と政治的共同形成の 間でその位置を長期にわたっ

て正しく規定することを確保する保障など存在しません。決定的に重要な

ことは 、大政党が裁判官ポストの人事に対する影響力を責任を持って行使

することなのです 113」と 言われるように、ドイツ連邦憲法裁判所の裁判官

の任命について大政党 は決定的な影響力を持って い る。 ドイツの連邦窓法

裁判所はアメ リカ の違憲審査制に比べて、とくにその広範な権限と機関訴

訟等の 訴訟手続を有するので、非 ft-i；に政治的な存在と考えられている 1140 

また、マウロ ・カペレッティによれば、 ドイツ連邦窓法裁判所のような違

滋審査制の「裁判官 を任命する機関は通常は憲法自体に規定されており

各裁判官が主要な政治的勢力を反映するよう 115j 配慮され、またこのよう

な集中型の違憲審査制は 「アメリカの最高裁が政治的として審理しない よ

うな問題についても審理を避けることは しない。J現実の選 出実務に対して、

「このような実務には政党所属の者または政党に近い傾向を有する者が任

命される傾向がるとの批判も強いが、官憲国家的な発想、に基づく政府の選

111 Alan M. Dershowitz, Sup re me Injustice: How the High Court 
Hijacked Election 2000,(0xford Univ. pr., 2001) ppl21-172. 
l l 2 ドイツの連邦憲法裁判所の裁判官の選任に関する論説として、野中俊

彦「西ドイツ 連邦憲法裁判所の人的構成J金沢大学法文学部論集 17号

(1970）、同 f憲 法 裁判 官の選出方法 （1 ）一（ 3完） J 金沢法学 16巻 1・

2号（ 1971）、 17巻 1号、 2号（ 1972）、 川 文伸彦 fドイツ連邦芯法裁判所

の性格と裁判官像 j 法学新報 98巻 9・10号（ 1992）等がある 。

I 13 ユノレゲン ・キューリンク、岡田俊幸訳 「ドイツ連邦憲法裁判所J、法と

民主主義 264号 （1992) 10頁。

114 ライナー ・ヴ アール、鈴木秀美訳「ヨーロッパおよび世界におけるド

イツ連邦憲法裁判所Jノモス 22号（2008）参照。

115 マウロ ・カベレッティ、谷口 安平、佐藤幸治訳『現代憲法裁判論』（有

斐｜相 1974)76-77頁。
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任こそ最も危険であるということで、甘受されているようである I160 j 

ドイツの連邦憲法裁判所の裁判官の選任権は議会にあり、国民から軍離

した官僚的裁判官を 排 除する意味がある 117。憲法裁判官については民主的

な批判精神 を持つ裁判官の創出が椛想されていた 118が、近年では裁判官の

司法化、官僚化も指摘されている I19。裁判官の選任については、 3分の 2

の多数の支持を得たものが指名されるという特別多数制度をとり、与党が

全ポストを独占しないようにしているが、これが却って小政党を排除して

いることとなるは0。発足当初、アデナウア一首相がドイツ連邦憲法裁判所

の第一部を赤い部、第二部を黒い部と呼んだ 12lことは、その所属する裁判

官の党派性を十分に表していると思われる 。その後も、「裁判官の政党系列

化は、ボン基本法の下の政党国家体制の成立と不可分の関係にあり、そこ

ではじめて可能になった現象 122j である 。

フランス

違憲審査制を設けている諸国の中でも、フランスの怒法院は非常に特殊

な制度であり、最も政治的だと 言 われている 。 フランスの憲法院について

は、学説上 f裁判機関性Jか 「政治機関性」 かに関する論争 123があるが、

「裁判機関性」は主に次のような理由、「すなわち、ゴーリストの大統領お

よびゴーリストが多数を占める国民議会議長はゴーリストを任命し、保守

派リベラリスト ・反ゴーリストが多数派を占める元老院議長は保守派リ ベ

ラリスト ・反ゴーリストを任命してきたし、ミッテラン政権下でも同様の

I 16 宍戸常寿『憲法裁判権の動態』（弘文堂 2005) 140頁。

l I 7 永田秀樹「西ドイツ連邦芯法裁判所の政治的機能」法の科学 15巻

1987 78頁。 また同「西ドイツにおける憲法裁判と政治 (1) (2）」大分

大学経済論集 38巻 6号、 39巻 2号（ 1987）等も参照。
I 18 同上、 79頁。

119 渡辺康行「学界展望」国家学会雑誌 100巻 9、 10号（ 1987）参照。

120 永田 ・「西ドイツ連邦憲法裁判所の政治的機能」前掲注 32)82頁。
12 I 向上、 82頁。

122 同上、 83頁。

123 杉原泰雄「フランスにおける違憲立法審査の歴史と理論 j 一縮大学研

究年報・法学研究 4 ( 1962）参照。
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傾向がみられる l24j で否定される 。かつて、フランスの憲法院について、

マウロ ・カベレッティが「合志性の政治的統制 J機関であるとし、その機

能は「立法権が執行権を蚕食することを阻止することであって、本来その

機能は政治的なものであり、将来も政治的なものにとどまるものと恩われ

る125」とした。

しかし、フランス憲法院の 1971年の結社の自 由に関する判決以後、そ

の「人権保障機関」としての性格が注目され、多く議論されるようになっ

た126。 フランスの憲法院は「裁判機関の基準を十分満たしているが、やは

り憲法院は純裁判的機能を果たしてないことも明白である、けれども憲法

院の裁判 的な機能はほかの機能に勝っており、真の裁判機関である 127j と

いわれるほど、機能変化を見せている 。

フランス憲法院の裁判機関的機能転換が注目されているが、その政治的

性格は捨てられ、また完全に捨てられるものではないように思われる 。 憲

法院は「単なる人権保障のための合芯性審査機関というよりも、与野党の

対立を調停し統合するという文脈においてでなければ人権保障を行えない

制度と杷握されるべき 128j 制度であることに注意しなければならない。ま

た、 2008年の憲法改正によ って人権保障の道が広げられた 129とはいえ、

124 北川善英「フランスにおける『窓法裁判』一憲法院の機能の転換をめ

ぐって」法の科学 15巻（ 1987) 118頁。

125 マウロ ・カベレッティ、谷口安平、佐藤幸治訳『現代j益法裁判論』前

掲注 115)3-5頁。

12（）樋口陽一 『現代民主主義の滋法思想、』（自lj文社 1977) 77-115頁、同

『比！｜改憲法』（青林書院 1977) 243ー 246頁。また、和田英夫「フランス

話法院と人権の保障J法律論叢 50巻 2、3号（ 1977）同『大｜窪型違憲審査

制』（有斐 閣 1979）に収録。さらに、坂本茂樹「フランス芯法院の最近

の判決について一車両検間違滋判決を中心にー j法律論叢 52巻 1号（ 1979) 

1-26頁。中村睦男「フランス法における人権の保障J公法研究 38号（ 1976) 

211ー 219頁、同 「フランス窓法院の憲法裁判機関への進展J北大法学論集

27巻 3, 4合併号（ 1977)261-291頁。野村敬造 f第五共和国憲法と結

社の自由 J金沢法学 18巻 1, 2号（ 1973) 57-76頁等がある 。

127 武居一正「フランス憲法院の性格」法と政治 32巻 2号（ 1981)284頁。

128 今関師、成「フランスにおける『違憲審査』の問題点一 政権交代と憲法

院」法律時報 57巻 6号（ 1985) 64頁。

129辻村・みよ子「フランス 二00八年j益法改正の意義と展望一現代 立芯主義

の新たな挑戦」法学 73巻 2号（2010)881-915頁。
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憲法院の人権保障機能は「政治部門の対立の法的調停者の立場で果たす 130」

のであり、憲法改正によってその政治的性格は完全に払拭されたといい難

し、。

4 新たなパラダイム

違憲審査制は一つの多面体である 。 違憲審査制は様々な役割を果たすゆ

えに、多角的に検証されている 。違憲審査制に関しては、法学的な規範論

の立場と政治学的な立場から論じることが可能である。

Bickel以来の 「反多数決主義という 難点」という命題は現代違憲審査論

の中 心的な命題である 。選 挙を経ていない裁判官が国民に選ばれた議会の

制定する法律を違憲無効とする権限の正当性が問題である。多くの政治的

理論も、この規範的な論題に答えようとしている 。例えば、「政治体＊ljJ論

を掲げた Dahlの、裁判所は「法制定多数派」の 一員であるという主張も、

違憲審査の「反多数決的な困難J を解消しよ うとする試みとして理解して

よいであろう。これらの議論からすれば、違憲審査制はデモクラシーの中

に組み込まれており、本来デモクラシーによ って解決すべき 問題を扱 って

いる故に、デモクラシーにとって必ずしも必要な制度ではないようであ る

131 
0 

しかし、Dahl以後の違憲審査制に関する政治学的な分析は、 「政治体制 J

論を超えて、さまざまな展開を見せている 。例えば、 Graberの議論は、違

憲審査制が単なる与党連合の従属者ではなく、各政党の扱 いたがらない社

会的な論争を引き受けることによって、その論争の脱政治化を図る 。また、

国政連合の内部分裂を招くような相対立する問題をも同じような方法でそ

の解決を成し遂げる。

しかし、上述した規範論または政治学的な検証のいずれも、すでに導入

され、 一定期間運用され成果をあげている国の違憲審査制の機能の側面に

注目し、「違憲審査制の正当性の問題」を答えようとしている。従って、両

130 北川・ 「フランスにおける『憲法裁判 』一憲法院の機能の転換をめぐっ

て」前掲注 124)119頁。

131 Tom Ginsburg, Judicial Review in New Democracies: Constitutional 
Courts in Asian Cases,(Cambridge Univ. Pr., 2003) at 21. 

32 



説のいずれも、新興民主主義国家がなぜ違慾審査制 を導入しているのかと

いう問いに関しては、答えを提供してくれない。

違憲審査に対する政治的な分析は、政治的空 間におけるその役割のみに

関するものではない。違憲審査制の起源に関しても、このアプローチが使

われている 。 現在、ほとんどの法学者がアメリカの違憲審査制は 1803年

の Marburyv. Madison判決にける JohnMarshall の有名な法廷意見によ

って 、確立したと確信しているといっても過言ではないであろう 。しかし

最近、違憲審査制の誕生に関するこの神話は、 Graberによる政治的分析ア

プロ ーチの挑戦に直面している 。

「政治的体制」論にしても、その後の発展形の政治的分析ア プローチ及

び違憲審査制の政治的起源論にしても 、 これはアメリカに限った話ではな

い。RanHirschlは、イスラエル、カナダ、ニュージーランド及び南ア フ

リカ の違窓審査制を検討し、政治的エリー トがその新自由主義的な政策を

推進するために違憲審査制を導入したと結論付けている i320 Hirschiの分

析は、違憲審査制に関する政治的構成とその政治的 な起源、を示す好例であ

る。また、 TomGinsburgもアジアにおける台湾、モンゴルと斡国におけ

る立憲主義の発展を分析し、違憲審査制は政治的エリートの取引または自

己保存という需要に対応して生まれてくることを明らかにしている 。

現在、違憲審査制に倒して政治学的議論が掲げる「司法審査が政治的に

作り上げられている Jというパラダイムが、今まで長い閥単純に繰り返し

主張されてきた「アメリカのデモクラシーにおいて、司法審査は逸脱した

機関である」というパラダイムに取って代わる時代が来た 133と宣言 される

に至っている 。

132 Ran Hirschl, Toward Juristocracy: The Origins and Consequences of 
the New Constitutionalism(Cambridge:Harvard Univ. Pr., 2004). 
133 Mark A. Graber, Constructing Judicial Review, 8 Annual Review of 
Political Science, 425, 446 (2005). 
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第二章 違憲審査の政治的起源

違憲審査制の母国はアメ リカである 。 そこには、違憲審査制 の誕生に閲

する神話がある。そ れは、 1803年の Marburyv. Madison判決に ける John

Marshallの有名な法廷意見 である。アメ リカにおける違憲審査制 は連邦最

高裁判所の司法判決を通じて、確立されたというのは、今日のアメリカな

いし日本の主流憲法学の見解である 。 しかし、アメ リカ における違憲審査

制は司法判決によって確立したという見解は、政治学から挑戦にさらされ

ている 。

第一節 アメリカン神話へ の挑戦

違憲審査の政治的構成

1 Marbury v. Madison判決と 1789年 JudiciaryAct 

Graberは、アメリカの 司法審査は 1789年の JudiciaryActによって、

政治的 に構成 されたものであり、 Marburyv. Madison判決 はそれに対し

て何も加えてないという 134。違滋審査権の行使は、政治的アクターが違憲

1s4 Mark A. Graber, Establishing Judicial Review: Marbury and the 
Judicial Act of 1789, 38 Tulsa L. Rev. 609(2003), at 612.なお、 Grabel'・が

木論文で根拠にしているのは、 1789年の JudiciaryActの 25節 である
SEC. 25. And be it further enacted, That a final judgment or decree in 
any suit, in the highest court of law or equity of a State in which a 
decision in the suit could be had, where is drawn in question the 
validity of a treaty or statute of, or an authority exercised under the 
United States, and the decision is against their validity; or where is 
drawn in question the validity of a statute of, or an authority exercised 
under any State, on the ground of their being repugnant to the 
constitution, treaties or laws of the United States, and the decision is 
in favour of such their validity, or where is drawn in question the 
construction of any clause of the constitution, or of a treaty, or statute 
of, or commission held under the United States, and the decision is 
against the title, right, privilege or exemption specially set up or 
claimed by either party, under such clause of the said Constitution, 
treaty, statute or commission, may be re-examined and reversed or 
affirmed in the Supreme Court of the United States upon a writ of error, 
the citation being signed by the chief justice, or judge or chancellor of 
the court rendering or passing the judgment or decree complained of, or 
by a justice of the Supreme Court of the United States, in the same 
manner and under the same regulations, and the writ shall have the 
same effect, as if the judgment or decree complained of had been 
rendered or passed in a circuit court, and the proceeding upon the 
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審査制を必要とするか、またはそれの維持及び権限拡大が必要であると積

極的に考えた場合だけである 135。 Graber によれば、 Marburyv. Madison 

判決は、 1789年の JudiciaryActによって確立した違憲審査制を相対立す

る政治的環境において、その存立を維持したに過ぎない。また、違窓審査

制に関する多くの研究は、違憲審査制の司法的性質、 も しくは判決によっ

て確立した点を 強調し 、違憲審査制に関するほかの統治部門による要素を

考慮、していない。裁判官の行動に注目するだけでは、違憲審査制に関する

すべての要素を 把握 できない。 Graberによれば、国民によって選ばれた立

法府が、司法府を設 立し、権限を与 えなければな らない。 そして、裁判官

による違憲審査権の行使を可能とする法律が立法府によって制定され、 k4f

持される場合に限って、司法府は違憲審査権を用いて法律を違怒と宣言で

きる 1360

違憲審査権は裁判官、管轄権、訴訟、権限、 能力、独立そして遵守とい

う要素から椛成されると、 Graberは言う 137。 そして、これらの要素は、

時に法、または政治的行為によって確立する 。 法的基礎は、窓法典におい

て保障され る司法の独立と裁判官の任期等 である 。他方、違憲瀞査制にと

っては、政治的な基礎も不可欠 である。法的基礎を欠いていても違憲審査

制は正常に機能しうるが、 政治的基礎を 欠く場合はそうではな い 138。違窓

審査制の法的基礎と政治的基礎は密接に関連しており、多くの場合、法的

基礎が政治的基礎としての役割を果たす。Graberに よれば、政治的エリー

トは、法が違窓審査制に対する支持を求めていると考え、それを支持する。

問岐に、政治的基礎がしばしば、法的基礎を決める 。 すなわち、政治的エ

reversal shall also be the same, except that the Supreme Court, instead 
of remanding the cause for a final decision as before provided, may at 
their discretion, if the cause shall have been once remanded before, 
proceed to a final decision of the same, and award execution. But no 
other error shall be assigned or regarded as a ground of reversal in any 
such case as aforesaid, than such as appears on the face of the record, 
and immediately respects the before mentioned questions of validity or 
construction of the said constitution, treaties, statutes, commissions, 
or authorities in dispute. 
135 Id.at 612. 
136 Id.at 618. 
137 Id.at 618. 
138 Id.at 624. 
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リートが違憲審査制を確立 ・維持し、そしてそれを強化するかどうかは、

権限を与えられた違憲審査制が政治的エリートの差し迫 った政治的利益を

推進してくれると考えるかどうかに依拠する。違憲審査制の法的基礎は、

政治的エリートによって 制 定される法律と憲法であることは言うまでもな

し、。

Marbury v. Madison判決は、司法権が訴訟において、法を違憲と宣言

できるという司法権限に関する 一 つの要素に先例的な基礎を提供している 。

Graberは Marbury判決以前にすでに違窓審査権を行使した判決はあるー

United States v. Yale Todd と Hollingsworthv. Virginiaーといい、これ

らの 判決は Marbury判決が 司法上承認されてなかった態法問題を宣言し

たというよりむしろ、すでに存在していた司法実践を正 当化したも のとし

て解釈されるべきだということを提示していると述べている 139。 Graber

によれば、Marburyv. Madison 判決後の連邦最高裁は 1887年の Muglerv. 

Kansas判決までに、 Marburyv. Madison判決を違憲審査の先例として引

用していないし 、1957年の Cooperv. Aaron判決まで、司法部門 がすべて

の政府部門を拘束する先例としても引用されていなか った。 従って、現代

違憲審査制に先例的な基礎を提供しているのは、 Marburyv. Madison判

決ではなく、 Mugler判 決と Cooper判決であるという 140。

Marbury v. Madison判決は違憲審査制を確立させていない。 この司法

判決によっては、違憲審査制を柿成するすべての要素を提供し、確立する

ことはできな い。 Graberは、 1789年の JudiciaryAct は、 Marburyv. 

Madison判決をはるかに超えて逃芯審査制を確立したと主張する l4 l0 第 一

期議会はすでに、 1789年の法律によって、連邦裁判所に違滋審査権を与え

た。Marburyv. Madison判 決 は違定；審査権を行使するのはほかでもなく、

司法府であるという違滋審査制を構成する一つの要素のみを提供したのに

対して、 1789年の JudiciaryActは上述の七つのすべての要素を明示的に

提供した 1420 1789年、 1801年及び 1802年の JudiciaryActは、 Marbury

0
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v. Madison判決前後の違憲審査制 の重要な法的様拠である 。 Graberは、

初期の立法者の決定は、憲法と違結審査制の問題を解決するための、きわ

めて重要な憲法的先例を提供し、建国者たちも憲法を批准するだけではす

べての憲法問題を解決できないことを認めていたのであり、従って、 1789

年の JudiciaryActの第 25節 を通過させ、維持した立法者の決定は、法律

を違憲無効とする違憲審査制に対して、 Marburyv. Madison判決をはる

かに超える強い支持を提供し たと説明し ている 1430

Marbury v. Madison判決はアメリカの違窓審査制に法的基礎を提供し、

憲法と JudiciaryAct等の法律は立法的な基礎を提供している 。 しかし、

これらの法的および立法的な基礎だけでは、違憲審査制は活発には行使さ

れえない。Graberによれば、司法的判決意見は、重要な政治的エリートの

支持を促す場合に、その政治的基礎を獲得するという 。

2 違憲審査制の政治的基礎

違芯審査制が政治的基礎を得られるのは、強力な政治的エリ｝トが司法

判断に従う法的義務があると考える場合であり、たとえその考えが誤った

前提に基づいていても同じである 。 また、政治的エリートが積極的に違志

審査権を行使することが彼らの 利 諮．にかなうと考える場合も問機である

14" 0 多く の政治的エリートは実用主義から、違；革審査制を利用しよ うとす

るし、逆にそれを攻撃する場合もある 。

Marbury v. Madison 判決は、連邦裁判官が独立した権限を行使 して法

を違憲無効にしなければならな い政治的支持を確立もしていなければ、示

してもいない 1450 政治的支持が欠けていれば、裁判官は政治的に重要な判

決を下せない。従って、 Marshallは判決を下す際、ある程度反ジェファソ

ン的な判決を避けることを工夫し、他方で裁判官が解決できる事柄に関す

る議会の決定権を認めることによって、法律を違憲無効と宣言する司法権

143 Id. at 638. 

144 Keith E. Whittington, Legislative Sanctions and the Strategic 
Environment of Judicial Review, 1 I-Con, Intl. J. Const. L. 3 (2003). 
1'15 Supra note 134, at 639. 

37 



限を保持しようとした 146。 Marbury v. Madison判 決は、違憲審査制が

党派的な世界で生き残ることを可能にするプロセスを開始することによっ

て、政治的環境の中で違憲審査制 を残すことに成功した 。 というのは、

Marbury v. Madison判決以前のアメリカの政治的エリートは、反党派的

もしくは非党派的な違憲審査制を構想していた 147のであるが、 Marburyv. 

Madison判決は初めて違憲審査制を政治の世界に導いたからである 。

Marbury v. Madison判決以前の政治的エリートによる非政治的違憲審査

制構怨の典型は、 AlexanderHamil tonが TheFederalist Papersの第 78

編に裁判所と裁判官の独立を論じる際に強調していることである 148。しか

し、Marburyv. Madison判決は違憲審査権が無党派的な過ちを正すこ と

を正当化するために非党派的な修辞を述べていると同時に、法廷意見では

党派的な違憲審査制がいかに機能するかが示されている l49。

Graberによれば、 Marburyv. Madison判決 は、従来 主張されていた非

党派的な違憲審査制の可能性を存定し、立法府が違憲審査制に法的、政治

的基礎を与えていることを明らかにしている 。 そして、党派的、政治的な

支持なくしては、違憲審査制は党派的な世界で生き残れないことをも示し

たのである 。

もっとも、 Graberはアメリカの違滋審査制は Marburyv. Madison判決

における法廷意見によって確立したものではないと 主 張し、従来の j益法学

における主流的かつ、神話的な学説に挑戦している 。Graberは、アメリカ

の違滋審査制は 1789年の JudiciaryActによ って 初めて確立されたもので

あり、その後の発展においても、党派的、政治的な支持が欠かせなかった

という 。

第二節 「革命回避J としての違憲審査制

Graberの議論は、あくまでアメリカにおける違憲審査制の誕生を冷静か

つ合理的に分析し、違憲審査制誕生の神話に挑戦するものであった 。

146 Id. at 641. 
147 Id. at 641. 

14s A.ハミルト ン、 J.ジェ イ、 J.マディソン著賢藤民，武則忠見訳『ザ ・

フェデラリスト』前掲注 87)380-381頁。
149 supra note 134, at 644. 
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Graberの議論の冷静さとは正反対に、閉じく 政治的状況を基礎に分析を行

いながらも、アメ リカの違憲審査制 は 「革命の代替」として生まれてきた

と主張するのは SylviaSnowissである 。

「革命代替」論ーアメリカ

Snowissによれば、アメリカの違憲審査制 は Marburyv. Madison判決

における法廷意見によって確立 したと い う考えは、 Marburyv. Madison 

判決以前に、すでに違憲審査制 を支持する主張がなぜあったのかを説明で

きない。 そのため、アメリカの違憲審査制 の歴 史は三つの時期lに分けて考

える必要がある。すなわち、第一期 はアメリカ独立から『TheFederalist 

Pap ers~ の第 78 編まで、第 二期 は『The Federalist Papers ~ の第 78 編

から Marburyv. Madison 判決まで、そして第三期は Marburyv. Madison 

判決ーから Marshallが任期 を終えるまでである 150 。Snowissは第一期！と第

二期においては、まだ成文憲法が制定されておらず、基本法（fundamental

law）と普通法（ordinarylaw）が存在していたにすぎない、基本法は 主権を

拘束するものであり、普通法は個人を拘束するものであった 1:;1。主権は社

会において最も 強力な権力 であ り、自 己拘束以外 はそれを 拘 束する力は存

在しない 。 基本法違反に対しては、人民訴願もしくは全国民の抵抗 (1j~ 命）

以外にそれを拘束する方法はなかった。 従って、 Snowissによれば、この

ような政治的手段である基本法に対する司法権による解釈を認めることは、

一鞄の特殊な政治的行動であり、革命を回避する司法の方途であった。

1 第一期 と第二期

初期のアメリカのいくつかの州においては、すでに違憲審査制 の実践が

あった。 第一期において 、違態審査権の行使に 関する判例は四つあり、い

ずれも裁判官が法律の執行を拒否するか、あるいは違憲な法律の適用を拒

否する自らの権限を擁護している 1520 Snowissは第 一期のアメリカにおい

150 Sylvia Snowiss, Judicial Review and the Law of the 
Constitution,(Yale Univ., Pr. 1990) at 1. 
151 Id. at 6. 
152 Id. at 18. 
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てすでに、ヨーロッパにおける想像上の社会契約とは異なる、 明確 な社会

契約が存在しており、それが立法全能の観念、に反対していたとし、また、

この時期のアメリカでは、基本法（fundamentallaw ）たるものが存在し

ており、それが主権に制限を課し、その制限の行使を司法権による違憲－審

査権に委ねていた。 Snowissによれ ば、この時期の違憲審査制を支持する

主な理由は、立法全能反対論であった。

第一期と第二期の違憲審査制は二つの異なる問題から構成されている

1530 すなわち、①立法機関は憲法に違反する法律の制定あるいは行為をす

ることができるか、②司法部 門は違憲な法律の施行を拒否しうるかの こつ

である 。①については、「立法機関は窓－法に違反することはできない」とい

う普遍的な回答があるのに対して、②に関しては一致した回答がなかった

1540 進滋蒋査制は主に、基本法に明白に逃反する立法に対して行われるも

のであるというのはこの時期の主な考えであり、違憲であると決定する行

為は仮に吋法によるものであっても政治的な行為とみなされていた 1550

基本法に対する最大の危機は革命である 。Snowissによれば、このよう

な革命回避論をより明確に説明してくれるのは、 James Iredellの『Tothe 

Publicllにおける主張であると いう 。Iredellは、弁護士であり、 制滋会議

宛てに司法権が違憲な法律の適用を矩荷できるという内符の書簡を送 って

いる 。後に、 AlexanderHamiltonが『TheFederalist PapersJIの第 78

編において行った議論は、箭くほど Iredellの議論と類似している 156とい

う。 ここで挙げられた Iredellの議論は、やはり革命回避論である。すな

わち、 Iredellは立法権による違憲な行為に対抗しうる方法は、 一つは請願

であり、もう 一つは全国民による抵抗である 。 しかし、彼が詰願は自己統

治を行う国民にとって屈辱的であるとし、また全国民による革命は極端で

あるとして、両方を退けている 。 そして、彼が考え出したのは 、司 法権が

このような状況に閲して関与できるかどうかという問題であった 。

Snowissによれば、 Hamiltonが『TheFederalist PapersJIの第 78編 にお
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いて繰り返 し援用 した Iredellの議論は、 Marshallの Marburyv. Madison 

判決における意見とは次の点で異なるものであるという 157。まず、

Hamiltonは裁判官が違憲な法律 の適用を拒否 できるという第一期 と第二

期の主張を繰り返 したにすぎない。さらに、 Hamiltonは『TheFederalist 

Papers』の第 78編において、現代違憲審査制 を構想したのではなく、立

法に対する司法権による 制約を論証したにすぎない。もっとも、 Hamilton

は第 78編 にお いて、成文滋法に言及 していな い し、成文憲法に依拠した

議論を一度も展 開 していない。

2 第三期

Snowissの分類方法に従 えば、アメ リカ の違憲審査制の発展の第 三期 は

Marshallコー ト期である。第 三期の違憲審査制 は第 二期のものを繰り返し

たうえで 確 立した 158のである。 Marburyv. Madison 事件において、

Marshallは主に二つの 問題 を考えた。 一つは、「憲法と 抵触する法律は、

この国お いて法律となりえるかどうか」と、もう 一つは「無効な法律は裁

判所を 拘束し、その適用を促すことができるかどうかJであった l59。第一

の問題は第一期、 第二期 において普遍的 に認められていた 「基本法による

立法全能の終結J を繰り返したに過ぎないが、さらに付け加えられた点は

政府の各部 門を拘束する「最 高のJ、「至上のj、「基本的」法の成文と して

の特性を強調したことである 160。さらに Snowissによれば、第二の問題に

対する回答において、 Marshallが窓法と通常の法律 の両方を含む概念とし

て用いた「規則IJ (rule) Jは、第二期では単に窓法を指す概念としての「規

則（rule）」とは異なっていた 1610

Marshallの法廷意見は、違怒審査制に関する実定法（PositiveLaw ）の

側面を強調し、自然法（NaturalLaw）の側 面を軽視した。すなわち、法

廷意見はアメ リカの基本法（AmericanFundamental Law ）の現実性と明

157 Id. at 77・89.
158 Id. at 109. 

159 Marbury v. Madison, 5 U. S. (1 Cr.) 137, 176 (1803) . 
160 supra note 150 at 109. 
161 Id. at 111. 
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確性、基本法の 社会契約としての地位 、革命代替としての司法による基本

法の実施等に関して 触れていない 162。 Marshallの法廷意見は、革命権

を認めながらも、長期にわたって成文憲法を維持する必要性を訴えており、

従来の政治的審査に法律的審査を加 え、憲法を完全に法律とさ せ たのであ

る163。

「革命代替 j 論一新興民主主義 国家

冷戦の終鷲及び旧ソ連 ・東欧諸国での体制転換 という「民主化第 三波 164J 

にともなって、第二 次世界大戦後以来の憲法制定ラッシュがおき、違憲審

査制が広く導入され、西側 の価値にとどまって いた「立窓主義」がこれら

の地域 でも採用されるに至った。それに伴い、「立憲主義Jのグローパノレ化

が生じ 165、さらに f世界立憲主義 166J が生起している 。同時期に、アジア

地j戒でも韓国、モンゴノレ、台湾といったいくつかの権威体制 国家が民主化

されるとともに、違怒審査制が導入され、違憲審査制の第 三波 167という現

象が生じている 。

これらのほとんどの 同 における体制転換は平和 的 に行われた。 しかし、

その体制転換の過程は常に、破接的な政治的衝突によって脅かされていた 。

平和的に行われた 体制転換 ・民主化 の成果を破壊的な政治的衝突から守る

のに一役かったのはこれらの国々が新しく導入した違結審査制 であるよう

に思われる 。

162 Id. at 113. 
163 Id. at 119-120. 
16" S.P.ハンチン トン、坪郷賀 ・中道寿一 ・l飯野祐三訳『第 三の波 ：20I止紀後

半の民主化』（ 三嶺書房 1995）。
165 阪口 ・『立憲主義と民主主義』前掲注 44) 2頁。

166 Bruce Ackerman, The Rise of World Constitutionalism, 83 Va. L. Rev. 
771 (1997). 
167 supra note 131,at 90.ギンズパーグによれば、違憲審査制は 三つの波に

おいて、世界中に広が ったという 。その第一波は、アメリカとそれを構成す
る諸州による違憲審査制の導入であり、第 二波は、第 二次世界大戦直後に書
かれた憲法による違滋審査制の導入である 。そして、違恋審査制の第三波は、
近年における 旧共産 主義国家と民主化 された国々による違憲審査制の導入で
ある 。
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l Jon Elste rの「ライオンJ

1989年に、東欧 の七つの 国、アルパニア、ブルガ リア、チェコ、ハンガ

リー 、ポー ラン ド、ノレーマ ニア とユー ゴスラ ピアが共産党一党独裁から立

巡民主主義国家に転換 した。そして、 これらの国々は怒法を修正するか、

新しい憲法を 制定 し、ほ とん どが違憲審査 制 を導入 している。 しかし、造

法を 制定または修正し、違憲審査制を導入するまでの道のりは険しいもの

であった。

Elsterによれば、東欧諸 国の多くは共産党 との「円卓会議J による交渉

によって民主化 を開始した。そして「 円卓会議」 の結果は三つの方法で立

滋的発展と して具体化 され た。まず、 選挙法に 関する合意 は制 窓会議の主

題を作り出 した。 第 二、f円卓 会議Jにおける憲法修正に 関す る合意は 、後

制定されるかまたは修正さ れ た滋法に及んだ 1680

Elsterは東欧諸国 が体制転換の｜傑に 行 った 円卓会議 の構成 を四つ に分け

ている 。体制側 には強硬派と改革派が、反体制側 には穏健派 と急進 派がい

る。そして実際の交渉は改革派と穏健派 の間で行われ た。 強硬派と急進派

は、 本格的 な参加者 というよ り、「準参加者 Jであ り、戦略的 には改革派 と

穏健派にとって交渉の手助 けとなった 1690 Elsterは円卓会議において行わ

れた実際の交渉 を次のよう に分析 している。

いかなる交渉の論点、についても、各党派が交渉相手を脅すかもしくは響告すると

き自らの極端な片方の派に言及した。 その形式は、脅す場合には、 fもしあなたたち

が X行為を行えば 、我々は短端 なメンバーに Y行為を行うよう指示する j、そして響

告の場合には、「もしあなたたちが X行為を行えば、我々の J極端なメンバーは Y行為

を行うだろう」というものである。声明は真に警告である限り、それらを実現する

ため に 優先的にとられた行動 によってnであることが 判明 するかもしれない。この

ような警告を擬制讐告と II手ぶ。共産 党 が 「 も し あ な た た ち が X 行為を行えば、ソビ

エトがやってくる」というとき、それは共産党が本当に「もしあなたたちが X行為

を行えば、我々はソビエ卜の介 入 を要請する Jことを な味 しているかもしれないし、

168 Jon Elster, Constitutionalism in Eastern Europe: An Introduction, 
58 U. Chi. L. Rev. 447 (1991) at 456. 
169 Id. at 456. 
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支体制側 の穏健 派が fも しあなたたちが X 行 為を行えば 、我々の急進派が街頭に 出

るj というとき、これは早期 の多くの反対運 動 の経験に照らして本当であるかも し

fもない 1700

Elsterは上述の分析をさ らに次のような四つの 類型に図式化 している。

①其の脅しの場合、もしあなたがそ の方向に進んだら、ねは 一発発砲し、ライオ

ンを目覚め さ せ て あ な た を 殺 す 、 ②真の警告の場合、もしあなたがその方向に進ん

とら、あなたは自分でライオンを目覚めさせることになる、 ③ 擬 制 の脅しの場合、

も し あ なたがその方向に進んだら、私の短気な友人が 一発発砲し、ライオンを目覚

めさせるかもしれない、そして＠擬 制 の著書告の場合、も しあなたがその方向に進ん

ピら、あ なた自分で私が昨夜ここに連れてきたライオンを目覚めさせるかもしれな

。
l
 

勾，
ー

、’
 当然、すべての東欧諸国が体制 転換期 において 円卓会議を行ったわけで

まない。 しかも、 すべての 円卓会 議 が 四つの構成要素をすべて揃え ていた

bけでもない。 しかし、 円卓会議を行わなかったノレーマ ニア、アノレパニア

とクロア チア等の国では 、体制転換は平和的 に行われて いない。 特 にルー

マニアの民主化 は暴力革命という形で行われた。 円卓会議の成果はのちに

長法制定ある いは憲 法修正 の形で成文化され た。

Elsterは「ライオンJの例を 用 いて、違；ぷ帯査制 の導入を説 明 している

！っけではない。むしろ 、Elsterは ほかの とこ ろで違 忠審査制 の代 わりに用

A うる 制度枠組一憲法改正手続、 二院制、 比例 代表等を主張している I720 

J かし、 多 くの 政治問題の解決が行き 詰 まりを 見せたとき 、その大部分は

長法裁判所の活動 によって解決されている 17 3 。 違 憲審査制 は ｝~~ 法を解釈し、

本制転換の過程で生じる 多 くの 衝 突を法的 に解決し ている 。Elsterのライ

ナン論は体制転換期 における緊 迫し た状況 をよく現 してお り、このような

震迫した状況を緩和するための 制度的装置 を導入する可能性を示 している。

70 Id. at 456. 
71 Id. at 456. 

72 Jon Elster, Limiting Majority Rule: Alternatives to Judicial Review 
n the Revolutionary Epoch, in Constitutional Justice under Old 
;onstitutions (Eivind Smith, ed., 1995). 
~ 3 Andras Mink, Interview with Laszlo S6lyom, President of the 
iungarian Constitutional Court, 6 E. Eur. Const. Rev. (1997). 
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Elsterの「ライオン論」の示す政治的環境下で、最も導入が求められた制

度は、 Elsterの主張とは逆に、違窓審査制であった。

一 小結

違憲審査制の母国であるアメリカでは、違憲審査制の誕生に関する神話

- 1803年の Marburyv. Madison判決における Joho Marshallの有名な法

廷意見がある。アメリカにおける違憲審査制は、連邦最高裁判所の司法判

決を通じて擁立されたというのは、今日のアメリカないし日本の主流憲法

学の見解である。しかし、アメリカにおける違憲審査制が司法判決によっ

て確立したという見解に対しては、政治学から挑戦を受けている 。Graber

はその挑戦を行っている一人である。 Graberは、アメリカの進悲審査制

は 1789年の JudiciaryActによってすでに成立しており、 Marburyv. 

Madison判決の Marshall意見はそれを強化し、さらに違憲審査制を党派

的な政治の世界に引き込んだに過ぎないと主張している 。Graberの冷静な

分析とは異なって、 Sylvia Snowissは違滋審査制の起源を、「革命回避J

のために生まれてきたという論拠に求めている 。 Snowissによれば、独立

した後から憲法制定までのアメリカにおいては、明確な社会契約が存在し

ており、そして主権を拘束する基本法があった。 Snowissは主権について

基本法で拘束する以外には、革命で覆す方法があるが、当時のアメリカは

革命を拒否し、そのため基本法を実行することを通じて革命を避けるため

の装置として違憲審査制を選んできたと述べている。従って、当 H寺の違憲

審査は高度の政治的活動を行うために生まれてきたといえるように思われ

る。「革命代替」論を語るのは Snowissだけではない。Jon Elste rは東欧

諸国の円卓 会 議 に お け る 交 渉の実況を分析することによって、これらの

国々がいかに革命を避けたのかを述べている 。

Elsterの「ライオン j論は東欧諸国と台湾の不安定な状況を表しており、

その体制転換過程における革命の可能性を示している 。東欧諸国は体制転

換の成果を成文憲法の形で書き残している 。 しかし、成文憲法の形で書き

残すだけでは、体制転換の成果が十分に保証されるわけではなく、常に政

治的衝突によって破接される危険性を伴 っていた。そして、このような政
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治的衝突を解消する制度的装置が要請されるようになった。それが Elster

の主張とは逆に 、そして独立直後のアメリカと同様に、体制転換の最中と

直後の新興民主主義諸国も「転換の成果 j を革命から守る必要から違憲審

査制を設けたともいえるように思われる。

第三節 「ヘゲモニー維持」としての違憲審査制

近年民主化した国々を対象に、違憲審査制の政治的起源を考察する動き

もある 。例えば、 RanHirsch！はカナダ、ニュージーランド、イスラエノレ

を対象に、違窓審査制を検討している 。 また、 TomGinsburgは台湾、モ

ンゴノレ、韓国のアジアの 三 つの国を対象に分析を行っている 。 本節では、

Ran Hirsch！と TomGinsburgの議論を簡単に取り上げたい。

立憲主義化の六つ の シ ナ リ オ

周知のとおり、近年民主 化さ れた国々は憲法を修正するか、もし くは新

しい滋法を制定することを通じて、違憲審査制を導入している 1740 違 憲 審

査制を導入する動きには、第 二 次世界大戦後の「違憲審査革命 175J と最近

の第三波の民主化した国々との こ つの時期がある 。 Hirsch！の表現を借り

れば、このような流れは「司法支配制（juristocracy)176J と読んでいる 。

阪口によれば、 Hirsch！は「司法支配制（juristocracy) Jの 四つの特徴を

指摘しているという 。すなわち、「第一 は、代表機関から司法権への権限の

移誌である。第二は、大半の国家において『司法支配制』への動きは権利

章!14を含む芯法典の採用に伴う も の で あ る こ と で あ る 。 第 三 は、こうした

国家においては、アメリカ流の権利に基づくディスコースが支配的になり

つつあることである 。第四は、 『司法権による権利の肯定が政治的権力によ

る拘束から解放された社会変革をもたらすのだ、という信念が公的議論に

174 特集「 体制 転換 と憲 法裁 判」法律時報 69巻 3号（ 1997）参照。

175 樋口陽一『転換期の憲法？』（ 1996年、敬文堂） 162頁。

176 木論文で用いる 訳語は阪門正 二郎 「上昇する期待と下降する期待 J 棚

瀬孝雄編『司法の国民的基盤』（2009 日本評論社）によるものである 。

また阪口論文は RanHirsch！の議論についても詳しく紹介しており、本論

文も原口論文に負うところが多い。
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おいてほとんど神聖 に近い 地位 を獲得 した』ことである。 177J

Hirschl は第二次世界大戦後の違憲審査制の導入と立憲主義の採用

( constitu tionaliza tion）は六つのシナリオに分類できるという 178。 第一

は、第二 次世界大戦後の「再建（reconstruction)Jというシナリオであり、

1946年の 日本、 1948年のイタリア憲法と 1956年のイタリア慾法裁判所

と 1949年のドイツ基本法と 連邦憲法裁判所、 1958年のフランス芯法と憲

法院がこれにあたる。第二 は、 「独 立（ independence)J というシナリオで

あり 、イギリスの植民地 からの独立が主である 。 インド、ガーナ、ナイジ

エリア、ケニア等がこれに含まれる 。 第 三 は、「単 一 の移行（ single

transition ）」である 。 この シナ リオにおいては、準民主主義

(quasi-democratic）もしくは権威主義体制 から民主化す る体制移行過程

の副産物（ by-product）として権利の立憲主義化と違窓審査制の導入が行

われる。南アフリカ、南欧のギリシャ 、 スペイン等、そしてラテンアメ リ

カ諸国がこれにあたる 。第四は、「 二重の移行（ dualtransition）」である 。

このシナリオに含まれるのは、権威体制 から西洋モデルの立怒主義国家へ

の体制移行と計画経済から市場経済への移行と 二重の移行を行った 旧 ソ連

と旧共産主義諸国である。ロシアと 東欧諸国がこれにあたる 。第五は、「編

入（ incorporation)Jであ る。国際法 もしくは超国家的な法規範を圏内法

に編入する形で立憲主義化するシナリオである。 典型例は、 EU人権条約

を囲内法に取り入れたデンマークとスウェーデン、そして 1998年に人権

法（ theHuman Rights Act） を制 定 したイギリスがそうである。第六は、

「体制の明らかな変更を伴わない（noapparent transition) J 形で立憲主

義を採用したシナリオである。これは Hirschiが最も注目しているシナリ

オである。その代表 例 は Hirschlが分析の対象にしているカナダ、ニュー

ンーランド、イスラエノレである。

特に独裁体制もしくは権威体制から民主化する際、多くの場合、違憲審

査制を導入することで旧体制 の支配的政治 勢力が新しい憲法に忠誠を示す

ことが考えられる 。従って、「何らかの体制変更や世界戦争の後に違憲審査

177 阪口 ・「上昇す る期待と 下降する期 待 j 同上、 67頁。
178 supra note 132, at 7・8.

47 



制が採用されるのは『過去』の否定といった理由などある程度わかりやす

い179Jのに対して、第六のシナ リオ のように、 明らかな体制変更を伴わな

い場合になぜ違憲審査制 が導入されるのかについて答えることは容易でな

し、。

「ヘゲモニー維持」論

転換期において、なぜ違憲審査制を導入するのかという問いに対する

Hirschlの答えは「ヘゲモニー維持」論である 1800 つまり、立憲主義の採

用を通じた、違憲審査制の強化は、次の 三つの主要な集団の相互作用 の産

物である。 三つの主要な集団とは、第一は政策決定プロセスを民主的政治

の変化から遮断する形で、自らの政治的ヘゲモニーを保持もしくは強化し

ようとしている、現にそのヘゲモニーを脅かされている政治的エリート集

団であり、第二 は特定の経済的自由の立憲主義化 をネオ リベラル的な政策、

規制緩和、反国家統制主義、反集産主義等を推進する手段と見倣す経済的

エリートであり、そして第 三 は、自らの圏内政治に対する影響力と国際的

な評価を強化しようと目論む司法エリート等の三つである 。 Hirschl によ

れば、上述の 三つのエリート集団は立憲主義の採用に伴う l伝換から利識が

得られない限り、転換プロセスを阻止する 。

ヘゲモニーを有する政治的エリート集団が、違芯審査市ljを導入するのは

次の四つの場合である J81。なお 、阪口の整理に従えば次の四つの条件を満

たさなければならない。第一 は、ヘゲモニーを有している勢力が、議会な

どの多数決主義的な決定過程においてその支配を脅かされること、第二 は、

司法権がその専 門性や公平性などの点で当該社会において古川、評価を得て

いること、第三 は、ヘゲモニーを有している集団が法学教育と裁判官の選

任過程を支配していること、第四は、当該社会における裁判所は世俗的な

イデオロギー的、文化的傾向 に従った判決を下す傾向があることの四つで

ある 182。これらの条件は、立忽主義を採用する際にヘゲモニーを有するエ

179 阪口 ・f上昇する期待と下降する期待 j 前掲注 176)75-76頁。

180 supra note 178, at 42・49.
181 Id at 44. 

182 阪口 ・「上昇する期待と下降する期待J前掲注 176)76頁。
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リート集団に共通して存在していなければならない特徴を表している。

しかし、 Hirsch！自身も認めているように、彼の 「ヘゲモニー維持J 論

は第六のシナリオに属するカナダ、ニュージーランド、イスラエルの 三つ

の国々と第三の シナリオに属する南アフリカの状況についてのみ適用でき

る。言い換えれば、「ヘゲモニー維持J論はほかのシナリオに属する国々に

ついては説明できるかどうかはまだ不明である 。特に、第四シナリオに属

するロシア、東欧諸国と Hirsch！がここで挙げていない台湾については、

「ヘゲモニー維持 J論では、説明できない。 というのは、これらの国々は

Hirschlが挙げる立憲主義採用の四つの条件を満たせないからである。第

一の条件は体制転換を行った国々においては共通していても、残りの 三つ

の条件を満たすことができない。もともと旧社会主義国家及び体制転換前

の台湾では、 一党独裁的な権威主義体制であったため、司法権はもっ ぱら

支配的な政党に従属的な判決を下し、社会的な評価 は高くなかった 。これ

らの国々において、司法権が高い社会的な評価を得たのは体制転換後であ

った。第三の条件との関連でいえば、権威主義体制の支配下では確かに支

配的な政党が裁判官任命過程を握っていたが、法学教育を完全に支配でき

ていたわけではない。これらの国々で体制転換期において違滋審査権を行

使した裁判官の多くは実際アメリカ、 ドイツ等の古典的 立'ilt,（主義 国家に僧

学した経験を有しており、またその留学経験を体制転換期において存分に

生かしている 。 そして、特にポーランドの例は Hirsch！が 挙げる第四の条

件とは逆である。すなわち、ポーランドでは国民の大多数がキリスト教徒

であることから、裁判所は世俗的な判決に積極的ではなかった。

第四節 「保険J としての 違憲審査制

現代違憲審査論の難題

現代違滋審査理論のほとんどが「反多数決主義という難点」から出発す

る。 この問題設定は主になぜ選挙で選ばれていない裁判官が民主的に選出

された議会の制定する法律を違憲無効にできるのかという困難を解決する

ためであった。 従来の解決策は、違憲審有制が多数派の権力に対して人権
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を擁護してくれること 183と、そして多数派権力をチェックすることを通じ

て、デモクラシーのプロセスを保護する 184というものであった。他方近年

では、多数派を 制限す るのではなく、むしろデモクラシー の根本には熟議

があると理解したうえで、その最多数派の熟議に枠組みを与えるのは憲法

である 185という主張が目立つようになっている 。

しかし、 TomGinsburgによれば、そもそも違憲審査の「反多数決主義

という難点J を解決する目的で展開されてきた上述のような現代の議論そ

れ自体がある f基本的な難題Jをはらんでいる 。すなわち、これらの議論

の多くは議会主権から違憲審査制への移行という事態を当然の前提とする

が、なぜそのような事態が起きるのか、違滋審査制の積極的な展開をもた

らす条件とは何かといった分析を欠いており l師、そして、なぜ窓法制定当

時違窓審査制が導入されたのか、という問題に答えていないのである 1870

Ginsburg の問題提起によれば、政治的多数派が政治的政策形成過程にお

いて自らを拘束するのは不合理であるし、そしてなぜ自己拘束の役割を裁

判官 に任せ るのかということも未解決のままである 。

Ginsburgはこの問題の根本にあるのは、巡法典は誰の利益を反映して

いるのかということであるという 。 Ginsburg によれば 、ロ ック以来の社

会契約論は特定の市民の利益が憲法に反映されないよ う制度設計をしてい

る。 しかし、憲法を起草し、それに同意する政治的勢力は、自分たちが市

民の純粋な代表である場合だけ、市民の利益を怠法典に反映させるであろ

うし、そうでない場合には自らの利益を反映させるよう努める 188。従 って、

憲法典を起草する政治的勢力は市民の利益より自分たちの利雄、機関等を

183 これは日本の憲法学における主流的な見解である 。

184 John Hart Elyに代表される主張であり、日本では松井茂記が同じ 立

場をとっている。代表例をあげると、松井茂記『二重の基準論』（有斐閣

1994）、同 「プロセス的司法審査理論再論J（佐藤幸治還暦記念論文集）『現

代立窓 主義と司法権』（青林告：院 1998）等がある 。

185 Cass Sunstein著、那須耕介監訳『熟議が壊れるとき一民主政と芯法

解釈の統治理論』（!WJ草書房 2012）等がある 。

186 supra note 131, at 10. また、阪口 ・「上昇する期待と下降する期待 j

前掲注 176)72頁。
187 Id at 22. 
188 Id at 23. 
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設計しようとするのである。憲法制定プロセスが市民の長期的な利益より

憲法制定者の短期的な利益によって支配されることが多くの経験的な証拠

によっても説明される 189。しかし、それでもなお、なぜ利 己的な政治家が

違憲審査制 を導入するかは不明のままである 。

保険理論

Ginsburg はなぜ利己的な政治家 が自ら拘束する違窓審査制を導入する

のかという問題を解決するために「保険としての違憲審査制 J論を主張し

ている 190。憲法制定を行う政治的勢力は、新しい憲法秩序において自 らの

政治的勢力を最大に発揮できるよう設計する 。 このような設計の狙いは、

将来の政治的不確定性から生ずるものである 。

Ginsburg は 「保険理論Jを展 開するにあたって二つのシナリオを煙、定

する 19I。第一 は、支配的な政党が存在する場合である 。 この場合、支配的

な政党は独 立的な仲裁者とし て違憲審査制を導入するより、憲法的 な制約

なしに決定できるような柔 I飲性を保持しようとする 。 第 二は、多くの相競

争し合う政党が存在し、いずれの政党も将来の選挙で勝利する確信がない

場合である 。こ の場合、いずれの政党も 将来選挙で勝利した政党に強力な

議会主権をそのまま与えようとしない。 つまり、どの政党も選挙で敗北す

る可能性がある以上、敗北後のリスクを減らし 、与党の政策等に挑 戦でき

るようなフォーラムを「保険」として設けることに積極的になる 。ここで、

各政党にとって魅力的な制 度として浮かび上がってくるのが独立的な違憲

審査制である 。

違芯審査制が 「保険 j として導入されるか存かを決定づけるのは、第二

のシナリオ、すなわ ち、憲法制定当日寺の政党システ ムの構造であり 、各政

治的勢力の配置である 。「保険としての違憲審査制 jは将来の選挙において

敗北する可能性のある政党にとって、政府行為に挑戦するフォーラムを提

供してくれる 。

isg Id at 23. 

190 日本語紹介論文として前掲注 176）の阪口論文がある 。
191 supra note 131, at 24・25.
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違憲審査制が f保険J として導入される理 由はほかに も存在する 192。 ま

ず、違憲審査制はほかの制度枠組に比べて安価に創設しうることである 。

裁判所は数人のメンバーで構成され、予算等の面での負担も小さい。 そし

て、選挙で敗北した少数派を「保険J として代表する際、その安価な少数

派の機関としての性格がより鮮明になる。第二の要因は国際的な環境の影

粋である 。西側の古典的立滋民主主義国家では普遍的に、すでに何らかの

形で違憲審査制を設けており 、好評を得ているということは、後に憲法を

制定する国家に対して非常に大きな影響を及ぼす。 特に、民主化の「第三

波Jにおける国々が体制転換に伴って憲法を見直す際、国際的 な環境が重

要な役割lを果たした。違憲審査制による少数派保護の成功例を示す国際的

な背景は新興民主主義に おいて、政治的少数派に関する憲法的保護の問題

を解決しうる違憲審査制の確立に貢 献している 。 国際的背景のもう一つの

貢献は違窓審査制 のグローパノレ化を 推 し進めたことである。が1］えば、 1945

年中華民国憲法の 制定時にはアメ リカ人顧問 がし、たし、 日本国滋法の制定

とi車窓審査制 の導入にはアメリカが深く関与した。また、 1989年以後の東

欧諸国の憲法制定及び違憲審査制の導入に大きな影響を及ぼしたのは EU

であり、具体的に Commissionfor Democracy through Lawという委員会

を通じてであった 1930

しかし、 Ginsburg に よればこれらの要因は、決定的ではない。 これら

の国際的要因を満たせば、弱い違憲審査制はありそうもな い し、 他方支配

的な政党は強い違憲審査制を望まない。国際的な要因は違君主審査制 の詳細｜

な設計にまで影響を与えるものではないため、「保険としての違滋事査制」

はなお多くの説明の余 地 がある 。

上述のような Ginsburgの「保険としての違憲審査制 j 論によれば、政

治的勢力が将来の選挙での敗北が予測され、そして実際に敗北した場合に

「保険J として利用するために、導入したという 。 Ginsburg の議論は、

いわば「敗者 j の視点から分析したものである。そして、このような「保

険J理論を新興民主主義国家であるモンゴル、韓国、台湾を例に説明して

192 Id. at 25-27. 

193 呉志光『人権保障機制的跨国性研究』（新学林 2010) 3-62頁。
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いる。しかし、 このような「保険J 理論に対して は批判 もある。

現在台湾で適用 されている中華民国憲法（ 1946年）は、当時主に国民党、

共産党とその他の民主的 な党派との 問の交渉 によ って憲法制定が進められ

ていた。黄昭元によれば、 「慾法制定当時の主な 政治的勢力にとって違憲審

査制の問題は重要な議題ではなかった。国民党と 共産党 の聞の交渉歴を見

ても、制憲会議での記録を見ても、制 ｝b~ に関する『 12 原則l 』の中で司法権

に関するものはひ とつしかなく、しかも違憲審査制に関するものではなく、

司法の独立、司法組織、公正で開かれた法廷とデユー・ プロセス等に関す

るものであった。J従って 、「違法審査制 の問題は、 制憲当時の主要な政党

にとって重要な課題ではなかった 19,,J ことは明らかである 。

この批判 を別と しても、そもそも窓法制定時の 政治的各勢力のバランス

は Ginsburgが言うように、理想的な均衡状態であったとは思えない。ま

た、 独立的な違憲審査制を確立 し、憲法問題を判断 させるによって、滋法

起革者たちが自らの「コミットメント Jを本気で取り上げるということを

発信している 195というより、む しろ、各政治的勢力が独立的な逃窓審査制

の判断を仰 ぐことで、自らが憲法に忠誠的であるということを発信し、政

治的衝突の行き過ぎを防ごうとしているように思わる。

選挙で敗れた政治的勢力にとって、 i主)1；；審査制は確かに与党の政策に挑

戦するための最適な選択肢 かもしれない。しかし、だからと言って、違芯

審査制は必ず f敗者 j に「保険Jを提供 するとは到底考えられない。その

典型例は、ニューディール政策に低抗しきれなかったアメリカ辿邦段高裁

判所であろう 。

第五節 「衝突回避の場J としての違憲審査制

違憲審査制の誕生に関する神話は揺らぎ始めている 。そ れは主に、政治

学からの挑戦を受けている。現代違憲審査制論は違憲審査制 の誕生の原因

194 Roundtable Tom Ginsburg, Jiunn-Rong Yeh, Narufumi Kadomatsu, 
Hong Sik Cho, Tay-Sheng Wang, Jau-Yuan Hwang, Li-Ju Lee, Wen-Chen 
Chang, Judicial Review in New Democracies: Constitutional Court in 
~sian Cases, 3 NTU L. Re. 166 (2008) (Jau-Yuan Hwang remark) 
195 Id at 28. 
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に関して踏み込んだ研究を行ってこなかった。近年、政治学の側で、違憲

審査制の誕生に関する様々な研究が行われている。しかし、上述したよう

に、 Graberは単純に立法の面から違滋審査制の誕生を分析し、そ の狙いは

従来の憲法学主流派の観点一違憲審査制は Marburyv. Madison 判決：にお

ける Marshall長官の英知によって生まれてきたーという神話に挑戦して

いるにすぎない。

そして、新興民主主義国家における違憲審査制の誕生を分析している

Hirschiは「ヘゲモニー維持としての違窓審査制 j を提示しており、また

Ginsburgは「保険としての違憲審査制 Jを主張している。Hirschiの主張

する「へゲモニー維持としての違滋審査制 j によると、その議論の前提条

件として現在覇権を有している勢力は、その地位を脅かされている故に、

出法と違憲審査制を採用することによって、自らの樹権を維持しようと試

みる。これは「強者Jが引き続き「強者」であり続けるために、違憲審査

制を導入しているということになる。しかし、支配的勢力が覇権を脅かさ

れている以上、自らの編維を窓法という形式で保持することはもはや難し

いであろうし、権威体制から民主化された国々の経験から見れば、旧体制

の支配的政党が違憲審査制を通じて自己の利益を保持することは不可能で

あった。そして、 Ginsburgの 「保険としての違憲帯夜制J論は、 Hirschi

の「強者 j が強い立場を維持するために違憲審査制を導入するという思考

とは異なり、将来の選挙で I敗者j となる可能性があるものが事前に違憲

審査制を「保険j として採用するという考えであった。

他方、建国当時に新しく誕生した国家をいかに政治的勢力問の衝突から

守るかという問題を解決するために、違建：；審査制は生まれてきたというの

は Snowissである。 Snowissはアメリカの建国当時は 「立法万能Jに対抗

して、主権を拘束する基本法たるものが存在していたと主張する。そして

位女によれば、基本法に違反する主権行為に対しては、国民が訴願もしく

は全国民による拡抗一革命によりーで正す以外に方法がない。そのため、

全国民による抵抗以外の方法として司法権が注討され、司法権による違芯

審査制は「革命代替Jとして発展してきたという。言い換えれば、 I衝突回

避の場j として違憲審査制が要請されたということができょう。そして、
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このような状況はアメリカだけではなく、民主化の第三波において権威体

制から民主化された諸国においても同様のことが言えるように思われる 。

Elsterの「ライオンj は体制転換期の各政治的勢力が f革命 J による体制

転換 を避けていたことを示している 。その 結果、採用 されたのは、憲法と

いう成文文書の形で漸進的な民主化 の成果を書き残し、憲法の名の下で主

な政治的衝突を解決する方法であった。そして、 Hirschlも Ginsburgも認

めるように、違憲審査制を導入し 、その判決を通じて、各政治的勢力が憲

法秩序に対して忠誠心 を示すことによって民主化 の安定は確保できる 。 す

なわち、すでに獲得された民主化 の成果を政治的衝突のゆえに失うことは

各政治的勢力に対しては不利なことである 。各政治的勢力が五益法に対して

忠誠心を示すことの重要性は、違憲審査制を単に「強者j が自らのヘゲモ

ニーを維持するための装置とみなし、そして選挙での 「敗者」が違憲審査

制を自分のための I保険」とみなすことをはるかに超えている 。

合法性の維持

違憲審査制がうまく機能しうるためには、各政治的勢力が滋法の精神に

従うという意 思表示が重要である。成文滋法典 を制定したにもかかわらず、

それを尊重しない権威主義国家においては、仮に違憲審査制が設けられた

としても、うまく機能しない。 これはすでに多くの国において実証されて

いることである 。 例えば、 民主化される前の台湾では、 j益法典には違憲審

査制 が設けられていたが、人権を実効的に保障することはできず、むしろ

権威主義体制側に合法性のお墨付きを与えていた 1960 現在の中国憲法にお

いても、他国の違憲審査制とは仕組みを異にするものの「窓法監督制度J

が存在しているが、政治的状況と制度的欠陥により、 一度も機能していな

い 197。そして、ポーランドでも 1980年以降、違憲審査制が導入されたが、

やはり主に権威体制側に従属的な判決を下すか、もしくは体制側の意志に

196 翁岳生「論司法院大法官会議之功能J 翁岳生『法治国家之行政法輿司

法』（月 E 出版 1994）に収録。葉俊栄「法統的迷思J『民主転型輿憲法変遷』

（元照出版 2003) 10頁等参照。

197 拙稿「社会主義窓法の動向一一中国における違憲審査制に関する議論

についてJ『一崎法学』第 8巻第 2号参照。
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従って下級行政政府への共産党のコントローノレを手助けしていた 198。従っ

て、権威体制下では、一つの支配政党が存在し、憲法への尊重を明示的に

宣言しないため、憲法に定められた各制度も十分機能しえない。

上述した台湾もポーランドのいずれも第三波の民主化 において体制転換

を行った国々である。これらの国々では、体制 派 と反体制派が交渉し、妥

協することによって民主化を推し進めたことは周知のとおりである 。 交渉

の過程において、体制派と反体制派が憲法典を修正する、もしくは新憲法

典の制定に同意し 、双方とも新しい憲法典を尊重する意を表明するに至 っ

ている 。

同様の状況は、 1978年総選挙前のフランスに対しても言えるように思わ

れる 。当 時、政権交代を目標に社会党と共産党が左翼連合を形成した。 し

かし、この左翼連合が政権をとった場合に、西側 の憲法の基本原理を変え、

「体制J変革が行われるのではないか 199と危↑具された。これに対して、 1972

年の左翼仰lの「共同政府綱領」は「国民の信任を拒絶された場合には、権

力を放棄し 、野党として闘争を再開すると述べ、政権再交替の可能性をは

っきりを承認し、また綱領は西側民主主義の基本枠組を承認し、複数政党

結iJ、政治的自由を確認し 200J ている 。そして、左翼の憲法への尊重をもっ

とも表して いるのは、違憲審査制に対する主張である 。保守派にと って、

逃志審査制は左翼共同綱領に対抗して財産権と個人を保護する制度として

強調されてきたのに対して、左翼側 は憲法典の権利宣言に効力があると 主

張し、その保護責任を違憲審査制度に任せようとしていたのであり、これ

は左犯による西側 民主主義への忠誠の表明であった 2010

上述したように、各国における各政治的勢力は自らが憲法に対して忠実

的である意思を表示するものとして、違憲審査制を導入し、もしくはそれ

を強化する場合が多い。Hirschlの「ヘゲモニー維持J論、そして Ginsburg

の「保険J論も、 前者は現にヘゲモニーを有する政治的エリート集団が白

198 Mark Brzezinski, The Struggle for Constitutionalism in Poland, 
(Palgrave Macmillan 2000) Chapter6参照。

199 樋口｜場一 『比較のなかの日本国話法』（岩波新書 1979) 98頁。
200 同上 99頁。

201 樋口陽一 『現代民主主義の滋法思想』（右｜！文社 1979年）第三草参照。
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らのヘゲモニーが合 法的である こ とを宣言させるために違滋審査制を導入

するということ、後者は将来選挙で敗れた政治的勢力の利益の合法性に 「保

険 j を与えるために違憲審査制が導入されたということを説明しているよ

うに思われる 。

制度選択

各政治的勢力がいったん芯法を尊重したうえで民主化への同意を表明す

ると、民主的 プロセスに従って 権力 を獲得する準備に 着手する 。制度選択

は主に新しく民主化 された国々においてみられることである 。 旧政党は必

ずある程度権力と代表を失うことになるが、なるべくその損失を少なくし

ようと努めるのに対して、新興政党はできる限り十分な代表を議会に送り

込むことと政治的権力を獲得しようと試みる 202。 制 度は各政党にとって

「政治的生存のための戦 いに おける武器203」である 。そのため、各政治的

勢力が注目するのが政治的権力を獲得する選挙制度である 。 多くの場合、

新しく民主化された国々の選挙制度は比例代表 制 と大統領選挙の 二本立て

である 。

Arend Lijphartの分析によ れ ば、 東 欧の選挙制度は単に政治的権力を獲

得するために導入されたのではない。 特に、比例 代表 制 と大統領制の選択

は、公職ポストを一つでも多く設けることで不安定な未来に対応し、リス

クを回避するためだった 204という 。その理由はまず、民族的および宗教的

な少数派 の問題である 。 比例代表制は少数派の代表の当選を確実にし、他

方で政治的安定性を維持する役割を果たす。Lijphartの説明では、チェコ

スロヴァキア（ Czecho・Slovakia）では比例代表制を導入し、チェコ多数

派とスロヴァキア少数派を含む「権力共有（ power-sharing)J内閣が存在

し、多数派と少数派の衝突を回避していた。 同じような理由から、ポーラ

202 Arend Lijphart, Democratization and Constitutional Choices in 
Czecho・Slovakia,Hungary and Poland 1989・91,4 Journal of 
Theoretical Politics, (1992), at 208-209. 
zoa Barbara Geddes, Initiation of New Democratic Institutions in 
Eastern Europe and Latin America, in Arend Lijphart and Carlos H. 
Waisman, eds., Institutional Design in New Democracies Eastern 
Europe and Latin America, (WestviewPress, 1996), at 18・19.
204 supra note 202. 
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ンドかハンガリーも 比例代表制 を導入している 。

しかし、公職を多く設置することによってすべての衝突を解消し うると

は言い切れない。むしろ 、議院内閣制と 大統領制を併設することで、首相

と大統領の権限争いが生 じる こ ともある。多くの国において、このような

権限争いは違憲審査権によって解決されている 。

一 衝 突の由 来

多元的な社会における 衝 突の原因はさ まざまである 。 政治的意見の不一

致もしくは対立する利益を有するゆえに、 衝 突が生じる。異なる言語、人

種、宗教等によって、社会は深く分裂している 。 また、移民の統合、性別

等によっても 衝突が 生 じている 。しかも、これらの社会 的な不 一致によっ

て生じた分裂は、経済的な差異によって生じる分裂よりも、深刻 である 205。

Dahlはその著苦－『民主主義理論 の基礎Jにおいて、民主政治は社会におけ

る線本的な事柄に関しては解決できない 206と主張しており、また民主政治

にとって不可欠な条件として、①選挙で選ばれた文民が軍と警察をコント

ロールして い ること、②民主的 な信条や民主的 な政治文化 が 普及し ている

こと、③民主政治に敵対的 な外国 勢力の干渉が強くないこと等207を挙げて

いる。そして、民主政治にとって望ましい条件としては 、文化的対立が少

ないかもしくは存在しないことを挙げている 2080 文化的対立が噴出して政

治化する可能性もあり、そのような「比較不能な価値 j の対立はほとんど

妥協を許さないものであり、民主主義の限界で ある 2090

と述のような社会的な対立の政治化が不可避である以上、それを緩和す

る政治制度が必要である 。そ のため 、選挙制 度、違志審査制等の導入が求

められることとなる。 他 方、政治的衝 突も一様ではない。妥協を許さない

205 Alan R. Ball & B. Guy Peters, Modern Politics and Government, 
(Palgrave Macmillan pre., 2005), see Chapter2. 
206 ロパート .A.ダーノレ著、内 山秀夫訳『民主主義理論の基礎』（未来社

1970）参照。

207 ロパー ト・A.ダーノレ著、 中村孝文訳『デモ クラシー とは何か』（岩波書

店 2001) 197-218頁。
208 向上、 203-210頁。

209 長谷部恭男『憲法と平和を問い直す』（ちく ま新書 2004) 40-42頁。
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ような高度の衝突から、交渉によって解決できるようなそれほど深刻では

ない衝突までさまざまなものがある 。 文化的、イデオロギー的な衝突は前

者であり、経済的な問題は後者である 。

衝突回避のためには、特定のセンシティブな課題について議論すること

を自 制する方法が考えられる 210。StephenHolmesはアメリカの 1836年

の言論規制（ GagRules）を取り上げ、特定の問題に関して議論すること

を避ける方法で当時のアメリカは南北各州 の連合を維持していたことを明

らかにしている 2110 センシティブな問題を回避する戦略は、権威体制か ら

民主化される過程でも用いられた 212という 。すなわち、新しく民主化され

た国家が旧体制の支配者に対する刑事責任を免除し、大赦することは典型

的な言論規制である 。 新しく民主化された国々の政治的エリートたちは過

去を忘れることによってより民主化の成果を維持できる 。 しかし、すべて

の重要な道徳的な問題を私的な 問題 もしくは裁判所に押 し込むこ とは民主

政治を無意味にし、また言論規制もほとんどの場合中立的でない。 もっ と

も、セン シティブな問題を回避する戦略は、人々が自らの信念を表現でき

ないため、社会的な緊張関係をさらに悪化させ、テロもしくは革命の爆発

を誘導する可能性もある 2130 奴隷制 の存否に関する議論 を封じる形で、政

治的衝突を避ける方法の破綻は後の南北戦争によって証明されている 。

Sylvia Snowissの「革命代替 j 論、 JonElsterの 「ライオン」論のいず

れも、当 H寺における政治的衝突の現実をリアノレに提示している。まさに、

ある集団が政治的プロセスから 排除 され、または特定の政治勢力が 作 り山

した政治制度によってその政治的要求を追及できない場合、この集団は暴

力的行動によって解決を図るかもしれない 214。 衝突といえども、革命か、

比較不能な価値の衝突のような強いものもあれば、政府部門間の権限争い

のような緩い衝突もある 。 しかし 、 いずれの衝突も体制転換直後の不安定

210 Stephen Holmes, Gag Rules or the Politics of Omission, in Jon 
Elster and Rune Slagstad eds., Constitutionalism and Democracy, 
(Cambridge Univ. Pre., 1988). 
211 Id at 32・35.
212 Id. at 27. 
213 Id. at 28. 
214 supra note 105, Chapter2. 
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な民主化の成果を脅かすことは明らかである。従って、このような衝突の

多くは民主政治によって解決を図れないものであるためJ民主的な手続に

過重な負担をかけて社会生活の枠組み自 体 を壊してしまわないようにする

ための工夫215J として違憲審査制が採用されうる。

四 違憲審査制の導入

違憲審査制の導入の理由はそれぞれの国の状況等によって異なっている 。

そして、違憲審査制 の導入に関する説明 もさまざまである 。

Sylvia Snowissの「革命代替 j 論 、JonElsterの「ライオンJ論のいず

れも、新しい体制作り直後の国家が抱える、政治的に解決不能な問題の発

生の可能性を明らかにし、それを政治の場から切り離して解決しようとい

う各政治的勢力の思惑を表している 。1978年総選挙前のフランスにおける

左翼側が立怠体制を擁護する意思を表明し、違窓審査制の導入を主張した

ことは 、やはり将来において政治の場で解決不能な問題 の発生に向けて、

その刻策を提案していたように思われる。しかし 、 これらの議論はあくま

で、違憲審査制は建国直後もしくは体制転換が行われた直後の不安定な状

況に対応するために、「衝突回避の場Jとして導入されたことを説明するに

過ぎない。

従って、違憲審査制が「衝突回避の場J として導入されるためには、建

国初期もしくは体制転換期における政治的に不安定な状況が重要な条件で

ある。特に 、権威体制か ら民主化 される当初において 、体制側は極力暴力

的な革命による体制転換を避け、将来においても自らの過去が清算される

ことを避けたかった。他方、反対派も暴力革命による更なる犠牲を控えた

かったため、交渉による民主化が実現された。しかし、体制転換は革命の

燥発寸前で行われたため、今まで蓄積されてきた革命のエネノレギーを発散

させるルートが ｜奥緊の課題となった。各政治的勢力は、これらの緊迫した

問題を憲法問題化し、違憲審査制を導入することを通じて、その解決を図

った。 しかし、違憲審査制は体制転換期の不安定な状況を解決するだけで

はなく、その後の民主化の発展における難問を解決している。違忠審査制

215 長谷部 ・『憲法と平和を問い直す』前掲注 109)62頁。
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のこのような役割は古典的な立憲民主主義国家にも見られる。例えば、

Graberの研究によれば、政治的エリートが民主的プロセスを通じて解決し

たくない問題もしくは民主的プロセスによる解決を行えば政治的エリート

が有権者の支持を失う可能性のある問題－Abortion の問題は典型例であ

るーを、違憲審査権を行使する裁判所に 押 し付けている 2160

他方で、違憲審査制が「衝突回避の場J として機能し、政治的に解決困

難な問題を処理するためには、各政治的勢力の影響が及ばないよう設計す

ることが重要である 。いずれかの政治的勢力の影響を強く受ければ 、「衝突

回避の場 jとして機能しえなくなるからである 。従って、体制転換後の国々

においては、違憲審査制の 独立が憲法により強く保障されている。独立性

の保障、そして問題解決のための各政治的勢力からの委任が違結審査権を

行使する裁判所の権限拡大を助長すると同時に、人権保障機関として機能

する契機を提供する。

しかし、司法審査制を採用したとしても、司法審査の機能は多様である

ため、常に衝突を解決できるというわけではない。違憲審査制の独立の保

附は時の政治的状況に従って変化を見せている 。 例 えば本論文第三 章で紹

介する台湾の体制転換期の場合、主要な各政治的勢力の力のバランスが非

常に均衡的な状態になっていたため、違憲審査制はそれらの間での「衝突

回避の場」として機能することができた。一方、第四！;Iで紹介する日本の

場合、戦後占領期とその後の f五十五年体制J という長期政権の下で、裁

判所に持ち込まれる「衝突」はあったものの、各政治勢力の 力バランスの

不均衡により逃芯審査制は「衝突回避の場」としては機能しえなか った。

しかし、違芯審査権を有する裁判所は、立法と行政に対して司法統制の試

みを怠つてないことにも注意する必要がある 。 第五章で紹介する中国とい

う極端な一党権威体制の 下では、違窓審査制の存在す ら許されることなく、

裁判所自身 による違忠審査制 の創設の試みも許されないという状況である。

従って、違憲審査制は非常に政治的な性格の強い制度であり、しかも時

2L6 Mark A. Graber, The Nonmajoritarian Difficulty: Legislative 
Deference to the Judiciary, 7 Studies in American Political 
Development 35 (1993). 
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の政治的状況によってその運用が大きく左右されるものである 。
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第三章 台湾における立憲主義の発展と違憲審査制

第一章で述べたとおり現代違窓審査論の主流的な観点は、政治との関係

を切り捨てて、もっぱら人権の保障を違窓審査制 の役割として論じられて

いる。違憲審査制を政治と無関係に規範的に論じる現象は世界的な潮流と

言っても過言ではないであろう。しかし、憲法は特定の政治的状況の成果

であるというのであれば、憲法を解釈する違憲審査制を政治と無関係に論

じることはできない。 結論から言えば、多くの場合違憲審査制 が憲法を解

釈する際政治的闘争の手段として用いられている。そして、多元的な政治

的環境が整えられることによって、各政治勢力が互いに活発に争う状況下

で違憲審査制が最も積極的な動きを見せる 。 従って、違滋審査制は政治的

衝突から生まれてくるか、あるいは政治的衝突の 中でその権限を強化され

るのである。そして、違憲審査制に対する政治的制限は生来のものである 。

本章では、台湾における違恋審査制を対象に上述したような仮説を論証

したい。違憲審査制 の人権保障という側面に関しては、台湾においても多

くの論者がし1る。例えば、翁岳生は大法官の役割は「憲法の維護者（番人）

217」であり、 r>i長政秩序と人権保障の両方の機能を有し、台湾の憲政民主

の発展に重要な役割を果たしている 2l8J という 。そして、林子儀は「憲政

発展のカギは違憲審査制の健全さと密接な関係ある 219J とし、李鴻献は英

米諸国の違憲審査制を比較研究したうえで、「英米諸国の違憲審査制は政治

から独立し、それを超越し、人権と人民の自由を保障している 220Jという 。

果たして、政治と無関係に違憲審査制を語ることは可能であろうか。 こ

の点につき 、疑問視する 学者も少なくない。例えば、許宗力は「憲法は特

定の政治的思想と側値観の衝突の産物であるため、憲法の解釈は価値観の

217 翁岳生「憲法之維護者J『行政法輿現代法治国家』（園立室崎大皐法皐

院事務組 1987）に収録。

218 翁岳生「怒法解釈輿人民自由権利之保障j 劉孔子、李建良編『芯法解

釈之理論奥実務（第 二輯）』（中研院社科所 2000）収録。

219 林子儀「司法護滋功能之検討輿改進J『権力分立奥道政発展』（月 E出

版社 1993）収録。

220 李鴻踏 「違憲審査思想、史之比較研究一 戦前美徳日法之縦割 J 『違憲審査

論』 （元照出版公司 1999）収録。

63 



拘束から逃れがたい 22lj と述べており、また「違憲審査制度を政治的機関

であり、違窓審査過程は政治過程である 222J と論じる憲法教科書も存在す

る。本章では、人権保障としての違憲審査制を否定するのではなく、違憲

審査制のもう 一つの側 面である「衝突回避の場と しての違憲審査制」を明

らかにしたい。

第一節 台湾の違憲審査制の理論的前史

周知の通り、現行台湾憲法は 1946年の中華民国憲法を修正したもので

ある 。 現行違憲審査制も中華民国癒法によって導入されたものである 。 従

って、体制転換期において、台湾の民主化 を推し進め、脱権威体制過程に

おいて重要な役割を果たした違憲審査制は 1946年の中華民国憲法に由来

するものである 。

中華民国 ）b~ 法制 定当 H寺、憲法の保障の問題として違巡審査制が議論され

た。 中でも、アメリカ型の普通の裁判所が違憲審査権を行使するという主

張、立法機関が行使するという主張か特別な国事法院が行使するという 主

張等があった。例えば、民間における諸草案では、王寵店、が執筆－した憲法

草案の第 78条は「裁判所は本憲法を解釈する職権を有する Jとしている 223。

同じ規定は、当時の湖南省が独自で制定した「湖南憲法Jにも見られる 2240

そして、孫文の委託により起草した葉夏殻のf益法草案は、「立法機関が憲法

解釈権を行使する J としている 225。それ以外に、特別な国事法院を主張し

ているのは、後に現行中華民固定〈法を起草した張君励 226であり、また連邦

制を主張していた張太炎 227である 。国民党の 主導下で起草された草案では、

呉経熊の草案は f国事法院 J を規定し 228、張知本の草案は f国民大会が窓

221 許宗力『滋法興法治国行政』（元照出版公司 1999) 22頁。

222 I凍銘祥「違憲審査制度輿民 主政治 j 周志宏、許志雄、陳銘祥、禁宗珍、

繋茂寅 『現代憲法論 初版』（元照出版公司 2008) 339頁。

223 塁手徳彰編著『中華民国憲法史料』（上海印刷所 中華民国 22年「 1933

年」）下編「王寵恵憲法務議j 参！！官。
224 向上、上編「湖南i益法 J

225 同上、下編「葉夏躍の『五権憲法』草案 j 参照。

226 向上、下編「国是会議憲法草案 J 参照。

227 向上 、下編「国是会議憲法草案 J 参照。

228 播樹滞『中華民国滋法史』（商務印書館 中華民国 24年（ 1936年））
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法を解釈する 229J としている。

上述した違窓審査制に関する；憲法草案以外の各主張に関して、以下では

1933年の「東方雑誌jにおける憲法に関する特集に寄せた諸論文をもとに、

紹介したい。 しかし、これらの論文はすべて非常に短いものとなっている

ため、本論文の紹介も簡単な紹介にとどまる。

違憲審査制に反対する主強

中華民国憲法制定当時、多くの理論的な背景によって違j革審査制に対す

る上述のような様々な規定が作り出された。 憲法の制定を円前に して、

1933年に有名な総合雑誌 f東方雑誌Jが特集を組み、西洋各国の憲法情勢

を分析した論文を数多く掲載している 。 各論文は近代憲法を導入し、 国家

権力を制限することに対しては異論はなかったが、憲法保障の問題ー 違訟

審査制の導入に関しては意見が分かれていた。 李聖五がこの特集に「憲法

之保｜埠J というタイトノレで論説を寄せ、憲法保障に関するイギリスとアメ

リカのあり方を比べたうえ、イギリスの民主主義による憲法保障のほ うが

優れているという結論に 至 っている 230。 李はアメリカの Marbury v. 

Mad is on判決、 Mccullochv. Ma1・yland判決そして Lochnerv. New York 

判決を検討し、「裁判官によって憲法を解釈するための文言 に関する理解は

必ず一致するわけではない 231J、しかも 「九人の裁判官による審査は多数

決の原則をとっているため、実際重要な滋法問題に関して、たった五人の

裁判官で決定できる 2320J アメリカの遺志審査制のより深刻な問題は、 f裁

判官は政治的に任命されることによる裁判官の政治化の問題であり Jまた

「連邦最高裁の権限を制限できる制度がないのは致命的である 233。」

参照
229 向上参照。

230 李聖五「憲法之保障j 東方雑誌 30巻 7号 （ 1933) 26頁参照。

231 向上、 30頁。

232 同上、 32頁。

233 I吉l上、 32頁。
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違憲審査制を導入する主張

他方、呉紋徴はアメリカ型違憲審査制を好意的に紹介している 。 呉はオ

ーストリアの憲法裁判所とアメリカの連邦最高裁を比較し、いずれにして

も政治による窓法保障に対 して不信が強い限り、司法による保障を導入し

なければならない。従って、「最近アメリカの連邦最高裁に対 して保守化 し

ているという非難はあるが、憲法保障に関する功績はその弊害に勝る 234。J

史囲網は「アメ リカ憲法に 明文規定が置かれてないにもかかわらず、連邦

最高裁は議会の制定した法律を違憲無効としており 235J、「議会の権限を制

限し、議会による人民の自由と権利への侵害を防止できる 236J と述べてい

る。

議会による憲法保障

議会による憲法保 障を主張しているのは、主に当時国民党体制 内の学者

たちであった。その代表的な論者は張知本である 237。張によれば、国民大

会は憲法を解釈する権限を有すべきである。その理由は、人民は主権者で

あるため、人民の代表者である国民大会が窓法を解釈するのが適当であり、

国民大会は自ら制定した憲法を解釈するということがより適切な方法であ

る。

議会による保障を主張する論者の中でも、 I嵯孟武の分析が最もユニーク

なものである 238。薩はアメリカ、オーストリア、ドイツの三つの国を対象

に違憲審査制を検討した。 その結果、薩によれば、アメリカの違滋審査制

は①イギリスの伝統を引き継ぎ、万能な立法権に対して制限を加え、②人

民の権利を保障し、③アメリカ連邦国家を維持するために、連邦および各

州の権限を窓法に 列挙 し、連邦の安定を脅かすような権限逸脱 を審査する

という三つの特徴を有する 。 アメリカの違滋審査制 の特徴の中、前二者は

234 呉紋徴「 ）/J_法輿憲法法院 J 東方雑誌 30巻 7号（ 1933) 38頁。

235 史国網「美国憲法之背景及其特点」東方純誌 30巻 7号（ 1933) 77 

頁。
236 向上、 78頁。

237 張知本 「中華民国憲法起草意見」東方雑誌 30巻 21号（ 1933) 22頁。

238 薩孟武『憲法新論』（何勤華、般 1~3?i 虎編輩東政法学院珍蔵民国法律名著
法書第 二輯）（中国方正出版社 2006) 64-68頁。
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アメリカ特有のものであり、第三の特徴は連邦制を採 っている国々に見ら

れる普遍的な特徴であるという 。 従って、連邦制を採っているオーストリ

アも、ドイツも違憲審査制を採用しており、チェコ等の少数の国を除けば、

単一国家は違憲審査制の採用には消極的である 。

上述の分析を踏まえて、薩は、中華民国は連邦制を採用してないため、

違憲審査制ではなく、議会による憲法保障制度を採用すべきだと主張する 。

すなわち、孫文の五権憲法構造に従って起草される憲法は三権分立を掲げ

る憲法と異なり、五権憲法の場合国民大会が最高の権威をもっているため、

国民大会の制定する法律はいかなる機関によっても審査されない。しかし、

立法院の制定する法律が国民の意思に反する場合、革命を引き起こしかね

ないため、違憲の疑いが生じたときには、最高法院は総統に当該法律を国

民大会に提示し、審査を要求できる 239。憲法保障制度に関する薩の具体的

な提言 を別にすれば、連邦制 の安定と連安I~ と各 地方の権限争いを解決する

ために違憲審査制が導入されたという彼の主張は、後の中華民国憲法に組

み込まれた窓法解釈制度をよりよく示唆しているように思われる 。

四 中華民国 憲法 における違憲審査制の性格

中華民悶芯法における迫感審査制の性格は、憲法制定当時から定かなも

のではなかった。 その性格に関する論争は、現在も続いている 。 中華民国

憲法制定には 二つの段階があり 、第一段階には国民党 一党で起草した草案

と国民党でもない共産党でもないいわゆる「第三勢力」の党派に属する張

君励が起草した草案がある 。 現行 中華民国憲法の原型は後者である 。

国民党一党で起草した草案における、憲法解釈制度に関する呉経熊と孫

科の説明によれば、中華民国憲法は若干の制限を加えてはいるが、アメリ

カの違巡審査制度を採用しており、司法院に憲法解釈制度を授与している

240。若干の制限というのは最終憲法草案 140条 2項 の法律を違憲と判断す

る場合、 「法律が憲法に抵触するかどうかについて、当該法律が施行された

239 向上、 68頁。

240 民国叢苦：第四編 27 呉経熊、黄公党『中国制憲史』（商務印書館 1937 

→上海担：店 1992) 629-630頁。孫科の説明については、同書に収録さ

れている孫科の発言である「滋法草案最後 一 次修正之経過情形 j 参照。
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直後 6か月以内、監察院が司法院に対 し、かかる法律に 関して解釈を行う

よう提議する 。その詳細については法律で定める jという点を指している 。

従って、国民党の最終憲法草案では監察院が法律の違憲を訴える権限を独

占することになっている 。

現行中華民国憲法は、国民党、共産党とほかの党派が参加 した政治協商

会議が国 民党草案に対して修正原則を提出し、その修正原則jに沿って起草

されたものである。現在中華民国憲法を実施している台湾においても、中

華民国憲法はアメ リカの違慾審査制 を採用していると い う意見が主流であ

る。例えば、法治斌と林子儀は、修正原則の第四項目は f司法院は国家の

最高法院であり、司法行政を兼ねて管理する 。 司法院は若干名の大法官か

ら構成 され、大法官は総統が指名 し、 監察院が同意する。各級法官は党派

から超越してなければならなしリと規定しており、これは違憲審査制に関

するものであり、アメリカの違憲審査制 を採用していると説 明 している 241。

また、台湾の体制転換期に司法院で大法官を務めていた翁岳生は、中華民

国憲法における「大法官」という名称はアメリカの大文字の「JusticeJに

倣ったものであり、政治協商会議の修正原則によって初めて導入されたも

のであり、政権担当者は我が国の司法院をアメリカの連邦最高裁判所に相

当するものと して梢恕し ていた 242とい う。

これに対して、中華民国憲法を起草し、 「中華民国窓法の父 j と呼ばれた

張君励は司法院について、次のように述べている 。 すなわち、中華民国憲

法における「司法院が憲法を解釈する J という憲法第 78条の文言 は、確

かにアメリカ型の違憲審査制を採用していることを示している 2t13。しかし、

司法院が立法院の権限を超越 して、その 制定し た法律を無効にできるかど

うかは現時点 では定かでない。そのため、今日の時点で議論する必要はな

い。なお、アメ リカ 連邦最高裁判所 の違憲審査権は、 連 邦最高裁判所が自

24 I 法治斌「大法官会議解釈効力之探討ー由釈宇第一八八号解釈談起 j 忠

政時代 10巻 2期（ 1984) 12頁。林子儀「司法護憲-9J能之検討興改進Jr:貯
金政編『改革慾政』（優文印刷股分有限公司 民国 79年（ 1990））収録参

考。

2 •12 翁岳生『法治国家之行政法輿司法』（元照出版 2009) 428頁。

243 張京励「台湾政抑IJ 再生（香港版） 4巻 22期（民国 42年） 9頁。
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らの判決を通じて獲得した権限であるというその歴史的淵源を知らなけれ

ばならない 2440 従って、張君励は司法院が憲法を解釈して行く将来の判決

において、自ら違憲審査権を宣言することを期待したと言えよう 。

第二節 中華民国憲法における違憲審査制

一 憲法における原点

現行 中華民国憲法における司法院に 関す る規定は、政治協商会議窓法草

案修正原則の第四項「司法院は国家の最高法院であり、司法行政を兼ねて

管理する。司法院は若干名の大法官から構成され、大法官は総統が指名し、

監察院が 同意する。各級法官は党派から超越してなければならない。」 に由

来する。後に、中華民国憲法の第 78条は「司法院は、憲法を解釈し、且

つ法律及び命令を統一解釈する権限を 有する 」という規定を設けているが、

この規定こそがいわゆる中華民国怒法の違憲審査制 の原型である 。主流的

な観点は、進~￥－審査制の性格について意見を異にしているが、この規定こ

そが違憲審査制の原点であることに異論はない 245。しかし、この規定から

導かれた違憲審査制が「法制上、違憲審査制の整備に到達したが、それを

実践において運用する展開を遂げなかった。 しかも、大法官は『法官』と

名付けられるにもかかわらず、司法院と 同様に裁判機関ではなく、とりわ

けその憲法解釈手続が裁判的構造を備えないことから、それによる憲法解

釈は到底憲法訴訟レベルの『司法による憲法解釈』には当たらない 246j と

いう見方もある。

ニ背景

中華民間態法が違窓審査制を導入した背景は複雑である 。1946年から行

われた政治協商会議は中華民国 j益法の制定に非常に重要な役割を果たし て

244 張君励『中華民国民主憲法十講』（商務印刷館 1947) 98頁。

245 許志雄『憲法秩序之変動』（元照出版公司 2000) 469頁、林子儀 『権

力分立輿憲政発展』（月旦出版社 1993) 14頁、湯徳宗『権力分立新論』

（元照出版公 司 1998) 155頁等がある。

246 牟憲魁『中国における違憲審査制 の歴史と課題』（成文堂 2009) 76 

頁。
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いる 。 国民党、共産党およびその他の小規模の各党派である「第三勢力 J

あるいは「中間党派J とアメリカの参与は、政治協商会議の開会を促した

主な要素である 247。アメリカの調停により、国民党と共産党が重慶で会談

し、「双十協定J を発表するに至った。「双十協定J は主に、国民党と共産

党が平和的に建国すること、国民大会および共産党が支配する解放区の 三

つの問題を内容としている 248。中でも、政治協商会議を 一 日も早く実現す

ることを望んでいたのは、いわゆる「中間党派 j であった。その原因は、

①中間党派は軍隊による後ろ盾がなかったこと、②国民党と共産党による

会談が非公開的に行われたため、中間党派は国民党と共産党の問の争いは

民主と窓政の問題についてではなく、「軍隊と地盤Jに関するものだと予測

し、これらの利誌は自らの利益とは無関係であると考えたことにあった 2490

上述の背景から見れば、当時中間党派にと って、立滋民主的な憲法を作

ること以外に利誌はなかったと言えよう 。 他方、国民党と共産党は新しい

憲法において、各々の利益を最大限に反映させるよう努め、市lj~ 過程は立

ち往生した。この困難を乗り越えるために、国民党と共産党は第三者であ

る中間党派の張君励に窓法草案の起草を託した。 張君励は憲法草案に当時

各政党の利益要求を折衷する形で反映させた。 すなわち、政府（国民党）

は孫文以来の三民主義を、民社 党は欧米的な民 主政治を、青年党は責任内

閣制を、そして共産党は各省における司法制度の独立を、それぞれが要求

した 250。 当時の共産党の構想には連邦制も含まれていた 2510

従って、黄昭元がいうように、「憲法制定当 H寺の主な政治的勢力にとって

違憲審査制の問題は重要な議題ではなかった。 国民党と共産党の問の交渉

歴を見ても、制窓会議での記録を見ても、制窓に関する『 12原則』の中で

司法権に関するものはひとつだけであり、しかも違憲審査制に闘するもの

ではなく、司法の独立、司法組織、公正で聞かれた法廷とデュー・ プロセ

247 常保国『中 間党派与中国二 卜世紀凹卜年代芯政運動』（ 中国政法大学出

版社 2008) 90頁。

248 登15野『聯合政府与一 党訓政 ：1944-1946年国共政争』（社会科学文献

出版社 2003) 261頁。

249 牟 ・『中国における違憲審査制の歴史と課題』前掲注 246)92頁。

250 向上、 151頁。

251 劉迎『近代中国における連邦主義思想、』（成文堂 2009）参照。
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ス等に関するものであったん従って、「違憲審査制 の問題は、制憲当時の

主要な政党にとって重要な課題ではなかった 252」ことは明 らかである 。二

つの最大政治的勢力である国民党と共産党のいずれも、 将来の選挙で敗北

することを考えていなかったし、また違憲審査制 をそのための保険として

用いようとしてなかったのである 。

しかし、当時の中華民国芯法に対 して一言するならば、多種多様な相矛

盾する 利 益を反 映 し、さらに国家権力を立法権、司法権 、行政権、監察権

と考試権（人事院）との五つに分離させる 構想、を提唱した孫文の五権憲法

精神を採用した結果、中央と各省の関係、各院聞の権限 関係を仲裁する機

関が要請されることになったことに関しては異論がないであろう 。 そのた

め、司法院に窓法を解釈する権限 を与え、中央と 地方の 問、各院聞の権限

争い等を解決する役割が期待されたものと思われる 。

司法院の権限

中華民園出法は司法院に関して、その 78条で「司法院 は、憲法を解釈

し、かつ、法律及び命令の解釈を統ーする権限を有する Jと規定するほか、

司法院の組織とその詳細 な権限等につ いて、 82条で「司法院及び各級裁判

所の組織は、法律でこれを定める Jとしている 。従って、憲法第 82条に

より国民政府は中華民国 36年（ 1947年）に「司法院組織法Jを制定し、

大法官になるための資絡等について定めたものの、その第 6条は「大法官

が案件を審理する手続について法律でこれを定める」とした 。 そのため、

中華民国 37年（ 1948年）に司法院は自ら「司法院大法官会議規則 j を制

定した（以下規則という）。規則の第 4 条によれば、大法官が解釈する憲

法問題は①憲法を適用することによって生じた異義、②法律及び命令の憲

法への抵触有無、③省自治法、県自治法及び省法規と県規章が憲法に抵触

の有無等である 253。また、同規則の第 5条によれば、憲法の解釈を申詰で

2s2 Roundtable Tom Ginsburg, Jiunn・Rong Yeh, Narufumi Kadomatsu, 
Hong Sik Cho, Tay-Sheng Wang, Jau・YuanHwang, Li-Ju Lee, Wen-Chen 
Chang, Judicial Review in New Democracies: Constitutional Court in 
Asian Cases, 3 NTU L. Re. 166 (2008) (Jau・Yuan Hwang remark) 
253管欧著林j騰鶴修訂『中華民国憲法論 修訂十一版』（三民書局 2009) 
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きるのは次の三つの場合に限られる。すなわち、①中央もしくは地方の機

関は、その職権を行使し、憲法を適用することによって生じた異義、もし

くは職権を行使するによって他の機関と憲法上の争いが生じたとき、また

は法律と命令を適用することによって窓法に抵触する恐れが生じたときに、

憲法解釈を申請できる、②人民、 法人及び政党は、その憲法上の権利が侵

害 さ れ たとして訴えを提起し、終審裁判所が適用した法律が憲法に抵触す

る恐れが生じたときには、憲法解釈を申詩できる、③現立法委員総数の三

分の ー が職権で、憲法解釈を申 請できるとしている 254。

中 華民国窓法制定当時には、連邦制の構想も考えられていたため、当初

から中央と 地方、また各院間の権限争いの仲裁者として の司法院の役割lが

期待されていた可能性は十分に考えられる 。 なぜなら、新しく制定される

憲法において、蒋介石は総統の権限の強化を望み、孫科は向分が院長を務

める行政院の権限を強化しようと努力し、共産党はその支配下にある各省

の自治権を獲得しよう 255 としていたが、新＇；~（法にはこれらの利益がある程

度反映されている。

四 司法院構成上の政治的制限

司法院の梢成について、中華民国憲法はその 79条第 2項 で 「 司 法 院 は

若干名の大法官から構成され、 本憲法第 78条で定めた事項を処理する 。

大法官は総統が指名し、監察院が同意し任命する J とし、司法院の組織、

構成等について詳細lに定めてお らず、裁判官人事に関する政治的裁量が大

きいと 言 える 。

他方、制窓後まもなく、司法院が自 ら制定した「大法官会議規則 jには 、

憲法及び法令解釈の範囲、解釈に関する手続と可決要件等に関する規定を

行った。 しかし、民国 47年（ 1958年）の司法院釈字 76号憲法解釈が 立

法院の反感を買うこととなった。 釈字 76号は、 監察院は議会にあたるか

どうかに関する問題であった。 これに対して、大法官会議は、

208頁。

254 向上、 209頁 o

m 牟 ・『中国における違芯審査制 の歴史と課題』前提J注 246）参照。
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「孫中山の教えにより制定された我が国の憲法は、国民大会と並行して

五院を設けており、 三権分立と異なる 。 国民大会は全国民を代表して政権

を行使し、立法院は国家の最高の立法機関であり、監察院は国家の最高の

監察機関である 。 すべての機関が直接もしくは間接的に選出された代表も

しくは委員から構成されており、それぞれ行使している職権は民主国家の

議会の職権である。その職権行使のあり方、すなわち毎年の定期集会、多

数による会議、多数決原則等は各民主国家のそれと異なるものの、その憲

法上の地位と l版権の性質に照らして、国民大会、立法院、監察院は共同で

民主国家の国会を成している 256j

と憲法解釈を行った。この解釈に反発した立法院は、 f大法官会議規則 」

を修正して、「司法院大法官会議法J を制定した。「司法院大法官会議法」

は憲法を解釈、も しくは法律を違憲とする場合には、大法官総数の過 半数

の同意がなければならないと いう「大法官会議規則Jの規定を修正し、 ；益

法を解釈、もしくは法律を違憲とする場合には、大法官総数の 四分の 三が

LI l席し、出席者の四分の 三の 同意が必要とし た。 明 らかに、立法院は司法

院の憲法解釈に関するハードノレを引き上げている。

違憲審査権を行使する裁判所に対する政治的制限のもう 一つは、裁判官

の任命である 。裁判官に欠員ができたとき、自らの政党の立場に近い者を

任命しようと試みるのは各国共通であろう。台湾においても、「第一期大法

官から第六期 までの 89名 の大法宮の 内、非国民党籍の大法官は 12名 しか

いなかった。第六期大法官を指名する｜際、民進党と新党がすでに存在して

いたものの、指名された者の中に反対党と関係ある被指名者はいなかった。

逆に、被指名者の多くは国民党の指導部と密接な関係にあった 257。j

第三節 大法官会議 制度の浮沈

一 早期 憲法解釈

中華民国憲法の制定後ま もなく、国民党と共産党による内戦が始まり、

256 『大法官会議解釈誌編』第七版（ 三民書局 2008) 17頁。

257 任認平、謝乗窓 f司法輿政治一 我国違憲審査権的政治限制 j 湯徳宗編

「憲法解釈之理論輿実務M中央研究院法律学研究所部備処 専告： 1 2005) 

509頁。
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国民党政府が「動員勘乱時期臨時条款 Jを制定し、憲法の実施を凍結した。

国民党と共産党による内戦が始まるまでに、司法院は中国大陸において 二

つの憲法解釈を残している。第一号憲法解釈は、立法委員（議員）が官吏

（行政）に就任する場合、立法委員を辞任すべきかに関する問題であった。

これに対して、大法官会議は、

f立法委員は憲法第 75条の規定により、官吏を兼任することができな

い。 もし官吏の職につく場合、立法委員を辞職 しなければならない。辞職

せずに官吏に就任した者は、立法委員を辞する明確 な意思があり、官吏の

職に就任すると同時に立法委員を辞任したと見倣される 258J

とし fこ。

第一 号解釈と同日に、大法官会議による第二 号憲法解釈が公表された。

第 二号解釈は司法院自身の憲法解釈権と法令統一解釈権に関するものであ

り、その権限をいかに行使すべきか、という問題であった。

司法院大法官会議は以下のように判示している 。

「憲法第 7 8条（司法院は、窓法を解釈し、かつ、法律及び命令の解釈

を統ーする権限を有する）の規定によれば、司法院が怒法を解釈する権限、

法律及び命令を統一的に解釈する権限を有する 。 憲法に関しては解釈とい

い、法律と命令に関しては統一的に解釈するとしているので、明らかに両

者の意味 は同じではない。憲法 173条（司法院が憲法に対する解釈を行う）

の規定によれば、司法院が憲法を解釈するとしている 。従って、中央と地

方の機関においてその｝版権行使上、 j益法の適用に関して曲目僻が生じたとき

には憲法解釈を申請しなければならない。 法律と命令が憲法と抵触するか

どうかに関して疑いが生じたときも同様である 。 法律と命令の適用に関す

るその 他 の疑いの場合、 l峨権を行使する中央政府もしくは地方政府は各自

その意味を検討し、適用すべきであり、司法院の解釈を申請する理由は存

住しない。 ただし、当該機関が法律または命令を適用する際の見解が、当

該機関も しくはほかの機関によって同 一 の法律または命令に関してすでに

示された見解と異なるとき、当該機関は法によって、本機関もしくは他機

関の見解に拘束されない、または自らの見解を変更されないため、同 ー の

258 『大法官会議解釈誌編』前掲注 256)1頁。
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法律もしくは命令に関して異なる解釈が存在する結果に至る 。 従って、統

一的な解釈 の必要性が生じ、この場合に限り統一的な解釈を申請できる 。

本件行政院による代行申請は、同一の法律に対する元の申請機関の見解が

本機関または他機関の見解と異なることを説明しなかったため、解釈を行

わない 259。J

上記の二つは中華民国憲法が施行以来、大法官会議が中国大陸において

行った解釈である。第一 号解釈は、新しく動き出した立窓主義国家におけ

る権限分配問題の解決に努めている 。第二号解釈は、司法院が予め、その

憲法解釈権は中央と地方、もしくは各機関等の聞の権限争いを解決するこ

とにあることを強調し ている。しかし、 中国内戦の末 、国民党 が台湾に逃

れ一党独裁的な権威体制を確立するに伴って、司法院による憲法解釈の様

子も一変することになる。

権威体制下の大法官会議

1949年末、中国共産党との内戦に敗れた国民党は、その中央政府を台湾

に移転した。そして国民党は台湾を、中国大陸に戻るための「光復 260J の

拠点とした。「台湾住民は『光復』を歓迎して迎えた。しかし、かれらが『祖

国』にかけた期待と対日戦争で疲弊した国府（国民党政府のこと 一 引用者）

の実情とのギャップは大きかった 261」というように、国民党政府は経済 の

公有化を推し進めて富を独占し 、言語政策等により台湾住民の 中華民国国

民への統合政策を実施し、台湾住民を追い詰めていった。他方で、「国民党

政権は 1949年 1月に『動員樹j乱時期臨時条款』を公布し、憲法を凍結し

た262」。さらに、「 1949年 5月 25日に台湾において戒厳令が実施され、言

論、思想、出版、結社、移動等の自由をはく奪し 263」、台湾では国民党一

259 同上、 1頁。

260 「光復 J とは国民党政府が台湾を拠点にして、いつか中国大陸（祖国）

に戻るといった政策のことを指す。

261 若林正丈『台湾の政治一中華民国台湾化の戦後史』（東京大学出版社

2008) 43頁。

262 張炎窓；「序論：台湾民主運動的特色j 醇月 JI慎、曾品治、許瑞浩編『戦

後台湾民主運動史料誌編（ー）従戒厳到解厳』（国史館印行 2000) 3頁。
263 同上、 4頁。
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党による権威体制 が確立した。

憲法の凍結と権威体制 の高圧 的 な政策の下で、司法院の憲法解釈も 政治

的限界を迎える 。

数十年 間にわたる権威体制 下において、大法官会議は憲法解釈に関して

消極的であったかというと 、答えは否である 。 むしろ、大法官会議は憲法

を解釈する権限を積極的に行使して、当時の権威体制 に合法性を与えてい

た。

以下では、権威体制への協力を行った大法官会議の主な憲法解釈を取り

上げる。まずは、台湾において体制転換 がおこなわれ、民主化 されるまで

存続した「万年国会 J を作り 上 げた悪名高い司法院釈字第 31号怒法解釈

である 。 中華民国憲法は立法院の立法委員の任期を三年とし、監察院の監

察委員の任期 を六年としている 。1949年に国民党がその中央政府を台湾に

移してから、第一期 立法委員と監察委員の任期 終 了に伴 い、その改選が問

題となった。 民国 43年（ 1954年）には、行政院は第二期の全国的な選挙

を行えな いため、 任 期 満 了が近づいている立法委員と監察委員が引き続き

そのl版権を行使するとし、憲法上の異議について司法院の解釈 を求めた。

司法院は以下のように回答した。 すなわち、その 回答によれば、

「憲法第 65条は立法委員の任期lを三年 間 とし、 j芯法第 93条が監察委員

の任期を六年 間 と規定している 。 本来、当該任期 については、その就任の

nから憲法に規定されている期限までとすべきである 。 但し、国家に重大

な変化 が起き、事実上法律 の規定通りに次期選挙を行えな い場合、立法と

監察両院の職権行使の停止を認めることになると、憲法の樹立している玉

院制度の本旨に相反することとなる 。 ゆえに、第二期委員が選出され、召

集されるまで、第一期立法委員、監察委員がその職権を引き続き行使すべ

きである 264」

と解釈したのである 。 司法院はこの憲法解釈によって、当時の国民党政

権に憲法上の合法性を与え 、「司法による選法上 の裏苫：265」を行ったので

ある 。 司法院の解釈は当時の行政院と総統府の運用を承認するに過ぎな か

264 『大法官会議解釈誕編』 前 掲注 256)8頁。

265 葉俊栄『民主転型興芯法変遷』（元照出版 2003) 10頁。
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った。なぜなら、 1951年に行政院 と当時総統の座に いた蒋介石とが協議し 、

任期満了を迎えていた立法委員の任期を一年延長することに合意していた

266のである 。 その後も、立法委員の任期を毎年延長 しているうちに、三度

目の年には任期を六年とする国民大会代表と監察委員も任期満了を迎えた。

そのため、行政院は司法院の憲法解釈を通じて違憲状態の解消 を図ったの

である 。

その後、釈字第 85号憲法解釈にお いて は、国民大会定員総数に 関し て

国民党一党政権に有利な解釈を行った。 国民党中央政府は台湾に移転して

以来長年国民大会代表を改選しなかったため、死没、病気、高齢化等によ

り欠員が多く生じた。従って、国民大会の正常な運営を図るため、民国 49

年（ 1960年）に行政院と国民大会秘書処が、憲法上の国民代表の定員総数

について大法官会議の解釈を伺った。 司法院は、

「法律に従って選出され、召集に応じ、中央政府所在地で集会できる 国

民代表の人数を国民大会代表の定員総数とする 。集会に召集できるが、会

議に欠席したものも含む 267J

と解釈した。釈宇第 85号憲法解釈が下されてすぐに、『民主潮J誌はそ

の社説において、大法官会議解釈は憲法の基本精神を損な っている 268とい

う批判を展開している 。 最も注意すべき点は、この解釈を求めた主な目的

は総統を再任させるためであった 269ことであろう。

上記の 二つの憲法解釈が示す通り、権威体制下では、司法院大法官会議

は権威体制に有利 な解釈を行うほか方法がなかったのである。これらの窓

法解釈は民主化を促進するもの であるか、 逆に権威体制に法的正当性を与

えるものであったこと 270には間違いない。 しかし、 これらの憲法解釈は司

266 静化元「台湾在野派精英対中央民意代表延任的態度：以（臨時）省議

会為 中心（一 九五O一 一 九六九） J張炎患、曾秋美、陳朝海編『巡向 二十一

世紀的台湾民族奥田 家論文文集』（呉三連 台湾史料基金会 2001) 収録。

267 『大法官会議解釈誌編』前掲注 256)20頁。

268 社説「国大代表総額不容曲解」民主潮 10巻 4期（ 1960)2-3頁。

269 方属鼎「論変更国代総額奥臨時条款的修改J 民主潮 10巻 5期 （1960)

3-6頁。

270 葉・『民主転型輿店法変遷』前掲注 265)268頁。
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法院が自ら憲法解釈を行うことによって、憲政秩序を維持した 271という見

解もある。

他方、司法院大法官会議は権威体制に与えた合法性の判断を体制転換が

行われた初期lにおいて、自ら磁し、民主化を推進する役割に転じるのであ

る。 しかし、社会の多元化が十分に進んでおらず、体制側がいまだに強い

影響力を有している時期には、やはり民主化を推進する憲法解釈は実効面

で限界を有する。例えば、体制転換 の｜曙光が訪れる前に、司法院大法官会

議は既にいくつかの法令違憲等の解釈を行っているが、これらの解釈は無

視され、放置される運命に遭った。

民国 49年（ 1960) 8月 に司法院大法官会議は釈字第 86号憲法解釈 を行

し、、

「憲法第 76条は、司法院は国家の最高の司法機関であり、民事、刑事

審理を位理すると定めており、ここでいう審理とは、各級法｜涜の民事、 刑

事訴訟の審理をいう 。 高等法院以下各級法院が審理する民事、刑事訴訟は

司法院の管轄に属する 272」

と解釈し、各級法院は行政院司法行政部ではなく、司法院の指揮監督下

にあると主張した。 しかし、この解釈は政治部 門に長い間無視され、執行

されず 273、結 局 20年後の民国 69年（ 1980）になって政治部門が釈字第

86号通りに「行政院組織法Jを修正した 2740

また、民国 69年 （ 1980）に司法院大法官会議が、はじめての法令違憲

判断を行った。それは釈字第 166号f益法解釈であり、当時国民党政党が治

安維持の名目で実施していた 「違警罰法 j を違憲とした憲法解釈である 。

「違警罰法Jとは、静察機関に拘留等の人身の 自由に関する処罰権 を与え

ていた法律 である 。 この法律の合憲性が争われ、司法院大法官会議は Jf(；法

の定めるデュー・プロセス条項に違反するとして、拘留等に関する裁決権

を裁判所に返すよう命じた。 しかし、この解釈は、民国 79年（ 1990）に

271 翁岳生『法治国家之行政興司法』（元照出版 2009) 370頁。

272 『大法官会議解釈誌編』前掲注 256)20ー 21頁。

273 翁岳生 「憲法之維護者一省思輿期許JJ妻福特編『憲法解釈之理論奥実

務』第六輯（中央研究院法律学研究所部備処 専書 8 2009年） 23頁。

274 任 ・ 「司法興政治一我国違 ).f~ 審査権的政治限制」前掲注 257)469 頁 。
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司法院大法官会議が再び、釈字第 251号憲法解釈を下し、「違暫罰法Jは

一定期間を過ぎたら違窓となり、その効力を失うと判断するまで、政治部

門によって廃止されることはなかった。最も、釈字第 251号において、司

法院大法官会議は釈字第 166号憲法解釈の教司＂を生かし、政治部門との直

接な衝突を避ける「将来効判決」の手法をとっており、さらに世論の「違

管罰法Jの廃止を訴える声が高まったこともあって、民国 80年（ 1991) 

に政治部門は「違警罰法j を廃止した 275。違窓判断が出されてから「違瞥

罰法J が廃止されるまで、実に 11年 もかかったのである。

さらに、もう一つの政治部門によって無視され、放置された憲法解釈は、

釈字第 419号憲法解釈である。正確にいうと、本件窓法解釈は民主化後 に

行われたものである。しかし、本件憲法解釈に対する政治部門の対応は、

権威体制期の対応と変わりがなかった。本件憲法解釈は、民国 85年（ 1996)

に副総統であった連戦行政院院長を兼任したことに対するものである。司

法院大法官会議は、

「副総統が行政院院長職を兼任してよいかどうかに関して、怒法上明文

規定がない。 ただし、総統l慨に空席が生じ、また総統が職務 を版行できな

い場合には、高，，総統が憲法の規定通り、総統を引き継ぐかもしくはそれを

代行することになっているため、憲法の、高｜｜総統と行政院院長はそれぞれ

異なる人が担当するという原意に反する 276」

と判示した 。本件憲法解釈が、 一年後の民国 86年（ 1997）になって、

連戦が行政院院長職を退いたことによって、実現された。

中華民国政府が台湾に逃れる前の中国大陸における こつの憲法解釈は、

当時の司法院が中華民国憲法に定められた通りに、憲法解釈権を行使し、

滋法体制の運用を積極的に推進 していたことを説明しているように思われ

る。しかし、国民党政府が中国内戦で敗北し、台湾に中央政府を移転し、

権威体制を作り出してからは、司法院の運用にはさまぎまな制限があった。

まずは、司法院の憲法解釈は主に、権威体制 側 の要請に応 じるものであっ

た。他方、権威体制期における、司法院による社会的な改革をリードしょ

275 任 ・「司法奥政治一我国違窓審査権的政治限制 j 前掲注 257)470頁。

276 『大法宵会議解釈誌編』前掲注 256)301-314頁。
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うと努力 した憲法解釈は政治部門の冷遇 にあい、長年放置される運命であ

った。しか し、 1980年代から戒厳令の解除、民主化 の容認等の政策を受け、

民主化運動 が活発化 するに伴って、司法院も 活発な動 きを見せ始めた。

第四節 体制転換期の司法院大法官会議

民主化の背景

民主主義は突然空から 降 ってくるものではなく 、個人と 団体、 社会 運動

家等の努力によって獲得されるものである 277。その他 にも、ミハイル ・セ

ノレゲーエヴィチ ・ゴルバチョフがソ連最高 指導者に就任 したことが東欧の

民主化 に大きな影響を与えたことと同じく、台湾の民主化においても国際

社会という 外的 な要 因が大きな影響を与えたことが考えられる 。 中華民国

は 1971年 10月に国連から退出し、翌年 に 日本が国交を 断交し、 1979年

にアメリカと国交を 断絶するに至り 、国際社 会では 日々孤立していった。

そのため、国民党政府 が掲げていた「光復 J の目標は実現不可能となり、

世論はむしろ「革新して台湾を保 存する j とい う方 向 に転換し、在 野のリ

ベラルな 知識人たちは民主的な改革を 一層強く求めるようになった 278。

また、 台湾の経済発展に 伴 い国民の政治参加の意欲が高まる 一方で 279、

中国大陸で選出された第一 期議員は死亡、高齢化等により欠員が生じたた

め、その欠員を 補 充する「欠員補 充選挙」が行われ 、多くの本省人（台湾

籍）政治的エリートが当選した 2800 「欠員補充選挙 j が行われる 期 間中に

のみ、民主化運動への取り締まりが緩和 され、 「民主のための休 日j が現れ

た。そして、 1982年から反対派が出版する雑誌、書籍等が増え、民間での

民主化運動 を促す役割 を果たした。1986年に反対派による政党一 民進党が

結成され、当時の総統蒋経国は政治的 な衝突を避けるため、これを鎮圧す

277 李酉j章、 陳志建訳 George Sorensen, Democracy and 

Democratization: Processes and Prospects in a Changing, （主主伯文化

2003) 36頁。

27 8 胡 ｛弗 『政治変遷輿民主化 ~ （三 民書局 1998) 27頁。
279 向上、28頁。

280 若林 ・『台湾の政治 中華民国台湾化の戦後史』前掲注 261)128-138 

頁。

80 



ることなくその 出現を容認した 281。

さらに台湾民主化 のもう 一 つの契機は、政治的 I強人（ strongman）」と

言われた蒋経 国の後継者な き死去と 同時 に、台湾人政治家が総統］隙に就い

たことである 。1986年に蒋経国は アメリカのタイムズ紙のインタビューに

対して、蒋家から三代目の総統が出ることはないと答え、世襲がないこと

を明言した 282。そして、 1988年 に蒋経国の死後、芯－法の規定に従い副総

統であった李登輝が総統の職 に就き、台湾の体制 転 換 が始動する 283。

台湾の民主化に 関しては 、上述した原因の他 にも植民地時代 に形成され

た憲政文化及 び国民党支配時代の立憲民主的 な憲法等 284がある。

Jon Elster は、東欧諸国の体制転換の際に行われた円卓会議の構成を、

体制側には強硬派と改革派が、反体制側には穏健派と急進派がいると、四

つ に分けた 285。 同様に、台湾の体制転換初期にも体制側に保守派

(standpatter）と改 良派（reformer）、 反対側には温和派 （moderate） と

急進派（radical) がいた 286のである 。Huntingtonの定式化によれば、民

主化には三つのモデノレがあり、それぞれ民主化の体制変動を旧体制の指導

者が指導して行う体制改革 （transformation）、革新派の指導者が指導して

行う体制変革（replacement）、そして旧体制 と反対派の協力によって行わ

れる体制転換（ transplacement）に分類しうる 2870 台湾においては、在野

勢力が政権を奪取するに十分な力を備えておらず、体制側 の改良派もそ の

保守派からの挑戦に直面していたため、温和派との協力関係のもとで憲法

修正が行われた 288。しかし、反対派と体制派との抗争、体制派内の保守派

281 胡 ・『政治変遷輿民主化J前掲注 27 8) 2 9頁。

282 問上、 29頁。

283 若林・『台湾の政治一中華民国台湾化の戦後史』前掲注 261)162← 168

頁。

284 Tay-sheng Wang & Hsun Sandy Chou, The Emergence of Morden 
Constitutional Culture in Taiwan, NTU Law Review Vol5:1. また王泰升

「自 由民主憲政在台湾的実現」台湾史研究 11巻 1期（ 民国 93年） 167 

-224頁。

285 supra note168. at 456. 
286 施正鋒『台湾政治建構』（前衛出版社 1999) 82頁。

2s1 S.P.ハンチントン、坪郷賀 ・中 道寿一 ・薮野祐三訳『第三の波：20世紀後

半の 民主化』前掲注 164）参照。

288 施・『台湾政治建構』前掲注 286)82頁。
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と改革派の問の抗争等々の台湾民主化が直面 した難題の解決は簡 単ではな

かった。 台湾の体制転換が暴力革命によって行われることを体制派はもち

ろん、反対派も望んでなかった。

二 葉俊栄の「森林火災 J と「革命回避」の二つのルート

1980年代末期から台湾は 一連の民主的な改革を行い、権威体制から民主

的な国家となり、民主化の第三波の一員に数えられた。体制転換の過程は、

東欧諸国の円卓会議と閉じく、平和のうちに行われ、 rI静かな革命 289J と

呼ばれた。 しかし、なぜ台湾において、「暴力革命 j ではなく、「静かな革

命 J による体制転換が行われたのであろうか。そ れは違憲審査制の存在と

何か関係はあるのか。 あるとすれば、それはどのような関係であったか。

葉俊栄は台湾の体制転換過程を研究する際、体制転換を「森林火災 j と

比 l験しており、台湾において暴力革命による体制転換、 つまり「森林火災」

が起こらなかった原因を分析している 。

「山火事により、多くの森林が焼き尽くされ、多くの動物は悲惨にも命

を失っていく 。 しかし、森林火災はすべて悪いわけではない。 焼き尽く さ

れた生態の元に、新しい生態は生まれてくるのである。このような考えか

らすれば、森林火災は新生態の源である 。 しかも、自然による森林火災は

乾燥、落雷等の 一定のエネノレギーが累柏 しなければ起きるものではない。

まさに、 人間世界の『自由革命』と似ている 290J。

フランスの大革命、アメリカの独立戦争はフランス、アメリカ社会を線

本から変えた「自由革命 」であり、その成果は成文憲法の形で残された 291。

1980年代から台湾の民主化 改革が始まり、体制変換が行われた。 そして、

1991年から度々憲法修正が行われ、民主化改革の成果を成文憲法の形で保

存した。

権威体制期にも、台湾の民主化運動は長年盛んであったにもかかわらず、

独裁党であった国民党は長い間政権の座に留まっていた。 国民党は約半世

289 葉 ・『民主転型輿憲法変遷』前掲注 261)17頁。

290 向上、 25頁。

291 向上、 26頁。
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紀を経て、ようやく 2000年位初めて総統の座を追われ、 2001年になって

初めて議会における多数を失った。 なぜかつて過去には高圧的な政策を講

じ、自由民主化運動を鎮圧してきた政党が革命によって政権の座を追われ

る運命に遭わなかったのであろうか。葉によれば、台湾の民主化改革は、

滋法修正の形で漸次的に社会的な矛盾を解決し、蓄積された革命のエネノレ

ギーを発散させることによって、暴力革命の可能性を防いだ292ことが原因

であるという。まさしく、樋口 ｜場ー が「憲法は、一定の変革ーその内容は、

革命であったり、反革命であったりするがーが起こった時に制定される 。

そして、憲法史を瞥見するならば、圧倒的に多くの場合、窓ー法の制定は、

一定の変革を法的に承認すると同時に、それ以上の変革をおしとどめ、あ

るいはさらに、進行 しはじめた変革をより現状維持的なものに転轍する役

割を演じる 293j と指摘する通りである。しかし、問題は窓法を制定するだ

けでは、変革の急変を防げることができないということにある。そのため、

；訟法を実効的なものとする何らかの 制度的 な措置が要請されることとなる 。

台湾の体制転換期において、制患の動きと怒法修正の動きが、そして体

制内と体制外が相対化された。さらに、最も重要なのは 、憲法修正と憲法

解釈が相対化されたことである 。憲法修正と滋法解釈の相対化というのは、

多くの憲法修正は司法院の憲法解釈の形で行われたという意味である 。

集の議論に従えば、台湾における体制転換の革命的な可能性は芯法によ

って希釈され、その志法に対する修正の多くは司法の憲法解釈によって行

われたことになる。結局のところ、司法権は芯法を解釈する権力 と して、

多くの政治的衝突を緩和させ、暴力的革命の可能性を取り除いたのである。

「民主化合意」の維持

司法院が台湾の民主化を推進したと高く評価された芯法解釈の最も有名

なものの一つは、釈字第 261号憲法解釈 であろう。台湾の体制転換初期 の

最大の問題は、数十年も改選されてなかった「万年国会 J の解散及び普通

選挙を行うことであった。

292 同上、 46-47頁。

293 樋口 ・『比較のなかの日本国芯法』 前掲注 199) 33頁。
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蒋経国の死後、李登輝が台湾総統職に就いたことが体制転換 の転換点と

なった。しかし、総統峨に就いたばかりの李登輝は国民党内の保守派と体

制外の反対運動の 両勢力からの非難を浴びることになる。「『李登輝は丸腰

で総統府に入った』とは 、一九九 0年代はじめに筆者が耳にした本省人政

治家の言であるが、この言い方は、蒋経国が死去したときの李登輝にとっ

ての党国体制（国民党と中華民国政府両者のポストが重なり合うこと一引

用者） 内外の権力 状況をよく言い表している 294」というように、李登輝が

総統に就いた当初、国民党 内には蒋経国の晩年の人事により多くの本省人

エリートが行政、軍事等の重要なポストを占めており、体制外には民主化

の徹底を求める民衆運動、民進党の急進派と台湾独立運動組織の活動が活

発になっていた 295。最も、李登輝の副総統への登用は蒋経国が台湾人に対

する妥協の必要を感じたからであり、そもそも「飾り副総統J であった。

国民党の保守勢力も李登輝の総統就任にはなんらの反対はなかったものの、

凶民党主席への就任に強い反対の意を示した 296。

政権崩壊の危機を避けるため、国民党上層部を分裂させ、そして旧政権

の残余勢力及び 旧政権に忠実な国民党党員と 一線を画すことを問的に、李

登輝は部分的な自由化改革を行った。形式上、李登輝は依然と中華民固と

いう看板を掲げて いたが、実際は旧政権の問題を 引 きずりたくなかった 2970

従って、長年改選されてない国会の全面改選は、民主改革の一環で行われ

た。当時、『H寺報新聞週刊』が主催した「調整体質改造国会 j という座談会

に山席した多くの台湾の学者は一致して、国会の全面的な改選は当面の喫

緊の政治的諜題であると認識していた 298。国会の全面的な改選を議論する

中、第一期国民大会代表と立法委員の反発は強烈であった。 多くの第一期

国大代表と立法委員が『龍旗雑誌』に、「堅決反対中央民代全面改選」とい

うタイ トノレで、「国会の全面改選を主張する者は、中国共産党の統選陰謀に

294 若林・『台湾の政治一 中華民国台湾化 の戦後史』前掲注 261)174頁。
295 向上 、 175頁。

296 伊藤潔『台湾一四百年の歴史と展望』（中央公書 1993) 216-218頁0

297 胡 ・『政治変遷輿民主化』前掲注 278)65頁。

298 「学者座談国会体質改造 、認、是当 前迫切政治課題」中国時報 民国 76

年 8月 17日第 2版。
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賛同している人たちで、憲法伝統を中断させ、台湾を（中国の）地方政府

にしようとしている J と非難し、さらに国会の全面改選を主張する者への

取り締まりを指示する声もあった 2990 他方、反対派の民進党は国会の全面

改選を訴えるデモ活動を行った 300。

国会の全面的な改選は、第一期国民大会代表と立法委員の非常に激しい

反対があったため、 1988年 1月 26日に第一期国民大会代表と立法委員の

退職を促 す「第一期資深中央民意代表自願退職条例Jを制定した。しかし、

第一期国大代表と立法委員は国民党のこの条例にも強く反発した。 なかに

は、退職に関する条例は違憲であるという声ないし民進党の活動の禁止を

求める声も上がった 301。第一期国民大会代表と立法委員は死の覚悟で自ら

の議員臓を守る姿勢であった。国民党内部の衝突が立ち往生する一方、国

会の全面的な改選を求めるために始まった学生運動は、数万人規模まで膨

らみ、①事実上憲法を凍結 し、総統の任期制 をなくし、行政権に対 する憲

法の制限をなくすといった内容を有する「動員勘乱時期l臨時条項Jの廃止、

②国民大会の解散 、③政治改 革促 進のための国是会議の召集、④政治改革

時間表の提示等の四つの要求を提示した 3020 こういった流れの中で、李登

輝は圧倒的多数で第 8期総統に選 出 され、上述の学生運動の決議を承諾し、

「国是会議 j を開くことを約束した。

国会を全面的に改選し 、 民主化 を推進するためには、国会改選を妨げて

いる国民党保守勢力を退けることが必須であった。 国民党保守勢力の抵抗

によって民主化が立ち往生 したため、この状況を 打開 し政治的な衝突の拡

大食い止め、それを法的に処理させるため、民進党系の立法委員は第一期

中央民代の任期について 、再び司法院の解釈を求めた。

上述したような民主化の流れを受け、 1990年に司法院大法官会議は釈宇

第 261号憲法解釈を行った。司法院は、

299 「資深中央民代集会反対国会全面改選」自立晩報 民国 76年 11月 13

日。

300 「民進党発動群衆示威、要求国会全面改選」 中国時報 民国 76年 12

月 26日 第三版。

301 「資深国大代表誓言絶不退職j 中国時報 民国 77年 2月 26日 第 2

版。

302 若林 ・『台湾の政治一中華民国台湾化の戦後史』前掲注 261)178頁。
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「中央民意代表の任期に関しては、憲法上明確な規定が設けられている

が、第一期 中央民意代表 の当選後、国家に重大な変化が生じたため改選で

きず、継続的に職権を行使しているのは民主窓政を維持するためであった。

民意代表の定期的な改選を行ってこそ、民意を反映し、民主憲政の道を貫

徹することができる、…釈字第 31号憲法解釈（ 1954）は …、 第一期中央

民意代表の無期限の職権行使あるいはその任期の変更をしていなければ、

次期中央民意代表の選挙を制限したものでもない。事実上、中華民国 58

年から中央政府は自由地区（台湾を指す一筆者）において中央民意代表選

挙を行い、中央民意機構を補充している 。目前の情勢に適合するため、第

一期定期改選を行っていない中央民意代表のうち、事実上職権を行使でき

ないあるいは職権をほとんど行使してない民意代表を解職し、残りの一部

の中央民意代表は中華民国 80年 12月 31日以前に職権行使を終了し、中

央政府が憲法の精神と本解釈の主旨及び関連法規に従って、適時に全国的

な選挙を行い、憲政体制 の運用を確保すべきである 303J とした。

司法院の釈字第 261号は、台湾における民主化を推進した憲法解釈とし

て非常に有名である。本件解釈において、司法院は釈字第 31号憲法解釈

によって自ら 作り出し、長期にわたって改選されなかっ た「万年国会J を

終鷲させたのである 。 しかし、本憲法解釈を促した政治的背景は単に国民

党の一 党独裁時代が終了したことにあるのではなし＼この時期に、民進党

が結成されたが、国民党と対抗できる政治勢力ではなかった。 本件憲法解

釈後、 1991年 3月に陽明山で聞かれた第一期国民大会臨H寺会に出席した国

民党の国民大会代表は、代表 583人の代表総数のうち 510人を占め ており、

88%近くであ った 304。国民党は延長法改正権を有する国民大会において圧倒

的な多数を占めていた。従って、この時期において「政党間の争いは主な

政治的現象ではなく 305J、政治改革を推進したのは「基本的に国民党内部

の異なる党派一通常主流派と非 主流派と 呼ばれているーの折衝の過程であ

303 『大法官会議解釈黛編』前掲注 256)136-137頁。

304 李柄南『第一階段憲政改革 之研究』（楊智文化 1997) 60頁参 照。

305 劉義周「政党民主輿台湾民主化 J台湾民主季刊 1巻 1期（2004) 48頁。
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「中央民意代表の任期 に関しては、憲法上明確な規定が設けられている

が、第 一期中央民意代表の当選後、国家に重大な変化が生じたため改選で

きず、継続的に職権を行使しているのは民主滋政を維持するためであった。

民意代表の定期的な改選を行ってこそ、民意を反映し、民主憲政の道を貫

徹することができる、…釈字第 31号憲法解釈（ 1954）は …、第一期中央

民意代表の無期限の臓権行使あるいはその任期の変更をしていなければ、

次期中央民意代表の選挙を制限したものでもない。事実上、中華民国 58

年から 中央政府は自由地区（台湾を指す←筆者）において中央民意代表選

挙を行い、中央民意機構を補充している 。目前の情勢に適合するため 、第

一期定期改選．を行っていない中央民意代表のうち、事実上職権を行使でき

ないあるいは職権をほとんど行使してない民意代表を解職し、残りの一部

の 中央民意代表は中華民国 80年 12月 31日以前に職権行使を終了し、中

央政府が憲法の精神と本解釈の主旨及び関連法規に従って、適時に全国的

な選挙を行い、憲政体制の運用 を健保すべきである 303」とした。

司法院の釈字第 261号は、台湾における民主化を推進した憲法解釈とし

て非常に有名である 。本件解釈において、司法院は釈字第 31号憲法解釈

によって 自ら作り出し、長期にわたって改選されなかった「万年国会J を

終駕させたのである 。 しかし、木憲法解釈を促した政治的背最は単に凶民

党の一党独裁時代が終了したことにあるのではない。この時期に、民進党

が結成されたが、国民党と対抗できる政治勢力ではなかった。本件憲法解

釈後、 1991年 3月に陽明山で開かれた第一期国民大会 臨H寺会に出席した国

民党の国民大会代表は、代表 583人の代表総数のうち 510人を占めており、

88%近くであった 304。国民党は窓法改正権を有する国民大会において圧倒

的な多数を占めていた。 従って、この時期において「政党問の争いは主 な

政治的現象ではなく 305J、政治改革を推進したのは「基本的に国民党内部

の異なる党派一通常主流派と非主流派と 呼ばれているーの折衝 の過程であ

303 『大法官会議解釈桑編』前掲注 256)136-137頁。

304 李柄南『第一階段憲政改革之 研究』（楊智文化 1997) 60頁参照。

305 劉義周 「政党民主輿台湾民主化 J台湾民主季刊 1巻 1期（2004) 48頁。
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る306」。 権威体制 を維持してきた 国民党がなお支配的地位を占めている中、

司法院が 261号解釈のような憲法解釈を行うことも容易ではなかった。し

かし 、 当時国民党は改革派と保守派に分かれており 、その中でも司法院の

本件解釈を後 押し したのは、国民党内 部 の主流を占める改革派であった。

当時大法官であった翁岳生の記述によれば、「261号解釈を議論する際、す

べての司法院の職員をさせ、記録も録音もしない形で、大法官たちが何も

心配せず自由に議論できる環境を 作 り307J、できるだけ政治的勢力の影轡

を受けないようにしていた。

しかし、木件憲法解釈について 、各政治勢力 ・政党はそれぞれ異なる反

応を示した。 まず、憲法解釈を申請した民進党の陳水扇等の立法委員は大

法官会議の憲法解釈の結果に対し肯定的な態度をとり、「大法官会議が下し

た第 261号解釈に対して l喝采の意を示し、大法官会議が引き続き『憲法の

守護神』としての歴史的な責ー任を果たし、台湾のためによりよい民主憲政

を樹立してくれることを期待する 308」と述べた。

他方で、同じ民進党の中央部は第 261号解釈に不満の意を示す。民進党

中央部の反発は主に以下のような二つの理由からなされた。一 つ目は、「遅

れてきた iF.義は正義ではないJということであった。つま り、「司法院大法

官会議は民国 43年 1月 29日に、『当時』の状況が許さないからと言って、

第一期中央民意代表の引き続き 職権を行使することを認める第 31号解釈

を行い、 36年経た現在、司法院大法官 会議がまた『目前』の状況に基づい

て 中央民意代表の任期満了を宣言し、第 31号解釈 を覆した。 一 このよう

な『当 H寺』の状況と『目前』の状況に従って下した相異なる解釈に関して、

法理的な説明を見 出すことができず、また大法官会議が解釈変更の理由を

も告げてないことから、これらの十五人の大法官は国民党の『御用ツール』

ではないかと疑問視せざるを得ない 309j。そ して、「本件解釈 は立法院の議

事運用に関して決定的な影響を与えない。なぜなら、第一期中央民意代表

306 向上、 49頁。

307 翁岳生「参与司法院大法官釈憲之経験J国立 中正大学法学集刊 24 j~J 
(2008) 380頁。

308 聯合報民国 79年 6月 22日 第 2版。

309 聯合報、向上。
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の議事能力と影轡力はすでに弱まっているからである 。そして …第 261号

解釈は国民党の政策に合わせた『政治的解釈』である 310J。国民党主流派

は司法院大法官会議の手を借りて、自らの政策を推進しようとしたにすぎ

ない。二 つ目の理由は、司法院大法官会議第 261号解釈は国民党の利益を

推進 したに過ぎないということである 。 すなわち、既に述べたとおり国民

党主流派にとって、国会を全面的に改選し民主化を推進するためには、国

会改選を妨げている国民党保守勢力を退けることが必須であった。そのた

め、国民党主流派は保守勢力である第 一期中央民意代表らの退職に関して

「二年三段階」案を提示していた。「 二年三段階J案は民国 80年（ 1991) 

年末までを 三つの段階を分けて、第一期民意代表の退職を勧告することに

なっていた。 そして、第 261号解釈が第一期中 央民意代表の退職時期を、

国民党の「 二年三段階J 案と同じく、民国 80年 12月 31日までとしてい

る。

司法院大法官会議釈字第 261号は 、台湾における民主化を推進したもの

として最も評判 のよい憲法解釈である。しかし、このような 一 見立窓主義

の発展に非常に貢献的 な憲法解釈でも、実は優位にある政治的勢力の意向

に合わせたものに過ぎないという 批判 もある 。もっとも、『万年国会Jの終

結を求める民主化要求の背後に、さらに台湾生まれの政治勢力と外来政権

との抗争があり、この問題 を慎重に処理しなければ、台湾内部の族群間の

争いを引き起こし、実権を握っている大中国主義者の再襲撃を招くかもし

れないため、大法官は解釈文において社会の各方面の要求を反映させる妥

協的な制度設計を用いて、台湾社会における最低限の合意を示した 311。従

って、民主化勢力は最低限の「民主化合意J を守るため、司法院に本件憲

法解釈を求めるという方法で、体制派内部の保守派を退けるために苦闘し

ていた改良派を 助力した のである。

四小結

本節では台湾における違憲審査制の発展を概観した。 台湾の違憲審査制

310 聯合報、向上。

31 1 葉俊栄「従『転型法院』歪lj『常態法院』：論大法官釈字第 二六一号興第

四九九号解釈的風格輿転型脈絡」台大法学論法： 31巻 2期 （2002) 59-

96頁。
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は中国大陸において中華民国憲法の制定と同時に確立したものである。そ

して、台湾の違憲審査制は確立期、権威体制期及び体制転換期！と多くの異

なる政治的環境を経験しており、いずれの時期においてもその政治的性格

を存分に発揮してきた。しかも、いずれの時期においても、常に政治部門

において優勢を保持し てきた国民党の政策に加担するよ うな憲法解釈を行

ってきた。

権威体制期において、司法院大法官会議はほかの権力部門に対して違憲

宣言を行ったことは一度もなかった。国民党政権に f合法化」の墨付き を

与え、その権力に何らの「制限 j を加えることもなかった 312。「政府が社

会を支配し、民間の力が非常に弱か った時に 、大法官の解釈は政府に非常

に『協力的』であった 313j。そして、「大法官釈字第 85号解釈のように、

大法官会議は両蒋時代（蒋介石、蒋経国）において、政治的強人（strongman) 

が決定した後、それに合わせる形で滋法解釈を行っていた 314J が、体制転

換期lに入ると「そのような『芝居』が『本物』と化してきた 315」。

体制転換期においては、司法院大法官会議の役割は非常に重要であった。

「従来諮 問的機能しか有しなかった大法官解釈制度が集中型 の逃滋審査制

へと発展 し、政治が多元化し機関問lの権限衝突が激化するに つれて、その

裁決機能はますます重要になってきた 3l6J。従って、「この制度を効率よく

運用することは、台湾の憲政民主の強化にとって、最後のカギとなる 317J

と評価されるように、台湾の民主化過程において、司法院は各政治勢力の

衝突を法的問題とすることによって、政治の場ーから切り離して解決し、「民

主化の合意」の維持に積極的な役割を果たした。

しかし、台湾の体制転換に非常に重要な助力的役割を果たした違憲審査

:J 12 葉俊栄「従国家発展輿憲法変遷論大法官的釈憲機能一一 九四九至一 九

九八 J台大法学論叢 28巻 2期（ 1999) 13頁。

313 蘇永欽「大法官解釈興台湾社会変遷」『合憲性控制的理論輿実際』（月

且出版公司 1994）収録、 304頁。

314 王泰升「台湾近代窓政文化的形成」葉俊栄、張文貞編『新興 民主的諸

政改造』（元照出版公司 2008）収録、 165頁。
315 向上、 165頁。

316 蘇永欽「大法官解釈政府体制的方法」『尋挟共和国』（元照出版公司

2008) 83-125頁。

3 l 7蘇永欽「政府体制的挟択J『尋技共和国』（元照出版公司 2008) 72頁。
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制は、その民主化を推進する過程においては、自己権限の拡大を最大限に

図ってきた。 つまり、台湾の民主化はもう 一 つの国家権力である司法権の

独立を強化すると同時にその権限をも極度に強化したのである 。

第五節 司法権の独立の強化と司 法院権限の肥大化

台湾における司法権の起源は、中華民国憲法の制定から始まる 。 中華民

国窓法は、五権分立を定め、憲法解釈権を司法院に委ねた。一 方で当時、

司法院の憲法解釈権に関する具体的な法律は制定されるに至らなかったた

め、司法院は憲法解釈に関する権限と手続に関して自ら 宣言した。しかし、

その後権威体制が確立するに したがって、司法院の権限拡 張の動きも政治

部門によって制限され、また無視されるようになった。 しかし、民主化の

動きが活発化するに伴って、政治的論争がしばしば違怒審査権を有する司

法院に持ち込まれ、司法権が強化されるとともに、司法院の権限拡大に絶

好のチャンスを提供した。

一 早期の権限拡大

司法院大法官に関して、中華民国憲法第は 78条の「司法院は憲法を解

釈し、かっ法律と命令を統一解釈する権限を有する」と、同第 79条 2項

の「司法院は若干名の大法官を設け、本憲法第 78条に掲げている事項を

掌理する 。Jと規定する以外、大法官の具体的な人数と合議体をいかに構成

するか等の手続面について全く規定を設けでない。憲法発効後の十年間で、

立法院が制定した司法院組織法が大法官の人数、任期l及び資格条件等に規

定を置いたほかは、大法官組織と職権範囲について規定する法律はなか っ

た。そのため、 1948年から 1958年の 問、大法官会議の運用は司法院が自

ら制定した大法官会議規則に依拠していた 318。司法院が自ら制定した大法

官会議規則は、 「大法官会議は司法院院長及び大法官からなる J、「大法官会

議は大法官の法定人数の半数以上出席しなければならず、出席者の半数以

上によって議決される j、「議決に関して 二つの同人数に割れるとき会議主

318 呉庚「 ）~（ 法審判制度的起源及発展 兼論我国大法官釈窓制度一」法令

月刊第 51巻 10期（2000)24頁。
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席が決定する 、憲法解釈に関する 決議は法定大法官定数の半数以上が 同意

しなければならなしリと規定しているのみで、大法官の権限の範囲 と当事

者適格の範囲に関 しては規定を設けていなかった。従って、当 初 の司法院

は初期 フランスの憲法院 と非常 に類似 しており、その役割 もいわば諮問機

関的なものであった。

しかし、 1949年 1月 6日司法院大法官は釈字第 2号319を発表すること

を通じて、自らの権限範囲と憲法解釈を請求する資格を有する主体 の範囲

を明確 にした。この憲法解釈によ れ ば、司法院大法官 は「慾法第 7 8条の

規定によれば、 司法院が滋法を解釈する権 限、法律および命令を統一的に

解釈する権限を有す る。 憲法に 関 しては解釈と いい、法律と命令に関して

は統一的に解釈するとして い るので、 明 らかに両者の意味は同じではない。

憲法 173条の規定によれば、司法院が店法を 解釈するとしている。従って、

中央 と地方の機 関 において、その職権行使」こ 、憲法の適用 に閲 して阻断が

生じたときには、憲法解釈を申請 しなければならない。 法律と命令が憲法

と抵触 の有無に関して疑いが生じたときも同様である 。 法律と命令の適用

に関するその他 の疑いの場合、 職権を行使する中央政府もしくは地方政府

は各自その意味 を検討し、適用 す べきであり、 司法院の 解釈を 申請する 組

由は存在しない。 ただし、当該機関が法律または命 令を適用する際の見解

が、当該機関もしくはほかの機関によって同 一 の法律または命令に関して

すでに示された見解と異なるとき、当該機関は法によって、本機関もしく

は他機 関の見解 に拘 束 されな い、または自らの見解 を変更されないため、

同一 の法律もしくは命令に関して 異 なる解釈が存在する結果に至る 。 従 っ

て、統一的な解釈の必要性が生じ 、こ の場合に限り統一的な解釈を申請で

きる 。本件行政院による代行申請は、同一 の法律に対する元の申請機関の

見解 が本機 関または他機関の見解 と異なることを 説明し なかったため、解

釈を行わない j といい、その権限 と憲法解釈を請求する資格を有する主体

の範囲を明確にした。

司法院釈字第 2号は、違憲判 断を請求できる主体は「中央と 地方の機関J

と しており、その対象は「窓法解釈 j と「法律及び命令が怒法と 抵触 しな

319 前崎注 259）同様 の怒法解釈。

91 



いかどうか」であると宣言したため、これは「抽象的違憲審査制である 320J

という理解が通説である。司法院のこのような「抽象的違忽審査制」 が、

形式上司法権の受動的性格を守っていることを除けば、ほかの 「事件と争

議J 等の要件は大法官の憲法解釈活動を制約できていない。 原告適格が 一

般化され、政治問題が法律化される等の現象が起き、司法院の抽象的違憲

審査活動は一般的な司法活動を超えて、立法活動と同様のものとなってき

ている 3210 従って、台湾における立憲体制の発展及び国家政策の形成に対

する司法院の恋法解釈権の影轡力は、アメリカ連邦最高裁の違憲審査権限

をはるかに超えたものである 3220 司法院がこのような評価を得るようにな

ったのは、やはり釈字第 2号を通じて抽象的違憲審査制を確立させたこと

が始まりである。

繰り返しになるが、上述した憲法解釈を踏まえて、中華民国 37年（ 1948

年）に司法院は自ら「司法院大法官会議規則 」を制定し、釈字第 2号窓法

解釈の解釈内容を規則の形で具体化した 3230

権威体制期の権限拡大の試みとその挫折

憲法制定初期における 中国共産党と国民党の支配権争い等々の政治的状

況が、司法院の権限拡大に比 t鮫的に自由な余地を与えた。しかし、国民党

の敗北と国民政府の台湾移転により権威体制 が確立するに従って、司法院

は権威体制への協力を要請されるにすぎないものとなり、自ら権限を拡大

する 余地はほとんどなくな った。その 典型例 は、繰り返しになるが、釈宇

第 76号憲法解釈であろう。

釈字第 76号憲法解釈は、監察院は国会にあたるかどうかに関する問題

であった。この問題に対して、大法官会議は「…憲法上の地位と職権の性

質－に照らして、国民大会、立法院、監察院は共同で民主国家の国会を成し

ている 324J と憲法解釈を行 った。立法権限を独占的に行使す ることを望ん

320 翁 ・『法治国家之行政奥司法』前掲注 271)351頁。

321 湯徳宗『権力分立新論』（ 三民告よ局 1998) 158頁。

322 r味蒼海『rt.7<法解釈興憲政発展』（学富文化 2006) 8頁。

323 管 ・『中華民国窓法論 修訂十一版J前崎注 255)208頁。

324 『大法官会議解釈史編』前掲注 256)17頁。
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でいた立法院はこの憲法解釈に反発し、司法院自ら制定した f大法官会議

規則」を修正し、「司法院大法官会議法325J を制定した。「司法院大法官会

議法」は憲法を解釈、もしくは法律を違憲とする場合、大法官総数の過半

数の同意がなければならないという「大法官会議規則」の規定を修正し、

憲法を解釈、も しくは法律を違憲とする場合、大法官総数の四分の 三が出

席し、出席者の四分の三の同意が必要であるとした。 また、その第 3条第

2項は、 「解釈事項は憲法上規定されていることに限る j といい、第四条

は「案件を解釈する際、制憲時及び立法資料を参考すべきである Jと規定

しており、受理できる案件の範囲を限定し、解釈指針のような規定をも設

けている 。 明 らかに、立法院は司法院の窓法解釈に闘する要件を高め、 そ

の法律を容易に違憲としないようにしている 3260 しかし、立法院の制定し

た「司法院大法官会議法J が司法院の憲法解釈の要件を高める 一方で、新

たに「人民による憲法解釈の申詰327J という権限を司法院に与えたことに

よって、大法官会議は個人権利保護に関する権限を与えられた 3280

釈字第 76号憲法解釈は、司法院が自らの権限を拡大しようとした芯

法解釈ではないが、結果的として既に獲得していた広範な権限に厳しい要

件が課されることになる一方、「個人 の申諸による窓法解釈Jという新たな

権限を与えられた。 しかし、当時の権威体制下では、人民による憲法解釈

申し 立ては非 常に制限されており、仮に人民による憲法解釈申詰がなされ

ても、体制側は特に配慮する必要がなかったからであると思われる 。

司法院が権威体制期に自己権限を拡大しようと試みたもう 一 つの例は、

釈字第 86号憲法解釈（ 1960）であろう 。釈字第 86号は監察院の申訪によ

り、「高等裁判所及び下級裁判所に対する管轄権」に関して行った憲法解釈

である。従って、民国 49年（ 1960)8月に司法院大法官会議は釈字第 86

号を行い、

325 ljl華民国 47年 7月制定。

326 呉 ・「憲法審判制 度 的起源、及発展一兼論我国大法官釈窓制度一 J 前掲注

318)25頁。

327 「司法院大法官会議法 J （中華民国 47年 7月制定）第 4条第 1項（現

行「司法院大法官審理案件法J 第 5条第 1項第 2款）。

328 呉 ・「志法審判制度的起源及発展ー兼論我国大法官釈芯制度一」前掲注

318)25頁。
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「憲法第 76条は、司法院は国家の最高の司法機関であり、民事、刑事

審理を掌理すると定めており、ここでいう審理とは、各級法院の民事、刑

事訴訟の審理をいう。高等法院以下各級法院が審理する民事、刑事訴訟は

司法院の管轄に属する 329」

と解釈 し、各級法院は行政院司法行政部ではなく、司法院の指揮監督下

にあると主張した。 しかし既に述べたように、この憲法解釈が執行される

のは体制転換が行われてからであった。

権威体制下 の司法院は、憲法制定初期のように活発的に 自己権限拡大を

試みる解釈を下 していない し、またそのような動きがあっても権威体制 に

よって抑えられていた。 しかし、体制転換期に伴い政治 の多元化が進み、

再び司法院に権限拡 大の機会が訪れる。

一 体制転換期とその後

1990年代後期 から始まった台湾の体制転換・民 主化の 動きが、 一党独裁

であった既存の政党一国民党の勢力を弱める一方、新たに多くの政党の誕

生を促した。 新たな政党の登場により多元化された政治は司法院の権限拡

大に大きな空 間 を与えた。

1 政党問の合意による権限拡大

1990年 12月から台湾は慾政改革に岩手した。 しかし、当時の議会にお

いては、国民党が憲法改正に必要な四分の 三 を大きく上回る圧倒的多数を

占めており、民進党は八名しかいなかった。 そのため、民進党は憲法修正

の正当性を問題視 し、国会内で議事妨害行為を行った 330。 しかし、民進党

の国会内の議事妨害行為は、国民党が「議事規則lj に、議会において瞥察

権行使を認める規定を盛り込むことによって抑えられた。 議会内の抗争を

禁じられた民進党はその内部の急進派を利用し、再び街頭に出て抗議行動

を展 開 した。さらに、民進党は 1991年 10月 に「台独綱領（独立綱領） J 

329 『大法官会議解釈誌編』前掲注 256)20-21頁。

330 李柄南編著『第一段階憲政改革之研 究』（李柄南出版 1997) 90← 91 

頁。
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を採択したため、国民党政府と民進党野党の聞の対立は収拾不可能なほど

激しさを増していった。 このような決定的な対立を回避するために採 られ

た解決策は憲法を修正し、司法院に慾法法廷を設置するというものである 。

同修正条文は、憲法法廷は総統、副総統の弾劾及び違憲な政党の解散事項

を扱う以外に、「政党の目的あるいはその行為が中華民国の存立あるいは自

由民主的な憲政秩序に危害となるものは違憲である Jと規定している 。 こ

れは一 見議場外の抗議活動を行ってきた民進党に不利なように見えるが、

実際には国民党と民進党との聞の 折衝の結果であり、民進党に合法化をも

たら した規定である 。 なぜなら、現行憲法の維持を民主化合意とし、民主

化を進めてきた民進党の合法性は現行憲法規定に従うことによって与えら

れるからである 。 そのため、民進党は一刻も早く現行憲法を廃止し、新窓

法を制定することを目指す自らの内部の急進派を切り捨てることにより、

自らの合法性を維持する必要があった。従って、民進党は自らの合法化を

獲得するために、新しい滋法の制定、台湾の独立等を訴える内部の急進派

を犠牲にしたともいえる 。

政治が多元化するに従って、司法院は滋法法廷を組織する権限を与えら

れた。 これは何よりも、 主要党 派聞の折衝の結果であり、政党聞の決定的

な衝突の回避に用いられた。

2 判決による自己権限拡大

政治の多元化、流動化は往々にして違憲審査権を有する司法院が権限を

拡大する機会を与える。台湾の体制転換期における司法院の動きはその典

型例であろう 。 まず挙げられるのは、司法院が自らの判決によって芯法上

明文規定のない 「仮処分Jという救済措置を憲法訴訟のために創設したこ

とである。ここでいう 「仮処分Jは民事訴訟法と行政訴訟における「仮処

分 j と類似するものであるが、憲法訴訟に用いられていることが特徴的で

ある 。民国 94年（2005) 6月 10日、司 法院は釈字第 599号憲法解釈にお

いて、初めて「仮処分J という救済措置を創設した。本件解釈は、台湾政

府が新しい身分証を発行し、それを受領する際『戸籍法』によって指紋抑

捺が義務付けられていたが、「人権侵害Jという理由で民進党系の立法委員
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らによって憲法判断が申訪された事件である。司法院は政府の新しい身分

証の発行期限が差し迫っていたので、「本件に関する憲法解釈が公布される

までの問、新しい身分証の発行規定は瞥定的にその適用を停止する、そし

てこの仮処分は本件に関する憲法解釈が公布される時、あるいは仮処分が

発行されてから六か月経過後その効力を失う Jとした。「仮処分Jを創設し

た主な理由は「争われている憲法問題は人民の基本的権利あるいはその他

公共の利援に回復不可能な蝿害を与える恐れがあり、実際その損害を直ち

に阻止することが必要であると同時に、仮処分を発することによって得ら

れる利益が大きい 331J ということにある。本件解釈に関して、司法的救済

の創設であると評価する 主張もあれば、「仮処分Jの必要性に関して司法院

は十分な説明をしていないという批判もある 3320 いずれにせよ、本件憲法

解釈によって司法院が自ら将来行うであろう判決の実効性を確保するため

「仮処分」という 措置を創設したことはその権限拡大であると 言えよう。

司法院の権限拡大の絶頂期を示す例は、第 5回憲法修正を違憲と判断し

た民国（2000）の釈字第 499号憲法解釈で あろう。 1999年 9月 4日に、

国民大会が無記名方式で中華民国憲法第 一条 、第四条、第九条及び第十条

に関する修正案を可決した。 比例代表制の採用、女性の議席の確保等の内

容を含む一方、現国民大会代表の任期を延期する旨の修正も含まれていた。

そもそも第五回憲法修正は民進党が国民大会の地位と権限を弱体化させ る

ことを目的として進めた修正案である 。 しかし、第五回怒法修正案は、無

記名投票方式と現国民大会代表の任期の延長等は民主主義の原則に反する

と批判された。さらに、国民党の側からは、当時副総統であった連戦が 「今

331 『大法官会議解釈誌編』 前掲注 256)431-442頁。

332 さしあたり、賛成する学説は元大法官の翁岳生「司法院大法官解釈効

力之研究」『公法学輿政治理論 呉庚大法官栄退論文集』（元照出版公司

2004）収録、黄昭元「真調会条例釈窓案鑑定意見一急速処分部分J月旦法

学 第 117期（2005）、 蕪宗珍「我国釈怒程序中有関保全程序之争議鑑定

意見書J 月旦法学 第 117期（ 2005）、陳愛蛾「憲法解釈案中之急速処分

的要件一 対真調会条例応否為急速処分的鑑定意見 j 月 E法学 第 117期

( 2005）等があり 、疑問視する議論と して李念祖 f大法官不応載登立法性

質之急速処分J月且法学 第 117期（2005）、湯徳宗「大法官得否命 『暫

時停止適用』法律？ 一真調会条例釈窓案鑑定意見書（ー ）J月旦法学 第

117 WI ( 2005）等がある 。
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回の憲法修正は憲法破棄に相当する」とコメントしたほか333、当時台 北市

市長であった馬英九 は司法院に対し、本件怒法修正に関して憲法解釈の申

請を行った 334。ほかにも新党系の一部の立法委員、民進党系の一部の立法

委員、そして国民党系の一部の立法委員が、それぞれ憲法解釈の申請を行

った 335。本件憲法修正案に関して、李鴻喜らの一部の態法学者は「司法院

は違憲審査権を有するが、国民大会を通過した憲法修正案に対してまで違

慾審査権 を有するか どうかは疑問である」と いう態度を とる一方 336、多く

の憲法学者は今回の憲法修正 問題に関し て、司法による解決はもっとも効

果的な方法であるとして司法院による憲法解釈を支持している 337。

最も、本件憲法解釈に関しては、司法院は憲法修正に関する逃j訴審査権

を有するのか、憲法修正に限界はあるのか、無記名投票方式と国民大会代

表の任期延長は民主主義の原則に違反しないのか等々の法理上の問題はあ

るが、本稿ではこれらの 問題に ついては扱わず、政治的多元化 ないし各政

党勢力が最も分散している状況下において こそ違憲審査権は最大に拡張で

きるという点を明らかにする 。既に述べた通り、本件怒法修正に｜期する憲

法解釈の申請は各党から出されており、司法院は実に五つの憲法解釈申請

を受理している 。 本件は国民大会内の各政党の力のバランスを十分に現し

ており、司法院の権限拡大の絶好の機会である 。

このように、司法院は政治的各 勢力 関 の紛争に巻き込まれつつも、自ら

の権限拡大を図ることから、多くの批判を浴び、不利な結果を招く場合も

ある。本件憲法修正案が司法院に持ち込まれた際には 、国民党の 一部の立

法委員 は司法院に対して受理しないよう批判した。 民進党からは司法院大

法官を廃止し、違憲審査権を最高法院に与える等々提案もなされた。例え

ば、民進党 の主席林義雄は司法院大法官に；益法を否定する権限はないと批

判し、国民党と民進党の一 部の立法委員が窓政の悪例を示し、大法官は支

333 陳鳳慶「補救延任案連戦提；芯法破棄理論 Jl併合報 民国 88年 9月 9日

2版。

334 聯合報 民国 88年 9月 9日 3版。

335 許志雄 「憲法保障輿違憲的憲法規範一司法院釈字第四九九号解釈評析J
台湾本土法学 第 11期（ 2000)21-34頁。

3:36 台湾新生報 民国 88年 9月 13日 2版。

:331 I凍 ・『憲法解釈奥憲政発展』前掲注 322)243頁。
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配的な憲法修正機関となったと批判した。 さらに、司法院大法官を廃止す

る提案もなされたが、こ廃案となったが、第 5回憲法修正案を違憲と 判断

した司法院大法官は、第六国憲法修正の際、立法委員らの報復行為に遭い、

大法官の終身制が廃止された 338。いずれにしても、司法院が第 5回憲法修

正を違憲と判断することによって、自ら有する違憲審査権を超然たる権限

へと昇華させ 、その権限拡大を果たしたことは間違い ない。

従って、違憲審査制に対するさまざまな政治的制限はあるとはいえ、立

憲主義の発展においては、違憲審査制の役割は非常に大きい。 すでに検証

した通り、権威体制下では違憲審査制が存在しても体制転換を推し進め、

民主化を促すことはできない。しかし、政治的状況が十分に多元化すれば、

優勢にある政治勢力の手段であれ、代弁者であれ、違窓審査制は逆に各政

治的勢力の闘争の仲裁者として要請されることになる 。

しかし逆に、長期政権がにより、政治的多元化ないし政権交代を欠く場

合には、仮に違憲審査制を設 けたとしても活性化しにくいのであろう。と

はいえ、違窓審査制は政治闘争の手段としてのみ活性化するわけではない。

人権保障としての役割を果たすためにも、政治的環境が整っていなければ

違憲審査制 は活性化しないとい うことである。つまり、違憲審査制 が人権

保障として、またプロセス保障として機能するためには、違憲審査制に脅

威与えない多元的 な政治状況が必要である。

338 陳新民『 1990年～2000年台湾修憲』（学林文化事業 2002) 236-275 

頁。
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第四章 日本における違憲審査制の発展

第一節 違 憲審査制の導入

違憲審査制の成立

日本は第二次世界大戦後、新憲法制定の際、明文で違芯審査制を確立し

た。 その制度の性格について、当初の学説は「憲法裁判所」であるという

佐々木惣一説 339と付随的違憲審査制 とに分かれていた が 、その後付随的違

結審査説が通説となる 。占領当時、 GHQの政治部法制 司法課の課長として、

日木の新しい司法関係、の法律の制定・改正の審査を行っていたオプラー博

士は日 本の導入した違芯審査制に ついてその著書で次のように懐述して い

る。「憲法に染め込んだ強烈！な個人主義は、異なった態度、つまり市民の権

利 が戦いを挑まれ、またはそれが侵害されたときに、権利のために闘争す

る、そのような市民を支持するものであり、司法審査を有する独立した統

治部門へ司法を格上げすることは、日本国民に裁判 所をもっと利用するこ

とを憲法起草者たちが期待していた j とした うえで、「司法の分野ではアメ

リカの制度が選択され、司法府を統治の第三 の部 門 と独立させ、立法及び

行政行為の合滋性を審査する権限は、合衆国におけるジョン ・マーシヤノレ

連邦最高裁長官から日本人に対する贈り物である 。 この審査権は法の支配

を真に 形成するために最も効果的道 具 とな った J 340と。

最高裁判所は、裁判所法施行令等違憲訴訟（最大判昭 23・7・8;Jflj集 2

巻 8号 801頁）で 、始めて 「憲法裁判所としての性格」という表現を使い、

違怒審査権に言及した。 しか し、この判決の焦点は裁判が憲法 81条の言

う「処分 Jに含まれるかというところにあり、 新憲法に定める違怒審査権

の性格に関する判断はなされなかった。また、本判決は、それ自体として

は憲法制定直後の一違憲審査制に関する理解が固まっていない一時期の産

物であり、今日なお論争の対象となるといった類のものではない 341という

のである。最高裁判所は違憲審査制の性格 に関して、その後の判決にお い

339 佐々木惣一 「最高裁判所の憲法裁判 j公法雑誌 11巻 1号（ 1950)1頁。

340 A.オプラー著内藤頼博監納谷康美 高地茂世訳 『日本占領と法制改革』

（日本評論社 1990) 37-94頁。

34 1 中島徹 「違怠審査の対象J高橋和之ほか編『憲法判例百選 II（第 5版）』

別冊ジュリスト 187号（2007年 有斐閣） 433頁。
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て明白にするに至った。

1950年の食組管理法違反被告事件判決（最大判 昭 25・2・1刑集 4巻 2

号 73頁）で、最高裁判所は「裁判 官が具体的訴訟事件 に法令を適用して裁

判するに当たり、その法令が憲法に適合するか否かを判断することは 、憲

法によって裁判官に諜せられた職務と 職 権であって、このことは最高裁の

裁判官であると 下級裁判所の裁判 官であることを 問わないJ と判断し、ま

たその後の警察予備 隊事件 最高裁判決（最大判昭和 27年 10月 8日民集 6

巻 9号 783頁）で、「わが 現行の制度の下においては、特定のもの具体的な

法律関係につき紛争の慣する場合においてのみ裁判所にその判 断 を求める

ことができるのであり、裁判所がかような具体的事件を離れて抽象的に法

律命令等の合窓性 を判断す る権限を有するとの見解 には憲法上および法令

上何等の恨拠も存しなしリと判断して、付随的違憲審査制を確認した。

初期の下級審判決も、最高裁判例 と同じように付随的審査制であるとい

う立場に立って事件を処理していた。福井地震に伴って制定された「災害

時公安維持に関する条例 j に対する違憲法令無効確認詰求事件判 決（福井

地判昭 23・10・16行月 4号 146頁）は「該法規が憲法に違反し無効であ

るという訪求は、 抽象的法規の価値判断乃至法律上の意見に過ぎずして、

特定の権利又は法律関係の存否に関する ~j＇［求ではない」と判示し 、 必ず共

体的訴訟において特定の権利文は法律関係を規定する法規の合意性が争わ

れる場合に限り裁判所はその合憲性に付き判断することができると述べて

いた。 鳥取地裁で争われた行政処分取消並びに違憲確認請求事件判決（鳥

取地判昭 24・6・8行月 16号 123頁）、また東京地裁で争われた行政処分

取消請求事件判 決（東京地判昭 24・12・19労民集 7号 69頁）などいずれ

も、具体的訴訟における特定の権利または法律関係を規定する法律の合忠

性が争点となっているときにのみ司法審査権を行使すると判示しており、

抽象的に法令の合憲性を審判することに対しては否定的である 。

芯法学の主流な学説も、裁判所自体も日本における違憲審査制の確立を

積極的 に肯定しつつ、その性格をアメ リカの違憲審査制を導入したもので

あると力説した。
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司法審査制の消 極 化342とその理由

しかし、この数十年の問、最高裁判所で違憲判決がなされたものはわず

かしかなく、学界では違窓審査権のあり方をめぐる論争が引き起こされた

343。「わが国の憲法訴訟が 独 自に消悔主義で独特に主観訴訟 の伝統に悶執

することにより、 アメリカ型 とはなれているばか りではなくて大陸型とも

距~［If. がありすぎる J 344、「大陸型 ｝l~ 法裁判所でもなければ、アメリカ型の

司法でもない、その隙間のところに日本の違憲審査制 の位置付けが落ち込

んでいる J34 5といったような論争が主に日本の違憲審査制の消極性346をめ

ぐって議論されてきた。

日本の憲法判 例 の問題点として、①違憲判決の数が極めて少ないこと、

②権力を批判する姿勢に欠け、むしろ権力の措置を追認 しようとする態度

が見られること 、③最高裁による合憲判決のうちの相 当数は論理が粗雑で

あり、総じて憲法判例 の理論水 準が低いこと、④憲法 問題を 正面から取り

込む態度に欠けるきらいがあることなど 347が挙げられている 。

一体いかなる状況が日本の進活審査制を消極的にしたのであろうか。 こ

の点について、様々な分析がある 。

1 理由の①一日本の精神的な風土

日木において違憲審査制が機能せず、司法消極主義に陥っている理由と

して、元最高裁裁判官であった伊藤正巳は次のように分析している 348。①

342 木文では 「消極化」を立法府、行政府の判断に対する、 i主活判断に消

極的であるという意味で用いる 。

34 ;J 戸部信喜「憲法判例 理論の変遷と問題点J公法研究 48号（ 1986) 16 

-40頁、奥平康弘「司法審査の日本的特殊性j 東大社研編『現代日本社会

5椛造』（東京大学出版会 1991) 第 9章、戸松秀典 「法解釈論としての

憲法訴訟論の現実的成果と課題 j 法律時報 65巻 11号（ 1993) 44-48頁

など参照。

34 ，，奥平康弘 『憲法裁判の可能性』（岩波書店 1995) 56頁。

3<15 樋口陽一 『転換期の選法？』（敬文堂 1996) 209頁。

346 戸波江二 「最高裁判所の慾法判例 と違憲審査の活性化 J法曹時報 51巻

5号 1996参照。

3<17 戸波江二 「司法権 ・違憲審査制論の 50年J樋口陽ー ほか編『滋法理論

の 50年』（日本評論社 1996) 112- 113頁。

348 伊藤正巳『裁判官と 学者の 間』（有斐 閣 1993) 115- 134頁。

101 



日本の精神風土としての和の尊重が最高裁内部での意見の対立を減少させ、

政治部門への礼譲を生み出している、②法的安定性を重視する意識が強い

ため長期間安定した事実状態を覆すことは困難である、③日本の裁判制度

や憲法訴訟のあり方には、裁判官の憲法感覚を鈍磨させる要因が多い、④

大法廷への回付を避けるために合憲判断をする、⑤少数意見、個性的判断

がなされにくいことなどが挙げられている 。

2 理由の②一 最高裁の負担過剰

日本の最高裁判所が消極的であるもう 一つの原因は、通常裁判所の最上

級審としての仕事が非常に多いことである。日本の最高裁判所は「通常裁

判所の最上級審 j と「憲法裁判所」との こつの側面を併せ持っている 。 戦

後司法改革によって大審院が廃止され、新設された最高裁判所が大審院と

基本的 に同じ仕事をするようになった。 しかし、園部逸夫によれば、最高

裁判所は大審院が管轄していた民事と刑事以外に、行政事件をも処理する

となると大審院当時の裁判官以上の人数が必要となるはずにもかかわらず、

その定員は 15人し かない 349。また、元最高裁裁判官であった滝井繁男に

よれば、［最高裁判事の仕事の大部分は、言うまでもなく、事件の審議であ

る。一小法廷だけで年間 二00 0件以上の上告事件 を審議することになる。

簡単な事件もあれば、 一つ の事件の記録をすべて読むことは不可能であり、

そのようなことは求められてもいないと考えている 。350」そして、民事訴

訟法改正等によって上告理由が！被しく制限されているにもかかわらず、こ

のような状況は一方に軽減されてない ようである 。従って、「憲法裁判所 j

としての最高裁が「通 常裁判所の最上級審としての仕事 j に圧倒され、憲

法判断意識は希薄化している 3510

349 闘部逸夫『最高裁判所十年一私の見たことと考えたこと』（有斐閣

2001) 153頁。

350 滝井繁男『最高裁は変わったか一一裁判官の自己検証』（岩波書店

2009) 19頁。

351 宍戸常寿「最高裁と『違憲審査の活性化』」法律時報 82巻 4号（2010)
57-62頁。
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3 理由の③一 内閣法制局の存在

最高裁判所によって違滋と判断された法令は今まで 8件しかない。最高

裁判 所 が違憲審査権を立法府と行政府の判断を制約するような方向で行使

することに対しては、非常に消極的である 。 その原因のー っ と し て 、 内 閣

法制局による事前審査の存在が指摘されている 352。つまり、日本の立法府

が提出している法案を内閣法制局は事前に厳密に審査しており、内閣提出

法案の憲法不適合性が除去さ れ ているという仮定である 。 この場合、 内閣

法制 局は 事前審査を行っているということになる 。 しかも「徽密さをきわ

める審査の結果、内閣法制局が誇りとしているのは、同局の審査を経て制

定された法律、政令うちで最高裁が違憲判 決を下したものはほとんどない

点である 353。Jもっとも、内閣法制局には国政秩序形成機能があるとも言

われている 354。今までに、最高裁判所に違態と判断された 8件 の法律の中

でも、最近の郵便法賠償責任制限規定違憲判 決 （2002年 9月 11日大法廷

判決、民集 56巻 7号 1439頁）、在外邦人選挙権制限規定違憲判決（2005

年 9月 14日大法廷判決、民集 59巻 7号 2087頁）、非嫡出子の国籍取得制

限違憲判 決 （2008年 6月 4 日大法廷判決）は内 閣法制局の事前審査を経

ており、残りの 5件のうち、明治期に制定された尊属殺重罰規定違憲判決

(1973年 4月 4日大法廷判決刑 集 27巻 3号 265頁）を除けば、薬事法距

離制限規定違憲判決（ 1975年 4月 30日大法廷判 決民集 29巻 4号 572頁）、

衆議院議員 定数配分規定違憲判決（ 1976年 4月 14日大法廷判決民集 30

巻 3号 223頁）、衆議院議員定数配分規定違窓判決（ 1985年 7月 17日大

法廷判決民集 39巻 5 号 1100頁）、森林法共有林分割 制限規定逃志判決

(1987年 4月 22日大法廷判決民集 41巻 3号 408頁）の 4件 は議員 立法

である。従って、 8件の違憲判断 の中でも、 5件 は内 閣法制局の事前審査

を 経 て ない法案であり、その中 4件は議員立法である 。

352 長谷部 恭男「比較の中の内閣法制 局J ジュ リスト 1403号 （2010)2・7

頁。

353 西川伸 一 「内閣法制局による法案審査過程・政策形成過程の機能不全の

ー 断面として・」政経論叢 72巻 6号（ 2004) 268-269頁。

354 大石民「内閣法制局の国政秩序形成機能J公共政策研究 6号（ 2006)
7・16頁。
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従って、多くの立法に関して内閣提出法案がほとんどを占めているため、

「法Jとしてその完成度が高いし、実際内閣法制局の法案審査に裁判官も

参加する場合が多いため、最高裁にとっては法案の信頼性が高く、違怒審

査を積極的 に行使する必要性がないことになる 355。内閣法制局のこのよう

な役割に着目して、内閣法制 局は第二 の最高裁判所、ないしは第一次違憲

審査とすら言われている 356。 しかし、このような仮説は、最高裁判所の違

憲判決の少なさを説明するために物足りないと指摘する論者もいる。佐藤

岩夫はその物足りなさについて、第一に、内閣法制局による事前審査の存

在が品ー高裁判所の事後的な違怒判断 を不要としているという説明は、内閣

法制局の事前審査と最高裁判所の違憲審査が同じ機能を果たしていること

を前提としているが、政府内部の事前審査機関と裁判所が同じ機能 を共有

する事態は決して自明のことではない。 日本でなぜ、あるいはいかなるメ

カニズムで、内閣法制 局と最高裁判所の機能が重なり合っているかについ

て、なお説明が必要である 。 第 二に、政府の提出する法律案について事前

に審査する機関が存在するのは、必ずしも日本に特有の現象ではないとも

指摘している 3570 

4 理由の④一 渡辺治による 三つの批判

なお、最高裁判所は戦後設立された当時から、 －uして消極化してきた

というのは渡辺治である。渡辺によれば、設立当時の最高裁判所を取り巻

く政治的、社会的、人的、学説的なさまざまな原因が、最高裁の「積栂化 j

を妨げてきたという。そして、主に以下のような 三つの原因が最高裁の「消

極化J を促してきたのであるという 3580

まずは、違憲審査制に関する学説の「低い評価Jである 。渡辺によれば、

355 Yasuo Hase be, The Supreme Court of Japan, International Journal 
of Constitutional Law, Voll.5.2007, pp298-300. 
356 五十嵐敬喜『議員立法』（三省堂 1994）参照、また五十嵐敬喜、小川

明雄 『議会一官僚支配を超えて』（岩波書店 1995） も参照。

357 佐藤岩夫「違憲審査制と内 閣法制 局J社曾科皐研究 56巻（5/6号）（ 2005)

81-108頁、また、同「内閣法制局と最高裁判所一 2つの違窓審査機 関の制

度配置と政治システム変動J棚瀬孝雄編『司法の国民的基盤一日米の司法

政治と司法理論』（日本評論社 2009) 117ー 137頁収録。

358 渡辺治『日本国憲法『改正』史』（日本評論社 1987年）第 二章参照。
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当時の学説が違憲審査制について「低い評価J を下した背景には次のよう

な理由があった 359。すなわち、「第 一 、圧倒的にドイツ、フランス等大陸

の公法学の伝統のもとにあった日本の公法学の眼には、もっぱらアメリカ

だけで発展・展開した司法審査制は理論上も実際上もそれほど大きいな意

味があるとは思えなかったのではなかろうか、という点である 。 360j そし

て、「第二 は、この制度は、十九世紀アメリカの市民社会の成熟に伴って展

開した制度であり、その意味で、二O世紀の新しい法現象の登場にともな

う制度ではなかった。 いうまでもなく実際には、 この制度は、すぐれて現

代的な役割を持って機能することになるのだが、当時の学者逮には、もっ

ぱら 『古典的』な制度とみ られたと思われる 361J と述べている 。

第二の原因は、占領権力による制限である 362。学説の「低い評価 J が違

憲審査制の消極化に与えたインパクトは占領権力の与えた影響に比べれば、

副次的なものであった。渡辺によれば、当 H寺の消極化のより 一層重要な要

因は、日本の違憲審査制が占領権力の支配下で出発せざるを得なかったこ

とであるという 。

第三 の原因は、日本の違憲審査制の出発期が、試行錯誤を許さない秩序

作りの時期 と重なったことである 3630 渡辺によれば、戦後日本の旧秩序の

崩壊と戦後改革は人民の民主主義的なエネノレギーを同時に開政した。 改革

初期においては、このエネルギーは占領権力にとって必要であったが、改

革から再建へとプロセスが移るにしたがって、この運動は支配側にと って

容認しがたいものとなった。 支配権力と日本の支配照にとって人民の運動

を一 定の枠内に抑え込むことが必要となり、違志審査権を有する裁判所は

政府の政策に合憲性を与える形で人民運動に対する抑え込みに協力した。

このような国策に協力する行為が、最高裁判所が消極化した第 三の原因で

あ った。

359 向上、 163頁。
360 同上、 163頁。
361 向上、 163頁。
362 同上、 175-195頁。
363 同ヒ、 196-224頁。
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第二節 違憲審査制活性化論

最高裁判所の消極化の解決方策として滋法裁判所導入論 364または、法律

によって抽象的審査制を導入することは憲法上可能であるとの前提に立っ

た上で 、迅速かつ積極的な憲法判断を行うために最高裁の中に「憲法専門

部J を設置する説 365や、上告審を最高裁とは別の「特別高裁 j を設置して

解決する 366、「最高裁判所憲法部 J の設置 367など制度改革を求めるいくつ

かの主張がされ、規範論レベルでは司法権概念、を見直すことによって、司

法の消極化を打開しようとする動きもある 。

しかし、最高裁判所改造論に対しては批判的な見方が多く、司法権概念

に｜到する規範論によっても、現在の状況を打開することは難しいであろう 。

違憲審査制が活性化するための条件の一つは、政治の多元性の存在である 。

つまり、樋口陽ー がいうように、「長い間にわたり政権交代がなく、そのた

めに、審査機関の構成 、すなわち、内 閣 によって任命される最高裁裁判官

の顔ぶれが、政治部門の多数派に同調する方向で均質化してきた・・・・一 。 た

しかに、諸外国の例を見ていると、政治部門の多元性を反映する方式がと

られ、あるいは、政権交代の効果として、政治部 門 と違憲審査機関の政治

的傾向が時期のずれを作って均衡を保つことになることが、すくなくない。

368J 引用が長くなったが、そしてまた繰り返しになるが、政治的多元性は

逃窓審査制 が活発化するもっとも重要な条件である 。

364 伊藤 ・『裁判官 と学者の間』前掲注 348)133ー 134頁。

3G5 戸波 ・「最高裁判所の滋法判例 と違憲審査の活性化」前掲注 346)57頁。

また、戸波 ・「憲法裁判の発展と日本の違憲審査制の問題点J前掲注 347)122
-125頁。

366 笹田栄司 f憲法裁判のあり方」ジュリスト 1133号（ 1998)144頁以下、

同 「違憲審査活性化は峠高裁改革まで」紙谷雅子編『日本国憲法を読み直す』
( 1:1本経済新聞社 2000) 160頁以下。

3Gi 畑尻同lj f 憲法裁判所設置問題も含めた機構改革の問題一選択肢の ー っ

としての滋法裁判所一J公法研究 63号（2001) 110-123頁参考。

368 樋口陽一 「『違窓審査制革命』と日本」樋口陽一 ・山 内敏弘・辻村みよ

子 ・蟻川 恒正編『新版 巡法判例を読みなおす 下級審判決からのアプロ

ーチ』（日本評論社 2011) 7頁。
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一 最高裁判所改造論

1 伊藤正巳と読売試案の f憲法裁判所論J

元最高裁判事である伊藤正巳は、日本の最高裁判所の消極化の理由は「白

木の精神風土J にあると断定した著書『裁判官と学者の問』において、憲

法裁判所の導入を提案している 。伊藤正巳は英米法学者でありながら、大

陸型の滋法裁判所の導入を提案して学界の注目をひいた。伊藤は窓法保障

制の現状に不満足であると考えるならば、通常の事件の最終審は、官僚裁

判官制を前提とする最高裁であるため、違憲審査制の活性化を図るな ら窓

法裁判を通常裁判所と別の憲法裁判所に委ねる大陸型違憲審査制を導入し

た方が望ましい 369という、いわゆる「伊藤正巳ショ ック 370J を発した。 し

かし、伊藤の滋法裁判所論はその導入を提唱しただけで、具体的な制度構

想はなされていない。 これに比べると、読売新聞社忠法試案 371の憲法裁判

所導入論はかなり具体的に記述されている。つまり、裁判の迅速化を埋由

と し、 ドイツ連邦；革法裁判所をモデルに、通常の裁判所とは別に忍法裁判

所を創設する 。8年任期の 9人の裁判官から構成され、現在の最高裁の有

する権限の上にさらに、 抽象的規範統制、具体的規範統制 、異議巾し 立て

の違憲審査権を有する 。

しかし、上述のような憲法裁判所導入論には批判的な考えが多い。例え

ば、奥平康弘は Iある『制度』がうまくはたらかないのは、その『制度』

が悪いからであって、別の新しい『制度』をもってくれば、こんどはうま

くはたらくと考える 傾向には警戒を要する 372J、そして、 新しい制度によ

る［憲法裁判 の迅速化 ・積極化が、それ自体プロパーに『いいこと』だと

考えるのは、幻想である。かえって、市民不在の、体制適合的な憲法裁判

を招来する可能性があることを知るべきである 373J と批判している。また、

戸部信苔は、 ドイツの連邦憲法裁判所がうまく機能しているのはドイツ独

369 伊藤・『裁判官と学者のrm』前崎注 348)136頁。

370 山元一「今、憲法裁判所が熱い！？一欧流と韓流と 「日流j と ？」自

由人権協会編『憲法の現在』（信山社 2005) 92頁。

37 I 読売新聞社編『滋法 21世紀に向けて読売改正試案 ・解説 ・資料』（読

売新 聞社 1994) 112 -128頁。

372 奥平 ・『訟法裁判の 可能性』前掲注 344)3頁。
373 向上、 6頁。
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自の事情があり 374、憲法裁判所の設置は「 司法の政治化Jないし「政治の

司法化」を招き 、議会政治に弊害をもたらす375という 。 さらに、樋口陽ー

は、日本では付 随的違憲審査制によって、具体的な生活関係への効果 を考

慮しながら妥当な結論に達することが期待できるし、また下級審にも期待

できる 376という。ほかにも、佐藤幸治は参議院憲法調査会において 50年

うまくいかなかったか ら今度新しいものと 言う のは早すぎると発 言 しいる

し、渡辺治も怒法裁判所論の提唱は政府の軍事大国化 と新自 由主義改革に

利用される 377と批判している 。また 市川正人も「憲法裁判所設世論は、窓

法裁判所を設置すれば、それにふさわしい人物が憲法裁判所の裁判官に任

命され、そして憲法裁判所の裁判官も今の最高裁裁判官と違った意識を持

ち、その結果非常に活性化した違憲審査制に なるのだというイメージで語

られている。しかし、 制度さえ変えればすべてうまくいくと考える ことは

できないであろう 378」と、奥平と同様の疑問を提示 している 。 ｝~~ 法裁判所

設置論には学界から多くの 批判が上が った。これらの 批判の主な矛先は、

滋法改正を伴う憲法裁判所設置論に向けられたと思われる 。 そして、 ヒ述

の批判を受けて、その後の最高裁判所制度改革論は憲法改正を伴わないも

のが模索されることとなった。

2 戸波江二とその「憲法専門部J

戸波江 二 は、「ドイツ連邦裁判所の実態と比較した場合に、日本の最高

裁判所の違憲審査権がきわめて貧弱であることは、ここに指摘するまでで

もなかろう 379」、そしてうえで、「制度的にみて、日本の違窓審査制が付随

374 芦部信喜「座談会日本固定、法五O年の歩みJジュ リスト 1089号（ 1996)

34頁。

375 芦部信喜「憲法学における憲法裁判論J法学協会雑誌 113巻 8号（ 1996)

24頁。

376 樋 u陽一 ・山内敏弘・辻村みよ子編 『憲法判例を読み直す 改定版』（日

本評論社 1999) 13-14頁。

377 渡辺治編著「憲法改正の争点ー資料で読む改志論の歴史－J （旬報社

2002) 66-67頁。

378 市川正人 「違憲審査制の軌跡と展望J紙谷雅子編著『日本国窓法を読

み直す』（日本経済新聞社 2000) 179頁。

379 戸波江二「ドイツ連邦窓法裁判所の現況とその後 Jジュリスト 1037号
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的審査制であり、・・・ ・・問題があるように思われる 380」という。戸波によれ

ば、付随的審査制では、①憲法問題が裁判所に持ち込まれる機会が少ない

こと、②裁判所に係属する時期が遅れるため、既成事実となり、違憲判断

を下しにくくなること、③最高裁判所の判断がほかの裁判所の批判を受け

ずに終極的判断となること、④訴訟の窓口が狭められているために有効な

人権救済が行われない等の問題がある 。また、 「集中但審査制がとられてい

ないことは、最高裁判所の人選にも影轡を及ぼす。……憲法事件に適した

人材が登用されれば、違憲審査制は機能する 。381j さらに、日本の最高裁

の消極的態度は、同時に、裁判官が憲法事件に対して情熱を持っていない

ことにも起因しているという 。

戸波は、上述の理由から、現状制度のままでは、日本違窓審査制の 活性

化は絶望的だと断定し、その打開策は憲法改正を必要とすることなく可能

な最高裁判所のなかに「憲法部J を設置することだという 。 しかし、その

構成に関しては、具体的な提案を提示してない。

戸波の 「憲法専門部J設置論に対しては、上述のような「司法の政治化J

ないし「政治の司法化」を招かざるを符ないという批判があてはまると思

われる 。この批判に対して、戸波は、「仮にその危険があるというのであれ

ば、さしあたり審査対象を人権巡反のみに限定し、あるいは、抽象的規範

統制を認めないなどの限定をすれば足りると思われる 382」と述 べ ている 。

しかし、人権違反のみに限定するに方策は、純粋に人権違反であることと、

そもそも人権違反を掲げながら「司法の政治化J ないし「政治の司法化」

を目的とする事件をどう峻別するかという難しい問題がある 。

3 笹田栄司とその 「特別高裁j

笹田栄司は、日本の違怒審査部ljの消極化の原因について、 一つ 目は伊藤

正 巳の分析に賛同し、二つ目は最高裁への権限が 一元的に集中したこと、

三つ目は最高裁はほかに類を見ないような形で上告審としての機能と違芯

( 1994) 56頁。
380 向上、 56頁。

381 向上、 57頁。

382 同上、 57頁。
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審査制の機能という二重の役割を担っていること、四つ目は最高裁の負担

が大きいことを挙げている 3830 そして、違憲審査制に関するアメリカ型と

ドイツ型の二つの類型化は固定的にとらえられており、違憲審査制の在り

方に関する柔軟な思考を妨げている 。 また、裁判の迅速化を掲げる怒法裁

判所導入論に対しては、 「政治の裁判化Jを招き 、迅速化は不可能であると

する 。 さらに、上告制限を提唱する議論 384に対しては、最高裁判所に上告

する権利は憲法によって保障されているので、限界がある 385と述べて、自

説を展開している 。

笹田は、現在の違憲審査制の基本的スタイノレは維持したままで、その活

性化の方策を探ると述べ、昭和 32年（ 1957）に第 26国会に提出された最

向裁判所改革法案をベースに制度構築を考えようとする 。 第 26国会に提

出された法案を簡単に説明すると、第一 に、上告審としての機能を最高裁

小法廷に但わせる、第二に、逃慾審査機能及び判例変更機能は最 1·~r, 裁判所

が担うといったものである 。 これをベースに提案される笹田の改革案は以

下の通りである 386。①最高裁判所の上告審としての機能の大部分を別の裁

判所である「特別高裁J に担わせる、②「特別高裁j はそれぞれ 30名の

裁判官から 構成され、東西 二か所に置かれる、③「特別高裁j は事件蒋理

の際、従来の最高裁判所の判例 に問題ある場合、最高裁判所に移送する、

＠「特別高裁Jの判断について、 当事者は最高裁判所に上訴可能 である等。

最高裁判所は、 9人の裁判官によるワン ・ベンチ で構成される 。 しかし、

笹旧へ議論には四審制の導入を伴うのではないかという疑問 387があるが、

笹田によれば「特別高裁Jは もっぱら忠法問題のスクリーニ ングの役割を

担うので、全体としての裁判に必要な時間は三審制と大差がないという 。

383 笹田 ・「違憲審査活性化は最高裁改革までJ 前掲注 366)151-156頁。

:38・1 中村睦男 f国民の権利実現と違憲審査制」ジュリスト 859号（ 1986) 

96頁。

385 笹田 ・「違憲審査活性化は最高裁改革までj 前 掲 注 366)156-160頁。
386 同 k、 161-163頁。

387 市川正人「違憲審査制の活性化J『岩波 講 座 ・憲法 4』（岩波占店 2007) 

299頁以下。

llO 



4 州ll尻剛とその「最高裁判所窓法部J

畑尻剛は、「憲法裁判をめぐる課題は法制度のみでなく多様な要因にかか

っており、制度の改革のみで問題が解決されるわけではなし、 388j ことを認

めながら、「制度改革のみで解決できないということは、総合的な対策の ー

っとして制度の改革を、そしてその選択肢のー っとして憲法裁判制度を検

討することをけっして排除するものではない 389」という 。そして、憲法裁

判所設置に関する賛否両論を整理した上で、両者の合意点を、「『①安易な

制度論』にならないように、憲法裁判所か司法裁判所かという 二者択ー で

はなく、まず、憲法裁判所の個々の権限・手続とその原理 ・機能を踏まえ

た上で、個々の権限 ・手続の理論的、現実的な導入可能性を検討する 。②

迅速な滋法判 断 を可能にしながら、迅速な合窓判 断 による憲法議論の封じ

込みを防ぐ。 ③裁判の長期化にともなう様々な弊害を除去する 。④下級裁

判所裁判官の ｝／；（ 法感党 ・人権感覚を十分に生かす。⑤事実認定と法解釈に

精通した職業裁判官の事件裁判官としてのすぐれた現実処理能力と、；益法

的な見地から判断を行う憲法裁判官の双方の良い面を生かす。⑥司法の政

治化の危険に対処する。⑦）l~ 法裁判所制度に対する恨本的疑念、に応える 。

390」 とまとめ、次のような制度改革案を提示する 。

すなわち、「裁判所法を改正して、上告審裁判所としての島高裁判所（仮

称『最高裁判所上告部』）とは別のものとして九名の巡法裁判官によって構

成される芯法裁判を専門に行う最高裁判所（仮称『最高裁判所憲法部』）を

設置する 。 九五名の憲法裁判官は裁判官任命諮問委員会の諮問にもとづき内

閣が任命する 。 最高裁判所；益法部は具体的な規範統制手続を管轄とする 。

（最高裁判所上告部を含む） 一般の裁判所が具体的事件に適用する法律を

違憲であると判断した場合、手続を中止し、その理由を詳細に付した決定

を志法制に移送する 。最高裁判所憲法部は、当該違訟であるとされる法律

が具体的な事件の裁判にとって必要か否かを審査した上で、当該法律の窓

388 畑尻 ・「憲法裁判所設置問題も含めた機構改革の問題一選択肢のーっと

しての芯法裁判所一J前掲注 367)111頁。
389 向上、 111頁。

390 向上、 112-113頁。
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法適合性の審査を行う 39リという具体的な制度構 想、が提示されている。

日本の違憲審査制の閉塞感を打開するために、上述のようにいくつかの

制度改革案が提示された。しかし、これらの案のなかには、憲法改正を伴

う も の もあり、学界では批判的な見方が多い。違滋審査制の活性化のため

の議論は 、制度改革論にとどま らず 、司 法権 の解 釈に 関す る規 範論 もな さ

れている 。

司法権論

1 司法権の拡大と限界

明治憲法の下では、司法権は民事、刑事の裁判権に限定され、行政事件

の裁判は行政裁判所に委ね られ、皇室 関係の事件や陸海軍関係 の事件も 別

に 設置 された特別裁判所によって処理されていた。違憲審査制も否定され、

司法権はきわめて限定されていた。これに対して、新しく制定された日本

国温法はアメ リカの司法権概念を採用して、特別裁判所の設置を禁止し 、

立法 権 と行政権に対応する司法権の存在を明らかにして、その範囲を大き

く広げたのである 。

卜l本国憲法 76 条は 1項「す べて司法権は、最高裁判所及び法律の定め

るところにより設置する下級裁判所に属する J と定め、また 2項が「行政

機｜均は、終審として裁判を行ふことができないJ と規定して、立法権、行

政権と、別に司法権の行使原則を定めた。 司法権の概念について、従来の

通説は「 一般に、司法とは、具体的な争訟について、法を適用し、宣言す

ることによって、これを裁定する国家作用をいう 392J と定義する。司法権

を担う裁判所に ついて、裁判所法 3条 1項は、「裁判所は、日本国憲法の

特別 の 定める場合を除いて 一切に法律上の争訟を裁判し、そ の他 法 律に お

いて特に定める権限を有する Jと定めており、 「一切 法 律 上 の 争 訟」はその

内容の核 を 成 す も の と 解 さ れ てきた。 ま た判例（警察予備隊司王件最高裁判

決、最大判昭和 27年 10月 8日民集 6巻 9号 783頁）も「司法権が発動す

るためには具体的な争訟事件が提起されることを必要とする 」 と判示し、

39L 向上、 112-113頁。

392 j青宮四郎『活法 I （第 3版）』（有斐閣 1979) 335頁。
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この理解を支持してきた。

なお、アメリカでは、合衆国窓法 3 条 2節で司法権が及ぶ範囲を事件

(Cases ）・争訟（ Controversies）と定めているが、それにならった日本

国憲法では司法権の範囲に関する明文規定は置かれてない。 上述のように

通説は、司法権を「 一般に、司法とは、具体的な争訟について、法を適用

し、宣言することによって、これを裁定する国家作用をいう jと定義する 。

また、 芦部信喜はその定義を「より厳密に定義すれば、 …… 当事者間に、

具体的事件に関する紛争がある場合において、当事者からの争訟の提起を

前提として、独立の裁判所が統治権に基づき、 一 定の争訟手続によって、

紛争解決のために、イ可が法であるかの判断をなし、正しい法の適用を保障

する作用である 393j とする。通説のいう「具体的な争訟 Jないし「具体的

事件に関する紛争 j とはなにかについては、そもそも窓法上の解釈として

行われるはずであったが、その後裁判所法の定める「法律上の争訟 J の解

釈として展開されることとなった。 このように司法権の 「事件性Jの要件

についてアメリカ型の司法権を採用したとされながらも、アメリカより狭

い独特の司法観念がとられた原因は、通説の「法律上の争訟」が狭すぎた

ことにあった。さらに、「事件性Jの要件という概念、はそもそも芯法上の概

念であるにもかかわらず、憲法より下位の実定訴訟法の定めるところによ

って理解 され、実定訴訟法の要件を満たすことができないと I事件性J が

ないとされる 。 また、司法の観念が 「事件性 j の要件を本質的内蒋と解さ

れる限り、司法作用の対象となる「具体的事件 J は国や時代により異なる

ため、「司法作用の実質概念を理論的に構成し よ うとする企図は到底成功の

見込みはないといわなくてはならない。 司法作用の実質概念、はただひとえ

にl歴史的にのみ構成せられうる 。 しかも歴史的になぜそうした実質概念が

生じたかといえば、 主 として権力分立主義の結果、国家作用に機関的また

は形式的な分化が生じたからである 。 つまり歴史的構成される司法作用 の

実質概 念はその存在をひとえに形式概念にのみ負っているのである 。 394」

393 芦部信吾（高橋和之補訂）『滋法（第 5版）』（岩波書店 2011) 326-327 

頁。
39'1 宮沢俊義『憲法と裁判』（有斐閣 1967) 31頁。
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というのである。

日本国憲法がアメリカ型司法審査制を採用し、「すべての司法権」が裁

判所に帰属するとされている限り、日本国憲法のもとでも、 f事件性」は「司

法j の中核的観念として位置づ けなければならない 395と指摘されている。

また、アメリカ憲法には司法権の範囲に関する憲法上の定めがあるのに対

して、日本国芯法においては 「事件性J という用語は使用されてお らず、

司法権の定義や範囲に関する規定はない。このような司法権の状況に鑑み

て、司法権の概念について画定しようという試みがなされることとなった。

2 司法権論の新展開

司法権に対する理論的構成を試みてきた従来の方向とは異なり、司法 ・

憲法訴訟の課題を解決するためには、理論ではなく解釈論の水準で、司法

権の再構成に取り込まなければならない 396という発想から、司法権に対す

る新たな解釈の動きが見られる 。

司法権の新展開の原因のーっとしては、従来の民事訴訟をモデルとして

形成された司法権に関する通説によって行政事件 、特に客観訴訟の説明が

困難になったことにあるとして、民事事件とは異なる行政事件の裁判を、

正面から司法権に統合しようとする 一連の試み 397は、正しい方 向を志向し

ている 398と評価されている 。その理由として、宍戸常寿は①「司法の使命 ・

本質」の標準を専ら民事事件の裁判に求める理解には問題があることと、

②司法権の中 間部分 399については、法的統制機能の強化 のために、立法と

裁判所の運用によって形成されるべき余地が訟法上関かれていると解すべ

きことを挙げる 。 また、こうした動きは司法 ・憲法訴訟の課題に対する積

極的な回答になってないことを考えれば、司法権の中間部分に取り込まれ

395 野中俊彦「訴訟要件論J『法学セミナー増干iJ・憲法訴訟』（ 1983)166頁。

396 宍戸常寿「司法のプラグマティク」法学教室 322号（ 2007) 27頁。

397 宍戸は、司法権の要件である 「具体的事件J とは、 「法律上の争訟 J に

限らないという野坂泰司、また司法権を「裁判作用 Jと定義する長尾 一紘、

さらに行政事件の裁判を 「法律上 の争 訟J捉える藤井俊夫等を挙げている 。

398 宍戸・「司法のプラグマティク j 前掲注 396)28頁。

399 宍戸は司法権に関する中川丈久のコア ・中間部分 ・外周という同心円

構造に賛同している 。客観訴訟はその中間部分に含まれると考える 。「「1川

丈久「行政事件訴訟法の改正」公法研究 63号（2001) 127頁以下参照。
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るべき「行政事件J とは何かを憲法から導くことが大事であり、その淵源

を司法権の解釈論 ・制度論として展開することも必要であるとも述 べる。

さらに 、f法律上の争訟Jは司法権の要件ではないという点にこの主張の

重点があるという。司法権から「法律上 の争訟」という要件を外すことは

同時に違憲審査権にとって錨駐点を取り外す結果ともなり、一方では司法

権の再構成が消極的 ・形式的なものにとどまる限り、民事・刑事 ・行政の

各事件の裁判 に付随してはじめて違憲審査権が行使され る事態に変化はな

いということである 400。そして、宍戸常寿にとって、違滋審査権は行政事

件の裁判と閉じように、司法権の統合された本質的部分と理解されること

となる 。

そして宍戸は「法律上の争訟 j 概念、の範囲を新たに画定することによっ

て、司法権の制限を突破しようと試みている 。 すなわち、付随的違憲審査

制の Fでは、「法律上の争訟」は司法審査を発動する伝統的な構造である 。

ここでいう「法律上の争訟 j は f実定訴訟法ヒ J と同じ怠味で理解されて

きた。 さらに、国民の具体的権利 ・利 益は「実体訴訟法上」定められたも

のであるという考えが支配的であり、述。t法＝窓法上の権利は度外視されて

きた。

日本国憲法制定後 、民事裁判、刑事裁判、行政裁判そして憲法裁判の総

和として憲法上の司法権を構成する試みを一通説が裁判所による法的統制

にとって姪桔となった現在ーもう 一度生かしてみることを提案する宍戸は、

司法権とは民事 ・刑 事・行政および滋法の各「事件J の「裁判」の総和で

あるとする 。そして、「憲法事件」とは何かについて次のように述べている 。

つまり、民事 ・刑事 ・行政の各「事件J のコアの共通部分は、法の解釈 ・

適用に関する争いであって、当事者の利益を何らかの形で定式化 できる。

そして、憲法の特質は国家権力 から国民の自由 ・権利を保障することであ

るため、①；革法 3章の解釈・適用に関する 争いであって、②国民 の権利 ・

利誌にかかわるものが慾法事件のコアに位置すると考える 。その典型的な

例は「憲法上の権利 j を侵害された国民が裁判的救済を求めるといったこ

とであり、これは f憲法上の権利 」規範が直接に国家と国民の権利義務関

400 宍戸・「司法のプラグマティク」前娼注 396)28頁。
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係を規律する実体法であるという観念を前提としている 。

第三節 違憲審査制の政治的構築

日本の違憲審査制の歴史を見ると、現在に至るまで、異なる政治的環境

に三度おかれてきた。 ここで 三度というのは、それぞれの政治的環境にお

ける諸政治的アクターが異なる点に注目している。ザ1jえぱ、違窓審査制の

第一 次政治的構築期における主な政治的勢力は、ほかでもない戦後占領勢

力であり、田中耕太郎長官時代の違憲審査制の消極化の枠の形成を促した。

第二次政治的構築期における主な政治的勢力は、安保条約の改定を目指し

た岸政権と裁判所をその闘争の道具として用いた社会党の二大勢力である 。

第二期においては、違憲審査制を 「衝突回避の場j として利用しようと試

みた砂川事件がある 。 第三次政治的構築期は、第 二期とやや重なるが、下

級裁判所の活発な違滋判断にけん引され、最高裁判所が積極化を見せ始め

る時期であり、主な政治的的勢力はその後長期政権を確立させる自民党で

ある 。 第 三期において f司法の反動化 j を阻止する自民党の動きによって

最高裁判所は第一期に作 られた 消極化の枠内へと後退する 。

日本の違憲審査制の判例の軌跡から、 j忌・高裁判所が出発期においては、

占領勢力の制限下で支配府の国策に協力的な「消極化」が形成され、その

後いったん下級裁判所の活発な動きにけん引されて判断手段も多様化し積

極的な姿勢を示 したものの、支配！習の警戒感をかい、「消極化」の枠に逆戻

しされたことは明らかである 。従 って 、日本の最高裁判所の 「消極化Jの

主要な原因は、主に政治的多元性が存在せず、政治的部門の権威に由来す

ると言っても過言ではなかろう 。 政治部門、特に政権与党内において裁判

所に持ち込んで解決するほどの「衝突」がほとんど存在しなかったことに

加えて、政権外の野党にとっても裁判所は使いにくい道具であったと思わ

れる 。

一 違憲審査制の第一次政治的構築

1 I衝突回避 j 機能とその失敗

Fl本の違憲審査制の出発期において、その性格と機能を決定づけた判決
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として響察予備隊事件最高裁判決（最大判昭和 27年 10月 8日民集 6巻 9

号 783頁）があり、支配的見解の基礎となっている 。 本判決は最高裁判所

によって出されたため、重要視されているに間違いない。しかし、日本の

違憲審査権は各裁判所及び各裁判官に与えられており、特に違憲審査制の

山発期において最高裁判所の判断のみに重点をおくことは、下級裁判所に

おいて果たされた「衝突回避Jの役割を見落としがちである 。 下級裁判所

が「衝突回避の場j として働いた典型例としては昭和 27年東京地方裁判

所が下した皇居外苑使用不許可処分取消等誇求事件判決があげられるだろ

フ。

① 事件背景及び概要

周知のように、ポツダム宣言受託以来アメリカは 6年 8か月という長い

年月にわたって、日本の政治、経済、その 他 あらゆる領域において管理政

策を実施した。 管理政策は日本の軍国主義を絶滅させるための非軍事政策

と、民主的日本を再建するための民主化というこつの目的を掲げていた。

この 二つの目的の下で、日本において軍備の Jj~ 止、軍需品生産の廃止、公

臓追放等の一連の政策が実施され、日本国内のあらゆる組織、制度に対し

て改革を行われた。

民主化政策の下で、日本の人民民主主義のエネノレギーは解放された 。

GHQも当初は、人民この力を借り、日木の民主化を推し進めていた。同H寺

に、占制改革の終了に伴い、このような人民民主主義運動も政権側にとっ

て到底容認しえないものとなった。 占領改革の必要に応じ、可能な限り拡

大して行った人民民主主義は、皇居外苑使用不許可処分取消等詩求事件判

決の結果として 1952年の「血のメーデー事件Jによって最盛期を迎えた。

皇居外苑使用不許可処分取消等請求事件（最大判昭和 28年 12月 23日

民集 7巻 13号 1561頁）の事実の概要は以下の通りである 。原告である日

本労働組合総評議会が昭和 26年 11月 10日に、被告厚生大臣に対して、

昭和 27年 5月 1日メーデーのための皇居外苑使用許可申訪を行った。 厚

生大臣は翌年の 3月 13日に不許可処分を行った。 原告は、本件処分が窓

法の保附する表現の自由の精神に照らして解釈されるべき、皇居外苑の管

117 



理に関する「国民公園管理規則lJ の 4条を誤 って適用したものであり、ま

た憲法が保障する団体行動権を侵害したとして 、東京地方裁判所に訴えを

起こした。

② 判 決

第一審の東京地裁（東京地裁昭 27・4・28（行）第 22号）は、集会、示威

進行のため公園を使用することは［公共の ために供する j という皇居外苑

の本質に違反しておらず、公闘本来の機能を若干害していてもその使用は

許され るとして、木件不許可処分を取り消した。 しか し、第二審は使用申

請をした日が経過したため、「判決を求める実益がなくなったJとして棄却

した。最高裁も二審と同じく「法律上の利益を喪失した J とし、 「なお、念

のため J という形式で本件不許可処分は違法ではないという実体判断を下

した。

本析では、違憲審査制の「衝突回避の場」としての役割という視点から、

主 に第一審である東京地方裁判所の判決を 主要な対象として分析したい。

東京地方裁判所は主文において「右の不許可処分は、これを取消す。原告

のその余の請求は、これを棄却する。」という 判断 を下した。判決の主な理

由は以下の通りである

「1、皇居外苑は固有財産法第 3条第 2頃第 2号にいう公共福祉用財産

に当り、被告厚生大臣の管理に属するものである（固有財産法第 5条、厚

生省設置法第 8条 第 17号）。被告厚生大臣はその維持管理のために、 llB和

24年 5月 31日厚生省令第 19号「国民公園管理規則 J（昭和 25年 6月 24

日同省令第 33号で一部改正）を制定した。 －一・・・被告のした前記不許可処

分は、原告の申請に対し許可を与えないことを内容とする行政処分である

といわなければならない。

2、憲法第 21条第 1項は、集会、結社及び言論、出版その他一切の表

現の自由を保障している。即ち国民の、集会、結社及び一切の思想表現の

ためにする行為は、基本的人権の ー っとして憲法の保障するところである 。

厚生省令をもって、 この集会の自由（示威行進も集会のー穏とみるべきで

ある）そのものを制限することができないことは、いうまでもない。
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－もし国民公圏内において無秩序に集会等が行われることがあれば、

混乱に陥ったり、公園の施設等に損傷が生じたりして公園本来の機能を害

する結果を招くようなことがないとも限らないから、厚生大臣は、さよう

なことのないように公闘を管理し、管理者としての責任を全うしなければ

ならない （傍点引用者）。

3、皇居外苑は、 さきに一言 したと おり、 固有財産法第 3条第 2項第 2

号にいう公共福祉用財産であり、 国が公共の用に供したも のである。

4、メーデーは勤労者にとって年に 1度の祭典である 。 一勤労者が、

毎年 5月 1日を期して 勤労者の団結を固め、

のうちに集会及び示威行進を行うことは、

その威力を示すために、 平和

当然憲法第 21条 の保障する集

会や表現の自由に包摂されることはいうまでもな いが 、更に勤労の尊厳に

ついての勤労者の自覚を促し、 それに対する 一般国民の尊敬を高める意味

において、 公共の福祉にも適するものということができる 。 ・…原告総評

議会は労働者の団体としてわが国最大のものであり、そして間体的活動に

おける暴力的破壊的な行動（殴る、蹴る、 i祈る等）を厳に戒めて今日に至

った組織体であることは、国民の 間に あまねく知られていることである（傍

点引用者）。 －原告が木年度にお いて 行おうとするこの 中央メー デーは、

わが国の代表メーデーとして、国民的行事ということもでき、それが秩序

整然と、かっ相当の規模と効果をもって行われることについては、むしろ

国民的利益があるといえよう （傍点引用者）。

5 本件不許可処分は、 上来説明してきたところで明らかなように、 国

民公悶管理規則の適用を誤り 、ひいては集会等の自由を保障した憲法第 21

条の規定に違反した違法があるものというのほかなく、 その取消を求める

原告の詰求は結局において理由があるわけである 。j

③ 「衝突回避の場」 としての役割

従来の憲法学説では、 皇居外苑使用不許可処分取消等請求事件判決に関

して、 滋法の保障する表現の自由と集会の自由と結びつけて論じることが

主であった。他方、本件事件に関する東京地方裁判所の判決が下された後、

このような憲法学説に対しては、 兼子ー から厳しい批判を受けることにな
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る。 この批判に対して憲法学からの返答ないまま今日に至 って いる 。兼子

の批判jの主な内容は次の通りである 401 ：「 一、元来行政庁が固有財産を管

理するについては、法律が特に制限しない限りは、私人その他の第 三者に

対して国を代表して全権限と責任を持つ点で、私人がその財産を管理する

のと同様とみるべきである 。 －－－－－その使用許可の 申請 は契約の申し込みに

当たり、これに対する許可があって始めて使用権が与えられるのである 。

故に許すといっても警察許可のように、 一般の禁止を前提としてこれを解

除する行政処分ではなく、使用申込の承諾である 。二 、次に憲法二一 条の

集会や表現の自 由の保障は、いわゆる自由権的 自然的人権を認めるもので、

国家権力の干渉に よって侵害されることに対する 保障に止まり、国家に対

して特別 の利益や便益の供与を要求する恨拠となるものではない。 ……本

件 で問題 となっている公園の特別使用は、前述するように、 個人 が本来有

する権利 の回復ではなくして、一・ …集会等の自 由 とは全く無関係 なもので

ある。三、要するに、民 主国家法治国家といっても 、民主主義の実現や人

権 の擁護についてのあらゆる 問題のすべてが 、法律問題として司法権行使

の対象となるわけではなく、……裁判所が余り気負い過ぎて、無意識のう

ちにこの権限を逸脱することは、自ら政治的責任を負わなければならない

こととなるのであって、司法のためにも採らないところである。 J

上述で紹介したように、兼子は主に 三つ の理由を挙げて東京地）j裁判所

の判決を厳 しく批判した。 特に、第三の理由は司法権を行使する裁判所が

政情的 に解決されるべき事柄 に関して干渉すべきでないとするものである 。

しかし、裁判所は本当に政治的に解決すべき 問題 に介入してはいけないだ

ろうか。否 、そもそも裁判 所は、政治の場に常に介入しているということ

は事実として否定できない。本件の場合でも 同じことが 言 えると忠われる 。

1952年の平和条約の締結により日本は独立したが、 「全国各地で暴動事

件が頻発し、その様相も騒乱の性格を帯び、税務署や職業安定所などの製

ii殺事件、東大ポポロ事件にみられるように大学自治問題を契機とする学生

401 兼チ ー 「メーデー皇居前広場使用不許可の取 消判決 について」季刊 労

働法 5号（ 1952) 103-llO頁。
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と｛：1察との衝 突事件なども発生していた 402j と言われるように、本件事件

は非常に不安定な社会状況の下で裁判所に持ち込まれたものである 。 実際

本件事件判決によって誘発された 「血 のメ ーデ一事件」 はこのような

不安定な社会状況の頂点となった。 なぜ裁判所はこのような不安定な社会

状況の中で、 積極的に本件事件に介入したのか。 それは、 一審判決が延々

と 「本件事件における公園の使用申請者は平和な団体であり、しかも、 そ

れが秩序整然と、かっ相当の規模と効果をもって行われることについては、

むしろ国民的利 益がある（傍点 引用者）」ことを力説している点に意味があ

るように思われる。なぜなら、「本来この事件は政府が裁判所の判決を尊重

していたら起こらなかった （傍点引用者） 403 J と言われるように、 裁判所

の介入によって 「武装メーデ－ 404」 は避けられたかもしれない。 しかし、

結果的に政府は裁判所の判断に服すことを拒否した。 政府は共産党の武力

闘争の主張と行動が世論の支持を失いつつあることを認識し、 他方で共産

党に対する抑圧も効果があった 405からである 。実際、 吉 田首相の 「抜き打

ち解散J後の選挙で、 共産党は全議席を失っている 。 政府は裁判所の妥協

案に応じる必要は全くなかった。 こうして裁判所の 「衝突回避の場」 とし

ての役割は、 各政党問の力のアンバランスにより失敗に終わった。 裁判所

に対する権威体制は既に出来上がっていた。

2 占領権力という権威体制

戦後日本は、 アメリカによる占領勢力の下で政治改革、 社会改革、 民主

化の推進等の課題を促進した。 日本における違憲審査制も、 日本国憲法制

定とともに導入された。 しかし、 出発却！において占領権力の支配と監視下

にあったことが、違憲審査制の「消極化」の原形であるとも言われている 4060

•102 藤本一美『戦後政治の争点』（専修大学出版局 2000) 118頁。

40a 森川金寿『昭和人権史への証言』（n寺事通信社 1980) 64頁。 また、

川村俊夫編『ドキュメント憲法の戦後史』（大月苦：店 1982) 99頁。

404 信夫清三郎『戦後日本政治史 1954-1952N』（勤草書房 1967) 1432 

頁。

405 大森弥f第三次吉田内閣J林 ・辻編『日本内閣史録五』（第一 法規 1981) 
227頁。

406 渡辺 ・「日本国窓法『改正』史 j 前掲注 358)175頁。
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さらに、 占領権力は違憲審査制の 「消極化J の直接的な原因となっただけ

にとどまらず、 違憲審査制が活発化する前提条件である政治的環境をもな

くしたからである 。

① 管理法令という制約

日木は 1945年 8月 14日にポツダム宣言を受諾し、それを遊守すること

を認めた。 新たに制定される憲法にとって、 占領権力は指導者となり、 ポ

ツダム宣言 はその理念となった。しかし、「ポツダム命令体系の基礎法とし

ての ポツダム勅令は、 すでに旧芯法下においても違憲論と出会わなければ

な らなか ったが、新憲法においてはなおさらであった 407J といわれる通り、

1948年 7月 31日の政令 201号の合憲性が争われることとなった。 政令

201 号同：、 公務員に保障されていた労働 三権を制限するものであった。 政

令 201号は公務員の 団 交 権 ・争議機を奪い、 そ の 違 反 に 対 し てm！~ IJ を設け

ていた。何より、 政 令 201号は占領勢力の最高司令官マッカーサーの芦田

首相 あ ての書簡に促されて制定されたものであった。

政令 201号に関して、 最高裁は次のように述べた。 すなわち、 「緊急勅

令が命令に委任した立法の範囲は後半である 。 しかしながら、 降伏条項の

誠実な実施はポツダム宣言 の受諾及び降伏文書の調印に伴う必然の義務で

あり その実施が広範で且つ迅速を要することを考慮するとき、 緊急 勅令

が委任立法の範囲を 『ポツダム 宣言 ノ受諾ニ伴ヒ連合国最高司令官ノ為ス

要求ニ係ノレ為特ニ必要アノレ場合』 と定めたことはまことにやむことを得な

いところであって、 これを目して ｜円 芯法第八条所定の要件を逸脱したもの

と言 うことはできない」（最大判昭和 28 年 4 月 8 日刑集 7 巻 4 号 775 頁）

と、 「巴むえぬ合憲論 408J を打ち出し、 極度に自制したのである 。 従 って

占領期において、 「違憲審査の対 象が、管理法令であろうと、また園内法で

あ ろう と、 それらの法令の背後 に占領権力の強い意志が容易に推定される

限り、 それらに対して憲法上の審査を加え違憲と断じることは同じよ うに

407 奥平！束－弘「占領と憲法」 法律 時報 41巻 5号（ 1969) 

408 向上、 15頁。 また、渡辺・「日本国憲法『改正』 史」

-186頁。
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困難なことであった。 （傍点は原文） 409 J 

② レツトパージという制限

占領期における、連合国の日本占領政策の重要な目的の一つは、日本の

軍国主義、国家主義を排除し、民主的で平和的な政治社会を確立するもの

である。そのために 、 ポツダム宣言第 6項は、 f吾等ハ無責任ナノレ軍国主

義カ世界ヨ リ駆逐セラノレノレニ至ル迄ハ平和、安全及正義ノ新秩序カ生シ得

サノレコトヲ主張スルモノナノレヲ以テ日本国国民ヲ欺n萌シ之ヲシテ世界征服

ノ挙ニ出ツノレノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレサ

ノレヘカラス 410J と語っている。この方針を実現するために、連合国がとっ

た手段は人事の粛正 ・追放であった。このような考えから、連合国は 「日

本の占領開始後間もなくの頃から、日本政府に対し、数多くの追放に関す

る指令（党書）を発し 4I I Jた。そして、多くの覚書が発せられる中で、最

も注目を 引いたのが 「好ましくない人物の公職よりの除去に関する覚書（以

下公職追放令と表記）」であった。 公職追放令の要求は、「第一に、公職よ

りの罷免と 一切の官職よりの排除（締出し）であり、第 二 に、帝国議会議

員、地方長官または市長候補者たる資格の剥奪および此族院よりの除去で

あり、第三は、この党件の実施の雌保のための各種の措置である 。 412」

連合国の上のような要求によって、昭和 22年 5月 24日に成立した片山

内閣は農相に任命された平野力 三 を、上の党合に該当すると指定し、罷免

した。平野は片山首相を被告にして指定の無効確認を求める訴えを提起し、

併せて地位保全を求める仮処分の申請をした 413。これが有名な「平野事件J

~09 渡辺・「岡本国憲法 「改正』史」前掲注 358)176 頁。
4 I 0 外務省編 『日本外交年表並主要文書』下巻 （原書房 1966）。

4 I 1 田中 二郎 「平野事件J問中 二郎ほか編『戦後政治裁判史録 1』（第一法

規 1980) 172-173頁。また、田中二郎「平野問題と裁判権」日本法令

研究 22号（ 1948)75-81頁参照、問中 二郎『司法権の 限界』（弘文堂 1976) 

95頁。田中 二郎「平野事件一公職追放と司法審査」同『日本の司法と行政J
（有斐 閣 1982) 160頁参照。

4 12 田中 ・f平野事件J同上、 174頁。

cl 13 宮崎良夫「平野事件 Jジュリスト 900号（ 1988) 34ー 35頁。米沢広一

「平野事件一 占領時代の裁判権」法学教室 121号（ 1990)42-43頁。岡

田正則 「平野中件一公職迫放と行政訴訟法制の転轍J法学教室 349号（ 2009) 
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である 。

東京地裁は、「右指定の効力は、申詩人から被申詩人に対する右指定

の無効確認、等の本案判決確定にいたるまで、その発生を停止する」と決定

した。 しかし、この決定に対して、政府は「（ア）東京地方裁判所のとった

措置は、裁判所の仮処分手続によって政府の行政権行使を制約するという

権力分立の原則に違反する憲法違反であること、（イ）裁判所には公職追放

という至上命令を制約するような事件を管轄する権限はない 414」という声

明を出すとともに、衆議院と東京地方裁判所に通告した。 そして、占領勢

力も介入した。 連合国総司令部政治部長ホイットニーは、最高裁判所長官

に対して「公職追放令」の実施に関して裁判権を有しないと 指摘し 415、そ

の日の夜最高裁判所長官は、「東京地方裁判所の仮処分の決定は裁判権のな

いものの裁判として無効と認める J という旨の談話を発表した 416。その後、

最高裁判所 はほかの事件判決（最 大判昭 24.6.13刑集 3巻 7号 974頁）に

おいて、 「党？？該当者として仮指定したことが、 中央公職適否審査委員会又

は内 閣総理大臣の錯誤に基づいてなされたか否か…… を審判す ることの権

限は、日本の裁判所に属さなしリと判示した。

この事件は、行政訴訟法にも大きな影響を与えたものである 417が、本稿

ではその後の日本の司法の「消極化 j にいかなる影響を与えたかを検討す

る。「平野事件Jは占領権力という、裁判所にとって非常に権威的な存在を

明らかにした。

「公職追欣令Jのもう 一 つ流れは、レット パ ージ裁判であろう 。 レット

ーパージ裁判において、裁判所は、管理法令を合意とするために今まで用

いてきた 「やむを得ぬ合憲論 j に代わり、新たに f超 j益法的効力論 418J を

11-12頁。 また、栗原広美『平野追放の真相』（風間古店 1948）参照 。

<114 田中・ f平野事件 j 『戦後政治裁判史録 1』前掲注 411)180頁。

<115 最高裁判所事務総局 裁 判 所H寺報 5号（ 1948) 1頁。

416 田中・ 「平野事件」『戦後政治裁判史録 1』前掲注 411)183頁。

4 17 佐藤竺「行政事件訴訟特例法の立法過程J鵜飼信成編『行政手続の研

究』（有信堂 1961) 239頁以下。また 、高柳信一「行政訴訟法制の改革」

東京大学社会科学研究所編『戦後改革 4司法改革』（東京大学出版会 197 5) 

336頁以下。

418 問中 二郎「ポツダム緊急勅令をめぐる進出論 J 公法研究 1号（ 1949) 4 

頁以下。
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採用した。 いずれの手法も裁判所の自制を厳しく要求するものであった。

レッ卜パージの直接の原因はマッカーサーから吉田に宛てた書簡である 。

このレットパージにおいて、約 1万 2000名 が職場 から追われたと言われ

ている 419。多くのレットパージ判決は「超憲法的効力論」を唱え、管理法

令の合意性を導いた。

占領期 において、占領権力が裁判所にもたらした影響は、違憲審査権の

「消 極化」の原形を作り出しただけではない。もう 一つの影響は、「公職追

放令 j が政治的多元性を抑圧したことであるように思われる 。つまり、「占

領下における諸政治勢力は何れも占領軍の支配の正統性を承認し、その支

配に甘んじたから、占領下の数年間に亙って政治闘争は明確な枠の中での

み行われた 420。J また、旧秩序の崩壊と戦後改革によって、「占領権力が意

図した資本主義的再建という枠組み自体をも揺るがすような人民の民主主

義的エネルギーをも同時に 開欣し たのである 。 もっともそうしたエネノレギ

ーは、改革の初期にあっては、占領権力にとって必要なものであり、彼ら

はその限りでそうした運動を容認したが、課題が改革から再建へと移行す

るに従い、 こ うした運動は、支配側にとって到底容認しえないものとなっ

ていった叫lj、従って「占領権力にとっても、また i_j本の支配用にとって

も、戦後的秩序の創出による人民の運動の 一 定の枠内への抑え込みが必須

の課題となったのである 422J と言われるように、占領権力も当時の日本の

支配権力も、きわめて権威的にやり方で、政治的多元性を拘lえたのである 。

占領期が終了すると、最高裁判所も「巴むえぬ」合滋論を放棄し、「超憲法

的効力論Jをl唱えるようになり、また政令 325号を違憲無効と判断するに

至った 423。 しかし、占領権力によってイデオロギー的多元性が消滅し諸政

党は、戦後片山内閣という不安定な時期を経た後、保守合同によって再び

整理され、長期安定政権、「殆んど保守独裁というべき長期的な権力の集中

419 丸山健、中谷実「レットパージ事件J 田中 二郎ほか編『戦後政治裁判

史録 u（（第一 法 規 1980）収録、 465-485頁。

420 長尾飽一 『思想としての日本国巡法史』（信 山社 1997) 185頁。

421 渡辺 ・I日本国憲法『改正』史 j 前掲注 358)196頁。

422 同上、 196頁。

423 長谷川正安『窓法判例の体系』（勤草苫房 1966）参照。
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が出現した 4240J 

3 最高裁判所の自己利益保護

第一 次政治的構築期における主な政治的勢力は、占領勢力であった。 こ

の時期には、さまざまな政治的性格 の事件が裁判所に持 ち込まれた。その

ため、最ー l市裁判所をはじめとする司法部においては、内閣か国会との問だ

けではなく、占領勢力とも緊張関係が高まっていた。例えば、前述した平

野事件は司法と内閣、占領勢力との対立を生んだ典型例である 。 国会との

関係で最も有名な例は、 1948年 5月に、参議院司法委員会が国政調査権に

基づいて「裁判官の刑事事件不当処理等に閲する調査 j を決議し、裁判 q-1

の事件に対して始めた調査である。この調査に対して、最高裁判所は政治

による司法への介入であると対決 した。司法権の独 立を 主張し、「最高裁判

所の自己利鈍保護Jを求める却Jきは、 1950年に 三淵忠彦長官の 引退 を受け

て、最高裁第 二代長官となった田中耕太郎から始まる 。

今までの研究では、主に、田中の司法権の独立を厳格に擁護すべきであ

り、その独立は、単に政府に対してのみならず、世上の俗論に動かされる

ことなく、社会に存在するあらゆる政治勢力に対しでも主張されなければ

ならないという主張をもとに、彼は、まず第一 に、司法の権威の確立、第

三に、政治部門というより、彼自身の思想信条から「赤色インベリアリズ

ムj 的な政治的勢力、ジャーナリズム等の社会的勢力からの独立を唱えた

とされてきた 425。 しかし、 問中 の司法権独立の主張は、政治勢力 と距離 を

置く司法の白律のみを意味するものではない。彼の主張のもう 一つ重要な

含意は、日本国憲法の下で司法が獲得した利益を、司法システム全体とし

て守ることである 。 そのために構築されたのが、司法内部の人事コントロ

ーノレシステムである 。

すでに述べたように、戦後まもなく、 I訟向裁判所に対する政治的圧ノJは

占領勢力にとどまらず、国会の調査権の発動等といったものもあった。 ほ

424 長尾・『思想、としての白木国憲法史』前掲注 420)192頁。

425 さしあたり樋口・『比較のなかの日本国芯法』前掲注 293)150-152頁。

また、渡辺・「 日本国 j益法『改正』史 J前掲注 358)210-211頁等がある 。
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かにもここで特筆すべきなのは、 1957年 の裁判所法改正案である。この法

律改正案は、 7000件の案件が最高裁判所に滞留していることは人権侵害に

つながると意識した日本弁護 士連合会が 1953年に出した「裁判所法等の

一部改正に関する意見書J426から始まり 、さ らに翌年に衆議院法務委員会

が裁判官の増員、大法廷の増設等を内容とする「最高裁判所機構改革要綱

案 j を発表することに端を発するものである 。 このような流れを受けて、

1957年に、衆議院法務委員会で、当時二大主流政党であった自民党と社会

党は一致して、「最高裁判所機構改革要綱案」に修正を加えることに合意し

た。 当然、当時において、自社二大政党は最高裁判所に対 して、ぞれぞれ

思惑があったであろうが、問題は、この改正案に対して最高裁判所は司法

権の独立をもって対立する以外に方法はなかったことである 。最高裁判所

は断固としてこの改正案に反対した。

上述のような政治の状況に対抗するため、問中は、①法曹界に対して結

束を呼びかけ 、一体となって司法をバ ックアップし、サポートする体制を

訴えた ，127。そし て、②裁判官人事体f!Jljを構築 し、 外部 に対して司法システ

ム全体が 一体となることでその利益を守った。1957年は戦後新しくスター

トを切った裁判所が 10周年を迎えた年であり、多くの裁判官にとっては

任期満了の時期であった。 この任期満了の時期lを利用して、最向裁判所は

司法システムの一体化を図った 裁判 官人事システムを 構築 したのである

4280 司法内部においては、人事システムが構築されたのに対して、この時

期の判例は「公共の福祉論」を 用いて政府の判断を追認するものが多かっ

た。

例えば、この時期における審査方法として、内容をもたない抽象的なド

グマ 429ー「公共の福祉J 審査方法ーが 二つの側面を持って登場する 。「一

つはともかくも「立法権の優位Jを否定し人権保障を推進するという変革

-126 最高裁判所事務総局情報科「最高裁判所十周年記念行事j 法曹第 84号

(1957) 84頁。

427 牧原出「政治化と行政化のはざまの司法権一 最高裁判所 1950-1960 

-J 公共政策研究第 6号（ 2006) 24頁。
428 同上、 25頁。

429 小林武 「わが 国違憲審査制五O年の軌跡と課題（ 二）南山法学 22巻 2

号（ 1998)4頁。
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的な契機である（傍点原文） 430。」明治憲法に較べれば、法律の内容を実

質的に審査するということは、外観的にも画期的、進夢的であった。半IJ例

は国民の憲法上の権利を全く否定したわけではなく、重要な人権 ・権利に

ついては積極的に認めていたのである。 1948年の死刑合憲判決（最大判昭

23・3・12刑集 2巻 3号 191頁）において、最高裁判所は次のように語っ

ている 。「憲法 13条においては、すべての国民は個人として尊重せられ、

生命に対する国民の権利については、立法その他の国政上で最大の尊重を

必要とする旨を規定している 。 しかし、同時に同条においては、公共の福

祉という基本的原則に反する場合には、生命に対する国民の権利といえど

も立法上制限乃至剥 奪されることを当然予想、しているものといわねばなら

ぬ。」その後の 1949年の食組緊急措置令違反事件（最大判昭 24・5.18刑集

3巻 6号 839頁）においても、「新憲法の保障する言論の自由は、旧訟法の

下に於いて、日本臣民が『法律ノ範囲内ニ於テ』有した言論の自由とは異

なり、立法によっても妄りに制限されない ものであることは言うまでもな

い。 しかしながら国民はまた、新窓法が国民に保障する基本的人権を概用

してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する点任

を負うのである（憲法 12条）その故、新芯法の下における言論の自由と

いえども、国民の無制約な恋意のままに許されるものではなく、 常に公共

の福祉によって調整されなければならぬのである。Jと判示している 。ま た、

195 7年のチャタレ一事件判決（最大判昭 32・3・13刑集 11巻 3号 997頁）

では、「憲法の保障する各種の基本的人権についてそれぞれに｜却する各条文

に制限 の可能性を明示していると否とにかかわりなく、憲法 12条、 13条

の規定からして、その濫用が禁止せ られ、公共の福祉の制限の下に 立つも

のであり、絶対無制限のものでないことは、裁判所はしばしば判示し たと

ころである …… この原則を出版その他の表現の自由に適用すれば、この種

の自由は極めて重要なものではあるが、しかしやはり公共の福祉に よって

制限される ものと認めなければならない。Jと述べている。この他、公衆の

集団示威運動を国民の重要な自由であると認めながら公共の福祉によって

制限できると言った新潟県公安条例事件（最大判昭 29・11・24刑集 8巻 11

430 奥平・『志法裁判の可能性』前掲沌 344)26頁。
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号 1866頁）、勤労者の団結する権利及び団 体交渉その他の団体行動をする

権利は公共の福祉を反し ない 限り 、立法その 他 の国政の 上で最大の尊重さ

れるべき権利 であると 判示した政令 201号事件（最大判昭 28・4・8刑集 7

巻 4号 775頁）などが挙げられる 。

裁判所のこのような動きは、時の岸政権に迎合的にも見えるが、最高裁

判所は人事権を通じて司法システム全体を統括 して、対外的に一体となり、

その司法の利益を守ったとも考えられる 。 第一次政治的構築期における最

高裁判所は、多くの政治的勢力からの圧力を受けながらも、司法権の独立

を主張して 司法の自作を守りつつ、裁判所自 らの利益を守ることに関心を

傾注した。 そして、構築された裁判官人事システムは同時に、違芯審査を

束縛する枠ともなり、その後も裁判官たちを束縛し続けた。

二 違憲審査制の 第二次政治的構築

違芯審査制の第二次政治的構築期は、第一次政治的構築 J~l と重なるとこ

ろが多 い。 しかし、この時期の典型的な特徴には、自民党と社会党とい う

二大政党の存在がある。さらに、裁判所は響職 法の改正とそれに対する反

対運動をはじめ、安保闘争における諸政治勢力、例えば政権の座にいた自

民党内における岸に代表される主流派とそれに対抗する反主流派、また岸

政権の安保条約改定に反対する社会党及びその内部の左右両派、共産党、

そし て院外闘争を繰り広げる全学連と国民会議等の政治的勢力の衝突 のr!-i

心におかれたことである 。1958年の警職 法改正案に対して、当時の社会党

は激しい反対を示し 、自民党も内紛に陥ったため、国会機能がマヒし た。

自民党は国会を正常化 させ、その優先課題である安保条約改定を進めるた

めに 、 自社両党の党首会談により 、警l限法改正は審議未了とされ、事実上

社会党の院外の国民会議闘争と院内闘争が勝利した形で終わった。その後、

件職法闘争の終結に伴って、社会党及びその国民会議はその大衆運動のエ

ネノレギーを安保闘争に移した。「一九五八年の響職法反対闘争が安保闘争の

事実上のはじまりを意味したとすれば、五九年の東京地裁と最高裁、 二つ

の砂川｜事件判決は、安保問題 の憲法的意義を国民に教え、安保闘争へ の関
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心を激しくかきたてる、安保闘争の序曲をなすものであった 431」 と言われ

るように、社会党による反対運動は、院外運動と院内運動、そして裁判闘

争の 三者から構成されていた。社会党は護憲平和主義を掲げ432、そして、

その闘争方針は「合法最大限の院内闘争 433J であり、また、 1959年 11月

27 日の全学連による国会乱入を 「暴走 J であると批判した 434ということ

から考えれば、その闘争は始まりから終わりまで憲法の枠内で闘争を行お

うとしていたことが分かる 。裁判闘争はその一環であった。

この時期！は裁判所にとって、まさに活発に活動できる政治的環境が整っ

たように思われた。 しかし、最近公表された外交公文書435によれば、砂川

事件において最高裁判所に対して圧力かけたのは、やはり当時の政権与党

自民党岸政権とアメリカであり、最高裁判所は「統治行為論 j と「 一見極

めて明白の基準j を用いて、現状維持的な方法で事件の処理をはかった。

1 砂川事件と 二つの判 決

この時期において、裁判所が政治的勢力の衝突に巻き込まれた事件の典

型は、砂川事件であろう 。事件の概要は次の通りである 。1955年に米軍立

川飛行場を拡張することが計画され、その七地収用対象地域の砂川町で町

議会が全員一致で反対を決議し、労組、学生、市民を含む反対運動が行わ

れた。 しかし、 1957年に国が拡張のための iflij盆を強行したため、抗議行動

をしていた集団の何人かが飛行場境界柵を引き抜き、中に一 時間ほど立 ち

入った。9月 22日に旧日米安保条約 3条に基づく行政協定に伴う刑事特別

法 2条違反容疑で被逮捕者が出た。そして、 10月 2口に 7名が起訴された。

431 長谷川正安『憲法現代史 ［下］安保と芯－法』（日本評論社 1981)506頁。

432 新川敏光『i協後日本政治と社会民主主義』（法律文化社 1999) 59頁 0

433 歴史学研究会編『日本 同時代史 3 五五年体制と安保闘争』 （青木書
店 1990) 279頁。

4 3<1 原彬久『戦後日本と国際政治一安保改定の政治力学』（中央公論社

1988) 437頁。 また、抜本守『社会党 ・総評ブロック ー その形成 ・発展と

崩壊過程』（日本評論社 1981) 62頁。

435 新原昭治、布川玲子訳「砂川事件『伊達判決』に関する米政府解禁公

文書 J法学論集 64号（ 2010）、また布川玲子、吉永満夫、吉沢弘久訳 「安

保条約改定交渉関連外交文書にみる砂川事件『伊達判決』J法学論集 66号

( 2011）参照。
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第一審の東京地裁は被告全員を無罪とした（一般的に伊達判決と言われる、

東京地判 1959（昭和 34) 3・30下刑集 1巻 3号 776頁）。その理由は、①

憲法 9条は、自衛権を否定しないが、 ……、戦力の保持をも 一切許さない

ものと解釈される、②安保条約により我が国が自国と直接関係のない武力

紛争の渦中にまきこまれ、戦争の残禍がわが国に及ぼぶおそれが必ずしも

絶無とはいえない。従って、日米安全保障条約によってかかる危険をもた

らす可能性を包蔵する合衆国軍隊の駐留を許容したわが国政府の行為は、

日本国滋法の精神に惇るのではないかとする疑念も生ずるのである、 ③わ

が国が外部からの武力攻略に対する自衛に使用する目的で合衆国軍隊の駐

留を許容していることは、指揮権の有無、合衆国軍隊の出動義務の有無に

拘 らず、日本 国憲法第 9条第 2項前段によ って禁止されている陸海空軍そ

の他の i協力の保持に該当するものといわぎるを得ず、結局わが国内に駐留

する合衆国市隊は憲法上その存在を許すべからざるものといわざるを得な

いのである、④合衆国軍隊の施設又は区域内の平穏に関する法益が 一般国

民の同種法益と同様の刑事上、民事上の保護を受けることは格別、特に後

者以上の厚い保護を受ける合理的な理由はやJ等存在しない、⑤国民に対し

て軽犯罪法の規定よりも特に重い刑罰 をもって臨む刑事特別法第 2条の規

定は、前に指摘したように何人も適正な手続によらなければ刑罰を科せら

れないとする憲法第 3 1条に違反し無効なものといわなければならな い、

等である 。

上述の東京地裁判決に関して、国はi詮高裁判所に飛臨上告した。そして、

最高裁判所は次のような判決を下す（最大判昭 34・12・16刑集 13巻 13

号 3225頁）すなわち、憲法第 9条は日本が主権国として持つ固有の自衛

権を否定しておらず、同条が禁止する i協力とは日本国が指櫛・管理できる

i協力のことであるから、外国の軍隊は戦力にあたらない。 したがって、ア

メリカ市の駐留は憲法及び前文の趣旨に反しない。 …… 本件安全保障条約

は、前述のごとく、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関

係をもっ高度の政治性を有するものというべきであって、その内容が違芯・

なりや否やの法的判断は、その条約を締結した内閣およびこれを承認した

国会の高度の政治的 ないし自 由裁量的判断と表裏をなす点がすくなく ない。
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それ故、右違患なりや否やの法的判断は、純司法的機能をそ の使命とする

司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質 のものであり 、従って、

一見極めて 明白に違憲無効で あると認められな い限りは、裁判所 の司法審

査権の範囲外のものであって、それは第一次的には、右条約の締結権を有

する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局

的には、主権を有する国民の政治的批判に委ねられるべきものであると解

するを相当とする 。

2 衝突回避場と 二つの回避方法

上述の砂川 事件の東京地裁と最高裁判所の 二つの判決に関して、長谷川

正安は［東京地裁にそのような政治的考慮を期待するのは、裁判というも

ののもつ厳格 な法的規制を無視した無理な注文といわなければならない。

たとい、つぎにのベる最高裁判決が、いかに政治的なものであったとして

も •1 36Jというように、段高裁判所判決は非常に政治的な考慮のあったもの

であることは、 2008年 4月 29日に機密指定を解除されたアメリカの公文

古の制査からさらに 明 らかになった 437。では、なぜ東京 地裁 と；最向裁判所

の二つの判決に大きな差が生じたのか。 それは、当時の政治的圧力を東京

地裁に比べ最尚裁判所は、より直接に受けていたゆえであろう 。

東京地裁判決は、「ストレートに安保条約の合志性についての審査を行

い、違憲ーの判断を下した 438j のである 。 砂川事件判決は 1950年代におけ

る下級裁判所の積極化を代表する判決の 一 つである。東京地裁判決は、何

故政治性の非常に高い、しかも当時において各政治勢力の主要な争点であ

った安保条約に関してストレー トに その合憲性を審査し、違jg（判 決ーまで下

したのか。 それは、規範的な理由を除けば、政権中枢の各政治的勢力の影

響から遠い下級裁判所であるがゆえに、大衆運動側 の主張を受け入れ、違

憲判断が可能であったと言わさる得ない。各政治勢力は最高裁判所を通じ

・136 長谷川 ・『憲法現代史 ［下］安保と憲法』前掲注 431)511頁。

437 毎日新 聞 2008年 4月 30日東京朝刊。

438 山内敏弘「平和主義J樋 口陽一 ・山内敏弘・辻村みよ子、蟻川恒正編

「Jfr版 憲法判例を読み直す 下級審判決からのアプローチ』（日本評論社

2011) 17頁。
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てのみ、下級裁判所に圧力 かけることができることは一本節 三 の 2で詳細

に論じるが ー「偏 向 j 裁判官問題で明らかになる 。

しかし、下級裁判所とは異なり、当時最高裁判所を取り巻く政治的状況

は、社会党等の反対党による全国的大衆運動、そして絶えざる訴訟提起と

アメ リカと自民党岸政権 からの圧 力、特に東京 地裁の砂川｜ 違 憲 判 決 に 対 す

る圧力等といったものであった。 砂川事件に関する東京地裁判決が出され

た後、 1959年 3月 30日の各紙夕 刊は一面トップで報道した ，139。 こ の 報 道

で違憲判決を知ったアメリカ駐 日大使 マッカーサ 一大使 は「 日本政府が迅

速な行動をとり東京地裁判決を正すことの重要性を強調し、……日本政府

がとりうる方策は、①東京地裁判決を上級裁判所に控訴すること、②同判

決を最高裁に直接、上告すること 440Jであると日本政府に告げる 。そして、

日本政府はマッカーサ一大使の指 示通り、最高裁判所への飛躍上告を検討

することになる。 他 方で、マッカーサ一大使は、最高裁長官であった問中

耕 太 郎 と 内諾に会談し、優先的に審理することを約束している 44 I。明らか

に、当時の 自民党岸政権は東京地裁判決を受け入れるつもりはなかった。

しかも、当 H寺の自民党岸政権は、東京地裁判決が出された後、社会党が司

法の尊重を自民党に迫った論埋を逆手に取り、最高裁に上特することでそ

の下した判断に社会党を従わせるものである 442。

最高裁判所は上述のような政治的状況ー圧力の下で、東京地裁の判断を

破棄し、差戻した。 この判決において、最高裁判所は「統治行為論J を用

いて 、 本 件事件は高度の政治性を有するため、司法判断 になじまない、そ

して「終局的には、主権を有する国民の政治的批判に委ねられるべきもの

であると解するを相当とする（最大判昭 34・12・16刑集 13巻 13号 3225

頁） Jという 趣 旨 の 判 断 を 下 し た。最高裁判所が現状維持という解決策をと

ったのは明らかであり 、特に、国民の政治的批判に委ねるべきものとして、

439 山 田 要「新聞論調にみる砂川判決J『律時報臨時増刊『憲法と裁判官』

( 1959) 139頁。

440 新原昭治、布川玲子訳「砂川 事件『伊達判決』に関する米政府解禁公

文書 j 前掲注 435)31頁。

44 1 同上、 39頁。

442 同上、 35頁。
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問題を民主過程に投げ返した。従って、最高裁判所は安保条約に関しては、

「現状維持j の態度をとるこ とで問題の解決を図り、仮に現状維持を受け

入れることができないのであれば、国民の批判に委ねるという こ段階の解

決策を講じたのである 。

違憲審査制の第三次政治的構築

1 下級審の「面服腹背 443」と最高裁のリベラノレ化

第二次政治的構築期とある程度重なる時期に、下級審は活発な動きを見

せ始め、司法積極主義の端緒を見せていた。 その原因はほかではなく、活

発に動き出す社会の変化に対応しようとするものであった。 この時期にお

ける下級審の判断は、上述した砂川事件判決以外にも、東京都公安条例に

関する 一連の判決がある 。公安条例は 1948年 7月 7日に福井市で制定さ

れたことをはじめ、全国に広がった。 その背誠には、当時の全国的大衆運

動、労働者運動の感り上がりに対処するため、公安条例 の制 定を促す GHQ

の勧告があ った444。その後、下か らの大衆運動に積極的に対応するいく つ

かの動きが下級審において現れた。その例としては、 1951年の旧京都公安

条例違憲判決（円 山事件、京都地判 11g26・10・26裁時 94号 3頁）、静｜附

県公安条例に関する東京高裁判決（東京高判昭 29・9・15高刑集 7巻 10

号 1507頁）等がある 。 そして、これらの流れを受 けて、 1954年に＆高裁

判所はその公安条例に関する段初の判決である、新潟公安条例判決（最下lj

昭 29・11・24:JFIJ集 8巻 11号 1866頁）を下した。

新潟公安条例判決をめぐる政治的背景は非常に複雑なものであった。

方、 1953年に 7000件 もの事件が最高裁判所に消：留していることが人権侵

害であると認識され、日本弁護士連合会が「裁判所法等の 一部改正に関す

443 奥平康弘「公安条例をめぐる裁判 J 同編著『条例研究叢書 7青少年保

護条例 ・公安条例』（学陽書房 1981) 99頁。

444 尾崎治『公安条例制定秘史 ：戦後期大衆運動と占領軍政策』（柘値書房

1978）、庄野隆「自由と芯法 ・表現の自由と公安条例について J高知大学

学術報告 26巻社会科学 1号（ 1977) 1-18頁、星野安 三郎 f公安条例の

運用の実態、その変遷」ジュリスト 208号（ 1960)69-71頁、中田直人

「公安条例の本質と機能j 労働法律旬報 350号（ 1959) 3-8頁、高橋修

「公安条例の判 例の動向一 公安条例の沿革j 自由と正義（ 1960) 11巻 3

号 12-24頁などを参照。
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る意見書」を提出したことをうけ、 1954年に最高裁判所も機構改革への意

見書を提出している 。 しかし、最高裁判所が意見書を提出した直後に、衆

議院法務委員会が独自の審議により、最高裁判所の意見書とは正反対の「最

高裁判所機構改革要綱案」を発表している 445。他方 で、裁判所に持ち込ま

た新潟公安条例は、ほかではなく占領勢力の要求によって制定された公安

条例であった。 こうした複雑な背景のもとで、最高裁判所は新潟公安条例

判決を下したと思われる 。

新潟公安条例判決（最判昭 29・11・24刑 集 8巻 11号 1866頁）は「行

列進行または公衆の集団示威運動につき、単なる届出制を定めることは格

別、 一般的な許可制を定めてこれを事前に抑制することは、憲法の趣旨に

反するが、公共の秩序を保持し、または公共の福祉が著しく侵されること

を防止するため、特定の場所または方法につき、合理的かつ明確な基準の

下に、これらの行動をなすにつき予じめ許可を受けしめ、又は届出をな さ

しめて、このような場合にはこれを禁止することができる旨の規定を設け、

さらにまた、これらの行動について公共の安全に対し明らかな差迫った危

険を及ぼすことが予見されるときは、これを許可せずまたは禁止するこ と

ができる旨の規定を設けても、これをもって直ちに憲法の保障する国民の

自由を不当に制限するものということはできない」と判示した。判例では、

一般原則として 一般的な許可制による事前抑制は違憲であると判示しなが

ら、本件の場合は合意というねじれた結果に達した。多くの学説は判決で

述べられた基準を適用した場合、むしろ進部判断すべきだと 批判す るもの

の、その原則は正しいという評価 であった 446。 なぜ、最高裁は 、本来進出

の結果を導き出せるような判断基準を示しながら 、合滋という結果をあえ

て下したのか。 それは、まさに大衆運動と円本弁護士連合会、衆議院に対

445 牧原 ・「政治化と行政化のはざまの司法権一最高裁判所 1950-1960ー J

前掲注 427)22頁。

446 奥平康弘 f集会・結社の自由 J『綜合判例研究憲法 2』（有斐 閣 1959）、

長谷川正安『窓法判例の研究』（勤草書房 1956) 200ー 207頁、宮沢俊義

『憲法 H』（有斐閣 1971) 369-371頁、伊藤正巳 「言論 ・出版の自由 ー

その制約と違憲審査の基準 J（岩波害店 1959) 249ー 250頁、田中二郎［公

安条例の合芯性と その限界J 自治研究 31巻 1号（ 1955) 3-16頁、鵜飼

信成「公安条例問題の帰結J半I］例時報 39 ( 1954) 977-978頁等がある 。
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して答えを示す必要があったことと、他方で占領勢力という圧力にも従わ

ざるを得なかったことが主要な原因であろう 。 その後、下級審において、

新潟公安条例判決で示された判断基準を適用するという形で一連の違憲判

決が出された 447。 下級審の「面服腹背 J と評価されるゆえんである 。

しかし、 1960年の東京都公安条例 判決 （最判昭 35・7・20刑 集第 14巻

9号 1243頁）において、最高裁判所は「集団行動による思想等の表現は、

単なる言論、出版等によるものとはことなって、現在する多数人の集合体

自体の力、つまり潜在する 一種の物理的力によって支持されていることを

特徴とする 。 …… 集団行動の指揮者はもちろん警察力を以てしても如何と

もし得ないような事態に発展する危険が存在すること、群集心理の法則と

現実の経験に徴して明らかである。 －・－－一本条例は規定の文面上では許可制

を採用 しているが この許可制はその実質において届 出制 とことなるとこ

ろがない。Jと判示し、新潟公安条例判決で示した判断基準を著しく後退さ

せた。 この判決について、当時の間中長官は 「一連の事実をみると、こん

どの判決は正しかったことを立証したと解釈するのが自然である 448J と述

べており、田中が指している一連の事実とは 当時の安保反対運動のことで

あろう 。 問題は、判決に影響を与えたのは、単に社会運動の過激化のみで

はないように恩われることである 。 というのは、本判決は、砂川事件判決

の直後に下されており、裁判所は砂川事件判決と 同様 の政治的状況の中に

おかれていたと思われる 。

最高裁判所の東京都公安条例事件判決後も、 F級審においては違憲判断

が続出した。例えば、 1967年の京都条例を違憲とした京都地裁の橋本判決

がある（昭 42・2・23判時 480号 3頁）、 1967年の東京都公安条例を違

芯とした東京地裁寺尾判決（昭 42・5・10判 時 482号 25頁以下）、同じく

東京地裁竜岡判決（昭 42・5・30判時 483号 14頁以下）等がある 。 京都

地裁橋本判決は表現の自由の民主的社会における役割を強調し、デモのも

つ現代的意義を認めるものであり、 1960年最高裁判決を正面から批判する

447 例えば、東京都公安条例東京地裁判決（東京地判昭 33・5・6判時 1848

号 6頁）はその一つである 。

448 朝日新聞 1960年 7月 21日。
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内容であった。 そして、寺尾判決も上記の最高裁判所判決に従い、東京都

公安条例を合意としたうえで、その「条件付 き許可J という運用の仕方を

違憲とした。また、竜岡判決も閉じく厳絡な解釈の方法を採用し、違憲判

断 を下している 。 そのほかにも、 二度にわたって総理大臣の異議申し立て

によって取消された第一 次杉本決定（判時 483号 3頁以下）と第二次杉本

決定（判時 487号 18頁）がある 。 ここ では詳しく取り上げないが、ほか

の領域でも、例えば企業における労働者の人権保護に関しても、下級審は

活発に判断を行った。

上述のような 下級審の活発な動 きにけん引されて、最高裁判所は リベラ

ノレ化していくのである 。その 典型例 は、 1966年の全逓東京中郵判決（最大

判 llfl41・10・26刑集 20巻 8号 901頁）である。この判決において、最

高裁は 「勤労者の争議行為などに刑事制裁を科するのは、必要やむをえな

い場合に限られるべきである 」 と示して、官公労働者の労働 基本権を実質

的に擁護し、］Ji.（法訴訟の木準を高めたのである 。その後の、都教組事件 (1比

大＊＇Ing44・4・2Jftl集 23巻 5iき305頁）や全司法仙台事件判決 （最 大判 llfi

44・4・2:Jfll集 23巻 5号 685頁）でも同じ手法が見られる 。

しかし、下級審の動き にけん 引され、リベラノレ化 して い く最向裁判所は、

当時の支配層の危機感を貝うことになる 。 そして 、最高裁判所は政権から

の正力を受けることになり、その 過程で、最高裁に対する第 三次政治的構

築が始まる。

2 「偏向裁判lJ批判 と違怒審査の再度の消極化

この 時期に おいて 最 高裁判 所は、「公共の福祉論 」によって形成されて

きた従来の「消極的 な枠組み J を打ち破 る姿勢を現し始めた。 しかし 、 司

法のこの変化に脅威を感じた支配閉全体が司法部 門の「行きすぎ J是正 の

ために動きだした 4490 司法部 門の動きをまず批判 したのは経済界であった 。

『経済往来』は「特集・戦後裁判の傾向」を組み、最高裁の 一連の判決を

I偏向裁判 jとして批判 した。そして、「偏向裁判Jキャンペーンが始まり、

449 渡辺 ・『日本国憲法『改正』 史』前掲注 358)531-538頁。
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これに対して時の最高裁判所長官横 田正俊は「謙虚に耳を傾け、自ら反省

する心のゆとりを持ちたいもの 450」とあいまいな態度をとっていた。平賀

書簡事件をへて、「偏向裁判J批判はついに「偏向裁判Jを推進している組

織 一青法協に向かっていた。 そして、横 田義俊長官の引退と石田和外長官

と岸盛一事務総長体制の確立に従って、最高裁判所は態度を大きく変えた。

というのは「憲法体系によって与えられた司法部の任務を強調し、司法部

門の変化を領導した横田に対し、石田は、その就任から、『一部社会勢力』

からの『裁判の独立』と、『社会の秩序』の維持、そして裁判の威信一総じ

て、かの問中耕太郎コートが掲げたのとほぼ同じスローガンをかかげで登

場したからである 。 451J

この時期、最高裁判所が政治部門から受けたプレッシャーはこれだけで

はない。実際には実現されなかったが、 1971年 4月 15日の「朝日新聞 j

は、自民党の司法制度調査特別委員会において、違憲審査機を大法廷に限

る、法定秩序維持のための制裁、裁判制度改革等が検討されていると報じ

ている 452。

この時期に最高裁判所は積極的な姿勢を見せ始めたものの、政治部門の

迅速な反応と封じ込みを受け、従来の田中耕太郎が構築した司法行政によ

る 「消極化 j の枠内への退去を余儀なくされた。

そして、最高裁判所の判例の流れも大きく変わる 。公務員、労働者の権

利保障に関して積極的な姿勢を見せた全逓東京中郵判決の流れを逆転させ

たのは全農林警職法判決（最大判昭 48・4・25刑集 27巻 4号 547頁）で

ある。この判決は 「公務員の地位の特殊性と職務の公共性にかんがみると

きは、これを根拠として公務員の労働基本権に対し必要やむをえない限度

の制限を加えることは、十分合理的な理由があるというべきである 。 けだ

し、公務員は、公共の利益のために勤務するものであり、公務の円滑な運

営のためには、その担当する職務内容の別なく、それぞれの職場において

その職責を果すことが必要不可触であって、公務員が争議行為に及ぶこと

450 「新年のことばJ裁判所時報 1月 1日号（ 1969）参照。

451 渡辺・『日本国憲法『改正』史」前掲注 358) 535-536頁。

刊 2 朝日新聞 1971年 4月 15目。
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は、その地位の特殊性および職務の公共性と相容れないばかりでなく、多

かれ少なかれ公務の停廃をもたらし、その停廃は勤労者を含めた国民全体

の共同利益に重大な影響を及ぼすか、またはそのおそれがあるからである」

と判示し、公務員の労働基本権を禁止するという後退をもたらした。判断

手法においては「公共の福祉J 論の代わりに「国民全体の利益」という 抽

象概念、を用い、広い立法裁量を認めるようになった。

3 一元的に代表された多元性

第三次政治的構築によって、最高裁判所は第一次政治的構築均lの枠へと

後退した。 そして、その後に続く自民党長期保守政権下はで長い間活発な

動きを見せなかった。そこでのポイントは政権交代のないことである 。確

かに、長期l政権は長年にわた って裁判官人事等を握っており、裁判所は蒋

易に違憲判断を 出せない。しかし、自民党は派閥からなる政党であ るため、

派閥問から憲法問題が生じてもおかしくはないはずであった。

① 裁判所という視点から見る派閥政治

自民党は多くの 派閥からな っていることも 周知のことであ る。派 閥は 自

民党が結党した後すぐ登場したものであり、当時は総裁選のための個人の

結合体であった 453。そして、その後の発展に伴い派閥の数は減少したが規

模が噌大しやがて自民党の基礎的組織単位として政権及び党の運営や人事

に組み込まれた 454。そして、 これらの派閥問 で「擬似的政権交代 J を行う

という 形で、自民党は政権を維持してきた。 しかし、本論文の「衝突回避

の場Jとしての違憲審査制という仮定からすれば、これほど数多くの派閥

を抱える政党の派閥聞から、憲法問題として裁判所の介入を望む問題が出

てきてもおかしくないはずである 。 しかし、これは自民党を考え る際の視

点の違いから生じた錯覚である 。も ともと、派閥政治、「擬制政権交代」等

453 川人貞史「シニオリティ ・ノレールと派閥一自民党における人事配分の

変化J レヴァイアサン 冬号（ 1996) 111頁。
4 54 同上、 111頁。
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は政治学が用いた用語であり、裁判所から見れば一党による長期政権その

ものには何の変りもなかったはずである。 しかも、最近では政治学の分野

においても従来の考え方とは異なり、自民党を派閥政党とみるのではなく、

f企業としての自民党 ：集票組織の均質的集合体455」という 一枚的な合 理

的行為主体もしくは比較的均質な内部組織の同型写象とする考え方も出て

きている 。つまり、「派間抗争や主導権争いは、自民党が政権に留まるとい

う至上命題を達成し続ける限り許容されたのだ。 ・・・・・・ 1993年 の一つの例外

を除き、政権転落につながるような党内抗争はこれまで起こってこなかっ

た。 また自民党が決定的な敗北を被る 2009年総選挙でも、党が割れるこ

とはなかった 456J。従って、派閥政治、「擬似的政権交代 J は長期l政権党内

に注目した考え方であり、外部である裁判所にとっては、 ~J わりのない事

柄であ った。 逆に、政権党内の派閥抗争が激しくなり、そ の争点が裁判所

に持ちこまれたときに初めて、裁判所は政権党の権威の低下を認識するの

である 。

②裁判所 とい う視点から見る多 元主 義

自民党長期政権について、政治学 においては、多元主義アプローチをと

る考え }Jも少なくない。その中でも「官僚的包括型多元 主義＜157」、 「限定付

多元論 ti58 J、「分散多元主義論 459J 等がよく指摘されている 。 これらの議論

は主に、エリー ト支配論、官僚支配論に向けられたものである 。周知の通

り、日本におけるエリート支配論は、政治家、官僚、財界からなる 三位 一

体のエリートグノレープによる支配のことを指しており、この場合はいうま

455 斉藤淳『自民党長期 政権の政治経済学：利益誘導政治の自己矛盾』（勤

草』：房 2010) 11頁。

456 斉藤 ・『自民党長期政権の政治経済学：利益誘導政治の自己矛盾』向上、

12頁。

457 猪口孝『現代日本政治経済の構造 ：i政府と市場』（東洋経済新報 1983) 

参照。

458 Fukui Haruhiro, Studies in Policymaking: A Review of Literature, 
in T.J.Pempel (ed.) Policymaking in Contemporary Japan (Ithaca: 
Cornell Univ Pre., 1977) pp22・59.
459 中邸章「自由民主党の四つの顔J 中竜Ii章、竹下識編『日本の政策過程』

（梓出版 1984) 3-63頁。
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でもなく、政治家と 財界との結合であるエリートグループの政策に裁判所

は立ち向かうことができな いとい うことを 指摘するものである 。 そして、

官僚支配論の場合、 ChalmersJohnsonが「ソフト権威主義 4GOJ と表現し

たように、特にその権威主義的な側面 が強い。 しかし、 多元主義的なアプ

ローチをとった場合に、裁判所との関係で何か変化がみられるだろうか。

「官僚的包括型多元主義J論は 戦前以来の歴史的な要因により、円本 で

は官僚組織の自立性がほかの先進国より相対的に強固なものであるが、包

括的というのは f大衆包括的の意味で、市民を官庁の管轄下に入れようと

する傾向、私的利益を官僚制の中に代表させようとする傾向、そして、よ

り広く市民をできるだけ『大連合』の 中に入れようとする傾向 461J を指し

ており、日本の政治経済体制を多元的アプローチから理解しようとする見

解である 。 そ して、「限定付多元論」は限 られた多元 主義という考えから、

「分 散多元主義論J は自民党組織が利雄集団との相互作用の過程で、政策

決定を分権的に進めているという意味 である。

上述の各視点は確かに、 一見すると多元主義的である 。 しかし、最も多

元的である「分散多元主義論J でさえ、その 政策決定過程、特に政策決定

において強い一元的な性格を櫛びている 。すなわち、 一つ例 を挙げるなら

ば、 「自民党では、一般に、採決による議決は行わない。きわめて日本的で

あるが、話し合いが尊重され、議決は全会一致を通例としている 。 一・ ・・・ 反

対1!1が出ると、討議によって全会 一致をもって部会決議に至るまで説得が

続けられる。… …かように全会 一致が部会の意志決定方式であるとするな

ら、そのことは部員 一人一人に抱否権 を与えたことに等しい意味 をもっ 462J

と言われるように 、政策 の決定はその最初の議論の場におい てすら全員 一

致を求めている 。

従って、従来議論されてきた日本型多元主義によっては 、裁判所の「積

極化J に必要な多元性を与える試みに成功していない。

460 Chalmers Johnson, Political Institution and Economic 
Performance :The Government-business Rel a tiondship in J apan,Sou th, 
Korea and Taiwan, Political Economy of the New Asian 
Industrialism ( 1987)pp136・164.
刊 I 猪口 ・『現代日本政治経済 の榊造：政府と市場』前掲注 457)18頁。

叫2 中市I~ ・ 「自 由民主党の四つの顔」前掲注 459)52 -53頁。
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四 司法統制の試み

1 従来の判例

最高裁判所は、設立以来再三にわたって政治的勢力の 圧力を受けており、

それに屈しているようにも見える 。しか し、このような政治状況の中でも、

下された数少ない違憲判決は別 としても、 判 決の中で司法統制 を試みるこ

とも多い。 こうした観点から最高裁判所の判決を見た場合に 、いくつか註

目すべき 判決がある。本論文では、そのすべてを 取 り上 げることはしない

が、その中で需要と思われるいくつかの判決を検討する。

まず指摘すべきなのは、司法の激動の時代であった石 田長官時代にも司

法統制を試みた判決が存在 し たことである。例えば、夕 刊 和 歌山 ll~j: 事事件

判決（最大判昭 44・6.25刑集 23巻 7号 975貞）はその一例である 。本件

判決は、言論 の 自由 と名誉聖堂慣における其実性の証明 に関するものであり、

最高裁判所は 1959年の第 一小法廷の「およそ真実が真実であることの証

明がない以上名誉殻損の罪-n・を免れることがない J （最小一判昭 34・5・7

刑集 13巻 5号 641頁）を変更し、「刑 法 230条ノ 2の規定は、人格権とし

ての個 人の名誉の保護と、憲法 21条による正当な言論の保障との調和を

はかったものというべきであり、こ れ ら両者 間の調和と均衡を考臨するな

らば、たとい刑 法 230条ノ 2第一項にいう事実が事実であることの証明が

ない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したこ

とについて、確実な資料、般拠 に照らし相 当の理由があるとき、犯罪の故

意がなく、名誉塁走損の罪は成立しないものと解するのが相当である 」 と'j:IJ

示した。本判決は表現の自由の保障にとって極めて重要な 判断 である 。本

件判決以外にも、 1969年 11月 26日の最高裁大法廷決定（最大判昭 44・

11・26刑集 23巻 11号 1490頁）、いわゆる博多駅事件では、「報道機関の

報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判

断の資料を提供し、国民の『知る権利』に奉仕するものである 。 したがっ

て、 思想の表 明の自由 とならんで 、事実の報道の自由は、表現の自由を規

定した窓法 21条の保障のもとにあることはいうまでもない。 また、この

ような報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道の自由とともに
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報道のための取材の自由も、憲法 21条の精神に照らし、十分尊重に値い

するものといわなければならない j と判断し、取材の自由が憲法上保障さ

れることの重要性を説いた。 そ して、取材の自由の憲法上の地位のみでは

なく、「知る権利」にも言及していることもまたきわめて重要である。また、

肖像権の保障に関する 1969年 12月 24日の最高裁大法廷判決（最大判昭

44・12・24刑集 23巻 12号 1625頁）において、「憲法 13条は、－－－－一 、こ

れは、国民の私生活上の自由が、警察権等の国家権力の行使に対 しても保

護されるべきことを規定しているものということができる 。 そして、個人

の私生活上の自由のーっとして、何人も、その承諾 な しに、みだりにその

容ぼう ・姿態（以 下容ぼう等という）を撮影されない自由を有するものと

いうべきである。これを肖像権と称するかどうかは別として、少なくとも、

警察官が、正当な理由もないのに、個人の符ぼう等を撮影することは、 'ibi

法 13条の趣旨に反し、許されないものといわなければならなしリと 判示

し、肖像機の保障をみとめ、警察権による撮影等を厳しく制限した。

その後も、最高裁判所は、常に上述のような司法統制を試みる判決を下

している 。例えば、最高裁 1996年 3月 8Flのエホバの証人の剣道受講恒

否事件第 二小 法廷判決 （民集 50巻 3号 469頁以下）は、「校長の裁量権の

行使としての処分が、全く事実の基礎を欠くか又は社会観念上著しく妥当

を欠き、裁量権の範聞を超え又は裁量権を濫用してされたと認められる場

合に限り、違法であると判断すべきものである 。 ……剣道夫技の履修が必

須のものとまではいい 難 く、体育科目による教育目 的 の達成は、 他 の体育

種目の履修などの代替的方法によってこれを行うことも性質上可能という

べきである 。 一－－－しかし、被上告人がそれらによる重大な不利益を避ける

ためには剣道実技の履修という自己の信仰上の教義に反する行動を採るこ

とを余儀なくさせられると い う性質を有するものであったことは明白 であ

るJ と判示した。

このように、政治的環境がどうであれ 、また、保守の時代でれ、司法的

統制を常に試みていたと 言 える 。
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2 最近の動き

冷戦の終駕、そ して、 55年体制の崩壊 と 2009年の政権交代に よ り、裁

判所 に対する政治的環境の厳しさは和 らぐことになる 。 これ に伴い、最高

裁判所もある程度活発な動き一政治的環境 と関係 があるかどうかはまだ不

確定であるがーを見せ始めている 。例 えば、 55年体制崩壊後 の違憲判決に

は郵便法免責規定違憲判決（最大 判平 14・9・11民集 56巻 7号 1頁）と、

在外邦人選挙権制限違憲判決（最大判 平 17・9・14民集 59巻 7号 2087

頁）がある 。そして、 2008年 の国籍法に関する二つの違憲判決（最大判平

20・6・4、民集 62巻 6号 1367頁および裁判集民事 228巻 1号 1頁）が

ある 。

そして、 2012年 12月 7日には、最高裁第 二小法廷は、いずれも猿払事

件判 決（最大判昭 49・11・6、刑集 28巻 9号 393頁）の判断枠組に従い

ながら、具なる結論に達した 二つの東京高等裁判所判決を維持した。 いず

れも公務員の政治的行為禁止違反被告事件であり、その 一つは 2010年 3

月 29 日の堀越事件と呼 ばれ、 無罪判 決となっており、もう 一つは世 田谷

事件と呼ばれ、有罪判決となっている 。 最高裁は判決において、国家公務

員法の 政治活動の制限規定を合憲とした上で、制限の範囲は、政治的中立

性を損なう恐れが実質的に認められる行為に限られると初の判断を行 った。

そ して、本件 判決は、国 家公務員の政治的行 為の 制限 をめぐる最高裁では

初 めての無罪 判断である 。 とりわけ、堀越事件に関する東京高裁無罪判決

は国民の法意識は時代の進展、政治的 、社会的 状況の 変化に 伴 って変動す

るものであると い うことに主に基礎をおいた。 堀雄事件 に対する認識を、

最高裁も共有して いたように思われる 。確かに、堀越事件の背景は猿払事

件当 H寺とは大きく変化したのである。つまり、国家公務員法の制定は、日

木園内に持ち込まれた冷戦構 造の帰結であり、また GHQが労働組合運動

を奨励する姿勢からそれを規制する国家公務員法の 制定を政府に促したこ

とによるものであり、さらに、 55年体制下で、自民党と社会党が対立し、

社会党がその最大の支持基盤である日本労働組合総評議会を動員したこと
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に対し、自民党が 国家公務員法を最大 限活用した こ と等 463が背景にある 。

しかし、今回の最高裁判決に関 して言えば、政治的、社会的背景は大きく

変化 したという事実は間違いない。それでもなお 、最高裁は、二つの事件

の異なる結論を統ーすることなく、それぞれ維持した。 掘越事件に関する

無罪判決は、確かに猿払判決における従来の判断枠組を踏み破り、国家公

務員の政治的行為の領域ーもっとも政府と鋭く対立する可能性のある領域

であるーにおける司法的統制に一歩を踏み出 したと思われる 。 しかし他方

で、 世田 谷事件に 関する有罪判決は、猿払事件判決 における 判断基準 その

ものであり、猿払事件判 決の枠 に逆戻りする可 能性 も排 除されてないと 言

えよう 。

もっとも、最高裁判所の上述のような変化のみからは、段高裁が従来の

立場から転換したとは断言 できないとはいえ、その 可能性もなお否定でき

ないように思われる。

463 曽我部其祐「表現の自 Flこ｜の現在」法学セミナ－ 674号（2011) 17-19 

頁。

145 



第五章 中国における権威主義体制と 憲法監督制度

冷戦の終駕及び 旧 ソ連・東欧諸 国 での体制転換 にともなって、第二次世

界大戦後以来の憲法制定ラッシュがおき、違憲審査制が広く導入され、西

側 の価値にとどまって いた「立憲主義Jが採用 されるに至った。 同時期 に

おいて、アジア 地域でも韓国、 モ ンゴノレ、 台湾と い ったいくつかの権威体

制 国家が民主化され、違憲審査制の導入を果たしたという状況にある 。

本章の目的は、 上述のような国際的 な背景の 下で、いわゆる社会主義国

家として現存 している 中国における憲法理論の動 向464を検討する こ とに

ある。

中国現行憲法は 1982年に成立 した。 現行憲法監督制度は憲法制定時に

464 日本において、中国滋法に関する優れた研究は数多くある。その中で

も憲法保障に関する 研 究としては、管見の ｜坂りでは以下のものがある 。 中

国，憲法保障の理論と現実の両面で直面 している ｜盗路 を検討し、中国憲法保

障制度構 築が、究極 の｜溢路は共産党の意志次第であるということを 明 らか

にする、七屋英雄「現代中国の憲法保 障一構 築と隆路 （ー）」筑波法政第 42

号（2007) 1-32頁、同「現代中国の憲法保障一構 築と｜塩路 （二）J筑波法

政第 44号（2008) 1-26頁。また、司法権の独立と 中国共産党との関係

を分析する、冷羅生「中国現行憲法と共産党政策の関連性について一中国

違憲審査制を保障するため J 千葉大学人文社会 科学研 究 14号 （2007)1 70 

178頁。斉玉苓案を手がかりに 中国における憲法訴訟の 可能性 を分析す

る、 但 見亮「斉玉苓事件 のインパクト－ rl1I調における滋法訴訟の展望 j 比

較法学第 37巻 2号（2004) 69-11 7頁、小口彦太「 中国で裁判官がi益法

適用するということについて一 斉玉苓事件を手掛かりにして j 比較法学第

41巻 1号（2007) 37-65頁。中国の現行芯法監督制度を分析する論文と

しては、西本1・幸次 郎 「中国の憲法監督 j 比較法学第 20号（ 1986) 1-25 

頁、鹿 11!1~ 瑛「中 国 における巡法保障一現行 82 年憲法下における芯法監 イヰ
制度を中心に（ー）」法学研 究論集第 20号（ 2004)1-25貞、鹿嶋瑛「 中

国における憲法保 障一現行 82年滋法下における憲法監督制 度を中心に

（二） 」法学研 究論集第 21号（2004)1-18頁、華夏（握延吃訳）「講演中

国における憲法の「実施保障J問題について j比較法雑誌第 39巻 1号（2005) 

51-64頁。中国憲法の実施において共産党の役割を肯定し、出法の実施に

対する根本的な保証は憲法に規定された滋法保障制度に頼るだけでなく、

憲法のもともとの擁護者である広大なる人民の力に頼 らなければならない

という見解を示す、越友崎「中国の憲法保障制度J法学志林第 82巻 1号

(1984) 107-119頁。最近の 中国における違憲審査制 に関する議論を分

析する、鹿嶋瑛「中国における憲法保障ー逃芯審査制 のtlJIJ度改革をめぐる

議論を 中心に」法学研究論集第 28号（2008) 1-16頁、また洪英 f中国

の憲法監替市lj度についてー外国との 比較的研究 j 大阪経済法科 大学法学研

究所紀要第 32号（ 2001)163-190頁。経済改革と法治国家構築に伴って、

違憲審査制を導入する 制度 的条件 は整いつつあるという見解を示す季衛束

［違憲審査制をめぐる法と政治」ジュリスト 1258号（2003)65-75頁等。
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確立された 制度である。文化大革命期における民主主義制度に対する破壊、

権利 ・自由に対する恋意的な剥奪により起きた悲劇に対する反省として現

行憲法監督制度が設けられた。しか し、 慾法監督制度は、その機関の構成、

権限、権限行使の手続、違憲訴訟提起の主体等に関する規定が存在しない。

般に、多くの現実的な問題に直面する ｜際、その無力さを表しており、現行

憲法院替制度は違芯審査制であると観念するに程遠い制度である 。 しかし

一方で 、違憲審査権を持たない人民法院は具体的事件を審理する際、やむ

を得ず違憲な法律と 遭遇 している 。

中国は改革解放政策を実施して以来、経済が目覚しい発展を見せた。そ

して、志法も近年において、頻繁に改正されるようになっている 。 当初、

多くの学者は経済が発展すれば、人民の権利意識が高まり、政治改革をも

たらすであろうと認識していた。従って、経済の発展を憲法改正と違巡審

査制の導入と結び付けて論じることが多かった。 また、近年中国で盛んに

行われている違憲審査制の設計’ ・導入を主張する諸議論は、何のために逃

忠審査制 を設置するか、そして違志審査 制 の目的は何かをあいまいにした

ままに論じられて いるように思われる 。

さらに、現に、中国の違憲審査機関であると認識されている憲法監督制

度は、憲法問題に対して非常に 無力的であり、他方違憲審査権をもたない

人民法院は事件の審理において憲法解釈を試みたものの、後に自ら行った

L益法解釈を放棄している。なぜこのような現象が起きているのか。 その原

因は 、強力な 一党独裁による権威的な体制下で憲法監督制度にせよ 、人民

法院にせよ、違憲審査権を行使することが妨げられているからであると思

われる。

第一節 中国における法治国家論の提唱

一 法体制の転換

1 「人治」から「法治j への転換

中国の法秩序の原点となっているのは現行憲法第五条の 「国が 社会主義

法制の統一と部厳を維持する 。すべての法律、行政法規は憲法に抵触して

はならない。 すべての国家機関、武装力量、各政党と各社会団体、企業事
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業組織は必ず憲法及びその他の法律を遵守しなければならない。す べて の

滋法及びその他の法律に違反する行為は、これを追及しなければならない。

如何なる組織及び個人も憲法と法律を超越する特権をもつことはできな

い。」という規定である。八十年代に入ってから中国において、改革・開放

の政策によって、社会は急速に変貌し、従来の計画経済から社会主義市場

経済への移行を背景に、「人治」から 「法治j へ転換する法制度の整備が始

まり、法治国家の観念、も、よ うやく中国に恨付いた。

現行憲法の制定前後、社会の基本的法律の制 定、司法機構の確立などの

作業が急速に進んだ。 たとえば、刑法、刑事訴訟法、行政訴訟法な どであ

る。 中国が成立してから何十年も f党の支配J・「人の支配j という秩序が

続き、個人の精神的、財産的基本的権利が十分に保障されず、国民に安心、

安全な生活を営む環境が提供されなかったこと、国家にとっては政治闘争

や｜椅級運動 が続き 、国力 の低下などの諸事態に対する改善策ー支配方法の

変更ーとして現行憲法は成立した •1 65。 そして憲法体制を基礎とする社会 主

義国家は再スタートすることとな った。即ち、「人民の民主的権利 を保障す

るために、必ず社会主義法制を整備し、強化して、民主主義を 制度化・ 法

作化せしめ、このような制度および法律に安定性、連続性及び大きな権威

性を有せしめ、根拠とする法があるのみならず、法があるからには、必ず

それにより、法を厳正に執行し、法に違反すると必ず追及する •1 66Jという

ことである 。 憲法四十一条は「①中華人民共和国国民は、如何なる国家機

｜刻 又はその公務員に対しでも、 批判及び建議を行う権利を有する ；如何な

るml家機 関又はその公務員による違法行為及び職務怠慢または過失に対し

ても、 関係の国家機関に不服申立て、告訴または告発する権利を有する。

但し、事実を握造または歪曲して謹告陥害をしてはならない。②国民の不

服申立て、告訴または告発に対しては、関係の国家機関は、事実を調査し、

責任を持って処理しな ければならない。何人も、それを 抑圧し または報復

を加えではならない。③国家機関又はその公務員によって国民の権利を侵

465 張勇『中国行政法の生成と展開』（信山社 1996) 31 頁参 n~ 。
466 中共中央文献研究室編『十一届 三 中全会以来重要文献選読』上 ｜！日（人

民山版社 1987) 30頁以下参｝！日。
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害され、そのため損失を受けた者は、法律の定めるところにより、賠償を

受ける権利を有する」と規定し、国民の権利を保障するための行政訴訟の

理念を謡っている 。

2 現行憲法に対する改正

旧ソ連が崩嬢した後、中国は唯一 の社会主義国家として世界諸国の関心

を引くこととなった。このように世界の注目を集めた中国では経済的領域

で社会主義市場経済を導入して、目覚しい発展を見せると同時に、官僚の

職権償用、または賄賂など法と犯罪にかかわる問題が深刻化してい る。専

制主義、官僚主義、特権思想、家父長的風習が社会 主義国家体制に深刻な

影特を与えてきた。国家官僚の不法行為は国民に強く批判され、共産党指

導の政府はこれを無視することはできなかった。同じ時期、国際的には「違

滋審査制革命Jによって、立憲主義がグローパル化しているという状況で

あった。園内的には国家体制の欠陥が顕著となり、そして国際的に立憲主

義が旧 社会 主義国家に広がったことが 中国の窓法改正が頗繁に行われた背

呆である 。 中国現行恋法は 1982年の成立から今日に至るまで 四回 の改正

を経ており、改正が頻繁に行われた原因を王振民氏は次のように指摘して

いる 467。 まず、中国社会の急速な変化により訟法と現実の間には 「時 差 j

が生じ 、憲法は改正に迫 られた。また 、憲法自身が多くの政治的、綱領的

な規定と経済制度及び経済体制に閲する規定を含んでおり、政治l旬、経済

的な発展に合わなくな った。さらに 、憲法に対する認識の違いである。 中

国における伝統的な政治理論は憲法を政治的道具とみなしていて、政治を

規律する法と認識していなかった。

経済制度改革と改革開放政策の順調な展開のため、憲法に財産権に関す

るあらたな規定を加えることが必要となり、 1988年改正、 1993年改正、

1999年改正 がなされるに至った。しかし 、この三度の改正はいずれも共産

党の単独支配という国家権力の構造に触れることがなかった。また ）g(法発

展の方 向は明らかに国家権力を制限するものではなく、 個人の権利 を制限

し、自 由に対する 制限の程度と方法を調整しただけである。改正の重点は

常に経済発展に伴って生じた所有権関係のギャップを解決するためであっ

467 王振民『中国違憲審査制度』（中国政法大学出版社 2003) 333頁。
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た ~68。 1999 年改正においては、財産権関係以外にも「法治国家 j が強調

された。以下、改正の具体的な内容を 簡 単に紹介したい。

1988年の改正の具体的な内容は 二つである 。 すなわち、①現行憲法第

11条に増加規定となる 3項「国家が私営経済の存在とその発展を法律の範

囲内で許可する。私営経済は社会主義公有制経済の補 充である 。 国家が私

営経済の合法的な権利・利益を保護し、私営経済に対して指導を 行い、ま

た監督及び管理する。」を加えた。②第 10条第 4項 を修正して、「土地使

用権を法律の規定に従って譲ることができる J とした。 この改正は国家が

私有財産を認め、雇用、土地の商品化等を許可したと みることができる 。

また、 1993年の改正の具体的な内容は共産党の指導する多党合作と政治協

商制度が長期的に存在することを碓認し、県、市の人民代表大会の任期を

5年とする 。 経済面では、計画経済を全面的に放棄して、社会主義市場経

済を実行するということであった。

法治国家論を貫徹するための改正と目されるのは 1999年改正と 2004年

改正である 。 こうした改正の背景には、政治的、経済的、社会的現実の変

化がすさまじく、現実と ｝t.1法との敢闘rnを放位しておくと、憲法秩序の安定

性に忠影響を及ぼすという認識が党と国家の指導部を支配するようになっ

たことがある。このような認識を具体的に表したのは国 家指導部の発言で

あり、これらの発言は後の憲法改正を通じて、窓法に tt}き込まれた。具体

的には、「党第 15回全国代表大会における報特J の中で、当時国家主席で

あった江沢民が「人権を尊重し保障する」という文言を党中央の正式の文

草の中で始めて 用い 469、その後 の「党第 16回全国代表大会における報告」

にも同じような言葉が見られた 470。 また、憲法の公布・施行 20周年記念

講演の 中で現国家主席；！V1錦涛が「巡法保障制 度を健全化して憲法の実施を

確保する」 471と強調したことである 。 そこで、 1999年改正は 「91軍人民

468 季衛東『忠政新論（第 2版）』（北京大学出版社 2005) 215頁。

tl69 中共中央文献研 究室編『十五大以来重要文献選編（上）』（人民出版社

2000) 31頁以 下参照。

470 全国人大常委会弁公庁『中国共産党第十六次全国代表大会文件誌編』

（人民 出版社 2002) 25頁以下参照。

471 人民日報 2002年 12月 5日 4面。
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共和国は法治を実施し、社会主義法治国家を建設する Jとした。さらに 2004

年の芯法改正は江沢民の「 三つの代表 J思想472、土地または私有財産の「徴

収 j と「 補償」、社会保障制度 、「国家は、人権を尊重し、保｜略する Jとい

う胤定およびその他 の改正事項が加えられ、中国憲法においては画期的な

~iF. であった。その改正 内容の ＂ Iでも最も重要な 内容は 「人権の人芯J で

あった。 「人権の入憲（人権を巡法に芯き込むこと） J について郭道｜印は次

のように説明している 。「憲法と法律が保障する人権は二種類あり、 一つは

滋法の明文規定によって確認されたお法上の権利であり、もう 一つは店法

及び法律上明文を持って定めてない人権である 。憲法が自国民だけではな

く、外国人、難民、移民、無！司f:1iな人等の人権をも保障する 。 白国民の権

利だけを保障するようなナショナリスティクな憲法は世界人権宣3とふ店

しており、 開放的な現代芯法ではない 473」。「人権の入滋」といえども、「 rjr

11ヰにおける人権保障の恨本的 ~ hill は、；蕊法上の権利保障体（IJIJ そのものが未

臨立ないし未機能であるということであり、 'f/;,i：法保障の具体化が ~：－／とされ

るであろう 474j。 このような，，，凶の f法治同家J への転換の制度整備の而

での実質的な一歩となったのは「行政訴訟法J の制定であった。 この行政

訴訟法の制定を皮切りに、手続的規範により国家権力を制限する制度桝築

の作業も推し進められてきた 4750

第二節 憲法監督制度の現状

一 現行憲法監督制度の現状

。L行；ぷ法監督制度は、 19821f-}10去の制定時に確立された制度である。文

化大 ｝1＇~ 命 J~I における民主主義制度に対する破壊、権利 ・ 自由に対する恋芯

的な剥奪により起きた悲劇lに対する反干？として現行憲法監将制度が設け ら

・172 江沢民が 2002年に広点省を視察の際提出した理論である 。 その内界

は：① わが党は常に、中国の先進的な社会的生産力の発展要求を代」をする、

② わが党は常に、中国の先進的文化の前進 }j向を代表する、 ③ わが党は；常

に、中！Ji!の最も広範な人民の般本的な利益を代表する 。
473 邪道陣 「人権観念と人権人おJ 法学（ 2004）第 4期 17頁。

4 7 4 1-:毘英雄 「中国 の；益法改正 一2004－年改正の過程、内容、立法 一J レフ

アレンス（ 2004) 644号 75点参！！日。

・I 7 I; ~ 1:'1¥r束『中国的裁判の構 図』（イ了斐 ｜相 2004) 125頁。
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れた。当時、憲法監督機関等の専門機関に関して、その機関の構成、権限、

権限行使の手続、違憲訴訟提起の主体等に関して多くの学者がその独自の

唱を置くことを要求したがそれは結局実現しなかった 476。現行憲法におけ

る窓法駐督に 関す る規 定は以下の通りである。

憲法の最高法規性 に関する規定は、窓法前文と第 5条 2項の「一切の法

律、行政法規と地方法規は、憲法と J抵触してはならないJ である 。 また、

第 5条 3項においては、「一切の憲法及び法律に違反する行為に対して、

その '.CC任を追及しなければならなしリと定め、憲法の規範性を表している 。

芯法監督を実施する主体に関しては、全国人民代表大会（以下全人代とい

う）及びその 常務委員会は憲法監’惇権を有しており（第 62条 2項、第 67

条 1項）、全人代の常務委員会が憲法解釈権を有している（第 67条 1項）、

また全人大は審査権、 批 准権、改正権、取消権及び罷免権を有しており（第

62条 9,10, 11項）、その常務委員会は監督権、法律に対して解釈する権

限、帯査権、 批 准権 、取消権及び罷免権を有する（第 67条 4, 5, 6, 7' 

8, 11, 12, 14項）。さらに全人大及びその常務委員会は特定の問題に関

して調査権を有する（第 71条）と定めており、憲法監督を行う機関は重

なりあって、不明確である 。

現行志法監督制度は司法的機関ではなく、立法機関による監骨であり

その審査方式も「訴訟 jではなく、「立法過程Jを通じて審査するのであり、

政治的色彩が濃い。また、その審査を行う際、事前審査であれ、事後的審

査であれ、審査するのはその問題の法律・法規が上位の法律 ・法規と低触

しているかどうかだけであり、法律の適用に関する具体的な問題や志法訴

訟の問題ではない。これについて中国において、憲法訴訟制度は未だに成

立して いなし、 477という指摘があり、現行の憲法監督制度を違態審査機関 と

観念することを退けている学者もいる 。

ニ 現行憲法監督制度の問題点

表面上、現行憲法監替制度は完備され、発展されつつあるが、 一 方その

476 西村幸次郎編『現代中国法論議』（法律文化社 2001) 17貞。

477 李忠『訟法監督論』（社会科学文献山版社 2002) 244頁。
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根本的な欠陥を露呈しつつある 。 これらの欠陥は現行憲法監督制度の 「生

まれっ きJの欠陥であり、克服することのできない致命的なものである 。

その中でも、最も著しいのは次のよ うなものである 4780

第一 に、憲法監督制度は専門性、操作性の強い作業であり、専門機関に

よる違憲問題の解決を求・める制度である 。 従って、憲法監督制度の専門化

は効果的な憲法監督を行うための前提条件となる 。 ところが、全人代によ

る憲法監督を行う際、 3000人ほどの代表が集まること自体が難しいことで

あり、代表者全員が一致して、法律、法規の合憲性を審査することもでき

ない。 また、社会発展に伴い、違憲問題の専門性、技術性も高まり、短期

間でその違憲問題に関する結論を下すことも不可能である 。 さらに、憲法

が全人代に賦与した権限は 15項に達しており、全人代が毎回処理する全

問的 な問題は多く、憲法監督が有効に実施されない。 ゆえに、現行窓法駐

替制度は専門性 に欠けるのである。

第二 に、芯法監督制度の連続的な運用は違憲問題を直ちに 解決するには

不可欠な要素である 。 しかし、全人代は毎年一回例会を行い、 会期は僅か

半月である 。 全国人民代表大会 常務委員会は二 ヶ月ごとに開催されるが 会

期が短いため、違憲問題に対して、有効な処理はできない。 従 って、現行

弘法監秤制度はその運用上連続的でない。

現行滋法監管制度がこのような衰弱な制度となったのは、現行滋法がイ

デオロギーを強調し過ぎて、憲法も裁判に用いられうる法律であるとい う

点を！｜監視したことにある 。 また、違滋審査を行う主体が不明であり、運用

の際の手続的制度の不備、 そして最高裁判所の違憲審査権を排除したこと

にある 479。

現実の憲法問題に対する 憲法監督制度の無力

中国 の「 手続革命 J ないし憲政発展の歴史において、 2002年 12刀 は一

478 李 ・『憲法監督論』 同上、 245頁

479 包万超「設立憲法委員会和最高法院違憲審査庭平行的複合審査制 」 法

学（ 1998) 14頁
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つの分水嶺として理解されてもよい 480。この月に開催された現行憲法実施

20周年記念大会で、違憲審査制の導入及び窓；法解釈の強化を提唱する言説

が唱えられた。月末の中国共産党第 16期中央委員会政治局 1回目の会議

では憲法学習が中 心テーマとされ、 「窓ー法の尊厳Jが強調され、この象徴的

な出来事が今の指導部への期待を高めた 481。 現行憲法第 62条 2項の「全

人代は憲法の実施を監督する 」、また第 67条 1項の 「全国 人民代表大 会常

務委員会は窓法を解釈し、その実施を監督する J、7項の 「全国 人民代表大

会常務委員会は国務院の制定した憲法と法律と矛盾する行政法規、決定と

命令を廃止する権限を有する J という規定によれば全人代及びその常務委

員会に 違芯審査権が与えられているといえる 。 しかし、こうして与え られ

た違窓審査権が一度も行使されなかったことは中国学界では広く共有され

ている認識である。

現行進滋審査制度たる滋法取督制度の不能は、 2003年に起こった「孫ぷ

剛事件J482をきっかけにして明確となった。 この事件には人格権、人身 の

自由、人権保障等の窓法的問題が絡んでいる 。「 孫志剛事件j の発生が文化

的伝統の障壁を破って、近代芯政の価値的基礎を打ち立てるための挺を提

供し たとさえいえる 483。そして「孫志剛 事件」は 、自 然に制度変遷の突発

「lとなった 48 •1 0 事件後、若手法学研究者 3 人 485が 「立法法」第 90 条 2 項

486に基づいて、第 8条 5項、第 9条487の規定によって、公民連名陳情占：

480 季 ・『中国 的裁判の構 図』前掲注 475)125頁。

481 李鋭「 閲干我国政治体制 改革的建議J炎黄春秋（ 2003年） 1期 15頁。

482 主要な経緯 ：被害者孫志剛は 2001年武漢科技学院芸術設計専攻を卒業

して、 2003年 2月 24日に広州達奇服装有限会社に就職する 。その後 2003
年 3月 17日夜 10時頃、身分証明書を持っていなかったため広州市で警察

に身柄を拘束され、収容所に連行された。 さらに 18日夜、収蒋治療所に

移送された。3月 19日夜、施設の管理員及びほかの被収容者から暴行 を受

け死亡した事件である。事件の原文は『南都市報』 2003年 4月 25日の記

事－を参照したものである 。
483 季 ・『中国的裁判 の構図』前掲注 475)127頁。

484 社説 「誰為 一個公民的非正常死亡負責つ J南方都市報 2003年 4月 25

日。

-185 記事「三名公 民上書人大建議対収容弁法進行違憲審査」中国青年報 2003
年 5月 16日を参照。

486 2000年に制定された法律である。その立法目 的 は立法所動を規範 して 、

法治国家を建設する（ 1条）と地方で制 定される法規等の 制 定、修正と廃
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の形式で、全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会に違憲審査の建議

を提 出 し、国務院の発布した「都市における浮浪者乞食収容送迎弁法J と

いう行政法規は憲法違反であると主張した 488。関係機関も審査に積極的姿

勢を示し、官報誌である『瞭望』誌に全国人民代表大会常務委員会新開局

の牛龍雲は特別評論「従『孫志剛事件』透視 中国違憲審査制」を発表して、

巾国違憲審査制の不備を認めた上、立法法の規定によって対応する可能性

を示唆した 489。しかし、その後関係機関は最終的には動こうとしなかった。

したがって、国民および法学界が期待していた違憲審査の先例または制度

化は実現できなかった。一 方、人民法院が滋法を裁判基準として用いるこ

とを否定していた伝統を破り、その審理においてしばしば憲法規定に言及

するようになった。経済体制改革の深化およ び法治国家の構築に伴って司

法権が急速に台頭490してきた結果、人民代表大会（立法機関）と人民法院

（裁判機関）との権力 関係の再編が避け られない 491急務となっている 。

第三節 人民法院の審理における憲法適用の経緯

憲法適用を否定する「根拠」

中国では、人民法院が具体的事件の審理において憲法を裁判基準として

用いることは否定されてきた。 しかし、憲法の適用を否定する 7益法及び法

律上の恨拠は不明確のままである 。 現行憲法において、それ自身を基準と

止の根拠となる（ 2条）であり、その内容の一部は違お審査を発動する手

続を定めたものと見ることができる 。第 90条 2項は国家機関、社会団体、

企業事業組織及び公民が行政法規、地方法規、自治条例、単行条例が憲法

またその他の法律と抵触すると考えた場合、審査するよう全人代常務委員

会 に書面意見を提出事が出来ると定めている 。

487 I立法法」の第 8条 5項は、公民の政治的権利の剥奪、人身自由に対

する強制的な制限、処罰は法律によって定めること。第 9条は、国務院は

全人代とその常務委員会の授権により立法することができる 。 しかし、犯

罪と刑罰、公民の政治権利の剥奪、人身自由を制限する強制措置と処罰に

関する立法は除外と定めている 。

488 記事「 三名公民上手？人大建議対収容弁法進行違憲審査」中国青年報 2003

査手 5 月 16 日。
489 牛龍雲「従『孫志剛事件』透視中国違憲審査制 JI僚望 2003年 6月 5

日 45頁。

'l!lO 実際最高人民法院は、司法解釈を通じて多くの立法の不足を補ってお

り、立法機能を果たしているところが多い。

491 季 ・『中国的裁判の 構図 』前掲注 475)129頁。
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して用いることを禁止する規定は存在していない。逆に憲法は「全国の各

民族、 一 切の国家機関と武装力量、各政党、各社会団体、各企業組織また

事業組織は …・一憲法の施行を保証する職責がある J と定めており、自己の

最高法規性を強調している 。 また、 I一切の法律、行政法規と地方法規は、

怒法と抵触してはならないJ、「一切の憲法及び法律に違反する行為に対し

て、その責任を遁及しなければならない」という規定から見れば憲法訴訟

は可能であることを明示している 。

法律上、憲法の適用を否定する規定が存在するのではないかという疑問

が提示されるかもしれないが、そもそも、憲法は「最高法規Jである以上、

下位の法律によってその効力を否定することは不可能である 。 ところで、

共産党独裁という中国の独特の状況か ら見れば、政策的に否定された可能

性もありうるのである 。 しかし、党と国家の指導層からは；益法の適用を存

定する発話はされたことがない。建国以来、 一民して憲法の最高法規性が

強調されてきた。特に近年、党と国家指導部から 「芯法は国家の線本的な

法であり、我々は憲法の権威を高め、憲法の実施を監督する強力な機関を

作るべきである 。如何なる国家機｜刻、組織また個人は憲法及び法律を超 l凶

する特権を有してはならない。違）f；；という行為は最も厳重な違法行為であ

り、その責任を追及しなければならない 。 •19 2」というような発話が繰り返

しなされており、憲法の最高法規性は強調されている 。

芯法及び法律の規定上、人民法院が＇！＆ 1法を適用することを否定する明文

の条項はなく 、また何らかの政策に依拠するものでもなく、伝統的な法慣

行 に過ぎない ＜193。中国憲法が司法機関において適用することができないの

は、知何なる法律または政策への依拠もなく、慣習であるに過ぎないため

である 494。 また、全人代を最高権力機関として「人民代表大会制度」を実

行する統治構造では、憲法の実施・監督もまた権力機関によって行われる

492江沢民が 1999年の憲法改正の際、党外人士の意見を求める座談会での

発話の内容であり、また 4!'1錦涛が憲法案施 20周年の記念会で同じことを

述べている 。
493 上持11耕生 『中国行政訴訟の研 究』（明石書店 2003) 327頁。

19~ 王・ 『 中国違憲審査制度』前掲注 467)169 頁。
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ぺきという観念が強いためである 4950

その憲法適用を否定してきた法的根拠と見なされているのは人民法院

の二つの司法解釈であると考えられる 。一 つは、 1955年の『最高人民法院

の刑事判決において憲法を 引用し て論罪科刑 の準拠 とすべきではないこと

に関する回答書簡』 496という司法解釈であり、その主な内容は「刑事判決

において、憲法は有罪判決と科刑の準拠とするべきでなしリということで

あった。もう一つは 1986年 の『最高 法院 の人民法院 が法律文書を作成す

るに当たりいかなる法律規範性文持を引用すべきかに関する 回 答~ 497とい

う司法解釈文芯である、その主な内容は「人民法院が判決文に引用しうる

のは、法律、行政法規、地方性法胤、 自治 条例・ 単行条例である」であり 、

憲法規定は挙げられてないということである。これに対しては、批判的な

見解が強く主張されている。

公民個人 の憲法上の基本的権利 を侵害する行為に対しては、司法手続を

通して法律ヒの救済を与え、憲法の規定により保障する必要が切実である

4980 中国の統治構造では、人民法院は全人大から発生し、それに対して責

任を負い、その監督を受ける。また、最高人民法院及び各級法院は悶の裁

'l'-1］機関であり、その法律を執行することは人民法院の責任であり 、またそ

の職権でもある 。 したが って 、人民法院はどの法律、法令を執行するべき

か、しえないかを選択する権限はないということが言われる 499。ま た、最

高法規である芯法は、裁判過程において違法か否かを判断する最高の基準

であるべきであると有力説は主張するのである 500。また 上述した 二つの司

法解釈も、選法の適用を 完全に否定したわけではない。 55年解釈は憲法の

適用を否定しているの ではなく 、有罪判決と科刑に憲法規定を準拠とすべ

きでな い としたに過 ぎない。また、 86年解釈は 下位法規範を並べたにすぎ

495 王喬『j!J法的司法化』（中国政法大学出版社 2000) 19頁。

496 国務院法制局信息中心『中国法律法規全臨』「司法解釈庫 J（中国検察

出版社 1998）。
,197 国務院法制局信息中心『中国法律法規全 国Z』「司法解釈庫 J（中国検察

出版社 1998）。
498 周偉「憲法在審判 実践 中的適用問題研究J 憲法学 ・行政学（ 2000) 5 

期 14頁。

499 王 ・『中国違憲審査制度』 前帰注 467)173頁。

500 モ ・『憲法的司法化』 前掲注 495)21頁。
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ず、憲法の適用を否定も肯定もしてお らず、む しろ回避の態度をと ってい

る＆01。従 って、憲法の適用を否定する恨拠は人民法院自身の慣行でしかな

し、。

しかし、李歩雲によれば、 rlI国以法は綱領的、抽象的、概括的であり、

JJ..体的で ないため 、裁判する ｜燃の適JHになじまない 502というのである。し

かし、近 代憲法は人権宣言部分と統治部分から 構成され、人権を救済する

手段として、統治機構が観念されている。中国憲法は三権分立、 i車窓審査

制をとってないという欠陥を有するが、ひとまず統治部分と人権宣言部分

から構成されており、特に人民の具体的な権利規定を有している。故に、

そのよ克定の内容の具体的であることを考えれば、裁判を通じて権利救済す

るになじむ憲法であることは確かである。また、諸外国の滋法と比べて見

る｜掛り、特に違憲審査制の「向：同Jであるアメリカ憲法は七千初l前後であ

るのに 比 べて 、中国憲法は 一 万 九千日・である 503ことを考えれば、判｜｜ 象的と

いうことはできない。

高人民法院の審理におけ る憲 法の適用ー「斉玉苓案」

経済改革の深化および法治国家の梢築に伴って、政府権力に制限を加え

て個人的権利の保障を強化すべきだという内在的要求も ，：]jまりつつあり

50 •1 、それが駆動力となり、 u］法審ヂモ制 はにわかに脚光を浴びるようになっ

た＆05。そ して、人民法院の実践においても い くつかの憲法に育Jえする j批判

例 が瓜れた。その 中でも「巡法「・；］ Y.去化第 一 案 506J という最も，~百い評価 を利

たのは、 2001年山東省の斉 玉苓姓名権 訴訟および憲法的教育基本権のな l床

内符に｜到する批復（司法解釈） 507である。

501 ・巨 ・『中国違憲審査制度』前掲注 467)172頁。

502 1三歩玄：編『憲法比較研究』（法律山版社 1998) 33頁。

503 ヱ ・『中国違憲審査制度』前掲注 467)178頁。

504 此宗霊「権利 ・義 務 ・権力」法学研究（ 1998) 3期 45頁。

505 <r~ .『rド国的裁判の構図』 111I掲注 475)129頁。

506 'tJ立松有「憲法司法化及其なJ章一 従最 高人 民法 院今 天的 一個 『批 復』 談

起J 人民法院報 2001年 8月 1311。

507 『lft草人民共和 国最高人民法｜涜公報一一2001年合訂本』 152頁。しか

し、 l止 ，：·ri 人民法院によって、 2008 年 12 月 18 日 に発表された「 j止 ，：＇，•j 人民

法院l則於廃止 2007年底以前発布 的打開司法解釈（第七批）的決定」の公
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本事件の主な経緯は以下の通りである 。 原告斉玉苓と被告陳暁棋は山東

省藤州市第八中学校 1990年 の卒業生であり、同じ村に住んでいた。 1990

年斉玉苓は高中専業予選試験を通過 し統一募集及び訓 練に出願する資格 を

得たが 、陳暁棋 は不合格だった。 山東省済寧市商業学校から斉 玉苓に対し

て発行された入学許可書は陳暁棋の父が受け取った。陳暁棋は斉玉苓の名

義により入学・卒業し 、卒業後もその名義により中国銀行藤州市支店で働

いていた。1999年斉玉苓はそのことを 知 り、陳1廃棋とその父、藤州市第八

中学校、藤州市教育委員会を被告として法院に提訴した。一審を経て、！凍

I廃棋は山東省高級人民法院に上訴する 。 この事件につき最高人民法院が、

｜凍l境棋は斉玉苓の憲法上保障されている教育を受ける権利を侵害しており、

民事責任を負うべきであると認める趣旨で、『最高人民法院の姓名権を侵害

する手段を持って憲法が保障する公民の教育を受ける基本権利を侵害した

ら民事責任を負うべきか否かに 関す る回答』という 批復 （司法解釈）を行

った。 こうして忌高人民法院は司法解釈の形で憲法条項をJ批判規範として

事件審理の過程に導入するように試みた。憲法という根本規範をもって立

法権に対抗して、司法権の地位向上を図ろうとする思惑もその背後にあっ

たであろう 508。実際には、下級人民法院でもいくつかの例 509が現れた。現

在まで 4級の人民法院でそれぞれ「準憲法訴訟J と苫うべき基本権裁判を

経験してきたがゆえに、司法審査制を導入するための条件も整いつつある

510。しかし、 人民法院が現行法制度一人民代表大会は最高権力機関であり、

人民法院には違憲審査権が許されてないーに基づいて違滋審査を行うとす

れば、最も可能性があるのは事件に付随して国の最問機関である全人代の

制 定した法令に対して憲法適合性の判断をすることではなく、行政機関が

行う「具体的行政事件 51I j の違芯性について判断することしかない。従つ

告によれば、本司法解釈の適用を停止するという 。

508 季 ・『中国的裁判の構図』前掲注 475)130頁。

509 人民法院の下級審で態法を適用して国民の権利救済を図った判決は主

に三種類である 。一 、人民法院の通常訴訟を通じて国民の憲法上の権利を

保護し た判決である。二、人民法院は通常訴訟を 通じ て地方法規に刻して

審査を行った判決である 。三、選挙訴訟である 。

510 季 ・『中国的裁判の 構 図』前掲注 475) 131頁。

51 l 中国行政訴訟法は人民法院の行政機関の「抽象的行為Jに対する審査
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て、これは非 常に限定さ れ た違憲審査権 とな り、また違憲審査制 の本来の

口的から大いに逸脱 した制度となるであろう。

第四節 違憲審査制度の設計をめぐる議論

立法及び行政行為の憲法適合性 を 判 断するという意 味 での違憲審査制

に関しては 、現在 中国で有力な見解 は四つある 。

①憲法委員会による 審査 、即ち全人代の下で全人代常務委員会と併行す

る窓法委員会を設置する案 512、全人代 の下 に憲法委員会と 呼 ばれる違憲審

査専 門機 関 を設立する案 513と全人代常務委員会の下に 憲 法委員会を設置

する案 514の三つである 。②人民法院が違憲審査権を行使する 515。③新たに

窓法法院（憲法裁判所）を設立する 516。④複合的違芯審査制 、即 ち全人代

及びその常務委員会の違憲審査だけではなく、その他の専門機関ー たとえ

ば憲法監督委員会、人民法院ーによる違憲審査権の併行を認める型を主 •｝長

している 5170

一 憲法委員会

全人代の下で憲法委員会を設置するという見解は多数説である 。 国が如

権限を否定している 。

512 劉最欣「論中国憲法監骨体制 」内蒙古大学学報（哲社版） 1期（ 1992) 

120頁、またまT善誠 f試論我国違憲審査制度的模式選択J憲法学・行政法

学 5期（ 1999) 10頁、子浩成 「一個極其重要的建議 ：関子滋法実施的保 ｜時

問題 J 法学雑誌第 4~~］ ( 1982) 25頁、挑登魁 ・鄭全戚「試論健 全保障ら益

法実施的機制 J当代法学第 3期（ 1988) 123頁。

513 呉家麟「論設立訟法監督機構的 必要性和可行性 」第 2期 （1991) 5頁、

輩成美 ・胡錦光「我国違憲審査的組織機構初探」中国人民大学学報第 1期

(1987) 121頁。

5 l 4 王叔文「論 怒法実施 的保 ｜埠j 中国法学第 6WJ C 1992) 21頁。陳雲生『民

主憲政新潮』（人民出版社 1988) 253ー 275頁、季街東「合憲性審査与司

法権的強化j 中国社 会科学第 2期（ 2002) 5頁。

515 王帝「試論我国的憲法解釈機構」中 外法学第 6!1}1(1993) 21頁。

516 正文「完善我国的違憲審査制度J 憲法学 ・行政法学第 2期（ 1998) 34 

頁。 また、康大民「建議設立憲法法院 j 法学雑誌第 2期（ 1981) 31ー 32

頁。

517 包万超「設立憲法委員会和最高法院違憲審査庭併行的複合審査制」法

学第 4期 （1998) 12頁。？王進元「司法審査模式論 J社会科学第 4期（ 1994) 
36-39貞。
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何なる I益法監督体制をとるかはその国の支配層の意思で決まるものではな

く、その悶の歴史的伝統、政治体制および法律構造によって決定され、と

りわけその国で実行される政治体制によって決定される 。 したがって、歴

史的伝統、政治体制 および法律構造が類似する国々の滋法監督制度も同じ

種類に属するのである 。 また 、 自国の実行する政治体制と適合する 制度だ

けがよりよい役割を果たすことができる 。 ゆえに民主集中制を採っている

中国においては全人代の権力は人民に由来し、人民主権の原則を体現して

いる、故に全人代の下で訟法監督権を行使するにふさわしいというのであ

る518。 しかし、具体的にどのような制度設計が望ましいかというところ、

それぞれ違った主張がある 。

①人代常務委員会と併行する滋法委員会

逃 jぷ2停査権を有する全人代の非専 l11J.非継続 的 という lllJ姐点とその「IL', 

監将の不可能ということを巧え、劉長欣は全人代の下で独立したi益法委品

会 を提If＼する 。 憲法委員会は怒法の実施に対して専門的で、 Itlr:,:'.:jの監’腎権

を有する 。その監督範囲は；益法が直接効力 519をもっ部分であり、会議とい

うJi法で帯査し、多数決で決める 。 委員は全人代により任命されるべきで

あり、その構成員は政治家及び法律家が望ましい。 任期は全人代の任期｜と

同じである べ き。 そして、滋法委員会は忠法により独立して監督権を行使

する同 H寺に、全人代の監督を受ける 。

また、批評誠によれば、このような芯法委員会は同 H寺に）1~ 法裁判所の合

理的な要素を取り入れるべきであるという 520。具体的には、全人代のお法

監督機能と窓法委員会の逃芯審査とを結合させ、主に憲法委員会の専門機

関が違71＜審査をする 。 その理由としては、改革と発展という視点から中悶

518 胡錦光 韓大元『中岡；ぷ法の理論と実際』（成文堂 1996) 151頁。

519 劉民欣は、憲法違反問題が生じた場合に直接憲法規定を川いてその問

題をただすことができるかどうかによって、憲法の効力を直接効力の部分

と間接効力の部分という こつに分けることができるという 。 しかし、この

ような分け方をあいまいに説明しており、またその根拠も示してない。 従

って、日本で議論 されている人権の私人 IW効力の 問題と糊逃いやすい。

520 1:J: ・ 「試論 我 国違 ｝b~ 審査制 度的模式選択 J 前掲注 5 12)10 頁 。
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の違法i審査制の問題を考えるべきであり、専門機関が違憲審査をすること

は中国の政治体制と伝統と適合する。また、全人代の原則を守ることがで

き、その権限を脅かす存在にならないという点を挙げている 。憲法委員会

の職権として以下の四つを挙げている：①法律、行政法規、地方法規およ

び規則の合憲性を審査する。②国家機関聞の権限争いを仲裁する。③訟法

を解釈する 。④憲法問題に関する諮問を受け入れる 。

②人代の下 の 憲 法 委 員 会

呉家麟は、滋法監督制度の設立は以下のことを前提にすべきであると主

張する 521。すなわち、民主集中制の原則に違反し、全人代の最高権力機関

たる権威を揺るがしてはならない。 また、中国の実情から出発すべきであ

り、外国の制度を参照にすべきだが制度をそのまま受け入れることは避け

るべきだという 。 そして全人代のもとで置かれるこの委員会は全人代を補

佐して憲法監督を行うこととなる 。 ｝！~法委員会を確立するために三つの段

階を要する 。 まず、助 言権の段階。この段階で憲法委員会は全人代に対し

て、助 言 をする権限だけもつことになる 。第 二段階では、一部の事柄に対

して決定権を有するようになる 。 しかし、呉家麟は決定できるのは具体的

にどのような面かについて 言及していない。 最後に憲法訴訟事件を審理す

る権限を有するようになる 。

韮成美と胡錦光は、芯法委員会は補助的な機関であり、全人代とその常

務委員会のもとに属する専門的な機関であり、全人代とその常務委員会 が

違憲審査権を与えるという 522。このような憲法委員会を設ける理由として、

①民 主集中制を採用している人民代表大会制度という中国の現行政治制度

に適合的であり、②現行憲法にはこのような専門機関の設立、法的地位と

職権について明白な規定が存在しており 523、③憲法上の規定を恨拠に設置

521 呉 ・「論設立憲法監督機構的必要性和可行性J前掲注 513)5頁。

522 韮 ・胡「我国違是正審査的組織機構初探」前掲注 513)121頁。

523 中華人民共和国憲法第 70条 1項は「全国人民代表大会は、民族委員会 、

法律委員会……及びその他の必要な専門委員会 を設置する 。Jと定めており、

この規定に基づけば、憲法監督委員会を設置する憲法ヒの栂拠規定となり

うる 。

162 



される委員会は、その法的地位が 他 の機関より高い位置にあり、高度の代

表性を有するという点が挙げられる。

③人代常務委員会のもとでの憲法監督委員会

活：法院替制度の機能不全の原因について、 陳雲生は、 問題 はその 制度自

身にあるのではなく、憲法監替に対する重視の程度によるという 52~ 。 従っ

て、憲法監督を重要視しない限り 、代 わりにどんな 制度を導入しても 不発

的であろうと主張する。もちろん、陳雲生は憲法監督制度が自分自身の限

界から、有効に働くことはないと認めており、将来的には憲法法院もしく

は憲法委員会の導入は必要であるという。しかし、 中国の現状か らすれば、

現H寺点では全人代に従属する、 独立的な決定権のない憲法委 員会が適切で

あり、その主な権限は助言と意見をなすことである。またこのような委員

会の設立は現の法律委員会を改革するだけで十分であるという 。

モ叔文はこの案について以下のような検証を加えている 525。①香港とマ

カオの返還に伴って、全人代のもとで香港とマカオという こつ の特別行政

区基本法委員会を設立し 、全人代常務委員会の香港とマカオにおいて 制定

された法律に対する審査と基本法の解釈に協力しているということを考え

れば、全人代のもとで憲法委員会を設置することはありうる 。②全人代常

務委員会は憲法監督権を直接行使 しているので、そのもと で設置すること

がより望ましい。③全人代の法律委員会は法案の起草および研究所動 が多

忙であるため、全人代常務委員会を 補佐して、窓法監督権と忠法解釈権を

行使する H院はないであろう 。

二 最高法院による 違憲審査

王語は誰が憲法を解釈すべきか、という面から分析 して最高人民法院 は

裁判権に基づき 、憲法解釈権を有するという結論に至る 。王需によれば、

全人代及びその常務委員会も 立法行為を通じて憲法を解釈することはでき

るが 専門機関として解釈することができないと指摘し、 f益法を法であると

観念して違憲審査制 を設置するのであれば、人民法院による違憲審査権の

5z,1 I味 ・『民主憲政新潮 』前掲注 514)253-275頁。

525 王 ・「論憲法実施的保障」 前掲注 514)21頁。
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行使が一番適切 であるという 526。また、楊臨葎は最高人民法院の内部に違

憲審査廷を設置することは法律によって、可能であるといい、その論拠と

して、最高人 民法院が事件 の審理過程で法律、法令の適用について解釈を

行い、法院の司法解釈は疑 いなく固有の権限であり、 世界各国の通例 であ

るということをあげる 。人民法院による、いくつかの行政規則に対する審

査を行った裁判例もすでになされており、事実上最高人民法院は不完全 で

はあるにせよ、違憲審査権を行使している 527という 。

一 憲法法院 （憲法裁判所 ）

康大民は、全人代 が憲法解釈権を有するという憲法上 の規定を考慮して、

中国の憲法監督制度は全人代という権力機 関 と司法機関という こつの機関

から 構成 されるべきであるという 5280 すなわち、権力機関は憲法に関する

一般的な解釈を行い、司法機関は具体的裁判過 程を通じて違憲問題を処理

するということである 。 しかし、この場合、全人代と芯法法院の間の権限

分配は 三権分立の原理に基づくものではないため、両者の権限範囲がは っ

きりしておらず、特に憲法法院の権限は明らかではない。 また、多くの場

合、違憲審査の対象となるのは国の最高権力機関である全人代の制定する

法律ーが違憲か合憲かという問題であるということを考えれば、このような

憲法法院は事実上違憲審査権の行使はできないのであり、その設置は「絵

に描いた餅Jとなろう 。 さらに、憲法法院の構想に対して、 「外部者の身分

で、立法機関の立法活動および行政機関の行政活動を審査し 、監督すると

いう視点から設置されたものであり、監督の木意には合致するが中国にお

いては、この 制度設置を 可能 にする最も基本的な理論問題は 、まだ解決さ

れておらず、人々に意識されたことすらない。 529J という反論があり と

の批判 は付随的審査制の主張についても同様なされている 。憲法法院の提

案は憲法改正を要請しており、現行憲法体制 と激 しく衝突するものである

526 王語「 中国的憲法解釈機構 J 許崇徳『憲法和民主政治』（中国検察出版

社 1994) 98頁以下参照。

527 楊臨葎 「法院改革的憲法思考 J 法制日報 1999年 1月 14日。

528 康 ・「建議設立憲法法院J 前 掲 注 516)31-32頁。

529 胡、韓 ・『中国憲法の理論と実際』前掲注 518)152頁。

164 



530 
0 

四 複合的な違憲審査制

現行憲法体制の下では、全人代およびその常務委員会の権力の正当性を

認めなければならない状況を考え、この説が提唱された。 この説は近年新

たに提唱されたものであり、全人代およびその常務委員会の下で憲法委員

会を設置 し、最高人民法委員の 下に違憲審査廷を設立 し、それぞれ非訴訟、

事前の審査と付随的審査を行使する 531と主張する。 1王進元によれば、中国

憲法及び行政訴訟法が相まって権力機関による事前審査と司法機関による

事後的審査というシステムを構成している。しかし、違憲公文書532と逃芯

行為に関しては「真空状態 533」であるという。公文書に関して違憲審査を

行うことができるという法規定は存在しておらず、また現行行政訴訟法第

11条 によれば、具体的な行政行為に関してのみ違法（違窓）審査を行うこ

とを許しており、抽象的行為に関して審査はできないとしている 534。ま た、

行政機関以外の国家機関の行為に関して、 f~ 法第 5 条 3 項が原則的な規定

をおくにとどまってお り、具体的な制度を設けていない。 現行憲法監管制

度のこのような欠陥を克服するため、全人代およびその常務委員会の監倍

以外にも 、人 民法院において事後的審査を可能にする 制度改革は必要であ

る535という。これは全人代およびその常務委員会の権威性と最高法院 の実

践性という長所をあわせたものであるが、現実には運用し難し、制度である 。

人民法院の法解釈と全人代の解釈とが矛盾した場合、特にそうであろう 。

530 杜錦i建「中国違憲審査制的改革与社会主義法治国建設J 劉海年 ・李渉

去 ・李林編 『依法治国 建設社会 主義法治国家』（中国法制出版社 1996) 

463頁。

531 包 ・「設立憲法委員会和最高法院違憲審査庭併行的複合審査制 」前掲注

504) 12頁。

532 1.王進元の論文によれば、公文書とは法規範性を有する文書のことを指

しているようである、しかしそれが具体的にどのような文書なのかという

ことをはっき り説明していない。

533 在 ・「司法審査様式論 j 前掲注 517)36-39頁。

534 現行行政訴訟法第 11条は、行政訴訟受理範囲を列挙しており、同法第

12条は人民法院が受理してはいけない範囲を列挙している。

535 1王 ・「司法審査模式論」前掲注 517)36ー 39頁。
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第五節 行政訴訟法一憲法訴訟の突破口

憲法訴訟への近道一行政訴訟法の成立及びその目的

改革・開放政策が推進されると同時に、「民主と法制 J強化の問題も、党

と政府の中 心政策となり、中国歴史上十年間の波乱をもたらした文化大革

命時代の 「無秩序 J状態からの脱出が図られる 。 行政事件訴訟はこれまで

に民事訴訟でまかなわれていた。 しかし、経済発展に伴い公権力による人

権侵害事件が相次ぎ、人々が行政権の乱用に対する歯止め、かつ行政機関

によって侵害された合法的権益に対する司法救済を求める要請も 一段と高

まり、民事訴訟法のみでは対応できなくなった。こうした状況を背長に、

1989年に現行行政訴訟法が第七回全人大第二次会議を通過し、翌年の十月

から実施された。これによって、中国では本格的行政争訟制度が確立され

た。社会主義国である中国の法秩序における画期的窓義を有する出来事で

ある 5360

中国行政訴訟法制度の確立過程については、 三段階に分けることが出来

る。第一段階は、 1982年 3月 から 1987年 1月 1日までである 。 この段階

において、行政案件は民事訴訟手続の中で審理された。独立の行政訴訟手

続は存在しなかった。第二段階は 1987年 1月 1日から 1990年 10月 1日

までである 。 この段階で行政訴訟手続がようやく民事訴訟手続から分離さ

れ、独立の訴訟手続を形成するようになった。第 三段階は、 1990年 10月

1 口から現在までである 。行政訴訟法が施行され、行政手続が民事訴訟手

続から完全に分離し、一種独立した訴訟制度となった 537。

『11国行政訴訟法第 1条は、「人民法院が正確、迅速に行政事件を審理す

ることを保証し、国民、法人及びその他 の組織の法律上の権利利益を保護

し、行政機関の法による行政職権の行使を擁護し、かつ、監督するため、

憲法に基づき、この法律を制定する 538J と定め、その立法目的を謡ってい

る。 この条文から、立法目的は、行政事件の正確迅速な処理、国民の権利

利益の保障ならびに行政i職権の擁護及び監替などにあると考えられる 。 正

536 ~長陵陵『中国行政訴訟法の特質』（中央大学出版部 1998) 14頁。

537 皮純協 ・病軍 ・呉徳星 『中国行政法の理論と実際』（成文堂 1998) 306 

頁。

538 訳文は張 ・『中国行政法の生成と展開』前局注 465)291頁 による 。

166 



確、迅速な事件審理を保障するため同法 3条は「人民法院は、法により、

行政事件について、独 立 して裁判権を行使し、行政機関、社会団体および

個人の干渉を受けないJ と定め、かっ、 4 条は「事実を根拠とし、法律に

準拠する」ことを審理の原則としている 5390 その第 二の目的は国民等の合

法的な権利利益を保護することである 。 その合法的な権利利益とは何 か。

憲法及び法律上の法益であり、 2004年の芯法改正によれば人権の保障もそ

のー内容となる 。 第 三の目的は行政権の行使を監督することである 。 行政

訴訟法が行政権の監督を第一義的目的とすることが行政権の司法権に対す

る伝統的優位を否定する意義を物語っている 5400 そして、 2004年に公表

された 「全面推進依法行政実施綱要（法治政府を全面的に推進する綱要） J 

は、合法合理的な行政、人民の行政への参加の拡大、手続的デュー ・プ ロ

セス、行政情報の公開性の推進、人民の知る権利 の確保、行政裁量の適法

性、行政権の侵害からの司法的救済、行政に対する立法監容と司法監替な

どのような新しい概念、・附位を導入した。 これは法による行政だけではな

く、法律優位の原理をも承認した点で画期的な意義を持 っている 5410

憲法訴訟の突発 口一行政訴訟法

上のような、行政訴訟法の目的を受けて、場海坤 は 「jぷ法訴訟の突発円

は行政訴訟法j 論 542を提唱する 。楊海おItは、違憲審査制を導入することに

関して 学界では異論はないが、その選択肢の 一 つである人民法院による違

忠審査権の行使という議論に対して、「斉玉苓案」をきっかけに批判 が最も

強くな ってきている、という 。 そしてその批判は主に①最高法院が下位の

法律を捨てて直接憲法を援用したことは、法院の法律によ って裁判する原

則に違反したということ、②憲法上、最高法院が憲法を解釈し、監督する

権限は定められていないこと、③仮に最高法院に憲法を援用する権限があ

539 葉 ・『中国行政訴訟法の特質』前掲注 536)22頁。
540 同上、 23頁。

54 l 季 ・『中国的裁判の構図』前掲注 475)125頁参照。法律の優越とは、 法

律を超越した特権的存在を否定したところを指している 。

542 楊海坤 「従行政訴訟走向志法訴訟 j 法市｜！ 与社会発展第 1期（ 2002) 56 

-61頁参照。また、胡肖華「従行政訴訟到憲法訴訟」中国法学第 1期 （2007) 
100- 110頁参照。
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るとすれば、法律を審査する権限も当然行使されることになり、「人民代表

大会制度 j と矛盾するということ、④最高法院が憲法を援用して民事事件

を解決したことは誤りであるということ等があるが、①が最も適切な批判

だと指摘して、次のような反論をする 。

確かに『中華人民共和国教育法』（以下教育法という）における具体的

な規定を用いて 問題を解決できるし、最－高法院がその『教育法』を無視し

たのも誤りである。しかし、最高法院の司法解釈（批復）によって示され

た最も注 目するべきことは法律を無視して憲法を無理やりに引き出したこ

とではなく、憲法を判断基準にして裁判することができるという先例を作

ったことである。また、法院が憲法を基準に裁判をすることに対して、芯

法上明文の禁止規定は存在しない。逆に憲法前文の後段は 「この慾法は法

律の形式を持って中国各民族の努力の結果を確認し、国家の根本的な制度

と任務を 規定した国 家の根本法であり、最高の法効力を有する 。 全国の各

民族、 一切の国家機関と武装力量、各政党、各社会団体、各企業組織また

事業組織は必ずこの窓法をその活動の根本的な準則にし、且つ憲法の時j殺

を擁護し、窓法の 施行を保証する l陥寅ーがある。」と定めており、滋法は品高

知j力を もっ法律（最高法規）であることを宣言 していることを考えれば、

怠法を基準にして裁判することはむしろ芯法によって肯定されている 。 さ

らに、憲法の「全国の各民族、一 切の国家機関と武装力量、各政党、各社

会団体、各企業組織また事業組織は ……憲法 の施行を保証する職I'Jがある 。j

という規定は忠法を施行する主体と様式の多様性を 表している 。 人民法院

の憲法を基準に裁判をする行動は人民法院が裁判という様式で 「憲法の施

行を保証する j l臓貨を果たしているという 5430

従って、憲法を基準にして裁判をすることは憲法によって人民法院に与

えられた「隠し権力（違憲審査権） 54 4 Jであり、その権力は「斉玉苓案J

をきっかけに現れたという 。そしてこの権力（違憲審査権）と、「人民主権」

の表れである「中華人民共和国全人代は最高の権力機関である j という定

543 楊 ・「従行政訴訟走 向憲法訴訟J 前掲注 542)59頁。

544 楊海坤によれば、違憲審査権は司法権に 当然含まれていると考えてお

り、そして人民法院自 身が違憲審査権を表に持ち出して行使することを通

じて、自らそれを確立させることはその宿命であるように論じている 。
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めとの関係をどうすべきか、という疑問に対して次のように答えている 。

つまり、最高人民法院が全人代の {f;[高権力を超越する権力を持つことが禁

じられているが、人民法院のこの権力（違憲審査権）は立法権に対するも

のであって、行政権、司法権、立法権という 三つの権力の源である「最高

権力機関」を制限するものではないという 545。つまり、揚海坤は立法権も、

行政権、司法権と同じく全人代から発生し、それに対して責任を負うと考

えている 。従って、立法権の法律制定行為は全人代（最高権力機関）の行

為と異なるものであると見なしている 。

最後に、立法権に対しては、 f隠し権力 Jである違憲審査権を確立させ

るための訴訟は行政訴 訟であるという 546。その 例とし て 1803年のアメリ

カにおけるマーベリ対マディソン事件判決を挙げる 。 アメリカ憲法典に司

法審査の明文規定はないにもかかわらず、司法権が自ら違憲審査権を確立

させた ことは、まさに「法律とは何 かを判断するのは司法権の職務である」

というマーシャル首席判事の言葉通りであり、その「隠し権力 j を発掘し

たことである 547。現在最高法院は「斉玉苓案」に対する司法解釈を通じて、

「立ち入り紫止の領域」とされている領域に入り、この「隠し権力 Jを発

掘している 548。

しかし他方で、アメリカや日本においては、司法審査を確立させたマー

シヤルの論法の不十分さが指摘 されている 549。つまり、まず法律が怒法に

違反するか否かを決めるのは誰であるかという問題に対してである 。 アメ

リカ憲法には違憲審査制に関する明文規定が存在しない。 従って、憲法か

らは違憲審査制が必然的に導かれないというのはマーシャルに対する第 一

の批判である 。 そして、これは違憲審査制に閲して明文規定を有しない中

国志法に対しでも同じく言えることである 。また 、マーシヤノレによると「何

が法であるかを語るのは司法の職務である 。」楊海坤もこれに敬意を払って、

545 楊・「従行政訴訟走向憲法訴訟」前掲注 542)60頁。
546 同上、 61頁。

547 向上、 58頁。

5・18 同上、 58頁。

549 差し当たり、鵜飼信成『司法審査と人権の法理』（有斐閣 1984) 58 
-63頁参照。
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自分の主張を論証するため引き合いに出している。しか し、憲法に違反す

る法律を審査する権限は裁判所だけに与えられているのか。立法機関も憲

法を噂重する義務を有しており、法律を制定する際、その合憲性について

事前審査を行っているはずである 。 従 って 、この場合には、司法権だけに

違憲審査権を与えているというのは十分な糠拠を有しない。 さらに、憲法

の最高法規性は裁判所が違憲審査制 を有する根拠となりうるかである。立

法機関が最高法規としての憲法に準拠して制定する法律はひとまず違憲の

疑いは存在しないし、仮にあったとしても、最高法規規定は直ちに司法的

審査の恨拠となりえない。 マー シヤノレの論法はあまりに形式論に徹してい

るので、その実際の運用にあたっては、その同じ論理を貝．きえない事態が

生じる 550。マーシャル意見に対するこれらの疑 問 を解決しない限り、「温

法訴訟の突破口は行政訴訟法」の戦略は失敗作になりかねないであろう 。

仮に成功するにしても、芯法訴訟を実定訴訟法でまかなっていくことは、

「訴訟法の留保551j の問題を避けることができるだろうか。

さらに、滋法訴訟の「試金石」とも言われている行政訴訟法は人権侵

台に対する司法的救済の可能性を示しながら、他方そのマイナス面をも持

っている 。 それは司法審査の対象範囲を厳しく限定して、しかも列挙式で

191 示していることである 。一 方、最高人民法院は 1991年に行政訴訟法の

貫徹執行に関する試行司法解釈を発布することを通じて、行政訴訟の不受

即事項を狭く解釈して、行政法規 ・規則や地方性法規 ・規則の定める行政

最終裁決に対する司法審査を可能にした。 また 2000年に新しい司法解釈

を発布して、司法審査の及ばない抽象的行政行為の概念内容を狭く解釈し、

不受理の範囲をも列挙式で説明している 。 人身権（自由権）と財産権につ

いて広く解釈を用いて、行政訴訟を通して保護できる権利の範囲を広げて

いる 。i註高人民法院の司法解釈的なやり方で行政事件審理の範囲は若干広

くなったとはいえ 、このような司法解釈は法律ほどの安定性、継続性 の保

~1~ がない 。

550 高柳賢三『司法権の優位』増訂版（有斐閣 1958) 48頁。

551 奥平康弘「憲法訴訟と行政訴訟」公法研 究 41号（ 1979)97頁、また

棟居快行『人権論の新構成』 （信山社 1992) 288頁。
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ー 中国 憲法の司法化の道一合憲解釈の方法

中国における違憲審査制に関する最近の議論の一つは上官亙亮の提示

する「合憲解釈 j の方法である 552。彼は違憲審査制に関する議論の行き詰

まった状態を、「我が国の憲法司法化の実践は始まったばかりで終わった」

と評価し、このような状態を打開し、憲法司法化を有効に進めるには第三

の道一合憲的解釈の方法ーがあるという。

人民法院が法律を適用する際には、必ずそれを解釈しなければならない。

そして、合憲解釈は重要な解釈の方法であるが、中国学界においては十分

認識されていない 553。実践レベルにおいて、人民法院が無意識にこの方法

を用いている事案は少なくとも 60件存在しており、「斉玉苓案Jはその典

型例である 5540

上述の認識から、上官亙亮は中国の裁判官は合憲解釈を行 う意識及び能

力に欠けており、ゆえに我々学者はその基本方法の提供につとめるのは当

面の任務であるといい、以下のように具体案を提示している 。

まず、彼は誰が合憲解釈を行うかと自問自答をする。現行窓法の規定に

よれば、合態解釈を行う権限を有するのは、全人代の常務委員会と最高人

民検察院及び最高人民法院という 三つの特定の国家機関であり、その 中で

も最高人民法院の司法解釈は圧倒的に多い。 そして人民法院システムの中

でも、法律の解釈を行っている主体は最高人民法院だけではなく、具体的

には判決を下している裁判官である 。 裁判官が個々の事件において、法律

を解釈することは、品高人民法院の解釈と常務委員会の最終的解釈権と矛

盾しない。法律の解釈を行う｜際、裁判官は必ず最高法規である憲法の精神

に照らして解釈する義務がある。従って、裁判官は当然に憲法を解釈する

権限を有することとなる 。 上述のような法律を解釈する権限の論理に従え

ば、怒法を解釈する裁判官の権限も常務委員会かその他の芯法解釈機関の

最終的な憲法解釈権限と矛盾しない。 この場合、下級法院は「斉玉苓案」

のように、最高人民法院の司法解釈を仰ぐ必要はなくなる 。

552 上官亙亮 「当 下中国憲法司法化的路径与法方J現代法学第 30巻第 2期

(2008) 3頁。

553 I司上、 4頁 0

55,1 !nl上、 5頁。
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続いて、法律の合憲解釈とは憲法規定とその精神に照らして法律を解釈

する仕事であるゆえに、裁判官は憲法を理解しなければならない。 これは

裁判官が憲法を解釈する第一歩である 。 そして、合憲解釈を行った場合、

その恨拠となる憲法条文を判決文の理由の部分に引用すべきである 。裁判

官は法律の解釈をする際、必ずその合憲性を判断した上で合憲解釈を行う

べきである 。 合憲判断を行うときには、なるべく「合憲推定原則Jに基づ

いて行うべきである 。 しかし、問題は裁判官が明らかに違憲である法律と

遭遇した場合どうするのかである 。 この問題に対して、上官亙亮は以下の

ように答えている，裁判官は明らかに違憲である法律を合憲解釈してはな

らない。そして、「行政訴訟法Jは間接的に裁判官に適用する法律を選択す

る権限を与えており（厳格には法律の選択権ではなく、規章〔条例、規則 〕

の選択の権限である） 555、また「立法法j は、下位法より上位法、 一般法

より特別法、旧法より新法が優先的に適用されると規定し、人民法院に法

律に対する選択権を与えている 556が、現行制度の下で、人民法院は違憲な

法律を適用しないということはできなし、 5570

最後に、上官亙亮は、人民法院が明らかに違憲である法律を違憲である

と宣言 し、｜直接憲法を適用することはできるのかという問題に関して分析

している 。彼によれば、現行体制下で、人民法院が明らかに違憲である法

律でも、それを適用しないというのは現実的なやり方ではないという 。 な

ぜなら、人民法院は最高権力機関およびその常設機関の制定した法律の適

用を拒否する権限を有しないからである。しかし、人民法院が明らかに違

憲である法律を発見したら、最高人民法院に報告し、最高人民法院がまた

それを全人大常務委員会に報告して、その決定を仰ぐということはできる

555 1989年の第七回全国人民代表大会第二次会における『関与 「中華人民

共和国行政訴訟法（草案） J的説明』によれば、法律、行政法規に抵触する

規章（条例、規則相当のもの）に対して、人民法院は自由選択の権限があ

る。
556 最高人民法院で裁判官を勤めている楊臨部は、 I51＇＜法と『立法法』の規

定によれば、中国法官は法律を選択して適用する権限を有しており、憲法

と上位法と抵触する法規範を適用しないことができる Jと述べている 。 楊

臨葎『中国司法審査若干問題前沿問題』（人民法院出版社 2006) 1頁参
日召川、、。

557 上官・「当下中国窓法司法化的路径与法方J 前掲注 552)14頁。
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という 。 その問、人民法院は訴訟を中止し、全人大常務委員会が決定を下

してから、訴訟を再開すればよいという 5580

上官~亮のいう「合態解釈 J とはいかなる内容のものなのか。 彼によれ

ば、 「合 ）！，，~ 解釈 J は「私人間効力 J 論、特に「間接効力説 J と実際上同じ も

のである 。 また、私人間効力論とは主に民法の規定に憲法の主旨を取り込

んで解釈 ・適用するというものであり、この方法を民法だけではなく、他

の実定法にも適用すれば、憲法の司法化を実現できるという 5590 しかし周

知の通り、私人間効力論とは、資本主義の発展に伴って生じた 「社会的権

力 j 一国家類似の私的団体ーによる人権侵害からも、国民の人権を保護す

る必要がある 560という状況下で生まれた理論であり、公権力による人権侵

害ではなく、私人間における人権侵害を防ぐためのものである。従って、

人民法院が法律を適用する際に、憲法の主旨に従って法律を解釈すること

だけを目的とする上官主苑の「合意解釈 」は、 私人間における人権侵 害を

防ぐための従来の「私人間効力論 jと全く別物であることは明らかである 。

では、上官杢亮は「私人間効力論 j のどのようなところに注目したのか。

彼によれば、憲法の主旨を民法の一般規定に取り込んで解釈するという方

法に注目しており、これがi益法司法化の第 三の道であるという 。 しかし、

彼自ら認めている「人民法院の憲法解釈を基礎付ける憲法上の規定がある

かどうか、また政治上人民法院の憲法解釈を許しているかどうかにもかか

わらず、人民法院は事件を審理する司法過程において憲法解釈を行ってき

たのは事実である 561J ことを考えれば、このような憲法の司法化はすでに

何十年に渡って人民法院によって行われており、改めて指摘するほどの問

題ではないであろう 。も し上官歪亮の問題関心は人民法院が憲法の主旨 を

実定法の解釈に取り込むことを積極的にやることで、違憲な法律を発見す

ることにあるというのであれば、むしろ逃恋審査制を正面から論じるほう

が理解しやすいと思われる 。 また、彼は人民法院が発見した違憲な法律を

最高人民法院に報告し、最高人民法院が全国人民代表大会常務委員会に提

558 同上、 15頁。

559 向上、 4頁。

5GO 芦部信吾「憲法（第五版）』（岩波書：店 2007) 107頁。

5Gl 王 ・『巾国違憲審査制度』前掲注 467)302-303頁。
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示し、その判断を求めると言っているが、 明 らかに、 上官主亮にとっては

現行憲法監督制度が違憲審査制度と観念されていることは間違いないので

ある 。

第五節 「学者型裁判官 J と権威体制

近年 中国において 違憲審査制 が盛んに議論されるようになったきっかけ

の一つは、いくつかの社会的な事件に発端するものである。特に、本章第

三節で紹介した「斉玉苓案 J は典型的である 。 この事件 の審理の際、下級

人民法院の要求に応じ、最高人民法院が教育権は憲法上公民に保障されて

いる基本的権利 であるという司法解釈を行った。学界において 一部の学者

はこの司法解 釈をアメリカの Marburyv Madisonと匹敵するほど賛美し、

巾国滋法の「 司法化 の第一案 Jと好意的 に評価し た。そして、この「斉玉

苓案」に寄せた 最 高人民法院の司法解釈は 中国にお ける「憲法司法化」の

拡を 聞 けたと認識したのが学界だけではなかった。 メディアも大々的に報

道 し、最高人民法院の大法官も「芯法の司法化とその意義562J というタイ

トノレで新聞に 論稿を寄せるほどであった。このような裁判官を 中国では「学

者型の裁 判官 563J と呼んでいる 。

~高人民法院の大法官まで論稿を発表し、「憲法司法化の必要と意義 J を

論じていることは、 一 見立滋体制 を構築するための人民法院の決意を示し

たように見えた。「憲法の司法化とその意義Jにおいて黄松有大法官は、「斉

玉苓案」を「人民法院が公民の 51~ 法上の基本的権利 を 保護する先例 56 4」で

あり、「；芯法司法化 の先例Jであるとした 。 そして、「わが国において滋法

訴訟に関する法律がないが、アメリカの裁判所のやり方を参照しつつ、

一人民法院は憲法 問題を回避する態度を放棄し、 …… 伝統的な考えを突破

する勇気と決心を示した 565j と黄松有大法官はいう 。大法官黄松有の論説

562 黄・ f憲法司法化及其怠義一 従最高人民法院今天的 一個『批復』談起 J

前掲注 506）参 照。

563 場軍「学者型法官就能不腐敗？」南風窓第 7期 （2009) 37ー 39頁。

564 黄 ・「憲法 司法化及其意義一従最高 人民法 院今 天 的一個 『批 復』談起 J

前掲注 506）参照。

565 黄 ・「憲法司法化及其意義一 従最高人民法院今天 的一 個 『批復』談起」

｜司」二。
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は、いかにも最高人民法院が憲法解釈という人民法院に対する「タブー」

を破る決心を示したように見えた。しかし、人民法院による憲法解釈の時

代 が来たと誰もが思っていたが、黄松有大法官の免職と最高人民法院の司

法解釈を廃止する「決定 j の公表によって事態は一変した。

2008年 10月 28日に、第 11回全国人民代表大会常務委員会第 5次会議

が大法官黄松有を免職する旨の決定 566を突然発表した。決定は免職に関す

る詳しい説明をしてない。その後の新聞ニュ ースの報道によれば、黄松有

大法官免職の原因は汚職、腐敗であった。しかし、重要なのは「中国憲法

の司法化時代の到来J を宣言した黄松有大法官の免職だけではない。彼が

免職されて 二ヶ 月 もたたない 2008年 12月 18日に、島高人民法院が 2007

年以前に行った司法解釈 を廃止する決定 567を行った。この決定は、 27件

の司法解釈を廃止した。 この中には、「斉玉苓案Jの｜際、学界に中固定；法の

司法化を意味すると称賛された、最高人民法院の司法解釈が含まれている 。

廃止の理由には四つのものがあり、第一 は 「状況が変わり、適用しなしリ、

第二 は「物権法の発効により廃止す るJ、「物権法及び新しい司法解釈にと

って代わられた J、第三 は「物権法の規定と抵触するから j、第四は「民事

訴訟法の改正により Jであった。 しかし、「斉 玉苓案」に 関する最高人民法

院の司法解釈はどの積額にも含まれず、廃止理由はただ「すでに適用しな

いことになっている Jであった。学界等を騒がせたこの司法解釈 はいつ適

用しないことになっていたのか。 非常に妙な表現である 。一つ確かなこと

は、この決定に よって人民法院は窓法を解釈することは 二度とないことを

宣言 したのである 。

f学者型裁判官 Jの免職 と「斉玉苓案」を「中国i益法司法化第一案J と

化 させた最高人民法院司法解釈の廃止は、学界に大きな議論を呼んだ。 し

かし、いずれも公式の雑誌等に論考を寄せることなく、自らのブログ等に

おいて議論は行われた。その 中には例えば、「人民法院が必ず憲法問題に直

面するし、それを避けることがなしリ、「憲法の司法化は二度となしリ、「公

566 111華人民共和国全国人民代表大会常務委員会公報第 7期（2008)774 

頁。
567 f最 高人民法院関与廃止 2007年以前発布的有関司法解釈（第七批）的

決定」人民法院報 2008年 12月 24日。
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民の憲法上の権利が侵害された場合、司法的救済をいかに行うかJ等の指

摘もあった。

最高人民法院は一体なぜ憲法解釈に向けて 踏み出した 一歩を、また逆戻

りさせたのか。最高人民法｜涜が店法を 解釈することになれば、向然に雌力

の分立が進む こととなる 。 しかし、権ノJ分立は一党独裁的な権威体制 Fで

は、到底容認できないことであろう。「学者型裁判官 j の腐敗は「，， 同の政治

体制の性質に由来するといわれる 568ように、最高人民法院のお法解釈を行

わないという宣言も中国現体制に起因しているように思われる 。

568 樹・「学者型法官就能不腐敗？」｜前掲注 563)39頁。
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政

問いの省み

「司法審査制への注目は、現在、グローパルなレヴェノレで広がっている

569。J しかし、アメリカにおいて初めて確立した違憲審査制のグローパノレ

化は、今日まで、 三度目の波を打っている 。 最初の波は、 言 うまでもなく

アメリカにおける違憲審査制の確立である 。 そして、第二の波は 、第二次

世界大戦後の日本をはじめとするいくつかの国による違憲審査制の導入で

ある。これらの国々は、人権の蝶鯛という苦い歴史的経験から、権力を縛

り人権を守る担保措置として違憲審査制を導入した。 従って、学界におい

ても、もっぱら違憲審査制の人権保障機能 を論じる 規範論 は隆盛した。 同

時に、違憲審査制の原罪である一民主的に選ばれてない裁判官は選挙で選

ばれた議会の法律を違憲無効にできるかという－ r反多数決主義という難

点」が問われることになる 。 しかし他 方で、規範論は逃怒審査制をとりま

く政治の状況に無関心に、 一人歩きをし続けた。

違憲審査制導入の第 三波は、民主化 の第三波と共に到来した。 規範論は

再び、逃滋審査制 の人権保障機能 を取り上げ、民主化 の第 三波における国々

における 違窓審査制の導入 を注目 した。 しかしこ こに、規範論の単調さが

あった。それは、違憲審査制の人権保障機能を強調するあまりに、違~（審

査制の民主的正当性－ r反多数決主義という問題」が引き起こす問題点を

看過した。 要は、規範論は、そもそも民主的正当化の問題が盛んに議論さ

れているなか、新興民主主義国家はなぜあえて違滋審査制 を導入したのか

という問いを見過ごした。 明らかに、規範論はその答えをしてくれない。

二 パラダイムの転換

違憲審査制に関する政治学的分析はどうだろうか。 政治学的分析と 一言

で言っても多様なものが存在 しており、分別しなければならないのは、既

に確立された違怠審査制 を対象に分析している政治学的な議論と逃憲審査

制の起源、に関する説明をしている政治学的な議論 の両者である 。 前者は、

569 阪口正 二郎 「セイヤーの司法の自己抑制論再考」型学院大学総合研究

所紀要 51号（2012) 13頁。

177 



違憲審査制に関する規範論と同様に、既に確立した違憲審査制を対象にし

ているゆえ、やはり、新興民主主義国家はなぜ違憲審査制を導入するかと

いう問いへの答えをくれない。 しかし、後者は、この間いに関して示唆的

である。

さらに、規範論は違憲審査制の積極的な活動に期待をし、そのために努

力を度重ねてきたが、その予期目標の達成が違憲審査制を取り巻く政治の

状況によって妨げ られていることに全く 関心 を払つてな い。従って、違憲

審査制の正当化ノ号ラダイムから違憲審査制度は政治的に創造されていると

いうパラダイムへ転換の必要性がある。

一条件

違怒審査制は政治的に創造されている 。 これは、新興民主主義に限られ

た話ではない。 アメリカの逃滋審査制の起源、に関しても同じく政治的に創

造されたという議論は既に（第 二章 ）でみた。その中でも、 Snowissの f革

命代替」論は新興民主主義の違憲審査制の導入と共通するところがあ る。

Snowissはい う、アメリカでは違憲審査制が導入されるのは、違憲な法律

に対する全国民の訴願一革命ーを避けるためであると 。新興民主主義にお

いても、その理由はともかく、やはり革命回避のために違憲審査制は導入

されたと考えることができる 。Elsterの「ライオン」論や、葉の 「森林火

災J 論（第二章）はその典型である。いずれの説も、直接違憲審査制の導

入を説明するものではないが、違憲審査制が導入される時期の政治の状況

を言 い表したものである 。 いずれの場合にも、体制転換期に体制側に改革

派と保守派、反対側に穏健派と急進派がし、た。民主化は、体制側の改革派

と反対派の穏健派との聞の妥協によって進められる。ここで、妥協は革命

の回避を意味する 。改革派と穏健派の 聞に憲法コンセンサスが形成され、

その政治的妥協点ほかではなく憲法という客観的な／レーノレであったことが

重要である 。 憲法という客観的なルールを共有し、そこに妥協点を見出す

には、さらにより中立的な第三者が要請される 。 それは、違憲審査制の導

入の要請であった。

従 って、違憲審査制の導入の際の最も重要な条件は、 一つ は社会の多元
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性が多元的に代表されることと、 二つ目は多元的な政治手勢力聞の憲法コ

ンセンサスの形成である 。 第 一 の条件は、哲学的な椴棟、的な多元性ではな

く、ありとあらゆる多元性一通約不能な価値か ら普通に存在する経済的利

益までーを含む。 この 二つの条件は、導入後の違憲審査制が活発に機能す

るための条件でもある 。仮に、違憲審査制が導入されたとしても、上記二

つの条件のすべてもしくは何れ かが欠けるとき、違憲審査制 はその政治的

土台をなくすことになる 。 それは、まさに樋口陽ーが日本の状況を説明す

る文脈で、ここで少し長く引用しておくが、「第一 に、長い間にわたり政権

交代がなく、そのために、審査機関の構成、すなわち、内閣によって任命

される最高裁裁判 官の顔ぶれが、政治部門の多数派に同調する方向で均質

化してきた、ということが指摘されてきた。 たしかに、諸外国の例を見て

いると、政治部門の多元性を反映する選任方式がとられ、あるいは、政権

交代の効果として、政治部門と違憲審査機関の政治的傾向が時期lのずれを

伴って均衡を保つことになることが、少なくない。 それに比べて、円本の

最高裁の場合には、反対意見という形態での違憲論自体が目に見えて減少

するなど、政治部門への向調性がきわ立つ時期があ ったことは確かである 。

第 二 に、審査基準とされているはずの窓法そのものが、政治過程のなかで

争われつづけてきた、という事情が指摘される 570J と指摘している通りで

ある 。逆に条件がそろっている場合は、「政治的争点から倫理的争点（人工

妊娠中絶など）まで、はげしい価値対立を、 1788年退法の読みとり方とい

う場面で争うなかで、『訟法を手がかりとして争う』という手続的コンセン

サスをっくりあげてきたアメリカの例、 1789年人権宣言の条項がそのまま、

220年後のいまの法律を審査する基準として援用されるフランスの例 …

571」とも 言 われるように、上述した条件は 、新しく違憲審査制を導入する

際の条件である同時に、既に導入済みの違憲審査制が活発に機能する条件

570 緬口 ・「違憲審査制革命と日本」樋口陽一 ・山内敏弘 ・辻村みよ子、蛾

川恒正編『新版 憲法判例を読み直す 下級審判決からのアプローチ』前

掲注 438)7頁。

571 樋口 ・「違憲審査制革命と日本 J 樋口陽一・山内敏弘 ・辻村みよ子、蟻

川恒正編 『新 版 51~ 法判例を読み直す 下級審判決からのアプローチ』同

上、 7頁。
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でもある 。

四 「衝突回避の場」としての違憲審査制

本論文の分析モデノレは「衝突回避の場」としての違憲審査制という概念、

である。まず、 新興民主主義が体制転換の際違憲審査制を導入するのは、

その革命のエネノレギーを平和的に発散するためであるという仮説である 。

革命は 、違憲審査制が直面する様々な衝突の中でも、最も強い衝突である。

新興民主主義国家が体制転換の｜際、最も処理に苦しんだのは、その権威体

制時代に蓄積され且つ緊張が高まっていたた革命のエネノレギーの発散であ

った。体制側 も反対派も憲法という客観的ノレールを受け入れ、そのノレール

の運用により長年蓄積されてきた革命のエネルギーを発散させる方法をと

った。政治的衝突を怒法問題として、違憲審査制を導入した上で そ こに持

ち込むことは、体制側にとって革命による崩段を避けるために不可欠であ

り、反対派にとってもより多くの犠牲を控えるために必要であった。

既に述べたように、違芯審査制の衝突回避としての機能は、新興民主主

義国家のみではなく、既に違~~審査制が確立した国においても期待され、

運用されている 。例えば、 Mark Graberが挙げているアメリカにおける

Abortion問題の例は、「衝突回避の場」としての違窓審査制 を説明してい

るように思われる（第二章）。周知のように、 Abortion問題はアメリカを

二分させるような衝突の激しい問題であり、 Graberの説明によれば、政治

的エリートは国民による支持を失いたくないため、 Abortionという破壊的

な問題を裁判所に投げ込んでいる 。

従って、違憲審査制は政治的闘争の手段として使われており、違憲審査

制が最も 活発な動きを見せるのは、多元的な政治的環境が存在し、それぞ

れの政治勢力が活発に争う場合である 。 ゆえに、違；革審査制 は政治的衝突

から生ま れると同時に、その下で、そしてその限りで発展しうる 。ここに

最も欠かせない条件は、多元的政治状況と、それらの聞に形成された憲法

コンセンサスである 。
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