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［1］ 北法63（6・524）2152

目　　次　　　
Ⅰ．はじめに
Ⅱ．法益の観点からの分析
Ⅲ．行為態様としての分析
Ⅳ．おわりに

Ｉ．はじめに

　1980年代中盤、パーソナル・コンピュータの普及によって、コンピュー
ター犯罪という新しい概念が作り出され、従来の刑法の解釈に大きなイ
ンパクトを与えた。さらに時代を下り、1990年代中盤以降、インターネッ
トの普及によってサイバー犯罪という概念が作り出され、これも従来の
刑法の解釈に大きなインパクトを与え、現在もなお議論が闊達なものと
なっている。そのほかにも、環境刑法、医事刑法、さらに広い意味での
バイオ刑法が提唱されている。これらはすべて科学技術が進歩したこと
により、従来は想定していなかった未知の領域に関する刑事規制の在り
方が問われてきたのである。
　このような科学技術の発展にひとつに人工器官の発達が挙げられる。
具体的には、ペースメーカー、人工心臓、筋電義手、人工内耳、人工眼

（眼球・網膜・視神経などの代替）、人工骨が挙げられる。とくに記憶に

科学技術時代と刑法のあり方
―― サイボーグ刑法の提唱 ――

小名木　明　宏

論　　　説



科学技術時代と刑法のあり方

［2］北法63（6・523）2151

新しいところでは、南アフリカのピストリウスがロンドン・オリンピッ
クに出場したことであろう。彼は、炭素繊維製の競技用義肢を両足に装
着し、パラリンピック出場を経て、オリンピックに出場したという経歴
を持っている。人間の身体の一部が機械化され、日常生活を不自由なく
過ごすことができるようになったことが決して珍しくない現在、新たな
視点で刑法と解釈学を見直すことが本稿の目的であり、サイボーグ刑法
という用語を提唱するものである。
　サイボーグという用語は、60年代生まれにとっては、石ノ森章太郎の

「サイボーグ009」が有名であり、日本で最初に「サイボーグ」という用
語が広く使われたものであろう。そこでは SF としての改造人間がメイ
ンテーマとして描かれていたが、現在では、それがある程度まで実現可
能なほど科学技術が進歩したといえる。もちろん、歴史的にはエジプト
のミイラの足に人工親指が付けられていたというニュース1もあり、ま
た、ピーターパンに登場するフック船長のフック、フォレスターの著作
に登場するブッシュ艦長の義肢など枚挙にいとまがない。さらに言えば、
義歯や眼鏡も人工的な補助具であるとも解され、人体改造は決して空想
世界のものとしてのみ考えられてきたわけではない。
　なお、ここで、「サイボーグ」と「アンドロイド」の違いについて明
確にしておきたい。サイボーグは、人間の肉体に改造を加えたもので、
改造人間である。他方、アンドロイドは機械人間、すなわちロボットで
ある。したがって、アンドロイドは、刑法的にいえば、「物」でしかない。
現段階ではアンドロイドが自己増殖型の人工生命体であることは想定で
きないが、将来にわたってこれが不可能かというとそうは言い切れない
であろうし、その場合の刑法的な扱いは別に考えれば足りると思われる。
他方、サイボーグについては、人体と機械のバランスが問題となるが、
刑法が対象とするのは人間だけであるので、少なくとも、自己決定に基
づく意思のコントロールがなされているサイボーグに限るべきで、例え
ば、死体から摘出した臓器を一部に持つロボットは、対象から外れると
考えるべきであろう。

1 http://www.afpbb.com/article/environment-science- it/science-
technology/2785502/6818102
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Ⅱ．法益の観点からの分析

１．生命・身体的法益の側面
（１）問題の所在
　サイボーグは、人体（肉体）と機械とで構成されるが、機械部分、す
なわち人工器官を破壊することが何罪を構成するかということが問題と
なる。人工器官それ自体は物であり、一義的には刑法261条の問題とな
るが、果たしてその結論は正しいであろうか？たとえば、作為と不作為
の区別の議論で問題となる事例で、患者につながれている生命維持装置
をオフにすることは、患者の死を惹起することになるが、これをもし破
壊した場合はどうなるだろうか？これをもって器物損壊としては論じな
いであろう。果たして、人工器官は身体なのであろうか？
（２）客体としての位置づけ
　刑法上の問題を考える前に、まず、保険ではどのような扱いになるか
調べてみると、損害保険との関係では義手、義足は携行品扱いになり、
時価方式として評価される。したがって、再調達価額100万円であって
も時価額として10万円にしか評価されない場合もある。通常の物品とし
て消耗するものであり、時価額が低い場合には、「そろそろ買い換えの
時期ですね」ということなのであろう。しかし、いわば手足の価値が減っ
ていくというものであり、日常生活に不可欠な「道具」という観点から
は、違和感を覚える。
　刑法の観点では、生命・身体に対する罪が問題となろう。例えば心臓
ペースメーカーは体内に埋め込むが、これを損壊することで死を惹起す
ることもできる。現に、初期のペースメーカーは体外式で、外部電源に
より作動させていたが、停電時には患者が生命の危機にさらされること
もあったようである。いずれにしても、生命維持装置等、患者の生命を
保持するために必要な機器を損壊した場合に単なる器物損壊罪ではな
く、殺人罪が問題になることに異論はないように思われる。なお、罪数
論的には、衣服を破いて殺害した場合と同様に吸収関係になると解され
る。
　他方、傷害罪については少々問題が複雑になる。この問題は、傷害の
意義をめぐる議論、すなわち、身体の完全性を害することか生理的機能
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を害することか、という議論とも関係してくる。
　被害者が装着している義手を壊したという場合、直観的には器物損壊
に該当しそうである。しかし、すでに述べたように、保険制度による補
償は時価方式が適用されるため、必ずしも十分なものとはいえない。器
物損壊が軽く処罰される理由は、対象が「物」であるため、補償が可能
であるという側面があるが、これが十分機能しているわけではないので
ある。
　そこで、被害者にとって、「手」、「足」に他ならない人工器官は、傷
害罪等において身体に該当しないのかが問題となる。傷害の概念につい
ては、通説は生理的機能を害することと解しているが、これは、具体的
には、「腫れた」、「痛い」、「出血した」等の症状を伴うものである。現
在の人工器官においてはこのような感覚的な脳への刺激伝達は起こるも
のではない2。すでに温度が伝わる義手は開発されているが、これは対象
物への感覚を伝えるためのものであり、痛覚等およそすべての感覚を伝
えるものではない。将来的には、痛覚もカバーするような義手は開発可
能であろうが（痛覚等を伝達する目的は危険を知らしめることにある）、
現段階ではこのような問題点は捨象してよいであろう。このように考え
ると、通説である生理的機能を害するという視点からは、人工器官への
侵害は傷害の概念には含まれないことになると思われる。これに対して、
身体の完全性を害することが傷害であると考える場合、人工器官は被害
者にとって、「手」、「足」に他ならず、明らかに身体的完全性を害する
ことになる。
　従来、この問題は結論的にほとんど差がないといわれてきたし3、また、
その違いも克服可能であるとされてきた4。なお、裁判例としては、義歯

（総入歯）の折損自体については傷害罪を構成しないが、顔面を殴打し
下顎架橋義歯の転移に基く歯銀炎症を生ぜしめた点について傷害罪の成
立を是認した原審を支持した福岡高判昭和25年９月13日高裁刑判特報13

2 アニメでは、自己と一体化したサイボーグの部品が損傷するとパイロットに
もその刺激が伝わるという設定があるが、そのような例はまれである。
3 渡辺咲子「大コンメンタール第10巻（第２版・2006年）」§204欄外番号14。
4 渡辺・前掲書 §204欄外番号16。
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号156頁がある。
（３）客体の限定
　人工器官が身体を構成する一部分であると解した場合、およそすべて
の人工器官に無限定に認めてよいかという問題はある。具体的には、義
歯、眼鏡、補聴器等である。眼鏡、補聴器については取り外しが容易で
あるので、これを身体の一部と解しないことは可能であろう。これに対
して、義歯に関しては、たとえば取り外し可能な入れ歯の場合はこれも
身体の一部ではないと考えられるが、インプラントの場合、付け外しが
自由ではないため、これも身体の一部である方が合理的であろう。他方、
義手、義肢にも取り外しが容易なものは存在する。しかし、日常生活で
の不可欠さを考慮に入れて、これらも身体に入れてよいように思われる。
（４）派生的問題
　人工器官が身体の一部であると考えることにより、解決方法が変わっ
てくるのが、錯誤の問題である。行為者の表象と実際の発生結果の部位
が上腕部と前腕部とで違っていたような場合、物と身体ではなく、同一
身体内部での齟齬となる。法定的符合説では故意は阻却されるものでは
ないし、また、極端な具体的符合説を除けば、このような場合に故意が
阻却されることはなかろう。
　さらに、被害者の承諾の問題もこれと関係してくることになる。人工
器官が単なる物であると考えるならば、被害者の承諾の問題は構成要件
レベルでの問題となる5が、身体の一部であると考えると、違法性のレ
ベルの問題となり、通説に従えば、良俗という視点からの制限を受ける
ことになる。さまざまに主張される説との関係で述べると、正当化のた
めの条件としての再生可能性や生命への危険性という結果の重大性の視
点6が人工器官との関係でどう影響するかしないのかが問題となる。
（５）補遺－人工生命体について
　ところで、科学技術の進歩により生命プロセスへの介入が可能となっ
た典型例としてクローン人間がある。現在はクローン技術規制法第３条

5 器物損壊と承諾の問題の詳細については、佐藤陽子「被害者の承諾」（成文堂・
2011年）35、128頁。
6 佐藤・前掲書258頁以下。
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により「何人も、人クローン胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚又はヒ
ト性集合胚を人又は動物の胎内に移植してはならない。 」として、クロー
ン人間を生み出すことは禁止されている7。ところで、このような禁止に
もかかわらず、クローン人間が生まれた場合、それは人権享有主体とな
るのであろうか？産出されたクローン人間は保護されるのであろうか？
憲法論的に考えれば、クローン人間も人権享有主体であると解される8。
産出され、胎内に移植され、よって生み出されることが禁止されるクロー
ン人間が、法秩序の保護を享受するということは矛盾しているように思
われる。それは存在自体が何らかの無価値判断を伴う社会的害悪をもた
らすものではなく、誕生までのプロセスそのものの社会倫理違反を問う
ているからに他ならないように思われる。

２．人格的法益の側面
　名誉に関する罪との関係では、サイボーグでないということが社会的
名誉に含まれるかということが問題となる。具体的には、「あの人は義
手だ」とか「あの人は義眼だ」ということが名誉に対する罪を構成する
かという問題である。
　最判昭和28年12月15日刑集７巻12号2436頁は、「ことさらに「肉体的
の片手落は精神的の片手落に通ずるとか、ヌエ的町議がある。」等と凡
そ公務と何等の関係のないことを執筆掲載することは身体的不具者であ
る被害者を公然と誹謗するものであると謂うべきである」としているが、
果たして、身体的欠損の事実の摘示は、社会的名誉を害するものとして
名誉毀損罪を構成するものであろうか？
　例えば、東京地判平成９年９月25日判タ984号288頁は、「社長がホモ
である」という被告人による表現が被害者である法人の社会的評価に対
する無価値判断であるということを侮辱罪の枠組みの中で刑法的に評価
している。本件の本来の論点は、法人に対する侮辱罪の成否であり、こ

7 人クローン胚自体を産出することは禁止されていない。それを胎内に移植す
ることが禁止されるのみである。
8 法の下の平等と人権享有主体論については、石川健治「人権享有主体論の再
構成」法学教室320号62頁参照。
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れは従来の裁判所の立場に則って肯定的に解されているが、実はこの裁
判においては、ホモという表現が社会的にみて名誉を害する行為であり、
刑法上保護に値するという前提が存在しているのである。その意味で、
本件裁判において被告人が有罪とされたということは、ホモという表現
が社会的にみて名誉を害する行為であると国家がお墨付きを与えたこと
に他ならない9。
　このような差別行為をどのように規制すべきかについては、同性愛や
身体障害者であることが社会的な名誉に関するものではないから、保護
法益が社会的名誉であってはならず、また、主観的要件として、事実的
故意を超過するものとして差別の認識が必要であり、法定刑として、成
熟した市民として差別を許容しないという考え方に対応したモラル違反
程度のものが想定されるべきであろう。これを実現できるのは刑法231
条の侮辱罪であるが、これは保護法益を名誉感情とする少数説を前提と
したものである。すでに論者は、侮辱罪の軽犯罪法への移植を説いてい
るが、この考え方もこれと流れを一にするものである10

３．財産犯的側面
　次に財産犯的な側面を検討してみたい。これは従来、身体は財産犯の
客体であるかという議論の延長線上にある。
　従来の議論では、身体それ自体は財産犯の客体にはならないが、それ
が身体から分離され身体とは別個の独立した物と認められた場合は、財
産犯の客体になるというものである11。この点はドイツでも同様で、身
体から分離された場合は、財産罪の客体と認められている12。

9 このような名誉に対する罪と差別の問題について検討しているのは、佐伯仁
志「名誉とプライヴァシーに対する罪」芝原邦爾ほか編『刑法理論の現代的展
開』（日本評論社・1996年）77頁。
10 拙稿「侮辱罪の問題点」『現代刑事法』№ 60（2004年）32頁、同「侮辱罪の
被害者視点へのシフトについて」東北大学 GEMC journal 第３号（2010年）９
頁（http://www.law.tohoku.ac.jp/gcoe/ja/archive/gemc_detail.php?ID=03）
11 佐藤道夫＝麻生光洋「大コンメンタール第12巻（第２版・2003年）」§235
～ §245前注欄外番号108
12 Fischer, StGB, 59 Aufl., 2012, §242 Rdn. 8, Duttge, in: HK-GS, 2. Aufl., 2011, 
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　本稿で問題となるのはいうまでもなく人工器官であり、それが身体か
ら離れた場合には物としての客体にあたり、インプラントされている限
り、身体にあたると解する。これは追加的インプラントであっても同様
であろう。
　なお、この問題と関連して、盗品等関与罪の客体となるかという問題
もある。財産罪により獲得された物だけが贓物たりうるので、身体の一
部である限り、盗品等関与罪の客体には当たらないと解されるが、上に
述べたように、身体から離れた場合には物としての客体にあたり、これ
が財産罪によって獲得された場合は、盗品等関与罪の客体に当たること
になる。もし、身体から直接、人工器官が奪われた場合は、その行為は
身体犯であって、財産犯ではないが、身体から離れた時点で財物性を有
することになり、第三者によって不法に獲得された場合は、盗品等関与
罪の客体となると解すればよいであろう。これが問題となるのは、具体
的には、行為者Ｘが被害者Ａの身体から人工器官を奪い（傷害罪ないし
は殺人罪）、それをブローカーＹが不法に獲得し、これを必要とする者
Ｚが情を知って買い受けた場合である。本犯者であるブローカーの不法
な領得行為が刑法上の財産犯に限るとすると、Ｚの盗品等関与罪の成立
範囲は狭くなる。逆に、Ｘにすでに財産犯が成立するという解釈をとれ
ば、Ｙ、Ｚに盗品等関与罪を成立させることができる。そのためには、
Ｘにはまず身体犯を肯定し、身体から離れた段階で、窃盗罪等の財産犯
を成立させる他はないように思われる。一つの考え方としては、Ｘに強
盗傷害罪を適用することが挙げられるが、そもそも行為の当初は目的物

§242 Rdn. 8, Vogel, in: LK, 12. Aufl., 2010, §242 Rdn. 12 f. これに対して Sch/
Sch/Eser/Bosch, in: StGB, 28. Aufl., 2010, §242 Rdn. 10 は、自然的身体の一部
が分離した場合は、次の移植が予定されていない限り、物としての客体にあた
るが、人工的インプラントの場合は、それが身体的欠損を補う補助的インプラ
ントとして身体にインプラントされている限り、物としての客体には該当しな
いとしている。しかし、機能向上を目指した追加的インプラントの場合は、イ
ンプラントされていても、物としての客体にあたると解している。Sch/Sch/
Eser/Bosch  と M-Schroeder/Maiwald, Strafrecht BT I, 10., neu bearbeitete 
Aufl., 2009, 32/18 は、インプラントされた心臓ペースメーカーもなお物である
と解している。
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たる財物が存在しないので、解釈論的には難しいかもしれない13。そこ
で行為者、先の例では、Ｘが傷害罪により財物化した人工器官をこの機
に獲得したのであるから、死者の占有の事例のレトリックを用いれば窃
盗罪、あるいは少なくとも占有離脱物横領が認められると解され、ある
いは、身体から離れた瞬間に財物性を獲得するので、窃盗罪を肯定する
ことができるように思われる14。もちろん、その場合の財物獲得行為は
不可罰的事後行為（共罰的事後行為）にあたるわけではない。
　ちなみに、フランス民法では1994年に第２章16条以下で「人体（corps 
humain）」を規定されるようになった15。

４．その他
　その他の点では、人工器官が刑法19条１項２号の犯罪供用物件に該当
し、没収の対象となるかという問題もある。人工器官も身体の一部であ
るとする論者の主張からは、否定的になるが、これを可とした場合、刑
罰というよりは保安処分的色彩が強いと解され、没収は刑罰か保安処分

13 ドイツでは、刑事施設の被収容者が他の被収容者の金歯を奪ったというケー
スについて強盗罪が適用された例がある（BGH 5 StR 179/58 v. 3. 6. 1958 bei 
Dallinger MDR 1958, 739）。
14 後者の考え方は Vogel, in: LK, 12. Aufl., 2010, §242 Rdn. 13. Ruß, in: LK, 11. 
Aufl., 1994, §242 Rdn. 9も同様と思われる。反対に Frank, StGB, 18. Aufl., 1931, 
S. 511は、身体から離れた瞬間に無主物になるが、使用者たる被害者に先占権
が認められるとしている。
15 条文については、http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D4
B66C9CBFF46DCC4FDF129F708D6395.tpdjo10v_3?idSectionTA=LEGISCTA0
00006136059&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20121010。なお、
本条については、橳島次郎「先端医療のルール」（講談社現代新書・2000年）
39頁以下が詳しい。さらに、ジャン＝ピエール・ボー（野上博義訳）「盗まれ
た手の事件」（法政大学出版局・2004年）265頁以下でも「人」「物」の間のカ
テゴリーを検討している。ただし、原著は1993年であり、1994年法は考慮され
ておらず、この点については、日本語版へのあとがき（同書283頁以下）で言
及されている。特にフランスの状況については、北海道大学櫛橋明香准教授か
ら貴重な助言をいただいた。
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かという議論とも関連してこよう16。

Ⅲ．行為態様からの分析

１．凶器の使用
　わが国には凶器の使用したことにより加重される構成要件は存せず、
行為態様の悪質性として、よって量刑において判断されることになるが、
凶器等を使用して犯罪を実行した場合に加重構成要件によって処罰する
法体系も少なくない。たとえば、フランス刑法222－８条10号（「武器ま
たは脅迫を以って」）、フィンランド刑法21章６条３号（「銃刀剣あるい
はそれに類する生命に危険な道具を用いて」）、トルコ刑法86条３項 e）

（「武器を以って」）がそれにあたる。このうち、フィンランド刑法では
被害者に重大な傷害が生じた場合（１号）、行為の残虐性（２号）と並
んで３号でこれを規定されており、行為と結果のそれぞれの重さの問題
を同一条文で並列的に扱っている。トルコ刑法では単純傷害罪の加重類
型としてこれを規定しており、重大な傷害罪は別規定である。また我が
国の改正刑法草案267条は、銃砲刀剣類を用いる傷害を規定している。
説明書によれば、これは暴力行為等処罰法１条ノ２「銃砲又ハ刀剣類」
と同意である17。金属バットの使用が問題となった最近の事例では、暴
力行為等処罰法１条が適用されている18。
　たとえば、ドイツ刑法224条１項２号は、
「傷害罪を
２．凶器またはその他の危険な道具により
実行した者は６年以上10年以下の自由刑、犯情が重くない場合には、３

16 没収の法的性質については、出田孝一「大コンメンタール第１巻（第２版・
2004年）」§19欄外番号17参照。
17 法制審議会刑事法特別部会「改正刑法草案　附同説明書」（法曹会・1972年）
219頁。
18 神戸地判平成14年７月12日LLI/DB　ID番号05750767（http://www.courts.
go.jp/hanrei/pdf/90EEC6C4DC2DC4BD49256C56000E63EA.pdf）、松山地判平
成22年７月23日LLI/DB　ID番号06550413（http://www.courts.go.jp/hanrei/
pdf/20100924095326.pdf）
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月以上５年以下の自由刑に処する」
と規定している。
　ここでは行為者自身の身体が「危険な道具」にあたるかが問題となろ
う。この点につき、ドイツの連邦通常裁判所は、殴打され、うずくまり、
しがみついてきた被害者の頭部を被告人が膝で蹴り上げ、さらに横に
なって逃げ回る被害者を踏みつけたという事例で、原審が「斯様に用い
られた被告人Ｈの膝は危険な道具である」とし、223条 a（改正前）の
危険な傷害罪を適用したのに対し、この理由づけを不適切とし、「行為
者の身体は危険な道具ではない」とし、危険な傷害罪の適用を否定し19、
通説もこれを支持している20。ただ、靴を履いて攻撃を行えば、それが
危険な道具となると解している21

　従来の議論では、人工器官は身体の一部ではないと解しており、そう
であるとすれば、問題なく「危険な道具」として評価できようが、すで
に論じたように、本稿では、人工器官も身体の一部であり、傷害罪の客
体となるとの立場をとっている。したがって、身体が危険な道具にあた
るかが問題となる。

19 BGH Beschluß vom 11.10.1983 - 4StR 582/83 - GA, 84, 124.
20 Sch/Sch/Stree/Sternberg-Lieben,  in: StGB, 28. Aufl.,  2010, §224 Rdn. 3, 
Fischer, StGB, 59 Aufl., 2012, §224 Rdn. 8a, Dölling, in: HK-GS, 2. Aufl., 2011, 
§224 Rdn. 3, Rengier, Strafrecht BT II, 12. Aufl., 2011, S. 106.  反 対 の 立 場
は、Hilgendorf, ZStW 112 (2000), 822 ff.,  区別して考えるのは M-Schroeder/
Maiwald, Strafrecht BT I, 10., neu bearbeitete Aufl., 2009, 9/15. なお、マイヴァ
ルトは義手は危険な道具に該当するとしている。この点についてライヒスゲリ
ヒト RG I, Urteil vom 17. Jan. 1907, 782/06 は、被告人が腕ごと義手を動かせ、
殴打の用に供することができれば、鉄製の前腕部は危険な道具にあたると解さ
れ、行為者がこれを手で掴んで用いたかどうかは、法的には重要ではないとし
ている（Das Recht－Rundschau für den deutschen Juristenstand, 1907, 264）。
この点については Hirsch, in: LK, 10. Aufl. 1981, §223a Rdn. 10も同様。
21 Frank, StGB, 18. Aufl., 1931, S. 482, Fischer, StGB, 59 Aufl., 2012, §224 Rdn. 
8a, Hirsch, in: LK, 10. Aufl. 1981, §223a Rdn. 10, Lilie, in: LK, 11. Aufl., 2001, 
§224 Rdn. 25. BGH 4 StR 336/79 u. 426/79, von 26. 7. u. 22. 8. 1979 bei Holtz, 
MDR 1979, 988は、「靴が危険な道具にあたるかは、たとえば、攻撃の激しさ
や攻撃の対象となった部位といった個々の状況により判断される」としている。
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　この点、ドイツでは、空手の有段者の拳が危険な道具となるかで議論
が分かれている22が、人工器官の場合、少なくとも、それが通常の人間
の腕以上の強度を持つかどうかが問題となろう。個別判断となるが、機
能強化目的のサイボーグの場合には、これを危険な道具として評価して
良いように思われる。

２．正当防衛の必要性・相当性
　危険な傷害罪というような加重構成要件と対応させると、このことは
正当防衛の要件としての必要性・相当性において武器を使用した場合と
いう問題に関連付けられる。英国騎士道事件の控訴審において東京高判
昭和59年11月22日高刑集37巻３号414頁が「そもそも空手の回し蹴りは、
一撃必殺ともいわれる空手の攻撃技の一つであって、身体の枢要部であ
る頭部、顔面を狙うものであるうえ、制御しにくい足技であるだけに、
命中すれば場合によってはその打撃により直接頭部等に損傷を与え、あ
るいは相手を転倒させる可能性も十分にあり、その際、打ちどころによっ
ては重大な傷害や死の結果も発生しかねない危険なもの」であり、「本
件は、空手三段の腕前を有する被告人が、空手について素養があるとは
窺えない被害者に対してとっさに空手技の中でも危険な回し蹴りを用
い、しかも相手の顔面付近に命中させたものであり、以上のように蹴っ
た者の技量、彼我の体格、蹴られた部位、その時の相手方の状況等によっ
ては、本件のように転倒することのあり得ることは容易に肯認し得ると
ころであり、また、被告人も、場合によれば被害者が転倒する可能性の
あることも当然認識していたと認めるほかはない。」として相当性の逸
脱を認めている。サイボーグ刑法との関連では、正当防衛の必要性・相
当性の判断として、被告人の具体的な反撃行為態様としての武器の使用
が加味されることを意味している。

22 マイヴァルトは本来の用法とは異なっていることに着目し（M-Schroeder/
Maiwald, Strafrecht BT I, 10., neu bearbeitete Aufl., 2009, 9/15.）、その高度の
危険性を認め、逆にヒルシュ、リリエは、生身の体以上の「プラス」が存在
しないことに論拠を置いて、高度の危険性を否定している（Hirsch, in: LK, 10. 
Aufl. 1981, §223a Rdn. 10, Lilie, in: LK, 11. Aufl., 2001, §224 Rdn. 25.）。
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Ⅳ．おわりに

　科学技術の発展により人間の生活が一変することは歴史が示すとおり
である。これを法秩序にあてはめれば、その科学技術の発展を反映した
法制度と解釈学が必要であろう。常に古典的な犯罪構成要件から脱却し
つつ、発展、変遷していくのが、刑法学の正しいスタンスであるべきで
あるように思われる。このことはコンピューター犯罪への対応をみれば
明らかであるし、昨今では、医療技術の発展にともない生命倫理を配慮
したバイオ刑法が着目を浴びている。
　SF 的な響きのあるサイボーグはそのイメージが機械人間や人間性の
喪失というネガティブなものになりがちであるが、人工器官を用いた生
活の質の向上、QOL の向上に寄与するものであり、着実に日常生活に
浸透しつつあることは否めない事実である。
　本稿がサイボーグ刑法の提言をその目標としていることはすでに書い
た通りである。結論的にその意味するところは、（1）サイボーグ刑法と
いう領域の明確化、（2）サイボーグ刑法としての問題解決のために新た
な立法の必要性、（3）サイボーグ刑法を意識した新たな解釈の必要性を
議論の対象として取り上げようということである。ただ、（2）の新たな
立法の必要性についてだけは、最後にコメントしておこう。法律家の持
つ独特の保守性の故か、新しい事柄に対しても、現にある制度で対応し
ようとする傾向があり、論者も基本的にこのようなスタンスである。す
でにみたように、基本的には、サイボーグを想定した新たな条文を作る
必要はない。ただし、危険な道具を用いた傷害のような加重構成要件を
持たない我が国の刑法にはこれはあてはまらないであろう。行為の細か
い類型化を図らず、単に傷害罪でまとめようとするのではなく、諸外国
に見られるような加重構成要件を立法すべきであると思われる。もちろ
んこれはサイボーグ刑法に限ったわけではなく、一般的な罪刑法定主義
からの要請をサイボーグ刑法に反映させただけのことである。他方、（3）
の新たな解釈の必要性については、サイボーグ刑法独自の視点から解釈
の仕方を見直すことが必要であるということが本稿の結論である。
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第１章�　日本、アメリカ及び台湾の憲法学における生存権研
究の到達点と課題

第２節　アメリカ──権利・義務の二分化と憲法解釈の限界

１．権利・義務の二分化
⑴　消極的権利と積極的権利
　異なる憲法ビジョン（constitutional vision）に基づいた憲法観ないし
憲法解釈は、当然それぞれ異なるから、「それぞれの国の憲法典や社会
のあり方が異なるため、憲法の射程をめぐる議論も異なる」1。それに、
時代ごとに直面した問題も異なり、権利の性質や内容・範囲に対する認
識、およびその後の憲法の「変遷」ないし「運用」も必ずしも一致して
いるわけではない。
　アメリカ合衆国憲法は、1788年に発効した世界最古の成文憲法である。
当時の伝統的立憲主義思想の下における憲法の最大の目的は、国家権力
を制限して国民の権利・自由を守ることであり、自由国家・消極国家を
目指す「国家からの自由」は、国民の自由と幸福の基礎であると考えら
れ、いわゆるバーリン（Isaiah Berlin）式の消極的自由、個人的自由と
自律・自己統制を重視する側面が強い。19世紀以後、多くの国は、資本
主義の発展により生じた問題を克服し、社会的・経済的弱者の自由と生
存を確保するために、憲法の制定や修正に迫られた。つまり、多くの憲

1 宮下紘「ステイト・アクション法理と社会権」千葉大学法学論集23巻１号
（2008年９月）85頁。連邦制の合衆国には、連邦政府の権限の制限・配分を常
に念頭におかれ、州の自律性を尊重したうえで、契約の自由や個人の自由を維
持する伝統がある。従来、安全・秩序・医療・健康など一般の福祉（general 
welfare）に関する法律制定の権限に関しては、連邦は与えられていない。い
わゆる「福

ポリシ・パワー

祉権限」（police power）として、州に与えられた権限である。そ
のために、権利を論じる際に、連邦と州との権限の制限・配分問題がまず提起
されなければならない。こうして、二元的・古典的な立憲主義の特色を有して
いる。しかし、ニュー・ディール期を契機に、連邦最高裁は憲法の解釈・運用
を通して、課税・支出権限条項、州際通商規制条項の適用範囲を拡大し、連邦
政府の権限ないしアメリカ憲法のビジョンも変わりつつある。
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法には、社会権のような国家的な計画・保護を請求する権利が書き入れ
られ、積極的権利あるいは国家の保護義務という一定の「社会の青写真

（blueprint  for society）」が示された。しかしながら、アメリカ憲法お
よびその後憲法修正条項では、相変わらず、国家権力・政府行為を制限・
禁止することを明文で定める「政府の概要（outline of government）」
のみが維持され、自由や福祉をどのように追求するのかはあくまでも諸
個人の判断に委ねられた。このように、アメリカ憲法およびその後の憲
法修正条項が、社会の将来的なビジョン・目標を示すことはなかった。
現在でも、福祉権（welfare rights）のような社会権条項の明文がな
い2。したがって、福祉給付のような国に積極的な作為を請求するのは、
その法的性格が基本権として合衆国憲法によって保障されるかどうか、
そして、司法府がいかなる執行・救済するかが、少なくとも法理論とし
ては問題となる。
　福祉給付の法的保障に関しては、一般的に、リチャード・ポズナー

（Richard Posner）裁判官が Jackson v. City of Joliet で述べたように、
「1868年に自

レッセ・フェール

由放任（laissez-faire）思想に基づいて制定された修正第14
条の趣旨は、主にアメリカ市民を州政府による侵害から保護することで
あり、市民に対して基本的な政府サービスを提供するわけではなかっ
た」3。すなわち、アメリカでは、福祉受給権・請求権のような「積極的

2 ただし、州憲法のレベルでは、19世紀初頭から労働権や環境権や貧困者の保
護などの社会権に関する規定がある。とりわけ、アラバマ州、カンザス州、ニュー
ヨーク州、オクラホマ州の憲法には、生活困窮者を援助する積極的義務を州政
府に課する明文規定がある。藤田忠尚「生存権の発見：アメリカ州憲法におけ
る積極的権利の軌跡（1）」福岡大学大学院論集第41巻２号（2009年11月）205頁。
葛西まゆこ『生存権の規範的意義』（成文堂・2011年）94頁。
3 ポズナーは、公務員（警察）が国民の生命の救助を怠るか否かは基本的権利
とあまり関係なく、権利章典に照らすと、国民に対する政府の過小行為より、
政府の過剰行為のほうが、警戒されると思われる。Jackson v. City of Joliet, 
715 F.2d 1200 (7th Cir. 1983). ただし、財産権のような権利にはその権利保護お
よび実施するための公的措置の要求が内在しているとし、政府の積極的行為
がなければ、消極的権利も消滅する、とポズナーは説く。もっとも、これに
よって積極的権利の作用を認めるとは限らないように思われる。See Richard A. 
Posner, The Cost of Rights: Implications for Central and Eastern Europe-and 
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権利」という基本権概念が持たれていないようである。むしろ、憲法の
文言に法律の留保や人権制約条項が存在しないことから、基本権の概念
は、「核心的・絶対的・質的保障」や「消極的権利」に集中するという
特徴を有している。
　このような自由放任の思想や絶対性・消極的権利観が、裁判所による
憲法判断に影響している。それに、コモン・ロー（common  law）の背
景 の も と で、 裁 判 官 は、 憲 法 制 定 者 の 意 図（Framers’  intent）、
憲
テ ク ス ト

法本文（text）、先例拘束（stare decisis）を非常に重視している。そ
の結果、明文規定を有していない生存権などの社会的基本権が否定され
る傾向にある。その理由として、国家に対する（食物）物質や（医療）
サービスの提供を要求することは、資源の配分などの積極的行為の要求
を意味していること、また、権利として扱われるとしても明確な義務主
体がなく4、不完全な権利・義務であるから、かえって個人の自律・自由
が侵害されるおそれがあること5、などがあげられている。
　それにもかかわらず、1930年代のニュー・ディール期における連邦社
会保障制度の制定以来、1960年代の公民権運動および1970年代の福祉権
運動にともない、デュー・プロセス条項や平等保護条項の範囲を公教育、
雇用、住居の選択などの福祉受給の領域まで拡大しようとする動きがあ
る。しかし、一般的には福祉受給権を憲法上の権利として認められない
傾向が依然として強い。たとえば、連邦最高裁は、Dandridge v. 
Williams6および Lindsey v. Nomet7において、福祉権を否定し、San 
Antonio Indep. Sch. Dist. v. Rodriguez8において教育権を否定した。な
お、Lavine v. Milne9において、福祉に関する権利・利益は基本的権利

for the United States, 32 Tulsa L.J. 1, 3 (1996). 
4 Jenna MacNaughton, Positive Rights in Constitutional Law: No Need to 
Graft, Best Not to Prune, 3 U.Pa. J. ConsT. L. 750, 755-757 (2001). 
5 Gerald C. MacCallum, Negative and Positive Freedom, 76 Phil. Rev. 312, 324-
325 (1967).
6 397 U.S. 484-487 (1970).
7 405 U.S. 56, 74 (1972).
8 411 U.S. 1, 35 (1973).
9 424 U.S. 577 (1976).
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ではなく、州または連邦政府の憲法上の義務でもないと述べた。また、
DeShaney v. Winnebago County Department of Social Services10におい
て、レーキンスト首席裁判官（Rehnquist, C.J.）の多数意見では、「デュー・
プロセス条項は、政府（州）の権力の制限を規定しているのであって
……政府による扶助のような積極的権利を付与するものではなく、たと
えこのような扶助が私人の生命、自由または財産の保障にとって不可欠
なものであっても」、「憲法制定者の意図により政府の義務の範囲は……
民主制の政治プロセスに委ねられるべきである」と述べられている11。

10 489 U.S. 189 (1989). 本件では、州の社会福祉事務所児童保護局が親による児
童の虐待を疑いながら適切な措置を講じなかったことは、修正第14条のデュー・
プロセス条項に違反するかどうかが争われた。連邦最高裁は、合衆国憲法は私
人による権利侵害を防止する義務を州に課していないと判示した。つまり、生
命に対する政府による未然的・積極的な保護は、デュー・プロセス条項によっ
て実体的に保障された自由・利益ではない。
11 DeShaney 判決のレーキンストの多数意見は、「Lindsey v. Normet, 405 U.S. 
56, 74 (1972). 貧困者に適切な住宅を提供する義務が否定された事案」、「Harris v. 
McRace, 448 U.S. 297 (1980). 公的資金による貧困妊婦の中絶と医療サービス費
用の請求が認められなかった事案」、「Youngberg v. Romeo, 457 U.S. 307, 317 
(1982). 州は、精神病院に収容されている患者に対して実体的なサービスを提供
する憲法上の義務を有しないと示された事案」の判例を引用し、デュー・プロ
セスによる福祉給付請求権的側面を否定する。だだし、Youngberg 判決では、
患者の保護とケア・適切な訓練を受ける憲法上の権利を有すると宣言される。
樋口範雄『アメリカ憲法』（弘文堂・2011年）297-298頁参照。すなわち、政府
によって一定の自由が奪われている個人は、福祉に対する自己責任が負えず、
政府との間に「特別な関係」があるとみなされるから、例外として、政府によ
る積極的な作為義務を認める可能性がある。しかし、これは、あくまでも政府・
国家の行為、つまり、公権力による「作為」の存在は前提であるとされる。
　また、いわゆる「ステイトアクション法理」（State Action Doctrine）を通じて、
裁判所はどのように福祉権を充実させていくか、および、政府の不作為による
ステイト・インアクション（state inaction）という問題についても議論されて
いる。しかし、ロックナー（Lochner）期の先例の影響をうけ、福祉権の問題
に関して連邦最高裁は、基本的に民主プロセスに委ねるべきと考え、ステイト・
アクション法理を福祉権領域にまで拡充させなかったといわれる。宮下紘・前
掲注（1）93頁。
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つまり、デュー・プロセス条項は消極的自由・権利の保護に止まるとさ
れる12。
　ただし、DeShaney 判決におけるブレナン裁判官等３人（Brennan、
Marshall、Blackmun）による反対意見では、保護措置を請求する観点
ではなく、既存の制度（州の児童保護プログラム）のもとで、州による
不作為は権力の濫用、および重要な義務を無視することを指摘した。す
なわち、実体的権利の創設に対して、「先例の解釈により、デュー・プ
ロセスを用いて基本的な政府サービスを創設することはできない」と述
べ、連邦最高裁は、積極的権利＝義務の積極性の要求を理由として、福
祉給付に関する権利・利益の承認を拒否した。しかし、既存制度によっ
て生じた政府の義務、とりわけ、この義務が履行されないと圧迫が生じ
るおそれがあるならば、何らかの保護義務が求められるはずである。こ
れは、政府の保護措置を要求するわけでなく、政府が個人の自由を剥奪
するような積極的行為があってはじめてデュー・プロセスの保護が認め
られた Youngberg 判例13からの考えを踏まえ、積極的権利が認められ
なくても一定の状況において国家の積極的義務を果たすべき場合もある
とされる。したがって、福祉給付の権利性質はともかく、現代積極的国
家において、義務の角度からみれば、国は相応の保護義務を負わなけれ
ばならない。
　しかしながら、諸制度の制定、権利・利益の調整、資源の配分などの
一般的な国家の積極的行為により、消極的権利／積極的権利と二分する
のは、やはり現代社会において問題があると思われる。実際には消極的
権利と見なされる自由権であっても、それを保障・実現するために必要
な組織、制度、施設を設けなければならない場合もある。とりわけ、身
体的暴力を防止・救済するために、いかなる国家にも、警察や福祉機関

12 この「積極的権利と消極的権利」あるいは「私的領域と公的領域」の二分
化の判断方法が、とくに1980年代の「小さな政府論」を唱えるレーガン政権、
および、1986年からのレーンキスト・コート（Rehnquist Court）では、その
保守的・中立的な政策や判決が一層顕著になる。秋元美世『福祉政策と権利保
障──社会福祉額と法律学との接点』（法律文化社・2007年）39頁。
13 前掲注（11）参照。
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および訴訟制度を創設し、そして、それらを法律および財政によって支
える姿勢が求められなければならないであろう。
　アメリカ憲法では、修正第８条の「残虐で異常な刑罰の禁止」条項に
基づき、国家が積極的な保護「義務」を有している側面がある。すなわ
ち、この条項を実施するために、国家には監獄を設置する義務があるの
みならず、その監獄の施設には基本的な居住空間と医療が要求されると
思われる。判例では、在監者の医療を無視したことを残虐で異常な刑罰
であるとした Estelle v. Gamble14を、犯罪被告人の権利を積極的に保護
する可能性ある先例であると位置づけることができるかもしれない15。
何よりも、自由権と見なされる権利であっても、国家資源の投入が必要
である場合があることは確かなことである。したがって、自由の実現は、
大量な資源によって保障される側面もあると思われる。
　ホームズ（Stephen Holmes）とサンスティン（Cass Sunstein）が説
くように、「社会福祉制度と私有財産制度のいずれにも公共のコストを
要する。契約の自由にかかる公共のコストが保健衛生にかかる公共のコ
ストより少ないとは限らないし、言論の自由にかかる公共コストも住宅
の所有にかかる公共のコストより少ないとは限らない。すべての権利が
国家資源による支えを必要としている（All rights make claims upon 
the public treasury）」16。つまり、救済の角度によっては、すべての権利
は積極的権利である、と捉えることも可能である。なぜならば、すべて
の権利は、法によって確立されており、そうであるならば救済されなけ
ればならないからである。何らかの権利が法律に定められるということ
は、財政負担を承認することを意味する。政府に財政的余裕がないなら
ば、たとえ消極的権利とされる自由権であっても有効に保障することは

14 429 U.S. 97, 103-105 (1976). この判決において、在監者の個人の自由が州に制
限され、自分で最低限の食品、衣服、住所、医療サービスさえも満足できない（自
助不能）から、政府が在監者に医療サービス等の基本的ニーズを提供する義務
があると判示した。
15 在監者の権利について、黄金栄『司法保障人権的限度──経済和社会権利
可訴性問題研究』（社会科学文献出版社・2009年）134-136頁参照。
16 See sTePhen holmes ＆ Cass R. sunsTein, The CosT of RighTs: Why libeRTy 
DePenDs on Taxes 15 (2000).
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できない。したがって、権利保障、すなわち権利侵害に対する救済を維
持するためのコストは、それなりにかからざるをえない。
　裁判制度を維持するだけでもかなりコストがかかるが、権利保障には、
それ以上の財政支出と人員の動員が必要となる17。かつて、合衆国南部
の黒人に憲法が要請している平等の権利を保障するため、連邦政府は何
度も軍隊を派遣した。合衆国最高裁による人種分離の撤廃命令を執行す
るためには、軍隊の派遣だけでなく、州政府に対する財政的圧力も必要
だった。このように、国家権力が公共の資源を調達して権利を侵害する
者に懲罰を科すことによって、ようやく権利は真剣にあつかわれるよう
になるのだから、政府にはあらゆる権利を保障する義務がある。という
わけで、権利は実質的に保障されなければ意味がないという、このよう
な見地からは、あらゆる権利は積極的権利なのだから、問題としては、
どの程度、どこまで保障・救済するか、ということであろう。

⑵　義務の多層化
　上述のように、すべての権利には相応の国家の義務が内在している。
とりわけ、現代の社会において、政府の介入がまったく存在しないとい
うことは不可能である。したがって、消極／積極的権利の区別が不適切
である18。現代の政府は、普遍的な規制者として、社会、経済、政治の
広汎的な戦略と選択を構築してすべての決定に執行の義務を有し、いわ
ゆる消極的権利が十分に尊重されるならば、その実現のための資源の消
耗と提供を認めるべきであると思われる19。つまり、自由権を含むすべ
ての権利には消極的義務と積極的義務が内包されている。そのために、
消極／積極的権利の二分化に反対するヘンリー・シュー（Henry Shue）
は、義務の角度から権利内容の多層化を提示した。
　ヘンリー・シューは、基本的権利は大まかに「安全権」と「生存権」

17 Id. at 43-44.
18 See Susan Bandes, The Negative Constitution: A Critique, 88 miCh. l. Rev. 
2271, 2323-2326 (1990). 
19 See CéCile fabRe, soCial RighTs unDeR The ConsTiTuTion: goveRnmenT anD 
The DeCenT life 89 (2000). 
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に分けられるとする。安全権を例にあげ、個人の人身の安全を保護する
ためには、少なくとも警察、刑事裁判所、監獄、警察の訓練、弁護士の
養成などの巨大なシステムと税金が必要であると述べた20。そのうえで、
すべての権利には、①権利剥奪を「回避

0 0

する義務」、②権利剥奪されな
い個人を「保護

0 0

する義務」、③権利剥奪を受けた者を「援助
0 0

する義務」、
という３種類の義務が国家にともなうことを主張した21。生存権に対応
する義務としては、①個人の生存手段を侵害することを回避する義務、
②人々の生活手段が他人に侵害されないことを保護する義務、③自己の
生存手段を有しない者に生存手段の提供を援助する義務、という３段階
の義務があるとした。アスビョルン・アイデ（Asbjørn Eide）はこの視
点を支持し、国連に提出した食糧権に関する報告書において、（社会権
規約の締約）国の義務を、最初（primary）のレベルである尊重の義務（the 
obligation to respect）、第二のレベルである積極保護の義務（the obligation 
to protect）、第三レベルである充実の義務（the obligation to fulfill）と
いう３つの階層に分類し、国家は経済的・社会的権利に対して３つの階
層を実現する義務を負うことを強調した。この充実すべき義務には、単
に提供する義務だけではなく、向上・促進（facilitate）する義務の側面
もあると考えられる22。このように、権利の消極面と積極面を一体化し
て把握し、それぞれに対応する義務を多層化することは、権利の複合性
質・相互依存性や生存権の多層的権利構造および即時・漸進実現義務の
理解にとって有益な示唆を提供するように思われる。

２．福祉給付の手続的保障

20 See henRy shue, basiC RighTs: subsisTenCe, affluenCe anD u.s. foReign 
PoliCy, 37-38 (1996).
21 Id. at 52-53.
22 See Asbjørn Eide, The Human Right to Adequate Food and Freedom from 
Hunger, in The RighT To fooD: in TheoRy anD PRaCTiCe, 3-4  (by Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, Rome., 1998);  黄金栄は、こ
のような義務多層化論に従えば、社会権には少なくとも、あまり資源を消耗
しない部分があり、防御的機能を有しているから、社会権の司法判断適合性

（justiciability）は問題とならないはずである。黄・前掲注（15）145-149頁。
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　アメリカ憲法は、積極的な自由の憲章ではなく、消極的な自由の憲章
であるといわれる23。憲法解釈を通じて連邦最高裁が承認した積極的権
利はないとはいえないが、貧困者の裁判を受ける権利や平等保護などの
権利と結びつかなければ積極的権利は認められないようである24。1970
年代にはいり、後に述べた Goldberg v. Kelly25を契機にして、デュー・
プロセス条項の保障は、下級裁判所によって福祉受給権まで広げ、いわ
ゆる「デュー・プロセス革命」があったが、連邦最高裁は、Dandridge v. 
Williams26において「最低限の収入」、Lindsey v. Normet27において「居
住権」、Board of Regents v. Roth28において「州立大学教師の再雇用」を、
いずれも否定し、福祉権を憲法上の権利または実体的利益と見なしてな
い。学説では、いわゆる「実体的デュープロセク理論」を否定する最高
裁の不干渉主義を批判することはないわけではないが、一般的に、福祉
権の保護に消極的な態度を示した。つまり、福祉権という考えを恐れる

（horror）傾向にある。その最大な原因は、マーク・タシュネット（Mark 
Tushnet）によれば、「すべての重要な憲法上の権利は必ず裁判所によっ
て執行されなければならない。しかし、裁判所は福祉権を有効に執行で
きない（cannot effectively enforce）」という問題にある29。すなわち、
裁判所は、資源の配分のほかに、司法権の概念、裁判所の能力、いわゆ
る「司法判断適合性」（justiciability）に鑑み、福祉権に関する事案に対

23 しかし、興味深いことに、アメリカ憲法前文には「一般の福祉を増進し（promote 
the general welfare）」という文言がある。
24 たとえば、上述の Estelle 判決のほか、Griffin v. Illinois, 351 U.S. 12 (1956) は、
貧しい刑事被告人に無料で訴訟記録を提供しなければならないと述べた。また、
Douglas v. California, 372 U.S. 353  (1963) は、貧困な被告人に対して、州政府
によって選任された弁護士を提供する義務があると判示した。
25 397 U.S. 254 (1970).
26 397 U.S. 471 (1970).
27 405 U.S. 56 (1972).
28 408 U.S. 564 (1972).
29 maRk TushneT, Taking The ConsTiTuTion aWay fRom The CouRTs 169 (1999). 
裁判所が積極的権利を執行しない原因は、訴訟コスト（貧困者の司法アクセス
の困難）と政治コスト（政治部門の予算権限に基づく干渉）という理由がある。
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して慎重に対応している。とはいえ、司法による執行可能性の問題を克
服するために、新財産権論や制

エ ン タ イ ト ル メ ン ト

定法上の資格・法的地位（statutory 
entitlement）の概念を通して、手続的保障による福祉受給権の法的地
位を引き上げ、それに実質的な保護を与えようとする考えもみられる。

⑴　新財産権論と制
エ ン タ イ ト ル メ ン ト

定法上の資格・法的地位
　1960年代までの特権論のもとでは、福祉給付（の打ち切りなど）は単
なる特権（privileges）・恩恵（gratuities）とされ、権利として扱われ
ていなかった。しかし、1960年代に入ってから、黒人・貧困層などの少
数者を中心に展開した公民権運動の発展にともない、福祉権運動も起き、
福祉の権利・利益に関する考えも変化してきた30。すなわち、福祉国家
の発展にともない、福祉給付の機能が拡大した。福祉に頼って生存して
いる人々は、福祉給付に対する政府の恣意的な制限・廃止に耐えられな
いから31、福祉権の明文が憲法上ないとしても、既存の社会立法によっ
て具体化された福祉給付は、自由や財産にかかわる権利であるとされた。
そして、その権利には、憲法修正条項のデュー・プロセスにより手続的
保護が与えられるべきであるとされるようになった。代表的学説は、
チャールズ・ライク（Charles Reich）の新財産権論である。
　ライクによれば、政府による福祉給付は、現代社会における個人の生
活にとってますます重要なものとなり、実際に政府が個人に付与した財
である一種の「新財産権（new property）」として考えられるから、福
祉受給資格は、制定法上の資格＝エンタイトルメント（statutory 

30 1970年代になって、連邦最高裁が「権利・特権二分論」を明確に否定している。
たとえば、福祉給付の居住期間要件の合憲性が争われた Shapiro v. Thompson, 
394 U.S. 618 (1969) において、連邦最高裁は、福祉受給者の移動の自由に基づき、
当該要件を設けることがやむにやまれぬ（compelling）の政府利益とはいえな
いとし、違憲と判断している。また、Goldberg v. Kelly, 397 U.S. 254 (1970) に
おいて、福祉給付は「特権」ではなく、受給者の「制定法上のエンタイトルメ
ント」であると明確に判示している。
31 See Richard B. Stewart, The Reformation of American Administrative Law, 
88 haRv. l. Rev. 1667, 1712-1722 (1975); 雷文玫「全民健保合憲性之探討」政大
法學評論第63期（2000年）120頁。
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entitlement）であり、憲法によって保障されるべきである。そこで、
個人の権利を保全するために、福祉給付を権利として捉える必要があり、
政府はそれを任意に廃止することができず、憲法上のデュー・プロセス
に符合しなければならないことになる32。エドワード・スペラー（Edward 
Sparer）も同様の考え方を持っている。スペラーによれば、「社会保険
の権利は、その権利に先立つ所与の要件が満たされてはじめて発生する
ものだともいえる。……所得や他の要件が満たされているなら、公的扶
助も法的に執行可能となるべきであり、社会保険や物的財産権と同じよ
うに権利の問題とされるべきである」と述べ33、エンタイトルメントの
概念を提示し、当時の福祉権運動を理論的に支えた34。
　このように、学説では福祉給付は財産権の一種として提示された。す
なわち、既存の制度下の福祉給付は、個人の福祉と生活の存続のために、
確実な最低限度の基礎を提供するものでなければならない。そして、福
祉給付という利益を権利に転換し、公正な制度を通じて保護を行わなけ
ればならない。そこで、デュー・プロセスは、新財産権を保障するため
に必要な手段となる。具体的には、政府は、福祉給付を打ち切るなどの
処分する前に、福祉受給者に対して、聴聞の機会などの手続保障が与え

32 See Charles A. Reich, The New Property, 73 yale L. J. 733, 785-787 (1964). 
33 See Edward V. Sparer, The Role of the Welfare Client’s Lawyer, 12 UCLA L. 
Rev. 361, 362-366 (1964-1965); 秋元・前掲注（12）35頁。
34 ライクによれば、エンタイトルメント（entitlement）とは、「個人が健康で
人間としての体面を保てる状態で生活する資力を有していないときに、社会は
援助する義務を有しており、個人はその援助を受け取る資格を有しているとい
うことである。公的福祉は、最大限可能な限り現実のニーズについての包括的
な概念──それは最大限の安定性と独立性を保障するよう化客観的な適格基準
によって詳しく記述されるべきであり、法を通じて執行可能（enforceable）で
あることを意味する」。Charles A. Rich, Individual Rights and Social Welfare, 
74 yale L. J. 1256 (1965). 秋元・前掲注（12）35頁。1990年代なると、ジョン
ス（Harry Jones）もライクの学説を支持する。ジョンスは、新財産権のよう
な新しい権利は福祉国家に由来するものであり、社会保障に関する権利は、
伝統的な財産権のように実定法および手続法によって保障されなければなら
ないと主張する。See Harry Jones, The Rule of Law and the Welfare State, 58 
Colum. l. Rev. 143 (1990).
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るべきであると主張される。
　しかしながら、ポール・ヴォクェル（Paul Verkuil）が批判する通り、
ライクの新財産権によれば、既存の制度を享受している者しか保障され
ない。つまり、既存の法制度にカバーされていない人々は無視されてし
まうという問題がある35。また、ウィリアム・サイモン（William 
Simon）は、新財産権に基づく福祉給付は、再分配に反する傾向にある
から、社会変遷に応じるための政府の再分配の努力を阻害するおそれが
あると指摘した36。ウィリアム・フォーバス（William Forbath）は、福
祉を努力と交換を重視した伝統的な財産権と同視することに対して疑い
を抱え、それに、それを補償的・社会的機能を有する財産と見なしても、
福祉受給主体の多様なニーズ（例えば、金銭給付以外の医療、介護等の
福祉）を軽視しやすく、結局として、形式的および手続的な効果にすぎ
ないのではないかと指摘している37。なお、ロドニー・スモラ（Rodney 
Smolla）も、ライクのエンタイトルメントの法的根拠および範囲が明ら
かではないと批判した38。
　とはいえ、エンタイトルメントの概念は、聴聞のような手続保障とい
う事前の救済、および、福祉給付の資格、要件が改悪・廃止される場合
に、政府の裁量を拘束する事後の救済の理論を提供しうると思われる。
しかし、福祉給付は基本的な生活の保障に重要かつ不可欠なものである。
したがって、手続的保護に止まらず、いかにして実体的保障を及ぼし、
つまり、実体的権利としてなんらかの実質的な保護的機能を確立させる
のか、という論点が重要な課題であろう。

⑵　福祉給付の手続的保障請求権

35 See Paul. R. Verkuil, Revisiting the New Property after Twenty-Five Years, 
31 Wm. & maRy l. Rev. 365, 370-373 (1990).
36 See William H. Simon, The Invention and Reinvention of Welfare Rights, 44 
mD. l. Rev. 1, 35-37 (1985); 雷・前掲注（31）124頁。
37 葛西まゆこ・前掲注（2）198頁。
38 葛西まゆこ「福祉に関するエンタイトルメント概念の一考察──「憲法上
の積極的権利」と「法的資格（法的地位）」の間隙」大東法学50号（2007年10月）
82-83頁。葛西・前掲注（2）144頁。
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　実務上、連邦最高裁は、1934年の Lynch v. U.S39において、その多数
意見で、社会保険を国民と政府との間に結んだ契約関係であるとして、
福祉給付の「財産権」の地位を認めたれ判例があったが、1960年の
Flemming v. Nestor40では、福祉給付は獲得された財産権（earned 
property right）ではないと明言された。多数意見によれば、福祉給付
を恣意的に打ち切ることはできないが、恣意性の判断に対しては緩やか
な審査基準が適用され、合憲とされた。ただし、ブラック（Hugo 
Black）の反対意見は、Lynch 判決を引用し、福祉給付を一種の財産権
とし、デュー・プロセス条項によって手続的保障を与えるべきであると
する。そして、国民の福祉受給権が政府により侵害されたのか否かにつ
いては、より厳格な審査基準を適用すべきであると主張した41。
　1970年代に入り、連邦最高裁は、画期的な Goldberg 判決42でライク
の見解を受け入れ、福祉給付を制定法上のエンタイトルメントとした。
すなわち、その受給資格という「利益」が恩恵ではなく、多くの市民に
とって生存の手段であり、現代社会では伝統的な「財産」と同じ機能を
有するものであると考えられるから、デュー・プロセス条項の手続的保
障が認められるべきであるとした43。とりわけ、福祉受給者の「過酷な
貧困状態（brutal need）」に対して、様々な考慮事項を検討したうえで、
政府側は福祉給付を打ち切る前に、聴聞の機会を提供しなければならな
いと判断した44。このように、福祉給付という権利・利益が財産に該当
する実体的・法的利益を有するならば、憲法上の明文規定がないとして
も、デュー・プロセス条項によって保障されることが可能であるのが示

39 292 U.S. 571 (1934).
40 363 U.S. 603 (1960).
41 Id. at 624-625.
42 Goldberg v. Kelly, 397 U.S. 254 (1970).
43 Id. at 262. 最高裁は、「福祉だけでなく、社会保障、軍人恩給、公職から期
待された収入や福祉受給資格を『恩恵』ではなく『財産』に類似したものと見
なすほうが今日では現実的であるかもしれない｣ と述べた。
44 RiChaRD h. fallon, The DynamiC ConsTiTuTion: an inTRoDuCTion To 
ameRiCan ConsTiTuTion laW 102 (2004). 日本語訳：平地秀哉ほか訳『アメリカ
憲法への招待』（三省堂・2010年）108頁。
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された45。こうして、ジェリー・マッシャ（Jerry Mashaw）のいうように、
憲法上のデュー・プロセスは、政府が政策を作る前に、人々の異議申立
の権利を保障する。その目的は、当事者からの情報提供を通じて政府決
定の正確性を上げるほかに、自己の権利にかかわる政策決定過程に参加
でき、人々の尊厳をも保障することにある46。この考えを踏まえれば、
福祉給付に対する政府の裁量は拘束されるべきであり（広範な裁量の否
定）、その権利・利益を認めたうえで、司法による保障・統制（手続的
保障請求権の確立）も及ぶことができると思われる。
　しかしながら、デュー・プロセス条項によれば、どの程度の手続的保
障を要求しうるかについては難しい問題である。Goldberg 判決におい
ては、福祉給付を打ち切る前に聴聞が必要であると判示されたが、当初
の誤った決定を訂正するための事後的な聴聞が要求されるか。また、聴
聞に参加する者の範囲、聴聞の過程の厳密度がどこまで要求されるかは
不明である。その後の Matthews v. Eldridge47において、福祉給付は、
修正第５条によって保障される財産権であるから、それを打ち切ること
に対してはデュー・プロセス条項が適用されるべきことが明言された。

45 Goldberg 判決後、連邦最高裁は Perry v. Sinderman, 408 U.S. 593  (1972) に
おいて、財産の利益については硬直的、形式的な判断ではなく、現存の規則と
保障しようとする広範な利益から衡量すべきであると表明した。本件のように
州立大学教員が解雇される場合、デュー・プロセスとして聴聞される権利を認
めている。Board of Regents v. Roth, 408 U.S. 564 (1972) において、政府職員
の解雇は、財産に該当する利益の剥奪に該当することになり、「相当な事由」
があるかどうかはデュー・プロセスの権利の引き金を引くことになる。しかし、
本件のような試用中の職員については、その仕事から財産に該当する利益を得
ているわけではないことから、デュー・プロセスによって保障されるわけでは
ない。
46 See JeRRy l. mashaW, Due PRoCess in The aDminisTRaTive sTaTe 158-160 
(1985); 雷・前掲注（31）121頁。
47 424 U.S. 319 (1976). 原告は心身障害保険の給付を受領していたところ、政府
はその障害事実が存在しないと認定してその給付を打ち切った。政府の打ち
切った通知書には理由説明のほかに、福祉受給者が不服ならば書面による異議
申立の権利があると記されていたにもかかわらず、事前の聴聞などの手続がな
いから、デュー・プロセス条項に違反するとして訴訟を提起した。
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しかし、本件は、Goldberg 判決のような福祉給付によらなければ生存
を維持できないという事案ではなく、福祉給付が打ち切られても受給者
の生活は困らない事案であって、福祉給付を打ち切った後に聴聞を行っ
たことも適切であると判断された。このように、連邦最高裁はデュー・
プロセス条項の適用拡張に歯止めをかけた。
　手続的保障の程度について、連邦最高裁は、Matthews 判決において、
まず、実体的な権利・利益の存在を確認する。次に、しなやかなデュー・
プロセス（flexible due process）概念を提示し、３つの「利益衡量」の
方法を通じて48、特定の場合や状況において程度が異なる手続的保障を
要求し、いわゆる「二段階審査理論」を採用した49。こうして、連邦最
高裁は、事前の聴聞がないまま行われた福祉給付の打ち切りを認め、給
付打ち切り後の聴聞が最終的に行われる場合については厳格

0 0

な手続的保
障を要求しなかった。
　Goldberg 判決と比べれば、Matthews 判決では、連邦最高裁は福祉
給付における手続保障の射程を縮減し、より明確にコストを意識したも
のということができ、連邦最高裁が一層保守化したと思われる50。しか
し、利益衡量は、どのような司法審査においてなかなか避けられないこ
とであるから、福祉給付の司法審査を行う際に、利益衡量において付与
される裁判所の裁量を適切に統制するために重要なのは、それぞれの基

48 福祉給付の手続保障がどの程度要求されるかにつて、連邦最高裁は
Matthews v. Eldridge においてはじめて以下のような３つの要素による「利益
衡量」を示した。すなわち、①政府の行為によって影響を受ける私的利益の重
要性、②現有の手続によって当該利益が誤って奪われる危険性、および、付加
的・代替的な手続的保護の持ちうる価値、③付加的・代替的な手続要件がもた
らす財政上・行政上の負担コストを含む政府利益の衡量。
49 すなわち、利益衡量の前段階に、保護された利益が存在するかどうかの審査
を行う。松井茂記『アメリカ憲法入門［第７版］』（有斐閣・2012年）360-361
頁参照。
50 See RiChaRD h. fallon,  supra note 44, at 101-105.  この保守化は最高裁の
人事変動を反映したと言えるかもしれない。See also, RobeRT g. mCCloskey, 
ReviseD by sanfoRD levinson, The ameRiCan suPReme CouRT, 195-200 (4th ed., 
2005).
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本権に対応する適切な審査方法・基準を発展させるほかに、福祉権の領
域では、立法・行政・司法３権の相互関係に対する動態的な分析も重要
でろう。
　以上のことから、アメリカ憲法には生存権などの社会権条項がないか
ら、福祉給付の実体面に関する手続的保護は限界があると考えられるが、
福祉給付を財産権的な権利・利益のような既得権とみなして、一定の保
護を与えることは、生存権・社会給付の手続的保障、立法裁量の統制、
自由権的効効果（制度後退禁止原則）に有益な示唆を提供しうると思わ
れる。とりわけ、拠出による社会保障を軸とした社会保障制度において、
福祉給付の基本性、緊急性および財産権との関係をさらに明らかにする
ことができれば、福祉権の保障に資する。すくなくとも、台湾の大法官
解釈が述べたように51、「国家の目的、あるいは、一定の財政政策によっ
て付与された利益は、個人の労働または資本の運用を通じて獲得された
伝統的財産権とは異なるが、この利益が与えられるかどうかは、社会財
の配分にかかわり、個人の財産利益に影響するから、政府による不当に
恣意的な授与、あるいは、任意の打ち切りまたは剥奪を防ぐために、憲
法によって一定の程度の保障がなされるべきである」。

３．司法審査の民主的正当性及び生存権の促進
　周知のように、アメリカ憲法典には司法審査制に関する規定は存在し
ない。アメリカの司法審査制は、1803年の Marbury v. Madison52におい
て確立したものである。しかし、民主制のもとで選挙によって選ばれて
いない裁判官が司法審査を行う際には、反多数決の難点（counter-
majoritarian difficulty）に必ず直面することになる。そのため、アメリ
カ憲法学では、司法審査の民主的正当性（legitimacy）をめぐる議論が

51 台 湾・ 司 法 院 大 法 官 解 釈 釈 字 第606号 解 釈（J.Y. Interpretation No.606, 
2005.12.2）における許宗力、余雪明、曽有田、林子儀大法官の補足意見書の一
段、脚注４にライクの論文も引用している。このことから、新財産権論が実際
には台湾の大法官解釈にも影響しているといいうる。
52 5 U.S. 137 (1803).
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従来よりなされている53。司法審査の民主的正当性に対する理解が、憲
法理論および憲法解釈方法に影響している。とりわけ、福祉領域に関す
る司法審査については、立法府と司法府との緊張関係をもたらしやすい
ため、裁判官には憲法解釈を通じて社会立法に介入するための正当性が
より一層要求されると考えられる。アメリカ憲法には福祉権のような積
極的権利規定が欠如しているので、仮に福祉権を保障しようとするなら
ば、権力分立のもとで、福祉権に対する司法審査がどのように行われる
べきかについて、以下の理論から示唆を得られるかもしれない。

⑴　引導と教育機能を有する司法審査
　アレクサンダー・ビッケル（Alexander Bickel）は、ウォーレン・コー
ト（Warren Court）の最盛期に、「司法審査はアメリカの民主制におい
て逸脱した制度である」とし、「根本的な難点は、司法審査が合衆国の
システムにおいて反多数決主義的な勢力であるという点にある」と指摘
したことで知られている。アメリカ憲法学は、この司法審査の「反多数
決主義的であるという難点」という問題にどのように応えるか、という
ことを中心に理論を発展させてきたといわれている54。
　ビッケル自身は、この反多数決の難点について、以下のように説いて
いる。すなわち、「市民によって権威ある統治者として承認されうる政
府 」55、 あ る い は「 政 府 の 権 威 の 正 統 性（legitimate governmental 
authority）」を確立し、民主主義によって「社会の道徳的コンセンサス
を反映した抽象的な原理」56を実現するためには、司法府は、裁量上訴

（certiorari）、成熟度（ripeness）、政治問題（political question）、ムー

53 日本と台湾の憲法典には違憲審査権の明文規定があるから、その合法性
（legality）があると言えるが、正統性または正当性（legitimacy）の問題につ
いてはあまり議論されていないようである。
54 阪口正二郎「多様性の中の立憲主義と『寛容のパラドクス』」阪口正二郎ほ
か編『岩波講座憲法５──グローバル化と憲法』（岩波書店・2007年）80-81頁。
55 駒村圭吾ほか編『アメリカ憲法の群像──理論家編』（尚学社・2010年）38頁［大
林啓吾］。
56 駒村ほか・前掲注（55）39頁。
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トネス（mootness）の法理等をとおして57、「受身の美徳（passive 
virtues）」を実践しなければならない。こうすることによってはじめて、
司法府は、「権力濫用の危険性」が小さい機関となり、裁判官が職業的
訓練を経ていること、選挙による外圧等がないこと等の理由もあって、
原則の維持者として、憲法の「永続的な価値（enduring value）」の維
持にとってもっとも相応しい機関となる58。とりわけ合衆国最高裁は、
憲法の価値を見出し、社会の分裂を防ぐための教育者としての役割も担
うことになる59。したがって、違憲審査権をつかさどる司法府は、憲法
原理・憲法価値を維持するために、憲法教育者としての引導（lead）的

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0 0

な役割
0 0 0

を果たすべきである。
　そして、ビッケルは、政府が抽象的な原理を実現していくプロセスに
おいて、民主主義だけでなく、「受身の美徳」を実践している裁判所に
よる司法審査が重要な機能を果たす、と説いている60。また、ビッケルは、
憲法原理・憲法価値の維持のために、重大な憲法問題に直面したときの

「対話」の必要性、すなわち「他権との応答をはかりつつ、時間をかけ
て原理を実現していく」必要性を指摘している61。この点については、
生存権（原理）を憲法に明文化した国にとって、「より快適な生活保護」
のような文言が抽象的な部分についての司法実践に有益な示唆を提供し
うる。

⑵　政治過程から逸脱した少数者・弱者の実質的代表としての司法審査
　ビッケルの「受身の美徳」論以後、プロセス的司法審査観でジョン・
イリィ（John Ely）は、民主制の政治過程における公平性と開放性に着

57 See alexanDeR m. biCkel, The lasT DangeRous bRanCh: The suPReme CouRT 
aT The baR of PoliTiCs 21-22 (1962)
58 Id. at 24-25. ただし、立法府と国民の政治的ないし道徳的責任を培うために、
実体的な司法判断を避けるべきであると主張された。
59 Id. at 25-26.
60 こうしたビッケルの理論を大林啓吾は「三権が憲法を創りあげていくとい
う動態的プロセスに着目した」ものだと評価している。駒村ほか編・前掲注（55）
38頁。
61 駒村ほか編・前掲注（55）42頁。
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目し、代表者補強理論（representation-reinforcing theory）を提示した。
すなわち、代議制が機能不全（malfunction）におちいっている際に、
政治変更過程の正常（clearing the channels of political change）を保つ
ために、司法府は、政治過程から「切り離され孤立した少数者」の代表
として、違憲審査権を積極的・厳格的に行使すべきであると主張した62。
つまり、司法審査は、政治参加から逸脱した少数者・弱者を保護

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

する機
能を有している。
　その切り離された少数者には、政治的要素だけではなく、社会的要素
も含まれるとして、フランク・マイクルマン（Frank Michelman）は、
イリィの理論を援用し、社会的弱者の福祉権は政治参加のための最も根
本的なものであり、必要不可欠な手段・権利であると論じた63。このよ
うに、憲法に明文で定められた福祉権条項が存在しないとしても、政治
変更過程の正常を維持するためには、政治参加に実質的に不可欠である

「基礎的前提条件」は、すべての人において満たされているべきである
と主張される。
　そのほかの民主制の政治過程に関する理解では、ブルース・アッカー
マン（Bruce Ackerman）の二元的民主制理論は、憲法時刻（constitutional 
moments）の概念を提示し、通常の政治過程により作られた法律よりも、
憲法時刻に熟議を経て作られた憲法決定のほうが一種の高次元法

（higher  law）であるから64、裁判官はそれを維持するために憲法規範に

62 John h. ely, DemoCRaCy anD DisTRusT: a TheoRy of JuDiCial RevieW 106 
(1980).
63 ただし、イリィは、外国人、同性愛者、女性は「切り離されて孤立した少数者」
に該当するが、貧困者は該当しないと指摘した。葛西まゆこ「ジョン・ハート・
イリィ：プロセス理論─実体的価値との距離」駒村ほか編・前掲注（55）68-69頁。
64 アッカーマンによれば、アメリカ憲法では、いままで最初の「建国期」、南
北戦争後の「再建期」および大恐慌後の「ニューディール期」という３期の憲
法時刻がある。ニューディール期にルーズベルト（Franklin D. Roosevelt）大
統領が提示した第二の権利憲章（Second Bill of Rights）は憲法条文を変更し
ないが、実質的には憲法の内実を変更した。そして、一連の改革により保守派
の裁判官を転向させ（switch in）、最高裁の自由放任の経済観が放棄されて積
極的に福祉国家の憲法基礎を構築するようになった。bRuCe a. aCkeRman, We 
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したがって一時的な多数に対抗しうるとする。こうして、高度の民衆動
員によって形成された憲法時刻論は、「下からの社会権論」によって強
調される民主的参加の重要性および司法の憲法価値保存機能を提示し
た。また、ロナルド・ドゥオーキン（Ronald Dworkin）は、民主とは
多数支配の意味ではなく、憲法概念の民主（constitutional conception 
of democracy）であるから、司法審査は反民主的な存在ではないと論じ
ている65。むしろ、裁判官は、憲法解釈を行う際には、価値中立と憲法
制定者の原意を見出すことではなく、社会全体の政治道徳に照らし、憲
法の核心価値に基づき、完全法（Law as  integrity）という歴史的・動
態的な観察を通して価値決定を形成するような憲法解釈を行うべきであ
ると述べている。なお、トム・ギンズバーグ（Tom Ginsburg）の保険
理論（insurance）によれば、憲法制定当時の多数派は将来少数派にな
る可能性があるから、リスク管理に基づいて、司法審査性が採用され、
司法の積極性が期待される66。これらの学説の観点はさまざまであるが、
少なくとも、少数者・弱者保護のための積極的な司法審査に対する民主
的理論の基礎を提供していると思われる。ただし、福祉権領域の適用に
ついてさらに検討する必要があると思われる。

⑶　司法による弱い救済のインセンティブ
　マーク・タシュネットは、規範的効力の強弱によって社会権を、①司
法 に よ る 執 行 が 不 可 能 ま た は 宣 言 的 な 権 利（nonjusticiable or 

The PeoPle (1): founDaTion 47-50 (1991).
　サンスティンも同様の考えを示している。サンスティンによれば、ニュー
ディール期の政府は憲法修正の方法を取らずに、伝統的な憲法価値との繋がり
を絶たずに、実際の状況の進行とともに憲法変遷を行うものであった。Cass 
R. Sunstien, Congress, Constitutional Moments, and the Cost-Benefit State, 48 
sTan. l.ReW. 247, 253-257 (1996).
65 黃昭元「司法違憲審查的正當性爭議──理論基礎與方法論的初步檢討」台
大法學論論叢第32巻第６期（2003年11月）117-118頁。
66 See Tom ginsbuRg, JuDiCial RevieW in neW DemoCRaCies: ConsTiTuTional 
CouRTs in asian Cases 20-30 (2003); 張文貞「司法違憲審查的政治起源？科際整
合取向的探討」台灣民主季刊第３卷第１期（2006年）139頁。
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declaratory rights）、②弱い実体的権利（Weak Substantive Rights）、
③強い実体的権利（Strong Substantive Rights）に分類した。①につい
ては、アイルランド憲法にいう「社会政策の指導原則（Directive 
Principles of Social Policy）」のように方向づけを単に立法者に指示する
ものであり、「未執行の憲法規範の法的地位（The Legal Status of 
Underenforced Constitutional Norms）」に位置づけられるから、裁判規
範性がない規範である67。②については、裁判所は具体的な事案に対し
て狭い範囲内で憲法解釈を行う。③については、裁判所には広範な解釈
が許されるが、執行される保障が必ずしもあるわけではない、とする68。
　タシュネットによれば、司法による救済方法には弱い救済（weak 
remedies）と強い救済（strong remedies）がある。強い救済とは、裁
判所が立法者に特定の方法の要求、立法義務づけなどの強制的命令を下
すような違憲審査の意味であり、立法府との衝突が激しい。これに対し
て、弱い救済とは、裁判所は、宣言的判決、確認的救済（declaratory 
relief）、政府計画の提出要求、和解協定の要求等の方法を用いて、弱い
違憲審査を行使する方法をいう。タシュネットの「薄い憲法（thin 
constitution）」の理念によれば69、社会権を憲法上に規定しても、「裁判

67 裁判規範性がない憲法条項こそ、その「規範価値」が尊重されやすいとタシュ
ネットは考えている。権利を実現する方法はそもそも様々である。このような

「法律に拘束されない義務」条項により、政府はこの指定に従い、それを実現
化する「最大努力（best efforts）」を果たす義務がある。maRk TushneT, supra 
note 29, at 170.
68 See Mark Tushnet, Social Welfare Rights and the Forms of Judicial Review, 
82 Texas l. Rev. 1895, 1902-1909 (2004); 楊智傑「從基本國策執行檢討違憲審查

模式──兼論財產權與基本國策衝突」中正大學法學集刊第28期（2010年）159-
161頁。
69 タシュネットは、憲法を「厚い憲法（thick constitution）」と「薄い憲法（thin 
constitution）」に分けて、厚い憲法には、憲法典に書き込まれた権利と統治組
織を規定する条文のほかに、裁判所の解釈および判例法理などが広く含まれる
から、複雑なので、人々は関心を持っていない。これに対して、薄い憲法を構
成するのは、憲法典の条文ではなく、独立宣言及び憲法前文に示される諸原理
である。タシュネットによれば、薄い憲法に含まれるのは、平等や表現の自由、
市民的自由に対する根本的保障などのことであるから、裁判所のみならず、人々
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規範性がない、単に憲法上宣言された権利」とされるのが最も望ましい
ことになる70。すなわち、司法による弱い救済を通じて、政府関係者に
社会権を実現しなければならないという弱いインセンティブを与え、政

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

府に合理的な理由の提出
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

を要求する。このように弱い救済は、一見救済
の効果がないようにも見えるが、強い政治的反対を避けられるほかに、
権利の救済方法がさまざまであることに鑑み、市民の政治的討論と大衆
主義的憲法を構成することを通して、社会権条項という「憲法価値」を
尊重し、実現することができる71。タシュネットは、市民（民主）の決
定に従うことを前提に憲法上の社会権保障を認めたが、司法審査による
社会権の救済に対してかなり懐疑的である。しかし、社会権を憲法上の
権利として認めたうえで、その規範構造を分類する方法は、生存権を明
文で定めた国家、そして、その権利の多層化的な把握に対して一定の示
唆を提供しうる。

⑷　司法ミニマリズムによる理由提示と説明責任の促進
　憲法が法律からの挑戦を受けたときには、最高裁は、通常、①係争対
象法律を支持する、②係争対象法律を廃止する、③訴訟書類移送命令の
拒否（denying certiorari）などの回避策を通して宣言の発表を拒否する、
という３つの選択肢をとりうる。しかし、複雑かつ重大に対立する憲法
問題に対しては、サンスティンによれば、公的な討議を引き起こすため
に最高裁は、最小限の判決（minimalist decision）を下すという第４の
選択肢が認められる72。すなわち、サンスティンの司法ミニマリズム

も広く関心を有している。そこで、人々が直接コミットすることができる。つ
まり、タシュネットは、ポピュリスト憲法観を持っている。大河内美紀「マー
ク・タシュネット──批判法学最後の雄？」駒村ほか編・前掲注（55）182頁。
70 葛西まゆこ「アメリカ憲法学における第二の権利章典の位置づけ──憲法
上の権利としての生存権の意義についての予備的考察」慶応義塾大学法学部編

『慶応の法律学　公法Ⅰ』（2008年）249-250頁。
71 maRk TushneT, supra note 29, at 170-172. 強い権利に対する弱い違憲審査に
ついて、See maRk TushenT, Week CouRTs, sTRong RighTs: JuDiCial RevieW anD 
soCial WelfaRe RighTs in ComPaRaTive ConsTiTuTional laW 251-264 (2008).
72 See Cass R. sunsTein, on Case aT a Time: JuDiCial minimalism on The suPReme 
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（Judicial minimalists）によれば、裁判所は目前の事案を解決するため
にケースバイケースで最小限度の処理を行うだけで充分である。もっと
も、憲法の核心的価値は広く普遍的なコンセンサスを持っているから、
裁判において執行可能であり、そして、その核心は変更可能である73。
これに対して、核心以外の事案に対しては、裁判所は広範なルール（broad 
rule）と深い理論（deep theories）を提示する必要がなく、狭く（narrow）、
浅 い（shallow） 憲 法 解 釈 を 通 じ て「 不 完 全 に 理 論 化 さ れ た 合 意

（incompletely theorized agreements）」に達すれば、必要な結果が出る
という。重要な問題を政治ルートに戻し、民主的熟議による再検討を促
し、下級裁判所ないし全国まで浸透させ、漸進的に終局決定に達するこ
とを目指すのである。この方法によって、自由権、財産権ないし福祉権
も、憲法に承認され、かつ、実行されうる74。したがって、サンスティ
ンにとって、裁判所には熟議民主制を促進（catalyst）する役割があり、
司法審査は問題の発見および議論を引き起こす

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

機能があるから、民主的
正当性が満たされる。
　このように、民主的正当性を維持するために司法審査を回避ないし放
棄するのではなく、サンスティンは、裁判官がどのように判決理由を書
くのかに着目する。最小限の司法を用いて具体的な事案の解決（結果）
を図るほかに、最も重要なのは、裁判所が、複雑、規範的効力がない、

CouRT 120-121 (1999).
73 サンスティンによれば、アメリカ憲法には「現在」、①権限に基づかない拘
禁からの保護、②政治的不同意の保護、③投票権、④宗教の自由、⑤財産への
有形侵害からの保護、⑥人・財産への警察による権利濫用からの保護、⑦法の
支配（罪刑法定主義、予測可能性、事後法の禁止、公職者の法遵守、聴聞権）、
⑧政府による拷問・殺人・身体侵害の禁止、⑨人種や性別に基づく隷従や従属
からの保護、⑩政府による身体侵害からの実体的保護という10の核心がある。
これらのコミットメントは広く共有され裁判で執行可能なものである。ただ
し、この核心価値は固定的なものではなく、時代とともに変更する可能がある。
Id. at 64-38. 金澤孝「Cass R. Sunstein の司法ミニマリズムに関する一考察」早
稲田大学大学院法研論集110号（2004年）85-86頁。しかし、サンスティンが提
示した核心は基本的人権のみであり、統治機関・権力分立に関する部分には触
れていないようである。
74 Id. at 10-12.
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高度に特定された意見（highly particularistic opinions）などの問題を
引き受けることを拒否せず、これらの議題を政治的プロセスに送り込み、
市民による開放的な討議を引導することである75。そこで、この討議に
は２つ意味があると思われる。ひとつは、「プロセス」を重視すること
であり、もうひとつは、「理由の提示」と「説明責任」を要求すること
である。これによって規範性が不明確な権利に関する司法審査の方法を
提供できるだろう。とりわけ、生存権の「より快適な生活保護」につい
ての規範性について、コンセンサス不足、事実の個別性・多様性に基づ
き、司法ミニマリズムを採用することはよい方法であろう。しかしなが
ら、裁判所には、理由提示および熟議引導する役割が期待される以上、
むしろ狭く「深い」解釈を行うべきではないだろうか。
　以上の議論からみれば、アメリカ憲法には生存権条項がないことから、
社会保障については、手続保障のような側面的な保護だけで限界がある
ことが明らかになった。そのために、平等保護条項などのアプローチが
自然に思い出される。ところが、権利のコンセンサスを求めるために、
熟議を引き出し、政治部門の実現にインセンティブを与える憲法対話的
な司法審査の手法は、生存権の権利発展および、より快適な生活の保障
に対して、有益な示唆を提供しているように思われる。最近、キャサリ
ン・ヤング（Katharine Young）が、司法審査には謙譲的、対話的、実
験的、管理的、強制的違憲審査（Deferential Review, Conversational 
Review, Experimentalist Review, Managerial Review, Peremptory 
Review）という対話的・循環的・促進的機能（Catalytic  function）を
有すると主張したことは注目に値する76。上述の様々な理論は司法によ
る福祉権の保障ないし促進に手かがりを提供しうると思われるが、憲法
上の規範根拠、そして、福祉領域での実際の適用・運用などの問題が依
然として残るから後に検討を試みたい。

〔付記〕本稿は、北海道大学博士（法学）学位論文「社会給付と生存権
保障の憲法理論──日本・アメリカ・台湾の司法審査を中心として──」

75 Id. at 118.
76 kaThaRine g. young, ConsTiTuTing eConomiC anD soCial RighTs 143 (2012).
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（2011年６月30日授与）を加筆・修正したものである。なお、本稿は、
執筆にあたり、日本交流協会奨学金（H19002・2007－2010年度）の支
援を得た。また、加筆・修正にあたり、日本学術振興会科学研究費補助
金（研究活動スタート支援・課題番号：23830002）（2011－2012年度）
の助成を受けている。さらに、加筆・修正の際には、落合研一氏（北海
道大学アイヌ・先住民研究センター助教）、児玉弘氏（北海道大学法学
研究科博士課程・日本学術振興会特別研究員）、橋場典子氏（北海道大
学法学研究科博士課程・日本学術振興会特別研究員）のご協力をいただ
いた。記して謝意を表したい。
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第三章　環太平洋連帯構想の形成過程と内容

　1977年から1978年にわたり政権構想の準備段階において勉強会が立ち
上げられ、その結果として『大平正芳の政策要綱資料』に環太平洋連帯
構想がはじめて提示された。大平政権発足後、大平総理は政策研究会を
立ち上げ、民間と政府からのメンバーを組織し、そこで具体的な議論が
展開された。いわゆる「官邸主導」の形で大平の政策研究を推進したの
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である。環太平洋連帯研究グループは、この政策研究会の中の一つであ
る。1979年11月14日、環太平洋連帯研究グループの中間報告が提出され
た。そして同じ11月に、第二次大平内閣が発足し、環太平洋連帯研究グ
ループの議長であった大来佐武郎が外務大臣に任命され、環太平洋外交
が本格的に実行に移されたのである。本章ではその環太平洋連帯構想の
形成過程を検討したい。具体的には、大平政権発足前の環太平洋連帯構
想の提起と大平政権発足後の環太平洋連帯研究グループの組織と議論に
ついて分析する。その中で、環太平洋連帯構想の内容と特徴について議
論していきたい。

第一節　大平正芳の勉強会の組織

第一款　勉強会の背景─国内政治の文脈

　1971年、大平正芳は宏池会の会長に就いた。池田内閣時代の女房役で
あった大平が表舞台に押し出されたのである。ポスト佐藤の総裁選に出
馬し、やがて、「大角提携」で福田に対抗し、1972年７月に田中政権を
実現した。その後、田中は金脈問題で辞任し、有名な「椎名裁定」で、
1974年12月に三木武夫政権が発足した。その後、大平ははじめて福田と
組んで、「三木おろし」を成功させたのである。三木の退陣をうけて、
後継総裁と首班指名候補を選任するため、1976年12月23日、党大会に代
わる両院議員総会が開かれた。この前日、立候補が締め切られたが、届
出を出したのは福田一人であったため、福田は満場一致で選出された。
この時、大平は不出馬を選んだ。後に、このことについては、「大福密約」
説が広く流布された。すなわち、「福田は先に政権に就いて、二年後、
大平に譲る」という密約があったというものである1。福田政権期、大平
は幹事長に就任し、次期総裁候補として大きく期待された。
　この背景の下、大平政権発足の一年前、大平は政権構想にための勉強
会を開いたのである。この勉強会の中心メンバーは、大平正芳のブレー

1 川内一誠『大平政権・五五四日─自らの生命を賭けて保守政治を守った』行
政問題研究所、1982年、45-51頁。
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ンの佐藤誠三郎、公文俊平、香山健一の三人の教授と大平秘書の森田一、
後の大平首席補佐官の長富祐一郎であった。この議論の結果は、総理就
任前の1978年11月27日に、『大平正芳の政策要綱資料』に取りまとめて
公表された。この『大平正芳の政策要綱資料』は勉強会での議論を経て、
最後に、長富氏が執筆して、まとめたものである2。

第二款　勉強会の組織

　佐藤・公文・香山という三人のブレーンと大平との結びつきについて
言えば、この三人は牛尾治朗（ウシオ電機社長）の社会工学研究所を根
拠地にして、「グループ84年」というグループを作り、多様な活動をし
ていた。土光敏夫の紹介で大平と香山が話し合って、意気投合した。こ
れがきっかけで、大平と三人のブレーンと結びついた3。そして牛尾治朗
は大平に「大平さん、総理大臣になることが目的ではありません。総理
大臣になって何をしようとするのか、何がやりたいのかということを
はっきり持つ人が、これからの総理になってほしいと思います」という
話を持ち込んだところ、大平は「それは尤もだ。この間の先生達と一緒
に議論をして、何か纏めて貰えないか」と応じた。1977年の５月頃から
６月にわたる勉強会を始めた4。ここから見ると、牛尾治朗は勉強会の場
所の提供やメンバーの集まりという役割を果たしたばかりではなく、勉
強会を作るきっかけも牛尾の提案であった。当時、青年会議所会頭を勤
めていた牛尾と大平との関連について、1971年10月、大平と親しい青年
会議所のメンバーであるグレラン製薬の柳澤昭や中部ガスの神野信郎ら
が中心となって、青年会議所のメンバーで大平の会をつくった。初めて
の会合の時、「青年が藍亭で集まる」ということから「青藍会」と名づ
けられた。この「青藍会」がきっかけで、牛尾が大平と知り合った5。
　また、森田一は大平の娘婿であり、大平の秘書でもあった。長富は森

2 長富祐一郎へのインタビュー、2006年10月31日。
3 大平正芳記念財団編『去華就實：聞き書き・大平正芳』2000年、406-407頁。
4 大平正芳記念財団編『大平正芳・政治的遺産』1994年、293頁。
5 同上、291頁。
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田の大蔵省時代の一年後輩で、森田が大平の長女である芳子と結婚した
ことがきっかけで、大平と時折話し合うような間柄となった6。そして、
勉強会を立ち上げる時、学者だけではなく、実務が分かっている人も入
れるということで、牛尾治朗や竹内道雄からの要請で、長富も勉強会に
参加した。勉強会には、この５人のほか、多彩な人々が参加してきた7。
この勉強会で、大平正芳の「政権構想」が考案された。

第三款　勉強会における議論と環太平洋連帯構想の提起

　勉強会は月１回程度開かれて、大平の政権構想を考案する。当時、大
平正芳は福田政権下で幹事長をやっているので、身分的、時間的にも参
加することが許されず、結局ほとんど出席することができなかった。代
わりに、秘書である森田から報告することになった8。勉強会では、「文
化の時代」という当時の大平の時代認識をめぐって議論をし、1970年代
初頭、大平によって提唱された田園都市構想などを中心に議論を展開し
た。1978年、大平対福田の図式が次第に鮮明になるにつれて、本選挙用
の『大平正芳の政策要綱資料』の作成に着手した。選挙の本会議の前に、
議員たちに配る『大平正芳の政策要綱資料』の準備段階において、選挙
を勝つためには目新しい政策提案が必要とされると森田氏が提言したこ
とをきっかけにして、大平が三人のブレーンと相談したところ、佐藤誠
三郎が環太平洋連帯構想を提案した9。最後に、長富祐一郎による、環太
平洋連帯構想を含めた政権構想が『大平正芳の政策要綱資料』にまとめ
られた。
　「環太平洋連帯」という言葉は、この政策要綱資料に初めて登場して
くる。政策要綱資料では、「環太平洋連帯（パシフィック・オーシャン・

6 森田一「感謝のことば」、長富祐一郎『近代を超えて─故大平総理の遺され
たもの・上巻』大蔵財務協会、1983年。
7 大平正芳記念財団編、前掲書（2000）、384-385頁。
8 長富祐一郎へのインタビュー、2006年10月31日。
9 森田一（服部龍二・昇亜美子・中島琢磨�編）『心の一燈：回想の大平正芳�そ
の人と外交』第一法規株式会社、2010年、169頁。
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コミュニティ）の樹立」と題して、次のように述べられている。
　「わが国が、日米友好を基軸に、地球上のすべての国と協調してい

く（中で）、……（日本が位置する）太平洋地域諸国に特別の配慮を払っ

てまいることは当然であろう。……太平洋地域の発展は世界の発展に

つながるからである。太平洋地域には、……極めて多くの国が存在し

ている。……アプローチも、協力政策の進め方も、個々に慎重な配慮

が必要であり、< 緩やかな連帯 > となるであろう。どの範囲の国を含

めることとするか、その選択も難しいであろう。これは、日本だけで

決めるわけにもまいらない」10。

　すでに述べたように、アジア・太平洋地域構想は1960年代、日本にお
いて最初に一部の知識人の中で議論された。その後、政治家である三木
武夫等にも注目されたが、政権構想として打ち出したのは大平が初めて
であって、これをもって初めて「地域協力の構想は政治の舞台へ引き上
げられる」ことになった11。大平は政策構想として環太平洋連帯構想を
打ち出したが、これは単なる選挙のための手段ではなく、政権政策の目
標としてしっかり実行するつもりだった。したがって、1978年11月、政
権発足直後、勉強会の延長上で、大平正芳政策研究会（その中に環太平
洋連帯研究グループを設置している）を組織した。

第二節　大平総理の政策研究会

　政権発足後、大平は直ちに大規模な大平総理政策研究会を組織し、政
策外注という形で『大平正芳の政策要綱資』に提示した構想を具体化し
始めた。大平総理の政策研究会は「民間」と「政府」の両方からメンバー
を集めた政策研究の会合である。具体的には、1978年12月７日、第一次
大平正芳政権が発足してから、大平首相は、翁官房副長官、藤森昭一首
席内閣参事官、清水汪内閣審議室長を呼んで、「できるだけ広い範囲か
ら意見や生の情報を得て、水の枯れないようにしたい。識者にお願いし

10 渡邉昭夫編『アジア太平洋連帯構想』NTT 出版、2005年、27頁。
11 菊池努『APEC�アジア太平洋新秩序の模索』日本国際問題研究所、1995年、
９頁。
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て、国の政策の基本的なあり方を研究していただいて、各省の政策の方
向づけができるように」と大平は強調した12。
　その結果、内閣総理大臣補佐官が三名置かれ、同時に、首相の私的諮
問機関として政策研究会が発足することになった。補佐官は官邸内に事
務室を設け、大蔵省から長富祐一郎、通産省から照山正夫、外務省から
内田勝久の三名が選ばれた。同時に厚生省、農林水産省など各省から、
大塚義治（前厚生労働事務次官）、沢井義雄（農林水産省）や高橋はる
み（通産省、現北海道知事）らが補佐室スタッフに任命された。補佐官
は国の政策に係わる重要課題や政治運営上の諸問題について有識者の意
見を随時首相に伝達するとともに、首相が関心を持つ問題について個別
に各方面の見解や意見を収集することとなった13。
　この首相補佐官制度は森田一大平秘書のアイディアであり、過去の首
相には見られない制度である14。特に大平政権発足前の勉強会に参加し、

『大平正芳の政策要綱資料』をまとめた長富祐一郎が首相の首席補佐官
に任命されたことで、政策要綱資料に提唱された各構想とりわけ環太平
洋連帯構想を引き続き発展させることが可能になった。そしてこの補佐
官グループが、勉強会の中核的なブレーンの佐藤・香山・公文を始めと
して各分野の数多くの専門家、並びに各省庁の行政官を集めて政策研究
会を発足させた。この政策研究会には、全部で９つの専門グループが設
置された15。
　最初７つであったが、大平の考えや自民党側の注文などによって、９
つになった16。各研究グループの構成としては、議長にはそのテーマに
深い学識を持つ経験豊かな研究者をあて、メンバーには、学界、文化界、

12 大平正芳回想録刊行会編『大平正芳回想録・伝記編』鹿島出版会、1982a 年、
489頁。
13 渡邉昭夫編、前掲書（2005）、29頁。
14 大平正芳記念財団編、前掲書（2000）、384-385頁。
15 この９つは田園都市構想研究グループ、対外経済政策研究グループ、多元
化社会の生活関心研究グループ、環太平洋連帯研究グループ、家庭基盤充実研
究グループ、総合安全保障研究グループ、文化の時代研究グループ、文化の時
代の経済運営研究グループ、科学技術の史的展開研究グループである。
16 大平正芳記念財団編、385-387頁。
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経済界からそれぞれ次の世代を担うと目される若手・中堅を集め、これ
に各省庁の横断的に官僚が参加する幅広い学際的、省際的な官民協同の
研究態勢が敷かれた17。
　各研究グループの座長の選任について、座長の数名は大平総理の指名
であった。残りの座長はブレーンの佐藤たちが選んだ。その中で、環太
平洋連帯研究グループの座長の大来佐武郎は大平に指名された。グルー
プの座長が大正生まれのベテランであるのに対して、委員は、30代から
40代の第一線で活躍できるようなメンバーが党派色にかかわらず広く選
ばれた18。これは、これから21世紀にかけてどのような社会を作ってい
くか、研究会が提示する方向を、社会の各分野において自ら責任をもっ
て実行していける年代の人を、という気持ちの現われのようだった19。
　研究グループの事務局に相当する「内閣総理大臣補佐官」の長富・照
山・内田の三人のほか、各研究グループの総会には、内閣審議室及び内
閣調査室から、担当別に、内閣審議官、内閣調査官それぞれ一人が、勉
強会に参加した。研究グループごとに、総会はほぼ月に一回、頻繁に開
かれたスモール・グループを月１回ずつと計算しても、全グループで計
月に18回開かれたことになる。１回の会議が10時間を超えることもあっ
た20。
　大平は、政策研究グループの運営については一切注文をつけなかった。
ただ一つ要望したのは、この試みは、大平首相個人のためでも大平内閣
のためでもなく、21世紀を展望した長期的、総合的な観点に立って、こ
れからの日本にとって必要なことを、たとえそれが「反政府」的なもの
であっても結構であるから、自由に討議し、提言してほしいということ
であった21。

17 大平正芳回想録刊行会編、前掲書（1982a）、490頁。
18 大平正芳記念財団編、前掲書（2000）、388頁。
19 長富祐一郎、前掲書（1983）、８頁。
20 同上、６-７頁。
21 堂之脇光朗氏へのインタビュー、2006年９月11日；長富祐一郎氏へのインタ
ビュー、2006年10月31日。
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第三節　環太平洋連帯研究グループ

第一款　グループの構成

　研究グループの一つである「環太平洋連帯研究グループ」は、1979年
３月６日に発足後、環太平洋連帯のあり方について検討を行っていた。
この研究グループのメンバーは「民間」と「政府」の両方から選ばれ
た22。議長の大来佐武郎を除いて、「民間」から13人を起用し、「民間」
と「政府」とがバランスよく登用されている。また官界のメンバーが６
つの官庁から登用されており、非常にユニークなグループであるといえ
る。正式メンバー以外にも、小島清をはじめとする人々からも多くの意
見を取り入れた23。
　大平の環太平洋連帯研究グループは「政府」と「民間」との両方から
メンバーを招聘することによって、「民間」と「政府」との理念の交流
と融合を果たすことを狙った24。一方、６つの官庁からメンバーを受け

22 大来佐武郎（議長）；飯田経夫、名古屋大学教授（議長代行・幹事）；佐藤誠三郎、
東京大学教授（幹事）；石井威望、（通産省を経て）東京大学教授；榊原英資、（大
蔵省を経て）埼玉大学助教授；高坂正尭、京都大学教授；中川文雄、筑波大学
助教授；中嶋嶺雄、東京外国語大学教授；西原正、防衛大学校教授；本間長世、
東京大学教授；山崎正和、大阪大学教授；山澤逸平、一橋大学教授；渡辺昭夫、
東京大学教授；高垣佑、東京銀行取締役人事部長；小長啓一、通商産業省機械
情報産業局次長；堂ノ脇光朗、外務省大臣官房審議官：中瀬信三、農林水産省
畜産局家畜生産課長；林淳司、運輸省大臣官房文書課長；古橋源六郎、大蔵省
関税局総務課長；吉川淳、経済企画庁長官官房参事官；鏡味徳房、大蔵省銀行
局銀行課課長補佐；鹿野軍勝、在ニューヨーク日本国総領事館領事・前外務省
大臣官房調査部企画課首席事務官；神原寧、大蔵省国際金融局調査課企画係長；
西田恒夫、外務省大臣官房調査企画部企画課首席事務官。
23 衛藤瀋吉・東京大学教授・天城勲・日本学術振興会理事長、稲村光一・日
本長期信用銀行顧問、河村欣二・（財）フォーリンプレスセンター専務理事、
五島昇・東京急行電鉄社長、瀬島龍三・伊藤忠商事会長、徳山二郎・野村総合
研究所副社長、永井陽之助・東京工業大学教授、本城和彦・国際連合地域開発
センター所長、矢野暢・京都大学教授、和田敏信・通商産業省顧問。
24 長富祐一郎氏へのインタビュー、2006年10月31日。
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入れることは後の外交実行の段階で、諸官庁と円滑に調整できるようと
いう意図も隠れていたと考えられる。
　当然、この研究グループを主導したのは、他の誰でもなく幹事の佐藤
誠三郎、飯田経夫と議長の大来佐武郎である。佐藤は大平のブレーンと
して、政権発足前の勉強会の頃からこの環太平洋連帯構想に関与してい
た。また、飯田経夫は大来佐武郎の外相就任後、議長代行を務め、政策
報告書の取りまとめに尽力した。その前の1979年11月14日、中間報告が
提出されており、第二期の大平環太平洋外交はこれに沿って展開された
のである。これらのことから考えると、長年にわたって太平洋地域主義
に着目していた議長の大来佐武郎の役割は相当大きいものであったと考
えられる25。

第二款　グループの議論─課題とアプローチ

　環太平洋連帯研究グループが具体的にどんな議論を行っていたかは会
議記録が残されていないため、断定することはできない。しかし総体的
には、勉強会で議論された内容や『大平正芳の政策要綱資料』の中の環
太平洋連帯構想の理念にそって、議論が展開された。その中でも、研究
メンバーの胸中にある地域のイメージを適確に表す言葉として「環太平
洋」が適切であるかどうかという問題について、議論があった。なぜな
ら、「環太平洋」という言葉が太平洋を取り巻くカナダ、アメリカ、オー
ストラリア、ニュージーランド、そして日本という経済先進国間の連帯
という印象を与えかねないからである26。1960年代以降、ASEAN 諸国（ア
ジア NIES も含めて）を日本とオーストラリア（及びニュージーランド）
が南北から挟む形でひとつの経済的な地域が目覚ましいペースで形成さ
れていった27。だから、先進国と途上国とを一丸とした協力の舞台ない
し主体として「太平洋地域」を創出するという問題意識が大平の構想に

25 渡辺昭夫氏へのインタビュー、2007年10月30日；堂之脇光郎氏へのインタ
ビュー、2006年９月11日。
26 渡邉昭夫編、前掲書（2005）、４頁。
27 渡邉昭夫『大国日本の揺らぎ』中央公論新社、2000年、333頁。
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存在していたことは間違いがない。報告書の表題が日本語では『環太平
洋連帯』、英語では Pacific�Basin�Cooperation となっていたのは、その
辺りの揺らぎを示していたといえる28。ともあれ、最終的には、1980年に、

『環太平洋連帯構想』という報告書が出された。以下の部分で、この報
告書を分析することを通じて、環太平洋連帯構想の内容を検討する。

１．環太平洋の課題
　まず、「環太平洋連帯構想」の実現に向けての「課題」は、「国際交流・
相互理解の促進」「地域研究の推進」「人づくり協力・技術協力」「貿易
の協調・拡大と産業調整」「資源開発における協力」「資金の円滑な交流」

「交通・通信体系の拡充・整備」という七つの提案に分けて報告書に書
かれている。
　これらの課題から見られるように、環太平洋連帯構想は経済・社会・
文化というソフトの側面での協力を強調し、政治のようなハードなもの
を避けていた。それは大平とグループメンバーたちが70年代のパワー・
ゲームに配慮していたからである。「研究グループ」としての考え方は
文化・社会・経済といった協力し得る分野での協力から着手していくこ
と、そして政治・軍事の問題を当面の協力の分野から除外していくこと
がこの地域の安定と繁栄に貢献する途であるとの結論に達し、これが「中
間報告」のひとつの柱をなす考え方となるに至ったのである29。この社
会・経済・文化という分野での協力を提唱することによってもアジア太
平洋地域に「冷戦」と異なる方向性を提示することになった。さらに、
この「ロー ･ ポリティックス」の領域での協力を提唱することを通して、

「政治・軍事」30といった日本外交の弱点をうまく避けることができ、日

28 渡邉昭夫編、前掲書（2005）、５頁。
29 堂之脇光朗「太平洋の世紀は訪れるか？：環太平洋連帯構想の形成過程」、『外
交時報（NO.1172）』1980年３月、６頁。
30 「政治・軍事」領域については、総合安全保障研究グループで議論された。
そういった意味では、「環太平洋連帯構想」との役割分担を果たしたといえる。
総合安全保障研究グループ『大平総理の政策研究会報告書５：総合安全保障戦
略』大蔵省印刷局、1980年；中西寛「総合安全保障論の文脈：権力政治と相互
依存の交錯」、日本政治学会編『年報政治学：危機時代の日本外交－70年代』、
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本外交の資源である経済をパワーに有効的に転換することが図られた。

２．「環太平洋連帯構想」のアプローチ
　報告書の最後のところで、漸進的なアプローチを前提として、試案を
提示している31。まず、「一連の国際会議を運営するための委員会を設立
する」ことである。具体的には、「この委員会は、それまでの諸会議の
成果を整理し、その次の会議の準備を進めるものである」としている。
そして何回かの会議を積み重ねた上で、「この委員会は、より広く、環
太平洋連帯のための民間協議機構の性格をも帯びること」を期待される
こととなり、関係諸国の共通の関心事項を見出し、そのよりよき解決方
法を検討するための常置機構としての権威を獲得することも期待される
とする。この段階まで到達すれば、コンセンサスを得た事項につき共同
意見を発表し、関係諸国政府に勧告することもできるだろうと論じている。
　議論の内容については、「環太平洋連帯を実現するためには、関係諸
国が共通の関心を有しながら利害の絡み合いの少ない、比較的容易な課
題からひとつずつ取り上げていくことが肝要である」と指摘する。した
がって、上記の総枠的な民間機構とは別に、特定な課題について、政府
または民間ベースの専門家作業部会を設け、特定のプロジェクトを実施
することが提案された。最後に、以上の動きが円滑に前進するならば、
長期的な目標として関係諸国政府間の国際機構の設立も期待できるかも
しれないと指摘している。その後実際に、大平は環太平洋連帯構想を展
開し、最終的には、太平洋経済協力会議（PECC）につながっていく。
この PECC は太平洋地域における協力関係を推進するために発足した
国際組織で、産・官・学の三者構成を特徴とする。そして、この PECC
はまた、政府間の国際機構 APEC につながる。そういった意味で、「環
太平洋連帯研究グループ」に提案されたアプローチも段階的に実現され
たといってよい。

1997年、97-115頁；衛藤瀋吉・山本吉宣『総合安保と未来の選択』講談社、
1991年。
31 環太平洋連帯研究グループ『大平総理の政策研究会報告書４：環太平洋連
帯の構想』大蔵省印刷局、1980年、91-95頁。
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第四節　「環太平洋連帯構想」の理念

　この報告書の最初の「環太平洋の理念」の部分では、環太平洋連帯の
時代背景、地域の特徴及びこの構想の特色について書かれている。そこ
で以下では、それらの記述をさらに展開して、環太平洋連帯構想の理念
について検討する。

第一款　環太平洋の理念─報告書の内容

　まず、環太平洋連帯が検討されるようになった時代背景について、こ
の報告書は以下のように述べている32。「交通 ･ 通信手段の著しい発達に
よって、太平洋は内海と化し、太平洋諸国が一つの地域社会を形成しう
る条件が整った。現に太平洋諸国の間では、すでに二国間・多国間の協
力関係が多様に展開され、そこに一つの地域社会の建設を構想する動き
もいくつかある」。さらに、この構想の目標については「人類社会全体
の福祉と繁栄」のために、この地域が持つ大きな可能性を最大限に引き
出そうとするものであると指摘している。
　加えて、この構想はほかの地域構想と異なる特徴を持っていることが
指摘されている。それは太平洋地域の著しい特色に由来するものである。
他の地域と比較すると、太平洋地域は極めて多様性を持っている地域で
あり、この多様性が活力とダイナミズムをもたらし、そこに、大きな可
能性を秘めているということが指摘されている。そしてこのような認識
を前提とする環太平洋連帯構想は３つの特色をもつと認識されている。
　第１に、「地域外に対しては、それは排他的で閉ざされたリージョナ
リズムでは決してない。」太平洋諸国の活力とダイナミズムをよく活用
すれば、グローバリズムの新たな担い手になると期待できる。第２に、

「地域内部においても、それはあくまでも自由で開かれた相互依存関係
の形成を目指す。」具体的には、文化面において、多様性を尊重しつつ、
交流を図り、経済面においては、「発展途上国の立場と利益を最大限に
尊重しつつ、自由な貿易や資本移動を極力促進する。」先進国側の市場

32 同上、17-24頁。
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開放、経済・技術協力と、発展途上国側の着実な自助努力とによって、
「この地域が、南北問題にひとつの新生面を切り開いていく可能性は大
きい。」第３に、環太平洋連帯構想は、「この地域にすでに存在する二国
間・多国間の協力関係と、なんら矛盾しない。むしろそれらの成果に立
脚し、相互補完関係に立つものである。」

第二款　「開かれた地域」─メンバーシップの問題

　以上で、環太平洋連帯構想の三つの特徴を報告書どおり紹介した。一
見分かりやすいものであるが、ひとつひとつにはそれなりの狙いがある。
1970年代には、国際通貨体制の固定相場制から変動相場制への移行（1973
年）、石油危機の勃発（1973年、1978年）、日米貿易摩擦の激化など、経
済と政治が複雑に絡む問題が次々と起こり、経済のハイ ･ ポリティック
ス化が顕著となった。同時に、1970年代、ヨーロッパ統合を代表する地
域主義は次第に内向きで閉鎖的な地域主義になった。しかし、環太平洋
連帯構想は「開かれる」という特徴をもって、世界貿易の自由化と矛盾
しないものだと強調されている。
　この「開かれる地域」といった特徴には、もうひとつの問題が含まれ
ている。それは境界線の問題、すなわちメンバーシップの問題である。
地域構想は、この地域が包括しているメンバーを明示するのが一般的で
あるが、環太平洋連帯構想はそれを明示していない。このことは一見「未
完成的」な地域主義というイメージがある一方、メンバーシップを指定
しないことが抽象的に言えば、環太平洋連帯構想が永遠に域外の国に
オープンしている未来的・脱冷戦的な構想というイメージを与えるので
ある。
　この点については、有名なエピソードがある。1980年、大平はオース
トリアに訪問し、環太平洋連帯構想を巡って、当時のオーストラリア首
相のブレーザと会談した後の記者会見で、「環太平洋連帯構想は、政治・
軍事の分野ではなく、文化・経済面での協力を中心に『緩やかな連帯』

『開かれた連帯』としたい」と述べた。また、記者の質問に応えて、「中
国やソ連が参加を希望するなら、それを排除するものではない」とも明
言した。当時としては大胆な発言だった。アフガニスタン侵攻問題で対
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ソ批判の強い中、会見室には「ヒュウーッ」という驚きとも批判とも取
れる豪人記者の鋭い口笛が流れた33。
　「開かれた地域」といっても、メンバーシップの問題が全く考えられ
ていなかったと言えない。第二章ですでに述べたように、大平外交の中
心の一つが西側諸国との協調であり、1970年代は米ソデタントの時代と
は言っても、基本的には、米ソは敵対状態にある。その上、太平洋地域
におけるソ連の経済的な存在感が極めて薄いことも相まって、ソ連を理
念としては排除していないといっても、実際には、対象外にあったとい
えるだろう34。
　また、参加国の範囲は「開かれる地域」という理念にそって、オープ
ンにしたが、中でも先進５カ国と ASEAN 諸国が中心グループとなる。
中国については、大平が「中国も頭の隅にあること」と研究グループに
与えた指針の中に強調した。それに応じて、研究グループの討議の中、
討議の大体の方向とは「中国は未知の要素が多く、国としても大き過ぎ
るので差し当たり別個に考えることとし、市場経済諸国を対象範囲と考
えるべき」である35。
　すなわち、1970年代は自由主義陣営が中国と敵対状態を解消し、中国
を自由主義諸国側に迎えつつある過程でもある。これらを背景にして、
大平が中国を環太平洋連帯構想に入れて考えたとしても何ら不思議では
ない。ただ、そうとは言っても、中国はまだ社会主義国であり、改革開
放政策がいつまで続くかは見通しがつかない。そして、この時点では、
開放部分は中国の経済規模から見ても取りに足らないものであり、アジ
ア太平洋地域の経済的相互依存において大きなインパクトを与えるよう
な存在ではなかった。それゆえ、中国はあくまで未来的なテーマとして
残されたのである。すなわち、「環太平洋連帯構想では中国はいわば隠

33 大平正芳記念財団編、前掲書（1994）、332頁。
34 当初の構想ではソ連についてはそれを敵視しないまでも、冷淡であったこ
とは否定できない。渡邉、前掲書（2000）、336頁。
35 「環太平洋構想について」（情報開示法による開示外務省史料）、1979年７月
18日。
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れたテーマであった」36。
　環太平洋連帯研究グループの報告書には、ASEAN、オセアニアにつ
いては多くの言及があるが、中国については、ただ一ヵ所、石油や天然
ガスの開発の有望な対象地域のひとつとして言及しているに過ぎな
い37。もちろん報告書作成の過程で、中国の存在は意識されていたが、
あえて触れないという態度がとられた。それは中国をアジア太平洋協力
の仕組みから排除するという意識からではなく、将来の問題として残し
ていくという考えが暗黙の前提として支配していたからである38。その
意味で、大平の政策研究会が提唱した環太平洋連帯構想は、いわゆる、

「海のアジア」を主な対象としていた。すなわち、ASEAN 諸国とオセ
アニア諸国からなるアジア。これは明らかに「陸のアジア」の中心であ
る中国を抜きにした構想である。しかし、中国の「改革開放」も海に向
けている開放であって、この点では環太平洋連帯構の海のイメージと基
本的に一致している。少なくとも沿岸部中国はその後、アジア・太平洋
経済圏の不可分の一部になっている。
　1980年９月に大平構想がきっかけとなってキャンベラで開かれた太平
洋共同体セミナーには、主催者であるオーストラリア側の意向で、在キャ
ンベラ中国大使館から一名が参加し、会議後、オーストラリア政府は北
京に使節を派遣して説明の労をとった。キャンベラ ･ セミナーが実質的
には第一回であり以後毎年開催されるようになる太平洋経済協力会
PECC 内でも中国の国内でも論議が続けられ、1986年11月の PECC 第
五回総会で中国の正式加盟が決まった。なお、台湾の加盟も同時に認め
られた39。

第三款　新冷戦との補完性─アジア太平洋の「非政治化」

　環太平洋連帯構想が経済・社会・文化というソフトな側面での協力を

36 渡邉昭夫編、前掲書（2005）、２頁。
37 環太平洋連帯研究グループ、前掲報告書（1980）、59頁。
38 渡邉昭夫編、前掲書（2005）、10頁。
39 渡邉昭夫編、前掲書（2005）、13頁。
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強調し、冷戦と補完的な地域秩序像の構築を狙っていたということも指
摘できる。前述のように、大平は「自由主義陣営との協調関係」を最も
重視し、日米同盟関係を外交理念の核心的な部分として認識していた。
そして、後ほど論じるように、大平政権期の外交はアメリカの対ソ強硬
路線を支援し、米ソデタントから新冷戦への移行を加担することもあっ
た。このような背景の下で、大平は環太平洋連帯構想を推進した。環太
平洋連帯構想は安全保障や政治問題を避け、「非政治」領域の協力を強
調し、新冷戦と異なるアジア太平洋地域秩序像を提示した。
　1979年の中越戦争と1980年のソ連のアフガニスタン侵攻により、アジ
ア太平洋地域の緊張感は高まりつつあった。それに対応し、大平は1970
年代の日本政府が推進してきた「全方位外交」政策を放棄し、対米依存
外交への転換を図っていた40。それと同時進行した日中平和友好条約の
締結や米中国交正常化の実現に対して、ソ連が対ソの包囲網を形成され
つつあるのではないかという警戒心を持っていた。こうした状況の下で
は、政治問題の協力は不可能である。もしあえて自由陣営内部で政治問
題に関する協力をすれば、逆にソ連に危機感を与え、地域での不安をも
たらしかねない。また、政治問題の議論は環太平洋連帯構想の「開かれ
る地域」理念のイメージを損なうことでもあり、環太平洋連帯構想に矛
盾となりえた。よって、政治問題の議論は行わないという選択をしたの
である。
　加えて、環太平洋連帯構想のこの冷戦構造と補完的な発想こそが、構
想自体が国際政治変動に影響させられにくくなるという利点がある。社
会・経済・文化のアプローチを強調したアジア太平洋の連帯は、1980年
代、冷戦の緊張のさなかにも、継続して「非政治化」の流れを作ってき
た。ヨーロッパが新冷戦により行き詰った時も、アジア太平洋地域では、
経済発展の奇跡を遂げた。こうした中、日本政府は経済手段を通じて、
アジア太平洋外交を展開した。その結果、日本の対米発言力の強化にも
繋がるし、日本のアジア太平洋地域における影響力の拡大にも寄与した。

40 若月秀和『「全方位外交」の時代：冷戦変容期の日本とアジア1971－80年』
日本経済評論社、2006年、334頁。
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第四款　南北問題と先進国の連帯

　そしてこの報告書では、「この地域が、南北問題にひとつの新生面を
切り開いていく可能性は大きい」ということが強調されている。南北問
題を解決するためには、当然、先進国側の市場開放、経済・技術協力と
発展途上国側の着実な自助努力が重要である。また、東南アジアでの反
発を教訓にして、福田赳夫は「福田ドクトリン」で「心と心の触れ合い」
を強調した。それと同じように、この報告書でも文化面において、多様
性を尊重しつつ、交流を図ることを重要視した。
　そして、環太平洋連帯構想という名称に現れているように、「環太平洋」
の国々つまり先進国の連帯が強く打ち出された。これは大平が一貫して
最重視してきた自由主義陣営諸国との協調と一致している。ただし、東
南アジア諸国もこの地域での ASEAN パワーが増強されるにつれて、
大きな存在感を示しつつあった。そこで、大平は、「ゆるやかな連帯」
を選択し、東南アジアをも取り込んだ。その上、ASEAN を損なうこと
ではないものを示すため、環太平洋連帯構想は、この地域にすでに存在
する二国間・多国間の協力関係と、なんら矛盾しない。むしろそれらの
成果に立脚し、相互補完関係に立つものであると強調した。ここには、
アメリカとの協力関係に立脚し、より大きな地域の枠組みに、東南アジ
ア問題を包摂ようとする意図も含まれていたといえる。

第四章　大平政権期の対外政策と環太平洋連帯構想の展開

　本章は、日本外務省の政策決定過程に注目しながら環太平洋連帯構想
の展開過程を検討する。その際、大平政権期の対外政策との関連性に注
意を払う。大平政権期の対外政策はこれまで、前政権の福田外交と対比
され、「全方位外交」の終焉期ないしは「西側の一員」への移行期と論
じられることが多かった41。確かに、福田外交はヴェトナム戦争後の時
期におけるアジア太平洋地域の緊張緩和を利用し、米中ソ三大国との外
交的な距離感をとり、福田ドクトリンの発表などで地域秩序の安定化に

41 同上、247-322頁。
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向けた主体的な取り組みを行った。それに対して、大平政権はアメリカ
との関係を強化した。大平は就任後初の記者会見で、その外交の基調を

「対米関係を軸に各国との外交関係を着実に固めることで先人は成果を
上げている、したがって、これまでわれわれの先輩が達成したこの遺産
を大事にし、それを強化し、充実することが基調だ」と述べた42。アメ
リカのカーター大統領と会談した後に発表した共同声明では、日米の協
調行動が謳われた。「イコール・パートナーシップ」から「実り豊かなパー
トナーシップ」の構築へと転換したことは、1980年代の日米関係が新た
な段階に入ったことを示した43。それと対照的に、対ソ関係を悪化させ
ないように注意を払った半面、その関係改善のための積極的なイニシア
ティブをとらなかった。さらに、ソ連のアフガニスタン侵攻に抗議し、
アメリカ主導のモスクワ・オリンピックのボイコットに同調した。対中
外交では、福田政権で結ばれた日中平和友好条約を基礎に、更に日中関
係を一歩前にすすめるべく、対中500億円の円借款を決断したのである。
その結果、米中対ソ連という対立図式の中、日本は米中側に加わった。
それと同時に、大平は環太平洋連帯構想を推進した。環太平洋連帯構想
の外交の過程について考察する前に、まず大平外交の基調である日米同
盟と対中経済外交について検討する。

第一節　対米協調と対中経済外交

第一款　対米協調─大平政権期の対外政策の中核

　1978年12月７日、第一次大平内閣が正式に発足した。12月11日の『朝
日新聞』の世論調査で、大平内閣支持率が42％を示す。官邸で記者団か
ら「出足は順調のようだが……」と聞かれて「薄氷を踏む思いだ」と返
答した44。前日の12月10日、イラン革命が起こり、イランの原油生産が

42 大平正芳回想録刊行会編、前掲書（1982a）、506頁。
43 福永文末『大平正芳：「保守政治」とは何か』中公新書、2008年、244頁。
44 大平正芳回想録刊行会編『大平正芳回想録・資料編』鹿島出版会、1982b 年、
461頁。
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停止。迫り来る第二次石油危機の中、大平外交の船出は波乱に満ちたも
のとなった。発足直後の大平政権にとって、最大の外交懸案は初めて日
本で開催される予定の G7サミットであった。各国の首脳が集まるこの会
議が成功するかどうかは、国際政治にとって重要な意味を持つと同時に、
議長国としての日本の外交手腕が世界の中で問われることを意味した45。
　首相に就任した大平は、初めての外遊先としてアメリカを選択したく
なかった。しかし、前政権以来の経済摩擦問題が燃え盛って、日本の経
常黒字問題が欧米の強い批判を招いていた。さらに、大平は政権発足当
初、福田政権で約束した７％経済成長の達成が困難であると表明したが、
カーター大統領はこれに対し、日本の７％成長断念を批判する内容を盛
り込んだ親書を送ってきていた（大平正芳回想録刊行会1982b：507）。
こうした背景のもとでは、大平は就任後初の外国訪問の相手国としてや
はり米国を考えざるをえなかった。1979年４月30日にワシントン入りし、
５月２日、カーター大統領と会談した。会談終了とともに、1980年代へ
の「実り豊かなパートナーシップ」の基盤構築へ、日米両国が緊密な接
触を維持し、日米経済関係の均衡化に共同行動をとり、今後日米間の経
済問題を話し合う日米賢人会議を創設すると謳う共同声明が発表され
た。大平はホワイト・ハウスにおける歓迎式の答辞では、以下のように
述べた。

　「1980年代を展望いたしますと、人類が直面している複雑な政治的、

経済的、そして社会的問題に対して、速効的あるいは安易な解決を見

出すことができないことは明らかであります。かかる情況において、

世界の先進民主主義諸国、とりわけ日米両国の果たすべき建設的役割

は、極めて重要であります。私は、日米両国が、さまざまな試練を克

服してこのような建設的役割を果たすことを確信いたします。……わ

れわれにとってかけがえのない友邦であり、同盟国であるアメリカ合

衆国との緊密で実り豊かなパートナーシップを通じて日米両国は、遂

行すべき重大な任務を共有しております。私の訪米もまさにこの任務

の一環であります」46。

45 大平正芳回想録刊行会編、前掲書（1982a）、506頁。
46 大平正芳回想録刊行会編『永遠の今』鹿島出版会、1980年、270-271頁。
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　このように、大平は1980年代における日米関係の重要性を強調し、両
国が建設的な役割を果たすべきだと主張した。さらに、大平は、戦後首
相の中で初めて米国を「同盟国」と呼んだ。また、会談の中で大平は以
下のように述べた。

　「米国はアジア大陸に隣接する日本に不沈空母を持っている。その

空母の維持費は規模を考えると安上がりだ。米国はその空母をいつで

も使用できると考えてもらいたい」47。

　「不沈空母」という文言は、事務局が事前に作成した文章には入って
いなかった。それは大平がたまたまに使ったという48。1983年、中曽根
首相は訪米中にまた同じ「不沈空母」の発言をした。ニュアンスは同じ
ではないものの、中曽根は大平の発言を意識したと言える。この意味で
は、大平と中曽根の個人的な関係の悪さにもかかわらず、対米関係にお
いては、二人とも1980年代の日米関係の緊密化を日本外交の基本として
追求してきた。この点から、大平は歴代のどの首相に負けず劣らず鮮明
に「自由主義陣営の一員」の立場を重視したと言える。
　すでに述べたように、大平内閣の発足とほぼ時を同じくして、第二次
石油危機が始まり、世界経済に重くのしかかっていた。こうしたことを
背景に、東京サミットが開かれた。５月の訪米でカーター米大統領と意
思を通じあう仲と自負を抱いていたが、７カ国の首脳が一度に東京に集
まるということ自体、日本にとって初めての体験であるため、不安感を
隠せなかった大平首相は、慎重に準備作業を進めることを命じ、外務省
や関係各省との勉強会も５回を数えた49。1979年６月28、29日の両日第
５回先進国首脳会議、いわゆる東京サミットが開かれた。会議直前に、
OPEC 総会での石油価格の大幅値上げを決定したことを受けて、主要７
カ国はそれぞれの国の経済の安定的舵取りと同時に、石油の輸入抑制の
目標を具体的に示し石油消費節約への協調体制を作りだす必要に迫られ
た。会議中、ジスカール・デスタン仏大統領（Valéry�René�Marie�

47 豊田祐基子『「共犯」の同盟史─日米密約と自民党政権』、岩波書店、2009年、
227頁。
48 森田一、前掲書（2010）、181頁。
49 大平正芳回想録刊行会編、前掲書（1982a）、514頁。
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Giscard�d’Estaing,�任期：1974-81）はいきなり「先進国７カ国は1985年
の石油輸入量を1978年の実績以下に抑えるべきである」と提案した。ア
メリカ、イギリス、西ドイツがすぐさま同意した。大平はフランス案に
激しく反対したが、続いてイタリアとカナダもフランス案に同意したこ
とで、日本は孤立することになった50。日本は目標設定の期間を1979年
及び1980年に限定したいと考えていたが、調整は難航した。第４回会議
で、参加者全員の合意が整い、大平は1985年の石油輸出規制に日本も応
じると発言し、日本については１日当たり630万バーレルから690万バー
レルの範囲を超えないと妥協し、「東京宣言」が採択された51。東京サミッ
トは大平に「自由主義諸国との協調」を演出する舞台を与えた。
　その後、内政において、財政再建を図る大平は一般消費税の導入を国
民に訴えた。だが、総選挙の直前に導入の断念を余議なくされた。にも
かかわらず、衆院選では敗北を喫した。総選挙の敗北は、自民党内の大
平批判に火をつけ、福田派をはじめとする自民党内から、大平の退陣を
要求する「四十日間抗争」へと発展した。周知のように、田中派の支持
で、かろうじて1979年11月８日に第二次大平内閣が発足したのである。
大平の第二次内閣の発足と同時に、イラン米大使館人質事件（1977年11
月）とソ連のアフガニスタン侵攻（12月）が発生し、世界政治が新冷戦
に突入した。大平は第91回国会における施政方針演説において、以下の
ように訴えた。

　「ソ連のアフガニスタンに対する軍事介入は、いかなる理由によっ

ても正当化できないものであります。アフガニスタンの国内問題は、

同国自身にゆだねられなければなりません。我が国としては、ソ連軍

の速やかな撤退を求めるとともに、そのための国連緊急特別総会の決

議を強く支持するものであります。」52

　ここで見られるように、大平はアフガニスタン問題では西側諸国と同
調的な立場を採った。イラン問題についても同年６月にヨーロッパと協
調し、対イラン禁輸措置に踏み切り、対米協調路線を演出した。その上、

50 福永文末、前掲書（2008）、245-246頁。
51 大平正芳回想録刊行会編、前掲書（1982a）、520頁。
52 大平正芳回想録刊行会編、前掲書（1980）、50頁。
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モスクワ・オリンピックのボイコットというアメリカの呼びかけに応じ、
不参加を決定した。その後1980年５月１日、大平はアメリカを再訪し、
スピーチの中で、大平は断固としてアメリカを支援することを述べた。

　「われわれは、ソ連のアフガニスタンに対する軍事介入とその世界

平和に対する挑戦についても、同様に真剣な話し合いをしました。大

統領と私は、ソ連の侵略がもたらした挑戦に対処するにあたり、断固

とした立場をとり続けなければならないこと、そして中東及びアジア

の国々に対し、その平和と安定のために支援の手を差し伸べるべきで

あることに意見の一致を見ました。この点に関し、私は、大統領に現

在の状況の下でモスクワ・オリンピックに参加することは望ましくな

いとする日本政府の立場を伝えました」53。

　こうして、大平は対米協力外交を定着させた。対米協調外交は中曽根
等の1980年代の政権に継承された点で、1980年代の日本外交の基本的な
スタンスを作り出したともいえる。これは第三章で提示した大平の外交
理念と一致したものである。大平正芳は自民党派閥の「宏池会」（池田派）
から出発した戦後政治家であり、吉田茂と池田勇人との「保守本流」政
治路線の継承者と見なされる。この意味では、戦後日本外交の構造を規
定した「吉田路線」は大平外交に大きな影響を与えたと思われる54。大
平は対米協調を土台に、対中外交と環太平洋連帯構想を推進したのであ
る。福田ドクトリンと比べるとわかるように、環太平洋連帯構想は太平
洋の先進国を配慮した形で展開した。

第二款　対中経済外交と日中関係

53 同上、309頁。
54 吉田路線とは、戦後の日本国憲法と日米安全保障条約を二つの柱とする戦
後日本外交の基本路線である。それは、戦後憲法で自らの主体性に根本的な制
約を課し、日米安保条約で日本のアメリカへの依存を制度化した外交路線にほ
かならなかった。その基本方針は「軽武装、経済中心、日米安保」である。添
谷芳秀「吉田路線と吉田ドクトリン─序に代えて」、日本国際政治学会編『吉
田路線の再検証』（国際政治第151号）、有斐閣、2008年、１-17頁；添谷芳秀「戦
後日本外交史─自立をめぐる葛藤」、李鐘元・田中孝彦・細谷雄一編『日本の
国際政治学４�歴史の中の国際政治』有斐閣、2009年、209-226頁。
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　大平正芳は戦後の日中関係を語る際にも、欠くことのできない人物で
ある。1972年、大平は外務大臣として田中角栄元首相とともに「二人三
脚」で日中国交正常化を実現した。その後、福田政権期に、日中平和友
好条約が調印され、日中関係はさらに緊密的なものとなった。このよう
な背景のもとで、大平政権が誕生し、中国政府に対して500億円の円借
款を決断した。この大平の決断は日本の対中経済外交の幕開けとなった。
この部分では、大平の円借款外交を中心に大平の対中外交を検討する。
その際、大平の対中外交と「自由主義陣営の一員」外交との関連にとり
わけ着目する。
　1978年12月７日に大平内閣は正式に発足した。それと同じ時期に、中
国共産党は第11回3中全会を開き、中国の改革開放路線を決めた。翌年
の元日に米中国交正常化が実現し、カーター米大統領は中国の改革開放
を積極的に支援することを表明した。また、1978年12月下旬にヴェトナ
ム軍がカンボジアに侵攻したのを受け、翌年２月17日に、中国がヴェト
ナムへの軍事進攻に踏み切った。その前の２月７日、鄧小平は訪米の帰
り道で日本に立ち寄った。鄧小平は大平との会談で、大平の早期訪中を
招待した上で、中国政府がインドシナ問題でヴェトナムに懲戒を加える
ことを伝えた。それに対して、大平は、「日本政府としては貴国がこれ
に慎重に対処され、当該地域に平和と安定がよみがえるよう願っており、
また、貴国の力によりそのようになるものと確信している」と述べた上
で55、大平はインドシナ紛争での日本の姿勢を以下のように示した。

　「わが方としてヴェトナムに対し、かねてより申し上げた通り平和

的行動をとらない限り、経済協力は考えられないと警告しているとこ

ろ、ASEAN 各国の懸念を頭に置き、また、中国の考えを念頭に置き

つつ対処するつもりである。」56

　この大平の態度は、１月末にカーター大統領が、訪米した鄧小平に見
せた姿勢と軌を一にしており、事実上中国側に武力行使へのゴーサイン

55 「鄧小平副総理の立ち寄り訪問（会談録等）」（情報開示法による開示外務省
史料）、４-５頁。
56 同上、14頁。
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を与えるに等しかった57。そして、日本政府はヴェトナムに対する1979
年度の援助供与を見合わせた。このことにより、福田ドクトリンを完全
に放棄することとなった。
　一方、中越戦争と同時に展開された中国の現代化建設も資金不足とい
う問題に直面する。文革後の中国政府は改革開放を加速するため、外国
からのプラントの導入を一段早めた。1978年大量のプラントが西側に発
注され、1978から1979年までに70億ドル、そのうち日本との契約が42.2
億ドルに達した58。プラントの導入のため、1978年末から1979年末はじ
めにかけて、中国がイギリス、フランス、西ドイツなどと結んだ長短期
借款協定は、実に約171億ドルにも達した。ただ、これらはあくまでも
民間ベースのものであった59。
　しかし、中国政府の外貨準備は甚だしく不足しており、民間ベースの
借款は中国の資金不足を解消できなかった。当時の福田赳夫内閣は、日
中平和友好条約の締結という大課題に直面しており、親台湾派の首相自
身も中国よりは ASEAN を重視したことから、前向きな姿勢を見せる
ことはなかった60。その結果、借款問題の未解決は、ついに1979年２月
末の「プラント契約保留事件」につながった。日本との契約の中の22件、
約27億ドルを保留したいとの意向が中国から出されると、日本企業の多
くがショックを受けたのである61。この背景の下で、大平政権は政府ベー
スの対中借款に積極的な姿勢を見せた。1979年５月31日、鄧小平は鈴木
善幸議員と会談する際に、鄧小平は「民間ベースの借款だけでは不足な
ので、中国側は日本政府借款を受け入れようと考えており、日本側がこ
れに対して検討してほしい」と述べ、「この旨を大平首相にも伝えてほ
しい」と依頼した62。1979年９月１日、訪日した谷牧副総理は日本側に
政府借款申請を正式に行った。９月３日、大平は谷牧との会見の席で、

57 若月秀和、前掲書（2006）、255頁。
58 中国研究所編『中国年鑑：1992年版』大修館書店、76頁。
59 徐承元『日本の経済外交と中国』慶應義塾大学出版会、2004年、55頁。
60 同上、57-58頁。
61 田中明彦『日中関係1945-1990』東京大学出版会、1991年、108-109頁。
62 『朝日新聞』1979年６月19日。



環太平洋連帯構想の誕生（２）

［66］北法63（6・459）2087

「私の訪中までに結論を出すように努力したい」と約束した63。
　1979年12月３日の衆議院予算委員会で、大平は「中国が日本並び西側
諸国と開かれた関係を持ちながら現代化を進めてまいるということは、
日本、アジアばかりでなく世界全体のために望ましい方向である」と答
弁した64。ここでは見られるのは大平の中国援助の決心である。1979年
12月に大平首相は日中国交回復後、日本首相として初めて訪中した。大
平は優先度の高い港湾、鉄道、水力発電など６つの基本建設プロジェク
トに対して、79年度に500億円の政府ベースの資金供与を約束した。こ
の円借款が2003年までの総額３兆円を超す供与の始まりである65。
　訪問中の大平は1979年12月７日、中国政治協商会議礼堂で講演を行っ
た。講演の中、大平は対中援助３原則を主張した。
　第一には、日本がいずれの国に対しても、軍事面での協力は行わない
ということ、第二には、日本の対中経済協力は、他の開発途上国、とり
わけ日本との間に伝統的な友好的な関係にある ASEAN 諸国と日本と
の協力関係を犠牲にはしないこと、第三には、日中関係は、排他的なも
のでないということである。
　第二点目は、ASEAN 諸国を配慮した発言であった。それに対して、
第三点目は、日本の中国市場の独占という西側諸国による疑惑を払う狙
いで、非排他性が強調された。特に、西側諸国に配慮し、大平は反対意
見を押し切り、大来佐武郎外相の意見に沿う形で、対中円借款はアンタ
イド（ひも付きなし）で行うことを決めた。
　ここでは、中国政府の外貨不足のために引き起こされたプラント中止
問題を解消することが、大平の対中円借款決定のもっとも直接な理由で
あった。他方で同時に、大平の決定の背景には、米中国交回復の実現が
あり、対米協調を外交基盤として出発した大平にとって、中国への援助
はアメリカと同調する政策でもあった。大平にとっては、「中国の安定
がアジア太平洋の安定に重要であり、さらに世界平和につながるとの旨

63 『朝日新聞（夕刊）』1979年９月３日。
64 倪志敏「大平内閣における第一次対中政府借款」、『龍谷大学経済学論集42

（5）』、2003年、35-58頁。
65 毛里和子『日中関係：戦後から新時代へ』岩波新書、2006年、108頁。
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を表明しながら、中国の要請をうける形で、近代化路線への包括的なコ
ミットメントを行った。こうした対中政策の方針は現在に至るまで歴代
内閣に受け継がれている」66。
　中国に対する直接の援助を行ったと同時に、大平は環太平洋連帯構想
を推進した。大平は環太平洋連帯構想を提唱し、彼の対米協調と対中外
交とを統合しようと狙っていた。以下では、大平の環太平洋連帯構想の
外交的展開を分析する。

第二節　環太平洋連帯構想の外交準備

　1979年11月に環太平洋連帯研究グループは中間報告を提出した。1980
年１月に大平は大来とともにオーストラリアを訪問し、環太平洋連帯構
想の推進を、豪首相のフレーザーと約束した。しかし、1979年11月の中
間報告の提出から1980年１月の豪州訪問までの間は三か月という短期間
であり、とても環太平洋連帯構想外交の準備もできなかったと思われる。
しかし、実際には大平政権が成立した時から、外務省はすでに環太平洋
連帯の検討を始めており、外交の場ではじめて積極的に発言するように
なったのである。

第一款　外務省と研究グループとの内部討議

　外務省内部では、すでに1979年１月20日に事務次官室で省内関係者の
「環太平洋連帯構想に関する勉強会」が開かれていた67。その後、環太平
洋連帯研究グループは1979年３月以来月一回の会合を重ね、1979年７月
16日の第５回会合をもって総論的討議を終了した。８月に中間報告を起
案し、９月の会合でこれを採択することになり、1980年３月まで個々の
協力分野について検討を行うことにした68。

66 徐承元、前掲書（2004）、51頁。
67 調査部参事官「環太平洋連帯構想について」（情報開示法による開示外務省
史料）、1979年７月18日、８頁。
68 同上、１- ３頁。
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　第５回会合終了直後の７月18日、環太平洋連帯構想研究グループに参
加した外務省の参事官は文書を作成し、外務省に環太平洋連帯構想につ
いて報告した。またここで注意しなければならないのは、中間報告公表
の２か月前の９月の段階では、中間報告はすでに完成しており、大平は
早い段階から環太平洋連帯構想の実行を考えていると思われる。７月18
日の外務省文書では、環太平洋連帯構想研究グループでの討議内容を紹
介する際に、ASEAN の重要性、経済・文化の中心性や民間の主導した
シンポジウムの開催などのグループの考えを紹介した。それは１月20日
に討論された外務省の考え方と軌を一つにすると主張した。
　すなわち、ASEAN を説得することの重要性、経済文化中心の姿勢、
あるいは民間によるシンポジウムの重視の限りで外務省と官邸主導の環
太平洋連帯研究グループとの意見がほぼ一致していたのであった。その
後1979年７月27日、外務省は内部会議を開き、環太平洋連帯構想につい
て討議をした69。この会議は８月１日予定の大来佐武郎との討論会のた
めの準備会議である。会議では、以下の見解を提示した。

　１�．環太平洋連帯構想の目的は不明である。「構想は無色過ぎて会議を

やっても目的が判然としない、共通項は何かといってもはっきり」

しない。

　２�．経済的な発想が中心である。文化・教育をいれるが、大平総理か

ら「政治もいれよ」といわれる。政治的なものを入れると複雑化する。

　３．この構想は日本の国際性を示すための構想ともいえる。

　４�．米国の扱いについて、園田外相の発言（豪、ASEAN、日本のラ

インを固めてから、米国と手を握る）に対して、大来は米国を排除

すべきでない、米加を除外したのが危険であると指摘した。

　５�．参加国の共通項は日米加豪新プラス ASEAN である。すなわち、

市場経済国がその範囲である。

　６�．中国についてアメリカは除外したほうがいいと考える。そして中

南米特にペルー、チリは環太平洋連帯構想に熱心的である。

69 この会議には、次官、官房長、アジア局、アメリカ局、中南米局、大洋州課、
調査部等が会議に出席した。「環太平洋構想に関する会議」（情報開示法による
開示外務省史料）、1979年７月27日。
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　以上の論点について、高島益郎外務次官は、「日本が国際的孤児」で
あり、「色々なフォーラムを作ることがよい」が、「但し日米、日韓、日
ASEAN をまず固める」べきであると指摘し、太平洋協力も日本の協力
の１つであり、大声で叫ぶほどのことではない」と論じた。また、山崎
官房長は、「通信、航空等経済技術的フォーラムをつくり、本来発展す
るはずの太平洋の発展を助ける程度でよい」と述べた。またアジア局か
らは、園田大臣のパリ島会議（外相拡大会議）が環太平洋連帯構想の第
一歩であるという発言から、ASEAN の拡大外相会議をやることも環太
平洋連帯にとって重要であることをコメントした。
　以上の内容からいくつかのことがわかる。まず、大平は政治を入れる
ことを強調した。詳細な説明はないものの、大平は政治的狙いを常に持っ
ていた。そして、参加国の範囲について、アメリカは中国の除外を提言
し、外務省も「市場経済」をメンバー国の基本条件とした（市場経済が
その後正式な加盟条件とはならなかったが）。さらに、園田は豪、
ASEAN、日本のラインを固めてからアメリカを入れる見解に対して、
大来は最初からアメリカを入れるべきであると強調した。外務次官らの
外務省官僚たちも園田と同じように ASEAN 外相拡大会議の役割を評
価し、福田ドクトリンを維持する立場を採ったのである。この米国を巡っ
て園田（外務省）と大来（官邸）の対立は福田ドクトリンと環太平洋連
帯構想との理念の対立を反映した。さらに、福田ドクトリンの政策制定
に中心的な役割を果たした外務省が官邸主導の環太平洋連帯構想の作成
に対する反発したとも見ることができる。
　1979年８月１日、高島次官主催の昼食会で環太平洋連帯研究グループ
座長の大来、長富祐一郎総理大臣補佐官、グループメンバー１名（資料
では名前を明らかにしていない）と外務省関係者の間で環太平洋連帯構
想について意見交換が行われた70。すでに紹介したように７月27日に、
省内関係者による打ち合わせ会が行われたが、国際シンポジウム開催に
異存がないという点を除いては特に結論といったものはなく、大来との
会合では各自が自由に意見を述べたとされる。まず、大来は、「９月に

70 調査部参事官「環太平洋連帯構想について」（情報開示法による開示外務省
史料）、1979年８月１日。
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研究グループの全体会議を二度程開いてこれを採択することとしたい
が、外務省との間で事前にすり合わせをしたいので今回の会合を」お願
いしたと会議の趣旨を述べた。そして、大来は環太平洋連帯構想の５つ
の問題点を提起した71。
　１．環太平洋連帯構想の考え方にそもそも妥当性があるのか
　２．どの国が参加するのか
　３．どのような問題を対象とするのか
　４�．民間、政府いずれのものとするのか、あるいは両者の混合とするか
　５．誰がイニシアティブをとるのか
　大来の提起した問題について、山崎官房長は以下のことを述べた。

　「本件構想に中国を含めるとすると全体として訳のわからない性格の

ものになると思う。本件構想は市場経済をとっている諸国のように共通

の基盤のある諸国の間で進められるべきであろう。またバリ島での園田

大臣の御発言はあるが、そして米国に第一バイオリンを弾いて貰うのは

まずいが、当初から米国は含められるべきであり、国際シンポジウムと

いっても米国の学者は除外するというわけにもいかないだろう。更に

ASEAN 諸国が警戒するようなものであっても困るであろう」72。

　山崎は中国の排除を主張し、「市場経済」をメンバーシップの条件と
することを強調した。また山崎は園田大臣の意見について、アメリカが
イニシアティブを取ることで ASEAN 諸国が警戒をすることになると
指摘した。
　そして、高島次官が、環太平洋連帯と言っても何を目的とするのかが
よく判らないと述べ、「目的がはっきりすれば、大平の言われたような
五つの問題点についても回答が出てくるはずである」と主張した。それ
について、大来はローレンス・クラウス（Laurence�Kraus）の議論を
取り上げ、「太平洋地域の協力は市場経済体制を取る諸国の間の協力に
限定されている」と強調し、「基本的な考えはバイラテラリズムとグロー
バリズムの間にリージョナリズムがあってもいいではないか」と力説し
た。その例として、大来はエネルギー問題を挙げた。そして南北問題の

71 同上、１頁。
72 同上、２頁。
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地域的多角的話合いの場としてもアジア太平洋地域が有効であると述べ
た。大来は市場経済を基準とするアジア太平洋地域協力について賛同す
る。そして、環太平洋連帯構想の目的として、バイラテラリズムとグロー
バリズムの間に「地域」というエネルギーや南北問題を解決する「枠組
み」が必要とされることを説明した。
　さらに、中南米諸国のメキシコ、ペルー、チリが環太平洋連帯構想に
ついて強い関心を示していることについて、中南米の諸国を排除しない
ことが必要であるが、全部を入れることは実際的でないと大来は述べた。
　次に ASEAN 諸国との関係について、柳谷アジア局長は以下のこと
を説明した。

　「ASEAN 諸国は環太平洋といわれても何のことだか知らないという

のが現状であり、これらの諸国の関心はとりあえず域内の協力関係を

固めること、ASEAN と日本、豪州、NZ との関係を固めることであり、

太平洋地域という意識はあまりないと思う。本件構想は特にタイのよ

うな大陸に属する国にとってはなじまない面がある。太平洋先進五カ

国と ASEAN を中心に本件構想を進めると言われるが、当然のように

次は ASEAN であるとして ASEAN 諸国を一つに考えることには問題

がある。むしろ ASEAN 側としては米国、EC とも対話を行っており、

グローバルに対処しようとしている。特に ASEAN 諸国に取り最大の

関心はインドシナ諸国との関係をいかに調整して平和的共存の関係に

持っていくかということ」である73。

　柳谷局長はやはり高島次官と同じ見解で、ASEAN 諸国が地域の概念
を持たないことや ASEAN の関心はバイラテラルであることを主張し、
ASEAN 内部の意見の相違が難点であることを強調した。とりわけ
ASEAN 諸国とインドシナとの関係調整を強調する点は明らかに「福田
ドクトリン」からの発想である。柳谷局長の発言に対して、大来は以下
のことを回答した。

　「フィリピンの要人と会った際、先方より強い関心の表明があった

が、確かに国によって態度は違うであろう。また未だ ASEAN 諸国に

何も説明していないということも関心が低いことの原因であろう。し

73 同上、４頁。
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かしフィリピン、タイなどはこの地域に米国を引きとめておくことを

欲しており、インドネシアとは若干異なるのではなかろうか。総理の

研究グループに政治学者もおり本件構想について色々意見があった

が、表向きには一切言わないとしても裏に安全保障の関心があること

は事実であり、一つの政治的な意義としては米国をアジアにひきとめ

ておくこともあるのではないか」74。

　すなわち大来は ASEAN 内部の意見の相違を認めつつ、アメリカを
引きとめるという ASEAN 内部の見解について、研究グループも同じ
政治的な狙いであると返答した。これに対して、柳谷局長は「米国に逃
げられても困るが政治的意義については一切言わなくても自らにじみ出
るものがあり、わかってしまうであろう」と述べ、「福田ドクトリン」
の考えに固執した。
　それに対して、昼食会に出席するもう一人の環太平洋連帯研究グルー
プのメンバーは、「中間報告でも政治色は一切出さないがやはり米国と
ASEAN の中間にある日本が役割を果すということも本構想の一側面で
あろう」と述べ、日本がアメリカと ASEAN の橋渡しだという大平の
考えをよく示した。
　一方、北村アメリカ局参事官は、「大来氏がグローバルに解決するよ
りもリージョナルに解決するに適した問題もあると言われたがニーズと
いう観点から目的を更に検討してみる必要がある」と述べた。さらに大
塚調査部長は、ASEAN 諸国「太平洋の先進国全部との協議の場を通じ
て交渉するよりも日本、米国、豪州などと個別にやっていくというアプ
ローチを好んでいる」との見解を述べた。大来はこれに対して、「今後
ASEAN 諸国に説明することが大事」であると応じた。
　そして、長富総理大臣補佐官は、大平総理の考え方を説明した。まず、
メンバーシップの問題について、大平は中国の除外に反対する。またメ
キシコ、ブラジルも含めなければならないと言った。また環太平洋連帯
構想の目的について、大平の三点意見を紹介した75。

74 同上、４頁。
75 大平の参加国の範囲について、大来は「問題によっては参加国の異なるい
くつものフォーラムができても良いとのことであることを承知しているが、い
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　第一に日本人は日米問題などのようにバイで物事を考える癖がある

が、もっとマルチで考えることをやっていかねばならない。

　第二に日本はいろいろな道路の重要な交差点にいるので、何かを役

立たなければならない。外交には全方位という形容詞はつかないので

はないか

　第三に経済だけではなく文化ということも考える必要がある。

　以上のように、大平は外務省らの意見と反対に、中国を入れると強く
主張した。また、福田の「全方位外交」を意識して、全方位には限界が
あるとの意見を述べた。さらに大平外交理念の章にも紹介したように、
大平は文化の役割を重視し、文化を必ず入れるということを強調した。
しかし、文化での協力の実現が地域諸国に理解されず、後ほど紹介する
ように、ANU セミナーでは、経済協力だけをテーマにしたという経緯
がある。
　朝食会の最後に、中間報告で提案された国際シンポジウムについては
具体的に誰が主催者となるかという質問に対して、研究グループのメン
バーから、その点は全く決まっておらず、主催者は大来となるのか、あ
るいは外国の学者となるのか、開催場所も日本とするのか太平洋のどこ
かの島とするのかまだ決めていないと回答した。
　８月27日、堂之脇（光朗）調査部参事官主催の夕食会に、研究グルー
プの幹事（名前が公表されていないが、飯田経夫と高木誠一郎との二人
の幹事らが出席したと推測できる）、長富、内田両補佐官と外務省の関
係者が出席し、意見交換を行った76。会議の冒頭には、長富補佐官は中
間報告の発表の時期については、解散、総選挙などの諸事情からして新
内閣発足後のほうが望ましいと述べた。また堂之脇参事官は中間報告草
案に以下のコメントをした。

　第一に、名称について、日本語の「環太平洋連帯」と英語の「Pacific�

ざ現実の問題となるとそういかない」と述べた。同上、６頁。
76 外務省側の出席者は北村米局参事官、国広経済局参事官、渡辺アジア局参
事官、中村太平洋課長、太田企画課長、西田企画課首席事務官である。調査部
企画課「環太平洋連帯構想（中間報告について）」（情報開示法による開示外務
省史料）、1979年８月29日。



環太平洋連帯構想の誕生（２）

［74］北法63（6・451）2079

Basin�Community」よりいい表現もなく、また、既に新聞等で使われ

ある程度定着していることもやむをえない。

　第二に、「自由で開かれた」、「市場機構」、「自由な経済システム」

等の表現が用いられているため、社会主義諸国を除外するとの姿勢が

強く出すぎてはいないか。

　第三に、「関係諸国の官民の代表から成る国際会議」との表現は、

曖昧である。やはり各国政府が指名、もしくは推薦した専門家とし、

そのような適当な民間人が見つからない国においては役人が個人の資

格で参加するのを認めるが、基本的には民間性格の会議である。

　堂之脇の見解に対して、研究グループの幹事は以下のように説明した。
　第一に、名称について、「コミュニティ（Community）は強すぎる、

「環」では太平洋を囲む「ヘリ」だけではないか等の異見が出され、

起草グループ内でも必ずしも意見の一致はない。

　第二に、対象国については、国内的には市場経済体制でなくても国

際的あるいは対外的にはリベラルな政策を取る国ということで一応の

線引きをすることを考えている。したがって、当面は中国、ソ連、ベ

トナムを正規のメンバーとすることは問題外である。

　第三に、政府の何らかのコミットメントは同国際会議を成功させる

上で不可欠である。

　長富は次の通り補足説明を行った。
　第一に、「環」という表現で十分 ASEAN は含まれる。

　第二に、中ソ等にしても、仮に将来自由貿易を建前としてくる場合

に、これを完全に排除するのは望ましくない。

　第三に、国際会議の出席者については、やはり当該国の政府を通じ

て根回しをすることが大切である。

　以上の発言から、名称、加盟国の基準、政府の役割を巡る対立が明ら
かになる。名称に関しては、その後アジア太平洋地域諸国の間では大き
な問題とならないが、第二点に関して、研究グループの内部の意見対立
も見られる。長富は大平の中国の包摂という狙いを良く理解し、中国と
ソ連を完全に排除すべきでないと述べた。結局、「市場経済」という加
盟条件が明文化されず、中国の加盟を可能にしたのである。また、政府
の役割は重要であるという共通認識がある。本稿で後ほど明らかになる
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ように、政府のバックアップがあったからこそ環太平洋連帯構想が開花
したと思われる。
　また、外務省の関係者から環太平洋連帯構想の進め方、有効性、目的、
共通目標、メリットなどについてコメントした。さらに ASEAN に関
しては、中村太平洋課長は「構想の成否の最大の鍵は ASEAN の受け
取り方であろう」と主張した。そして、渡辺アジア局参事官は「重要な
ことは、本中間報告にある官民会議において、自由な ASEAN の意向
の表明を求め、わが方の構想に組み入れていくとの姿勢を明らかにして
いくことであろう」との見解を示した。
　1979年９月27日に調査部参事官が作成した内部文書でも ASEAN の
反応を中心問題として見ている。文書では、以下のことを記した。

　「ASEAN 諸国にはまだほとんど何等の説明も行っていないので、予

測が困難である。日本政府がイニシアティブをとり、米、豪等の先進

国とギャングアップして ASEAN の結束を弱めるような組織を押しつ

けてくるのではないかとの懸念は生ずる余地があろう。また市場経済

制度をとる諸国が貿易拡大や援助の充実のための協議機構をこしらえ

ようとしているのであると説明しても、それでは反共グループ或いは

第二の ASPAC の結成ではないか、中国、ソ連を敵にまわして日米と

結ぶのは ASEAN の自主性、中立性を脅かすのではないか、等の懸念

を生ぜしめるかもしれない。」77

　そこで、日本政府の対応として、報告書は以下のように述べた。
　①この報告は大平総理の諮問グループの見解であり、先ず国際シン

ポジウムに ASEAN 諸国からも参加してもらってアイディアを出して

もらいたい、②シンポジウム自体も各国の研究機関などが合同で主催

する、開催場所も日本でなくてよい、③協力の主な分野は文化、学術

交流と経済であり、決して反共グループを拵えようとしているわけで

はない。シンポジウムの主催者が決めれば中国、ソ連等から専門家な

りオブザーヴァーが出席してもよい、④バイやマルチの既存の協力関

係はそのままにして、「太平洋の世紀」を展望しながら太平洋地域を

77 調査部参事官「環太平洋連帯問題」（情報開示法による開示外務省史料）、
1979年９月27日、３頁。
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いかに発展させるかを話し合っていこうというのが趣旨であり、

ASEAN の結束を弱めるようなものを作ろうとしているのではない。

　以上の発言や報告から、外務省は早い段階から ASEAN 諸国の態度
を環太平洋連帯構想の展開の中心問題であると認識し、ASEAN 説得の
困難さを予見していたことが分かる。また、環太平洋連帯研究グループ
のメンバーは基本的には大平と同じ立場で、アメリカの受け入れを重要
視するのに対して、外務省側は福田ドクトリンを継承し、アメリカをは
ずす意見がその多くを占めた。これも環太平洋連帯構想と福田ドクトリ
ンとの根本的な違いを示していた。また、この時期の内部討議は、環太
平洋連帯研究グループに参加した外務省の堂之脇が調整役を果たしたの
である。この時期の外務省内においては、積極的に環太平洋連帯構想を
討論すると同時に、園田外相は ASEAN 拡大外相会議を利用し、環太
平洋連帯構想の第一声をあげた。しかし、これは大平の考えとは遥かに
異なるものであった。

第二款　外務省・大来の行動とASEANの反応

　1979年７月３日、ASEAN 拡大外相会議に参加した園田直日本外相は
「環太平洋連帯構想の第一歩」78と言いながら、環太平洋連帯構想につい
て以下のように発言した。

　「大平首相と私の考えは若干違う。はじめから米国、カナダ、メキ

シコまで含めた環太平洋連帯構想を打ち出しては当の ASEAN をはじ

め域外国の反発を買う。ASEAN 側は積極的でなくなるだろう。当面

は日本、ASEAN、豪州、ニュージーランドに限り、この三者が一体

となり深い団結を作る」79。

　園田はアメリカのヴァンス国務長官との会見では、「豪、ASEAN、
日本のラインを固め、米国と手を握る」と説明した。アメリカのヴァン
ス国務長官はいい考えだと賛同した一方、韓国をメンバーから外すこと

78 「環太平洋構想に関する会議」（情報開示法による開示外務省史料）、1979年
７月27日。
79 『朝日新聞』1979年７月４日。
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に異議を提起した。韓国について、園田は「韓国とは地理的に近いこと
からくる利害の衝突及びタカ派的であるとの印象を与えていることが問
題である」と応じた。かつて韓国は ASPAC のような反共組織の設立を
主導したことから、韓国の参加に ASEAN が反発するだろうと園田は
危惧を表明した。一方、ホルブルック（Richard�Holbrooke）次官補は「国
として中国、韓国、カナダ、メキシコの扱いが問題となろう。国の数を
制約した結果、将来問題を起こすことは得策でない」と異議を唱えた。
これに対して、ヴァンス国務長官は「園田大臣の考え方であれば差し支
えないだろう」と反論した80。ここからわかるのは、アメリカは1979年
７月の時点では、また統一した見解をもっていないことである。
　またここでは、園田外相は、ASEAN 諸国の日米による大国支配への
不安を和らげるため、あえてアメリカを外したと思われる。園田は福田
政権からの留任で、その考えは福田ドクトリンの発想と一致したのであ
る。園田と大平とのアメリカの参加を巡る見解の相違は福田ドクトリン
と環太平洋連帯構想との発想の相違と見ていいだろう。そして、園田の
アメリカはずれの発言は環太平洋連帯構想に対する外務省の抵抗を示し
たものであるかもしれない。すでに述べたように園田の発言について、
大来は最初からアメリカを入れるべきだと反論した。園田と大来の対立
について、外務省の報告書は、以下のように釈明した。

　「（園田）大臣は現実の外交的ステップとして ASEAN の結束強化、

ASEAN と日、豪の関係緊密化、あるいは日本とラ米諸国の関係緊密

化が最終的には太平洋地域連帯の強化につながるとの考えを述べてお

られるのであり、また米国を最後まで排除するというお考えでもない。

他方、大来グループは、民間の学者達の考えとして、先ず国際シンポ

ジウムから始めるとの考え方で、米国は当然シンポジウムにも参加す

るとの考えである。両者は将来つづれかの時点で収斂する性質のもの

であり、特に矛盾はないと考えるべきであろう。」81

80 「ソノダ大臣とヴァンス米国務長官の非公式協議（インドネシアからの電
報）」（情報開示法による開示外務省史料）。
81 調査部参事官「環太平洋連帯問題」（情報開示法による開示外務省史料）、
1979年９月27日、６頁。
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　この外務省の説明は一理あるが、園田（外務省）と大来（環太平洋連
帯構想研究グループ）との意見の相違がこの点でも鮮明に表れてくる。
大来のアメリカを引きとめる観点は大平の「自由主義の一員」外交と一
致しており、大平第二政権期の園田外相の代わりに大来が外相に就任し
たことは福田外交からの方向転換をよく示したものともいえるであろう。
　1979年８月に、園田外相が中南米諸国を歴訪した際に、各国で環太平
洋連帯構想に強い関心が示され、ブラジルを除外すれば、メキシコ及び
チリにおいて特に関心が強かった。チリ政府は10月18日から23日までチ
リ大学が主催する太平洋コミュニティに関する国際会議に日本の参加を
要望し、外務省から事務官を出席させることになった。このほかペルー、
アルゼンチンの東京大使館が大平グループの作業状況について時折照会
を求めてきた82。
　1979年７月に、園田大臣とモフタル・インドネシア外相が会談した。
モフタルは今は ASEAN 内部の結束固めの段階であり、米国を含む連
帯構想については、まだ将来の問題であろうと述べ、ASEAN が自らを
太平洋地域におけるサブ・リージョンとは考えていないと強調した83。
それに対して戦略国際問題研究所のユスフ・ワナンディ（Yusuf�
Wanandi）は環太平洋連帯構想を支持している84。
　またタイ外務省 ASEAN 事務局社会文化情報課課長パヴァナリト

（Apinan�Pavanarit）は来日した際に、堂之脇調査部参事官と環太平洋
連帯構想について話した。彼は以下の見解を述べた。

　「ASEAN の機能や結束を弱めるようなものでなければ恐らくタイ政

府としても支持するであろうし国際シンポジウムに派遣するべき人材

にも事欠かない。但し、中ソとの対立を強めて日米を含む大きな機構

に組み込まれるような形となることは好ましくないから『開かれた』

ものとし、協力の分野を文化・経済に限ることとし、国際シンポジウ

ムには中ソからも参加を求めた方がよい。国際シンポジウム開催の場

82 調査部参事官「環太平洋連帯問題（関係諸国における動向）」1979年10月６
日（情報開示法による開示外務省史料）。
83 前掲資料：「環太平洋連帯構想（中間報告について）」、５頁。
84 前掲資料：「環太平洋連帯問題（関係諸国における動向）」。
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所としてはハワイが理想的である」85。

　タイも環太平洋連帯構想が ASEAN を弱めることを危惧し、米中ソ
の大国ゲームに巻き込まれることにも疑念を持っていたため、協力領域
を文化・経済とし、中国とソ連の参加を求めた方がいいと主張した。イ
ンドネシアと比べるとタイは積極的であった。
　1979年８月に入ってから、大来も環太平洋連帯研究グループの座長と
してシンガポールを訪問した。大来はシンガポールを訪問し、ゴー・ケ
ン・スン副首相（Goh�Keng�Swee）と１時間におわたり話し合った。ゴー
副首相は環太平洋連帯構想について以下のようにコメントした86。

　１．本件構想の如きは対決の要素のないフォーラムである点におい

て新しい意味を持つものと考えるが、南北対話が次第に新しい機構の

設置の激増（proliferation）になりつつあることは、厳に警戒すべきも

のと考える；２．本件構想は資本主義諸国の集まりである点に意味が

ある。この構想はあくまでも経済を中心とすべきであり、軍事ないし

安全保障の面の考慮は、底流にあることは差支えないが、表面に出て

くることは好ましくない；３．このフォーラムは、英連邦首相会議の

如く極めてルースな組織とし、政府首脳の非公式な会合とすべきであ

る。

　以上の発言から、シンガポール側が新しい組織の増加にを危惧し、英
連邦首相会議のようなきわめてルースな首脳会談を好んでいるというこ
とがわかる。また、大平が提起した文化にまったく関心を示さず、経済
一点に集中した。
　そしてゴー・チョク・トン（Goh�Chok�Tong）シンガポール商工相
は「ASEAN がグループとし、何れか一国によって代表されるというこ
とは、ASEAN の現状よりして到底むりであり、もし、インドネシアあ
たりが ASEAN を代表するとなると、また例の日本、インドネシア、
豪の３国協力の如き構想となり、これに対しては ASEAN の他の国は

85 前掲資料：「環太平洋連帯問題（関係諸国における動向）」。
86 「ナダン第１外務次官との会談（その２：環太平洋連帯構想）（A）」（シンガ
ポールからの電報）（情報開示法による開示外務省史料）。



環太平洋連帯構想の誕生（２）

［80］北法63（6・445）2073

一致して反対することとなろう」と述べた87。すなわち、ゴーは日本が
ASEAN 諸国それぞれを説得する必要性を強調した。
　また大来もフィリピンを訪問し、同国要人たちに環太平洋連帯構想を
説明し、好意的な反応を得ている。また、1979年５月にワシントンのウッ
ドロー・ウィルソン国際センター（Woodrow�Wilson�International�
Center）でシンポジウムに参加した際に、同国のロマルデス（Benjamin�
“Kokoy”�Romualdez）フィリピン駐米大使と話し合って、大使から環太
平洋連帯構想に賛意が表明されている88。
　この時期には、園田と大来は積極的に動いたが、園田はあくまでも福
田ドクトリンの延長上で環太平洋連帯構想を説明した。また、日本の積
極的な態度にもかかわらず、ASEAN 諸国の態度は冷淡であった。

第三款　豪州の態度

　豪政府は環太平洋連帯構想に関心を持ち、特にフレーザー首相は熱心
で、1979年になってから、首相府国家評価室（ONA:�Office�of�National�
Assessment）及び外務省に環太平洋連帯構想の研究を命じていたのであ
る。豪政府の基本的な態度は日本の大来グループの中間報告の発表を待っ
て今後の措置を考えたい、何れにしても日本等と緊密に協議していきた
いというものだった89。1979年５月11日、マニラにおける国連貿易開発会
議（UNCTAD：United�Nations�Conference�on�Trade�and�Development）
総会に際して、大平・フレーザー会談が行われた90。これを契機に豪側
が急速に環太平洋連帯構想に関心が深めたという経緯がある91。以上の
ことを受けて、1979年10月、第13回日豪事務レベル協議が開かれ、環太
平洋連帯構想が議題とされる。豪側から中間報告について、以下の三点

87 同上。
88 前掲資料：「環太平洋連帯問題（関係諸国における動向）」、５頁。
89 調査部参事官「環太平洋連帯問題（米側関係者との協議）」（情報開示法に
よる開示外務省史料）、1979年10月６日。
90 大平正芳回想録刊行会編、前掲書（1982b）、478頁。
91 「第８回日豪政策協議（B）豪州発外務省着電報」（情報開示法による開示外
務省史料）、1979年10月８日。
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のコメントを挙げた92。豪側は、「（外交）部内では環太平洋連帯構想に
ついて予備的な検討を行う段階で、まだ本格的検討は行っておらず、構
想の具体的内容について何ら固まった考えはもっていない」と説明した
上で、これまでの検討においても、目的、具体的協力内容、参加国の範
囲、どの国がイニシアティブをとるか等実行上様々な困難があると強調
した。
　その上、豪側は「各国が政府レベルで本件構想に関与するに到るまで
には各方面における事前の慎重なる準備の過程は必要である」と述べ、

「いかなる形態にせよこの地域の連帯を具体化していくには長期的な経
済利益の増進という側面が必要である」と主張した。つまり、豪政府の
関心は経済領域に集中し、文化の協力に興味を示さなかった。
　またシンポジウムの開催について、豪関係者は以下のように意見を陳
述した。

　「当面諸国の専門家による会議を開催すべしとする中間報告の具体

案については、本件会議の目的として当初より本構想の具体化を検討

することよりも、むしろ広く太平洋地域の経済状況について情報・デー

タ・意見交換を行うということとし、また多くの国に受け入れられる

構想を得るためにはかかる会合は１回限りとせず各種の会議を多元的

に重ねていく（その際の会議主催は各国の多元的イニシアチブに委ね

てよい）方が適当」である。

　また1979年10月５日に、第８回日豪政策企画協議が開かれ、環太平洋
連帯構想について、日本とオーストラリアの関係者が意見を交換した。
豪関係者は以下のようにコメントした。

　「第一に構想の機能についてはまず経済及び文化面に重点を置くこ

とが賢明であり、協力の具体的分野としては関税、マーケット・アク

セス、産業調整、投資、国際金融、資源エネルギー、漁業・海洋開発、

科学技術、南北問題等が考えられる。第二にメンバーシップであるが、

これは構想の機能を決めれば、自ずと決まってくると考えられるので、

メンバーの問題にあまりこだわる必要がないのではないか、他方、い

92 「第13回日豪事務レベル協議（B）豪州発外務省着電報」（情報開示法による
開示外務省史料）、1979年10月５日。
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くら民間レベルの会議といっても、中ソ等の社会主義諸国や台湾等の

参加はやはり政治的な問題を引き起こすと考える。第三に、如何に構

想を進めていくかについて、民間レベルによる専門家会議を一度でな

く、何回も連続して開催するのがよい。その場合主催者についても、

政府が全面に出るのは出来るだけ避けるべきである。」93

　以上のオーストラリアの見解からわかるように、豪政府は1979年10月
の段階で、環太平洋連帯構想に対して、事務レベルでは中国、ソ連の参
加が問題を起こしうるという見解を示しており、興味深い。
　そして1979年10月８月から９日にかけて、第13回日本・ニュージーラ
ンド事務レベル協議が行われた。環太平洋連帯構想に関して、NZ 側は
まずアジア太平洋の貿易の拡大に極めて高い関心を持っていると述べ、
太平洋連帯構想の推移を特に経済的な観点（例えば NZ 農産品の対日ア
クセス拡大）から関心をもって見守っていると説明した。また NZ はコ
ミュニティーという呼び方に疑問を持ち、「現在ある具体的な協力関係
の一層の強化」に努めることが重要であると強調した。さらにこの構想
が現実的には NZ にとり何を意味するものであるかを慎重にかんがえて
いくことを NZ は主張した。NZ は狭い貿易の視野で環太平洋連帯構想
を理解しており、この構想により NZ に何らかの利益を期待する立場を
とったのである。
　以上では、環太平洋連帯構想をめぐる日本の外交とそれへの ASEAN
諸国と豪州の反応について分析した。1979年の段階では、オーストラリ
アとニュージーランドの両国は環太平洋連帯構想に熱い関心を示さな
かった。そして、大平が提唱した文化協力を理解せず、経済貿易の協力
にのみ注目したのである。このような背景の下で、大平は豪州を訪問し、
環太平洋連帯構想を推進し始めたのである。

第三節　環太平洋連帯構想の展開

　1979年11月９日、自民党史上最も深刻な対立と言われる「四十日抗争」
を経て、第二次大平内閣はかろうじて発足した。第二次大平内閣は中国

93 前掲資料：「第８回日豪政策協議（B）」。
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の改革開放を積極的に支援し、円借款外交を展開した。それは反ソの中
国の逆戻りをさせない意図を含め、自由主義陣営の一員外交の延長上で
考えればよいだろう。この部分では、大平の「環太平洋連帯構想外交」
の展開について分析する。大平の第二次政権の成立と同時に、環太平洋
連帯研究グループの中間報告が発表された。大平はグループの座長であ
る大来佐武郎を外務大臣に抜擢し、環太平洋連帯構想の推進の構えを示
した。1980年１月15日、東京から環太平洋連帯構想外交の最初の目的地
であるオーストラリアへ出発した。

第一款　環太平洋連帯構想の推進理由

　すでに述べたように、環太平洋連帯構想は大平が自民党総裁選に出馬
した際に初めて提起した政策構想である。しかし大平は、1978年11月の
首相就任直後の施政方針演説には「環太平洋」という言葉を入れること
ができなかった。この経緯を、河野康子は「環太平洋」のネーミングに
対して、「アジア太平洋」を主張する外務省をはじめとする官庁グルー
プの反発が強かったからであると解釈している94。確かに、外務省が「環
太平洋」というキャッチ・フレーズに対する違和感を持っていたことは
すでに紹介した。だが、それより大平が打ち出した環太平洋連帯構想に
は、具体的な内容がほとんどなかったことや1978年11月の段階では外務
省内部でもそれについて検討していなかったというのが実情であろう。
たとえば、1979年、大平の訪米にあたって用意された記者会見の資料で
は、「太平洋地域諸国間の協力関係を進めるために、わが国として何を
なすべきかにつき、私的諮問機関を設けるなどして、目下検討を進めて
いる段階である」と記した95。政権が発足して初めて、大平は「環太平
洋連帯研究グループ」を立ち上げ、具体化をし始めたのである。
　大平政権は日米関係、東京サミットや対中国外交というような大きな

94 河野康子「日本外交と地域主義：アジア太平洋地域概念の形成」、日本政治
学会編『年報政治学：危機の日本外交─70年代』、岩波書店、1997年、130頁。
95 外務省情報文化報道局「取扱注意�ワイントンにおける総理の内外記者会見
用資料（応答要領）」（福川資料・052000700）大平正芳記念館所蔵、19頁。
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外交課題に対処してきた後、すぐに総選挙とその後の「四十日抗争」と
いう国内政治課題に対処しなければならなかった。そのため、これらの
課題を解決せずに環太平洋連帯構想へ着手することは不可能であった。
　環太平洋連帯構想の外交が実際に展開されたのは、環太平洋連帯研究
グループの「中間報告」の完成や外務省内部の討議を経て、1979年11月、
第二次大平内閣が発足した後のことである。第二次大平政権の発足と同
時に、「環太平洋連帯研究グループ」の中間報告が発表され、これを契
機として、大平は環太平洋連帯構想の外交に乗り出した。すなわち、環
太平洋連帯構想外交の実行には、日米関係や内閣改造などをはじめとす
る外交と内政の懸案の解決と環太平洋連帯研究グループの中間報告が必
要とされたのである。そして、1980年１月、大平は豪州に訪問するとい
う形で環太平洋連帯構想外交に着手した。しかし、1980年６月12日、大
平は構想を完成させることなくこの世を去った。一方、環太平洋連帯構
想は民間で開花した。その成果の一つは1980年９月の ANU セミナーの
開催である。このセミナーは、その後設立される PECC や APEC に受
け継がれる基本的な組織原理を初めて採用したという点で、以降のアジ
ア太平洋地域協力の先駆的存在となった。それは大平外交の遺産の１つ
となる。日本政府は環太平洋連帯構想の推進においてオーストラリア政
府と手を組んだのである。その理由とは何であろうか。

第二款　パートナーとしてのオーストラリア

　大平は環太平洋連帯構想外交を展開するにあたって、そのパートナー
にオーストラリアを選んだ。ここで、そもそもなぜ日本は単独で環太平
洋連帯構想を推進せず、パートナーを得なければならなかったのか検討
する必要がある。ここで見落とすことができないのは、「日本単独でこ
の構想を打ち出したならば、当然アジア諸国から『日本によるアジア支
配』や『大東亜共栄圏の再来』といった批判が加えられる可能性を否定
できなかった」ということである96。そうであっても、日米関係が「太
平洋の絆」である点から考えると、日本はアメリカをパートナーとして

96 菊池努、前掲書（1995）、123頁。
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選ぶのが自然だろう。だが、アメリカ民間や議会では太平洋協力への関
心が高まっていたものの、大平構想に対してアメリカ政府は冷ややかな
目を向けていた。冷ややかなだけでなく、アメリカからは異論すら出て
いた。たとえばホルブルック国務次官補は、佐藤嘉恭首相秘書官に対し
て、「（構想が）日米安保軽視論になっていくじゃないか」と激しい調子
で問い詰めてきたと言われている97。また、すでに分析したように、ア
メリカがイニシアティブをとることが ASEAN 諸国の反発を引き起こ
す可能性があると日本側は考えていた。さらに、「中間報告」の柱の一
つに、「環太平洋連帯研究グループとしての考え方は文化・社会 ･ 経済
等の協力し得る分野での協力から着手していくこと、そして政治・軍事
の問題を当面の協力分野から除外していくことがこの地域の安定と繁栄
に貢献する途である」という点があったことに注目したい。すなわち、
環太平洋連帯構想の推進領域は文化・社会・経済と言った「ロー・ポリ
ティクス」の領域である。それに対し、アメリカと組むようになると、
太平洋における「ハイ・ポリティクス」すなわちパワー・ポリティクス
に巻き込まれる危険性がある。この点から考えても、アメリカと組むこ
とは環太平洋連帯構想の理念の破産を招く可能性すらあった。以上の理
由によって、アメリカは適切なパートナーとはいえなかったのである。
　こうして、大平はアメリカを避けオーストラリアとの連帯を選んだ。
ではなぜ他でもないオーストラリアが選ばれたのか。その理由について、
以下の３点を挙げることができる。一つ目はオーストラリア側の動きで
ある。1960年代以降、東南アジアの脱植民地化を伴うイギリス帝国の溶
解（dissolution）は豪英関係と豪の対外政策の転換に圧力をかけてき
た98。1960年代中ごろに「ポンド危機」に直面したことで、イギリスは
67年に70年代初頭を目途にスエズ以東から軍事力を撤退させる決定を行
う。イギリス政府のこの決定は、同国の EC 加盟とあいまって、政治的
にも経済的にもイギリスがヨーロッパに撤退する象徴的な出来事であっ
た。イギリスのこうした動きは、オーストラリアの政治・経済に多大な

97 大平正芳記念財団編、前掲書（2000）、473-474頁。
98 David�Goldsworthy,�Losing the Blanket: Australia and the End of Britain’s 
Empire,�Melbourne�University�Press,�2002,�p.175�.
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影響を与えた。安全保障面ではマレーシア、シンガポールの防衛をオー
ストラリアが分担することとなり、経済的には一次産品の伝統的な市場
であったイギリスに代わる新たな市場の開拓が緊急の課題となった99。
ここでオーストラリアの「アイデンティティ」の再定義が迫られたので
ある100。
　二つ目は、日本とオーストラリアとの関係とくに経済協力の緊密化で
ある。1960年代以来、イギリスの撤退、さらに、自由陣営の経済高度成
長により、オーストラリアと日本との経済協力関係は緊密になり、「自
然な相互補完性」101的な関係に発展してきた。1970年代、国際政治経済
秩序の変動により、この「自然な相互補完性」的な関係の維持も疑問視
されたが、民間における大来佐武郎とクロフォードの報告102や政府にお
ける日豪閣僚委員会103の開催などにより、再構築が試みられてきた。い
ずれにしても、日豪間の「ロー・ポリティクス」領域における緊密な関
係があったことが、「ロー ･ ポリティクス」を重視する「環太平洋連帯
構想」のパートナーとしてオーストラリアを選んだ要因のひとつと言え
よう。
　また、第三には、オーストラリアには、PAFTAD や PBEC などの活動
を通じて、大平協力に対する強力な支持グループが存在しており、日本側
の関係者との間で緊密な協力関係を築いていたことが指摘できよう104。

99 菊池努、前掲書（1995）、118-119頁。
100 大庭三枝『アジア太平洋地域形成への道程』ミネルヴァ書房、2004年、
161-168頁。
101 日本の工業力、オーストラリアの資源、アメリカの資本の三つがこの三国
を「自然のパートナー」であるかの如き関係に結び付けたのである。渡辺昭夫

『アジア・太平洋国際関係と日本』東京大学出版会、1992年、128-129頁。
102 大来佐武郎、ジョン・クロフォード『日豪と西太平洋─日豪両国政府に対
する大来佐武郎とジョン・クロフォードの共同報告』日本経済研究センター、
1976年。
103 1972年10月12 ～ 13日、第１回日豪閣僚委員会がキャンベラで開かれた。大
平は外務大臣として出席した。
104 菊池努「アジア太平洋協力とオーストラリア」、『外交時報』1286号、1992
年３月、35-53頁。
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　以上、「環太平洋連帯構想」を推進するにあたり、なぜオーストラリ
アをパートナーとして選んだのかについて分析した。次に、大平の豪州
訪問を概観する。

第三款　大平の豪州訪問

　1980年１月15日、大平は「80年代の外交の出始式みたいで緊張してい
る」と語り、志げ子夫人、大来外相らの同行で豪州へ出発した（大平正
芳回想録刊行会1982a：506）。「80年代の外交の出始式」という言葉から
環太平洋連帯構想の位置づけを覗くことができよう。すなわち、まるで
1980年代の日本外交の基調を決めるような気持ちで大平は「環太平洋」
外交に挑んだ。大平は１月15日より20日まで、オーストラリア及びニュー
ジーランドを公式訪問した。大平とフレーザー首相との首脳会談は16日
の午前中と午後の２回にわたり行われた。まず、イランにおける動きや
ソ連のアフガニスタン侵攻について、意見交換を行い、国際紛争の平和
的解決の必要性を強調するとともに、アジア・太平洋地域における平和
と安定のために両国がさらに努力を続けることを確認した。さらに、環
太平洋連帯構想については、フレーザー首相も強い関心を表明し、今後
広範な地域的合意に基づいて、この構想をさらに掘りさげて検討するこ
とにつき合意した105。
　そして、この環太平洋連帯構想の推進に当たって、日豪共同新聞発表
には、「太平洋地域の学術研究機関等による民間レベルのセミナーが継
続して行われることがこの構想を発展させていくために重要な手段と
なっていることに注目した」との文言が盛り込まれ、合わせて豪州政府
はオーストラリア国立大学（ANU：The�Australian�National�University）
で最初のこのようなセミナーを開催することに同意した106。しかし、そ

105 「大平総理の豪州・ニュージーランド訪問について（閣議・外務大臣発言要
旨）」（情報開示法による開示外務省史料）、1980年１月22日。
106 内田勝久（外務省調査企画部課長）「太平洋共同体セミナーの開催─環太平
洋連帯構想の具体化へ」、『国際協力特別情報』（情報開示法による開示外務省
史料）、1980年11月15日、２頁。
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の中でも、日豪の間の環太平洋連帯構想の理念への理解のすれ違いは隠
せなかった。「大平首相がたとえソ連・中国でも参加の希望があれば歓
迎したいと言っていたのに対し、豪州は『ソ連は困る』という印象だっ
た」107。すなわち、大平は冷戦の思考枠から離れて、「開かれた地域」と
いう脱冷戦的思考で環太平洋連帯構想を考えていたのに対して、オース
トラリア側は、ソ連のアフガニスタン侵攻という国際緊張の激化の中で、
冷戦に配慮するという形で環太平洋連帯構想を理解していたのである。
他方、中国の位置づけに関しては、オーストラリアも中国入りを明確に
反対しない立場をとったことは注目すべき点である。
　首脳会談を終え、大平は、17日午前、メルボルンに赴き、市内のナショ
ナル・ギャラリーで、「太平洋時代の創造的協力関係」と題する講演を行っ
た108。大平はここで「広大かつ多様な太平洋地域は、歴史上はじめて、
ひとつの地域社会となり得る条件を持ちました」と環太平洋連帯構想を
歴史的に位置づけた上で、新しい協力関係と新しい文明の創造の必要性
を強調した。１月17日午後、大平一行はメルボルンを発ち、ニュージー
ランドに向かった。そしてニュージーランド滞在中マルドゥーン首相と
二度の会談を行った。会談の中で、マルドゥーン首相は「1980年代の最
大の問題のひとつは南太平洋の開発途上国をも含めて日本および東アジ
アの近隣国によって示された経済的動力が同じく太平洋地域のほかの国
にも思慮を与えるということを保証すべきである」と強調した109。すな
わち、ここでマルドゥーン首相がより実利主義的な観点から期待してい
たのは日本の経済的貢献である。日本がアジア諸国に援助するように、
南太平洋の開発途上国にも援助するよう注文した。
　大平は、豪州訪問を通じて、正式に環太平洋連帯構想を推進すること
を世界に発信した。また、環太平洋連帯構想をめぐり、豪政府と ANU
でセミナーを開催することを約束したことは大平の豪州訪問の大きな成
果の一つと言えるだろう。

107 『日本経済新聞』1980年１月19日。
108 大平正芳回想録刊行会編、前掲書（1982b）、322頁。
109 在ニュージーランド・小山田大使「大平総理の訪 NZ 成果について」（情報
開示法による開示外務省史料）、1980年３月13日。
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第４章　案例を取り巻く現状

第１節　司法における案例の位置づけ
　１　指導性案例に関する公式な説明
　前述の通り、「案例指導業務に関する規定」は2010年に公表されたも
のである（その後、通し番号が付された最高法院による「指導性案例」
が公布されたが、その数がわずか16である。通し番号付きの「指導制案
例」については、次章で改めて検討する）。そして、指導性案例の選出・
編纂・公表に関する詳細な手続およびその効力を規定した法律も司法解
釈もない。その位置づけと役割を解明するためには、まず各種の司法文
書や最高法院の雑誌、最高法院が編纂した案例集の端書などからヒント
を見つけるしかない。
　1985年、最高人民法院公報が創刊されると同時に、指導性案例も掲載
されるようになった。その特徴と役割について、以下のように示されて
いる。つまり、「『公報』が公布する案例は、最高人民法院裁判委員会が
繰り返して検討し、一字一句を考慮して、数多ある案例の中から精選し
たものである。すべての案例は詳細な事実と判決理由、結果を記してお
り、深い法的意義を内包している。それは法制宣伝のための一般の案例
と異なるし、学者たちがある論点を説明するために編纂した講学用の案
例とも異なる。それは典型性や真実性、公正性、権威性などの特徴を有
していて、最高人民法院が地方各級人民法院の裁判業務を指導するため
の重要な道具であり、国内外の人々が中華人民共和国の法律を研究する
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ための貴重な資料でもある」1。
　ここで分かるのは、最高法院公報に掲載された案例は一般の案例と異
なること、それが「典型性や真実性、公正性、権威性などの特徴」を有
しており、最高法院が地方各級法院の裁判業務を指導するための重要な
道具となっていることである。最高法院公報に掲載された指導性案例の
権威性について、司法解釈も触れている。最高法院辦公庁「本院が発す
る内部文書が『最高人民法院公報』の公布内容と一致しない場合、一律
に公報を基準とすることを繰り返し知らせることに関する通知」（法辦

［1988］15号、1988年６月４日公布）によると、「公報によって公布され
た最高人民法院の文書、批復と案例は、より正確でより権威性を確保す
るために、公表する前に、必ず裁判委員会のまじめな議論を経ていて、
…」、そして、公報を出版する目的は「地方各級人民法院の裁判業務を
指導し、社会主義法制の建設をさらに強化する」ためである。最高法院
裁判委員会の審査を経ているため、一般の案例と違って、公報に掲載さ
れた案例は権威的であり、裁判業務を指導する役割を果たせるわけであ
る。
　そして、最高人民法院の公式案例集の一つとして出版されている『人
民法院案例選』の端書によると、当該案例選を出版する目的は、「適時
に経験と教訓をまとめて、裁判業務を指導し、理論研究を促進し、社会
主義法制を宣伝する」ことである2。最高法院が編纂・出版する案例集で
あるため、裁判業務を指導する役割が期待されているが、最高法院公報
に掲載される案例と比べると、裁判委員会の審査を経ていない分、権威

1 最高人民法院公報編集部『中華人民共和国最高人民法院公報全集（1985 ～
1994）』（人民法院出版社、1995年）出版説明による。
2 最高人民法院中国応用法学研究所『人民法院案例選（2000年第１輯）』（人民
法院出版社、2000年）説明による。そのほか、『人民法院案例選』を紹介するホー
ムページにおいて、『人民法院案例選』は「人民法院の裁判業務の概況と一定
時期の社会の風貌を如実に反映しており、人民法院の裁判業務を指導する重要
な形式であり、立法機関が法律を制定する場合と人民法院が司法解釈を制定す
る場合の重要な参考であり、法学研究の基礎資料および法学教育の豊富の素
材である」として、紹介されている。http://yyfx.chinacourt.org/public/detail.
php?id=4（最終訪問日、2010年１月31日）
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性の面で幾分弱くなると思われる。なお、同じく最高法院の公式案例集
の一つである『中国審判案例要覧』も同様な役割が期待されている3。
　ところが、1998年以降、最高法院公報に掲載される案例も裁判委員会
の審査を経ることなく公表されるようになった4。それでも、公報に掲載
される案例は「特に高い権威性、正確性と指導性」を有しており、その
他の案例と一線を画しているとされ、その役割について、もっと具体的
な説明も為されている。つまり、「一部の案例は深い法的意義を有して
おり、立法と司法解釈の不足を補っただけではなく、一個一個具体的な
案例を通じて、新しい法原則と裁判規則を創出し、我が国の裁判実践を
大いに豊かにした」5。2000年当時の最高法院公報の編集者はすでに案例
による法形成を意識し始めたと言えよう。その後、最高法院公報全集の
編纂・出版が中止され、毎年１年間の公報を合冊製本して出版するよう
になり、出版説明で掲載案例の位置づけや役割について説明することも
なくなった。しかし、最高法院公報における案例の最たる権威性はその
後も変わっていないと思われる。
　総合的に見ると、最高法院が公表した指導性案例は下級法院の裁判業
務を指導する役割を担っている。その中、最高法院公報に掲載された案
例はもっとも権威的である。しかしながら、一言「指導」といっても、
具体的にどんな効力を有しているのかは不明であり、権威性の面におけ
る差は裁判実務においてどう現れているかも明らかではない。なお、こ
の時期に地方法院が自ら体系的な案例集を出版する例はまだほとんど見
られない6。最高法院が案例指導制度を打ち出すまで、各地の法院には積

3 『中国審判案例要覧』を紹介するホームページとして、http://njc.chinacourt.
org/jxky/spyl.php（最終訪問日、2010年１月31日）
4 周道鸞「中国案例制度的歴史発展」法律適用2004年５期５頁参照。
5 最高人民法院公報編集部『中華人民共和国最高人民法院公報全集（1995 ～
1999）』（人民法院出版社、2000年）出版説明による。
6 筆者が知る限り、上海市高級人民法院が編纂する『上海法院案例精選』はそ
の唯一の例である。1994年から年間１冊のペースで出版されている（1994年、
1995年当時は『上海法院最新案例精選』である）。1994年から2004年までは、
上海人民出版社が、2005年以降は人民法院出版社が出版・発行している。その
ほか、単発的な案例集として、『天津法院案例集』（法律出版社、2001年）や、
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極的に案例集を編纂するインセンティブがなかったからだと思われる。
　そして、2004年以降、最高法院の「第二次五ヵ年改革綱要」の方針に
従って、案例指導制度の創設が打ち出された。また、綱要のタイムテー
ブルより２年遅れて実際に7、「案例指導規定」も2010年に公布された。
当該規定７条は「最高人民法院が公布した指導制案例について、各級人
民法院が類似の事件を審理する際に参照すべき［応当参照］だ」と規定
している。しかしながら、「参照」の意味は依然として明らかではない。
　現時点で「案例指導規定」の内容と合わせて「綱要」における「指導」
の意味を理解するには、学説以外、新しい案例集の端書・後書きを解読
するしかない。この動きは司法による法形成の改革の一環と位置づける
ことができるので、次章で改めて検討するが、規定が不明確である以上、
案例指導制度における「指導」の意味が昔使われてきた「裁判業務を『指
導』する」という表現との間に、どんな区別があるのかは不明である、
という結論になる。また、各地の高級法院が下級法院の裁判業務を指導
するために持続的・体系的に案例集を編纂・出版し続けていることも、
指導性案例の位置づけと役割の不安定さを物語っていると思われる。

　２　指導性案例に関する議論
　以上で検討したのは、最高法院の公式出版物に書かれた指導性案例の
位置づけと役割に関する記述である。それを見る限り、指導性案例がど
んな効力を持っていて、どんな役割を果たしているのかは今ひとつ明ら
かでないように思われる。そこで、案例の位置づけや役割に関する議論
を見て、それを探ってみたい。
　指導性案例の役割について、より具体的には「各級法院の裁判業務を
指導する」ことの意味について、一般的には下級法院の裁判の参考に供

2001年から2004年まで、一部の地方の高級法院が編纂し、法律出版社が出版す
る『人民法院裁判文書選』などがある。
7 最高法院研究室と政治部の裁判官に対するインタビューによる。裁判官によ
る法形成を警戒した全人大がストップをかけたと言われている。（インタビュー
の日時、2009年３月26日10時～ 12時半。インタビューの対象、最高法院研究
室の李主任・政治部の劉裁判官）。
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するものだと理解されていて、司法解釈と違って、「法律効力」を有し
ない。例えば、最高法院の研究室室長であった周道鸞は、最高法院公報
に掲載されている案例について、「各級人民法院による関連事件の審理
に対する指導において、重要な参考と参照［借鑑］作用を有する」と述
べている8。つまり、「指導」の具体的な中身は、事件審理における参考
材料として使われることである。そして、案例はあくまで参考の対象で
あり、司法解釈と違って、「法的拘束力を有しない」9とされる。なお、「参
考」という表現自体の中身も規範的に決められているわけではないため、
重要なのは要するに指導性案例には法的拘束力がないということであ
る。「案例指導規定」における「参照」についても、同様なことが言え
ると思われる。
　この点に関しては、最高法院の裁判官である龔稼立が以下のように述
べている。「…案例の効力は完全に説得的なものであって、裁判人員は
裁判活動において、裁判を参考・参照するかどうかについて、大きな選
択権を持っている。たとえ案例を参照しなくても、本法院の裁判委員会
や上級法院にわざわざ説明する必要がなく、何ら責任も負わない」、
と10。最高法院は各級法院の裁判官に指導性案例に従わせるための措置
を講じていないことも、指導性案例に拘束力を持たせる意図がないこと
を示していると言えよう。そして、指導性案例に法的拘束力がないとい
う現実があるからこそ、判例制度の導入や案例指導制度の中身に関する
議論が活発に行われてきたと言われている11。
　指導性案例に法的拘束力がないものの、最高法院公報で案例が公表さ
れるようになった1985年以降、司法実務において重要な役割を果たすこ
とが期待されるようになった。特に学界では、諸外国の判例法や判例制
度、中国古代のいわゆる「判例法」に対する研究を通じて、指導性案例

8 周道鸞・前掲注（４）５頁。
9 周道鸞・前掲注（４）７頁。
10 龔稼立「関於先例判決和判例指導的思考」河南社会科学2004年２期18～19頁。
11 董皞『中国判例解釈構建之路』（中国政法大学出版社、2009年）３～６頁（董
皞）参照。
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が果たせる役割について、活発な議論が展開されてきた12。そこで、もっ
とも重要視され、期待されている役割は法の不足を補うことと法適用の
統一である13。1988年の７期人大１次会議における鄭天翔院長による最
高法院活動報告も、「重大かつ複雑な刑事事件の量刑基準を統一する」
ことや、新しい種類の刑事・民事・経済事件に「範例を提供する」こと
を最高法院が案例を公表する目的としていた。
　なお、「第二次五ヵ年改革綱要」13条は指導性案例の法律適用基準の
統一作用を強調しているが、その法形成機能に触れていない。それは綱
要を制定する当時、最高法院がすでに裁判による法形成に対する人大の
警戒を考慮したからかもしれない。つまり、裁判による法形成が人大の
立法権を侵食する可能性を持つ以上、あからさまにそれを承認するわけ
にはいかない。しかしながら、最近の判例制度の導入や案例指導制度の
中身に関する議論を見る限り、法適用の統一という役割に偏る論者がい
るものの14、多くの学者はなお指導性案例（または判例）が将来的に法
形成機能をも果たすことを期待している15。
　ところが、指導性案例が果たせる役割に対する以上の期待は、裏返せ
ば、司法実務における指導性案例が現在そのような役割を果たしていな
いことを前提としている。つまり、現状認識として、指導性案例は期待
通りの役割を果たしていないから、制度改革が必要だとされ、それに関

12 1986年からの10年間の間に発表された関連論文は30部以上あるが、ほとんど
学者によるものである。武樹臣『判例制度研究（上）』（人民法院出版社、2004
年）序５～６頁参照。
13 議論の概要について、武樹臣「対十年間大陸法学界関於借鑑判例制度之研討
的回顧与評説」武樹臣『判例制度研究（上）』（人民法院出版社、2004年）367
～ 369頁、董皞・前掲注（11）56 ～ 57頁（郭建勇）参照。
14 劉樹徳＝喩海松『規則如何提煉──中国刑事案例指導制度的実践』（法律出
版社、2006年）前言７～ 12頁参照。
15 徐景和『中国判例制度』（中国検察出版社、2006年）16 ～ 35、39 ～ 52頁、
北京市高級人民法院課題組「関於完善案例指導制度的調研報告」最高人民法院
研究室『審判前沿問題研究──最高人民法院重点調研課題報告集』（人民法院
出版社、2007年）350 ～ 351、357 ～ 358頁、董皞・前掲注（11）68頁（郭建勇）
参照。
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する議論も後を絶たない。「現実では、指導性案例は拘束力を持たない
ため、裁判官が普段読む資料の一つに過ぎず、実際の業務における指導
作用は案例を公表する者が期待するほど大きくないし、指導性案例に対
する注目や研究、実際の運用なども理想状態ではない」と言われるよう
に、指導性案例は期待通りにその役割を果たしておらず、その理由が「拘
束力がない」ことにあるとされている16。最高法院人民法院報の編集者
が案例指導制度に関する調査報告においても、従来の最高法院が公布し
た各種の指導性案例は、「選択と審査の手続が異なるし、それぞれの参
考価値も一致しているわけではなく、形式も同じではないため、一部の
ものは真に指導作用を発揮していない」と述べている17。甚だしきに至っ
ては、「我が国現在の案例公布制度は、司法活動に明確な法的基準を確
立し、法の曖昧なところを明らかにし、法の不足を補い、法規範に関す
る議論を減少させる作用を果たしていない。…破棄自判、差戻しの比率
が高すぎる原因の一つは、公布された案例が真にその作用を発揮してい
ないことである」といって、指導性案例が全く役に立っていないかのよ
うに、その現状を批判する論者もいる18。

第２節　現実における案例の役割
　１　制度面からの検討
　現状認識として、現在の司法実務においては、指導性案例があまり法
形成や法適用の統一といった機能を果たしていないと考えられるのは先
述の通りである。指導性案例には法的拘束力がなく、そもそもその拘束
力を規定するための法律や司法解釈（または司法解釈性文書）がないこ
とは事実である。そこで、その役割を果たすための条件について、「（最
高法院公報に掲載されている案例は）法律でもなければ、司法解釈でも

16 董皞・前掲注（11）４頁（董皞）。
17 人民法院報社課題組「関於案例指導制度的調研報告」最高人民法院研究室・
前掲書注（15）448頁。
18 丁海湖「我国『案例公布制度』的実証考察及其刑事」当代法学2008年７期142頁。
筆者はそれほど悲観的ではない、その理由は次節で検討する現実に案例が果た
している役割の実例にある。
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ない、しかも拘束力も持たない。当然ながら、裁判官の学習や訓練の計
画に入ることはなく、どれくらいの裁判官が法律や司法解釈のようにこ
れらの案例を熟知しているかが疑わしいのである。…いわゆる『指導』
は事実上大きすぎる弾力を有しているため、結果的に被『指導』者の主
観的な恣意性によって、任意に取捨されている。一つの案例が真に遵守・・・・

される・・・ためには、二つの条件を具備しなければならない。一つは裁判官
が案例を知り・熟知すること、一つは当該案例が２審法院による１審判
決の維持、変更または破棄の根拠・理由となることである。」19という指
摘がある。
　この指摘のロジックはすなわち、２つの条件をクリアできれば、案例
は真に遵守される＝拘束力を持つ。つまり、この２つの条件こそが、指
導性案例が法形成や法適用の統一などの機能を果たすための基礎であ
る。それでは、この２つの条件が、制度面からみて、達成できるのだろ
うか。以下では、この問題に答えを見出すべく、日本と比較しながら、
先例拘束性を確保するための各制度的な要件の検討を行う。
　前者について、まず日本の情況を見てみよう。日本では、最高裁から
地裁、家裁まで、各級の裁判所に対応する判例集が多数出版されており、
しかも、実務家から、学者、法学部生、一般市民まで、判例に容易にア
クセスできる環境が整備されている。三ヶ月章教授の言葉を借りれば、

「この点（国民の目にふれやすい形で判例が明らかにされていること）
に関しても、我が国はおそらく世界で最も進んでいる国の一つに数えて
よいであろう。公に編纂され、刊行される判例集の数も数種にのぼるし、
もっぱら判例の報道を目的とする私的な刊行物も一、二にとどまらない。
…いわゆる判例批評というジャンルも、わが国では法学の一つの重要な
分野を成すに至っている。そして、この種の文献の量も、おそらくは世
界の最高水準にあるといってもよいであろう」20というわけで、まさに
世界レベルの判例公表体制が整っていると言える。
　日本のそれと比べたら、中国の案例公表体制は遥かに遜色していると

19 董皞「超越案例走向判例──『最高人民法院公報』発布案例之研究」人民
司法2002年６期19頁。
20 三ヶ月章『法学入門』（弘文堂、2001年）41 ～ 42頁。
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思われる。裁判官が実際に案例を読むかどうかを別として、制度的に必
要不可欠なのは、公布された指導性案例を裁判官がアクセスできるよう
な状態にすることである。この点に関して、最高法院公報について言え
ば、各級法院はそれを多数購読しなければならないとされているし21、
20数年前でも購読していなかったのは「極少数」の法院であるため、今
となっては、もはやほとんどの裁判官がそれに掲載されている案例にア
クセスできる条件が整っているだろう。しかし、予算の少ない法院は、
最高法院による案例集や人民法院報などの新聞を購読する余裕がない場
合もある22。インターネットに接続できれば、人民法院報の電子版を閲
覧できるし、「北大法意」23などの案例データベースに接続して、最高法
院が公表した指導性案例を検索することもできるが、それでもすべての
指導性案例を知ることは困難である（通し番号付きの指導制案例なら、
最高法院の HP からアクセスできる）。ただし、最高法院は2010年までに、
全国各級の法院をカバーできる業務ネットワークを基本的に完成させる
ことを目標として掲げていたことを考えれば24、インターネットを使っ
て最高法院が公表した指導性案例を検索・閲覧する条件は整備されつつ

21 前述「本院が発する内部文書が『最高人民法院公報』の公布内容と一致し
ない場合、一律に公報を基準とすることを繰り返し知らせることに関する通知」
によると、「『公報』が創刊して３年余り経ったが、まだ極少数の人民法院が『公
報』を購読していない…『公報』を購読していない、または購読部数が極めて
少ない人民法院は、実際の状況に応じて、適量に購読し、または購読の部数を
増やし、裁判人員の業務上の需要を満たさなければならない」とされている。
22 書籍の値段が日本と比べて格段に低い中国でも、「多くの基層法院は経費の
原因で、『人民法院案例選』などの案例書籍を購読しておらず、甚だしきに至っ
ては、『最高人民法院公報』でもすべての裁判官が見られるわけではない」と
いう基層法院の裁判官による指摘がある。饞莉莉＝寥雲倩「関於実行案例指導
制度的調研報告」沈徳咏『中国特色案例指導制度研究』（人民法院出版社、2009年）
119頁。
23 北大法意は掲載案例30万強の中国最大のインターネットに基づく案例デー
タベースである。www.lawyee.net （最終訪問日2012年１月31日）
24 杜中傑「全国法院信息化工作会議召開」人民法院報2007年８月３日１版参照。
なお、「基本的に」という言葉が使われている以上、一部例外の法院が存在す
ることも想定しなければならないが、全体に占める割合は低いと推測する。
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あると推測できる。そうなれば、指導性案例を知っているかどうかの問
題は、結局裁判官に最高法院が公表した指導性案例を読むインセンティ
ブがあるかどうかの問題に変わってしまうと思われる。
　後者に関しては、２審法院が判決書の中で、判決の根拠として案例を
直接引用することはできないし、判決理由の中で判決を引用することも
あまり考えられないため25、そういう意味で下級審の裁判官に案例に従
うよう強制することができない。しかしながら、中国における裁判統制
システムのもとでは、上級法院の下級法院に対する影響力も無視できな
い。特に各下級法院が直属する上級法院は、２審法院として、下級法院
の判決を覆すことができるほか、「誤判責任制」を発動して、１審法院
の担当裁判官の責任を追及することもできる。実際、そのようなリスク
を回避するために、問い合わせ制度が多用されているとも言われてい
る26。ここでは、誤判責任制について、もう少し敷衍する。
　中国における裁判統制システムの構造はすでに先行研究によって解明
されているため27、ここではその具体的な仕組みに立ち入るのを控えて、
主に指導性案例に拘束力を持たせるのに有利だと思われる誤判責任制を
簡単に紹介する。誤判責任制は1990年に秦皇島市の法院系統が最初に導
入を試み、その後全国各地の法院に受け入れられて、普及した制度であ
る。最高法院もそれを受けて「人民法院裁判人員違法裁判責任追及辦法

25 筆者が知る限り、実際に判決理由の中で案例を引用した裁判例が数件しか
ない（案例データベース「北大法意」に基づく調べで、いずれも2010年以降の
判決）。上海市高級法院でのインタビューにおいても、判決理由の中で案例の
精神を体現することは可能だが、直接引用することは禁止されていると言われ
た（インタビューの日時は2008年12月26日10時～ 12時、インタビューの対象
は研究室の呉副主任と民一庭の孟裁判官である）。また、間接的な証拠として、
案例指導制度を想定した実験的な案例集である『中国案例指導（2005年１輯・
民事巻）』（法律出版社、2005年）の前言によると、当該案例集に掲載されてい
る案例は判決理由の中で引用できるとされている。これは当該案例集だけの特
徴であり、裏返せば、それ以外の案例は判決理由の中でも引用できないと思わ
れる。なお、当該案例集に掲載されている案例も引用された例が見当たらない。
26 鄧修明「論我国司法解釈模式的重塑」社会科学研究2007年１期88頁参照。
27 坂口一成『現代中国刑事裁判論裁判をめぐる政治と法』（北海道大学出版会、
2009年）５章245頁以下、特に260 ～ 309頁参照。
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（試行）」（法発［1998］15号、1998年９月３日公布・施行）を公布し、
誤判責任制を定着させた28。総じて、「人民法院の裁判人員は、裁判・執
行業務において、故意に裁判業務に関する法律や法規を違反した場合、
あるいは過失で裁判業務に関する法律や法規を違反し、かつ重大な結果
をもたらした場合、違法裁判の責任を負わなければならない」（２条）
とされていて、具体的には５条から21条にわたって、違法裁判の責任を
負わなければならない情況を規定した。特に、誤判に関する14条の規定
によると、「事実および法律に故意に違反し、誤った裁判を行った場合」

（１項）、「過失により裁判の誤りをもたらし、重大な結果をもたらした
場合」（２項）は誤判と認定され、違法裁判の責任を負うことになる。
ただし、22条は免責される状況も規定しており、誤判について言えば、

「法律、法規に対する理解と認識上の相違によって誤判をもたらした場
合」（１号）、「案件の事実と証拠に対する認識上の相違によって誤判を
もたらした場合」は責任を負う必要がない。
　本来なら、指導性案例に反する判決を出しても、法解釈の相違による
ものなら、誤判責任制に引っかかる心配はないはずである。ところが、
今の各級法院が施行している誤判責任制は多くの場合、２審あるいは再
審の結果にしたがって誤判であるかどうかを判断している。つまり、２
審や再審で覆された場合、前審の判断がただちに誤判［錯案］となって、
担当裁判官も何らかのサンクションを受ける場合が多い29。また、一部
の人民法院は今でも暗黙の慣習として、上級審で覆された事件のパーセ
ンテージを業績判断の基準としている30。このような誤判責任制（最高
法院の規定の本旨ではないが）と業務評定の慣習が存在する限り、裁判
官は昇進や収入にかかる不利益をかぶることを恐れるあまり、上級審で
自分の判断が覆されないよう、能動的に法創造を放棄する可能性が大き
い。実際に「誤判責任追及制は実質上裁判官の法解釈の権限を否定し

28 賀日開＝賀岩「錯案追究制実際運行情況探析」政法論壇2004年１期150頁参照。
29 賀日開＝賀岩・前掲注（28）151頁参照。
30 王利明「論中国判例制度的創建」武樹臣『判例制度研究（上）』（人民法院
出版社、2004年）561 ～ 562頁参照。
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た」31と評価する学者もいる。そういう意味では、裁判官に案例による
法形成の参加意欲にマイナスな影響を与えるかねない制度運用の慣習で
あるが、案例に拘束力を与えるのに、まさに便利な道具になりうるので
ある32。
　これらの裁判統制システム（特に誤判責任制）によって強化された上
級法院による影響力を考慮に入れると、１審法院の裁判官はよほどの勇
気がなければ、２審法院による案例に反する判決を出すことはないだろ
う。そして、その案例は事実上・・・の拘束力を持つようになる。そういう意
味では、裁判官には少なくとも直属の上級法院の案例を読むインセン
ティブがあると思われる。中級法院について言えば、その直属の上級法
院は高級法院であり、高級法院による指導性案例を読むことは中級法院
の裁判官にとって、実益のあることであろう。高級法院の裁判官も同様
に最高法院による指導性案例を読むことで、リスク回避できると考えら
れる。そして、高級法院の裁判官が最高法院による指導性案例を読んで
いることを仮定して考えてみると、彼らは最高法院の指導性案例を知っ
ているから、彼らによって判決を覆されることを回避するために、中級
法院の裁判官も最高法院の指導性案例を読まなければならない。基層法
院の裁判官にとっても同じ状況である。
　以上の分析からすると、各級法院の裁判官には指導性案例を読むのに
十分なインセンティブが与えられているように見えるが、問題はそう簡
単ではない。中国は４級２審制を採用しているため、ほとんどの２審は
中級法院と高級法院で行われる。最高法院によって２審が行われる裁判
はごく限られている。そうすると、高級法院の裁判官が最高法院による
指導性案例を読んでいるという仮定が成立するかどうかはまず疑わしく
なる。そして、２審の裁判官が実際に指導性案例と対比しつつ、１審判
決を検討するかどうかという問題もある。もし２審の裁判官が上級法院
による指導性案例、ひいては所属法院による指導性案例にも従う必要が

31 李潔「中国有権刑法司法解釈模式評判」当代法学2004年１期83頁、袁明聖「司
法解釈立法化現象探微」法商研究2003年２期７頁参照。
32 第５章第１節で検討するが、実際に案例指導制度の導入を想定して、誤判
審査制を使って、指導性案例の拘束力を保障する提案がよく挙げられる。
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ないと考えているなら、１審の裁判官がそれらを無視しても、リスクを
負うことがないだろう。そうなると、案例は事実上の拘束力も持たなく
なる。結局のところ、中級法院と高級法院の裁判官に指導性案例に従う
という意識がない限り33、あるいは単純に指導性案例を読む余裕がなけ
れば34、各級法院の裁判官に指導性案例を読むための十分なインセン
ティブを与えられないと思われる。
　結論として、指導性案例にアクセスするためのハードウェアが整えつ
つある現在、行政的な性格を有する中国の法院システムにおいて、指導
性案例に事実上の拘束力を持たせるための基本的な制度条件は整ってい
ると思われる。しかし、実際に拘束力を持たせられるかどうかは、結局
裁判官の意識や資質といった人的条件に大きく左右されている。
　それと比べて、日本の場合、まず意識の面で、「…どの法律問題につ
いても、その点に関する判例はどうなっているかがまず問題とされる。
そして、判例があれば、大抵はそれに従うべきだといわれるだろう。そ
のことから知られるのは、判例が好むと好まざるとにかかわらず実務の
世界を支配しているという事実である」35と言われるように、判例が実
務の世界を支配しているし、判例を尊重する意識自体が司法修習の時代
から植えつけられている点においても、中国の法曹と大きく異なる。
　そのほか、審級制度の相違によって、日本の最高裁が直接に裁判を通

33 これは裁判官の法意識に係わる問題であるため、第３節で改めて検討する。
34 残念ながら、上海市静安区人民法院、上海市高級人民法院、吉林省長春市
中級人民法院の裁判官に対すインタビューの結果、インタビュー対象者は全員
一致で、案例を読む余裕がないと主張している。上海市静安区法院について、
インタビューの日時は2008年12月25日13時～ 14時半、対象は研究室の邱主任
と政治部の張裁判官である。上海市高級法院について、前掲注（25）参照。
吉林省長春市中級法院について、インタビューの日時は2009年３月23日15時～
17時半、インタビューの対象は刑一庭の盧裁判官補佐である。なお、上海市高
級法院の孟裁判官によると、大量発生する典型的な事件について、先例を参考
に判決書を書くのは効率がいいため、指導性案例を調べて、それに従って判決
する場合もある。逆に言うと、先例を効率よく検索できるシステムがなければ、
裁判官は単発的に起こる事件のために、指導性案例を調べる余裕がないという
のは現状であろう。
35 中野次雄編『判例とその読み方（改訂版）』（有斐閣、2008年）10 ～ 11頁。
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じて法解釈・法適用の統一を行えるため、判例の拘束力の強化に一役を
買っている36。また、それ以外の制度面の要素で、判例が事実上の拘束
力を持たせていると思われる重要な条件として、司法行政による裁判統
制が挙げられよう。
　その点においては、あるいは日中の間にはさほど大きな差がないかも
しれない。つまり、日本の裁判官が先例に従う重要な理由は、「…もし
下級審の裁判官が最上級審裁判所の判断に反する判断をすれば、その裁
判は上訴の結果結局破棄されるだろうから、裁判官は判決に従って裁判
をするのだ」37、というわけである。そして、その背後には中国と同様、
裁判官に対する行政的な「統制」が行われているからこそ、裁判官があ
まり判例に反する判決を出さず、その反射的効果として、判例が事実上
の拘束力を持つようになったのである38。また、先ほど誤判責任制が裁
判官に能動的に法形成に参与するのを放棄させる可能性があることを指
摘したが、日本の裁判統制についても同様なことが言えよう。つまり、

「…裁判官がこうした組織環境の中にいることが、裁判官の裁判におけ
る判断作用に何らの影響も与えないと考えることは難しい。それが、裁
判官の自由闊達な気風を養い、裁判に対して創意をもって積極的に取り
組む姿勢を励ますことにつながらないことは確実であろう」39と言われ
ているように、上からの押し付けは、先例の拘束力を強化する作用があ
るかもしれないが、裁判官の能動的な法創造活動にはつながらないわけ
である。
　ただし、先例拘束性の強化作用だけを見れば、先例を知る基本的な条
件が揃っており、しかも日本と同様に裁判官を行政的に統制する制度が

36 五十嵐清『法学入門（第３版）』（悠々社、2007年）70 ～ 72頁参照。
37 中野次雄・前掲注（35）18頁。
38 ここでいう行政的な「統制」は、主に最高裁事務総局による人事面の統制
と裁判内容についての「指導・助言」を念頭に置いている。日本の下級審の判
決が「ステロタイプ化」していると揶揄され、それをもたらしたのは官僚制的
な「統制」だと言われている。新藤宗幸『司法官僚裁判所の権力者たち』（岩
波書店、2009年）17頁、また、同書第三章「司法官僚の支配の実態」113頁以
下参照。
39 六本佳平『日本の法と社会』（有斐閣、2008年）193頁。
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機能している中国において、指導性案例を尊重し、それに従って判決を
下す裁判官が現れても何ら不思議ではない。先例を尊重する裁判官がい
れば、先例によって確立されたルールがこれらの裁判官によって援用さ
れ、一種の法として定着していく現象も現れるだろう。次は、そのよう
な「案例による法形成」とも呼べる現象の実例を見てみよう。

　２　実例からみる案例による法形成
　ここでいう案例による法形成は広い意味での法形成を指す。つまり、
法を解釈して、その中身を明確にし、それをルールとして定式化させる
ことも、法の不足を補完して、新しいルールを形成すること（法解釈の
枠組みを超えた実質的な修正も含まれる）も、ここでいう案例による法
形成に含まれる。
　具体例として取り上げるのは最高法院公報に掲載されている案例のほ
か、最高法院の案例集や高級法院の案例集に掲載されているものもある。
指導性案例の全般をカバーできるよう、もっとも権威的な指導性案例に
限定せず、典型的だと思われる例を選択して検討する。また、後続案例
を調べるのに際して、主に「北大法意」という案例データベースを利用
した。それに掲載されている案例については、改めて出所を示さない。

　【案例１】電子図書館［数字図書館］が著作権者に無断で著作物を収録・
公開することは著作権侵害に当たるとして、作者による差止・損害賠償
の請求を認めた案例40

　〔事実の概要〕
　X（原告）は北京大学法学院の教授であり、『当代中国刑法新視界』、『刑
法適用総論』、『正当防衛論』などの書籍の著作権を有している。Y（被告）
は2000年１月に成立した会社であり、「中国電子図書館」というサイト
を運営し、他人の著作物を収集・整理して、当該サイトで公開している。
　2001年12月、X は Y が無断で「中国電子図書館」に上記三冊の書籍
を掲載し、サイトに登録して料金を支払った者に全文の閲覧とダウン

40 最高人民法院公報2003年２期34 ～ 35頁掲載、北京市海淀区人民法院2002年
６月27日（2002）海民初字第5702号判決。
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ロードを提供していることを発見した。そこで、X は、Y によって「情
報ネットワーク送信権」が侵害されたとして、Y に対して①侵害の停止、
②400,000元の損害賠償、③侵害を阻止するための合理的な支出8,000元
の賠償を求めて、訴訟を提起した41。
　一方、Y の抗弁として、「中国電子図書館」は基本的に情報化時代の
社会の需要を満たすための公益型・・・の事業であることや、著作権保護のシ
ステムの開発に投資し、著作権者の利益を保護するとともに、公衆によ
り良いサービスを提供しようとしていることなどを主張した。

　〔判旨〕
　請求認容。
　①「中国電子図書館」における X の著作物の使用を停止せよ。
　②損害賠償として、X に80,000元を支払え。
　③訴訟のための合理的な支出4,800元を支払え。

　〔判決理由〕42

　１．法により著作権者は著作権を有し、他人が許可なく自分の著作物
を使用することを制限する権限を有する。ただし、そのような制限は社
会公衆が著作物にアクセスできる範囲の拡大によって、作者の権利行使

41 著作権法（1990年９月７日採択・1991年６月１日施行）10条１項は著作権に
含まれる人身権と財産権を規定している。同10条１項12号によると、「情報ネッ
トワーク送信権、すなわち有線又は無線方式により公衆に著作物を提供し、公
衆が自身の選択した時間と場所において著作物を取得できるよう設定する権
利」が著作権に含まれる（本号は2001年10月27日の法改正で追加された条文で
ある）。また、著作権者の許可なしに、情報ネットワークを通してその著作物
を送信した場合、情状に応じて、侵害の停止、影響の除去、謝罪、損害賠償な
どの民事責任を負わなければならないとされている（同48条１号）。なお、情
報ネットワーク送信権の保護方法について、別に国務院による行政法規によっ
て規定されるが（同58条）、「情報ネットワーク送信権保護条例」は2006年５月
10日になってようやく採択されて、同７月１日に施行された。
42 判決の根拠として引用された条文は著作権法10条１項12号、11条１項、同２
項、47条１号、48条２項である。
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に重大な影響がもたらされる場合に限られる。本件の場合、X は出版社
に著作物の発行を許可したが、それはただ著作物を有形の媒体（紙媒体）
に固定し、公衆にアクセスさせることを意味する。したがって、Y が許
可なく「中国電子図書館」に X の著作物を収録したことは、ネットワー
クにおける X の権利行使に影響を与えた。
　２．図書館の機能は著作物の保存および社会公衆に著作物へのアクセ
スを提供することである。この種のアクセスは、特定の著作物が特定の
読者によって、特定の期間内において特定の方法（貸出）を通じて達成
される。この種のアクセスは知識の伝達、社会文明の進歩にとって、非
常に重要な意義を持つ一方、作者による権利行使に対する影響が極めて
限られているため、著作権侵害にはならない。しかしながら、本件の場
合、Y は企業法人として X の著作物をインターネットにアップロード
した。それは電子図書館という形式を採用しているが、（1）著作物の送
信の時間と空間を拡大し、（2）著作物にアクセスする人数を増加させ、

（3）著作物にアクセスする方式を変え、かつ（4）作者が合理的な報酬
を得られるための適切な手段を取らなかった。したがって、Y の行為は
X が社会公衆に自分が認めた方式で自分の著作物にアクセスさせるこ
とを阻害し、X の「情報ネットワーク送信権」を侵害した。
　３．X は損害賠償400,000元と訴訟のための合理的な支出8,000元を請
求したが、それが合理的な請求額であることについての挙証責任を果た
していないため、法院は Y の不法行為の情状に応じて、損害賠償80,000
元と訴訟のための合理的な支出4,800元が相当だと判断した43。

　〔コメント〕
　１．本判決の位置づけ
　本件は最高法院公報に掲載されている電子図書館による著作権侵害に
関する唯一の案例であり、中国最大の案例データベースである「北大法
意」で確認できる最初の判決でもある。基層法院の判決でありながら、

43 著作権法48条２項、「権利者の実際の損失または不法行為者の違法所得を確
定できない場合、人民法院は不法行為の情状に基づき、50万元以下の賠償額を
裁定する」。
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最高法院公報に掲載されることによって、指導性案例となった。判決書
において、単に著作権法の条文を引用するだけでなく、判決理由をも詳
しく示した点は、本判決の先例としての価値を高めたと考えられる。ま
た、判決当時は情報ネットワーク送信権に関する行政規則がまだ制定さ
れていないのにもかかわらず、権利侵害の一類型の判断基準を樹立した
という意味においても、本判決は電子図書館による著作権侵害に関する
リーディングケースだと言えよう。

　２ ．本判決によって確立された電子図書館による著作権侵害の判断基
準

　①著作権者の授権なしに電子図書館に著作物を収録する行為は、「社
会公衆が著作物にアクセスできる範囲の拡大」に繋がるため、著作権者
のネットワークにおける権利行使に影響を与える。一般論として、その
影響が重大である場合、著作権者は著作権を行使して、著作物の使用を
制限することができる。本判決が「重大な影響」という制限を情報ネッ
トワーク送信権の行使の要件として設定したのは、著作権法には当該送
信権の行使に何ら制限も設けていないためだと思われる44。フェアユー
スの視点から、情報ネットワーク送信権の行使に制限を加える必要があ
ると裁判官が考えたかもしれない45。
　②電子図書館は伝統的な図書館と違って、（1）著作物の送信の時間と
空間を拡大し、（2）著作物にアクセスする人数を増加させ、（3）著作物
にアクセスする方式を変えるため、それがフェアユースの限界を超えて

44 なお、著作権法22条８号によると、図書館による陳列、保存のための複製
という著作物の利用は、著作権者の許可を要せず、著作権者に報酬を支払う必
要もない。これは図書館による著作物のフェアユースに関する唯一の条文であ
る。
45 何の制限も設けなければ、結局大量の著作権者に一々許可を取らなければ、
図書館による著作物の電子化は不可能になる。著作権の集中管理が進んでいな
い中国において、その実現可能性は大きな問題となる。秦珂「数字図書館運作
中侵犯版権的客観因素分析」図書館理論与実践2003年５期３～４頁、張平「数
字図書館建設中的法律問題及対策研究」国家図書館学刊2004年４期58 ～ 59頁
参照。
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おり、著作権者の権利行使に重大な影響を与えると考えられる。したがっ
て、上記の三つの要件で伝統的な図書館と異なる電子図書館が、著作権
者の授権がなく、かつ（4）著作権者が合理的な報酬を得られるための
適切な手段を取っていない場合、著作物を収録して、社会公衆に公開す
ることは著作権侵害に当たる。

　本判決は電子図書館と伝統的な図書館との差異を示すことで、著作権
者による授権がない場合の電子図書館による著作物の利用を排除し
た46。一方、電子図書館が伝統的な図書館と同じように、特定の著作物
を特定の期間内において、特定の方法で特定の読者にアクセスさせるよ
う、著作物の利用に制限を加えた場合、電子図書館による著作物のフェ
アユースの余地も残されていると思われる（判決はフェアユースに触れ
ていない）。

　〔その後の案例の展開〕
　１．以上の判決を受けて、その後、多くの著作権者が電子図書館の運
営者を相手に、著作権侵害訴訟を提起した。各地の法院も上記著作権侵
害の判断基準に従って、許可なしに著作物を収録・公表した電子図書館
の運営者に侵害の停止と損害賠償を命じたのである。特に、民間資本が
投資して設立した主要な電子図書館である［書生之家］電子図書館と［超
星］電子図書館47を被告とする訴訟が多発し48、電子図書館側はことごと
く敗訴した49。

46 張敏＝劉可静「数字図書館和有関著作権問題的思考」図書情報工作2003年７
期55頁参照。
47 両者は民間資本による電子図書館の代表格だと言われている。江向東「我国
数字図書館建設現状、存在的問題及其対策」福建師範大学学報2003年５期144
～ 145頁参照。
48 北大法意のデータベースに基づく統計によれば、［書生之家］電子図書館に
よる著作権侵害訴訟の案例は16件、［超星］電子図書館による著作権侵害訴訟
の案例は14件がある。後述する［万方］データ株式会社が開発した電子図書館
による著作権侵害訴訟の件数に次ぐ２番目と３番目に多い。
49 下記万方会社の案例も含めて、電子図書館による著作権侵害に関する案例
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　その中の一例として、中国社会科学院知的財産法研究センターの研究
員Ｘが、自分が著作権を有する８冊の著書をＹが（［書生之家］電子図
書館の運営者である北京書生デジタル技術会社）許可なく［書生之家］
電子図書館に収録・公表したことが情報ネットワーク送信権の侵害に当
たるとして、侵害停止、謝罪および損害賠償を求めて提起した訴訟につ
いて、１審判決50はＹが著作物の利用範囲と利用方法に制限を加えたこ
とを認めつつも、それが「実質的に著作物が任意に使用されるリスクを
減少させたわけではなく、著作権者の許可なしにその著作物を利用した
ことの性質も変わらない」ことや、「伝統的な公益図書館は物的条件の
有限性と使用規則の確実性により、著作権に対する影響が有限的であり、
その投資の公共性により、公共利益と私人利益がある程度一致している
ため、著作権の行使を制限する可能性を具備している」が、「Ｙの企業
性質、経営方法、経営目的および著作権者の利益に対する影響は図書館
と異なる」ことなどを理由に、Ｙによる制限措置の有効性と電子図書館
の公益性を否定し、Ｘの請求を認めた。
　その後、Ｙが上訴したが、２審判決51もＹが営利目的の企業であり、［書
生之家］電子図書館も公益図書館ではないことや、Ｙによる著作物の利
用制限は著作権法における合理的な利用・・・・・・（フェアユース）に要求される
程度に達していないことなどを理由として、それを棄却した。
　２審判決は著作物の利用に制限を加えた場合に、その利用が著作権法
における合理的な利用（フェアユース）52に当たる可能性を明確に示し

のほとんどは北京市の法院によるものである。これは主要な電子図書館の運営・
開発業者が北京に集中しているためだと思われる。なお、北京市の法院による
判決のほか、上海市第二中級人民法院2004年12月26日（2004）滬二中民五（知）
初字第193号判決や、安徽省高級人民法院2009年４月23日（2009）皖民三終字
第0014号判決も同様な判断基準に従って、電子図書館を伝統的な図書館と区別
して、それによる著作権侵害を認定した。
50 北京市海淀区人民法院2004年12月20日（2004）海民初字第12509号判決。
51 北京市第一中級人民法院2005年６月10日（2005）一中民終字第3463号判決。
52 著作権法に著作物の合理的な利用について規定を置いてあるとされるが（22
条、23条）、合理的な利用という表現を使っていない（権利の制限という表現
が使われている）。
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た。ただし、フェアユースの具体的な要件をはっきりと示したわけでは
なく、ただ「３人以上が同時にアクセスできないこと、プリントスクリー
ンでしか著作物を複製できないこと」といった程度の制限がフェアユー
スの要件をクリアしていないとした。なお、フェアユースに触れたこと
で、先例よりも一歩前進したと考えられるが、伝統的な公益図書館との
差異を示し、実質的に著作権者の授権なしに、電子図書館による著作物
の利用を排除した点において、先行判決と同じ構図だと言えよう。

　２．上記リーディングケースによって確立された情報ネットワーク送
信権侵害の判断基準は、その後、インターネットに基づく電子図書館の
運営者から適用範囲が拡張され、図書館や大学、研究所などにおける
LAN（イーサーネット規格）に基づく電子図書館システムを開発した
業者にも適用された。
　代表例として、1,000名近くの修士・博士が［万方］データ株式会社（以
下万方会社と略す）を相手に、著作権侵害の停止と損害賠償を求めて提
起した一連の訴訟が特に注目されている53。万方会社が「中国学位論文
全文データベース」を開発し、大学図書館や伝統的な図書館にそれを販
売したところ、自分の論文が許可なしに収録・公表されたとして、2006
年６月、491名の修士・博士が万方会社を相手に訴訟を提起し、その内
の421名は勝訴、残りの70名は敗訴という結果になった54。そして、2008
年10月、さらに482名の修士・博士が万方会社を相手に訴訟を提起し、
その内の364名は勝訴、残りの118名は敗訴という結果になった。
　判決は先行案例の判断基準に従って、以下のように述べている。「万
方会社は技術的な措置を講じて、学位論文データベースのユーザーが
LAN の IP アドレスの範囲内でしか当該データベースに接続できないよ

53 中国ではクラスアクションといったような手続ルールがないため、1,000件
近くの著作権侵害訴訟がそれぞれ独立して提起されたことになる。しかしなが
ら、判決書を見れば分かるように、事実の部分に違いがあるものの、判決理由
は原告勝訴または敗訴によって２種類に分かれるだけである。
54 勝訴判決の例として、北京市海淀区人民法院2008年６月26日（2008）海民初
字第8636号判決、敗訴判決の例として、北京市海淀区人民法院2008年６月23日

（2008）海民初字第8805号判決参照。
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う制限を設けたが、それは公衆が学位論文データベースのユーザーとし
て、LAN から関連論文にアクセスする可能性を排除したわけではない。
万方会社による関連論文の送信範囲に対する制限は、公衆が自身で選択
した時間と場所において関連論文にアクセスすることを禁じるという程
度に達していないため、学位論文データベースは伝統的な図書館と違っ
て、万方会社による関連論文の商業的な利用は著作権法における図書館
による著作物の合理的な利用に当たらない」、と。
　つまり、データベースを販売する行為は営利目的の商業行為であり、
公益的な行為ではない。そして、公衆に自分で選択した時間と場所でし
か著作物にアクセスさせないという厳格な要件をクリアできなければ、
伝統的な図書館と同程度の著作物の利用に対する制限を達成したとは言
えない。図書館による著作物のフェアユースの具体的な要件を明確に示
したことは、先行案例からの前進だと言えよう。
　そして、上記要件は「情報ネットワーク送信権保護条例」（2006年７
月１日施行）７条の規定にも同調していると思われる55。万方会社は図
書館ではないため、法院も保護条例の７条を直接適用しなかったが、事
実上それを類推適用し、電子図書館システムの開発業者にも図書館と同
等の要件を科したと考えられる。
　なお、万方会社によるデータベースの開発・販売はフェアユースに当

55 「情報ネットワーク送信権保護条例」７条１項は、「図書館、公文書館、記念館、
博物館、美術館等は著作権者の許可なしに、情報ネットワークを通じて、本館
館内
・・

のサービス対象者に、本館所蔵の合法的な電子著作物と法により陳列また
は保存の必要に応じて電子的に複製した著作物を提供し、著作権者に報酬を支
払わないことができる。だだし、直接的にまたは間接的に利益を得ることはで
きない。当事者に別段の約定がある場合を除く」、と規定し、図書館による電
子著作物とアナログ著作物のデジタルコピーに対するフェアユースの要件を示
した。「館内」という場所の制限が設けられているため、「開館時間内」という
時間の制限も解釈上当然存在する。それに対して、万方会社のデータベースに
よる著作物の利用制限はただ「LAN の範囲内」という場所の制限だけがあって、
時間の制限がない。そのような利用制限ではフェアユースに当たらないとする
法院の判断は保護条例７条１項とのバランスを考えて、ある意味当然の結論だ
と言えよう。
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たらないとされた以上、裁判の結果は著作権者による授権の有無によっ
て左右される。この一連の訴訟で敗訴した原告はみな在籍していた大学
と協議し、著作権の授権契約を結んでいた。その結果、各大学が中国科
学技術情報研究所と著作権の授権契約を結び、当該研究所がさらに万方
会社と著作権の授権契約を結ぶといういわゆる２回の間接授権を経て、
万方会社は当該論文の送信権を獲得していたと法院が判断したのであ
る。なお、著作権者はただ公表権を大学に与えただけであって、情報ネッ
トワーク送信権が授権契約に含まれていないとして、判決を批判する学
者もいる56。

　〔評価〕
　リーディングケースは電子図書館が著作権者の許可なしに著作物を利
用することに関して、その利用形態における伝統的な図書館との差に注
目し、伝統的な図書館ほどの利用制限がないことを理由に、電子図書館
の運営者による著作権侵害を認めた。２番目の案例はこの枠組みを継承
し、著作物に対する高度な利用制限がなければ、フェアユースに当たら
ないとして、同じく電子図書館の運営者による著作権侵害を認めた。こ
れらの判決は「情報ネットワーク送信権保護条例」が公布される前に、
情報ネットワーク送信権侵害の一形態である電子図書館による侵害の判
断基準を示し、しかも著作権法に規定されていないそれに関連するフェ
アユースの可能性をも示唆した。その後、保護条例が公布され、３番目
の案例は先例の枠組みを踏まえて、保護条例に同調しつつ、より具体的
な判断基準を示し、それを電子図書館システムの開発業者にも適用した。
　この例においては、指導性案例がルールを形成し、その後の案例はそ
れを具体化しつつも、基本的な枠組みを変えずに援用するという流れが
形成されている。しかも、その後制定された行政規則も指導性案例と同
じ枠組みを採用し、電子版の著作物の利用に対する高度な制限をフェア
ユースの要件とした。つまり、訴訟で形成された裁判規範はその後の法
によって承認されたわけである。

56 王琛琛＝李紅艶「浅析我国数字図書館建設中的版権保護問題──以千名碩
博士訴万方学位論文侵権案為例」新聞界2009年１期36頁参照。
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　【案例２】未登録の個人経営体と被用者の関係を雇用関係とし、労働
法79条の適用を否定した事例57

　〔事実の概要〕
　X（原告・被用者）は1996年８月に Y（被告・未登録の個人経営体）
に雇われ、Y が所有する砂の輸送車の操業を手伝うことになったが、同
10月17日、X は操業中の事故で左足を骨折した。X は病院に運ばれたが、
経済的に困難な状況に陥ったため、X の父 A は仕方なく Y と和解契約
を結んだ。その内容は、Y が X の入院期間中の治療費用と1,000元の補
償金を支払う代わりに、その他の責任は一切負わないというものであっ
た。1999年７月、X は徳陽市中級人民法院による臨床鑑定を受けて、そ
の障害はレベル５［五級残］であると認定された。その後、X は Y に
対し、111,760.20元の損害賠償を求めて訴訟を提起した。
　これに対して、Y は①これは労働紛争であり、労働紛争仲裁を先に行
うべきこと（仲裁前置）、② X に重過失があること、③ Y と X の間に
は和解契約が成立していることなどの抗弁を主張した。
　１審（広漢市人民法院）の判断は以下の通りである。① Y が登録さ
れた個人経営体［個体工商戸］ではないため、労働関係の主体に当たら
ないとし、X と Y が結んだ契約は雇用契約であり、両者の間で形成さ
れたのは雇用関係であると認定した。労働法が適用されないため、労働
紛争仲裁を先に行う必要がない。② X は仕事中に職務行為により負傷
し、故意か重過失があると認められないため、Y は X の損害を全額賠
償しなければならない。③ Y と和解契約を結んだのは A である。それ
は X 本人の意思表示によるものではないため、無効である。以上の判
断に基づき、法院は Y に対して、Ｘに82,023.20元を支払うよう命じた。
　Y は１審に不服として、徳陽市中級人民法院に上訴した。その理由は
以下の通りである。① Y は事実上の個人経営体であり、X との間に形
成されたのは労働関係であるため、労働法を適用すべきである。② Y
と A の間で成立した和解契約はすでに履行されたため、有効である。

57 最高人民法院公報2001年１期32頁以下掲載、徳陽市中級人民法院2000年３月
15日判決、案号不明である。
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　〔判旨〕
　上訴棄却

　〔判決理由〕
　Y の上訴理由①については、一審と同じ判断である。つまり、Y は工
商行政管理機関に登録していないため、個人経営体の法的地位を有しな
いと認定した。上訴理由②については、完全行為能力者の民事権利の処
分権は本人かその代理人にある。A は X の代理人ではないため、その
処分は無効であると判断した。

　〔コメント〕
　１．本判決の位置づけ
　本件は雇用関係と労働関係を峻別し、未登録の個人経営体と被用者の
関係を雇用関係とし、労働法79条の適用を否定した最初の指導性案例で
あり（「北大法意」調べ）、最高法院公報に掲載されている唯一の案例で
もあるため、同種事件のリーディングケースに当たる。

　２．本件の最大の争点は X と Y との間は労働関係であるのか、それ
とも雇用関係であるのかという問題である。両者を区別する実益は、表
4.1の通りである。
 

表4.1　雇用関係と労働関係を区別する実益

雇用関係 労働関係
労働紛争仲裁前置 × ○労働法79条58

適用法律59 民事法 労働法
労働災害保険の適用 ×労災不成立 ○

58 労働法（1994年７月５日公布、1995年１月１日施行）79条後段によると、労
働紛争の当事者が「仲裁の裁決に不服する場合、人民法院に訴訟を提起するこ
とができる」とされている。つまり、労働紛争仲裁前置という制度設計を採用
している。
59 楊暁蓉「労働関係与雇用関係的界定及実務問題探討」中国労働2005年８期20
頁参照。
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賠償額の算定 労災に関する法規定、または
道路交通事故処理辦法60を参
照する（本件は企業職員労災
保険試行辦法を参照した）

労災保険条例61（2004年以前は
企業職員労災保険試行辦法62）

　労働法２条１項は労働法の適用範囲について、「中華人民共和国国内
の企業、個人経営組織（以下「使用者」という）およびこれと労働関係
を結ぶ労働者については本法を適用する」と規定しているが、個人経営
組織の中身ははっきりとしていない。それに対する解釈として、労働部

「『中華人民共和国労働法』の貫徹執行の若干問題に関する意見」（1995
年８月４日公布・施行）１条は、「労働法２条における『個人経営組織』
は一般的に被用者７人以下の個人経営体［個体工商戸］を指す」と規定
している。本件の１審の裁判官はそれを援用して、Y が登録を行ってい
ないため、法により成立した個人経営体ではないと認定し、Y を労働法
の適用範囲から外した。２審も同じ判断を下した。上記労働部による「意
見」は、文面上未登録の個人経営体を排除していないため、裁判官の判
断はそれに対する解釈だと言えよう。それによって、X は労働仲裁を経
ることなく、直接訴訟を提起することが認められた。

　３．賠償額の算定基準に関して、１審は労災に関する法規定である「企
業職員労災保険試行辦法」を参照の対象とした（２審はそれに触れてい
ない）。雇用関係に基づく被用者による損害賠償請求事件において、労
災に関する法規定を参照して賠償額を算定する先例を作ったわけであ
る。このやり方も一種のルールとして受け継がれ、最終的には労災保険
条例63条１項によって承認されたのである63。

60 道路交通事故処理辦法（1991年９月22日公布、1992年１月１日採択）第六章
35条～ 41条は損害賠償について規定している。それを参考に雇用関係におけ
る損害賠償額を算定した実例として、青海省湟中県人民法院、2003年９月20日

（2003）湟総民初字第102号判決参照。
61 労災保険条例［工傷保険条例］（2003年４月27日公布、2004年１月１日施行）
62 企業職員労災保険試行辦法（1996年８月12日公布、同10月１日施行）
63 労災保険条例63条１項によると、被用者に対する未登録の使用者による損
害賠償は、労災保険条例に規定されている労災の基準を下回ってはならない。
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　〔その後の案例の展開〕
　本件が公表されて以後、雇用関係と労働関係を区別し、未登録の個人
経営体と被用者の関係を雇用関係とし、労働法の適用を排除しながらも、
使用者の賠償責任を認定し、労働災害に関する法規定を参照して賠償額
を算定する事例が数多く現れた。本件と同じ法構成を採用している例と
して、2003年６月13日広東省汕頭市中級人民法院による（2001）汕中法
立上字第32号判決、2002年５月９日広東省広州市中級人民法院による

（2001）穂中法民終字第2522号判決、2002年６月27日広東省恵州市中級
人民法院による（2002）恵中法民一終字第74号判決、2002年11月26日雲
南省昆明市中級人民法院による（2002）昆民二終字第775号判決、広東
省佛山市中級人民法院による（2003）佛中法民一終字第854号判決、「劉
霞、杜夢昱、王運珍、杜全方 vs 趙学勤」64（四川省雅安市中級人民法院）
などが挙げられる65。
　その中、（2003）佛中法民一終字第854号判決は先行指導性案例よりも
一歩進んで、労災に関する規定を参照する理由を説明した。すなわち、

「上訴人の損害は労働法上の労働災害ではないが、上訴人と被上訴人の
間に雇用関係が存在し、労務の提供や報酬の支払いなど一般的な労働関
係の要素を含んでいるため、本件は労働災害損害賠償事件と類似してい
る…法律に明文規定のない契約について、他の法律の最も類似した規定
を参照することができると規定した契約法の原理に従い、本件は最も類
似する中華人民共和国労働法の関連規定と労働災害損害賠償事件に関す
る規定を参考に、賠償額を算定すべきである」、と66。判決理由をはっき

道路交通事故処理辦法を参照して賠償額を算定すると、労災の基準を下回るた
め、この規定は労災の基準を参照して賠償額を算定することを前提としている
と思われる。
64 北大法意に掲載されているが、案号と判決の時間は不明である。
65 それと対照的に、登録した個人経営体と被用者の関係を労働関係とし、仲
裁の前置を肯定した事例も現れている。（2003）海南民二終字第273号判決（海
南省海南中級人民法院、2003年８月27日）、（2006）佛中法民一終字第653号判
決（広東省佛山市中級人民法院、2006年８月31日）、（2006）佛中法民一終字第
1087号判決（広東省佛山市中級人民法院、2006年11月28日）などがそれである。
66 この事件では、賠償額の算定基準は争点の一つとなっている。１審は道路
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りと示したことで、当該ルールの説得力を強めたと思われる。

　〔評価〕
　リーディングケースは労働法２条１項および「『中華人民共和国労働
法』の貫徹執行の若干問題に関する意見」１条に対する解釈として、未
登録の個人経営体が労働法２条１項の個人経営組織に当たらないとし
て、それを労働法の適用範囲から除外した。その後の多くの案例はこの
解釈をそのまま援用し、それを一つのルールとして定着させたと評価で
きる。また、賠償額の算定基準として、労災に関する法規定を適用し、
その後の法によって承認されたことも、法の不足を補う一種のルール形
成だと言えよう。

　【案例３】労災保険条例における［機動車］には列車も含まれるとす
る事例67

　〔事実の概要〕
　X（原告）の夫 A は Z（第三者）の職員である。2004年６月13日、A
は仕事を終えて自転車で帰宅する途中、何家湾踏切で警報機の警報を無
視して、閉められたゲート（遮断機）を無断で開け、鉄道を横切ろうと
したところ、走ってきた列車にひかれて死亡した。
　鉄道警察の調査によると、事故の責任は A にある。
　なお、A の家庭の経済状況を考慮して、上海鉄道支局楊浦駅は一時
金などの補償12,775元を A の家族に支払った。
　2004年６月30日、Z は Y（被告・労災認定を行う行政機関）に対して、
A の労災の認定を申請した。2004年９月６日、Y は列車が労災保険条
例14条６号68の［機動車］に当たらないとして、虹口労認（2004）字第

交通事故処理辦法を適用したが、２審はそれを破棄し、労災に関する法規定を
適用した。
67 上海市高級人民法院編『2007年上海法院案例精選』（人民法院出版社、2008年）
393 ～ 387頁参照。本件は上海市虹口区人民法院による判決である。判決を下
した日時と案号は不明である。
68 労災保険条例14条は労災と認定すべき具体的な事由を規定していて、「出勤・
退勤の途中、［機動車］事故による傷害を受けたこと」もその一つとされてい
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180号労災認定書を作成し、A の死亡が労災に当たらないと認定した。
2004年９月23日、X はそれに不服として、上海市労働と社会保障局（Y
の上級機関）に対して、行政不服申立てを行ったが、審査の結果、Y の
処分が維持された。
　そこで、X は Y に対し、具体的な行政行為（虹口労認（2004）字第
180号労災認定書）の取り消しを求めて訴訟を提起した。
　それに対して、Y は道路交通安全法119条３号69と道路交通管理条例
３条１号70を根拠に、列車が労災保険条例14条６号の［機動車］に当た
らないことを抗弁として主張した。

　〔判旨〕
　請求認容。

　〔判決理由〕
　Y は道路交通安全法119条３号と道路交通管理条例３条１号を根拠
に、列車が労災保険条例14条６号の［機動車］に当たらないと解釈した
が、それは狭義の解釈である。
　労災保険条例が調整する法律関係の外延は道路交通に関する法律のそ
れとは異なるため、労災保険条例14条６号における［機動車］は、道路
を走行する車両に限定されない。つまり、客観的な現状に符合する合理・・・・・・・・・・・・・

的な解釈・・・・によれば、列車、地下鉄、ライトレールなども［機動車］に含

る（同６号）。
69 道路交通安全法（2003年10月28日公布、2004年５月１日施行）119条３号は
本法における［機動車］の定義を以下のように規定している。すなわち、「［機
動車］は、動力装置によって駆動または牽引され、道路を走行し、人員の乗用、
部品の運搬または工事の専門作業の進行に供する装輪式車両を指す」とされて
いる。
70 道路交通管理条例（1988年３月９日公布、同８月１日施行）３条は「本条例
における車両は、道路を走行する下記［機動車］と［非機動車］を指す」とし
た上で、［機動車］については、「［機動車］は各種自動車、路面電車、バッテリー
カー［電瓶車］、バイク、トラクター、装輪式専用機械車を指す」（同１号）と
規定している。
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まれる。したがって、A が遭遇した列車事故も労災保険条例14条６号
における［機動車］事故に当たる。

　〔コメント〕
　１．本判決の位置づけ
　本件は2008年に出版された案例集に掲載されているが、2007年２月１
日にすでに報道されたことから71、判決が下されたのは2007年２月より
も前だと分かる。後の同種事件の判決日時と比べて比較的に早いである
が、労災保険条例における［機動車］に列車が含まれるとする判決は、
本件が初めてではない。2005年７月、成都市金牛区人民法院による判決
で、すでに類似する判断が示されていた72。
　当該事件の概要は以下の通りです。2004年６月17日、X の職員 Z（第
三者）が出勤途中、列車にぶつかられて負傷した。Z は Y に対して労
災認定の申請をし、Y は列車も［機動車］に当たるとして、Z の傷害が
労災だと認定した。その後、X はそれに不服があって、「列車事故は［機
動車］事故に当たらない」として、認定の取り消しを求めて訴訟を提起
した。それに対して、法院は「列車は［機動車］に当たらないはず・・・・・・・だが、
労働者の権益を保護する労災保険条例の立法目的からして、［機動車］
の範囲を広く理解すべきである」と述べて、X の請求を棄却した。列車
が［機動車］に当たらないはずだと一言前置を置いたが、立法目的から

［機動車］を広く解釈した点において、本件と同じ展開だと言えよう。
　しかしながら、成都市金牛区法院による判決は本件と違って、高級法
院の案例集に掲載されておらず、人民法院報によって報道されることも
なかった。指導性案例ではないし、全国的な影響力をもつ新聞による報
道で裁判官に周知される条件もクリアしていないことから、本件と比べ
ると、先例としての価値が低いと思われる。指導性案例として、「労災
保険条例における［機動車］には列車も含まれる」というルールを確立

71 高万泉＝顧瓊「下班途中死於火車碰撞属工傷──上海審結一起労働争議案」
人民法院報2007年２月１日４面参照。
72 晨迪「職工上班途中被火車撞傷算工傷」就業与保障2007年５期35頁。
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したという意味で、本件はリーディングケースだと言えよう73。

　２．最高法院公報に掲載されている案例と違って、上海市高級法院の
案例集に掲載されている本件は、案例の後に編集者の「解説」が書かれ
ている。これは日本における「調査官解説」に似ていて、案例に示され
た解釈論をより具体的に展開している。
　本件の場合、解説者は以下のような解釈論を示した。つまり、①労災
保険条例に［機動車］の明確な定義がない。したがって、それを解釈し
なければならない。②条文の文意からみると、「道路を走行する車両」
以外の［機動車］の技術的な特徴に符合するその他の車両は除外されて
いないため、道路交通安全法と道路交通管理条例における［機動車］の
概念を機械的に引用してはならない。③労災保険条例の立法目的は労働
者の権益保護の強化であるため、［機動車］の範囲について、広義の解
釈を採用すべきである。その場合、列車も［機動車］に当たる。本件に
即して言えば、仕事帰りに列車にひかれて死亡した場合は労災に当たる
とした裁判官の判断は妥当である。
　このような解釈は指導性案例が示したルールを理解する一助となる
し、当該ルール自体の説得力をも高める。なぜなら、ルールを理解でき
なければ、後の同種事件でそれを適用することもできないからである。
したがって、学者による案例評釈が未発達の中国において、このような
解説はとても重要な意義を持っていると思われる。

　〔その後の案例の展開〕
　「北大法意」には同種の事件が収録されていないが、雑誌に掲載され
ている案例や後に最高法院の案例集に掲載された指導性案例を見る限
り、本件判決が人民法院報によって報道されて以降、同種事件における

73 本件が報道されてから、各地の裁判所では同じような判断が下されるよう
になり、「列車は機動車ではない」という認識が過去の歴史となったと言われ
ている。馬楽楽「上下班途中被電動自転車撞傷被認定為工傷」http://www.
my818.cn/ReadNews4.asp?table_name=4&NewsID=287（最終訪問日、2009年
10月31日）



論　　　説

［121］ 北法63（6・404）2032

［機動車］の解釈は統一されたと思われる。
　たとえば、武漢市に起きた同種の事件において74、X が仕事帰りに、
列車にひかれて右足を失ったことについて、Y（行政機関）は列車が［機
動車］に当たらないため、X の傷害が労災ではないと認定した。X が訴
訟を提起し、１審法院は列車が［機動車］に当たらないとして、X の請
求を棄却したのに対して、２審法院は「現行法律（労災保険条例）では
列車が［機動車］に当たらないと明確に規定した条文がない」ことを理
由に、列車事故も［機動車］事故であるとし、X に逆転勝訴の判決を下
した。なお、この案例の２審判決が下された期日は不明であるが、掲載
雑誌の情報（2007年６月号）や、原告側逆転勝訴の判決を下したことか
ら、本件判決の報道の影響を受けているのではないかと推測される75。
　また、本件判決より少し遅れて、『人民法院案例選』にも同種の案例
が掲載された76。当該指導性案例は最高法院による案例集に掲載されて
いるため、上海市高級法院の案例集よりも影響力が大きいと思われる。
また、十数年にわたる訴訟の経過から、同じ問題に関する法院の見解の
変遷も見てとれる77。公表が本件判決の報道より遅れていなかったら、

74 １審判決は2006年３月30日に武漢市江漢区人民法院によって下され、２審判
決は武漢市中級人民法院によって下された（判決の期日や案号は不明である）。
譚立独「較真火車軋右腿不能算工傷打工妹玩不起『法律遊戯』」工友2007年６
期５～７頁参照。
75 同様な推測が当てはまる事件として、毛愛東「火車属於機動車嗎」浙江人
大2007年６期57頁参照。
76 最高人民法院中国応用法学研究所編『人民法院案例選2007年第４輯』（人民
法院出版社、2008年）415 ～ 422頁。
77 訴訟の経過は以下の通りである。1996年９月19日 X が仕事帰りに列車にひ
かれて両足を失い、その後 Y に対して労災認定の申請を行った。Y は2000年
に列車が［機動車］に当たらないため、X の傷害は労災ではないと認定した。
同５月に X は訴訟を提起したが、法院は列車が［機動車］に当たらないと判
示したため、１審、２審ともに敗訴で終わった。（なお、当時の準拠法はしかし、
X はそれでも不服があるとして、2004年に省高級法院に「申訴」を行った。同
12月に高級法院は原審判決を破棄し、中級法院に差し戻した。2005年８月に中
級法院による再審が行われ、X が逆転勝訴した。しかしながら、2005年12月に
Y は改めて列車が［機動車］に当たらないとして、X の傷害は労災ではないと
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同種事件のリーディングケースになっていたかもしれない。ちなみに、
この指導性案例にも解説が付いていて、しかもリーディングケースに触
れている。それはリーディングケースによって確立されたルールを最高法
院の案例集が再確認したことを意味しており、地方の高級法院の案例集に
掲載されているリーディングケースの影響力の不足を補ったと言えよう。

　〔評価〕
　実務界において、労災保険条例14条６号における［機動車］の解釈に
めぐって意見が分かれている。見解が分かれたのは労災保険に関する旧
法と新法の規定が異なっているためである。
　

表4.2　労災保険に関する新旧法律対照表

旧法・企業職員労災保険試行辦法
８条９号

新法・労災保険条例
14条６号

傷害を受けた時間と場所 出退勤の途中
規定された時間・ルート

出退勤の途中
時間・ルートに関する規定
なし

本人の責任に関する要件 本人に責任・主要責任がない なし

［機動車］の範囲 ［道路交通機動車］ ［機動車］（道路交通という
限定なし）

　列車が［機動車］に当たるとする説は、労災保険条例14条６号が旧法
の「道路交通」という限定を取り除いたため、「労働者に対する保護の
範囲を拡大した。……［機動車］には、『道路交通』という制限がない
ため、排除されたのは［非機動車］であり、その範囲には『道路交通』
という意味での機動車の他、当然ながらレール上を走る装輪式の列車や
リニアモーターカーなども含まれている」と主張する78。

認定した。それを受けて、2006年２月に X がもう一度提訴した。１審判決（2007
年６月、南京市白下区人民法院）は列車が［機動車］に当たるとして、Y の認
定の取り消しを容認した。その後、X は法院に Y に対して、「X の傷害が労災
である」と認定するように命令することを求めて上訴したが、２審（2007年10
月、南京市中級人民法院）はそれを棄却し、１審判決を維持した。
78 山東省高級人民法院行政審判庭本刊編輯部「労働工傷行政確認案件法律適
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　それに対して、列車が［機動車］に当たらないとする説は、「道路交通」
という制限がなくなったため、非道路上の交通事故でも労災だと認定で
きる。しかし、「［機動車］に関しては道路交通安全法の規定に従って、
正確に理解しなければならない。鉄道、飛行機、船舶などの交通手段は
道路交通安全法に規定されている［機動車］に属さないため、……鉄道、
飛行機、船舶などの交通手段による傷害は労災だと認定できない」とし
ている79。
　本件判決とその後の最高法院の案例集に掲載された同種の指導性案例
はこのような見解の対立に終止符を打ったと思われる。実際のところ、
列車が［機動車］に当たらないとする説はその後主張されなくなった。
したがって、これらの指導性案例は案例２と同様、裁判官による法解釈
が新しいルールとして定着するという案例による法形成の実例としての
意味を有する。そのほか、後続の指導性案例の解説が先例に触れている
ことは、案例の先例としての意義が少しずつ意識されるようになったこ
とを示していると考えられる80。また、とても珍しい例ではあるが、訴
訟の当事者によって、本件指導性案例が引用されたという報道もある81。
これは一部の市民の間で、先例を引用して自分の主張の正当性を証明す
る意識が芽生えたことを証明していると思われる。
　最後に、本件判決の解釈は案例による法形成の実例として評価できる
が、解釈自体は立法者の理解と乖離している可能性があることを指摘し
ておきたい。2009年７月24日に公表された国務院「『労災保険条例』の

用問題研究」山東審判2006年２期22頁。
79 江蘇省高級人民法院行政審判庭「工傷保険行政案件審理若干問題研究」法
律適用2005年10期43頁。
80 その後の事例（2008年11月25日、本溪市明山区人民法院）において、仕事
帰りに列車にひかれて負傷した場合は労災に当たると認定した裁判官は、イ
ンタビューで先例に参照して判決を下したと認めている。金松「下班被撞算
不算工傷取決於火車算不算機動車」http://www.lnd.com.cn/htm/2008-11/26/
content_428779.htm（最終訪問日、2009年10月８日）
81 訴訟当事者（原告）が2007年12月の同種事件の訴訟において、本件判決を引
用したと報道されている。劉佳麗・范暁林「上下班途中被火車撞了算不算工傷」
http://www.btophr.com/s_mfile/10909.shtml（最終訪問日、2009年10月31日）
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改正に関する決定（意見公募草案）」は14条６号を削除した。書かれた
立法理由の一つは、2006年に「自動車［機動車］交通事故責任強制保険
条例」が実施され、出退勤途中に［機動車］事故の傷害を受けた労働者
は自動車交通事故責任強制保険から賠償が得られるようになり、民事訴
訟によって損害の補てんも可能になったことである。それを見る限り、
立法者は決して［機動車］を広く解釈することを想定しておらず、むし
ろ自動車交通事故による傷害に限定していたように思われる（なお、
2010年12月20日に改正された「労災保険条例」14条６号の規定によると、
出退勤の途中に発生した、本人に主な責めを帰すべからざる交通事故、
都市部のレールトランジットの事故、連絡船・フェリーの事故、および
鉄道事故によってもたらされた損害が労災に当たる）。こういう理解が
正しければ、指導性案例の解釈は立法本意に反する解釈となり、そのルー
ル形成の性格がますます強まるだろう。

　【案例４】胎児の不法行為に基づく損害賠償請求権を認めた事例82

　〔事実の概要〕
　2002年９月19日、X（原告）の父 A がバイクを運転して、Y（被告）
が違法駐車していた三輪バイクと衝突し、死亡した。福清市と福州市の
交通警察が作成した道路交通事故責任認定書によると、Y は当該事故の
主要責任を負わなければならない（A は二次的な責任を負う）。当時、
A の妻 B が妊娠しており、2003年４月４日に X を出産した。その後、
B は X の法定代理人として、Y に対して X の扶養費用19,700元の40％
に当たる7,680元の損害賠償を求めて、訴訟を提起した。
　それに対して、Y は事故発生当時、X がまだ出生していなかったため、
民事権利能力を有しておらず、生前の A の実際の被扶養者でもないた
め、損害賠償請求権を有しないことを抗弁として主張した。

　〔判旨〕

82 国家法官学院＝中国人民大学法学院編『中国審判案例要覧（2004年民事審
判案例巻）』（中国人民大学出版社、人民法院出版社、2004年）237頁以下掲載、
福建省福清市人民法院2003年９月４日（2003）融宏民初字第041号判決。
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　請求認容。

　〔判決理由〕
　胎児が生まれることは自然の摂理であり、未成年者が父母の扶養を請
求するのは法が与えた権利である。X は A の嫡出子であり、A の扶養
を請求する権利を有する。しかし、X は出生後、A の扶養を受ける権
利がその死亡によって実現不可能となり、被扶養権が侵害されたのであ
る。当該権利侵害が Y の違法行為との間に因果関係があるため、法の
公平、正義および社会の公序良俗を維持するために、X の請求を認める。

　〔コメント〕
　１．本判決の位置づけ
　本件は同時に公表された、胎児の不法行為に基づく損害賠償請求権を
認めた２件の指導性案例のうちの１件である83。１年前の同案例集に胎
児が民事権利能力を有しないことを理由に、原告適格を認めなかった案
例を掲載していたため84、本件が胎児の原告適格を肯定し、その不法行
為に基づく損害賠償請求権をも認めたという意味において、先例を変更
したのであって、同種事件の新しいリーディングケースになったと言え
よう。

83 もう１件は、『中国審判案例要覧（2004年民事審判案例巻）』233頁以下掲載、
河北省高級人民法院2003年６月26日（2003）冀民一終字第49号判決。判決の期
日は本件よりも早いが、請求権の有無が争点となっておらず、ただ裁判官が判
決理由で「胎児は母体の一部でありながら、その体は出産前から身体上の利益
を有し、法律の保護を受ける。その利益が侵害された場合、胎児は生きて生ま
れたときに、権利の主体として保護請求権を行使できる」と述べただけである。
それは傍論に当たると思われるため、請求権の有無が争点となった本件を選ん
だのである。なお、本件と違って、この案例は汚染物質による胎児の身体に対
する直接の侵害に基づく損害賠償請求である。
84 国家法官学院＝中国人民大学法学院編『中国審判案例要覧（2003年民事審
判案例巻）』（中国人民大学出版社、人民法院出版社、2003年）277頁以下掲載、
江蘇省無錫市濱湖区人民法院2002年６月18日（2001）濱馬民初字第129号判決。
当該案例は胎児の原告適格を認めないとしつつも、その母親に対する賠償額の
調整で胎児の権益を保護しようとした。
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　２．中国は胎児の権益保護に関して、絶対主義を採用していて、胎児
に権利能力がないという原則を貫徹する立法をしている85。本件はそれ
を修正し、胎児でも損害賠償請求権を取得できるとしたのである。ただ
し、裁判官は判決理由の中で、その法的根拠を示しておらず、結論を正
当化するために「法の公平、正義および社会の公序良俗を維持する」こ
とを理由として挙げただけである。もう１件の指導性案例も同様な問題
が指摘できる。なお、後者の判決理由86を見れば、裁判官が「人身権延
伸保護説」87の影響を受けて、胎児の損害賠償請求権を認めたと思われ
る。いずれにせよ、裁判官が胎児の権益を保護しようとする姿勢は評価
できるが、制定法との関係から見れば、法規定を実質的に修正したとし
か言いようがない。まさに裁判官による法形成［法官造法］である。

　〔その後の案例の展開〕
　胎児の権利能力を否定し、原告適格がないとした指導性案例から一変、
胎児の不法行為に基づく損害賠償請求権を認めた指導性案例が２件同時
に公表されて以降、（生きて生まれた）胎児の損害賠償請求を認めた判
決が続出したのである。たとえば、2005年10月17日江蘇省靖江市人民法
院（2005）靖民初字第565号判決、2009年１月14日重慶市彭水苗族土家
族自治県人民法院（2008）彭法民初字第674号判決（以上、「北大法意」
掲載）があるほか、天津市経済技術開発区法院も2005年に同じ趣旨の判
決を下しており88、2005年12月８日江蘇省揚州市中級人民法院（2005）
揚民一終字第0400号判決や、2006年河南省内郷県人民法院（2006）内法

85 民法通則９条は、「公民は出生から死亡するまで、民事権利能力を有し、法
により民事権利を享有し、民事義務を担う」と規定している。なお、相続法（1985
年４月10日公布、同10月１日施行）28条によると、相続の遺産分割にあたって、
その相続分が留保される。
86 前掲注（83）参照。
87 胎児に先在的な身体上の利益を有し、法律の保護を受けるとし、その条件
として、胎児は生きて生まれることが必要とされる。楊立新＝王海英＝孫博「人
身権的延伸法律保護」法学研究1995年２期参照。
88 李経網＝高立紅＝許源「父親不幸車禍死亡『遺腹子』獲得賠償」人民法院
報2005年８月６日４面。
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民初字第270号判決など89の案例も公表されている。
　なお、判決の時期は同じく2003年であるが、2006年に初めて指導性案
例として公表されたものもある90。当該指導性案例は最高法院公報に掲
載されているため、本件よりも権威的であるが、公表が遅いであること
から、一連の裁判例の流れを踏まえて、胎児の原告適格と損害賠償請求
権を再確認するために掲載されたと思われる。

　〔評価〕
　本件のように、具体的な法解釈論を示さず、法規定を実質的に修正し
た例はあまり多くないと思われるが、指導性案例が一旦あるルールを確
立したら、裁判官はその説得力や法規定との整合性などをあまり意識せ
ず、それを適用する傾向がある。実際のところ、最高法院公報に掲載さ
れている案例を除けば、残りのすべての判決の中で、具体的な法律の条
文に関わる解釈論を展開した例は一件もない。立法本意に反すると思わ

89 それぞれ、趙明「侵権人応負担遺腹子的扶養費」人民法院報2006年10月18日
６面、楊慧文「胎児在交通事故後出生可獲得扶養費賠償」人民法院報2007年８
月17日５面。なお、この２つの案例は人民法院報によって報道された一般の案
例と違って、裁判要旨、事実概要［案情］、判決と評釈の四つの部分によって
構成され、体裁から見ると、『人民法院案例選』などの最高法院の公式案例集
に似ている。特に「裁判要旨」が判決理由から具体的なルールを抽出し、それ
を明確に示している点は特徴的であり、案例指導性を意識していると思われる。
90 最高人民法院公報2006年３期35頁以下掲載、四川省瀘州市江陽区人民法院
2003年５月28日判決、案号不明である。なお、この指導性案例とともに［裁判
摘要］（判決における解釈論の要旨）も掲載されている。それによると、民法
通則19条後段は「（公民の身体を侵害し）死亡をもたらした場合、葬儀の費用
や、死者が生前扶養していた人の必要生活費などの費用を支払わなければなら
ない」と規定しており、判決は「生前扶養していた人」には「死者が扶養すべ
きであったが、死亡事故の発生によって、まだ死者によって扶養されていない
子」も含まれると解釈した。それを見る限り、先例よりも単純明快な解釈論を
展開しているが、民法通則９条との関係は説明されておらず、まだ強引な解釈
だと言えよう。また、法的構成が変わっているため、胎児の原告適格と損害賠
償請求権を認めたからと言って、先例のルールを再確認したと言えるかどうか
について、議論の余地がある。
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れる解釈論を展開した案例３のルールを、そのまま適用してきた裁判官
と同様、本件と同じ判断を示した裁判官たちも、先例の正当性を考慮せ
ず、それを機械的に適用したような印象が見受けられる。ただし、胎児
を保護しようとする先例の実質的な合理性を認めて、法との整合性など
形式面の問題を無視して、自らの正義感覚から、能動的に指導性案例の
ルールの適用を選択した可能性もある。その可能性があることは、案例
３と同様な判断を下した裁判官たちについても言えるだろう（特に列車
が［機動車］に当たらないはずだとしながら、［機動車］を広く解釈し
た成都市金牛区法院の裁判官は自らの正義感覚からそのような判決を下
したと考えられる）。

　【案例５】［假一罰十］（商品が偽物であれば、代金の10倍を賠償する）
を売主の申込とし、契約に従って商品代金10倍の損害賠償を認めた事
例91

　〔事実の概要〕
　X（原告・買主）は2001年８月24日に Y（被告・売主）から4,200元の
価格でサムソンブランドの携帯電話を一台購入した。購入時に Y は X
に対して、「商品が偽物であれば、代金の10倍で賠償する」と言って、
携帯電話が本物のサムソンブランドの商品であることを保証した。また、
Y の店舗の前には、［假一罰十］という看板もあった。ところが、同８
月29日に上海市製品品質監督検査所が鑑定した結果、当該携帯電話は偽
物（サムソンブランドの模造品）であることが判明した。それを受けて、
X は Y に対して、4,200元の代金の返還、代金の10倍に当たる42,000元
の損害賠償および鑑定料200元の支払いを求めて、訴訟を提起した。
　それに対して、Y は①［假一罰十］の看板を立てたのは2001年８月25
日であって、それ以前に買われた携帯電話には遡及しないこと、②［假
一罰十］の約束は、模造品の携帯電話の販売を促進するための売り文句
であるため、消費者権益保護法49条92を適用すべきであることを抗弁と

91 『中国審判案例要覧（2003年民事審判案例巻）』107頁以下掲載、上海市第一
中級人民法院2002年８月20日（2002）滬一中民一（民）終字第1524号判決。
92 消費者権益保護法（1993年10月31日公布、1994年１月１日施行）49条による
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して主張した。
　１審（上海市徐匯区人民法院）は以下のように判断した。①［假一罰
十］は消費者に対する申込であり、X が Y から携帯電話を買った時点
でそれが契約の一部として承諾されたため、法的拘束力を持つ。② Y
は看板が2001年８月25日に立てられたことを立証できていない。以上の
判断に基づき、法院は消費者権益保護法49条の適用を排除し、契約法８
条93に従って、X の請求をすべて認めた。
　Y は１審に不服として、１審の時と同じ理由に基づき、上海市第一中
級人民法院に上訴した。

　〔判旨〕
　上訴棄却

　〔判決理由〕
　Y の［假一罰十］という約束は消費者に対する申込である。法律には
それを禁止する規定がない・・・・・・・・・・・・ため、それが有効である。看板が2001年８月
25日に立てられたことを立証できていないため、［假一罰十］の約束に
従って賠償責任を負わなければならない。

　〔コメント〕
　１．本判決の位置づけ
　消費者権益保護法49条を適用して商品代金２倍の賠償を認めた指導性
案例は本件以前にもあったが94、本件のように、売主が［假一罰十］を

と、「事業者は、商品またはサービスを提供するときに詐欺行為を行った場合、
消費者の要求に従って、その受けた損害の賠償を増額しなければならず、賠償
を増額する金額は消費者が購入した価格、またはサービスを受けた費用と同額
とする」。
93 契約法（1999年３月15日公布、同10月１日施行）８条によると、「法に基づ
き成立した契約は当事者に対して法的拘束力を有する。当事者は約束に従って
自らの義務を履行しなければならず、無断で契約を変更、解除してはならない。
法に基づき成立した契約は、法によって保護される」。
94 江蘇省南京市玄武区人民法院1997年４月４日（1997）玄民初字第270号判決。
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約束した場合、消費者権益保護法49条の規定以上の賠償額を認めるべき
かどうかについて、法院の判断が示されたのは、本件が初めてである（「北
大法意」調べ）。したがって、本件は［假一罰十］の有効性を認めたリー
ディングケースに当たる。なお、本件判決は最高法院公報ではなく、『中
国審判案例要覧』に掲載されている指導性案例である。権威性の面では
公報掲載の案例に劣るが、最高法院による出版物として、全国的な影響
力を持つ点においては、公報と同じである。

　２．［假一罰十］を売主による申込と認定し、契約法８条という一般
条項を適用して、その有効性を認めた構成は単純明快であるが、消費者
権益保護法49条との関係で問題が残る。つまり、49条は、事業者に詐欺
行為があったと認められる場合の賠償額の上限を規定している条文であ
るかどうかの問題がある。それに関して、法院は「法律には［假一罰十］
を禁止する規定がない」と述べたことから、消費者権益保護法49条は賠
償額の上限を規定し、当事者間でそれを超える賠償額を取り決めること
を禁止する条文ではないと解したことが窺える。

　〔その後の案例の展開〕
　［假一罰十］という約束があれば、消費者権益保護法49条を適用せず、
契約としてその法的拘束力を肯定し、買主の賠償請求を認める本件の構成
は、その後の案例にも援用され、基本的には一つのルールとして定着した。
　例えば、本件が公表されてから１年後、同じ案例集に本件と同じ構成
の指導性案例がもう一件掲載された95。当該指導性案例も模造品の携帯
電話を販売した売主が［假一罰十］を約束し、偽物だとばれて買主に訴
えられてから、［假一罰十］を掲げた期日と消費者権益保護法49条の適
用にめぐって争った事件である。法院の判断も本件と同じであるが、「消
費者権益保護法49条は商品代金２倍の賠償と規定しているが、それは事
業者が自ら民事責任を加重することを禁止しているわけではない」と本
件よりもはっきりと消費者権益保護法49条の規定を解釈したのである。

95 『中国審判案例要覧（2004年民事審判案例巻）』59頁以下掲載、北京市第一中
級人民法院2003年９月20日（2003）一中民終字第10635号判決。
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より明確にルールを示したと言えよう。その他、2007年３月23日北京市
第二中級人民法院（2007）二中民終字第02759号判決も同じ構成を採用し
た96。
　人民法院報によって報道された同種の事件のほとんどについて、より
具体的にいうと、江西省上猶県人民法院や河南省鄭州市二七区人民法院、
河南省民権県人民法院、湖南省長沙市開福区人民法院、上海市虹口区人
民法院、北京市海淀区人民法院、広東省中山市中級人民法院などを含む
全国各地の法院がこの問題について同様な解決を与えた97。また、イン
ターネットでも同種の事件が数多く見られる。しかも、一部の事例は法
院の判決ではなく、調停によって決着がつけられたのである。なお、判
決によって解決された事件は本件と同じ構成である98。調停については、
江蘇省無錫市祟安区人民法院や江蘇省宝応県消費者協会による調停が１
例ずつある99。

96 なお、この事件において、法院は売主の責任が比較的に軽いことを鑑み、
賠償額の減額を認めた（商品代金の５倍）。
97 全部で計７件があって、報道の時間順に羅列した。それぞれ、陳正＝頼道
文「商家違約售仮煙假一賠十担責任」人民法院報2005年４月27日４面、「商業
承諾非児戯河南一医薬公司被判『假一罰十』」人民法院報2005年５月12日１面、
蒋婭「専売店里売假貨『假一罰十』応承諾」人民法院報2005年７月14日４面、
龍偉＝鉄筆「長沙一超市売假薬被判十倍賠償」人民法院報2005年８月11日４面、
高万泉＝陳麗「広告承諾中『假一罰十』的性質」人民法院報2005年９月19日４
面、韋悦「法院認定商家発票『假一罰十』承諾有効北京一消費者獲10倍賠償」
人民法院報2008年１月18日４面、田浩＝張慧鵬＝李志金「承諾作出以後──商
家銷售假手机被訴依約十倍賠償案始末」人民法院報2008年11月６日８面参照。
なお、最後の一件は中央テレビ局の「社会と法」という番組で、2007年度の全
国的な影響力を持つ15個の案例の一つに選ばれて、大々的に報道された。１審
は２倍の賠償しか認められなかったが、２審は10倍の賠償を認めて、事実上本
件指導性案例のルールを再確認した。
98 例えば、広東省深セン市宝安区人民法院による判決が10倍の損害賠償を
認 め て い る。 具 体 的 に は、http://news.xinhuanet.com/legal/2007-10/19/
content_6907930.htm（最終訪問日2009年12月31日）参照。
99 前者は５倍の損害賠償で和解したが、後者はやはり10倍の損害賠償で調停が
成立した。それぞれ、http://www.chinamil.com.cn/site1/xwpdxw/2009-06/11/
content_1795654.htm、http://www.yzxx315.com/html_6116.htm（最終訪問日
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　ところが、消費者権益保護法49条が賠償額の上限を規定しているとし
て、10倍の賠償を認めなかった例もある。2007年に天津市南開区人民法
院が、2009年に雲南省大理州中級人民法院がそれぞれの判決において、

「假一罰十」の約束が消費者権益保護法の規定に反することを理由に、
その効力を否定し、商品代金２倍の賠償しか認めなかった100。

　〔評価〕
　『中国審判案例要覧』が２年連続で『假一罰十』に関する指導性案例
を掲載し、消費者権益保護法49条は賠償額の上限を設定する条文ではな
く、当事者の間で２倍を超える賠償額を約束することは有効だと確認し
た。その後の同種事件の判決も基本的には先例に追随している。しかも、
2004年３月12日に工商行政管理総局が公布した「消費者権益を侵害する
行為の処理に関する若干規定」という行政規則の１条２項前段は、「事
業者は消費者との間に約束があり、または消費者に対して保証をした場
合、約束または保証の内容が消費者の合法的な権益の保護に有利であり、
かつ法律や法規の強行規定よりも厳しい場合、当該約束または保証に
従って履行する」と規定した。「仮一罰十」という約束は、「消費者の合
法的な権益の保護に有利であり、かつ法律の強行規定よりも厳しい」で
あるため、消費者権益保護法49条と矛盾せず、有効だと認めるべきであ
ろう。つまり、指導性案例の法に対する解釈は、後の行政規則によって
再確認されたのである101。
　それにもかかわらず、少なくとも２件の反対事例があることは、指導
性案例はおろか、大量に報道された同類事件や、行政規則があっても、
先例によって確立されたルールがまだ裁判官の間に完全に浸透していな
いという現状を露わにした。特に2007年の天津市南開区人民法院による

2009年12月31日）参照。
100 それぞれ、張暁敏＝何錦輝「三万買只假翡翠蛤蟆玉器店被判退一賠一法官
提醒：假『一』不能賠『十』」人民法院報2007年７月４日４面、唐時華＝馮楊
＝儲皖中「10瓶假茅台的賠償之訴」法制日報2010年１月21日12面参照。
101 なお、当該行政規則の名宛人は地方各級工商行政管理機関であるため、裁
判規範ではない。ただし、訴訟の時に、参照の対象となる。
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判決が、ずっと先例と同様に処理された同種の事件を報道してきた人民
法院報に掲載されたことは衝撃的である。少なくとも、この事例の編集
者は先例との関係をまったく意識せず、それを掲載したと思われる。当
該事例は指導性案例ではないが、下級法院の裁判官が当該事例を掲載し
た意義をはきちがえる可能性も否定できない102。このように、指導性案
例と一致する事例が続出する一方、それを知らずにそれに反する判決を
出す裁判官もいるし、指導性案例を公表できる立場の人間もそれに反す
る判決を堂々と報道している。先例を調べ、先例に従うという意識が浸
透していないことはこの例からも窺える。

　以上の５つの事例を見る限り、法を解釈し、または法の不足を補って
ルールを形成する指導性案例があることは明らかであろう。そして、先
例を調べて、それに従って判決を下す裁判官もいることは、これらの指
導性案例と同じ法的構成を採用する後続事例の数々から推測できる。少
なくとも、ここで検証した指導性案例（全体の極一部にすぎないが）は

「事実上の拘束力」を持っていると評価できよう。そういう意味では、
中国にも先例としての拘束力を持つ「判例」があると言えよう103。

102 案例３のように、地方の高級法院による指導性案例が人民法院報の報道に
よって、全国的な影響力を持つようになったことを鑑み、裁判に混乱をもたら
すリスクは決して低くはないのであろう。
103 ただし、一つのルールが指導性案例によって確立され、それを援用する裁
判例の蓄積によって、法として定着していく現象をどう説明すべきかに関して
は、別の次元の問題である。一方、先例を尊重する意識が向上し、一部の裁判
官がそれに従って判決を書くようになり、それを繰り返した結果、このような
現象が現れたという説明は成り立つ。この場合、重視されているのは、指導性
案例の先例としての形式的な合理性であるが、逆に先例の機械的な適用をもた
らす恐れがある。他方、裁判官が先例の内容についての価値判断を行い、その
結論が妥当だと判断した場合だけそれを適用し、裁判官の間で似た正義感覚が
共有されているため、先例の援用が繰り返され、同じ現象が現れたという説明
も可能であろう。その場合、重視されているのは、指導性案例の実質的な合理
性であるが、その適用が恣意になり、指導性案例全体に対する信頼を害する可
能性も秘めている。どちらの仮説が正しいかについて結論を出すためには、もっ
と事例を検証しなければならないが、後で検討する［同案不同判］の例や、案
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　ところが、以上のような実例がある一方、他方では［同案不同判］（［同
案異判］ともいう）という現象、すなわち、「同種の事例は同様に解決
せよ」という要請が無視され、同種の事件であるのにもかかわらず、異
なる判断が下される現象も大きな問題として取り上げられている104

（ネットで検索すれば、関連報道は確かに多いが、実際に学界における
議論はさほど活発的ではないと指摘する学者もいる105）。以下では、［同
案不同判］の事例を挙げて、何が問題とされているのかは見てみよう。

　３　案例にかかる現状のもう一つの側面──［同案不同判］
　［同案不同判］の現象は大きく分けて、２種類の状況が想定される。
１つは、指導性案例があるのにもかかわらず、後続事件の裁判官がそれ
を無視し（あるいはその存在を知らなかったがために）、先例と異なる
判断を下し、または先例との関係で著しくアンバランスな判断を下した
場合がある。指導性案例によって確立されたルールを無視したにせよ、
量刑や損害賠償の額が先例とのバランスを考慮しなかったにせよ、その

例３、案例４といった実例を見る限り、後者の方が現状に近いと思われる。ま
た、第３節で示すように、裁判官の間で先例を尊重する意識が形成されている
とは言い難いし、そのため、裁判統制システムがあっても、それが必ずしも裁
判官に指導性案例に従うよう強制しているわけではない。そういう意味では、
ここで取り上げた例が複数の裁判官の価値判断が偶然一致した産物である可能
性は否定できない。
104 ［同案不同判］の現象は一般人の公平感覚や正義感覚に反するため、それが
起きると、司法に対する国民の信頼が損なわれるし、腐敗があるのではないか
とみんなが疑うようになる。それが［同案不同判］の問題が大きく取り上げら
れている理由とされている。丁愛萍「『同案不同判』威及公衆法律信仰」人民政
壇2007年８期41頁、秦国輝「同案異判、誰之過」法律与生活2004年16期20頁参照。
105 殷増華「『同案不同判』的法理分析和現実対策」法制与社会2009年25期78頁
参照。確かに、［同案不同判］の問題を中心に議論を展開する論文の数は少ない。
ただし、司法の統一を図る重要な目的の一つとして、［同案不同判］を無くす
ことがよく取り上げられる。学者たちは決してこの問題に無関心なわけではな
い。また、後述（５章）するように、案例指導制度（または）判例制度を導入
する重要な動機の一つは法解釈・法適用を統一し、［同案不同判］の問題を解
決することである。
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結果、同種の事件が同様に解決されなかったため、［同案不同判］と評
価される。もう１つは、そもそも先例となる指導性案例が存在せず、法
や司法解釈の規定が不明確で、あるいは法規定がないため、裁判官が提
起された訴訟について、自分で考えて判断を下した場合、その結論が相
互に矛盾したり、量刑や賠償額に大きなばらつきがあったり、同じ結果
でもその理由が全く異なったりして、［同案不同判］と評価される場合
である。以下の実例は主に前者に関するものであるが、後者についても、
最後で簡単な例（ケース３）を挙げて説明する。

　《ケース１》現金自動預け払い機（ATM）の故障を利用して、巨額の
金銭を銀行から引き出し、窃盗罪（「金融機構の財物を窃取した」）とさ
れた同種の事件の量刑が著しくアンバランスとされる例
　【案例６】何鵬窃盗事件106

　〔参考条文〕
　刑法（2011年改正前）264条（窃盗罪）後段、同１号
　次の各号に掲げる事情の一つがある場合、無期懲役または死刑に処し、
財産の没収を併科する。
　一　金融機構の財物を窃取し、その額が特に巨額である場合。
　〔事実の概要〕
　本件被告人何鵬は2001年３月２日に10元の残高しかないキャッシュ
カードを使って、建設銀行の ATM で残高なしと確認したのにもかかわ
らず、100元を下ろすボタンを押した。ちょうど銀行のパソコンが故障し、
ATM が暴走していたため、100元が出された。それをチャンスと見た
被告人は現金を下ろし続け、計4,400元を下ろした。次の３月３日、被
告人はそれを繰り返し、７箇所の ATM で計425,300元を下ろし、二日
間で合計429,700元を下ろした。その後、隠ぺい工作として、キャッシュ
カードを遺失したと仮称し、銀行に届け出た。また、他人名義で54,300
元を銀行に預け入れ、残りの金の一部を使い、カードも捨てた。なお、

106 国家法官学院＝中国人民大学法学院編『中国審判案例要覧（2003年刑事審
判案例巻）』（中国人民大学出版社、人民法院出版社、2004年）250頁以下掲載、
2002年８月19日雲南省高級人民法院（2002）雲高刑終字第1397号判決。
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逮捕された後、被告人は下ろした現金を全額返還した。
　〔１審〕雲南省曲靖市中級人民法院
　弁護人は ATM が故障したから現金を下ろせたと認めつつも、被告人
の行為は銀行の許可を得て実現したもので、授権された行為と見るべき
であって、窃盗罪の「密かに窃取する」という要件を満たさなし、銀行
側にも過失があるため、不当利得で処理すべきだと主張した。
　それに対して、判決は被告人が不法占有の目的で ATM から銀行の現
金429,000元を下ろしたこと、キャッシュカードを捨てて、遺失したと
銀行に届け出たのは自分の行為でないことを装って、秘密にするためで
あることを理由に、被告人が「不法占有の目的で密かに金融機構の財物
を窃取した」と認定した。しかも、その額が特に巨額であることか
ら107、刑法264条１号に当たるとして、被告人を無期懲役に処し、個人の
全財産の没収を併科した（刑法57条１項）。これに対して、被告人は１
審と同じ理由で上訴した。
　〔２審〕雲南省高級人民法院
　上訴棄却。
　判決理由は１審と全く同じである。

　【案例７】許霆窃盗事件
　〔事実の概要〕
　本件被告人許霆は2006年４月21日に、残高170元余りのキャッシュカー
ドを持って、A（別件処理）とともに広州市商業銀行の ATM で100元
を下ろそうとしたところ、誤って1000元と入力した。ちょうど銀行のパ
ソコンがアップデート中に故障し、ATM が1,000元を出した。しかも、
残高に反映されると、１元しか下ろされていないということになった。
それをチャンスと見た被告人は ATM から175,000元を下ろし、すぐ逃
げて隠れた。その後、１年余りの逃亡生活を経て（その間、下ろした現

107 「窃盗事件の審理における具体的な法適用の若干問題に関する解釈」によれ
ば、各地方の高級法院が「特に巨額」の認定基準として、30,000元から100,000
元の間で最低限を設定することができるが、本件は100,000元を超えているた
め、特に巨額に当たる。



論　　　説

［137］ 北法63（6・388）2016

金を使い果たした）、2007年７月11日に逮捕された。
　〔１審〕広東省広州市中級人民法院108

　弁護人は被告人の行為は横領罪であり（刑法270条）、窃盗罪に当たら
ないと主張したが、１審判決は被告人が不法占有の目的で、密かに金融
機構の財物を窃取したとして、被告人を無期懲役に処し、個人の全財産
の没収を併科した（弁護人の主張に対して、認定した事実を述べただけ
である）。
　それに対して、被告人は自分の行為が窃盗罪に当たらないこと、銀行
側にも過失があること、A と比べて量刑が重すぎることを理由に上訴
した。
　〔２審〕広東省高級人民法院109

　破棄差戻し
　原審の事実は明らかではなく、証拠も不十分である。
　〔差戻し審１審〕広東省広州市中級人民法院110

　弁護人は①事実は明らかではなく、証拠も不十分であること、②被告
人は ATM の機能を破壊したわけではなく、その授権を経て現金を下ろ
したため、銀行に対して秘密ではないこと、③被告人の占有の意図は
ATM の故障によって誘発されたもので、偶然性が強く、模倣される心
配もなく、社会危害性が軽微であること、④被告人の行為は不当利得で
処理すべきであることなどを理由に無罪弁護を行った。
　それに対して、法院は事実認定に問題がなく、証拠も十分であるとし
た上で、被告人が下ろした現金を持って逃亡したのは、銀行にばれてい
ないと思って、隠し通せると思ったからであるとし、被告人は主観的に
不法占有の目的を持っており、客観的に密かに金融機構の財物を窃取し、
かつその額が特に巨額であると認定した。そして、本来なら、無期懲役
または死刑に処し、財産の没収を併科すべきであるとしつつも、被告人
の行為は計画的なものではなく、また破壊的な手段で金融機構の財物を
窃取する犯罪行為とも異なるため、その主観的悪意はあまり大きくないと

108 2007年（2007）穂中法刑二初字第196号判決。
109 2008年１月９日（2008）粤高法刑一終字第５号裁定。
110 2008年３月31日（2008）穂中法刑二重字第２号判決。
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認定した。以上の判断に基づき、法院は被告人を法定刑以下の刑罰に処す
ることができるとし、有期懲役５年、罰金20,000元の判決を下した111。
　これに対して、被告人はなお不服があるとして、上訴した。
　〔２審〕広東省高級人民法院112

　上訴棄却。
　解釈論を展開し、具体的に窃盗罪に当たる理由を説明しながら、差戻
し審１審の理由をそのまま援用して、法定刑以下の刑罰に処することを
正当化した。
　その後、最高法院の承認を経て113、２審裁定が発効した。

　〔コメント〕
　案例６との関係で案例７の量刑がアンバランスであることは明らかで
ある。被害金額からすると、案例７は案例６の約５分の２しかないが、
刑法上の評価として、同じく特に巨額に当たる。しかも、案例６の場合、
被告人は下ろした現金を全額返還したのに対して、案例７の場合は被告
人がそれを全部使い切ったのである。それ以外の事実関係で極めて高い
類似性を持つ２つの事件で、量刑でこれほどの差が出るとなると、もは
や［同案不同判］と評価するしかない。
　そして、案例６が指導性案例であり、案例７にとってはまさに先例で
ある。しかも、両事件の弁護人の主張も似ており、それを退けた判決の
構成もまた一致している。案例６が拘束力を持っていれば、本来の結果
として、案例７の被告も無期懲役に処されて、２審判決でそれが確定さ
れたはずであろう。実際、１審までの流れを見るかぎり、この２つの案
例も指導性案例の事実上の拘束力と法形成作用を証明する例になれたか
もしれない。そうならなかった理由は、案例６と違って、案例７は報道
され、インターネットによって影響力を広げ、学者、実務家、人大の代

111 刑法63条２項は、「犯罪分子に本法の定める刑を減軽する情状がなくても、
事件の特別の状況に基づき、最高人民法院の許可を経て、法定刑の下限以下の
刑を科すことができる」と規定している。本件はこの条文を適用したのである。
112 2008年５月23日（2008）粤高法刑一終字第170号裁定。
113 刑法63条２項参照、2008年８月20日最高法院（2008）刑核字第18号裁定。
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表まで巻き込んで、強い影響力をもつ世論を形成したところにある114。
　１審に対する世論の反応は、「量刑が重すぎた」との一言である115。世
論による大きなプレッシャーにさらされて、法院側が２つの選択肢が
あった。適法と評価されて指導性案例となった先例に従って１審判決を
維持するか、一般大衆の感覚に沿って量刑を調整するために１審に差戻
すかである。結局後者が選択されたのは、裁判に期待されている役割は
法に従って判決をすることにとどまらず、「社会効果」の実現も望まれ
ているからである116。つまり、「裁判において裁判官は社会的承認を取り
付けなければなら（ない）」とされているため117、一般大衆の感覚に応じ
て、事件は１審に差戻されたのである。しかし、事実認定と法の適用に
おいて特に問題がなく（だからこそ案例６は指導性案例として承認され
た）、被告人に法に定められた刑を減軽する情状もないため、仕方なく、
例外規定である刑法63条２項を適用し、最高法院の承認を取って、刑を
５年に減軽したのである118。
　以上のことを踏まえて、この例について２点を指摘しておきたい。一
つ、指導性案例は裁判統制システムによってその拘束力が保障されてい
るにせよ、裁判官の自由の選択によって従われているにせよ、裁判が「安

114 世論が如何に形成され、展開されたかについて、余亜蓮＝黄（王京）「許霆
案的『群衆感覚』」浙江人大2008年５期61頁以下参照。
115 余亜蓮＝黄（王京）・前掲注（114）62頁。
116 １審広州市中級人民法院刑事庭の庭長である甘正培は、「広東省高級法院に
よって差戻されてから、偵察機関と公訴機関が関連する証拠を補充し、さらに
深めて許霆の行為の社会危害性や犯罪構成などの問題について論証した。真面
目に公訴側と弁護側の意見を聞いた上で、（我々）は十分に法律効果と社会効
果の統一を考慮した」と述べたように、裁判では、法（先例）だけでなく、社
会効果を考慮しなければならないことは明らかである。談佳隆「許霆案由無期
改判５年、『類許霆案』怎幺辦」中国経済週刊2008年13期43頁参照。
117 坂口一成『現代中国刑事裁判論裁判をめぐる政治と法』（北海道大学出版会、
2009年）344頁。
118 １審と差戻し１審の量刑における大きな差は違う社会環境に置かれた必然的
な結果と評釈する論者もいる。案例６の１審と２審が同じ結果となったのは、裁
判が置かれていた社会環境に変化がなかったためである。汪明亮「許霆悪意取款
案的一個理論解読：定罪量刑模式視角」中国刑事法雑誌2008年７期８頁以下参照。
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定を第一として『改革・発展・安定』の実現に奉仕する作用であると考
えられている」以上119、「改革・発展・安定」の実現のために先例拘束性
を犠牲にしなければならない場合がある。一つ、指導性案例は当事者を
説得するための材料として、また一般大衆に抽象的な法を具体的に示す
規範として期待されているが120、先例の積み重ねがあるからと言って、
それが説得力を持つのではなく、当事者を含む一般大衆を納得させるた
めには、なおその内容の実質的合理性を求めなければならないと思われ
る。本件に即して言えば、下級法院は最高法院による指導性案例で自分
の判断を正当化することがでなかった。逆に先例が大衆の感覚から離れ
ているため、不当と評された。なお、案例６が当初から正しいルール・・・・・・を
確立していたら、案例７はそれを直接引用して、正しい結論・・・・・を導き出せ
たはずだとして、案例指導制度を確立すべきだと主張する議論もあ
る121。まさに、先例拘束性の形式的合理性を無視して、指導性案例の価
値を実質的合理性の一点に求めていると言えよう。

　《ケース２》指導性案例を迂回するための裁判所の行動が事実上の［同
案不同判］をもたらす例
　【案例８】民政部門が交通事故で死亡したホームレスに代わって、事
故責任者・保険会社に求償する原告適格を有しないとする事例122

　〔事実の概要〕
　2005年４月２日ホームレス A が Y1と Y2の責めに帰す交通事故に巻
き込まれて死亡した。Y1と Y2はそれぞれ保険会社 Y3と契約し、自分
が運転する自動車に責任保険をかけていた。原告 X は A が死亡した地
域を担当する民政局であり、自分がホームレスの救助を担当する政府部
門であり、ホームレスの権利主張を支援する役割を担っているため、交

119 坂口一成・前掲注（27）348頁。
120 胡雲騰＝於同志「案例指導制度若干重大疑難争議問題研究」沈徳咏『中国
特色案例指導制度研究』（人民法院出版社、2009年）８頁参照。
121 「借許霆案推動司法改革」中国新聞週刊2008年12期２頁参照。
122 最高法院公報2007年６期32頁以下掲載、2007年３月27日南京市中級人民法
院判決。
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通事故の被害者 A に代わって、その生命権が侵害されたことを理由に、
Y1と Y2に損害賠償、Y3に責任保険の範囲内で求償する権限を有すると
主張し、訴訟を提起した。それに対して、Y1、Y2と Y3はともに X が
原告適格を有しないことを抗弁として主張した。
　１審（江蘇省高淳県人民法院）は X と A の間に行政的な法律関係が
あるものの、民事的な法律関係がないことを理由に、Ｘが原告適格を有
しないと認定し、その訴えを却下した。X はそれに不服とし、南京市中
級人民法院に上訴した。その理由として、①ホームレスに代わって訴訟
を提起し、司法的な救済を与えることも民政部門の職務に含まれている
こと、② X は A の葬儀などの事後処理を行ったため、両者の間に民事
的な法律関係があること、③ X の訴訟請求は司法解釈123の趣旨に合致
するし、原告適格を認めないと、権利侵害行為を行った者が民事責任を
逃れる結果をもたらし、法律の基本原則に反することが挙げられた。

　〔判旨〕
　上訴棄却。

　〔判決理由〕
　１．民事訴訟法108条１号によると、原告は本件と直接的な利害関係
を有する公民、法人またはその他の組織でなければならない。ここで言
う「直接的な利害関係」は民事的な法律関係を指す。具体的に言うと、

「人身損害賠償事件における法律適用の若干問題に関する解釈」に従っ
て、X と A の関係が民事的な法律関係であるかどうかを判断しなけれ
ばならない。同司法解釈の規定によると、「賠償権利者」は「権利侵害
行為またはその他の侵害原因によって人身損害を受けた被害者、法によ
り被害者が扶養する被扶養者および死亡した被害者の近親族を指す」（１
条２号）。X は A の被扶養者・近親族ではないため、原告適格を有しない。
　２．国務院「都市部生活のあてのない流浪物乞い人員救助管理辦法」

（2003年６月20日公布、同８月１日施行）に規定された民政部門の業務

123 最高法院「人身損害賠償事件における法律適用の若干問題に関する解釈」（法
釈［2003］20号、2003年12月26日公布、2004年５月１日施行）を指す。
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範囲に、ホームレスに代わって訴訟を提起することが含まれていない。

　〔その後の案例の展開〕
　当該事件は「政府がホームレスに代わって損害賠償を求める『第一の
事件』」と言われていたが124、それ以前にも同種事件の訴訟があった。湖
北省臨湘市法院、浙江省桐廬県法院はともに2006年に民政部門勝訴の判
決を出していたし、湖北省宜昌市伍家岡区法院は2006年、調停で民政部
門と交通事故の責任者を和解させた。いずれの事件も民政部門が損害賠
償を獲得したのである125。しかし、最初に人民法院報によって報道され
たのは本件であり、後に最高法院公報に掲載され、指導性案例となった
ことから、民政局が同種の事件において、原告適格を有しないことは一
つのルールとして最高法院によって確認されたと言えよう。
　ところが、その後の展開は必ずしも最高法院の意思と一致するもので
はなかった。たとえば、安徽省蕪湖市法院は調停で同種事件を処理し、
民政部門は11万元の賠償を獲得した（具体的な月日は不明であるが、
2007年８月以降、つまり本件指導性案例が公布されて以降である）126。
2008年、福建省建瓯市法院は民政部門勝訴の判決を出して、民政部門は
22万元の損害賠償を獲得した127。2009年、江蘇省銅山県法院はまたもや
調停で事件を処理し、民政部門は14.5万元を獲得したほか128、安徽省寧
国市法院も調停で事件を処理し、民政部門は５万元を獲得した129。

　〔コメント〕

124 趙興武＝杜慧「流浪漢車禍身亡民政局出面索賠」人民法院報2007年３月27
日４面。
125 これらの案例について、「民政部門替流浪漢打官司之争」人民法院報2007年
５月27日５面参照。
126 楊懐栄「譲公益訴訟維公民権益」人民法院報2008年４月18日７面参照。
127 「流浪人員身亡民政提民事訴訟」人民法院報2008年10月12日３面参照。
128 安健「無名氏車禍身亡民政局代訴獲賠」人民法院報2009年２月２日３面参
照。
129 畢勇＝許道鋒「客車撞死流浪漢民政部門討賠款」人民法院報2009年８月21
日３面参照。
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　指導性案例が公布された後のこれらの事件は１件の判決を除けば、訴
訟で民政部門の原告適格を肯定し、損害賠償請求を認めたものがない。
そういう意味では、先例に反する例は１件しかない。しかしながら、結
果として、すべての事件において、民政部門が事実上の損害賠償を獲得
している。これらの事件は案例７と違って、法院が世論によるプレッ
シャーに晒されておらず、社会的承認を取り付けるために先例と異なる
解決を示す必要がない。しかも、公報に掲載されている本件は法的構成
の面で単純明快であり、最高法院によってその妥当性が担保されている
と思われる。それにもかかわらず、［同案不同判］と評される現象が起
きたのである130。
　法院が民政部門に加担するのは幾つかの理由が考えられる。一つ、素
朴な正義感覚から出発すると、被害者がたまたまホームレスであって、
扶養する家族もいなければ、近親族もいないだけで、加害者が本来負う
べき賠償責任を逃れるのは不公平である。この感覚は本件原告 X の上
訴理由③にも込められていると思われる。実際、湖北省臨湘市法院が民
政部門勝訴の判決を下した理由の一つは、「公平と正義を求める社会の
価値観に符合する」ということである131。もう一つ、政府との関係で中
立的ではない法院は、事件の両当事者との距離感から、より身近な政府
の一部門に加担することを選択した可能性もあるだろう132。
　いずれにせよ、事件の処理において、指導性案例と正面衝突せず、調
停を使って事実上指導性案例に反する解決を与えるのは、［同種の事例
は同様に解決せよ］という要請に反する点で批判されるが、逆にこれら
の裁判官は最高法院公報に掲載された指導性案例を重視していることが

130 丁愛萍・前掲注（104）41頁参照。
131 前掲注（125）参照。
132 学者が紹介した例によると、山東省濰坊市奎文区の民政局と実際にホーム
レスを救助する救助ステーションとの間で、どちらが勝訴判決で獲得した損害
賠償金を保管すべきかについて争いが生じているという。公益のために損害賠
償金を使うつもりなら、どちらかが保管してもいいはずなのに、争っていると
いうことは、自分の利益と関連しているためだと思われる。法院の判断が政府
の利益追求に影響される可能性も十分考えられるだろう。羅小芳「質疑民政局
的善意」西安文理学院学報2008年２期81頁参照。
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示された点で評価できるかもしれない。同時に、これらの事例は調停に
応じた片方の当事者が指導性案例を知らなかったことをも示唆している

（指導制案例を知っていたら、そもそも和解に応じないと思われる）。こ
の点からも、一般大衆に指導性案例が法を具体化した規範として認識さ
せるには、まだ時間がかかることが窺えよう。
　なお、仮に法院は上記一つ目の理由で民政部門に加担したとすると、
これらの例もまた、裁判官が先例に従うかどうかの選択に際して、その
実質的な合理性を重視していることを示している。そうだとすると、裁
判官は裁判統制システムのプレッシャーを受けて先例に従っているとい
うより、合理的だと判断した場合に限って、自由の選択で先例に従って
いるにすぎないかもしれない。

　《ケース３》「虐待された妻が夫を殺害する」同種の事件における量刑
の不均衡
　これは［同案不同判］の代表的な例の一つとして、よく挙げられてい
るものである。以下は複数の同種の事例を表にまとめて、直観的に［同
案不同判］の問題点を示す。

表4.3　虐待された妻が夫を殺害する事例133

判決の時間 事件発生の場所 量刑
1998年 遼寧省 即時執行死刑
2001年 河北省 無期懲役
2001年 海南省 執行延期２年付死刑134

2001年 内モンゴル自治区 執行延期２年付死刑135

133 製表に当たって、以下の文献を参照した。なお、一部の事例の出所が示さ
れておらず、筆者の調べでは確認できなかったものもある。徐景和・前掲注（15）
42頁「近年来婦女以暴抗暴典型案件判決状況一覧表」、徐昕「邁向司法統一的
案例指導制」『「転型中国法律与社会」国際学術検討会論文集（2009年）295頁「『受
虐婦女殺夫』典型案件判決情況」参照。
134 2001年10月15日海南省海南中級人民法院（2001）海南刑初字第140号判決。
135 劉巍「因為絶望、所以殺人」http://w5.cns.com.cn/shidian/2003-06-01/4.htm

（最終訪問日2010年１月31日）参照。なお、１審は即時執行死刑でした。
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2003年 遼寧省 有期懲役３年
2003年 河北省 有期懲役12年
2004年 北京市 有期懲役11年136

2004年 北京市 有期懲役13年
2004年 江蘇省（南京市） 有期懲役５年
2005年 内モンゴル自治区 有期懲役３年、執行猶予５年137

2005年 北京市 有期懲役３年、執行猶予３年
2006年 上海市 有期懲役14年138

2006年 海南省 無期懲役139

2007年 浙江省 執行延期２年付死刑140

　以上の14件の事例は10年間という比較的に短い間に起きて、判決が下
されたもので、罪名はすべて故意殺人である（刑法232条）。しかしなが
ら、量刑の面を見る限り、最低刑は有期懲役３年、執行猶予５年であり、
最高刑は即時執行死刑であって、一目瞭然のアンバランスである。量刑
の判断に際して、いろいろな要素を考慮する必要があるのは言うまでも
ないが、これらの事件の基本的な事実はみんな「虐待を受けた妻が暴力
で反抗し、夫を殺した」というのであって、いろいろな要素を加味して
考慮しても、ここまでの差が出るのかというと、疑問を感じざるを得な
い。「量刑の差異は被告人の自首またはその他の反省の情状、一般大衆
の同情の世論、年寄りや子供を扶養する必要などの要素と関連するかも
しれない。それでも、事件の情況が同じまたは類似の事案として、極刑
から執行猶予までの巨大の（量刑）の差は、『同案不同判』の大きな問
題を反映している」と評されるのも無理ないであろう141。

136 北京に関する３つの事例は全部確認できる。「家暴命案首次判処最軽刑
弱 婦 被 判 刑 ３ 年 緩 刑 ３ 年 」http://news.xinhuanet.com/legal/2005-02/03/
content_2542172.htm（最終訪問日2010年１月31日）参照。
137 陳虹偉「同是受虐殺夫上海重判14年包頭軽判緩刑、専家建議統一量刑標準」
法制日報2006年３月29日５面参照。
138 陳虹偉・前掲注（137）参照。
139 2006年９月14日海南省海南中級人民法院（2006）海南刑初字第105号判決。
140 2007年10月22日浙江省麗水市中級人民法院（2007）麗中刑初字第34号判決。
141 徐昕・前掲注（133）294 ～ 295頁。
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　なお、この種の事件に関する司法解釈（司法解釈性文書）もなければ、
指導性案例もない。比較・参考の基準となるものがないため、これほど
の量刑の不均衡が現れたのかもしれない。ただし、各地域に限定して比
較すれば、北京市や遼寧省、内モンゴル自治区のように量刑の前後の差
が大きい地域もあれば、遼寧省や海南省のように相対的に安定している

（刑が重い）ところもある。後者の場合、何かの裁判統制作用が影響し
ている可能性も考えられる。いずれにせよ、上から具体的なルールや基
準が示されなければ、訴訟における裁判官の自由裁量は混沌とした［同
案不同判］の現象をもたらす力を持っている。裁量権に対する制限とい
う意味で、指導性案例の役割が大いに議論されるようになったのも、そ
のためである（この点について、次章で検討する）。

［付記］本稿は、北海道大学審査博士（法学）学位論文「現代中国にお
ける訴訟と裁判規範のダイナミックス──司法解釈と指導性案例を中心
に──」（2010年６月30日学位授与）を加除・修正したものである。本
稿に先行して公表した拙稿「現代中国における司法解釈と案例」（社会
体制と法11号33 ～ 48頁）は、博士論文の作成中に得られた知見も取り
入れているため、本稿と一部重複する内容を有する。なお、加除・修正
にあたって、若手研究（B）（研究課題番号：24730001）の援助を受け
ている。
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第２章　諸外国の税理士制度・他の専門家制度

　税理士を取り巻く状況を理解するとき、税理士制度の社会的存在理由
をたえず問い直す作業が特に重要である。そして、職業専門家としての
存在基盤は、社会の中におけるその職業専門家が職業専門家たる要件を
充たしているか否か、また、充たしているとすればどの程度かというこ
とにより測定することができる。
　職業専門家たる要件について、たとえば、川井健教授は、専門家の特
色として、第一に資格を必要とするとし、その資格は、国家試験制度に
基づくことが多く、特定の専門家集団が形成され、また、その団体は自
立性を有するとしている。第二に、特殊な領域についての判断が仕事の
内容とされ、高度の裁量権が委ねられていると説く。さらに、第三とし
て、仕事の対価は比較的高額となる。その理由は、その仕事が特殊な教
育や高度の技能を必要とするからであると述べる。そして、最後に、社
会的地位は、高いことが通常である。との四点を掲げている1。さらに、
この存在基盤の要件として、とりわけ、重要なことは、主体性・独立性
の確立である。職業専門家は、その業務上の判断や措置について、顧客
や雇主ないし上司から指揮、監督、命令を受けてはならないし、これに
盲従することは許されない。職務遂行にあたっては本人の幅広い裁量権
が尊重されるべきであり、顧客は、これに介入する能力もないし、介入
することが許されない。職業専門家は、もっぱら自己の良心に従って忠
実に意思決定しなければならず、いやしくも経済的動機や政治的配慮の
ために判断がゆがめられてはならないのである。また、この独立性の保
持は、個々の職業専門家の心構えに訴えるだけではとうてい満足に実現

1 川井健「問題提起」『専門家の民事責任』別冊 NBL28号１頁。

第３章　税理士制度と納税環境整備
第４章　税理士法33条の２（書面添付制度）の役割

結びに代えて
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されないから、職能団体によって制度的にその確保がこころみられ、自
由と独立とが保持されるのである2。
　以上のように、各々職業専門家の存在意義は、これら要件の充足の有
無、ないし、程度により変化するものである。それゆえ、この職業専門
家としての税理士制度の存在においては、その特徴としての国家と税理
士と納税者の緊張関係（第１章第３節参照）を中心として、税理士の「独
立性」と「自律性」の観点から、これらの関係の強弱を注意深く観察す
ることが必要である。
　本章では、まず、税理士の「独立性」と「自律性」の観点から、諸外
国における租税の独立専門職の検討を行い、その観点の下での日本の税
理士制度の特徴を浮き彫りにする。次に、日本法の下での他の職業専門
家制度において、各々の専門家制度の抱える課題を抽出することによっ
て、税理士制度と比較し得る制度的問題を概観し、税理士制度に与える
示唆を得ることを目的とする。

第１節　ドイツ・韓国の税理士制度

　諸外国の租税にかかわる独立専門家は、税理士、弁護士、公認会計士
など各種のものがあり実に多様である。租税領域において、租税業務を
特化するものとして、税理士制度が確立している国もあれば、そのよう
な租税領域に特化した職業集団はなく、会計士業務の一部として、租税
業務が行われている国もある。これらの諸外国の租税の独立専門職につ
き、租税にかかわる特定の業務を行うために国家が認めた資格が必要で
あるかどうかということ、つまり、業務の「独立性」という観点、およ
び、租税にかかわる専門家集団が専門家として保持すべき資質と秩序を
自ら確保し、維持できるかという「自律性」から分類した先行研究があ

2 西島梅治教授は、「プロフェッショナル・ライアビリティ・インシュアラン
スの基本問題」有泉享監『現代損害賠償法講座八　損害と保険』日本評論社　
1973年　141頁において、職業専門家をこれらの要件を充たす職業群であると
されている。
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る3。しかしながら、この研究から17年の時が経過し、その間に税理士制
度を有する諸外国における税理士を取り巻く国際的環境も大きく変化し
てきている。そこで、本節では類似する税理士制度をもつ、ドイツおよ
び韓国の税理士制度について、近年の制度改正を斟酌しながら、概観す
ることにする。とりわけ、ドイツと韓国を比較対象とする理由は、ドイ
ツの租税制度は、日本の申告納税制度とは異なる賦課課税制度のもとに
存在しており、韓国の租税制度は、日本と同様、申告納税制度を有する
数少ない先進国の一つであるからである。租税制度上、これらの課税制
度の相違は、納税者と税理士の関係に大きな影響を与えるものであると
考えられる。それゆえ、それぞれの国において、国と納税者との関係に
おける税理士の存在意義が異なると思われる。なかんずく、韓国の税務
士制度は、歴史的な理由から日本の税理士制度と類似することが多く、
近年の韓国における税務士制度改革は、日本のそれに有益な示唆を与え
るであろう。

第１款　ドイツの税理士制度4

　近年、ドイツでは、2000年の税理士法第７次改正が行われ、EU の市
場開放の進化に基づき、ドイツ税理士法３条において EU 諸国で税務援
助を職業として業務を行う者は、ドイツにおいても業務を行うことが可
能となった5。EU の市場開放の進化による税理士の国外での活動整備が、

3 田中治監修『諸外国の税理士制度』田中治「比較制度論的な税理士制度研究
の意義」新日本法規、平成６年、４頁。
4 本稿におけるドイツ税理士制度は、筆者が2011年３月にハンブルグ税理士会
を訪問した時のヒアリングによるところが多い。
5 「ヨーロッパ弁護士」（EU のドイツ以外の国に事務所を置く弁護士）を加え、
税理会社、パートナーシップの出資者等が業務執行者となることができること
になった。すなわち、税理士、弁護士、公認会計士及びヨーロッパ弁護士は、
事務所の所在地及びその地域を越えて EU 全域で、パートナーシップを形成す
ることができることになった。ただし、パートナーシップを形成することが可
能な EU の税務援助者は EU 全域を対象にしているが、1998年の連邦財務省と
ドイツ連邦税理士会との協定に記されている者に限られている。
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EU での指令や勧告などに基づいて広い地域で行なわれていることか
ら、EU 加盟国相互での専門職業の越境の自由化は、さらに促進すると
思われる。とりわけ、2008年４月12日に公布されたドイツ税理士法第８
次改正法では、税理士の職業の現代化と発展に向けて、税理士が職業活
動を営む上での基本条件が改善されるとともに、重要な点で自由化され
ることになった。例えば、税理士の営業活動の禁止内容の緩和、顧問税
理士の導入6、共同事務所・パートナーシップ共同体の形成、税理士試験
の税理士会への委託等の改正である。このように、経済地域の拡大とそ
れに伴う税理士資格付与の拡大傾向という税理士制度を取り巻く環境
は、税理士業務の寡占状態から自由競争へと変化し、ドイツの税理士制
度の根幹を揺るがすような強烈なインパクトを持った。それだけに、ド
イツの税理士は職業専門家として確固たる存在意義を求めている。そし
て、より厳しい税理士制度の確立を要求することで、いかなる経済変化
においても揺るがずに存続できるように税理士制度を自己改革している。

第１項　税理士の使命
　2008年の第８次改正のドイツ税理士法（Steuerberatungsgesetz-StBerG、
以下「ドイツ法」という）の32条２項は、「税理士及び税務代理士は、
免許を必要とする。それは、自由業であるが、その活動は、営業ではな
い。7」と規定している。この自由業の概念を定義する法律規定は存在し
ないが、その本質については、「その職業に属す者が国または依頼者に
対して従属関係にないことだけに尽きるものではないというのが一致し

6 企業の税務部門で被用者として働いている場合にも、税理士として選任する
ことが可能となる。この顧問活動は、ドイツ法33条に規定する被用者活動の枠
内で業務を遂行するという条件の下でしか許可されることはない。したがって、
適切な書類（例えば、雇用契約書、地位説明書）と使用者の証明書を税理士会
に提示して証明しなければならないことになる。さらに、両者の間には、顧問
税理士が、税理士としての性格上、一般的に利害の衝突を回避するため自分の
使用者のために活動することが許されない。顧問税理士は、独立した活動を行
うために、独自の財産損害賠償責任保険に加入し続けなければならない。
7 本稿におけるドイツ税理士法の和訳は、柳祐治・訳「ドイツ税理士法　第八
次改正報告書」日本税務研究センター平成22年によるところが多い。
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た見解である。」とされている8。また、営業とは、営利事業を指し利潤
獲得のための営利経済的努力を独立して、常に継続する行為である。こ
の規定は、自由業と営利事業とは、相互に相容れないものであるから、
営利事業活動の排除を宣言している。したがって、税理士は、いかなる
従属関係も有せず、その活動すべてが、利潤獲得に左右されないという
強い独立した立場をもつことになる。この税理士および税務代理士の活
動につき、自由業であって営利事業ではないという原則が、ドイツ法57
条において、税理士および税務代理士の使命そして品位保持という形で
規定されている。ドイツ法57条（職業上の一般的義務）は、「税理士及び
税務代理士は、独立性をもって、自己の責任9において、誠実10に、秘密11

8 Gehre/Koslowski,�Steuerberatungsgesetz�mit�Durchfuhrungsverordnungen�
Kommentar,�6.�Auflage,�2009,§32�Rn.6。
9 自己責任性　独立の税理士および税務代理士は、自己の責任によって活
動を遂行する（ドイツ法60条１項１号）。自己責任性は、職業従事者が自
己の判断を自ら形成し、自ら決定を下すことを要する（Berufsordnung�der�
Bundessteuerberaterkammer-「BOStB」以下「職業規則」という、職業規則
３条２項）。職業従事者は、義務に適合した行動をする自由を奪い取るような
命令に拘束されてはならない（ドイツ法60条２項）。自己責任性には２つの側
面がある。自己のすべての行為に対して全責任を負い、依頼人の指図にはい
かなる場合にも拘束されないことを意味するとともに、その業務中に現れる
すべてのものに対して責任を引き受けることを意味する。Gehre/Koslowski,�
Steuerberatungsgesetz�mit�Durchfuhrungsverordnungen�Kommentar,� 6.�
Auflage,�2009,§57�Rn.29。
10 誠実性　職業従事者は、依頼を引き受けこれを遂行する際に、法律の規定
および専門職にかかわる諸規定を守らねばならない。また自己の良心に従って
行動しなければならない。誠実に職務を遂行するには、依頼人の利益に入念に
配慮するだけでなく、税法および職業法の規定を遵守することが要求される。
Gehre/Koslowski,�Steuerberatungsgesetz�mit�Durchfuhrungsverordnungen�
Kommentar,�6.�Auflage,�2009,§57�Rn.40。
11 秘密保持　依頼人は、他の自由業の従事者にはまず許さないような範
囲まで、その財産および所得関係を税理士に示さなければならない。そ
れゆえ、税理士にあっては、これらの知りえたことを秘密として扱うと
いう自覚が、特に、助言契約によって作られる信頼関係の基本となる。
Gehre/Koslowski,Steuerberatungsgesetz�mit�Durchfuhrungsverordnungen�
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を厳守し、職業に反する広告を行うことなく12自己の業務を遂行しなけ
ればならない。」また、「税理士及び税務代理士は、その職業又は職業上
の信望と相容れないようないかなる行動もしてはならない13。税理士及
び税務代理士は、職業活動以外14でも、信頼とこの職業に求められる尊

Kommentar,�6.�Auflage,�2009,§57�Rn.57。
12 職業法に反する広告の禁止　職業法に反する広告宣伝の禁止は、税理士
法第６次改正以来、57条 a で定められた。その内容は、「広告は以下の場合
にのみ許される。職務内容を知らせる形態と内容であって、個別事情の依
頼の受託を目的としていないもの」である。これは、従前の規定から、大
きく、緩和されたといえる。Gehre/Koslowski,�Steuerberatungsgesetz�mit�
Durchfuhrungsverordnungen�Kommentar,�6.�Auflage,�2009,§57�Rn.74。
13 品位保持　職業上の行動　税理士および税務代理士は、自らに委託された
利益を、公正かつ適切な手段をもって擁護しなければならない（BOStB １条
２項）。２項に由来するこの職業義務によって、自由な見解表明の権利は制限
されることになる。報酬額の算定に当たり、正確に処理し、適正な報酬額を
超過することも下回ることもないことは、職業の品位を保持するのに必要であ
る。成功報酬については、ドイツ法９条において、「税務援助に対する報酬の
支払い理由と金額を事案の結果若しくは活動の成果にかかわらしめる約定、又
は税理士若しくは税務代理士が租税の軽減、節減若しくは払戻の一部を成功報
酬として受け取る約定を行ってはならない。」と規定し、２項において「業務
の斡旋に係る手数料又はその他の利益の一部の交付又は受領は、税理士若し
くは�税務代理士に対する関係又は第三者との関係のいずれにおいても、同様
に、いかなる種類のものであっても認められない。」とされ、禁止されている。
Gehre/Koslowski,�Steuerberatungsgesetz�mit�Durchfuhrungsverordnungen�
Kommentar,�6.�Auflage,�2009,§57�Rn.75 ～ 76。
14 職業外の行動　職業上の行動と職業外の行動との間には、はっきりした境
界線は引かれていない。職業外の過誤は、それらの個々の状況に応じて、特別
に職業活動の実施や職業の品位にとって、重大な形で尊敬と信頼を損なわせる
場合に限って、責問され、あるいは職業裁判上罰せられる（ドイツ法89条２項）。
職業裁判所で罰せられるかどうかは別として、刑法犯は概ね職業義務違反でも
ある。特に、詐欺、背任、横領、脱税犯のような財産関係の不法行為は、同時
に職業義務違反でもある。公の意見発表に際しては、税理士および税務代理士
には公正と自制が期待される。Gehre/Koslowski,�Steuerberatungsgesetz�mit�
Durchfuhrungsverordnungen�Kommentar,�6.�Auflage,�2009,§57�Rn.80 ～ 83H
同僚間結束　同僚として行動する義務は、法律では職業義務としてはっきり
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敬に値するように努めなければならない。」と規定している。使命と責
任を規定した上記のドイツ法57条は、義務規定であると同時に懲戒規定
でもある。これらに謳われた職業義務を違反した場合は、税理士会理事
会によって責問され（ドイツ法76条２項４号）、職業法上罰せられる（ド
イツ法89条）ことになる。このように、ドイツの税理士の使命は厳格で
あり、自由業を営むという事実から、独立した立場を要請される。税理
士の「独立」とは、税務当局からの独立、経済的独立、依頼人からの独
立、職員からの独立、第三者（資本関係）からの独立を意味する15。また、
税理士は、法律または職業義務と相容れない行動を強制されてはならな
い。独立の業務遂行は、職業上の意思決定の自由を危うくするような拘
束が存在しない場合にはじめて可能である（Berufsordnung�der�
Bundessteuerberaterkammer「BOStB」以下「職業規則」という第２
条２項）。このようなドイツの税理士の立場を「完全な中立」の立場と
してとらえることができる。

第２項　職務と責任
　ドイツ法３条１項１号において無制限な税務援助の資格者として、税
理士、税務代理士、税理士会社、弁護士、弁護士会社、開業ヨーロッパ
弁護士、公認会計士、監査会社、公認帳簿監査士、帳簿監査会社を規定
している。また、ドイツ法3a 条１項では、他のヨーロッパ連合加入国
若しくはその他のヨーロッパ経済領域協定締約国又はスイスにおいて開
業等し税務援助している者は、ドイツにおいて、業務としての税務援助
を一時的及び臨時的になす資格を有すると規定している。他方、ドイツ

とは記されてはいない。しかしそれは、職業の品位に合致しないことは一切
しないという義務から生ずるものである。同僚に対する卑劣な中傷や関与先
の奪い合い等の争いは、職業の品位を損なうばかりでなく、職業集団に対す
る社会的信頼や敬意までも失わしめる恐れがある。それゆえ、職業規則は、
同僚としてとってはならない行動を詳細に規定している。Gehre/Koslowski,�
Steuerberatungsgesetz�mit�Durchfuhrungsverordnungen�Kommentar,� 6.�
Auflage,�2009,§57�Rn.84 ～ 85頁。
15 Gehre/Koslowski,�Steuerberatungsgesetz�mit�Durchfuhrungsverordnungen�
Kommentar,�6.�Auflage,�2009,§57�Rn.8 ～ 25。
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法４条では、制限される税務援助の資格として、公証人、弁理士、その
他各種団体等が規定されている。無制限税務援助資格者、すなわち、あ
らゆる税目について税務援助に携わることができる者の主たる業務は、
ドイツ法１条、32条、33条の規定により、税務援助である。税務援助と
は、税務の処理および税務に関する義務履行における助言、代理および
援助をいう16。助言は相談と同義と解され、ここに相談とは、助言を求
める者に対し、その時々の問題に対応した法の内容や、その時に講ずべ
き措置についての教示を行うことである。代理とは、行政手続、財政裁
判所手続、およびその他の手続における納税義務者の代理活動をいう。
代理権の内容は、1977年ドイツ租税基本法（Bundesabgabenordnung、
以下、AO という）80条に規定がある17。AO78条に定める申告者等関係
人（以下、関係人という。）は、その内容から別段のものが生じない限り、
行政手続に関係する一切の手続行為について、代理人に代理させること
ができる（AO80条１項）。また、代理には、広義において、補佐人と
しての活動も含まれる。申告、臨場検査立会いの際の援助、特に、終結
話し合いへの参加（AO201条１項）および臨場検査の結果作成される

16 具体的には次のような業務がある。①税務相談、②納税申告の準備、③税
務署に対する代理、④財政裁判所における訴訟代理、⑤税法違反の場合の弁護、
⑥経常的な記帳に関する協力、⑦年度決算書（貸借対照表、損益計算書）の作成、
⑧経営に関する鑑定意見の提供を含む、経営上の諸問題に関する相談。（廣川
智子「ドイツの納税者権利救済制度の実情視察」租税訴訟学会横浜支部、2011
年、８頁。）
17 本稿の AO の和訳は、東京税理士会税務審議部・法対策特別委員会「ドイ
ツ税務行政における適正手続」1993年、及び中川一郎編「77年 AO 法文集」税
法研究所によるところが多い。AO80条３項・手続のために代理人が任命され
るときは、官庁は代理人を相手としなければならない。官庁は、関係人に協力
が義務づけられている場合には、関係人自身を相手とすることができるが、財
務官庁が関係人自身を相手とするときは、代理人にこれを知らさなければなら
ない。AO80条４項・関係人は、審理および討論のために、補佐人とともに出
頭することができ、補佐人による陳述は、関係人が直ちに異議を申し立てない
限り、関係人による陳述とみなされる。AO80条５項・代理人および補佐人が
資格を有しないで業務上の税務援助をなす場合には、財務官庁は、これらの者
を拒否しなければならない。
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検査報告書に対する意見表明（AO202条１項、２項）、裁判外の権利救
済手続（前置主義）としての異議申立て（AO348条）、訴願（AO349条）
等が代理人の主たる代理活動となる。
　さらに、財政裁判所手続における代理権がある。財政裁判すなわち税
務行政訴訟は、行政官庁から分離された独立、特別の行政裁判所におい
て行われる。（財政裁判所法＝ Finanzgerichtsordnung、以下、「FGO」
という。FGO １条）税務行政訴訟については、州および連邦の二審制
をとっており、税理士等有資格者の訴訟代理に関する権限については、
AO と同様の規定が設けられている。原告等の関係人は、財政裁判所に
対して自ら法的係争を追行でき、税理士等を委任者として訴訟を代理さ
せることもできる。（FGO62条２項）。なお、1975年７月８日付連邦財
政裁判所負担軽減法等の規定により、連邦財政裁判所に代理強制の制度
が導入され、連邦財政裁判所での訴訟代理人の範囲は、弁護士、税理士、
公認会計士に限定された。
　一方、租税事務の処理および租税法上の義務履行における援助には、
特に帳簿の作成、予定納税額申告、課税標準申告における援助、租税決
定の検査、臨場検査の場合の補助（調査立会いの援助）、ならびに租税
刑事事件や租税秩序違反による過料事件における援助が含まれる（ドイ
ツ法１条２項１号、２号参照）。業務としての税務援助は、記帳援助も
含め、原則として、税理士等有資格者の独占業務である。これに関しド
イツ法２条は、「税務援助は、税務援助について資格のある個人及び法
人だけが、業務として行うことができる。この規定は、主たる職業、従
たる職業、有償又は無償の活動に対すると否とを問わず適用される。」
とする。すなわち、税理士等の有資格者は、公共の福祉という上位の利
益のために認められる職業選択の自由の基本権（「ボン基本法第12条第
１項」Art.12�Abs�1�GG）の制限を取得し、関与先の利益を守るのと同
時に財務官庁や財政裁判所に対して信頼関係を保つようにしなければな
らない。そして、無資格者の税務援助は、反復的、継続的、有償及び無
償並びに利益獲得の意図の有無にかかわらず排除されている。さらに、
職業の名称についても、ドイツ法43条４項は、税理士、税務代理士また
は税理会社の名称は、本法によりその資格を与えられた者だけが、これ
を使用することができると規定している。AO80条５項は、代理人およ
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び補佐人が資格を有しないで業務上の税務援助をなす場合には、これら
の者を拒否しなければならないと規定している。また、ドイツ法65条に
は、訴訟代理の引受けに係る義務があり、FGO142条（訴訟上の救助）
に基づき、暫定的に無償で、関係人の代理人を引き受けなければならな
いという、独占権に対する代償規定がある。
　このように、ドイツの税理士の職務と責任は重い。また、税理士に「公
器」としての役割を求めている。さらに、その「独占性」は、有償及び
無償並びに本業及び副業を問わない。その結果、独占に対する反射的な
要請として、「完全な中立」の立場を求められている。

第３項　職業団体の自律性
１．税理士会
　税理士会は、税理士、税務代理士、税理会社、および税理士または税
務代理士ではない税理会社の主宰者で組織される。そして、公法人とし
て各高等財務局の管轄区域ごとに設置され、21の税理士会が存在する。

（ドイツ法73条、74条）。その任務は、会員全体の職業上の利益を擁護し、
かつ職業上の義務の履行を監督すると規定され（ドイツ法76条１項）、
その２項において各種の義務を負うことになる18。とりわけ、会員に負

18 税理士会は、特に次の各号に掲げる事項について義務を負う。
　１�．職業上の義務（ドイツ法57条）の問題について税理士会の会員に助言及

び教示を行うこと。
　２．税理士会の会員間の紛争について、申立てにより調停すること。
　３�．税理士会の会員及びその依頼人との間の争いについて､ 申立てにより調

停すること。
　４�．会員に課されている義務（ドイツ法57条）の履行を監督し、責問権（ド

イツ81条）を行使すること。
　５�．職業裁判における名誉職陪席裁判官の推薦名簿を州の司法行政官庁に提

出すること（ドイツ法99条第３項）。
　６�．税理士及び税務代理士並びにそれらの遺族のために福利厚生施設を設置

すること。
　７�．裁判所、州の財務官庁又は州の他の行政官庁から要請された鑑定を行う

こと。
　８．職業専門教育について法律により指示されている任務を遂行すること。
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わされている義務（ドイツ法57条）の履行を監視し、責問権（ドイツ法
81条）を行使できることや職業裁判所の名誉職である陪席員の推薦権を
州の司法行政官庁に行使すること（ドイツ法99条３項）をみると職業団
体としての税理士会の強い「自律性」がみられる。

２．登録
　試験合格後、税理士会は、申請に基づき、受験者に税理士免許を交付
しなければならない。（ドイツ法40条１項）。免許の授与は、職業証票の
交付によって行われる（ドイツ法41条１項）。証票の交付前に、受験者は、
税理士会に対し自らが税理士の義務を誠実に履行する旨の保証書を提出
しなければならない（ドイツ法41条２項）。免許授与前に、税理士会は、
受験者の許可に対する人的要件がなお満たされているかどうかを審査し
なければならず（ドイツ法40条２項）、受験者が不正手段によって受験
の許可、試験の免除等を獲得した場合（ドイツ法39a）、その職業と合致
しない活動を行っている場合（ドイツ法57条４項）や、職業賠償保険契
約の締結について、申請に基づく暫定的保証約束が存在しない場合は、
免許を拒否することができる（ドイツ法40条３項）。免許授与によって、
業務として、税務援助を行う資格が得られ（ドイツ法３条）、税理士会
の会員としての資格（ドイツ法73条、74条）が生ずる。また、職業登録
簿への登録は、宣言的な意味でしかない。さらに、実務経験は、予備教
育要件として受験前に必要である（ドイツ法36条）。このように税理士
会が自律した資格付与権を有している。

３．処分権
　連邦税理士会および税理士会は国の監督に服する。監督官庁は、連邦
税理士会については連邦財務省、税理士会については州の最高財務官庁
である（ドイツ法88条１項、２項）。しかしながら、その監督は税理士
会に対して法律および会則が遵守されているか否かに限定される（ドイ

　９．税理士に関する試験委員会の税理士業界側の委員を推薦すること。
　10�．本法の第二編第２章及び第６章において税理士会に指示されている任務

を遂行すること。
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ツ法88条３項）。このように、国の監督は、税理士会自体に対してのも
のであり、税理士会員個人に向けられたものではない。
　税理士会は、ボン基本法35条の意味における行政庁とみなされ、その
他の行政庁に対して職務共助の義務と権利を有しており19、税理士に対
する監督は、税理士会が行う。その主要な監督任務の１つが、会員の職
業義務履行の監督である（ドイツ法76条１項）。これは、行政からの監
督権限の委任ではなく、税理士会の「自律性」のあらわれである。具体
的には、会員の職業上の義務（ドイツ法57条）の問題について、助言お
よび教示をすること（ドイツ法76条２項１号）や会員に負わされている
義務の履行を監督し、責問権（ドイツ法81条）を行使する（ドイツ法76
条２項４号）という監督権がある。また、税理士会は、職業義務違反の
疑いがある場合は、職権によってこれを調査し、かつ相当の措置20をと
らなければならない。これに対し、会員には、ドイツ法80条に基づき、
税理士会への出頭義務、情報提供および書類提出の義務がある。とりわ
け、故意または過失による義務違反に対しては、職業裁判手続開始の申
立てなされ、職業裁判上の処罰を受けた税理士は、職業裁判による処罰
が科される（ドイツ法89条１項、90条）21。職業裁判の性格は、職業上の
義務違反に対する懲戒であり、刑事裁判ではない。その目的は、職業集
団内部の秩序と完全性を擁護し、かつ職業従事者に職業義務を誠実に履
行させることにある。なお、職業裁判手続は、第一審から第三審まです
べて「税理士事件部」が担当する。公判においては、二名の税理士又は
税務代理士が、陪席員（名誉職裁判官）として参加する（ドイツ法95条
～97条）ことになっている。このように税理士会は処分権を有しており、

19 Gehre/Koslowski,�Steuerberatungsgesetz�mit�Durchfuhrungsverordnungen�
Kommentar,�6.�Auflage,�2009,§76�Rn.49。
20 職業義務違反につき税理士会がとるべき措置は次の３つである。①教示（ド
イツ法76条２項１号）、②責問手続の開始（ドイツ法81条１項）、③職業裁判手
続開始の申立て（ドイツ法114条、ドイツ115条参照）、①および②は、義務違
反が軽微の場合に、税理士会がとる措置である。責問は刑罰ではなく、職業監
督上の１つの措置である。
21 職業裁判所による処分は、次の５種類がある。①訓告②戒告③50,000ユーロ
以下の過料④５年以下の職業禁止⑤資格はく奪。
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職業上の義務違反者に対しては、職業裁判所において三審制の裁判によ
り処分される。
　上述のとおり、ドイツの税理士制度は完全に「自律性」を保持し、自
治権を取得している。この点につき、日本の税理士制度も業務にかかる

「独占性」は強く、税理士業務は有償、無償にかかわらず独占している
ということでは同様である。しかしながら、日本の税理士会の「自律性」
は弱く、国家の監督を受けている。ドイツ型の税理士制度にみる税理士
会の「自律性」は、日本の税理士制度において目指すべき方向である。

４．資格付与22

（1）資格付与
　ドイツにおいても日本の税理士法の試験免除規定と同様な規定が存在
する。それは、ドイツ法38条に定められている。当該ドイツの免除規定
は、日本の税理士法８条と同じく、学識経験による免除と税務領域にお
ける実務経験による免除に区分されている。前者は、ドイツ法38条１項
１号であり、従前はドイツの大学又は専門大学において少なくとも５年
間租税領域の授業を行ってきた教授と規定されていた。しかし、税理士
法第四次改正により、ドイツの大学において少なくとも10年間租税領域
の授業を行ってきた教授と変更された。また、当該試験免除者にかかる
大学及び専門大学の教授は、税理士を兼任することができる（ドイツ法
57条３項４号）と規定している。これは、税理士業務の実務経験を通し
て得た知識、経験等をその教授としての研究成果に還元することができ
るという考え方である。さらに、このドイツ法38条１項により税理士試
験が免除される場合には、その教授が属する研究機関の自治権が確立さ
れていることも重要な要件とされている。このように、ドイツ税理士法
においては、学識経験者として税理士試験を免除される者は、日本の税
理士法８条１項１号、２号に比較してかなり厳しく限定されている。
　他方、実務経験による免除に該当する条項は、ドイツ法38条１項２、
３、４号である。これは、該当者の実務内容とその職務上の資格により、

22 廣川智子「ドイツの税理士会について」租税訴訟学会横浜支部『ドイツの
納税者権利救済制度の実情視察』2011年、10 ～ 11頁。
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元財政裁判官、高級職の元官吏及び同等の職員であり租税領域での部門
責任者並びに準上級、上級職の元官吏及び同等の職員であり租税領域部
門担当者に区分され、それぞれ実務経験の最低必要年限が定められてい
る。元財政裁判官は、10年の実務経験により税理士試験が免除される。
また、高級職の元官吏及び同等の職員は、原則として大学の予備教育を
必要とする高級職の官吏及び被傭者を対象とするものであり、10年の実
務経験により税理士試験が免除される。さらに、準上級、上級職の元官
吏及び同等の職員の免除にかかる実務経験は、15年である。当該実務経
験による税理士試験免除で注目したいのは、日本の税理士法８条の試験
免除規定に比べて、その対象が具体的に限定され、かつ、非常に厳格で
ある。すなわち、当該免除対象者は、公務員等としての就職時の資格、
つまり、その者の実務経験内容が具体的に審査検討されるということで
ある。また、試験免除の申請については許可委員会23が決定を下すこと
になっている。これは、税理士資格及びその試験が、実務に依拠するも
のである点に重点がおかれた結果といえる。そして、申請があれば、当
該許可委員会は、受験許可又は試験免除のための個々の要件について、
拘束力を有する教示を与えることができる。その判断基準の根底には、
この試験免除規定の文言は、税理士業務に無試験で参入を認める例外的
規定であり、拡大解釈をすることは許されないという基本姿勢が存在し
ている。したがって、志願者の受験要件や試験免除要件について厳しく
個別判断を行っている。その結果、拒否決定に対して当該申請者は、財
政裁判所への訴えにより、直接取消しの請求をすることができ（AO349
条３項２号）、実際に多くの判例が存在している。

（2）試験制度
　税理士試験については、ドイツ法35条以下に定められている。その第
１項で税理士の免許を受けることができる者は、税理士試験に合格した
者又は税理士試験を免除された者に限られるとし、税理士試験は、財務

23 ドイツの当該許可委員会は、一名の高級職官吏と税理士会が推薦する税理
士二名により構成されている（ドイツ税理士法施行令２条、ドイツ法76条２項
９号）。
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行政を管轄する州最高官庁に設置される試験委員会の面前で行われなけ
ればならないと規定している。また、第４項及び第５項は、試験は２回
再受験することができ、受験の許可、試験の免除、試験の組織的実施は
所轄税理士会の任務とするとしている。なお、税理士試験実施の主体が、
税理士会となっていることは注目され、ここでも、税理士会の「自治権」
が存在している。さらに、受験許可の条件（受験資格）として、ドイツ
法36条では、経済又は法律の大学教育課程の専攻を要求している。また、
他の若干の受験資格として７年以上の上級職財務行政従事者なども認め
ているが、それ自体は、かなり厳しい。
　一方、ドイツの税理士試験の概要は、次のとおりである。①試験は税
法Ⅰ（所得税等の収益税）、税法Ⅱ（手続法その他）、簿記・会計の３分
野、②約６題の問題を６時間で答える試験が３日間、③試験には税法の
法令集、通達集その他の法令集の持ち込みが許可されている。④受験資
格は、経済や法律の大学を卒業の場合、３年以上の実務経験を要すると
されている。この場合要求される実務経験期間は標準在学期間により決
定される。標準最低在学期間が４年間に設定されている場合、要求され
ている最低実務経験期間が２年間になる。標準最低在学期間が４年以下
では、要求されている最低実務経験期間が３年となる。⑤受験回数は３
回という制限がもうけられている。⑥筆記試験の他、面接試験がある。
さらに、試験科目は以下のとおりである。イ．租税手続法並びに租税刑
法及び租税秩序違反法、ロ．所得及び収益に関する租税、ハ．評価法、
相続税及び土地税、ニ．消費税及び流通税、関税法の概要、ホ．商法並
びに民法、会社法、倒産法及びヨーロッパ共同体法の概要、へ．経営経
済及び会計制度、ト．国民経済、チ．職業法である。このように、税理
士試験に租税法、会計学のような専門科目のみではなく、民法、商法の
ような法律科目や訴訟手続法が採用されている。それは、ドイツの税理
士にとって、訴訟代理人としての業務は、重要な税理士業務となってい
ることからも当然といえる。そして、注目すべきは、税理士試験の受験
チャンスが３回しかないことである。これは、ドイツでは、日本に比べ、
年齢的に比較的早い時期に職業を選択する場合が多いことも影響してい
る。これらを総合すると、試験制度は、日本に比べると、大変厳しいも
のとなっている。その結果、日本と比べドイツにおける税理士は納税者
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からの信頼は厚く、その地位は大変高いものといえる。

第２款　韓国の税務士制度24

　韓国は、アメリカとの間で韓米自由貿易協定に基づいて税務サービス
の一定開放に合意した。すなわち、当該貿易協定により、韓国は、条件
付ながらも一部の税務サービス市場をアメリカ側に開放することを約束
している。公表された当該貿易協定によれば、税務サービスについては、
発効時と発行後五年以内の二段階にわたって開放されつつある25。これ
を受けて、韓国税務士法は、2011年にその第６章の２において、外国諮
問社（税務専門家として韓国税務士法19条の３により企画財政部長官か
ら外国税務諮問社資格承認を受けた人をいう）。および外国税務法人に
関する規定を創設した。韓国税務士会は、今後の国際競争力を強化する
ために、専門性を高め、国際租税に関する教育を強化し、税務法人の大
型化・専門化を促進しようとしている。また、税務士の試験制度改善を
通じて、数を増やすのではなく質の高い税務士を輩出し、米国へ逆に進
出することを模索する戦略を重点課題として挙げている。

第１項　税務士の使命
　税務士の目的は、韓国税務士法１条（以下「韓国法」という）、及び
税務士会倫理規定１条、２条　（以下「韓国倫理規定」という）に規定
されている。韓国法は、第１条にその目的部分、すなわち、「この法は
税務士制度を確立して税務行政の円滑な遂行と納税義務の適正な履行を

24 本稿における韓国税務士制度は、筆者が2010年に韓国税務士정훈（Jeong�
Foon）、주영진（Ju�Young�Jin）に対して行ったヒアリングによるところが多い。
25 第一段階の開放では、アメリカの税務サービス関連資格者または税務士関
連法人が、韓国国内に現地事務所を設置し、アメリカ国内の租税および国際租
税（韓国の租税は除く）に関する税務コンサルティングに限ってサービスが提
供できるようになる。第二段階の開放では、アメリカの税務サービス関連資格
者または関連法人が、韓国の税務法人に50% 未満まで出資できることとなる。
また、アメリカの税務専門家が韓国の税務法人に勤務することも認められてい
る。2012年３月15日に発効した。
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はかることを目的にする。」と規定されている。次に、その使命が韓国
法１条の２に「税務士とは、公共性を有した税務専門家であり、納税者
の権益を保護し、納税義務の誠実な履行に貢献することが使命である」
と規定されている。この現行の税務士の使命に関する韓国法は、1997年
に改正された。その改正において「納税者の権益を保護し」という部分
が盛り込まれ、税務士の立場がより明確になった。もっとも、この「納
税者の権益を保護」は、厳格な租税法律主義の下では、「納税者の適法
な権益を保護」するものと解すべきであり、公共性を有した税務専門家
であるため国と直線的に対峙するということではない。さらに、また、
税務士会は倫理規定を制定し、この規定の中でも納税者の権益保護を定
めている。この韓国倫理規定は、会員の職業倫理観を確立するとともに、
専門職業人としての品位と税務士会の秩序を維持するために、会員の倫
理に関する事項の審議とその処分に関する事項を規定することを目的と
している（韓国倫理規定１条）26。それを受けて、各税務士は、税務士倫
理綱領を事務所内に掲示し、これを税務士の基本倫理観としなければな
らないのである（韓国倫理規定２条）27。
　民主主義のもとで、申告納税制度を採用している韓国は、納税義務者
と税務当局が対等の立場にあることが前提とされる。それゆえ、税務士
には、納税者の自主申告権を支援し、納税者の租税上の権益を税務の専
門家として擁護することが要求されるのである。税務士は、また、その
専門性、中立性を保持しつつ、納税者と税務官庁との間の信頼を確保す
ることが求められている。
　この韓国法１条の目的部分と韓国法１条の２は、その規定振りからす
ると、解釈上で矛盾する場面も想定され得る。それは、韓国法１条は、

「税務行政の円滑な遂行と納税義務の適正な履行」を挙げられているに

26 第１条（目的）この規定は、会員の職業倫理観を確立し、専門職業人とし
ての品位は（税務士）会の秩序を維持するため、（税務士）会則第40条の規定
によって、会員の倫理に関する事項の審議とその処分を規定することを目的に
する。
27 その内容は、一、税務士は納税者の権益保護と健全なる納税風土造成に最
善を尽くす。一、税務士は誠実公正な職務遂行をもってその品位を維持する。
一、税務士は職務上で得られた秘密を漏洩しない。
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もかかわらず、韓国法１条の２では、納税義務の誠実な遂行が謳われて
いるものの、「納税者の権益を擁護し」という部分が含まれているから
である。たとえば、租税法の規定の解釈をめぐり、納税者と課税庁とが
対立する場面で、税務士が、納税者の主張を妥当なものであると判断し
た場合、すなわち、韓国法１条の２の立場を強調した場合に紛争が長引
くこともあり得る。その結果、税務行政の円滑な遂行が妨げられること
になる。つまり、韓国法第１条の目的と背反することになると考えられ
る。これは、韓国法における国益と私人の利益の線引きに関する苦悩を
示す結果となり、日本法と同様に、ここでも、第１章第２節第２款で論
じた意味での税務行政の特殊性が税務士の目的と使命の関係を不明確に
している。
　従前から韓国の税務士制度は、その歴史的な背景から日本の税理士制
度と類似しているといわれてきた。しかし、近年の韓国における租税法
分野における納税環境整備等の凄まじい発展が税務士法の使命にも影響
を与えている。すでに述べたように、韓国法は、第１条に税務士の目的
部分があり、税務士の使命が１条の２に規定され、日本の税理士法とは、
微妙にその内容が異なる。韓国法では、税務士の立場を「納税者の権益
を保護し」と定め、税務士を「公共性を有した税務専門家」と規定して
いる。一方、日本の税理士法は、「税務に関する専門家として、独立し
た公正な立場において」と規定している。この文脈は、韓国の「公共性
を有した税務専門家」部分に近似していると思われる。しかし、「公共性」
と「独立した公正な立場において」が、どのように意味をもち、どのよ
うに異なるかが重要な問題となる。この件につき、「その意味するとこ
ろは近似した内容のものではないかと思われる」との見解がある28。他
方で、韓国法と日本の税理士法で大きく異なるのは、日本法でいう「申

28 高正臣教授は、日本の税理士法第１条（税理士の使命）において、「税理士
は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度
の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された
納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」と規定されていると指摘し、
この「独立した公正な立場」と近似した内容であると説明されている。「韓国
税務士法の改正の動きについて」大阪府立大学経済研究　2008年、54巻、３号、
84頁。
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告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ」の文脈である。
韓国では、この部分が明確に「納税者の権益を保護し」と規定されてい
る。日本における申告納税制度は、租税制度の民主主義の表れであると
される。したがって、主権は国民（納税者）であり、国民は、国家を運
営する会費を負担しなければならない。そして、自ら課した納税義務を
果たすことになる。これが申告納税制度の理念である。日本の税理士は
その理念にそって、適正な納税義務の実現を目指す役割を担う。しかし
ながら、韓国の税務士は、納税者の権利を擁護し、納税義務の誠実な履
行に貢献することが使命とされるから、納税者権利擁護の意識が強いよ
うにも思われる29。韓国の租税法分野は、強い大統領の指揮の下、大統
領令により規定されるものが多い。それゆえ、租税法体系を一見すると、
韓国国税基本法の近代的な租税回避にかかる法令の創設や納税者からの
要請による納税者権利憲章のような納税者の権利、義務を掲げたものも
みられ、発展しているように思える。しかしながら、これらは、韓国の
政治的政策としての納税環境整備であることが窺える。なぜなら、税務
士の現場では、税務士会からの税制改正の建議や税務士法改正のための
議員立法への支援が、まだ、不十分であるように思われるからである。

第２項　職務と責任
　税務士の業務は、韓国法２条30に規定され、大きく分けて、税務代理

29 筆者の韓国税務士に対する「税理士の使命は何か」の問いにつき、すぐに「納
税者の権利擁護」という答えが返ってくるところをみると一般的な解釈として
認識されているのであろう。
30 第２条（税務士の職務）税務士は、納税者の委任により租税に関する次の
行為又は業務（以下 "税務代理" という。）を遂行することをその職務とする。
　１�．租税に関する申告、申請、請求（課税前適否審査請求、異議申立、審査

請求及び審判請求を含む）などの代理（「開発利益還収に関する法律」に
よる開発負担金に対する行政審判請求の代理を含む）

　２．税務調整計算書とその外の税務関連書類の作成
　３．租税に関する申告のための帳簿作成の代行
　４．租税に関する相談または諮問
　５．税務官署の調査または処分などに係わる納税者意見陳述の代理
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業務、税務調整計算書業務、記帳業務、納税相談や税務顧問である。と
りわけ、近時、税理士が作成した租税に関する申告書類の確認業務（７
号）や申告書類を納税者が直接作成した場合の確認業務等および所得税
法による誠実申告に関する確認業務（８号）が税務士の業務として追加
された。これらは、税務士に対する公共性を有する専門家としてのチェッ
ク機能がその役割として求められているといえる。
　上述の税務代理とは、税務官公署に対して、租税にかかわる申告、請
求、（課税前適否審査請求、異議申請、審査請求と審判請求を含む）等
の代理をなすことをいう。次に税務調整計算書（いわば、日本の税理士
法33条の２にあたる「計算事項、審査事項等を記載した書面」と法人税
の別表とをまとめたものに相当する31）にかかわる業務がある。そして、
記帳業務がある。基本的には、企業の記帳業務は、租税目的でない限り
何人でもできるが、租税申告が目的の場合は、税務士の独占業務となる。
さらに、各種の租税に関する納税相談・税務顧問である。ここまでは、
日本における税理士の職務と類似していることが多い。韓国では、さら
に、税務官署の調査または処分などと係わる納税者意見陳述の代理が明
記されている。そして、上述の業務も追加されている。とりわけ、所得
税申告の時、税理士などに帳簿記帳内容の正確性の可否を義務的に前
もって検証されなければならないという事前検証制度などが税務士の業

　６�．「不動産価格公示及び鑑定評価に関する法律」による個別公示地価及び
単独住宅価格・共同住宅価格の公示に関する異議申立の代理

　７�．該当の税理士が作成した租税に関する申告書類の確認。ただし、申告書
類を納税者が直接作成したり、申告書類を作成した税理士が休業するなど、
閉業して、これを確認することができない場合は、その納税者の税務調整
や帳簿作成の代行または諮問業務を遂行している税理士が確認することが
できる。

　８．「所得税法」による誠実申告に関する確認
　９．その他に第１号から第８号までの行為または業務の付随業務。
31 湯本三平「第５章　韓国」『諸外国の税理士制度』新日本法規、1994年、74頁。
解説によると、個人の納税者のうち、約30万人が税務士による税務調整計算書
を提出している。法人については、全法人の80％がこれを提出している状況で
ある。
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務に取り入れられている点が特徴的である32。
　さらに、韓国の税務士は、税務調査に関して意見陳述権や行政不服審
査請求権を有する。しかし、租税に関する訴訟について代理をすること
ができない。したがって、訴訟になると弁護士に依頼し、税務士は補佐
人として活動することされるが、現実は、租税訴訟に関係することは多
くはない。この点につき、近年、韓国では、税務士法の改正案が税務士
会の働きかけもあり議員立法により盛んに国会に上程されるようになっ
てきている。しかし、残念なことに改正案の成立をみないのが実状であ
る。

第３項　職業団体の自律性
１．税務士会
　韓国法には、「税務士の品位向上と事務改善のため、法人である税務
士会を組織し、それに入会しなければならない」（韓国法18条１項33）と
あり、組織された税務士会に強制加入することになっている。税務士会
は財務部長官（日本でいえば、財務大臣）の監督下にある（韓国法18条
３項）。税務士会の目的は、大きく分けて、税務士制度の維持、発展と
会員の統制、監督に分けることができる。主な事業としてさまざまな項
目34を掲げている（韓国税務士会則以下「韓国会則」という第３条）。

32 「誠実申告確認制度」収入金額が業種別で一定規模以上の個人事業者が総合
所得税を申告する時、帳簿記帳の内容が正確かどうかの確認を税理士等に受け
た後に申告する制度で、個人事業者の誠実な申告を誘導するために導入された。
33 第18条（設立と監督）
　①�税務士は品位を向上して事務を改善するために法人である税務士会を組織

してその会員にならなければならない。
　②�第１項の税務士会は、会則を決めて企画財政部長官の認可を受けなければ

ならない。
　③税務士会は、企画財政部長官の監督を受ける。
　④�税務士会の会則に記載する事項と設立及び運営などに必要な事項は、大統

領令で定める。
34 １．税務士職務の指導と監督（2004. ６. ５改正）、２．税務士及びその事務
職員に対する研修教育（2004.６.５改正）、３．租税救済及び税政協力（2004.６.５
改正）、４．納税者に対する租税相談及び広報（2004. ６. ５改正）、５．租税制
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また、税務士会は韓国倫理規定を制定し、会員の品位保持に努めている。
また、倫理規定は会員の倫理に関する事項の審議とその処分に関する事
項を規定することを目的とする。さらに、当該規定には、韓国法17条の
懲戒の対象となる韓国会則違反等の違反項目が、詳細に規定されてい
る35。

度及び税務士制度に関する調査研究と建議（2004. ６. ５改正）、６．租税理論
及び関連学術の学理と実務の調査研究（2004. ６. ５改正）、７．租税に関する
講習会と講演会の開催、８．会報と図書及び職務関連資料出版事業（2004. ６. ５
改正）、９．会員共済�福祉事業、10．損害賠償共済事業（97. ６.25新設）、11．
外国及び国際租税団体との協力と交流（89. ４.27改正）、12．一般人に対する
税務、会計などの教育と委託研修教育の実施（2004. ６. ５新設）、13．税務会
計関連情報のインターネット提供事業（2004. ６. ５新設）、14．電算税務会計、
税務会計教育及び能力検定事業（2004. ６. ５新設）、15．国家・地方自治体、
公共機関が委嘱する事業（2010. ７. ２新設）、16．その他必要な事業（2010. ７. ２
号番号の変更、以前の第15号）。
35 （韓国税務士会則46条、韓国税務士会倫理規定３条）。
　１．本会の名誉を毀損するようにする行為（99.12.20改正）、２．本会の秩序
を紊乱するようにする行為（99.12.20改正）、３．他会員の名誉を毀損するよう
にする行為（99.12.20改正）、４．会員の品位維持と誠実義務を違反する行為（2010.
４.13号番号の変更）、５．故意に真実を隠蔽する行為（2010.４.13号番号の変更）、
６．会員が事業者登録証の発給を委任した納税者が偽装事業または資料上の疑
いがあることを知っていて故意に事実と違って記載して、その発給を代行した
場合（2010. ４.13号番号の変更）、７．不当または不正な方法によって、直接、
間接に業務の委嘱を懇請、勧誘、強要または誘引する行為（2010. ４.13改訂、
号番号の変更）、ガ．事件紹介常習者及び事件担当者に決まった報酬またはそ
の外の利益を提供し、提供の約束する方法による受任行為、ナ．事務職員に前
に勤めた税務士が担当している業務について担当するように指示し、傍助また
は放任する行為。ただし、前勤務税務士が承諾するなど、担当取引先が自発的
に担当契約を解約した場合は除く。ダ．官公署または権力者を通じて懇請また
は誘引の方法によって業務を担当する行為、ラ．納税者の好みまたは弱点を利
用して、業務の受任を強要または誘引する行為、８．他会員の雇傭員を不当に
採用する行為（2010. ４.13号番号の変更）、９．税務士事務所設置運営規定の
第10条の事務職員としての欠格事由にあたる者を採用する行為（2010. ４.13号
番号の変更）、10．他会員の事務所から不正行為によって解雇された事実を知
りながらも、その従業員を採用し、法律によって処罰された者を採用する次の
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　このように、職業団体としての内部牽制規則は充実しているが、その

各目の行為（2010. ４.13改訂、号番号の変更）、ガ．税務士事務所設置運営規
定の第10条による事務職員及び事務長に欠格事由がある者を採用する行為、ナ．
会員にこの規定によって処罰を受けるか、あるいは、処罰を受ける程重大な影
響を及ぶ行為をさせた者などを採用する行為、11．会員が会費納付督促を受け
てからもこれを納めない行為（2010. ４.13改訂、号番号の変更）、12．倫理委員、
業務浄化調査委員または監理委員が、自己が調査した事実を当該委員長に報告
しない、あるいは、歪曲して報告した場合、または、調査によって知り得た秘
密を正当な事由なしに他人に漏泄した行為（2010. ４.13号番号の変更）、13．第
９号各委員会の調査を故意で防害するとか、忌避する行為（2010. ４.13号番号
の変更）、14．会員が自己の業務に関して帳簿を作成して備置しない行為（2010.
４.13号番号の変更）、15．会則第10条第３号の規定による義務教育を正当な事
由なしに１会計年度期間中２回以上不参加した行為（2010.４.13号番号の変更）、
16．会員が納税者と結託して、詐欺其他不正な方法で租税の逋脱、減少及び還
給を受けるようにし、課税資料を虚偽で作成した行為（2010. ４.13号番号の変
更）、17．会員が自己の事務所で受任または他事業者の計算書、税金計算書及
び領収証を代理作成した行為（2010. ４.13号番号の変更）、18．税務調整計算
書監理規定第９条の規定による調整計算書副本と実績会費明細書などを提出し
ない、あるいは、第16条第１項第３号の規定による訂正または補正要求に正当
な事由なしに応じない行為（2010. ４.13号番号の変更）、19．会員が標札、看板、
新聞、雑誌及びその他広告媒体に載せる広告、宣伝文書（あいさつ状含む）な
どを作成するときにおいて税理士の品位を失墜させるようにする、あるいは、
他人に誤信するようにする次の各目の行為（2010.４.13改訂、号番号の変更）、ガ．
税務士の業務に関して嘘の内容を表示する行為（2010. ４.13新設）、ナ．客観的
事実を誇張するとか、事実の一部を落とすなど、消費者を誤導するとか、消費
者に誤解を招く恐れがある内容を表示する行為（2010. ４.13新設）、ダ．消費者
に業務遂行の結果に対して不当な期待を持つようにさせる内容を表示する行為

（2010. ４.13新設）、ラ．他の税務士などを誹謗するとか、自分の立場から比較
する内容を表示する行為（2010. ４.13新設）、マ．不正な方法を提示するなど
税務士の品位を毀損する恐れがある内容を表示する行為（2010. ４.13新設）、バ．
税務士やその事務職員が受任のため、国税公務員との縁故などの関係を露呈し、
影響力を及ぼすことができるという内容を表示する行為（2010. ４.13新設）、サ．
その他の広告の方法または内容が税務士の公共性や公正な担当秩序を害すると
か、消費者に被害を与える恐れがあると韓国税務士会が決める広告など（2010.
４.13新設）、20．税務士事務所設置運営規定第５条の施設基準に達していない、
あるいは、２ヶ所以上の事務所を設置する次の各目の行為（2010. ４.13改訂、
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規定の存在が税務士の倫理や規律が遵守されていることを意味するもの
ではない。また、税務士会が財務部長官の監督下にあり、総会には財務
部長官または所属の公務員が臨席することができ、さらに、その会則の
変更は財務部官の許可を受けなければならないなどその「自律性」には
問題がある。

２．登録
　税務士に税務業務の独占権がある。それゆえ、税務士資格があっても
税務士登録をしないと税務士業務はできず、登録なしでは税務士と名乗
ることができない。その登録を求める場合は、登録申請書を財務部長官

号番号の変更）、ガ．本会に税務法人の分事務所設置を届けないで分事務所を
設置する行為（2005. ３.15改正）、ナ．本事務所と分事務所以外の場所で税務相
談所（連絡事務所を含む）を設置する行為（95. ３.21改正）、ダ．税務法人の
理事と属した税務士が属した税務法人のほか別に事務所を設置する行為（2010.
４.13新設）、ラ．税務法人の分事務所に１人以上の理事である税務士が常勤し
ない行為（2010. ４.13新設）、マ．税務法人が営業を目的に分事務所を設置して、
業務遂行を該当の分事務所の理事である税務士に指定しないとか、該当の分事
務所の外で主に遂行する場合（2010. ４.13新設）、バ．以上の "ガ" から "マ" ま
でと類似した事務所を設置運営する行為（2010. ４.13改訂、号番号の変更）、
21．休業中に職務を遂行する次の各目の行為（2010. ４.13改訂、号番号の変更）
ガ．本会に休業申告書をまたは廃業申告書を提出した者が、会則第７条の規定
による開業申告書などを提出しないで税務士業務を遂行する行為、ナ．停職処
分を受けた者が停職期間中に、または登録取消を受けた者が継続して会則第13
条の職務を遂行する行為、22．税理士の名義を貸与する次の各目の行為（2010.
４.13改訂、号番号の変更）、ガ．事務所設置および運営資金を会員でないもの

（以下 "他人" という）と共同で投資をして運営して、利益を分配する行為（2010.
４.13改訂）、ナ．事務所設置と運営資金を他人が投資し運営して、会員が代価
を受ける行為、ダ．その他他人に自己の名義を利用させ、利用する恐れがある
者に便宜を提供する行為（事務所内に他人を勤務するようにして、他人が実際
に独立採算運営する行為及び会員の印章を他人が保管使用する行為を含む）、
23．税務士が係争権利を譲受する行為、24．役員など選挙管理規定第９条の２
を違反する行為（2005. ３.15新設）、25．前記各号以外の行為として税務士法令、
会則及び会規などで規定している会員の義務を違反した行為（2005. ３.15条文
番号変更、従前の第24号）。
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に提出しなければならない（韓国施行令12条）。
　また、税務士の欠格事項は、韓国法４条36に規定され、①大韓民国の
国籍のない者、②未成年者、③禁治産者、準禁治産者、破産者、④他の
職業法により懲戒、除名等により登録が抹消されてから三年が経過しな
い者、⑤禁固刑の確定、租税犯処罰の通告処分から三年が経過しない者
である。したがって、国籍のある者（大韓民国民）のみが税務士登録で
きる。税務士として登録した者は、登録後五年目に更新をする必要があ
る（韓国施行令12条の２37）。このように登録更新時においても、財務

36 第４条（税理士の欠格事由）次の各号のいずれか一つにあたる者は第６条
による登録ができない。
　１．未成年者
　２．禁治産者と準禁治産者
　３．破産宣告を受けて復権になっていない者
　４�．弾劾や懲戒処分でその職から罷免されたか解任された者として３年が経

たない者
　５�．この法、「公認会計士法」または「弁護士法」による懲戒によって除名

されたか、登録取り消しにあった者で３年が経たない者と停職になった者
でその停職期間の中にいる者

　６．第17条第３項による登録拒否期間の中にいる者
　７�．禁固以上の実刑を宣告されて、その執行が終わったか（執行が終わった

と見る場合を含む）�執行が免除された日から３年が経たない者
　８�．禁錮以上の刑の執行猶予を宣告されて、その猶予期間が終わった日から

１年が経たない者
　９．禁錮以上の刑の宣告猶予を受けて、その猶予期間の中にいる者
　10�．この法と「租税犯処罰法」による罰金の刑を受けた者で、その刑の執行

が終わったか執行を受けないと確定された後、３年が経たない者、または
「租税犯処罰手続法」による通告処分を受けた者で、その通告どおり移行
された後、３年が経たない者

37 第12条の２（登録更新）
　①�法第６条第２項によって登録を更新しようとする人は、登録有効期間満了

前30日まで、税務士登録更新申込書に税務士登録証及び企画財政部令で定
める書類を添付して企画財政部長官に提出しなければならない。

　②�企画財政部長官は、第１項による登録更新の申し込みを受けた時には、法
第６条第３項各号のいずれか一つにあたる場合を除き、税務士登録簿に記
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部長官に登録申請書を提出しなければならない。税務士の税務士業務に
かかる独占権は、韓国法12条の３38で税務士の名義貸し等の禁止を規定
し、韓国法22条の２39において、無資格者が税務代理をした場合に対す
る制裁（１年以下の懲役、１千万ウオン以下の罰金）で担保していると
ころから、厳格に維持されているといえる

３．処分権
　税務士会の会員が税務士法違反、会則違反をした場合においては、韓
国法17条40により、企画財務長官の命令により、登録取消と停職の懲戒

入し、税務士登録証を更新して交付する。
　③法第６条第２項後段による登録更新期間は５年とする。
38 第12条の３（名義貸与等の禁止）税務士は、他の人に自己の氏名又は商号
を使用して税務代理をさせ、又はその資格証又は登録証を貸与してはならない。
39 第22条の２（罰則）次の各号のいずれか一つに該当する者は１年以下の懲
役または１千万ウォン以下の罰金に処する。
　１�．第12条の３（第16条の16第１項および第19条の14で準用する場合を含む）

を違反して、名義などを貸した者。
　２�．第16条の９第２項や第20条第２項（第19条の14で準用する場合を含む）

を違反して、登録をせず税務法人または税理士と似た名称を使った者。
　３�．第17条（第19条の14で準用する場合を含む）にともなう職務停止命令や

登録拒否を受けた者で、その職務停止期間や登録拒否期間中に税務代理を
遂行した者。

　４�．この法により税務代理ができる者で第６条または第20条の２第１項を違
反して、登録をせず税務代理を遂行した者。

　５�．元資格者で国の税務専門家として第19条の３にともなう資格承認を受け
ず第19条の５にともなう登録をせず第19条の７にともなう業務を遂行した
者。

40 第17条（懲戒）
　①�企画財政部長官は、税務士が次の各号の該当する場合は、税務士懲戒委員

会の議決によって、第２項で定める懲戒を命ずることができる。
　　１．この法を違反した場合
　　２．税務士会の会則を違反した場合
　②税務士に対する懲戒の種類は、次の各号の通りである。
　　１．登録取り消し
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処分を受けることとなる。この懲罰を処理するために財務部内に、「税
務士懲戒委員会」が設置されている。この委員会のメンバーは委員長を
はじめ九名で構成される。その九名の委員の担当官庁や職業団体名およ
び資格が詳細に規定（韓国施行令16条41）されており、税務士会側からは、

　　２．２年以内の職務停止
　　３．１千万ウォン以下の過料
　　４．譴責
　③�企画財政部長官は、税務士懲戒委員会によって懲戒が要求された税務士が

第７条第３号及び第４号によって登録が取り消しされた場合には、税務士
懲戒委員会の議決によって、５年以内の期間を決めて第６条による登録を
拒否することができる。

　④�該当の懲戒事由が発生した日から３年が過ぎた時には、第１項から第３項
までの規定による懲戒ができない。

　⑤�企画財政部長官は、税務士が第２項第３号による過料を納付期限まで払わ
なければ、国税滞納処分の例に従って取り立てることができる。

　⑥税務士懲戒委員会の構成と運営などに必要な事項は、大統領令で定める。
41 第16条（懲戒委員会の構成）
　①�懲戒委員会は、委員長及び副委員長各１人を含む９人以内の委員で構成す

る。
　②�懲戒委員会の委員長は、内国税に関する業務を管掌する企画財政部の高位

公務員団に属する一般職公務員または特別職公務員の中から、副委員長は
企画財政部の３級公務員または高位公務員団に属する一般職公務員の中か
ら、企画財政部長官の指名する人とする

　③懲戒委員会の委員は次の各号の人とする（改訂2012. ２. ２）
　　１�．法制処の３級公務員または高位公務員団に属する一般職公務員の中か

ら企画財政部長官の要請によって法制処長が指名する人１人
　　２．削除2012. ２. ２
　　３�．国税庁の３級公務員または高位公務員団に属する一般職公務員の中か

ら企画財政部長官の要請によって国税庁長が指名する人２人
　　４．税務士会の長が指名する税務士１人
　　５�．公認会計士会の長が指名する公認会計士１人（公認会計士会に加入し

た税務士を懲戒する場合だけに該当する）
　　６�．大韓弁護士協会の長が指名する弁護士１人（大韓弁護士協会に加入し

た税務士を懲戒する場合だけに該当する）
　　７�．租税制度に関する学識と経験が豊かな人の中から企画財政部長官が委
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税務士１名が参加できる。公認会計士たる税務士の事案のときは公認会
計士、弁護士たる税務士の事案のときは弁護士が、それぞれ参加するこ
ととなっている。また、税務士会の懲戒としては、①登録取消、②２年
以内の職務停止、③１千万ウオン以下の過怠金④譴責、の各処分があ
る42。さらに、韓国会則46条では、韓国法９条（署名捺印義務）、11条（秘
密厳守義務）、16条の２（損害賠償の保証）、韓国会則７条（開業、休業、
廃業申告義務）、13条（会員の職務遂行義務）に違反した者は、税務士
会長が業務浄化調査委員長43などから懲戒要求事項を遅滞なしに倫理委

嘱する人１人
　④第３項第４号から第７号までの規定による委員の任期は２年とする。
　（改訂2012. ２. ２）（全文改訂2011. ９.16）
42 従前（1993年10月まで）は、登録取消が27名であった。その具体的な処分事
例として、すべてが名義貸しによるものである。これは、税務士が高齢になり
就業が困難になる事態が増加し、この事態に、税務士資格をもたないブローカー
がつけこんだことによるとされている。その他、職務停止39件、会員権停止30
件、譴責40件、警告45件、注意喚起66件の処分がある。
近時の税務士懲戒状況の最新情報では、会計士と税務士などの税務代理人が、
所得金額を隠す、あるいは、脱税する行為、納税者の脱税を助ける相談や助言
などで懲戒を受ける事例が毎年増えている。会計専門家の個人としての倫理観
の問題や税務士業界の道徳の欠乏が深刻なっている。国会企画財政委員会アン・
ヒョデ［안효대］議員（ハンナラ党蔚山東区）が企画財政部に提出を求めた「税
務代理人懲戒現況」資料を分析した結果によれば、懲戒処分を受けた税務士は、
2003年４人、2004年17人、2005年18人、2006年31人、2007年41人、2008年５月
基準13人だった。一方、懲戒処分を受けた会計士は、2004年２人、2005年10人、
2006年20人、2007年29人、2008年５月基準５人で、毎年増加の傾向を見せてい
る。このなかで、最近５年間、所得脱漏及び費用過大計上など脱税と係わった
問題で懲戒を受けた税務士は総じて78人だった。なお、同じ理由で懲戒を受け
た会計士も49人だった。また、事務職員に対する指導監督義務を違反した税務
士と会計士は13人、名義貸し６人、この中で、事務所設置で３人が懲戒を受け
た。さらに、殊更、悪質なのは、誠実義務を持つ国家公認士（チェック機能）
でありながら納税者の脱税を助ける相談で摘発された会計士と税務士がそれぞ
れ１人と２人が懲戒を受けた事実があったことである。
　http://blog.naver.com/ahnhyodae?Redirect=Log&logNo=20055946856
43 業務浄化調査委員会は、税務士会会則の第７章で規定され、第40条の２に
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員会44が受けて決議する。その場合の懲戒内容は、①注意喚起、②警告、
③けん責、④240時間以内の社会奉仕命令、⑤１年以下の会員権停止⑥
除名（除名は総会の承認議決と企画財政部長官の承認を得て執行する。）
である。さらに、韓国法19条45では、税務士会は、税務士の品位を失墜
する会員又は税務士会の会則を違反する会員があるときは、企画財政部
長官の承認を受けて、除名することができるとしている。このように、
税務士の処分にかかる中核をなす組織である「税務士懲戒委員会」の構
成員である委員長や副委員長が内国税に関する業務を管掌する企画財政
部の中から選任され、委員の任命も概ね、国家の権限によるところをみ
ると、税務士の処分権も国家に掌握されていると思われる。しかし、税
務士法によっても、会員の除名の権限を有し、業務浄化調査委員会と倫
理委員会が会員の自浄作用としての処分を粛々と遂行していることから
も、近時、自治権の獲得の動きが強くなっているといえる。

４．資格付与
（1）資格付与
　韓国法では、第３条において、税務士試験合格者、弁護士、が税務士
の資格を有すると規定されている46。従前は公認会計士が弁護士と同様

おいて、業務浄化調査委員会設置等として、①税務士法、会則および会規に関
係ある違反事項を調査処理するために本会と各地方税務士会に業務浄化調査委
員会を置くことを定めている。また、②業務浄化調査委員会は委員長１人と委
員25人で構成し、会員の中から、委員長および委員は選任される。
44 倫理委員会は税務士会会則の第６章で規定され、第33条において、倫理委
員会の設置等として、①第46条の会員懲戒事項を審議議決するために本会に倫
理委員会を置くことを定めている。税務士総会で選任された税務士で構成され、
委員長１人と委員25人で組織する。ただし、本会役員は倫理委員会の委員にな
れない。
45 第19条（会員の除名）税務士会は税務士の品位を落とす会員や税務士会の
会則を違反する会員がいる場合は、企画財政部長官の承認を受けて、除名する
ことができる。
46 韓国では2011年10月17日に税務士法改正法案が国会に提出された。これは公
認会計士試験合格に付与された税務士自動資格制度を廃止するという提案であ
る。同法案は同年12月29日に国会を通過した（韓国税務士新聞571号参照）。改
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に資格を付与されていたが、法改正により47、公認会計士試験合格に付
与された税務士自動資格制度を廃止された。他方で、日本の税理士法は、
試験のすべてについて免除された者も税理士になれるとされているが、
この規定が韓国にはない。したがって、修士や博士による試験免除は存
在しない。資格付与に関して従前は、韓国法３条２号において、国税の
行政事務に10年以上従事し、かつ一般職５級以上の公務員として５年以
上の経歴が有する者が税務士の資格を自動的に付与されてきた。いわゆ
る、国税 OB 職員に対する税務士資格の自動付与である。この規定が、
1999年末の税務士法の改正時に１年の経過措置を設けて削除された。し
かし、職業選択の自由・信頼保護の原則に反するとして憲法違反である
提訴48され、その結果、憲法裁判所が違憲判決を下した。そのため、付
則により、引き続き、従来の規定が適用されることになったのである。
すなわち、現在においても、自動資格付与の道が韓国では残されている
である。このように、韓国法は、その歴史的な経緯から、日本法に類似
しているところが多く残されている。たとえば、国税 OB 職員に対する
税務士資格の自動付与などは、そのひとつであるといえる。しかし、前
述のとおり、韓国法は、次々と改正を重ね現在では、近代的な法体系を
具備しようとしている。

（2）試験制度
　韓国法５条の２49は、国税関連公務員などが、税務士資格試験におい

正法は、公認会計士が公認会計士法に伴う職務として税務代理業務を遂行する
ことまでをも禁止するものではないので、公認会計士の職務範囲を侵害するも
のではないとされている。
47 第３条（税理士の資格）次の各号のいずれかに該当する者は税理士の資格
がある。
　１．第５条の税理士資格試験に合格した者
　２．削除2012. １.26
　３．弁護士の資格がある者
48 憲法裁判所決定2001年９月27日2000헌마152。
49 第５条の２（試験の一部免除）
　①次の各号のいずれかに該当する者は第１次試験を免除する。
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て一定の条件を満たした場合、第一次試験免除または第一次試験の全科
目と第二次試験の２分の１に相当する科目の免除を受けている。これは、
実質的に一般の試験受験者の税務士資格取得の自由競争を制限すること
となり、一般受験者との公正性を阻害するものとして批判されている。
さらに、韓国の税理士試験は、一次試験として、財政学・会計学概論・
税法学概論・英語（TOEIC、700点以上）、選択科目（商法、民法、行
政訴訟法から選択）がある。この一次試験は、５者択一の客観式試験で
ある。また、二次試験は、税法学１部（国税基本法、所得税法、法人税
法、相続税および贈与税法）、税法学２部（附加価値税法、特別消費税法、
地方税法（取得税、登録税、財産税に限定）、租税特例制限法）、会計学
１部（財務会計、原価管理会計）、会計学２部（税務会計）であり、主
観式筆記試験である50。

　１�．国税（関税は除く。以下同じ）に関する行政事務に携わった経歴が10年
以上の者

　２�．地方税に関する行政事務に携わった経歴が10年以上の者で５級以上公務
員、または、高位公務員団に属する一般職公務員で５年以上携わった経歴
がある者

　３．地方税に関する行政事務に携わった経歴が20年以上の者
　４�．大尉以上の経理兵科将校で10年以上軍の経理業務を担当した経歴がある

者
　②�次の各号のいずれか一つにあたる者は第１次試験のすべての科目と第２次

試験科目数の２分の１を過ぎない範囲で大統領令に定める一部科目を免除
する。

　１�．国税に関する行政事務に携わった経歴が10年以上で５級以上公務員、ま
たは高位公務員団に属する一般職公務員で５年以上携わった経歴がある者

　２．国税に関する行政事務に携わった経歴が20年以上の者
　③�弾劾や懲戒処分によってその職から罷免されたか解任された者には、第１

項と第２項を適用しない。
　④第１次試験に合格した者は次回の試験でのみ第１次試験を免除する。
50 一次試験の合格基準は、それぞれの科目が40点以上かつ全科目の平均が60点
以上の者、二次試験は、それぞれの科目が40点以上、全科目の平均が60点以上
の者である。なお、現行の試験システムは、2000年から改正されたものである。
急激な経済発展の中で、税務士への需要が急激に増大しているにもかかわらず、
税務士の数が少ないことに対応したものである。年度別応募者ならびに合格者
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　また、韓国の税務士試験の具体的な内容は、一次試験として、午前の
部10時から12時までの財政学・税法学概論・英語と、午後の部12時半か
ら13時50分までの会計学概論と選択科目（商法・民法・行政訴訟法）の
試験に分かれる。各科目40題出題で５つの中から正解を回答する形と
なっている。二次試験は、10時から11時半の会計学一部、11時50分から
13時20分の会計学二部、14時半から16時までの税法学一部、16時20分か
ら17時50分までの税法学二部に分かれる。このように、韓国では、専門
家としての税務士制度を堅持すべく、国際競争のながれに伴う社会変化
に、いち早く、対応していくために、税務士試験においても、英語や国
際租税調整に関する法律も出題されている。また、一次試験の合格率は、
近年は増加傾向にあるが、過去平均で15％程度である。その後の二次試
験合格者が20％程度という合格率をみると、かなりの難関といえる。

第３款　日本の税理士制度との比較

第１項　「独占性」と「自律性」という観点
　前述において、「独占性」と「自律性」という観点から、ドイツ及び
韓国の税理士制度を概観してきた。この「独占性」と「自律性」の強弱
は、各々の専門家の国家との関係、あるいは、納税者との関係における
特徴を表すことになる。そして、その関係の分類は、以下の四つの類型
が考えられる。第一類型として、税理士業務の「独占性」が強く、かつ
税理士会の「自律性」が強い。第二類型として、税理士業務の「独占性」
が強く、かつ税理士会の「自律性」が弱い、つまり、国家監督の程度が
強い。第三類型として、税理士制度がない、つまり、租税にかかわる専

数は、一次試験の場合、ここ数年の推移でみると、2008年5616名（うち合格者
756名）、2009年2983名（968名）、2010年4515名（1710名）である。実際の受験
者に占める合格者の率は、2008年13.5％、2009年32.5％、2010年37.9％である。
2008年以前の合格率は、15％程度であったが、最近は、増加傾向にある。二次
試験受験者（括弧は、合格者、合格率）は、2008年1940名（633名、32.6％）、
2009年2398名（631名、26.3％）、20010年3308名（640名、19.3％）である。
試験受験者・合格者現況　http://blog.naver.com/xzxzbb?Redirect=Log&log
No=70121249184
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門職がないので「独占性」が弱く、自由競争に委ねられている。かつ、
それを担う専門職の「自律性」が強い。第四類型として、租税にかかわ
る専門職があるが、その業務独占性はなく、つまり、自由競争に委ねら
れているため「独占性」が弱く、かつ、租税行政庁による代理資格の認
定などを通して、国家監督が強まりつつあるため「自律性」が弱いとい
う類型である。これらの特徴は、ひるがえってみると、独占性が強けれ
ば、それを規律するために、国の関与の度合いが強くなるということを
意味するのではない。業務の独占は、税理士会の強い自立性と両立し、
また、同時にこれを補完する関係にあるといえる。たとえば、第一類型
のような分類に属する国の税理士は、一般的に社会的地位が高い。しか
し、業務独占性が強いときであっても、税理士会の内部的自律を欠く場
合には、国の広範囲な監督を容認し、それを正当化させることになり、
専門家としての信頼度が低い傾向をみせる。他方、自由競争に委ねられ
ている国の租税専門家は、業務独占が弱く、かつ、自立性が弱いという
特殊性から、代理資格の認定を通しての国の規制や監督が必要とされる
方向にある。したがって、専門家制度の信頼性とその専門家の自律性は、
強く関連している。そして、租税専門家に関する類型は、第一類型には、
ドイツ、オーストリアが属する。また、第二類型には、日本、韓国、台
湾などがこれに当たる。また、第三類型には、イギリス、フランス、イ
タリア、カナダ、そして、第四類型には、登録代理人（enrolled�
agent）の制度をもつアメリカ、税務代理人（tax�agent）の制度をもつオー
ストラリアの国が該当するとされている51。
　本節による考察において、日本及び韓国の税理士制度は、ドイツの税
理士制度と比較すると、業務の「独占性」という意味では、同じく「強
い」という区分として捉えられ、職業団体、つまり、税理士会の「自律
性」は「弱い」とみられ、いいかえると国家監督の程度が「強い」とい
う区分として捉えられる。もっとも、日本の税理士制度の国際的位置づ
けは、近年におけるわが国の税理士制度改革により、納税環境整備に係
る国税通則法の改正やすでに獲得した税理士の出廷陳述権、会計参与制

51 田中治監修『諸外国の税理士制度』田中治「比較制度論的な税理士制度研
究の意義」新日本法規　1994年４頁。



論　　　説

［181］ 北法63（6・344）1972

度、および、税理士法33条の２の２項を活用した最終的判断権の醸成な
どを加味すると、第一類型と第二類型の中間に位置するものと思われる。
すなわち、税理士業務の「独占性」では、税理士の会計参与就任による
会計業務の独占、税理士によるわが国の申告納税制度における第一義的
な納税者解釈権の保護、税理士の出廷陳述権による租税争訟分野での独
占の強化により、一段とドイツ型の業務独占の色合いを強くしている。
また、職業団体である税理士会の「自律性」では、最終判断権を有する
書面添付制度への発展的な制度改革の不備、税理士に対する検閲や懲戒
権の発動に関する国家主導に対する批判はあるものの、税理士法45条及
び46条の規定に基づく税理士に対する懲戒処分に当たっての考え方の明
確化など（財務省告示第104号、平成20年３月31日）による「自律性」
の確保が第一類型に日本の税理士制度を傾斜させているといえる52。

第２項　「職業倫理」という観点
　ドイツの税理士は、職業専門家として優れた見識と技術をもち、社会
的に高い地位を有しているといわれている。それゆえ、依頼人納税者と
の信頼関係が厚いと思われる。ドイツの税理士は、日本の税理士と同様、
依頼人から報酬を得て、事業活動を行っている。また、ドイツの納税者
は、租税が「国家・社会の運営費として納税者が負担する会費」との認
識をもっている。しかしながら、納税者は、いつの世も、出来ることで
あれば、最小限の税負担になるように望んでいる。また、ときには、納
税者が過度に納税負担を抑えるために法律を逸脱するという行動を選択
することもあると考えられる。そのようなとき、その納税者の代理人で
ある税理士は、報酬を受領する納税者から、いわゆる、「ほ脱」を要求
されるのではないだろうか。たしかに、ドイツの申告方式が賦課課税で

52 田中治教授は、これらの類型は、それぞれの特徴を持っており、一般論と
して、その差異が、各国の歴史、伝統、文化などの違いによるものである以上、
いずれがより優れているとは、必ずしもいえないといわれている。「比較制度
論的な税理士制度研究の意義」『諸外国の税理士』新日本法規、1994年、５頁
～８頁。
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あるため、日本のそれとは、大きな違いがある53。しかし、ドイツでも、
税理士が納税者と伴に作成する税務官署に提出する課税標準を決定させ
る資料において、そのような「ほ脱」の要求があるのではないかと思わ
れる。仮に、そのような要求が納税者からあった場合に、ドイツの税理
士は、どのようにして税理士の使命に係る適法な職務を遂行するのであ
ろうか。そこには、ドイツの税理士の崇高な倫理観が存在し、また、ド
イツの納税者の法令遵守精神が文化として存在するのか。その結果、税
理士が納税者に対して厳格な態度で対応することですべてが解決するの
であろうか。
　ドイツ税理士法は、第３章「権利と義務」で、第57条において、「職
業上の一般的義務」、第60条で「自己責任性」を規定している。また、
連邦税理士会連合会の施行規則である BOStB は、職業遂行のための施
行規則として、税理士の職業倫理を規定している。もっとも、ドイツ税
理士法や BOStB において、税理士の職業倫理が定められていることを
もって、ただちに、その税理士の職業倫理観は崇高であるといえない。
しかし、職業専門家として、その倫理を規範として、順法精神が構築さ
れてゆくと考える方が自然である。ハンブルグ財政裁判所長官のヤン・
グローテア氏は、ドイツにおける裁判官の倫理について「ドイツ裁判法
は、（倫理について）一般的な枠組みを提示して、外的な独立性の制度
的前提を定めてはいますが、しかし、裁判官の内的独立性に関しては、
何も語ってはいません。」と述べ、「裁判官の倫理的行動を、たとえば法

53 「ここで注目したい点があります。ダーテフ社を経由する電子申告の方式に
ついてですが、まず会員の税理士事務所からクライアントの申告書データが送
られてきます。ダーテフ社はそれを一括して国税当局へ流す。その後、税務当
局は課税通知書をダーテフ社に伝送してきます。この場合に、申告書全体の
30％程度で、申告額と課税額が違うのだそうです。その差は、事業経費と個人
経費の分の問題にあり、これについてはいままでどうしても理解できなかった
のですが、根底は賦課課税制度にあったということです。ですから、税務当局
と税理士との間では、攻撃側と防御側の戦いが織烈に常にある。そうなると
必然的に判例が出てくるでしょうし、それに税理士が裁判所に出向いて対処
するために訴訟代理権が与えられているわけです。」『ドイツ会計人業界視察』
TKC 特別号、2001年11月11頁の飯塚真玄発言。
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律による場合のように、制裁をもって強制すべきではなく、この倫理的
行動は、裁判官自身の内的な確信に基づき、自主的に達成されなくては
ならない。この考え方が正当だというのが私の意見です。ですから、私
見によれば、裁判官に対して、ある特定の状況下において何をなすべき
かを、あらかじめ具体的に決めておくことはせず、倫理上の原則を書面
化することで、裁判官の行動に関する倫理・道徳的な文化とは何かのみ
を示すべきであるということになります。この倫理に関する説明は、裁
判官の行動の理想像を包含することとなります。ここで示されている理
想を追うことが、すべての裁判官の責務となります。」として、内的独
立性、内的な倫理観は、書面化し、理想として追うことが重要であると
指摘している54。とりわけ、ドイツ連邦税理士会は、「税理士業務におけ
る品質保証に関する―ドイツ連邦税理士会の指針」（ドイツ連邦税理士
会総会決議、1998年６月８日、９日55）において、その基本事項として「1.3

（一般的な品質基準としての職業原則）税理士の認可された活動領域に
は、ドイツ税理士法33条に基づく専任業務だけでなく、ドイツ税理士法
57条３項に基づくこの職業にふさわしい活動も含まれる。ドイツ税理士
法57条１項に基づけば、税理士はその職業を、独立して、自己責任で、
良心的に、秘密を守り、かつ職業に反する広告を断念して行わなければ
ならない。この職務遂行に求められる要件が品質基準であり、これは放
棄することができない。この要件が守られているか否かを監視すること
が税理士会の任務である。」としている。そして、関与先（依頼人）は、
税理士が「①職業的、個人的、経済的に独立し、自己の責任において決
定する。②誠実に職務を実行するために必要な実際的、個人的、および
その他の組織的な前提条件を満たしていることが保証されている。③厳
しい認可条件と監督条件をクリアするための高い教育水準を満たしてお
り、さらに継続的な研修を受ける義務があるため、常にその知識レベル
の更新がされている。④法律上、守秘義務が課せられているため、法的

54 Jan�GROTHEER「Richterlihe�Ethink�in�Deutschland」比較法雑誌第45巻１号、
2011年、169頁～ 171頁。
55 ドイツ連邦税理士会＝ドイツ税理士連盟＝ DATEV 協同組合（監訳者武田
隆二）「税理士業務における品質保証と品質管理」TKC 出版、2007年、４～５頁。
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な情報提供拒否権を主張できる。⑤委託された他人の財産価値に対して
は特別の注意を払って取り扱う。⑥誤った助言によって生じた財産上の
損害を保障する強制保険に加入している。⑦公的な報酬規定に縛られて
いるため請求書に書かれた報酬金額は、履行したサービスに見合った適
切なものである。」とのすべてに該当する者であると信頼して差し支え
ない56としている。さらに「1.4（関与先の期待）、品質の概念は関与先（依
頼人）の期待によって影響されるため、関与先（依頼人）の考えと期待
を認識し、可能な範囲でそれに応えることが重要である。実態調査によ
れば関与先（依頼人）の要求として特に次のようなものがある57」として、
関与先（依頼人）の期待に応えるようにという方針を出している。この
ような、納税環境整備からは、税理士と依頼者である納税者は、信頼を
基盤とした円滑な関係がよみとれる。そして、税理士自身の職業倫理を
厳しく規律することで、税理士制度の揺るぎない基盤を確保していると
思われる。
　他方、韓国税務士の倫理は、すでに述べたように、韓国税務士会則46
条と韓国税務士会倫理規定３条に定められている。この倫理規定の改正
をみると、従前は、税務士事務所の職員の引き抜き行為や関与先に関す
る不当な勧誘等がその中心が置かれていたが、近時は、税務士が品位維
持と誠実義務を違反する行為、故意に真実を隠蔽する行為等が倫理に反
するとしている。とりわけ、税務士の業務に関して嘘の内容を表示する
行為、たとえば、広告の方法または内容が税務士の公共性や公正な秩序
を害するとか、消費者に被害を与える恐れがあるものなどを倫理規定で
制約を課している。一方、韓国法12条では、第１項で、「税務士は、誠
実にその職務を遂行して、その品位を保持しなければならない」。そして、
第２項は、「税務士は、故意に真実を隠蔽したり、虚偽の陳述をしたり

56 ドイツ連邦税理士会＝ドイツ税理士連盟＝ DATEV 協同組合（監訳者武田
隆二）「税理士業務における品質保証と品質管理」TKC 出版、2007年、５頁。
57 この順序は重要度に応じている。信頼性、データ保護への関心、対話能力、
積極性、明確な報酬、最新の知識、専門的な資質、情報対応力、創造力、サー
ビスに見合った料金、柔軟性、受容力、実務能力、専門分野の知識、中小企業
の専門家、指導的助言、現代性、コンピュータ能力。
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してはならない」と税務士の誠実義務を、また、韓国法12条の２では、
「税務士またはその事務職員は、納税者が詐欺、その他の不正な方法に
よって租税を捕脱・還給また控除して受けるようなことに加担・幇助し
てはならない。また、その相談を受けその他それと類似した行為をして
はならない。」として税務代理人の脱税相談などの禁止義務を各々賦課
している。しかしながら、近時の税務士の懲戒では、会計士と税務士な
どの税務代理人が、所得金額を隠す、あるいは、脱税する行為、納税者
の脱税を助ける相談や助言などで懲戒を受ける事例が増えている。この
ような現状をみると、日本の税理士が懲戒を受けているケースに近いこ
とがみうけられる。
　そこで、これに関する韓国の詳細な分析である、「税務代理人の職業
倫理規定の遵守に影響を及ぼす要因研究58」によれば、その背景として、

58 ホ・キウ（허기우）税務士、ホン・チョンファ（홍정화）、キム・ワンヒ（김

완희）「세무대리인의 직업윤리규정 준수에 영향을 미치는요인 연구」회계정

보연구、한국회계정보학회、제26권제2호�2008년�6월 pp.10l ～ 132、「税務代理
人の職業倫理規定の遵守に影響を及ぼす要因研究」『会計情報研究』韓国会計
情報学会、第26巻第２号、2008年６月、101 ～ 132頁。本研究は、税務代理人
が職業倫理規定を遵守する際、影響を及ぼす要因について実証的に分析し、そ
のような要因が税務代理人の職業倫理規定を遵守するのに及ぼす影響が経歴、
学歴、出身背景によって変わるかを検証することを目的とした。本研究の結果
を要約すれば、次のようである。第一に、取引上重要な依頼人に対する税務代
理業務の遂行時、職業倫理規定の遵守は、税務代理人の経歴、出身背景によっ
ては異ならないが、学歴によっては異なると分析された。また、取引上攻撃的
依頼人に対する税務代理業務の遂行時、職業倫理規定の遵守は、学歴によって
は異ならないが、経歴、出身背景によっては異なると分析された。また、依頼
人に対する税務当局の税務調査時、税務代理業務遂行において税務代理人の職
業倫理規定遵守は、経歴、学歴、出身背景によって異ならないと分析された。
第二に、税務代理人の特性変数である取引上重要な依頼人、攻撃的な依頼人及
び依頼人に対する税務当局の税務調査という要因が税務代理人の職業倫理に対
する認識度に影響を及ぼすかに対する多重回帰分析を実施した結果、取引上重
要な依頼人という要因だけが税務代理人の職業倫理認識に影響を及ぼすと示さ
れた。第三に、税務代理人の特性変数が税務代理人の職業倫理に対する認識度
に及ぼす影響力は、税務代理人の人口統計的要因、すなわち学歴、経歴と出身
背景によって有意味な差異を見せないと示された。要約すれば、税務代理人の



税理士制度と納税環境整備（３）

［186］北法63（6・339）1967

租税制度が大部分申告納付制度へ変わるにつれて、税法の複雑性及び税
法に対する知識が足りない納税者にとっては税務代理人の助力を必要と
するようになり、そして、税務代理人の役割が重要な位置を占めるよう
になった。最近、開業代理人の数が急激に増加する反面、相対的に顧客
である納税者の需要は停滞し、税務代理人の間の競争が熾烈な状況であ
る。そのため、税務代理人は租税法関連規定に基づいた誠実な業務遂行
による納税者の権益保護より、職業倫理を離れた納税者の権益保護に偏
る傾向があるといえる。特に、最近しばしば韓国社会の指導層の人々の
税務関連の誠実申告問題が社会問題になるたび、税務代理人の申告代理
問題が議論され、その職業倫理が問われるようになってきていると分析
している。この分析は、さらに、税務代理人の職業倫理の側面を、大き
く二つに分けて考えている。一つは、税務代理人と課税官庁との関係で
の倫理であり、もう一つは、税理士と納税者との関係での倫理である。
税務代理人と課税官庁との関係で発生する倫理問題は、過去の政府賦課
の課税制度では税務代理人の役割があまり大きくなかった。したがって、
それほど重要視されなかった。しかし、現在の申告納税制度下では、税
務代理人が納税者を理解させて誠実な納税義務を履行するよう促す、税
制協力者へその位相が変わった。その結果、税務当局が、税務代理人に
対してその役割を誠実に行うための高度の職業倫理を遵守するよう求め
るようになったといえると述べ、その背景を分析している。そして、論
文の結論では、税務代理人の職業倫理認識に一番重要な影響を及ぼす要
因は、経歴、学歴、出身背景とは関係なく、取引上重要な依頼人であり、
被税務代理人が取引上重要な依頼人である場合、職業倫理規定の遵守か
ら離れて非倫理的判断を下すことがあることを示唆しているとしてい
る。また、「税務専門家の倫理的判断に関する研究59」では、理論的背景

職業倫理認識に一番重要な影響を及ぼす要因は、経歴、学歴、出身背景とは関
係なく、取引上重要な依頼人であると分析された。このような結果は、税務代
理人が取引上重要な依頼人である場合、職業倫理規定の遵守から離れて非倫理
的判断を下すことができることを示唆する。
59 チュウ・テヒョン（주태현）、イ・テオク（이태옥）、パク・チュンレ（박춘래）

「세무전문가의 윤리적 판단에 관한 연구」한국세무학회、세무학연구、제27권 

제2호�2010년�6월�pp.９～ 47。「税務専門家の倫理的判断に関する研究」韓国税
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として、韓国と米国の税務代理人倫理規定の比較をおこなっている60。
他方で、現実的には税務代理人以外にも税務分野に専門的な知識がある
人々が租税行政や租税理論研究などの業務に携わりながら、租税制度内
で重要な役目を担当している。例えば、税務専門家の一集団である税務
公務員は、税務申告書を調査して税法を遵守しない納税者を摘発して税

務学会、税務学研究、第27巻第２号、2010年６月、９～ 47頁。
60 韓国と米国の税務代理人倫理規定の比較　韓国の場合、税務代理人を国税
庁訓令第1446号“税務代理業務に関する事務処理規定”で、税務代理業務を遂
行する場合は、税務士法第６条の規定による税務士ではなければならないと規
定しているが、米国では、税務サービスを誰でも提供することができる。ただ
し、連邦租税業務の中で国税庁に対する代理をするためには、必ず登録代理人

（Enrolled�Agents）の要件を取り揃えなければならない。登録代理人制度は、
韓国の税務士制度と類似した制度で、連邦租税業務の中で米国国税庁に対する
代理行為を行える権利を持った専門家を意味する。倫理規定は、韓国の場合に
は、税務士は、「納税者の権益保護と健全な納税風土の造成に最善をつくし、
誠実公正な職務遂行でその品位を維持し、職務上知り得た秘密を漏らさない。」
という倫理綱領と懲戒事由、倫理委員会審議などを税務士法と税務士会則で規
定している。米国の場合は、税務代理の各種手続きと税務代理人の職務遂行に
おいて税務代理人が守らなければならない倫理規定を置いている。登録代理人
の倫理規定には、顧客の情報脱漏に対する認知、正確性に対する努力、未決定
問題に対する迅速な処理、資格停止または剥奪された者と国税庁退職者からの
助力、政府被用者のパートナーによる代理行為禁止、政府退職者、彼のパート
ナー及び補助者による代理行為禁止、受任料、利害関係の相反、受任活動、税
金還給小切手の売渡、節税手段に関する意見書、税金還給見解と係わる諮問と
還給書類作成または署名に適用される基準などが規定されている。韓国は倫理
教育に対する特別な規定がないが、米国では登録代理人の試験科目に倫理科目
が含まれており、登録代理人になった以後でも毎年２時間以上の倫理科目を受
講するようにしている。税務代理人が諸般の法規定に違反した時、その重要度
に照らして法的制裁が必要であるが、韓国は諸般の法規に違反した場合、登録
取り消し及び職務の停止を命ずることができるし、懲役及び罰金刑に処するこ
ともできる。米国の場合、財務部長官は不名誉な行為、規定違反など一定の違
法行為をした登録代理人に対して適正な通知及び聴聞を経った後、国税庁に対
する代理行為遂行資格を剥奪または停止するように規定されている。不実税務
代理に対しては、韓国は刑事処罰規定を明示しているが、米国では税務代理関
係法令で特別に刑事処罰規定を明示していない。
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金を追徴するなど、租税行政において重要な任務を遂行しているので、
彼らの倫理的判断は公正で効率的な租税行政を遂行するのに非常に重要
な影響を及ぼす。一方、租税学者は、理論的根拠や実証的分析を通じて
租税制度に対する問題点や改善策を提示することで、租税政策の確立に
重要な役目を担当し、さらに、将来、税務代理人や税務公務員へ進出す
る人々を対象にして大学で税法内容による税金計算とか租税政策に対す
る教育を担当する。そして、彼らに他の税務専門家の租税制度に対する
評価や倫理意識を鼓吹させるのに重要な役目を担う。このような観点か
ら見ると、税務専門家の倫理的意思決定に関する研究を遂行するにおい
て既存の研究で研究対象として選定した税務代理人だけではなく、租税
制度において他の重要な役目を担当する税務公務員や租税学者を含ん
だ、より広範囲の税務専門家集団を対象にして、彼らの倫理的意思決定
過程に対して分析して見る必要性が提起されると述べている。そして、
特に税務行政の最前方に携わりながら、倫理的側面でさまざまな問題点
を露出している税務公務員に対する倫理的意思決定を把握し、他の税務
専門家集団の倫理的意思決定と比べて見ることは非常に意味がある。税
務専門家の範囲を納税者の納税義務を代理する税務士、税法を執行する
ことを主業務にする税務公務員、そして租税制度及び税法に対する教育
を担当する租税学者などへ拡大して、彼らを対象にして税務業務と係わ
る倫理的判断に対して、この論文は分析している。その結果、韓国の税
務士、税務公務員、そして租税学者の税務業務と係わる倫理的判断には
差が存在することが明らかになった。それは、三つの部類の税務専門家
集団の中で税務公務員は税務士よりも同じ事案（不正行為）に対する倫
理的基準において倫理的（不正行為に対して厳格）である。そして、租
税学者はこの二つの集団の中間程度の倫理的判断をしているという結論
を得ることができたと示唆した。そして、この論文において倫理的認識
が低い税務士、租税学者に対して倫理意識を強化し、特に税務代理人に
対しては定期的に倫理教育を義務化するなどの方法で倫理意識を強化し
て、租税制度の公平性と効率性を向上できるようにしなければならない
ということを結論づけた。
　これらの研究によれば、韓国においても、日本と同様な問題を抱えて
いると思われる。このように、ドイツと韓国の税務専門家の職業倫理を
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概観してきた。日本の税理士からみると、ドイツの税理士の職業倫理観
は崇高であると感じる。実体は、やや、異なるとしても、参考にすべき
点が多いといえる。また、韓国は、どうやら、日本と同じような背景、
すなわち、税務体系の類似性を有していることから、税務に関係する者
の職業倫理に関しても、同じ土壌を有しているように思われる。

第３項　まとめ
　先進国で税理士制度を有する国として、ドイツと韓国の税理士制度を
みてきた。税理士は、他の専門家よりも、国の財政に直結する分野の専
門家であるため、国家の影響を受けやすい。したがって、国家と税理士
の緊張関係がほど良いことが望まれる。日本の税理士制度は、国際的に、
業務の「独占性」が強く、国家監督の程度が「やや強い」とされた。す
なわち、「独立性」が強く、「自律性」がやや弱いという位置である。こ
の「自律性」に関して、ドイツ及び韓国においても、税理士は国家から
の監督を受け、日本の弁護士にいう「自治権」を獲得していない。しか
し、ドイツは、税理士個人に関して、国家の監督権は及ばないことになっ
ている。日本の税理士制度においても、国家による税理士会の監督とい
う構図は、本論文が理想とする国家と税理士の適当な緊張関係において
も必要であるといえるが、税理士個人に対する国家の監督という関係は、
専門家としての独立性に及ぼす影響を鑑みると問題があると思われる。
次に「納税者の権利擁護」につき、各国を比較すると、韓国は公共的な
役割を税務士の使命として掲げながらも、納税者の権利擁護という側面
をもつといえる61。とりわけ、ドイツでは、税理士は、独立性を保ちな
がら納税者の権利を擁護するとされている62。また、税理士の使命とし

61 韓国税務士である정훈（Jeong�Foon）、주영진（Ju�Young�Jin）は、韓国税
務士は、納税者の権利擁護が税務士に使命であると考えている者がほとんどで
あると回答した。
62 佐藤建男『TKC 行動理念と行動基準』TKC 出版、2011年、247 ～ 248頁。

（飯塚）ドイツ税理士法の57条には税理士の独立性について規定がありますが、
公正性は要求していません。一方、公認会計士法は43条でその公正性を要求し
ていますね。この違いはどうして出てくるのでしょうか。（ダン）それは税理
士と公認会計士の仕事の違いを反映しているのです。心と法律にのみしばられ



税理士制度と納税環境整備（３）

［190］北法63（6・335）1963

て、公共的な役割を負担することが強く謳われているのは、日本であり、
そのように比較すると、日本の税理士のみが公益性を強く意識して、「公
器」として、課税庁と協業する関係にあるようにみえる。日本の税理士
がそのような立場でいることは、今後の日本の税理士の進む方向に大き
く作用すると思われる。
　一方、ドイツと韓国の税務専門家の職業倫理を概観してきた。日本の
税理士からみると、ドイツの税理士の職業倫理観は崇高である。しかし、
それを保持し続けるために税理士自身に厳格な規律を求めている。さり
とて、EU 全体の経済圏における租税専門家は、さまざまであり、ドイ
ツにおいて、業務を行うことができることから、今後は、どのような倫
理観が醸成されるかを注視する必要がある。また、韓国は、日本と同様
の法律専門職を有し、税務体系も類似している。どうやら、税務に関係
する者の職業倫理に関しても同じ土壌を有しているといってよい。ただ
し、納税環境整備では、その斬新さ、展開の早さは、日本のそれと異な
る。外国税務会社の受け入れに関する法的整備も用意され、「ピアチェッ
ク」に関しても、日本よりも進んでいるところが多い。韓国税務士制度
の国際対応は、引き続き、参考にすべきである。

て仕事をするそういう意味で独立していなければなりません。ただし、法律に
許された枠内で、自分に仕事を委託した人の利益を十分尊重して仕事をしなけ
ればならない。そういう意味では税理士はいわば党派に属しているわけです。
つまり依頼人の利益のために仕事をするという職業的な義務があるから無党派
性を要求されない。だから税理士法57条は飯塚博士が指摘されたような条文に
なっているのです。（「ドイツからみた日本の税制と商法」『バンガード』1989
年10月号より、西ドイツ連邦税理士会会長・法学博士�ヴイルフリート・ダン氏、
TKC 全国会会長�法学博士�飯塚毅氏の対談、ヴイルフリート・ダン氏の発言」）。
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第２部�：合衆国市民と異質な他者─インディアン、植民地住
民、黒人

　第１部では、合衆国における外国人の法的地位、移民規制権限の性質
について検討した。第２部では、第１部の検討を踏まえ、本稿の問題意
識②、すなわち合衆国市民の範囲はどのように設定されてきたのか、と
いう問題の、もう一つの側面（外国人以外の観点）を中心に扱う。
　合衆国の建国期には、「同じ祖先より生まれ、同じ言葉を語り、同じ
宗教を信じ、同じ政治原理を奉じ、その風俗習慣においてきわめて似て
いる一つの国民1」と理解されていた合衆国市民像に反する存在に対し
て、政治部門や裁判所がどのような反応を示したのか、そして、その反
応を支える基本原理は何か、について検討する。具体的には、先住民族、
海外諸島住民に対する合衆国の反応を、移民に対する応答と関連させな
がら、検討する。

第６章�　インディアン、島嶼住民への絶対的権限の法理の拡張─異質な
他者との接触と合衆国市民の自己理解

１．移民法以外の領域への拡張─インディアン、島嶼住民
　第２章で述べたように、絶対的権限の法理は、連邦議会による中国人
の出入国規制に関する判例の過程において成立し、人種差別的な出入国
規制や帰化資格であっても、絶対的権限の法理の下で正当化されてきた。
そして、絶対的権限の法理は、「われら合衆国の人民（We�the�People�
of� the�United�States）」たる「自己」を定義し、維持する役割（自己定

1 アレグザンダ・ハミルトン = ジョン・ジェイ = ジェイムズ・マディソン（著）
/ 斎藤眞 = 武則忠見（訳）『ザ�フェデラリスト』（福村出版社・1991年）８頁。

第４部　日本における国籍理論と残された課題
　第11章　国籍の役割と国民の範囲
　第12章　残された課題
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義と自己保存）があることを指摘した。
　移民の事例を中心に生成した絶対的権限の法理の前提には構成員ルー
ルの問題、すなわち、誰が「我々（We,�the�people）」なのか、そして、
誰が「我々」ではないのかという問題がある。絶対的権限の法理をこの
ように捉えるならば、絶対的権限の法理が、合衆国市民にとっての「他
者（outsiders）2」（移民だけではなく、当初は合衆国の構成員ではなかっ
たインディアンや海外諸島住民も含む）に拡張されたとしても、不思議
ではない。

１．１．インディアンへの拡張
⑴合衆国憲法が制定された初期の慣行では、インディアン部族と連邦の
関係は、両者が締結した条約によって規定されていた。合衆国の公式法
令集である Statute�at�Large においても、他の国家と締結された条約と
一緒に、条約の項目に収められている。これは、連邦議会が、第１編第
８節３項において、インディアン部族との間の通商を規制する権限を有
していることから根拠付けられる。この条文は、外国とインディアンを、
同一条文内に規定している。
　したがって、合衆国憲法制定当初は、各インディアン部族は、外国と
同様に、主権を有し、合衆国と国家間関係を有する地位として位置づけ
られていた3。すなわち、アメリカ・インディアンは、合衆国の構成員で
はなく、外国人であった（ただし、各部族との条約によって、合衆国市
民権の取得が認められる場合もあった。詳細については注を参照4）。

2 Natsu�Taylor�Saito,�Asserting Plenary Power Over the “Other”:Indians, 
Immigrants, Colonial Subjects, and Why U.S.Jurisprudence Needs To 
Incorporate International Law,�20�Yale�Law�and�Policy�Review�427,�429�(2002).
3 なお、インディアン部族が有する主権概念の混乱については、United�States�
v.Lara,�541�U.S.193�(2004)�における Thomas 裁判官同意意見を参照（Id.�at�215-
224）。
4 この点については、James�H.Kettner,�The Development of American Citizenship, 
1608-1870�(1978) が詳しい。Kettner によれば、「1778年のデラウェア族との
条約は、各インディアン国家が連合に加入することを認めることを構想してい
た。1785年、1835年のチェロキー族との条約、1830年のチョクトー族との条約
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　合衆国最高裁判所も、憲法起草者と同様に、当初は、インディアン部
族と連邦との関係を、相互の合意によって規定されると捉えていた。例
えば、Worcester�v.Georgia5において、Marshall 長官による法廷意見は、
チェロキー族の国家的性格と自己統治の権利を承認6した上で、次のよ
うに述べる。

は、そのような部族が連邦議会に代表を送る可能性を示していた。この条項は
実施されなかったが、このような条約の存在は、国家の領域内に存在するイン
ディアン部族が、より組織的な方法で、合衆国の政体に編入されるべきであっ
たことを示唆している」（Id.�at�292）。
　「他の条約と制定法は、部族を離れ、無条件で合衆国政府から土地割り当て
を受けたインディアンが合衆国市民となることを示していた。1817年、1819年
のチェロキー族との条約は、『合衆国市民となることを希望する』家族の長に
対する土地の下賜を定めていた。1830年の条約は、明示的に、『州市民になる
ことを希望する各チョクトー族の家族の長は、この条約の批准から６ヶ月以内
に担当機関に自らの意図を表明することによって、州市民権の取得が認められ
る』と定めていた。このような場合、インディアン個人が、一方では部族構成
員と撤退、他方では、土地と合衆国市民権の間で選択をしなければならなかっ
た」（Id.�at�292-293）。
　「部族全体に対して合衆国市民権を付与することは、一般に、部族組織、部
族政府の解体を意味していた。合衆国は、ウィスコンシンのストックブリッジ
族と、1843年、1846年、1848年、1856年、1864年に一連の条約を締結した。こ
の条約は、部族を解体することと、すべての構成員に合衆国市民権を認めるこ
と、すなわち、独立した組織を維持することとインディアン個人に、合衆国市
民権か部族構成員かを選択することを認めることの間で逡巡していた。ワイア
ンドット族、オタワ族との間で締結した1855年、1862年の条約では、完全な市
民権という特権と、個別の土地所有を認める対価として、部族組織を放棄する
ことを要求した。1860年代に成立した一連の条約は、大統領と裁判所に、土地
の割り当てを受け取った成人男性のインディアンが、合衆国市民権の取得を認
めるほど十分に『知性を持ち、賢明な』状態になった時期を決定できる権限を
授けた。1870年以前に、このようなやり方で合衆国市民権を取得したインディ
アンの数は不明であるが、1891年のインディアン問題委員会の報告によれば、
1887年以前、3072人だけが、上記の条約や連邦議会制定法の効力によって合衆
国市民権の取得が認められた」（Id.�at�293）。
5 31�U.S.515�(1832)．
6 Id.�at�556.
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　「チェロキー国家は、我々の領土を占有している特徴的な共同体
である。それは、正確に規定された領土を有し、そこでは、ジョー
ジア州法は効力を持たず、ジョージア州市民は入る権利を持たない。
しかし、チェロキー族自身の同意がある場合、または条約と合致す
る場合、そして、連邦議会制定法がある場合は、別である。合衆国
とこのような部族国家との全体的な通商は、我々の憲法及び法律に
よって、合衆国政府に委ねられている7」。

　このように、インディアンは、「国内の依存した国家（domestic�
dependent�nation）8」と位置づけられていたため、連邦議会は、インディ
アン部族に関する事項について、条約を締結すること、すなわち、外交
事項として処理していた9（もっとも、「国内の依存した国家」という地
位は、合衆国と対等の地位を意味しない10）。

7 Id.�at�561.
8 Cherokee�Nation�v.Georgia,�30�U.S.1,�17�(1831)．
9 Thomas�Alexander�Aleinikoff,�Semblances�of�Sovereignty�19�(2002)［以下、
Aleinikoff�(2002) と略記］．後に、インディアンは、「国内の依存した国家」
ではなく、合衆国とインディアンの関係は、「変則（anomalous）」（United�
States�v.Kagama,�118�U.S.375,�381�(1886)）として位置づけられるようになった。
現在でもこの立場は維持されている。例えば、Santa�Clara�Pueblo�v.Martinez,�
436�U.S.49,�71�(1978) など。
10 United�States�v.Rogers,�45�U.S.567�(1846) では、合衆国に戻る意思を放棄し、
チェロキー族領土に居住し、チェロキー市民としての地位を取得した白人男
性である Rogers が、同様の経緯でチェロキー族に加入した白人男性をチェロ
キー族領土内で殺害した事件が、連邦管轄権に属するかどうかが争われた。
当時の連邦法では、「インディアンによる、他のインディアン自身又は財産に
対する犯罪」には連邦の管轄権が及ばないと規定していた（Act�of�June�30,�
1834,�ch.161,§25,�4�Stat.729,�733）。法廷意見は、全員一致で、被告人及び被害
者のインディアンとしての地位を否定し、連邦管轄権を肯定した。
　Rogers 判決の法廷意見は、「チェロキー族の主権をチェロキー国家内に限定
する連邦政府の権限を確立した。チェロキー族は、部族構成員としての利益を
Rogers に与えることを目的として、Rogers を、チェロキー市民として認める
ことができる。しかし、チェロキー市民権を取得したとしても、Rogers の合
衆国市民としての地位に影響を与えるものではない」（Sidney�L.Harring,�Crow 
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　合衆国とインディアン部族との関係を外国との関係類似のものとして
扱うことにより、「インディアンについて裁判所が扱う際、外交事項権
限に関する政治部門の権限行使に対する異常なまでに敬譲的な司法審査
が発動されるため11」、部族に関する問題は、「不安定にも、連邦議会の
気まぐれに依存することになった12」。つまり、インディアン部族を外
国類似の存在と位置づけたために、外交事項に関する権限として処理さ
れる移民の事例と同じく、絶対的な連邦権限の根拠となった。
⑵しかし、1871年に制定された法律によって、インディアンを外国類似
の存在として位置づけていた条約締結時代は終了する。この法律は、「合
衆国領土内のどのインディアン国家、インディアン部族も、独立国家、
独立部族として認められない。あるいは、彼らが合衆国と条約によって
契約を締結する権限を有している国家、部族とは認められない13」と規
定した。この法律の立法者たちは、「インディアン事項はもはや外交事
項ではないという考え方14」を有していた。これにより、「条約締結権限
の時代は終焉を迎える。インディアンが外国の国民ではなく、統治客体
としてみなされると同時に、インディアン法は、国内法事項へと近づい
た15」。
　ただし、インディアン部族と合衆国との関係の転換は、連邦議会が有
する絶対的権限を切り下げることにはならず、別な連邦権限の根拠を提
供することになった。合衆国最高裁判所は、United�States�v.Kagama16

において、インディアン部族を「国家の保護下にある者17」「合衆国に依
存した共同体18」と位置づけ、「かつては力強かったが、現在は、弱く、

Dog’s Case�61�(1994)）。
11 Nell�Jessup�Newton,�Federal Power over Indians: its Sources, Scope, and 
Limittations,�132�University�of�Pennsylvania�Law�Review�195,�205�(1984).
12 Id.�
13 Act�of�March�3,�1871,�ch.120,�16�Stat.544,�566.
14 Newton,�supra�at�206.
15 Id.
16 118�U.S.375�(1886).
17 Id.�at�383
18 Id.�at�384
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人数の点において減少した人種の生き残りに対する政府権限は、彼らの
保護にとって必要である19」と判示した。つまり、この判決は、インディ
アン部族を保護する必要性から、インディアン部族に対する連邦政府の
絶対的権限を導き出した。Kagama 判決によって、連邦議会は、絶対的
権限の法理の下、部族主権を制限し、連邦議会による立法活動を行う余
地を認められた20。
　上述の流れの中で、外国人と同様に、インディアン部族に対しても連
邦議会が絶対的権限を有することを決定付けたのが、Lone�Wolf�v.
Hitchcock21である。Lone�Wolf 判決は、カイオワ族、コマンチ族、アパッ
チ族の連合部族が有する土地を割譲する際、成人男性インディアンの
3/4の同意を得なければならないと定めた条約を根拠に、詐欺行為によっ
て同意が形成されたこと、規定数に満たない同意であることなどを理由
として、連邦議会がインディアン部族から土地を取得したことが財産権
の剥奪（第５修正）に該当すると主張した事例である。法廷意見は、次
のように判示した。

　「連邦議会は、インディアンの財産に対する至高の権限を保有す
る。それは、インディアンの利益に対する保護者として、その権限
が行使されるという理由による。そして、その権限は、インディア
ンと締結した条約上の厳密な文言に反するとしても、黙示的に推定
される22」。
　「諸インディアンの部族関係に対する絶対的権限は、当初より、
連邦議会によって行使されてきた。この権限は、常に政治的な権限
と推定され、政府の司法部門によるコントロールに服さないものと
扱われてきた。1871年まで、インディアン部族に対する政策は、条
約という手段によって実現されてきた。もちろん、道徳的義務は連
邦議会に課せられ、自身のために締結した条項は、誠実に実施しな

19 Id.
20 Harring,�supra�at�144.
21 187�U.S.553�(1903).
22 Id.�at�565.
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ければならない23」。

　しかし、法廷意見によれば、「外国と締結した条約と同様に、…立法
府は、インディアンと締結した条約と矛盾する法律を制定することも可
能である24」。法廷意見は、この判示を導く過程において、Chinese�
Exclusion�Case を引用する25。引用した箇所は、連邦議会が、中国と締
結した条約に反する内容の法律を制定したとしても、最新の主権の行使
として正当化されると判示した内容である。ここに、インディアン部族
に対しても、外国人と同様に、絶対的権限の法理が適用されていること
を看取することができる26。法廷意見は、連邦議会が有する絶対的権限
を全面に振りかざし、上訴の内容について検討する必要がないと結論を
下している。

１．２．島嶼事例への拡張─編入理論の成立
⑴絶対的権限の法理は、構成員ルールの問題を提起する島嶼事例

（Insular�Cases）にも拡張される。島嶼事例とは、合衆国がフィリピン
やプエルトリコなどの海外植民地を取得したために生じた、構成員資格
の問題に関する一連の判例である。
　第４章における Sutherland 裁判官の思考様式を紹介した箇所にて指

23 Id.�at�566.
24 Id.
25 Chinese�Exclusion�Case,�130�U.S.581,�600�(1889).
26 また、Kagama 判決では、インディアンに対する支配権は「合衆国政府に存
在している。なぜならば、支配権はどこにでも存在するものではなく、その
権限が行使される範囲は合衆国の地理的境界内部であり、その権限は今まで
否定されたことはなく、その権限だけがすべての部族に対して法律を適用す
ることができるからである」（Kagama,�118�U.S.at�384-385）と判示している。
合衆国政府が条約違反行為をすることを正当化した Lone�Wolf 判決の存在と
もあわせて考えると、合衆国最高裁判所は、インディアンに対して、「力こそ
法」という発想に依拠しているのではないか。Natsu�Taylor�Saito,�Asserting 
Plenary Power Over the “Other”:Indians, Immigrants, Colonial Subjects, and 
Why U.S.Jurisprudence Needs To Incorporate International Law,�20�Yale�Law�
and�Policy�Review�427,�441�(2002).
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摘したように、判例は、割譲、征服、発見、占有などによって取得した
新領土を統治する権限は、「国家性」に由来する主権的権限と理解して
いる27。また、合衆国憲法第４編第３節２項では、「連邦議会は、合衆国
に属する領地その他の財産を処分し、これに関し必要ないっさいの準則
と規則を制定する権限を有する」と定めている。合衆国が取得した新領
土は、州ではないが「合衆国に属する領地（territory）」として位置付
けられる。
　島嶼事例は、連邦議会が島嶼領土に対して行使する主権的権限が、合
衆国憲法上、どのような制約に服するのかという問題意識が出発点と
なっている。島嶼事例の場合、合衆国本土において展開された領土拡大
の過程（東方から西方へ、合衆国市民が開拓して居住することによる領
土拡大）とは異なり、通常の合衆国市民とは異なる人々を取り込むこと
になる。
　Juan�R.Torruella によれば、米西戦争によって新たに海外領土を取得
した当時、学説は、「新領土の住民は、合衆国市民となる、あるいは、
最終的に州昇格への道を辿るには不適切である28」という見解─そして、
この見解は、「広く人種を理由として提起され、フィリピン嫌悪（フィ
リピンでは合衆国による支配に対して内乱があり、鎮圧するために犠牲
者を出していた─引用者注）を理由として、支持を集めていた29」─と、

「古い伝統と実践にこだわり、合衆国憲法は自動的にすべての領土─合
衆国がその地域に対する主権を取得し、最終的に州昇格へと繋げる─に
適用される30」べきという見解に分かれていた。

27 Jones�v.United�States,�137�U.S.202� (1890). また、連邦統治領に関する統治
権限の由来とその変遷については、Sarah�H.Cleveland,�Powers Inherent in 
Sovereignty:Indians, Aliens, Territories, and the Nineteenth Century Origins of 
Plenary Power over Foreign Affairs,�81�Texas�Law�Review�1,�181-207�(2002) を
参照。
28 Juan�R.Torruella,�The Insular Cases:The Establishment of a Regime of 
Political Apartheid,�29�University�of�Pennsylvania�Journal�of�International�Law�
283,�300�(2007).
29 Id.
30 Id.
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⑵では、裁判所はどのような態度を取ったのか。
　この問題に関して、初期の重要な判例は、Downes�v.Bidwell31である。
これは、ニューヨークからプエルトリコへと持ち込まれた商品に対して
関税を課すこと32が可能かどうかが争われた事案である。合衆国の一部
であるプエルトリコに合衆国から持ち込まれた商品に対して関税を課す
ことが、合衆国憲法第１編第８節１項及び同第９節６項に違反するのか
どうかが本件における実質的な争点であった33。
　合衆国最高裁判所は、プエルトリコは合衆国に従属している領土では
あるが、関税が「合衆国を通じ均一でなければならない」と定める合衆
国憲法第１編第８節１項が定める「合衆国」には属していないと判示し
た。その結果、連邦議会は、合衆国憲法による制約には服さないことに
なる。結果として、連邦議会の政策を承認した。
　Downess 判決は、プエルトリコに対して、当該合衆国憲法上の制約
は及ばないという結論が多数を占めたが、法理論の構成について、
Brown�裁判官と White 裁判官の見解が対立した結果、裁判所内部の判
断が錯綜し、多数意見を形成できなかった。
　Brown 裁判官は、「当面の間は、アングロサクソン原理に従った統治
と正義の実現は不可能34」として、「宗教、慣習、法律、課税方法、思考
様式が我々とは異なる異人種35」に対して、合衆国憲法の適用を原則と
して否定する見解に立脚する。ただし、合衆国憲法の適用を一切否定す
るわけではない。Brown 裁判官は、「自然権（natural�rights）」（信仰の
自由、表現の自由など）と「人為的、救済的権利（artificial�or�remedial�
rights）」（合衆国市民権を取得する権利、公職就任権など）を区別し、
前者については保障が認められるが、後者は、アングロサクソンの法理
特有の権利であって、島嶼住民には保障する必要がない、という見解に

31 182�U.S.244�(1901).
32 Act�of�April�12,�1900,�ch.191,�31�Stat.77.
33 Downes,�182�U.S.at�249.
34 Id.�at�287.
35 Id.
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立脚していた36。Brown 裁判官の思考では、Downess 判決で争われた関
税統一条項は、自然権ではない37。
　このような見解に対し、White 裁判官は、「編入理論（incorporate�
theory）」 と 呼 ば れ る 理 論 を 提 唱 し た。White 裁 判 官 の 見 解 は、
Downess 判決の３年後に下された Dorr�v.United�States38の法廷意見の
原型となる。以後、島嶼事例については、編入理論が実質的な判断基準
となった。以下では、Dorr 判決について検討する。
⑶ Dorr 判決は、陪審による審理がフィリピン諸島における司法手続に
必ず付帯するのかどうかについて争われた事例である。
　法廷意見は、連邦統治領に対して連邦議会は無制約の権限を有してい
るという前提の下、条約や制定法によって合衆国へ「編入された

（incorporated）」領土については、合衆国憲法が完全に適用されるとい
うルールを提唱した39。連邦議会が立法する際に、「連邦統治領政府に関
連する事例について適用される制約は、特定領土と合衆国との関係次第
で定まる40」。ただし、未編入領土であっても、完全に合衆国憲法の適
用が排除されるわけではない。「連邦統治領について立法する際、連邦
議会は、合衆国憲法及び修正において規定されている個人の権利を保護
するように、基本的な制約に服する41」。
　Dorr 判決は領土の編入を上記のように捉えた上で、フィリピンを合
衆国へ割譲することを定めたスペインとの条約に言及し、この条約につ
いて、「憲法上可能な限りにおいて、新たに取得したこの領土を処理す
る自由裁量（free�hand）を連邦議会のために用意しておくという条約
制定者たちの意図は明らかである42」と判示し、フィリピンが合衆国に

「編入」されていないことを明らかにした43。この判断は、フィリピンに

36 Id.�at�282-283.
37 Owen�M.Fiss,�Troubled Beginnings of the Modern State, 1888-1910�at�240�(1993).
38 195�U.S.138�(1904).
39 Id.�at�142-143.
40 Id.�at�142.
41 Id.�at�146.
42 Id.�at�143.
43 更に、これは、連邦議会による立法の結果ではなく、条約締結権限の帰結
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おいて市民政府を設立することを定めた法律44によっても裏付けられて
いる45。
　また、法廷意見によれば、「陪審による審理を受ける権利が基本的な
権利ならば46」「その帰結が正義の正しい適用ではなく、不正義を行い、
妨害を誘発するものであるかもしれないが、陪審審理制度は、絶対に、
直ちに確立されなければならない47」。「もし合衆国が、…野蛮な人々が
居住している土地─そして、合衆国は、その土地を支配する、あるいは、
州昇格への最終的な許可を下さないかもしれない─を取得した場合、そ
して、この判断が有効であるならば、そこでは陪審審理制度を設けなけ
ればならなかったであろう。このような提案を述べることは、陪審審理
制度の実施が不可能なことを証明している48」。
　つまり、「連邦議会は、『未編入の』連邦統治領において適用されるルー
ルを決定することができるだけではなく、編入するかどうかの判断それ
自身も、連邦議会の意思と立法に委ねられている49」。「領土（Territory）
は、合衆国の管轄に服するが、合衆国（United�States）ではない50」。
平等保護を定めた第14修正の適用も、連邦議会の判断に依存することに
なる。
　法廷意見は、連邦議会が、合衆国憲法による「基本的な制約」にのみ
服することを認め、島嶼住民を、従属的地位、すなわち市民的権利が剥
奪された地位に置き続けることを承認した。
⑷ Downess 判決から Dorr 判決までの流れの中で、編入理論が支持さ
れた理由について、いくつかの説明の仕方（例えば、裁判官の交代な

である。「編入」するかどうかは、立法行為だけではなく、条約締結によって
も判断されることがあり得る。
44 Act�of�July�1,�1902,�ch.1369,�32�Stat.691.
45 Dorr,�195�U.S.at�143-144.
46 Id.�at�148.
47 Id.
48 Id.
49 Aleinikoff�(2002),�supra�at�22.
50 Aleinikoff�(2002),�supra�at�23�(citing�Downess,�182�U.S.244,�278�(1901)).
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ど51）が提示されているが、Dorr 判決の法廷意見が、1901年に生じた島
嶼事例に関する諸判例（Downess 判決を含む）を、White 裁判官の法
廷意見を支持したものと読み替えた点52が大きいかもしれない。事実、
Dorr 判決では、Downess 判決の中で対立した Brown 裁判官も法廷意
見 に 同 調 し て い る。 た だ し、Rassmussen�v.United�States53で は、
Brown 裁判官は、Downess 判決に示された編入理論は法廷意見ではな
く、編入理論は判例として形成されていないという趣旨の同意意見を執
筆している54。
　この時期の判例のブレを明快に説明することは困難だが、いずれにせ
よ、Dorr 判決は、法廷意見として、編入理論を展開している。これに
より、編入理論が判例として形成された。
　なお、編入理論は、Dorr 判決の翌年、州昇格以前のアラスカにおい
て第６修正が適用されるかどうかが争われた Rassmussen 判決の法廷意
見の中で、明確に採用されている。Rassmussen 判決では、国内収入税、
慣習、通商、海運などに関する合衆国の法律をアラスカに拡張しようと
する連邦議会の判断があったことを挙げ55、アラスカが合衆国に編入し
ている、と結論を下した。

１．３．小括─「野蛮な人々」の排除

51 Torruella は、Gray 裁判官から Holmes 裁判官へ、Shiras 裁判官から Day 裁
判官へ交代したことを編入理論へ移行した要因と指摘しているが（Torruella,�
supra�at�312）、筆者にはそれほど説得力がある指摘だと思えない。なぜならば、
Gray 裁判官、Shiras 裁判官も、編入理論を否定していないからである。編入
理論が確立した実質的な理由について、いくつかの文献を調査してみたが、説
得力のある理由を提示したものは見いだせなかった。この点については、筆者
の調査能力の不足を告白して、宥恕をお願いしたい。
52 Efren�Rivera�Ramos,�The Legal Construction of American Colonialism:The 
Insular Cases (1901-1922),�65�Revista�Juridca�Universidad�de�Puerto�Rico�225,�
257�(1996).
53 197�U.S.516�(1905).
54 Id.�at�532.
55 Id.�at�523.
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　以上の検討を簡潔にまとめると次のようになる。移民規制には、「自己」
の範囲を決定し、「自己」を保存する役割がある。しかし、自己定義、
自己保存原理は、移民規制についてのみ発動されるわけではなく、イン
ディアンや島嶼事例のように、合衆国市民の自己理解にとって異質な存
在に対しても発動される。
　インディアン部族に関する事例、島嶼事例において検討したように、
合衆国は領土を支配する「絶対的権限」を有している。この論理は、「野
蛮な人々56」に対して完全な構成員であることを否定する理屈にも転化
しうる。ここに、移民規制と同じく、構成員ルールが存在していること
を看取できる。そして、構成員ルールは、「野蛮な人々」を排除するこ
とによるアングロサクソン主義の優位に支えられていた。この点につい
ては、次に検討する。

２．アメリカ社会におけるアングロサクソン主義
　以下では、19世紀後半のアメリカ社会における自己理解について検討
する。その前に、当時のアメリカ社会の状況を簡潔に説明しておく。
⑴19世紀後半のアメリカ社会の様子を一言で述べるならば、地方主義的
で、「核」、「国家」が欠如した建国初期の状態から、一つのアメリカへ
と移行しつつある状態であった。
　19世紀前半のアメリカは、「権力や社会的結合を表わす外面的な装い
があまりに貧弱であったため、アメリカは目に見える手段を用いて国家
的忠誠心を教え込むことができなかった57」。「国旗や議事堂はあったが、
ヨーロッパ的な意味での首都は存在しなかった。議事堂でさえ、南北戦
争中になお大改築中であった。国旗はまだ完全には確定していなかった。
アメリカでただひとつ大いに人目をひくことになる記念碑ワシントン・
モニュメントが完成するのは、やっと1885年になってからのことであ

56 Dorr,�195�U.S.at�148.
57 ジョン・ハイアム（著）/ 大山綱夫（訳）「アメリカの統合─19・20世紀の同化
過程─」鈴木重吉 = 小川晃一（編）『ハイフン付きアメリカニズム』（木鐸社・
1981年）79頁。
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る58」。「アメリカ人は共和制イデオロギーを信奉し、これによってアメ
リカ人は、…統一的国家や、人目につく記念碑や、きめ細かく織り成さ
れた社会機構なしでもやって行けたし、なぜそうしたものが要らないか
も知ったのであった59」。
⑵しかし、19世紀後半から、「アメリカ社会における国家統合が急速な
進展を遂げていた。南北戦争後に連邦政府の権限は劇的に増大し、政治
制度や法制度の中央集権化が進むとともに、経済においても『北部』、『南
部』、『西部』の各地域が有機的に結合するようになり、ひとつの国内市
場を形成しつつあった。また、コミュニケーションと交通の技術が発達
することで、物資や人々の移動および情報伝達の範囲は拡大し、日常生
活を営む『世界』は、かれらが住んでいる地方の町や村を超えて国家の
領域全般を覆うようになる。こうした社会変化を背景に、公教育制度、
国家的儀式、シンボルを通じての具体的な『国民化』のプロセスがはじ
まったのが、この時期であり、政府のみならず、一般社会のなかからも、
中流層以上の『エリート』たちを中心にして、『国家』や『愛国』を強
く意識した様々な運動60」が生じた。その中には、1890年に誕生し、現
在もなお有力な愛国者組織である「アメリカ革命の娘たち（Daughters�
of� the�American�Revolution）」や、「北軍陸海軍軍人会（Grand�Army�
of�the�Republic）」61がある。ほかに、19世紀末のアメリカ愛国主義の高

58 同。
59 同。
60 中條献「「アメリカ革命の娘たち」─国民化のプロセスにおける「時間」と

「空間」」樋口映美 = 中條献（編）『歴史のなかの「アメリカ」─国民化をめぐる
語りと創造』（彩流社・2006年）79頁。
　「アメリカ革命の娘たち」は、初代大統領 George�Washington の母の墓の保
存や、独立戦争におけるレキシントンの戦いに従軍した地元兵士が出生直前に
結集したという家に記念銘板を設置する活動など、様々な史跡整備運動を行っ
ていた（同・86-89頁）。「アメリカ革命の娘たち」にとって、史跡整備は、組
織規約にも掲げられている重要な活動であった（「愛国主義の高揚（19世紀末）」
歴史学研究会（編）『世界史史料７�南北アメリカ�先住民の世界から19世紀まで』
330-331頁［中條献執筆］）。
61 退役軍人であり、北軍陸海軍軍人会のスポークスマンであった George�
T.Balch は、「女性救済団体（Woman’s�Relief�Corp）」の Margaret�Pascal と
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揚を示すものとして、アメリカ大陸発見400周年記念行事を祝うイベン
トを指摘できる62。
　もっとも、このような歴史の公定作業は、「北部や南部の文化上のリー
ダー、とりわけ実業家、知識人、知的専門職業の人々63」が中心になっ
て行ったものであり、「労働者、農民、移民といった普通の人々64」は排
除されていた65。

協力し、1890年に出版した自らの著書『公立学校における愛国心の教え方
（Methods�for�Teaching�Patriotism�in�the�Public�Schools）』において、国旗敬
礼儀式を開発し、愛国心を慣用するために、幼少時のうちに国旗に敬礼する
習慣を身に付けることを説いた（Cecilia�Elizabeth�O’Leary,�To Die For:the 
paradox of American patoriotism�152-153�(1999).）。
　Balch の提案には確実な反応があったと言われている。例えば、「1893年ま
でには、ニューヨーク州教師のうち、児童援助会の21校出身の者は、毎朝、国
旗への敬礼を行うために、16国籍にも及ぶ、6000人以上の児童を組織した」（Id.�
at�154）。
62 バプティスト派の牧師を辞め、当時発行部数を拡大し続け、「合衆国におい
て最も広く読まれていた週刊誌の一つ」（Id.�at�156）の「若者の友（Youth’s�
Companion）」のスタッフに加入した Francis�Bellamy は、1892年に、公立学
校において Columbus のアメリカ大陸発見400周年を祝う儀式を実施するよう
に呼びかける運動を展開した（Id.�at�157-158.）。これには、地方紙にニュース
を提供するアメリカ報道協会（American�Press�Association）も協力し、主要
紙を遥かに凌駕した運動にまで発展した（Id.�at�164.）。
　Bellamy は、1892年の春に、Benjamin�Harrison 大統領に面会し、Columbus
のアメリカ発見の日を国民の祝日とするように求めた。ロビイング活動と、当
時の高揚した運動を背景に、連邦議会は、1892年６月29日に、超党派で合同決
議を行った。合同決議は、「学校その他集会において、適当な行事によって」

「アメリカ発見400周年」の行事を行うことを推奨する宣言を行うことができる
と明言した（Join�Resolution�of�June�29,�1892,�No.18,�27�Stat.397.）。
63 ジョン・ボドナー（著）/ 野村達朗 = 藤本博 = 木村英憲 = 和田光弘 = 久田由佳
子（訳）『鎮魂と祝祭のアメリカ─歴史の記憶と愛国主義』（青木書店・1997年）51頁。
64 同・50頁。
65 文化上のリーダーたちは、「彼らの信奉する物質的進歩といった理想」を各
行事の中で讃えていた。「1892年には、コロンブス上陸400周年が祝われたが、
実業家や市民のリーダーたちはシカゴやニューヨークで盛大なパレードを組織
し、陸軍の大規模な部隊とともに、様々な友愛組合や民族集団のグループごと
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　では、このような時代状況の中で、19世紀のアメリカ社会は、植民地
住民、移民、インディアンに対して、どのような反応を示したのか。以
下では、この点について論述する。

２．１．植民地の拡大─ McKinley 大統領の言説
　絶対的権限の法理が抱える構成員ルール、あるいは「自己」の範囲の
問題は、当時、合衆国において支配的であったアングロサクソン主義が

に市民たちが整然と行進をして、市民的秩序の観念を強固なものとした。もっ
とも、…シカゴでのイタリア系のパレードを先導したのは何台もの馬車に乗り
込んだイタリア系の実業者たちであって、下層の移民労働者たちではなかった」

（同・51頁）。
　フィラデルフィアで開かれた博覧会では、1876年の建国100周年行事にあわ
せ、「愛国的な儀礼や歴史をテーマとした題材が目白押し」であったが、「台頭
する産業エリートたちのここでの関心事は『進歩』であって、愛国主義ではな
かった」（同・52頁）。「最も注目されたのは機械館で、その中心にはコーリス
蒸気機関が置かれ、誰もが一目見ようと押しかけた。多くの者が、この蒸気機
関こそ『建国100周年に最もふさわしいシンボル』であり、アメリカの技術的
進歩を端的に示していると考えたのである。この行事において公的記憶の意味
するところは、過去はより洗練された物質文明へいたる序曲にすぎないという
ことで、平等な権利の実現へと向かう歴史の流れを想定する労働者階級の解釈
などは、まったく認められなかったのである。ここで市民の忠誠と尊敬に値し
たのはアメリカの物質的進歩であり、さらにそれを担うとされた実業界のリー
ダーたちだったといえよう」（同・52頁）。
　これに対し、「普通の人々」は、「家族や地域コミュニティをつくりあげた歴
史上の人物」として捉えられている「開拓者のイメージ」を「最も強力な歴史
的シンボル」として支持した。「開拓者は実際には、物質的成長へと向かう急
激な流れを促進しないまでも、少なくとも社会の変化を生み出したわけだが、
伝統的な価値観の保持に果たした役割だけが強く意識された。たしかに開拓者
は愛国者でもありえたが、町やエスニック・コミュニティといった個別民衆的
な構成体に対して、むしろ強い忠誠を表明していた」。このように考えるならば、
開拓者という「シンボルが最も強い影響力をもっていた地域が、中西部や大平
原の小さな町々や移民の入植地のような、実業家や専門職のエリートの影響力
が最も弱い地域であったこともごく自然に首肯できる」（同・57頁）。
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反映されている66。19世紀初頭、初期啓蒙主義に取って代わったアング
ロサクソン主義は、「劣った人種を征服し、究極的には同化させる、あ
るいは乗っ取る67」ことを目指して拡大を続けていた。
　1867年にはヴァージン諸島購入、アラスカ購入、ミッドウェー諸島占
有68、1878年にはサモアに海軍基地を設置する権利を取得69、1898年には
ハワイ併合70が実現する71。さらに、ハワイ併合と同年の1898年には、米

66 Alienikoff�(2002),�supra�at�24.�メアリー・ベス・ノートン（著）/ 本田創造（監修）
『アメリカ社会と第一次世界大戦』（三省堂・1996年）156頁。

67 Aleinikoff�(2002),�supra�at�24.
68 ノートン・前掲164-166頁。
69 同・168頁。
70 同・172頁。Joint�Resolution�of�July�7,�1898,�No.55,�30�Stat.750.
71 19世紀末の合衆国が、国際的孤立から海外膨張主義へと転化した背景には、
Alfred�R.Mahan の影響がある。Mahan は、次のように説く。
　「制海権─とりわけ、国益や自国の貿易の損する大海路に対する支配権─は、
諸国の国力や繁栄の物質的諸要因のうちでも最たるものだ…。海洋こそ世界の
運輸交通の一大媒介であるからである。このことから必然的に導き出される原
理は、次のことである。すなわち、制海権に付帯するものとして、制海権の確
立に資するような海上根拠地を正当な手段で獲得しうる好機がくれば、それを
獲得することが絶対必要だ、ということである。いったんこの原則を採択する
以上、われわれは中米地峡に接近するための戦略的拠点─それは多数存在する
─を獲得することになんら躊躇する必要はなく、しかも地峡をめぐる利害関係
からみて、これらの拠点はわが国〔による併合〕を必要としているのである。
…しかしながら、軍事的観点…からみて、一つ警戒すべきことがある。陸上も
しくは海上にある軍事的要地や要塞が、いかに地の利を占めて強固であろうと
も、それだけでは制海権を確立することはできない。…十分強力な防備と艦隊
力の維持に必要とされる他の諸条件を一国も忘れてはならないのである」（麻
田貞雄（訳）『アルフレッド・T・マハン』（研究社・1977年）100頁）。
　このような Mahan の見解には、共和党の Theodore�Roosevelt ─ McKinley
大統領の下、副大統領となり、McKinley 暗殺後に大統領に昇格─のほかに、
Henry�Cabot�Lodge 上院議員などが共鳴した。Lodge は、海軍の拡張、西イ
ンド諸島における海軍基地の取得などを主張していた（Efren�Rivera�Ramos,�
The Legal Construction of American Colonialism:The Insular Cases (1901-1922), 
65�Revista�Juridca�Universidad�de�Puerto�Rico�225,�315-316�(1996)）。 な お、
Lodge は、後述するように、同時に移民規制も主張している。
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西戦争後の講和条約締結により、スペインから、プエルトリコ、グアム、
フィリピンを取得する72。このような合衆国の領地拡大によって、合衆
国は、その地域に元から居住している─すなわち、合衆国本土の主要構
成員とは異質な─先住民族を取り込むことになった（なお、取り込まれ
た各地域の住民の構成員としての地位の変遷については脚注を参照73）。

　上記の記述については、本橋正「ハワイ併合（1898年）・スペインとの講和
条約（1898年）、及びマハン「海の支配力の歴史に及ぼす影響」（1890年）」ア
メリカ学会（編）『原典アメリカ史�第５巻』（岩波書店・1957年）125頁、谷光太
郎『米国アジア政策の源流とその創設者─セオドア・ルーズベルトとアルフレッ
ド・マハン─』（山口大学経済学会・1998年）を参照。
　さらに言えば、Mahan もまた、「四億の中国人といった巨大な大群」（麻田
貞雄（編訳）『マハン海上権力論集』（講談社学術文庫・2010年）230頁）に対し
て脅威を抱いていた黄禍論者の一人である。Mahan は、キリスト教を軸とし
た西洋文明の優位を説き、西洋文明に接触した東洋文明が進化するべきだ、そ
して、それは合衆国が担うべき責務だ、という思考を有していた。
72 Treaty�with�Spain�of�December�10,�1898,�Art.Ⅱ,Ⅲ,�30�Stat.1754,�1755.
73 ①1898年に、ハワイは、合衆国の正式な領土となる（Joint�Resolution�of�July�7,�
1898,�No.55,�30�Stat.750）。1900年には、ハワイ領を統治するための法律（Act�
of�April�30,�1900,�ch.339,�31�Stat.141）が制定された。この法律は、第４条にお
いて、1898年８月12日の時点でハワイ州共和国市民だった者は、すべて合衆国
の市民であり、ハワイ領土市民であると規定した（Id.§4）。同条は、更に、

「1898年８月12日以降ハワイ諸島に居住している合衆国居住者のうちすべての
合衆国市民、以後１年間ハワイ領土に居住しているすべての合衆国市民は、ハ
ワイ領土市民となる」と規定していた。この法律により、ハワイは合衆国領土
へと編入されることになった。その後、ハワイは、1959年に州に昇格し（Act�
of�March�18,�1959,�Pub.L.No.86-3,�73�Stat.4）、第14修正の効力による出生地主義
が適用されるようになった。
②アラスカは、1867年にクリミア戦争の財源を供出するために、ロシアから
アメリカへと売却され、合衆国の領土となった。このときにアメリカとロシ
アの間で締結された条約（Treaty�with�Russia�of�March�30,�1867,�Art.Ⅲ,�15�
Stat.539,�542）により、「文明化されていない先住民部族」を除いて、アラスカ
に継続して居住することを望む住民は合衆国市民となった。その後、1924年
に制定された法律により、合衆国の領土内で出生した非合衆国市民であるア
ラスカ先住民族も合衆国市民権を取得するようになった（Act�of�June�2,�1924,�
ch.233,�43�Stat.253）。1959年には、アラスカは、第48番目の州として、州に昇
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　19世紀後半には、アングロサクソン主義は、外交政策の次元でも、国

格している（Act�of�July�7,�1958,�Pub.L.No.85-508,�72�Stat.339）。
③合衆国は、パナマの独立を導くとともに、単に運河建設権だけではなく、運
河地帯周辺を主権者のように所有・支配する権利を取得した（Act�of�April�28,�
1904,�ch.1758,�33�Stat.429）。その後、1937年に成立した法律では、「1904年２月
26日以後パナマ運河地帯で出生し、かつ本法の施行日に関わらず、その者の父
もしくは母またはその双方が、その者の出生時において合衆国市民であった、
または合衆国市民である者は、すべて、合衆国市民であると宣言される」と規
定していた（Act�of�August�4,�1937,�ch.563,�50�Stat.558）。この規定がそのまま
引き継がれた（Immigration�and�Nationality�Act,�ch.477,§303,�66�Stat.163,�236�
(1952).�INA§303�(a),�8�U.S.C.§1403）。
　同（b）では、「1904年２月26日以後パナマ共和国で出生し、かつ本法の施行
日の前後にかかわらず、その者の父もしくは母またはその双方が、その者の出
生時に、合衆国、パナマ鉄道会社、またはその名義を承継しているものに雇用
された合衆国市民であった、または合衆国市民である者は、合衆国の市民であ
ると宣言される」と規定していた。
　その後、連邦議会は、1979年に締結された条約に基づき、運河地区に対する
主権をパナマへと返還することを決定した（Panama�Canal�Act�of�1979,�Pub.
L.No.96-70,�93�Stat.�452� (1979)）。パナマへの返還は、以前の法律によって取得
した合衆国市民権には影響が無かったが、運河地区は既に合衆国の領土ではな
くなったため、パナマ運河地区で合衆国市民の親の下で生まれた子どもたちの
合衆国市民権取得は、合衆国外で生まれた子どもたちに適用される通常の法律
によって規定されることになった。
④合衆国は、ヴァージン諸島を、1917年にデンマークから購入した（Treaty�
with�Denmark�of�August�4,�1916,�39�Stat.1706）。この条約では、条約交換か
ら１年以内に裁判所内でデンマーク国籍を保持することを宣言しない限り、
ヴァージン諸島に居住していたデンマーク国民は、デンマーク国籍を喪失
し、合衆国市民権を取得すると定めていた（Id.�Art.6,�at�1712.）。1952年制定
の移民国籍法では、1917年１月17日以後、ヴァージン諸島で出生し、かつ合
衆国の管轄権に服するすべての者に対して合衆国市民権が認められるように
なった。また、1927年２月25日の時点でデンマーク市民であった者のうち、市
民権留保の宣言をしなかった者、あるいは、市民権留保宣言を破棄した者、
または将来破棄する者に対しては、合衆国市民権が認められるようになった

（Immigration�and�Nationality�Act,�ch.477,§306,�66�Stat.163,�237� (1952).� INA
§306,�8�U.S.C.A.§1406）。
⑤グアムは、米西戦争によって、スペインから取得した合衆国領土である。



国籍の役割と国民の範囲―アメリカ合衆国における「市民権」の検討を通じて（４）

［212］北法63（6・313）1941

内政策の次元でも影響力を持つようになった。合衆国の拡大主義は、経
済的、軍事的優位だけではなく、人種的イデオロギーや文化的イデオロ
ギーの観点からも支持されていた。「多くの人々にとって、アメリカ人
─20世紀の変わり目には、第一義的にはアングロサクソン人だと理解さ
れていた─は、目的論的なプロセスの使者であった。アメリカの帝国主
義は世界にとってよいものであった。なぜならば、それは、自由と民主
的な制度の必然的な拡大を含んでいたからである74」。
　例えば、米西戦争後、スペインと講和によってフィリピンを植民地と
して取得した際、McKinley 大統領は、次のように述べた。

　「（1）我々は、フィリピンをスペインへ返還することはない。─スペ
インは、卑劣で無節操である。（2）我々は、フィリピンをフランスやド
イツ─太平洋における我々の商業的ライバル国─へと引き渡すことはな

1952年移民国籍法は、1899年４月11日以後グアム島で出生し、合衆国の管轄権
に服する者、1899年４月11日の時点でグアム島の住民でスペイン臣民であった
者のうち、合衆国に引き続き居住し、外国籍を留保もしくは取得するための確
認的措置をとらなかった者、グアム島で出生し、1899年４月11日の時点で、す
べてのグアム島の住民で、それ以後も合衆国領土に引き続き居住し、外国籍を
留保または取得するための確認的措置をとらなかった者に対して、合衆国市民
権が認められると定めている（Immigration�and�Nationality�Act,�ch.477,§307,�
66�Stat.163,�237�(1952).�INA§307,�8�U.S.C.A.§1407）。
⑥アメリカン・サモア及びスウェインズ島は、外縁属領（outlying�possessions）
と位置づけられている（Immigration�and�Nationality�Act,�ch.477,§101�(a)�(29),�
66�Stat.163,�170��(1952).�INA§103�(a)�(29),�8�U.S.C.A.§1101.）。そこで出生した
者は合衆国市民ではないが、国民（nationals）と位置づけられる（Id.§308,�66�
Stat.163,�238.8�U.S.C.A.§1408.）。
⑦フィリピンは、米西戦争の結果、合衆国が取得した領土である。フィリピン
も、アメリカン・サモア及びスウェインズ島と同様、「合衆国市民ではない国民

（non-citizen�nationals）」と位置づけられていたが、その後、フィリピンは独立
を達成している（Act�of�March�24,�1934,�ch.84,�48�Stat.456,�Proclamation�No.2696,�
July�4,�1946,�60�Stat.1353,�Treaty�between�the�United�States�of�America�and�the�
Philippines�and�protocol�respecting�general�relations,�July�4,�1946,�61�Stat.1174）。
74 Aleinikoff�(2002),�supra�at�25.
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い。その国は、不公正な取引を展開し、信用が傷ついている。（3）我々
がフィリピンをフィリピン諸島住民自身─自己統治をする能力が欠如し
ている─に委ねることはない。フィリピン諸島住民自身の自己統治に委
ねた場合、フィリピンは、直ちに無政府主義に陥り、スペイン統治期よ
りもひどい悪政を敷くだろう。（4）我々は、彼らからすべてを取り上げ、
フィリピン人を教育し、彼らを向上させ、文明化し、キリスト化するし
かない。そして、神の恩恵により、同胞─キリストは彼らのために死ん
だ─として、われわれができる限りの最善を尽くすしかない75」。

　McKinley 大統領によれば、「ひどい悪政」を敷かないために、「我々」
のように、「フィリピン人を教育し」、「文明化」「キリスト化」する必要
がある。このような言説の中に、アングロサクソン主義を看取すること
ができるだろう。Mckinley 大統領の思考は、プロテスタントの牧師が、
アジア（とりわけ中国人）を、改宗可能性を有している者と判断し、拡
大主義の一翼を担っていたこと76、「多くのアメリカ人が帝国主義的な興
奮に対する自らの免疫を喪失し77」、市場の獲得という経済的な理由か
ら拡大主義的傾向を有するようになったことに対応している。

２．２．移民の流入と拒否反応
⑴第２章、第３章で述べたように、19世紀後半の合衆国では、まずは、
資本家に従順な賃金奴隷であって、キリスト教徒ではない中国人78、次
いで、「西ヨーロッパの基準に従えば」「社会的に後進的であり、その外
貌は異様であ79」る南欧、東欧系移民（主にイタリア系移民）に対する

75 Nell�Irvin�Painter,�Standing at Armageddon The United States, 1877-1919�
at�147�(1987).
76 Id.
77 Id.�at�148.
78 当時のアメリカにおける中国人に対する偏見を明らかにした論考として、
貴堂嘉之「未完の革命と「アメリカ人」の境界─南北戦争の戦後50年論─」川
島正樹（編）『アメリカニズムと「人種」』（名古屋大学出版会・2005年）113頁を
参照。また、この問題については、第３章の帰化と人種要件の項目も参照。
79 ジョン・ハイアム（著）/ 斎藤眞 = 阿部齊 = 古矢旬（訳）『自由の女神のもとへ
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露骨な嫌悪感から、移民規制運動が生じていた。
　アングロサクソン主義の強調は、大量の移民を迎えた状況に対する危
機を反映している。「危機に陥っているのは、政治的統一体としてアメ
リカ国家だけではない。次々と到着する外国人集団も、アングロサクソ
ン人による政治体として考えられていたアメリカという国民国家を威圧
している80」。
　例えば、国内伝道協会の宣教師であった Josiah�Strong は、1885年に
出版した著書『われらの国』において、大量のヨーロッパ移民が流入し
てきた都市は「圧倒的に外国系に占められているので、ローマカトリッ
ク教はそこに主要な拠点を見出している81」と指摘している。Strong は、
都市における「腐敗を防ぐ健全分子82」として、教会を位置づけていた。
しかし、現在は、教会の道徳的影響力が低下している。それに伴い、市
政も最悪の状況を迎えている。Strong は、「『アメリカ合衆国を、とり
わけ西部を脅かす危険』として、カトリシズム、モルモン教、飲酒、社
会主義、富、移民、都市の七つを挙げ、都市には、モルモン教を除く他
のすべての『危険』が集中しているがゆえに、都市こそは最後の、最大
の『危険』である83」と、時代診断を下した。Strong は、アメリカが抱
えている問題は、「アングロサクソン化」によって解決すべきと説く84。
Strong によれば、「人類にとって偉大な理念、すなわち、純粋で霊的な
キリスト教と市民的自由という二つの理念」の「体現者であり、恩恵の
保管者たるアングロサクソン系の人々は、世界の将来の行く末に特別の
関係を持ち続け、神のように、人類の万人としての役目を特別に担わさ

　移民とエスニシティ』（平凡社・1994年）61頁。
80 Aleinikoff�(2002),�supra�at�26.
81 大井浩二「ジョサイア・ストロングの危機意識─『われらの国』」佐々木隆
= 大石浩二（編）『史料で読むアメリカ３�都市産業社会の到来�1860年代─1910
年代』（東京大学出版会・2006年）83頁。
82 同・86-87頁。
83 同・80頁。
84 同・79-80頁。
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れている85」86。
⑵19世紀後半のアメリカにおいて、上述したように、史跡整備事業を主
目的とした団体の設立、独立戦争やアメリカ大陸発見400周年記念を祝
うイベントが大々的に開催されたことも、このような文脈で理解できる。
　18世紀末までは、プリマス・ロック─メイフラワー号がアメリカに到
着し、最初に上陸した岩と言われている─とそれにまつわるプリマス神
話（政治組織を設立するメイフラワー盟約を締結したことや、インディ
アンを招いて収穫を祝う感謝祭を実施したこと）は、既に当時からアメ
リカ人民の記憶として位置づけられていたが87、あくまで東部の地方的
な記憶にしか過ぎなかった88。
　しかし、19世紀の中盤、亀裂を深める南北対立を乗り越えるために、
アメリカ国民が一つの神に対して感謝することで、なんとか統一を維持
したいという Lincoln 大統領の思惑の下、感謝祭が祝日となる89。そして、
19世紀末には、感謝祭は国民的行事として定着した、と言われている90。
　ここに、プリマス神話の定着を見ることができるが、当然のことなが
ら、アメリカを構成する人々すべてがメイフラワー号の子孫ではない。

85 「社会的福音主義の主張（19世紀末）」歴史学研究会（編）『南北アメリカ�先住
民の世界から19世紀まで』（岩波書店・2008年）365頁［貴堂嘉之訳］。
86 新移民に関する合衆国の反応については、M. カーチ（著）/ 滝口奈央太郎 =
鶴見和子 = 鵜飼信成（訳）『アメリカ社会文化史�中』（法政大学出版局・1956年）
365-375頁参照。
87 例えば、1831年にアメリカ合衆国を訪問し、当時のアメリカの状況を記した
Alexis�de�Tocqueville は、プリマス・ロックについて、次のように述べている。
　「この岩は合衆国において崇拝の対象となっている。その断片を注意深く保
存したものを私は連邦のいくつかの町で見た。この事実は、人間の力と偉大さ
のすべてはその心のうちにあることを鮮やかに示すものではなかろうか。ここ
に何人かの貧しき人々の足が一瞬触れた石があり、この石が有名になる。一国
の人民の注目を集め、人々はそのかけらを崇め、粉々にして遠くまで分配する」。
トクヴィル（著）/ 松本礼二（訳）『アメリカのデモクラシー　第１巻（上）』（岩
波書店・2005年）329-330頁。
88 大西直樹『ピルグリム・ファーザーズという神話』（講談社・1998年）119-121頁。
89 同・162頁。
90 同・165頁。
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この時代は、メイフラワー号の子孫ではない移民、新移民など、アング
ロサクソン以外の移民が、アメリカを構成する人々として知覚化されつ
つある時代であった。
⑶アングロサクソンによるアメリカ支配を維持するために、反アメリカ
的集団の大量移民は阻止されるべきであり、すでに入国した人々につい
ては、「アメリカ化」されなければならない。このような考え方は、最
終的には、アメリカ的価値とは対立的な政治的信念による外国人の排除、
排斥へとつながる91。すなわち、「アングロサクソンと南ヨーロッパの間
に明確な線を設定するもの92」として、識字テストを設けるべきだとす
る主張の形成である。
　この提案をした Henry�Cabot�Lodge 上院議員は、南欧、東欧系「移
民集団が労働界に低賃金化をもたらして労働者全体の生活水準を下げて
いると述べ、また彼らが北東部の都市に集中的に入り込み、都市のスラ
ム化に拍車をかけて貧困の温床となっていると説明して、南・東欧系移
民の入国を大幅に削減しなければならないと訴えた93」。さらに、Lodge
は、南欧、東欧系移民の労働条件だけではなく、南欧、東欧系移民は、
イギリスを中心とするアングロサクソンとは異質な民族であり、アメリ
カ社会へ同化できない人々であるとして、移民規制を唱える。そのため
に用いる手段が、識字テストである。
　Lodge は、識字テストは「イタリア人、ロシア人、ポーランド人、ハ
ンガリー人、ギリシア人、アジア人に最も重い負担となり、英語圏から
の移民ないしドイツ人、スカンジナヴィア人、フランス人にはきわめて
わずかしか、あるいはまったく負担にならないでありましょう94」と明

91 Aleinikoff�(2002),�supra�at�27.
92 John�Higham,�Strangers in the Land:patterns of American nativism, 1860-
1925�at�103�(2nd�ed.,�1998).
93 山本英政「ヘンリー・カボット・ロッジの民族観─識字テストによる南・
東欧系移民の入国規制をめぐって─」史学62巻４号150頁（1993年）。
94 「読み書きテストによる移民制限の提案（1896年）」大下尚一 = 有賀貞 = 志
邨晃佑 = 平野孝（編）『史料が語るアメリカ』（有斐閣・1989年）137頁［志邨晃
佑訳］。なお、Lodge 自身の見解として、Henry�Cabot�Lodge,�Lynch Law and 
Unrestricted Immigration,�152�The�North�American�Review�602�(1891) も参照。
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言している。
　Lodge の提案による移民資格としての識字テスト法案は、両院とも可
決されたが、大統領拒否権によって廃案となった。拒否権行使の理由は
様々であるが、その一つは、「南・東欧系移民の民族性への批判は過去
に北・西欧系移民にも起こった事で、非難された移民の子孫が現在では
良きアメリカ市民となっている95」というものであった。
　結局、識字テストが実現するのは、1917年であった96。この時期は、「100
パーセント・アメリカニズム」が高揚した時代であって、出身国別移民
割り当て制度97もほぼ同時期に成立している（なお、制度の概要と成立
要因については、第２章、第７章を参照）。そして、第２章で触れたよ
うに、判例は、絶対的権限の法理に依拠しながら、連邦議会による移民
制限政策を承認し続けていた。

２．３．インディアンとアングロサクソン主義
⑴繰り返し述べているように、アメリカ・インディアンも、移民と同じ
く、アングロサクソン主義に対して異議を投げかける存在である。19世
紀では、インディアンは、非文明的な「野蛮な人々98」と位置づけられ
ていたフィリピン人と同様に、「国家の保護下にある者99」として認識さ
れてきた。しかし、インディアンは、移民と異なり、国外に追放するこ
とはできない。したがって、インディアンを、アングロサクソンの文化
に近づける処置を施す必要があった。
　このような認識は、インディアン委員会の委員長であった Nathaniel�
G.Taylor による次のような言説の中に如実に反映されている。

ここでも基本的な主張に変更はない。
95 山本・前掲151頁。
96 Act�of�February�5,�1917,�ch.29,§3,�39�Stat.874,�877.
97 Act�of�May�19,�1921,�ch.8,§2�(a),�42�Stat.5.�なお、この法律は、1924年に改正
されているが、移民割り当て制度自体は存続している。改正された法律につい
ては、Immigration�Act�of�1924,�ch.190,�43�Stat.�153�(1924)�を参照。内容につい
ては、第２章及び第５章を参照。
98 Dorr,�195�U.S.at�148.
99 Kagama,�118�U.S.at�383.
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　「インディアンたちは権利を有しないと想定することは、キリスト教
の基本原則を否定することであり、政府による彼らに対する一貫した行
動が依拠する理論にも矛盾する。；したがって、我々は、彼らの権利を
尊重しなければならないのであり、もし可能ならば、我々の利益と彼ら
の利益を調和させなければならない100」。チェロキー族などのいくつか
の部族は、「今日では文明化し、クリスチャンである。正確に言えば、
それぞれの部族も、古めかしい異教信仰や迷信を依然として実施してい
るところはあるが、彼らの平均的な知性は、白人の共同体の基準にほと
んど合致している101」。「インディアンが、個人としてだけではなく、部
族全体としても、文明化およびキリスト教徒化することが可能であ
る102」のは明白である。
　Taylor は、キリスト教徒化と文明化を同一視し、インディアンをア
メリカ社会に同化させることを熱心に主張した。同時期に同化政策を推
進した論者として、Thomas�J.Morgan も挙げることができる。Morgan
は、インディアンの「変則的な地位」を終了させるべきであり、「インディ
アンを、インディアンではなく、アメリカ市民として、我々の生活へと
溶け込ませる103」必要があることを主張していた。
⑵ Taylor や Morgan のような同化主義的発想は、1887年に制定された
一般割当地法（通称「ドーズ法」）104においても反映されている。この法

100 Annual�Report�of�the�Commissioner�of�Indian�Affairs,�November�23,�1868.,�
in�Francis�Paul�Prucha�ed.,�Documents of United States Indian Policy�123�(2d�
ed.1990).
101 Id.�at�124.
102 Id.
103 Annual�Report�of� the�Commissioner� Indian�Affairs,�October�1,�1889.,� in�
Francis�Paul�Prucha�ed.,�Documents of United States Indian Policy�177� (2nd�
ed.1990).
104 Act�of�February�8,�1887,�ch.119,�24�Stat.388.�「ただし、プエブロやナヴァホ
を含む南西部の先住諸社会に対しては」、保留地の個別土地割り当て政策は実
施されていない。南西部の土地は、不毛な土地が多く、「入植地として魅力に
欠ける当該地域では、むしろ『変則的』かつ複雑な土地所有については保留し
ておき、まずはインディアン局所管の学校における同化教育が進められること
になった」（水野由美子『〈インディアン〉と〈市民〉のはざまで』（名古屋大
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律は、インディアンたちを農業に従事させることを奨励し、割当地を受
け取ったインディアン個人には合衆国市民権が与えられた105。しかし、
インディアン個人に土地の所有を認めたドーズ法は、「私有財産制は存
在せず、土地などもすべて部族全体の共有財産106」であったインディア
ン107にとって、インディアン社会の崩壊を導くことになる。私有財産制
に馴染みがないインディアンにつけこんで、白人に対する賃貸、詐欺的
な遺言による譲渡が横行し、インディアンの土地が減少することになっ
た108。さらに、ドーズ法は、非インディアンに対して、保留地への居住
を認めたことにより、インディアンのアメリカ化がよりいっそう進行す
ることになった点において、インディアン法における「重要な転換
点109」と評価されている。
　ドーズ法の制定とほぼ同時期には、インディアンのアメリカ化を促す
政策の一環として、インディアン学校において英語以外の言語の使用を
禁止すること110や、国の祝祭日（独立記念日など）の実施111も主張され

学出版会・2007年）55頁）。
105 Id.§6,�at�390.
106 新川健三郎「歴史における皮肉─アメリカ史のパラドクス」義江彰夫 = 山
内昌之 = 本村凌二（編）『歴史の文法』（東京大学出版会・1997年）253-254頁。
107 インディアン部族の土地所有に対する認識は、次の言葉に集約される。「『あ
なたがたの土地制度とわれわれのとが違う唯一の点は、人の住んでいない（土
地）は、…それを利用しない人びとが売ったり投機の対象とできる家産ではな
いということです。…実際に、われわれの所有地の一エーカーだって人が住ん
でいない限り』」「『チェロキーなら誰だってそこを耕したければ耕して、家を
建ててもよいのです。そして、その家はその人のものです』」（ウィリアム・T・
ヘーガン（著）/ 西村頼男 = 野田研一 = 島川雅史（訳）『アメリカ・インディアン
史〔第３版〕』（北海道大学図書刊行会・1998年）189-190頁）。
108 同・191-194頁。
109 David�H.Getches�et�al.,�Federal Indian Law�166�(5th�ed.2005).
110 Annual�Report�of�the�Commissioner�of�Indian�Affairs,�September�21,�1887.,�
in�Francis�Paul�Prucha�ed.,�Documents of United States Indian Policy�174�(2nd�
ed.1990).
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ている112。
　しかし、インディアンがアメリカ社会へ浸透するといっても、当時の
認識では、インディアンが西洋の習慣を急激に取り入れることは、「も
しインディアンが、白人によって支配される社会において、十分な期間
をかけて、下層労働者として活動するならば、有害ではない─実際、有
益である113」と捉えられていた。したがって、インディアンがアメリカ
社会へ組み込まれたとしても、下級層に過ぎない。「インディアンが同
化可能か、あるいは生来的に劣位にあるとみなされるかどうかの判断基
準は、彼らがキリスト的『文明化された』社会を形成しているかどうか
であった114」。

３．アングロサクソン主義と判例─「劣った人々」の排除
３．１．判例におけるアングロサクソン主義
　上記のように、アメリカ社会において、マイノリティ集団は、文明化
の名の下に、アングロサクソン化の圧力を課せられてきた。このような
社会認識に依拠した上で、判例を読み返すと、判例においても、国内に
おける「同化不能な」中国人、海外領土における「異人種（alien�
races）」、「野蛮な」インディアンは、「文明的な」アメリカ人の政体と
対立する構図で描かれてきたことが指摘できる。
⑴第一に、移民について、合衆国最高裁判所は、第１部で述べたように、

111 Inculcation�of�Patriotism�in�Indian�Schools,�December�10,�1889.,�in�Francis�
Paul�Prucha�ed.,�Documents of United States Indian Policy�180�(2nd�ed.1990).
112 例えば、一部のインディアン学校では、1893年の Washignton の誕生日に、
2000人以上のインディアンに子どもに対し、国旗に敬礼することを求めた。こ
のような活動には、インディアンの同化を促すという動機だけではなく、当時
のアメリカにおいて、愛国心を一般に高揚させることを目的とする活動（すな
わち、愛国心を涵養するために国旗に対する敬礼行為を一般に普及させる活動）
の影響もある。George�T.Balch は、このような活動を熱心に行っていた。こ
の点については、O’Leary,�supra�at�154-155を参照。
113 Frederick�E.Hoxie,�A final promise : the campaign to assimilate the Indians, 
1880-1920 at�241�(1989).
114 Aleinikoff�(2002),�supra�at�28.
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中国人を、「国内において、我々と同化不能な、異人種である外国人を
合衆国の平和と安全にとって危険だと判断115」している。また、Fong�
Yue�Ting�v.United�States116の Brewer 裁判官の反対意見においても、「不
快な中国人117」「望まれない人々118」と表現している。
⑵第二に、海外領土を合衆国へ編入するかどうかは、連邦議会の判断次
第とされているが、「連邦議会の判断は、新たに取得した領土の住民の
人種や文明化の程度を基礎にして下しているのは明らかである。完全な
合衆国のメンバーとして適切ではないと判断された『野蛮人』によって
構成されている地域は、合衆国へと編入されず、そのような地域に居住
している人々は、完全な憲法的保護が与えられない。限定的な憲法の適
用は、諸権利の拡大の非現実性、優位人種と劣位人種の文化的相違の観
点から、正当化される119」。
　島嶼事例に関する判例においても、アングロサクソン主義が反映され
ていることは、Downess 判決において、「もし、（合衆国が取得した、
本国から離れた─引用者注）領土に、異人種（alien�races）─宗教、慣習、
法律、税体系、思考様式において、我々と異なる─が居住しているなら
ば、アングロサクソンの原理に従った、政府と正義による統治は、しば
らくの間、不可能であろう120」と判示されていることから、明らかである。
　連邦統治領に関しては、The�Late�Corporation�of�the�Church�of�Jesus�
Christ�of�Latter-Day�Saints�v.United�States�(Mormon�Church�Case)121も
興味深い。これは、州昇格前のユタ準州において、連邦議会が、モルモ
ン教の教会設立許可を取り消すことができるかどうかが争われた事件で
ある。法廷意見は、「法律に反する犯罪であり、文明社会の感覚に真っ
向から対立する122」重婚の習慣を持つモルモン教徒は、「キリスト教精神

115 Chinese Exclusion Case,�130�U.S.581,�601�(1889).
116 149�U.S.698�(1893).
117 Id.�at�606
118 Id.
119 Aleinikoff�(2002),�supra�at�29.
120 Downes,�182�U.S.at�287.
121 136�U.S.1�(1890).
122 Id.�at�48.
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及び、キリスト教がもたらした西洋世界の文明精神と対立する123」野蛮
な人々であると認めた上で、連邦統治領に関する絶対的権限の行使の一
環として124、連邦議会の判断は承認されると判示した。
　連邦統治領に関して、判例は、人種だけではなく、宗教的観点からも、
多様性を認めていない125。州に昇格するためには、既存の合衆国の社会
秩序に適合的でなければならない。モルモン教の影響を弱めつつ、ユタ
州は、1896年に州に昇格した。
⑶第三に、インディアン部族は、中国人やフィリピン人と異なり、文明
化が可能と位置づけられていた。19世紀後半の判決では、インディアン
は、現在は「幼年者の状態であり、野蛮で残虐な部族の状態から、労働
規律、そして教育によって、できるならば、自立的で自己統治的な社会
を形成する人々へと成長する126」存在として認識されていた。
　この認識は、スー族の部族長を殺害した Crow�Dog に対して、連邦
裁判所による管轄権が認められるかどうかが争われた Ex�parte�Crow�
Dog において表明された。法廷意見は、連邦による管轄権を否定したが、
インディアン部族に対して連邦裁判所の管轄を認めることは、「仲間」
や「彼らの慣習」によってではなく、「上位の異人種」による裁判、す
なわち、「彼らが十分に認識しておらず、彼らの歴史ある伝統や、生活
習慣と対立する社会の法律に従って、そして、彼らの野蛮な性質に対す

123 Id.�at�49.
124 法廷意見は、一般論として、次のように述べている。「合衆国が有する連邦
統治領に対する連邦議会の権限は、広汎であって、絶対的である。それは、連
邦統治領自体を取得する権限に付随し、合衆国憲法が定めた、連邦統治領及び
合衆国に属する他の財産に関する必要な規制全てを設定できる権限に由来す
る」（Id.�at�42）。
125 Reynolds�v.United�States,�98�U.S.145�(1878)�における Waite 裁判官の法廷意
見も同様の認識を示している。法廷意見によれば、「重婚はヨーロッパ北部・
西部の中で醜悪なものであって、モルモン教が設立されるまで、専らアジア人
やアフリカ人の生活にしか見られない特徴であった」（Id.�at�164）。なお、Paul�
Brest,�Sanford�Levinson�etal.ed.,�Processes of Constitutional Decisionmaking 
Cases and Material�405-411�(5th.ed.,�2006)�を参照した。
126 Ex�parte�Crow�Dog,�109�U.S.556,�569�(1883).
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る強力な偏見に従って127」インディアンを裁くことになると判示した。
法廷意見によれば、連邦裁判所の管轄を認めることは、「白人男性の道
徳律によってインディアンの復讐について価値判断をする128」ことにな
る。法廷意見の認識に従えば、この時点では、インディアンは、「野蛮
で残虐な部族」であり、「白人男性の道徳律」によって規律されるほど、
文明化されていなかったことになる129。
⑷第四に、判例におけるアングロサクソン主義は、外国の法制度に対す
る評価へも拡張する。横浜に停泊していた船内部で起きた殺人事件につ
いて、当時の日本との条約によって、日本の裁判所ではなく、領事裁判
所が管轄することが争われた In�re�Ross130において、法廷意見は、大陪
審と小陪審を保障していない領事裁判所が管轄をすることは、被告人の
陪審による裁判を受ける権利の侵害には当たらないと結論を下した。
　法廷意見によれば、合衆国政府が有する条約締結権限の目的について、

「領事に対して管轄権を認める条約は、その国でキリスト教徒が平和的
に居住し、その国の国民との通商を継続することに必要不可欠であ
る131」。海外において、被告人に完全な陪審の権利を保障することは、「ほ
とんどの場合、すべての犯罪訴追手続きの廃止を招く。合衆国憲法の起
草者たちは、もし商業取引が非キリスト教国の人々と行われるように
なったならば、非キリスト教国において我々の領事が司法権を行使する
必要があることを完全に認識していた。起草者たちは、本国の刑事法が
認めるすべての保障が領事裁判においても等しく保障され132」るとは想
定していなかった。「日本において領事裁判を認める必要性は、今後、
現在よりも減少するかもしれない。日本は、毎年、徐々に文明化し続け、

127 Id.�at�571.
128 Id.
129 なお、判決から２年後、連邦議会は、主要な７類型の犯罪行為に限って
連邦裁判所による管轄を認める法律（Act�of�March�3,�ch.341,§9,�23�Stat.362,�
385）を制定した。この法律は、Kagama,�118�U.S.375�(1886)�において合憲と判
断されている。
130 140�U.S.453�(1891).
131 Id.�at�463.
132 Id.�at�464-465.
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刑事法の改善と同様に、キリスト教国の司法制度へと同化しつつある。；
しかし、主要な条文において一般的な類似性を有する領事裁判制度は、
最も高度な重要性を有する。そして、我々が商取引を行うことを希望す
る非キリスト教国における領事裁判制度は、しばしば、合衆国民と合衆
国民の財産の保護にとって必要不可欠である133」。このような法廷意見
の思考には、キリスト教国の法制度の優位が現れている134。

　上記で指摘したように、「合衆国最高裁判所は、『劣った』人種に対す
るアングロサクソンの支配を促進、擁護する目的の連邦政策を承認して
きた135」。上述の判例も、「実際には、アメリカという国民国家を作り出
す連邦政府の絶対的権限を承認している。アメリカという国民国家内部
では、キリスト教的制度と慈愛精神によって、固有の自己統治能力がな
い、あるいはアメリカの政体に参加する能力がないと判断された非文明
人たちが抑圧され、改良され、取って代えられていた。判例は、帝国を
建設し、アメリカ人であることを統制しようとする連邦議会の主権的権
限にあえて干渉しなかった136」。

３．２．二級市民化の正当化─ Plessy�v.Ferguson
　アングロサクソン主義に基づいて、劣った人々を合衆国の構成員から
排除するという観点からみれば、黒人も─移民やインディアン、島嶼事
例とは異なり、絶対的権限の法理とは無関係だが─類似の問題を提起す
る。

133 Id.�at�480.
134 同様の判断として、Hilton�v.Guyot,�159�U.S.113,�205�(1895)�や、Slatter�v.Mexican�
National�Railroad�Company,�194�U.S.120,�129�(1904)�がある。前者では、外国で、
当該国民が合衆国市民に対して訴訟を提起する場合、その手続が「一連の文明
国の法理」に従ったものであることを求めている。後者は、メキシコで生じた
事故の被害者遺族が、損害賠償請求を求めた事案である。管轄権の所在が争わ
れた。法廷意見は、本件は「不法行為が非文明国で生じた場合」ではない、と
述べている。
135 Aleinikoff�(2002),�supra�at�31.
136 Id.
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⑴1857年に、合衆国最高裁判所は、合衆国内でも最も悪名高い、Dred�
Scott�判決137を下した。
　この判決は、合衆国憲法が規定する合衆国市民を、「主権を有する人
民（sovereign�people）」と捉える。判決によれば、「全ての合衆国市民は、
一つの人民であり、この主権体の構成員である138」。黒人は、「合衆国憲
法が規定する『合衆国市民』には含まれず、また、含まれることは意図
されていない139」。黒人は、「従属し、劣位にある階級集団であり、優越
的な人種によって支配されていると捉えられている140」。「黒人は、一世
紀以上も、劣位にある存在であって、社会的、政治的関係において、白
人と結合するには適さないと位置づけられてきた。劣っているがゆえに、
彼らは、白人が尊重しなければならない権利を持たない141」。
　Dred�Scott 判決は、黒人が劣位にあること、合衆国憲法が規定する「合
衆国市民」には含まれないこと、白人が有する権利を持たないことを明
らかにした。
　Dred�Scott 判決は、南北戦争が終了し、出生地主義を規定した第14
修正が導入されたことによって、明示的に覆され、黒人であっても、合
衆国の構成員として認められるようになった。しかし、黒人に対する差
別は、消滅したわけではなかった。
　もちろん、この時期であっても、黒人の合衆国市民としての地位を認
めた数少ない判決として、陪審資格を白人男性にのみ限定したウェスト・
ヴ ァ ー ジ ニ ア 州 法 を、 第14修 正 違 反 と 判 示 し た Strauder�v.West�
Virginia142がある。この判決では、黒人が新たに取得した合衆国市民権
を取得したことを強調し、陪審から黒人を排除することは、黒人に対し
て、劣位にあるという烙印を押し付ける結果を招くため、合衆国市民と
しての地位に矛盾すると判示した。

137 Scott�v.Sandford,�19�Howard�(60�U.S).�393�(1857).
138 Id.�at�404.
139 Id.
140 Id.�at�404-405.
141 Id.�at�407.
142 100�U.S.303�(1880).
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　Strauder 判決は、陪審に関して、合衆国市民としての地位から黒人
を排除することを否定し、合衆国市民間の平等を実現する判断を示した
が、後に大きな影響を与えた判決ではなく、Strauder 判決について、
Karst は、「砂漠の中で散発的に降るにわか雨143」と評価している。
　また、Strauder 判決自身も、州法が女性を排除していることについて、
特に問題視していない144。更に、「有色人種は、人種として、卑しむべき、
無学な存在であって、このような状態において、優れた知性を持つ者に
対して敬意を払うことに適さない145」と、黒人の劣位性を指摘してい
る146。
　この時代に支配的であったのは、Plessy�v.Ferguson147であった。この
判決は、鉄道において、黒人専用の車両と白人専用の車両を分離するこ
と定めたルイジアナ州法について争われた事例である。法廷意見は、人
種を理由として車両を分離すること自体は、州権の範囲内であると判断
し、第14修正違反の主張を退けた。法廷意見は、次のように判示する。

143 Kenneth�L.Karst,�Foreword: Equal Citizenship Under the Foureenth 
Amendment,�91�Harvard�Law�Review�1,�20�(1977).
144 この時期の判例は、女性も政治過程、専門的職業から排除することによって、
二級化した合衆国市民として位置付けていた。
　例えば、選挙権の制限（Minor�v.Happersett,�88�U.S.162�(1875)、France�v.Connor,�
161�U.S.65,�69� (1896)）や弁護士を開業することからの排除（Bradwell�v.The�
States,�83�U.S.130� (1873)）などを具体的事例として挙げることができる。
Bradwell 判決では、「州内で弁護士を開業する許可を求める権利」は「合衆国
市民権とは全く関係がない」と判示している（Id.�at�139）。In�re�Lockwood,�
154�U.S.116�(1894)�も同様の判断を示している。
　なお、このような帰結を正当化する背景には、「共和国の母」イデオロギー
がある。この点については、第３章を参照。また、上記の記述については、
Sarah�H.Cleveland,�Powers Inherent in Sovereignty:Indians, Aliens, Territories, 
and the Nineteenth Century Origins of Plenary Power over Foreign Affairs,�81�
Texas�Law�Review�1,�260�(2002)�を参照した。
145 Strauder,�100�U.S.at�306.
146 Paul�Brest�et�al.,�Process of Constitutional Decisionmaking : Case and 
Materials�357�(5th�ed.,�2006).
147 163�U.S.537�(1896).
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　「立法府は、人種的特徴を除去、あるいは、身体的相違に基づく
区別を廃止することに無力である。そのような試みは、現在の困難
を悪化させる結果を招く。両人種の市民的、政治的権利が平等なら
ば、市民的、政治的の観点から見て、一方が他方よりも劣っている
ことはない。もし一方の人種が他方よりも社会的に劣っているとし
ても、合衆国憲法は、その人種を、もう一つの人種と同一平面まで
引き上げることができない148」。

　Plessy 判決が依拠した理由付けは、後に、「分離すれども平等」法理
と呼ばれる。この法理は、黒人の二級市民化を肯定し、合衆国市民の実
質的範囲を、白人に限定する役割を果たした。黒人は、第14修正の制定
によって、合衆国市民であると認められたにもかかわらず、合衆国市民
であることによって保障される権利が剥奪されていた。黒人は、形式上
は合衆国市民であっても、実質的には合衆国市民とはいえず、二級「市
民」に過ぎない。
⑵さらに、Plessy 判決において、合衆国憲法は人種に基づく識別をし
ておらず、合衆国市民の間に階級を認めていないと判示し、ただ一人反
対意見を提出した Harlan 裁判官でさえも、先住民族やアジア系アメリ
カ人、海外諸島住民の存在を考慮に入れていなかった、と言われてい
る149。
　Harlan 裁判官は、United�States�v.Wong�Kim�Ark150において反対意
見を提出している。この事件は、合衆国内で高まっていた反中国人運動
を受けて、出生地主義を規定する第14修正第１節の「合衆国の権限に服
する」という規定に着目し、両親ともに中国人移民であって、かつ、外
交施設に勤務していない者の間で、合衆国内で誕生した子どもは、外国
権力の管轄下にあると位置づけられ、出生地主義を規定する第14修正の

148 Id.�at�551-552.
149 Gabriel�J.Chin,�The Plessy Myth: Justice Harlan and the Chinese Cases,�82�
Iowa�Law�Review�151�(1996).
150 169�U.S.649�(1898).
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効力が及ばないため合衆国市民権を取得しないという解釈が有力151にな
り、その解釈が適切かどうかを判断するためのテスト・ケースとして訴
訟が提起されたものである（詳細については第３章を参照）。
　法廷意見は、出生地主義がコモンローに由来する原則であり、合衆国
に根付いていること、仮に Wong�Kim�Ark の合衆国市民権の取得を否
定すると、影響が大きく、実際上困難であること、「権限」が及ぶ範囲
は合衆国の地理的境界であることを理由として、Wong�Kim�Ark の合
衆国市民権の生来的取得を認めた。
　このような法廷意見に対し、Harlan 裁判官は、第14修正が規定する「合
衆国の権限に服する者」の意味を狭く解し、Wong�Kim�Ark は出生に
よる合衆国市民権を取得していないと判断した Fuller 裁判官の反対意
見に同調した。
　ところで、Harlan 裁判官は、Plessy 判決の反対意見において、「我々
と非常に異なるため、合衆国市民となることが許されない人種152」、そ
れゆえ、「絶対的に合衆国から排除153」される人々として、中国人が該当
しうると判示している。
　Wong�Kim�Ark 判決における判断と、Plessy 判決における反対意見
を整合的に理解しようとするならば、「Harlan の構想は、アフリカ系ア
メリカ人と白人にのみ限定154」されており、「１世紀前としても、彼の見

151 既に Slaughter-House�Cases,�83�U.S.36,�73�(1873)�において、第14修正第１節
の「権限」には、「使節、領事の子ども、及び合衆国内で生まれた外国要人の
市民または臣民」が含まれないことが明らかになっていた。また、Elk�v.Wilkins,�
112�U.S.94� (1884)�では、「権限」は、インディアン部族には及ばず、インディ
アンは第14修正による合衆国市民権は取得しないと判断していた。合衆国側、
および反対意見は、このような先例に依拠しながら、「権限」が及ぶ範囲を
狭く解釈していた。この点については、Lucy�E.Sayler,�Wong Kim Ark:The 
Contest Over Birtrhright Citizenship, in�David�A.Martin&Peter�H.Schuck,�ed.,�
Immigration Stories�51,�67-68�(2005)�を参照。
152 Plessy,�163�U.S.at�561.
153 Id.
154 Chin,�supra�at�181.
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解はあまりにも狭すぎた155」と評価されている。当時、「先住民族とアジ
ア系アメリカ人はすでに存在しており、多くのメキシコ系合衆国市民を
抱えるテキサス、アリゾナ、ニューメキシコ、カリフォルニアは、合衆
国の州か、連邦統治領であった。そして、ハワイ、プエルトリコ、フィ
リピンも、まもなく合衆国へ加入する156」頃に、Harlan 裁判官は、「黒 -
白関係の問題157」としてのみ合衆国市民を捉えていたに過ぎなかった。
　1870年には、以前白人の合衆国市民が有していた権利と同等の権利が

「合衆国の管轄内にいるすべての人間」に認められると定めた法律158が
制定され、また、合衆国市民権が、インディアン159やプエルトリコ住
民160にも認められるようになったとしても、字義通り、すべての合衆国
市民に対して、合衆国市民としての権利が認められるわけではなかった。
判例も、「分離すれども平等」法理を示した Plessy 判決によって、「合
衆国憲法は、社会における平等を約束しないし、アングロサクソンによ
るアメリカが、社会における平等を容認しようともしない161」状況、す
なわち、社会における白人優位構造を、結果的に維持した。
　Plessy 判決が提起した問題の解決は、Warren�Court まで待たなけれ
ばならなかった。これは、第３部にて扱う。

４．小括

155 Id.
156 Id.�at�182.
157 Id.�Sayler,�supra�at�76も同趣旨。
158 Act�of�May�31,�1870,�ch.114,§16,�16�Stat.140,�144.
159 前述のように、当初は、一部のインディアンに対してのみ合衆国市民権
が認められていた。一例としてポタワトミー族との条約（Treaty�with�the�
Pottawatomies�of�November�15,�1861,�Art.Ⅲ,�12�Stat.1191,�1192.）を挙げるこ
とができる。1887年には、割当地を受け取ったインディアンに対して合衆国市
民権を与える法律（Act�of�February�8,�1887,�ch.119,§6,�24�Stat.388,�390.）が制
定されている。1924年にはインディアン市民権法（Act�of�June�2,�1924,�ch.233,�
43�Stat.253.）が制定され、合衆国の領域内で誕生したすべてのインディアンに
対して合衆国市民権が認められるようになった。
160 Act�of�March�2,�1917,�ch.145,§5,�39�Stat.951,�953.
161 Aleinikoff�(2002),�supra�at�32.
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　本章では、19世紀におけるアメリカ合衆国の自己理解について検討し
た。移民に関する判例を中心に形成された絶対的権限の法理は、自己保
存、自己定義という原理に支えられているという意味において、インディ
アンや島嶼住民など、通常の合衆国市民とは異質な存在として捉えられ
ている人々にも拡張する。
　当時の合衆国は、アングロサクソン主義が高揚した時代であった。そ
して、このアングロサクソン主義は、政治部門に限られず、判例にも反
映し、異質な他者を「劣った人々」とみなし、排斥、又は同化を強いる
発想に依拠していた。黒人も、合衆国市民として認められるようになっ
たが、人種的劣等性を理由に、二級市民状態に置かれていた。
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第７章�　拡張した「絶対的権限の法理」に基づく異質な他者への対応と、
20世紀前半の合衆国社会の自己理解

　前章では、19世紀の合衆国において、絶対的権限の法理が、移民領域
以外にも拡張されること、そして、その社会的背景を示した。本章では、
前章の問題関心に引き続き、20世紀前半の合衆国を対象とする。本章も、
アメリカ社会の自己理解と判例の思考が近接していたことを示すため
に、当時の合衆国の社会的背景の記述から始める。

１．アメリカ社会の自己理解
　19世紀に承認されたアングロサクソン主義は、20世紀に入り、黒人を
一人の人間として正当に理解させようとした Du�Bois による黒人礼賛
論1を皮切りに、合衆国内部では、一元的なアメリカ人というイメージ
から、徐々に離れていく。

１．１�．Woodrow�Wilson と Israel�Zangwill の見解─ひとつのアメリカ
人を指向

⑴もちろん、一元的なアメリカ人像を要求する見解も有力な影響力を有
していた。例えば、第28代合衆国大統領 Woodrow�Wilson は、帰化の
際に行われるセレモニーに参加した外国出身の合衆国市民を前にして、
次のように述べた。
　「あなたたちは、合衆国に対して忠誠を誓った2」。では合衆国の何に
忠誠を誓ったのか。それは、「偉大なる理想、偉大なる原理体系、人間

1 W.E.B.Du�Bois,�The Conservation of Race,�reprinted�in�Nathan�Huggins�ed.,�
Writings�815�(1986).�邦語文献として、W・E バーガート・デュボァ（著）/ 井上
英三（訳）『黒人論』（博文館・1944年）。
2 Woodrow�Wilson,�”TOO PROUD TO FIGHT” Adress to several thousand 
foreign-born citizens, after naturalization ceremonies, philadelphia, may 10, 
1915.from white house files,�reprinted� in�Ray�Stannard�Baker�and�William�
E.Dodd�ed.,�THE NEW DEMOCRACY Presidential Message, Addresses, and 
Other Papers (1913-1917) vol.1�at�318�(1970).
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の偉大なる希望3」である。自らの意思で合衆国に来た者は、「あらゆる
点において、そして、自らの意思で目的をもってアメリカ人になろうと
しない限り、自らをアメリカに捧げることはできない。もしあなたたち
が、自らを諸集団の一員だと考えているならば、アメリカ人になること
はできない。アメリカは、諸集団から構成されていない。自らをアメリ
カ国内の特定の出自別集団に所属していると捉える人は、いまだアメリ
カ人ではない。自らの出自内で動き回ろうとする人は、星条旗の下で生
きる尊敬に値する息子ではない4」。
　このような Wilson 大統領の見解には、移民がその出身独自の文化を
維持しようとする行動に対する批判が読み取れる。
⑵この時期に普及した、一つのアメリカ人を目指すもう一つの見解は、

「人種の坩堝」論である。これは、Israel�Zangwill が1908年に発表した
戯曲「人種の坩堝」の中に登場するアメリカの自己イメージである。こ
の戯曲は、ロシア系ユダヤ人の David�Quixano と、ロシア貴族の娘で
キリスト教徒の Vera�Revendal との恋愛ものである。戯曲中に、David
は次のように述べる。

　「アメリカは神が創った坩堝（Crucible）、ヨーロッパのあらゆる
人種が溶け合い、再形成される偉大な坩堝（Melting-Pot）なのだ！
ここにいる善良な人々よ、私がエリス島であなたたちを見たとき、
私は思うのだ。あなたたちは、50の言語と歴史を持ち、50の血にま
つわる憎しみと敵を伴う50の集団の中にいる。しかし、兄弟よ、い
つまでもそのままではない。なぜならば、あなたがやってきたアメ
リカには、神の火5がある。─そう、神の火である。確執と反目など、
ささいなことだ！ドイツ人とフランス人、アイルランド人とイギリ
ス人、ユダヤ人とロシア人─あなたたちとともに坩堝の中に放り込

3 Id.
4 Id.�at�319.
5 「神の火（fires�of�God）」は、坩堝を加熱するために必要な火を神が灯し続け
ていることを指す。
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まれる。神は、アメリカ人を創っている6」。

　この戯曲の最後の舞台は、住宅の屋上である。屋上では、きれいな、
遥か彼方まで広がるニューヨークの風景を見渡せる。左手には、不規則
な高層ビル、右手には、自由の女神像がある7。この場で、David と
Vera は、次のような会話を繰り広げる。

　「David：神の坩堝の周囲には神の火がある。ほら、ここに偉大
な坩堝がある。─耳を立ててみて！うなり声や泡立つ音が聞こえな
いかい？君も見とれるよ。（東を指しながら）─あの港では、何千
もの支流が、世界の果てからやってきて、あの人の流れに注ぎ込む
んだ。ああ、なんて壮大で、興奮する眺めなんだろう！ケルト人と
ラテン人、スラヴ人とテュートン人、ギリシア人とシリア人─黒人
と黄色人も─
Vera：ユダヤ人とキリスト教徒も─
David：そうだ、東と西、北と南、椰子と松、極地と赤道、三日月
と十字（イスラム教徒とキリスト教徒の対比─訳者注）─この偉大
な錬金術は、彼らを清めの炎でもって溶かし、融合する！ここに、
彼らは一つになって、人類の共和国と神の王国を建設する。ああ、
Vera、すべての人種と国民が働き、未来を見るアメリカの栄光と
比較したとき、すべての国民と人種が礼拝し、過去を振り返るロー
マとイスラエルの栄光とは何なのだろう！8」

　このような台詞は、アメリカにやってきた移民が溶け合って、一つの
アメリカ人という新しい人種を作り上げているというイメージを観衆に
与える9。ここには、出身地の文化や思考を背負ったままの人々は想定さ

6 Israel�Zangwill,�The Melting-Pot : Drama in Four Acts�37�(1909).
7 Id.�at�173.
8 Id.�at�198-199.
9 アーサー・シュレージンガー,�Jr（著）/ 都留重人（監訳）『アメリカの分裂』（岩
波書店・1992年）25頁、村井忠正「メルティングポットの誕生─メルティング
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れていない10。

１．２．Horace�M.Kallen の見解─ハイフンつきのアメリカ人
　しかし、Wilson や Zangwill の見解に対しては、Horace�M.Kallen の
見解を対比することができる。Kallen�は、1915年に公表した論文11にお
いて、白人の同質性に支えられていた1776年の建国時から、数多くの移
民を受け入れることを経て、通婚、同化が進行し、新たな「アメリカ人」
という人種が成立したという「人種の坩堝論（the�melting-pot）」を批
判する。
　Kallen は、アメリカ人を、ひとつの人種と捉えるのではなく、ドイ
ツ系、イタリア系、ユダヤ系などの出自ごとに形成された集団に分断さ
れていると理解するべきだと説く12。内部では出身国の歴史を抱えてい
る第一世代の移民から生まれた第二世代は、両親の社会的伝統を放棄し、
新たなアメリカ人という外観を取得しようとする。それは、公立学校の
中で教わるが、抽象的な次元のものであり、現実の生活ではない。異な

ポット論の系譜（1）─」人間文化研究２号26頁（2004年）、伊藤章「移民の国ア
メリカ」笹田直人 = 堀真理子 = 外岡尚美（編）『概説�アメリカ文化史』（ミネル
ヴァ書房・2002年）83頁。
10 もっとも、このような見解は、Zangwill に端を発する見解ではない。18世
紀後半のアメリカ社会を記述した Crevecoeur は、アメリカは、「イングラン
ド人、スコットランド人、アイルランド人、フランス人、オランダ人、ドイツ
人、スウェーデン人の寄り集まり」であって、「この雑種から、今日アメリカ
人と呼ばれる人種が生まれた」と指摘する（秋山健 = 後藤昭次 = 渡辺利雄（訳）

『クレヴクール』（研究社・1982年）73頁）。
　ここで注意が必要なのは、Crevecoeur が指摘した人々の中に、アジア系移
民が入っていないのは太平洋に開拓者が到達していない時代状況の上で当然と
しても、黒人やインディアン、南欧、東欧系移民が入っていない点である。つ
まり、当時から、アメリカ人という一つの人種になるという見解には、人種に
よる制約が前提とされていた。
11 Horace�M.Kallen,�Democracy Versus the Melting-Pot, in Culture and 
Democracy�67�(reprinted�ed.1970).
12 Id.�at�95.
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る出自同士の結婚は、50年前よりは増加したが、相対的には少ない13。
Kallen は、経済的地位が上昇しても、出自意識は変わらないとも述べ
ているが14、さらに進んで、移民の子孫たちが「より裕福になり、より『ア
メリカ化』すると、そして、『外国人』というスティグマから自由にな
ると、彼らは、集団的な自己尊敬意識を発展させる15」と指摘する。「彼
らは、自らのナショナリティが有する精神的遺産を学び、思い出そうと
する16」。例えば、ニューヨークにおけるユダヤ人地区は、「都市内にお
ける都市17」と呼ばれており、特に自律性が強い。多様なナショナリティ
を前提とした上で、アメリカを構成する原理を、排他的な英国の伝統と
結びついた「先祖の記憶から完全に切り離すことによって実現された、
社会的、歴史的な同一性18」を達成するべきである。
　Kallen の比喩を借りるならば、多様な出自別集団がアメリカという

「オーケストラ」を形成し、そこでは、それぞれの集団が楽器として位
置づけられ、全体として、アメリカという「シンフォニー」を奏でてい
ると記述することができる19。このように、アメリカ人が出自別に多様
化しているという考え方は、上述の Wilson の見解や「人種の坩堝」論
と対照的である20。
　Randolph�S.Bourne も、合衆国に来た移民の中には、出身国に帰還す
る者がいることを指摘し、彼らの、合衆国と出身国とを自由に往復する

「移動習慣21」が、「コスモポリタン的重要性22」を有していることが無視

13 Id.�at�95-97.
14 Id.�at�96.
15 Id.�at�106.
16 Id.
17 Id.�at�113.
18 Id.�at�120.
19 Id.�at�124-125.
20 Kallen の見解は、後に Michael�Walzer へと継受される。Walzer の見解につ
いては、マイケル・ウォルツァー（著）/ 古茂田宏（訳）『アメリカ人であるとは
どういうことか─歴史的自己省察の試み─』（ミネルヴァ書房・2006年）を参照。
21 Randolph�S.Bourne,�Trans-National America,�118�The�Atlantic�Monthly�86,�
95�(1916).
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されていると述べる。まさに、この「移動習慣」によって、アメリカが、
「一つのナショナリティではなく、トランスナショナリティ、すなわち、
他の土地を往復することによって、あらゆる種類の大きさと色の糸から
作られた織物へと近づいている23」。

１．３．愛国主義の高揚と排外主義
　しかし、第２章で示したように、多様なナショナリティを抱えるアメ
リカ、トランスナショナルなアメリカというアメリカ人の自己理解は、
変遷を迎える。
　第２章において詳述したように、この時期には、黒人、アジア系に対
するヨーロッパ系の優位だけではなく、ヨーロッパ系の中でも、当時の
合衆国の主要な構成員であるノルディック人種の優位を説く Madison�
Grant の見解が有力になった24。また、第一次世界大戦への参戦をきっか
けとして、強い愛国心─ John�Higham のフレーズを借りるならば、「100
パーセント・アメリカニズムという新しい精神25」─が高揚した。そして、
在米の各移民団体は、アメリカに同化すること（アメリカの習慣に従う
こと）により、アメリカにおける安住を確保しようとしていた26。
　このような背景の中で登場した移民制限運動の帰結が、1917年に導入
された移民に対する識字テストと、1921年に導入された移民の出身国別
割り当て制度であった。これにより、望ましくないエスニシティの移民
を制限することが達成できた。
　この時期には、愛国主義が高揚する一方で、排外主義も同時に高まっ
ていた。第２章で指摘した移民規制の強化は、その一つである。

22 Id.
23 Id.�at�96.
24 Madison�Grant,�The Passing of the Great Race�19-21�(reprinted�edtion,�1970).
25 ジョン・ハイアム（著）/ 斎藤眞 = 阿部齊 = 古矢旬（訳）『自由の女神のもとへ
　移民とエスニシティ』（平凡社・1994年）76頁。
26 この点については、廣部泉「アメリカニゼーションと「米化運動」1910年代
後半カリフォルニアにおける日本人移民の矯風運動」油井大三郎 = 遠藤泰生

（編）『浸透するアメリカ、拒まれるアメリカ』（東京大学出版会・2003年）72頁
を参照。
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　この時期に高揚した排外主義を示す象徴として、クー・クラックス・
クラン（以下、「KKK」）の結成を挙げることができる。KKK は、元は
南北戦争後に、白人優越主義を唱える南軍兵士を中心に結成された組織
であったが27、その後、反 KKK 法の制定28などの影響もあり、表舞台か
ら去っていた29。
　しかし、1915年には、第２の KKK が結成される。以前の KKK は、
黒人のみを排斥の対象としていたのに対し、新たな KKK は、白色人種
の優越性を信じる点では以前の KKK と同一であったが、敵意の対象を、
黒人以外に、外国人、カトリック教徒、ユダヤ人にも向けた30。KKK の
影響力は、深南部だけではなく、東部、中西部にも広がっていった。一
時期は、民主党の予備選挙で候補者を公認するほど勢力が強かったが、
幹部による女性暴行、女性の自殺というスキャンダルによって支持が離
れ、以後、KKK の組織は残ったものの、それほど大きな勢力を有さな

27 組織規約については、Henry�Steele�Commager�ed.,�Documents of American 
History Vol.1:To 1898�at�499-500�(7th.ed.,�1963)�及び「人種主義組織の誕生（19
世紀後半）」歴史学研究会（編）『南北アメリカ�先住民の世界から19世紀まで』（岩
波書店・2008年）320頁［中條献執筆］。
28 Act�of�April�20,�1871,�ch.22,�17�Stat.13.�この法律は、他者に対し危害を与え
た者などに対する刑罰を規定している。これは、黒人の市民的権利を保護する
ことを目的としている。しかし、同法 §2は、United�States�v.Harris,�106�U.S.629�
(1883)�において、違憲と判断されている。この時期の合衆国最高裁判所が市民
的権利に関する法律を違憲と判断する傾向を示していたことについては、９章
を参照。
29 初期 KKK の活動経緯については、メアリー・ベス・ノートン（著）/ 本田創
造（監修）『アメリカの歴史　第３巻�南北戦争から20世紀へ』（三省堂・1996年）
132頁、164-165頁、177-178頁、落合明子「南部の再建と暴力─サウスカロライ
ナ州における「秩序の回復」─」古矢旬 = 山田史郎（編著）『権力と暴力』（ミ
ネルヴァ書房・2007年）115頁参照。
30 「ハイラム・エヴァンズ「アメリカニズムのための KKK の闘争」（1924年）」
大下尚一 = 有賀貞 = 志邨晃佑 = 平野孝（編）『史料が語るアメリカ』（有斐閣・
1989年）172頁［井出義光訳］、常松洋「1920年代の米国社会」歴史学研究会（編）

『南北アメリカの500年�４�危機と改革』（青木書店・1993年）277-278頁。
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くなった31。
　この時代の排外主義を示すものとしては、KKK の結成と並んで、
Nicola�Sacco と Bartolomeo�Vanzetti の冤罪事件にも言及する必要があ
る。二人は無政府主義のイタリア移民であったが、マサチューセッツ州
で起きた強盗事件に関与したという理由で有罪を宣告された。しかし、
彼らが事件に関与した証拠はなく、これは、彼らの政治的信条とイタリ
ア人という人種を理由とした冤罪ではないかと言われている32。
　このように、1910年代から1920年代までの合衆国は、愛国主義の高揚
とともに、アメリカ社会の中心であるアングロサクソン系を中心とする
見解が有力になった時代であった。それに伴い、およそ今日では受け入
れがたい排外主義も登場していた。

１．４．「ハイフンつきのアメリカ人」意識の高揚─文化多元主義
　しかし、その後の合衆国では、Kallen の「ハイフンつきのアメリカ
人33」という考え方が優勢を占めるようになる。それは、「諸ネイション
の連合ではなく、文化的多様性を認め合う（時には歓迎し合う）市民的、
政治的文化によって結びついた一つの国家34」としてのアメリカという

「文化多元主義（Cultural�Pluralism）35」である。
　Higham によれば、「文化的多元主義は、永続的な少数者という自ら
の地位が有利に働きうることを思い描くに充分なまでに強固な立場をす

31 D.A. シャノン（著）/ 今津晶 = 榊原胖夫（訳）『アメリカ：二つの大戦のはざま
に』（南雲堂・1976年）107-108頁、メアリー・ベス・ノートン（著）/ 本田創造（監
修）『アメリカの歴史�第４巻�アメリカ社会と第一次世界大戦』（三省堂・1996年）
295-296頁。
32 ノートン・同297頁。この事件では、犯人は赤の外国人という先入観に支配
されていた。詳細については、小此木真三郎『フレームアップ─アメリカをゆ
るがした四大事件─』（岩波書店・1983年）77-115頁。
33 Horace�Kallen,�A Meaning of Americanism, in Culture and Democracy�44,�
62�(reprinted�ed.1970).
34 Thomas�Alexander�Aleinikoff,�Semblances of Sovereignty�34� (2002)［ 以 下
Aleinikoff�(2002) と略記］．
35 Kallen,�Democracy Versus the Melting-Pot, in supra�at�43.
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でに築いている人びとに対して、アピールすると考えてよかろう。それ
は、自分たちをアメリカ史の周辺にではなく中心に置いて見ることが可
能な、自信に満ちた少数者集団の代弁者にふさわしい。したがって、文
化的多元主義は、すでにだいたい同化を済ませてしまった人びとにとっ
て最も魅力的である36」。100パーセント・アメリカニズムが収束し、「1924
年の永続的な移民制限立法に続いて起こった、同化の飛躍的な進展37」
により、「完全な同化がはたして望ましいのかどうかが広く疑われる38」
ようになった1930年代後半まで、Kallen の文化多元主義は受け入れら
れなかった。この頃には、「先祖代々アメリカ生まれの白人プロテスタ
ントたち」の「生活様式こそがアメリカの諸制度が基準として公認する
に値するものであるという信念39」は、すでに後退し、「より多元的かつ
多様な思考パターンにとって代わられた40」。
　もっとも、「ハイフンつきのアメリカ人」という見解はヨーロッパ系
白人移民、および彼らの子孫の間で受け入れられていたに過ぎなかった。
黒人が Kallen の多元主義的テーゼから排除されていたことは、「不可避
の事態41」であった。
　アメリカ人となりうる白人同士においてのみ多元性が認められるとい
う考え方は、1952年に成立した移民国籍法（通称「マッカラン = ウォ
ルター法」）42にも反映されている。この法律は、出身国別割り当て制を
維持することによって、「同化可能な者と密接な関係を持つ出身国別集
団の入国43」を数的に規制することになった。当時、日本が、合衆国、
中国との共通の敵であったことによって、同胞意識が形成されたことに
基づいて、中国人の排斥を定める諸法律を廃止する動きが高まったこと

36 ハイアム・前掲211頁。
37 同・212頁。これは、移民法の改正により、「エスニック少数集団」に対する「不
断の大増援部隊の補給」が絶たれたことに由来する（同・82頁）。
38 同・212頁。
39 同・83頁。
40 同。
41 同・208頁。
42 Immigration�and�Nationality�Act,�ch.477,�66�Stat�163�(1952).
43 Note,�Immigration and Nationality,�66�Harvard�Law�Review�642,�649�(1953).
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によって44、一連の中国人排斥法が、1943年に廃止され45、中国人の入国
が認められたとしても、割り当ては、わずか100人に過ぎなかった。
　また、移民国籍法は、出身国別割り当て制度の維持によって合衆国に
おける人種構成を維持すると同時に、従前から入国が規制されていた無
政府主義者、合衆国政府の暴力的転覆を目的とする組織に加入している
者に加え46、共産主義者の入国拒否を明示的に規定した47。
　結局、「民族的同化という楽観的な物語は、人種、地理、政治によっ
て制限されていた48」。このように、「アジア系移民の排除は、第二次世
界大戦まで緩和されず、緩和されたとしても一部に過ぎなかった。…第
二次世界大戦後は、共産主義は社会的平和に対する重大な脅威と判断さ
れ、移民システムは、病的な異質のイデオロギーの入国を予防するため
に動員されるようになった49」。

１．５．アメリカへ同化できない人々─人種による線引き
⑴ Robert�Park によれば、アメリカにおいて、「同化に対する主な障害
は、文化的差異ではなく、身体的特徴にある50」。合衆国市民である「黒
人は、この国において300年間、同化していない51」。これは、黒人がア
メリカにおいて外国文化や外国の伝統を保持し続けていることが理由で
はない。黒人たちは、合衆国市民であるにもかかわらず、身体的、人種
的特徴を理由として、「よそ者、異質な人種の代表者52」として扱われて

44 Charles�Gordon,�Our Wall of Exclusion Against China,�3�Lawyers�Guild�
Review�7�(1943).
45 Act�of�December,�1943,�ch.344,�57�Stat.600.
46 Act�of�February�5,�1917,�ch.29,§3,�39�Stat.874,�875-876;Act�of�October�16,�
1918,�ch.186,�40�Stat.1012.
47 Note,�supra�at�657.
48 Aleinikoff�(2002),�supra�at�34.
49 Aleinikoff�(2002),�supra�at�34-35.
50 Robert�E.Park,�SOCIAL ASSIMILATION, in�Edwin�R.A.Seligman�and�
Alvin�Johnson,�eds.,�Encyclopaedia of the Social Sciences vol.2�at�281,�282�(1930).
51 Id.
52 Id.
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いた。
　結局、「人種も依然として大きな分断線であり続けた。同化に関する
科学的予測は、人種的マイノリティには当てはまらなかった53」。
　このような結論は、異人種間の婚姻からも裏打ちされる。1913年には
41州、第二次世界大戦後であっても、29州が異人種間の婚姻を禁止して
いた54。また、このような法律だけではなく、社会意識としても、異人
種間の婚姻は避けるべきものとして捉えられていた55。
　異人種間の婚姻を制度上禁止することによって、白人の純粋性を維持
すると同時に、異質な人々が白人社会へ同化することを拒否した。
⑵白人社会から除外されたのは黒人だけではない。非白人の移民集団も、
アメリカ社会において、主流派集団から距離を置いた生活を余儀なくさ
れ、同時に、同化を拒否されてきた。これは、異人種間の婚姻禁止規定
は、州や時代によるが、黒人と白人のみならず、アジア系移民、メキシ
コ系移民、インディアンも、規制の対象としていたこと56にも現れている。
　このような態度には、第２章で触れたように、Madison�Grant に代表
されるような、白人の優位性と異人種の劣等性を自明視する人種的偏見
が背景に存在していたことは言うまでもない。
　これに対応して、各移民団体は、アメリカ化運動を展開し、文化、生
活習慣レベルでの同化によって、合衆国社会に同化することを目指し
た57。
　しかし、日系移民（合衆国市民権を取得した者も含む）に対する夜間

53 Aleinikoff�(2002),�supra�at�35.
54 松本悠子「「人種」と結婚─人種混淆をめぐる政治学─」川島正樹（編）『アメ
リカニズムと「人種」』（名古屋大学出版会・2005年）253頁。ごく少数の州では、
20世紀末まで存続した。
55 同・251頁、259-260頁。
56 同・255頁、松本悠子『創られるアメリカ国民と「他者」「アメリカ化」時代
のシティズンシップ』（東京大学出版会・2007年）149-150頁。
57 廣部・前掲72頁、粂井輝子『外国人をめぐる社会史─近代アメリカと日本
人移民─』（雄山閣・1995年）133頁。
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外出禁止命令58や、太平洋沿岸からの退去命令59に示されたように、異
質な非白人集団に対する人種的偏見は依然として存続していた。第二次
世界大戦中に日系移民が送られた収容施設は、言語、文化、宗教など、
出身地の文化を捨て日系移民をアメリカ化することを目的とした、「教
化センター 60」と位置づけられている。
⑶以上より、アメリカ人という一つの人種、すなわち人種の融合を目指
す「人種の坩堝」論は、黒人や非白人移民には、そもそも当てはまらな
いことが明らかであろう。また、各エスニック集団の文化多元主義を許
容する「ハイフンつきのアメリカ人」論も、その前提が「アメリカ人で
あること」である以上、少数者であり続けることがアメリカ社会内部で
劣位にあり続けることを意味する場合は、その対象にはならない。

２．インディアンと島嶼住民
　以上では、20世紀前半のアメリカ社会における移民と人種の問題を中
心にアメリカの自己理解について論じてきた。以下では、合衆国市民の
範囲を捉える上で問題を提起する、インディアンとプエルトリコ住民に
ついて、合衆国政府がどのような反応を示してきたのかについて概略す
る。なお、移民に関する合衆国政府の反応については、第１部及び前節
を参照してほしい。

２．１．インディアン─同化政策と方針の転換、再転換
２．１．１．同化政策─19世紀の継続
　インディアンは、移民と黒人の中間的存在と位置づけられていた。す

58 Hirabayashi�v.United�States,�320�U.S.81�(1943).
59 Korematsu�v.United�States,�323�U.S.214�(1944).
60 ジョン・ハワード（著）/ 砂田恵理加（訳）「日系アメリカ人収容下のアメリカ
化とキリスト教福音主義─国民化回路にあるジェンダーの視点から」樋口映美
= 中條献（編）『歴史のなかの「アメリカ」─国民化をめぐる語りと創造』（彩流社・
2006年）161頁）。また、強制収容の実態、経緯については、竹沢泰子『日系ア
メリカ人のエスニシティ─強制収容と補償運動による変遷』（東京大学出版会・
1994年）、村川庸子『境界線上の市民権─日米戦争と日系アメリカ人』（御茶ノ
水書房・2007年）。
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なわち、「同化可能ではあるが、同化していない61」人々という位置づけ
である62。
　20世紀初頭のインディアン政策は、19世紀の路線を引き継ぎ、同化政
策を維持していた63。この時期は、前章で述べたように、非アメリカ的
価値観を持ちながら、先住民族である以上、外国人と異なり、国外に追
放できないインディアンは、同化によって、アメリカに溶け込ませなけ
ればならないという発想に立脚していた。そして、同化政策の有力な手
段としては、合衆国市民権の付与がある。
　合衆国の建国当初は外国として扱われていたインディアンの合衆国市
民権について、いくつかの部族が合衆国政府と条約を締結することに
よって規定されていた64ほかは、未整備だった。Elk�v.Wilkins65において、
インディアンは第14修正が規定する出生地主義による合衆国市民権の取
得の対象外であると判断された結果、第14修正の効力による合衆国市民
権の取得は認められなかった。ただ、インディアン自身が合衆国市民権
の取得を望まなかったため、大きな問題にならなかった66。
　1887年には、土地の割当を受け取ったインディアン個人に対して合衆
国市民権の取得が認められ67、1901年には、インディアン領土にいるす
べてのインディアンに対して合衆国市民権が認められていた68。

61 Aleinikoff�(2002),�supra�at�35.�
62 類似の見解として、Charles�Gordon,�The Racial Barrier to American Citizenship,�
93�University�of�Pennsylvania�Law�Review�237�(1945)�がある。Gordon は、合
衆国建設期の「若い共和国の人口は、黒人、インディアン、白人によって構成
していた。第一の集団は帰化資格を持たず、第三の集団は受け入れられていた」

（Id.�at�241）と指摘する。これは、インディアンが白人と黒人の中間的存在で
あったことを示している。
63 Clay�Smith,�chief��ed.,�American Indian Law Deskbook�30-36�(3rd.ed.,�2004).
64 詳細については、第3章を参照。一例としてポタワトミー族との条約（Treaty�
with�the�Pottawatomies�of�November�15,�1861,�Art.Ⅲ,�12�Stat.1191,�1192.）を
挙げることができる。
65 112�U.S.94�(1884).
66 Sidney�L.Harring,�Crow Dog’s Case�204�(1994).
67 Act�of�February�8,�1887,�ch.119,§6,�24�Stat.388,�390.�
68 Act�of�March�3,�1901,�ch.868,�31�Stat.1447.
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　1924年には、インディアンに対し、出生による合衆国市民権の取得を
一般的に認める法律69が制定される。以後、インディアンは外国に匹敵
する独自の主権を有する部族の構成員であって原則として出生地主義の
効力は及ばず、外国人であるという建前が消滅し、合衆国市民に包摂さ
れる。インディアンの問題は、合衆国市民─インディアンの側からすれ
ば半ば強制的に取り込まれてしまった─の内部で、どの程度までイン
ディアンとしての独自性が認められるのか、という問題に変容した。
　その一方で、合衆国政府側は、合衆国市民権を根拠に、他の合衆国市
民と同等の扱いをすることが可能になる。したがって、この法律に対し
て、インディアン側は、多数者側の価値の押し付けと捉え、次のように
批判した。

　「合衆国政府が我々に対して合衆国市民権を強制することにより、
合衆国政府は、我々に対して、今までより強い支配権を持つように
なる。我々は、ほとんどの独立領域を喪失する。…白人が我々の土
地の大半を取得し、その見返りに、我々が失った土地を保護する義
務を負っていると我々は思っている。しかし、我々インディアンは、
白人たちの社会に統合・同化することを望んでいない70」。
　「この法律により、すべてのインディアンは、望むと望まないに
関わらず、自動的に合衆国市民となった。これは、我々の主権の侵
害である。我々の市民権は、我々の国家の中にある71」。

２．１．２．方針の転換─自治の回復へ
　しかし、この頃には、同化政策には限界があることが自覚されるよう
になる。なぜならば、インディアンの経済的、社会的地位が低い状態が
改善されないままだからである。
　前章で述べたように、Lone�Wolf�v.Hitchcock72では、連邦議会の絶対

69 Act�of�June�2,�1924,�ch.233,�43�Stat.253.
70 Clinton�Rickard,�Fighting Tuscarora�53�(1973).
71 Id.
72 187�U.S.553�(1903).
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的権限の法理を振りかざし、インディアン部族から土地を喪失した連邦
議会の判断を承認している。
　Lone�Wolf 判決がもたらした「土地の喪失、賃貸収入の喪失、売買技
術の欠如の結果、カイオワ族は1920年代までに、深刻な貧困に陥った。
カイオワ族男性の失業率は60％に及び、現在まで低調なままである。
Lone�Wolf 判決によって、ほとんどの人々は、経済的無気力状態になっ
た。全てのインディアンが犠牲者となる。土地割り当ては、インディア
ンの保有を個人化することに成功すると同時に、インディアンの貧困も
個人化した。部族の土地がなければ、インディアンは経済的に無力であ
る。将来投資するための担保財産を通じて部族資本を発展させることも
不可能であった73」。
　例えば、1928年に Lewis�Meriam によって提出されたメリアム報告書
は、次のように述べる。

　「インディアン文化にとって必要な旧来の経済的基盤は、かなり
の程度、破壊され、白人との接触によって、新たな問題が襲い掛かっ
てきている…。経済的、社会的、法的な補正が行われなければなら
ない。社会的補正には、健康も含まれる。白人文明の出現は、イン
ディアンに対し、健康と公衆衛生という、新たな問題を生じさせて
いる。…インディアンも、インディアンの近くに住む白人も、イン
ディアンであり続け、自らの文化を維持することを望むインディア
ンが、健康と品位に関する最低限の基準に従って生活するように気
遣っている74」。

　メリアム報告書は、インディアンが白人との接触を絶って生活するこ
とができないと正面から認める75。しかし、他方で、インディアン社会

73 Blue�Clark,�Lone Wolf v.Hitchcock : Treaty Rights and Indian Law at the 
End of the Nineteenth Century�96�(1994).
74 Meriam�Report,� in�Francis�Paul�Prucha�ed.,�Documents of United States 
Indian Policy�221�(2nd�ed.1990).
75 例えば、次のように述べている。白人文明の進行によって、「インディアン
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が直面している経済的貧困とインディアン資源を保存する必要性を強調
した76。
　Hoxie によれば、当時の合衆国では、インディアンと白人の経済格差
が激しい理由は、インディアンの「原始的性格77」に求められていた。「自
然的『前進』は、インディアンが白人による指導の下にあり続ける場合
にのみ、確実である78」。「対象となる集団の『精神的態度』が『原始的』
であったとしても、教育と更なる『白人への同化』を実施する持続的な
政策は、結果を示すだろう79」。すなわち、インディアンが白人社会へ
溶け込むためには、ある程度の時間を必要とすると考えられていた。
　1934年に制定されたインディアン再組織法80は、以前の同化政策、す
なわち、連邦政府による部族の保護とは異なる思考に立脚していた。こ
の法律の成立に際し、インディアン局長である John�Collier は、前述し
たドーズ法の導入により、インディアンの土地が大幅に減少し、基盤が
喪失したため、結果として、経済的、精神的な困窮に陥ったインディア
ンが増加したことを指摘し、土地割り当て制度が失策であったと認めて
いる81。

文化が依拠する経済的基盤が破壊」されている。「この経済的基盤は、かつて
のようには回復しない。インディアンが白人との接触を一切絶って生活するこ
とはありえない」。例えば、比較的、旧来の文化を維持している部族であっても、
白人が開発した利器（衛生的な排泄処理施設を持つ家、白人のような衣服、病
院の医師を伴って出産する、病気の際に医師にかかる、子どもを教育施設へ通
わせる、自動車を購入するなど）を活用するインディアンもいる。旧式の生活
を希望する者、白人と同様の生活を希望する者の存在を認め、「各インディア
ンの希望」に応じた考慮と援助が必要である（Id.�at�220-221）。
76 W.E. ウォシュバーン（著）/ 富田虎男（訳）『アメリカ・インディアン─その文
化と歴史─』（南雲堂・1977年）246頁。
77 Frederick�E.Hoxie,�A final promise : the campaign to assimilate the Indians, 
1880-1920�at�240�(1989).
78 Id.�at�241.
79 Id.
80 Act�of�June�18,�1934,�ch.576,�48�Stat.984.
81 Annual�Report�of� the�Commissioner�of� Indian�Affairs,� in�Francis�Paul�
Prucha�ed.,�Documents of United States Indian Policy�225-226� (2nd�ed.1990).�
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　インディアン再組織法は、土地の等価交換や土地の購入など、様々な
規定を設けたが、Collier の構想の中核は、以下の条文にあった82。
　16条は、内務省による承認という限定つきではあるが、保留地上に居
住する成人部族構成員の投票による採択を経れば、部族自身が、成文憲
法・条例を制定できる権限を認めた83。さらに、同条は、自主的に制定
した部族憲法に、更なる権限を規定することができると認めた。拡張可
能な権限としては、法律顧問を雇う権限、部族の同意なしに土地を売却、
譲渡、貸与することを規制する権限、連邦、州、地方自治体と交渉する
権限を挙げている84。
　17条は、成人インディアンの三分の一の請求に基づき、内務省が、部
族に対して、法人格付与許可証（charter�of� incorporation）を発行する
ことができると規定している。許可証は、部族が、動産的資産、不動産
などの財産を購入、取得、管理する権限を定める。ただし、土地の売却、

Collier は、次のように述べる。「およそ300年近くもの間、アメリカの白人は、
国を注文どおりにつくり上げたいと願うあまり、インディアンを、彼らは滅び
ゆく種族で、地上から抹消さるべきだという、誤った、そして悲劇的な考え方
にたって扱ってきた。われわれはインディアンの最良の土地を取り上げ、条約
や約束を破り、かつては全部彼らのものであったアメリカ大陸のうち、ほとん
ど価値のないガラクタ同然の土地を投げ与えた」。しかし、「この悲運の種族は、
できれば人道的に、可能なかぎり早く消滅させるのがよいのだ、という数世
紀来の考え方はもうなくなった」。「インディアンのために議会が支出する資金
は、彼らが良質で適当な広さの自分の土地において、人なみな生活の糧を得、
アメリカ生活の一構成要素として、自身の目的と理想に調和した、自尊心のも
てる計画的な生活を営むことを可能ならしめるように生産的に使用する」。「イ
ンディアン事務局の主目的は、インディアンが現在所有している土地をすべて
彼らがもちつづけ、統合整理するのを助けること、そしてまた、有効に生活を
送ることができる、より広い、より良質の土地を提供することである。同様に
重要なのは、インディアンの土地の利用が、そのまま土地を保全し、彼らの自
立を保障し、社会生活を保護、あるいはつくり上げることにつながるよう、彼
らを助けるという課題である」。平野孝（訳）/ 本間長世（解説）『アメリカ・イ
ンディアン〔第３版〕』（研究社・1986年）279-283頁。
82 Smith,�supra�at�38.
83 Act�of�June�18,�1934,�ch.576,§16,�48�Stat.984,�987.�
84 Id.
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抵当、10年を超える貸与は認められていない85。
　インディアン再組織法のこのような規定により、個別に割り当てられ
ていた土地を部族の所有に戻すことが可能になり、保留地に対するイン
ディアンの自己統治、及びその実施のための土地基盤の確保が実現する
ことになった。Collier が展開した一連の政策の功績の一つは、「インディ
アン生活の強制的な『アトム化』に終止符をうったこと86」にあった87。

85 Id.§17,�48�Stat.984,�988.
86 ウォシュバーン・前掲246頁。
87 もっとも、インディアン再組織法は、18条で、成人インディアンの多数が
反対した部族には適用されないと定めていた（Act�of�June�18,�1934,�ch.576,§18,�
48�Stat.984,�988.）。そして、インディアン自身がこの法律の適用に反対する場
合もあり、その反対する部族には、インディアン部族の中でも巨大な規模を持
つナヴァホ族も含まれていた。ただし、適用を拒否した理由は、各部族により
様々である。
　例えば、インディアン再組織法は、個別に土地に割り当てられていた土地を
買い戻す、または収用することによって、部族所有に戻すことを目指していた
が、すでに土地の割り当てを受けていたインディアン個人には、自らの財産を
奪われることについて反発を抱く者もいた。
　また、ナヴァホ族の場合は、当時のナヴァホ族の中に、白人社会への同化
を指向する進歩的な立場が有力であったことが大きい。例えば、ある者は、
Collier の政策を、「逆行の第一歩」と捉え、「旅行者の娯楽向けの人間動物園
として奉仕させるために、インディアンを、変わらないままにしておこう」と
していると批判していた（ウォシュバーン・前掲249頁）。
　このように、インディアン再組織法は、インディアンの自治を回復するため
に制定されたが、必ずしも成功したわけではない。
　なお、インディアン再組織法を受けた各インディアン部族の動向、インディ
アン再組織法の成立過程などについては、内田綾子『アメリカ先住民の現代史
─歴史的記憶と文化的継承─』（名古屋大学出版会・2008年）40-44頁、野口久
美子「インディアン再組織法案審議に見るインディアン・アイデンティティの
多様性─インディアン議会議事録の検討をてがかりに─」史苑65巻２号119頁

（2005年）、水野由美子『〈インディアン〉と〈市民〉のはざまで─合衆国南西
部における先住社会の再編過程─』（名古屋大学出版会・2007年）161-171頁を
参照。
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２．１．３．再転換─管理終結政策
　しかしながら、この法律に対して、第二次世界大戦末までは、保留地
における生活条件が実質的に改善されていない、必要なものは明確な同
化政策であるという批判や、インディアン再建法は行政上のコストがか
かりすぎるという批判、同法は同化の進展が遅いという批判が展開され
ていた88。
　このような批判を受けて、1950年代には、保留地システムの撤廃や、
インディアンを一般的な州権限に服させることを通じて、連邦政府がイ
ンディアンに対する管理から手を引く、すなわち、合衆国によって保護
されている地位を終了させる政策を採用するようになった。この政策を
実施した連邦議会の目的は、インディアンを、他の合衆国市民と同様の
法律に服させることであった89。この政策により、100以上の部族及びバ
ンドが消滅し90、彼らの土地が売却されることにより、インディアンの
部族主権は、連邦による管理から「終結（termination）91」に近づいた。
さらに、教育プログラムの責任を、部族、連邦政府から州へ、連邦健康
プログラムの実施責任をインディアン局（BIA─Bureau�of�Indian�Affairs）
から、保健社会福祉省へと移した92。
　1953年に、連邦議会は、インディアン保留地上で生じた刑事、民事に
関する事件に対して、州管轄権を認める法律を制定した93。この法案の
審議に際し、委員会は、次のような認識に立脚していた。
　「各州は、インディアン保留地上、または他のインディアン地域上に

88 Charles�F.Wilkinson�&�Eric�R.Biggs,�The Evolution of the Termination 
Policy, reprinted in�John�R.Wunder,�Constitutionalism and Native Americans, 
1903-1968�at�197,�204-205�(1996).
89 House�Concurrent�Resolution�108�of�August�1,�1953,�67�Stat.B132.
90 一例として、連邦政府による監督が終了したミノミニー族を挙げることが
できる。Act�of�June�17,�1954,�ch.303,�68�Stat.250.
91 一連の政策は、「管理終結政策（termination�policy）」と呼ばれている。この
点については、Bruce�Elliott�Johansen.ed,�The Encyclopedia of Native American 
Legal Tradition�320-323�(1998)�を参照。
92 Act�of�August�5,�1954,�ch.658,�68�Stat.674.
93 Act�of�August�15,�1953,�ch.505,�67�Stat.588.
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おいて生じたほとんど犯罪について、インディアンを訴追する権限を持
たない。インディアン保留地を有する州において、連邦刑事法を適用す
ることは、限られている94」。また、連邦地方裁判所が有する管轄の範
囲も限定されている。「実際上の問題として、インディアン領土内にお
いて法及び命令を実施することは、インディアン集団に大きく委ねられ
ている。多くの州では、インディアン部族は、このような機能を果たす
ほど、十分に組織化されていない95」。その結果、「隙間96」が形成されて
しまう。同様の理由により、民事に関する事件についても、州管轄権を
インディアン保留地へと拡張することは有益である。「勧告した法案は、
インディアンの部族慣習や、部族法を、民事事件に適用することを維持
している。しかし、その部族慣習や部族法は、適用される州法と矛盾が
ない限りにおいて、である97」。
　このような委員会の認識からも、インディアンを、通常の合衆国市民
と同一の処遇に近づけようとする立場を看取できる。この法律は、「部
族慣習、部族法を、地方的な、非インディアンによる慣習、法へと置き
換える道98」を形成した、と評価されている。

２．２．島嶼事例─自治権の漸進的拡大
　19世紀末に合衆国が取得した海外領土の住民に対して、合衆国政府は、
合衆国市民権取得資格の付与や、自治能力の強化のための政治制度の整
備、州昇格への踏み台の準備などを行っていた。

２．２．１．プエルトリコ住民の法的地位の変遷
⑴既に述べたように、プエルトリコは、1898年に、米西戦争の講和条約
によって、スペインから取得した領土の一つである99。取得した直後の

94 Senate�Report�No.699,�in�United�States�Code�Congressional�and�Administrative�
News�83rd�Congress-First�Session�1953�vol.2,�at�2411.
95 Id.�at�2411-2412.
96 Id.�at�2412.
97 Id.
98 Wilkinson�&�Biggs,�supra�at�216.
99 Treaty�with�Spain�of�December�10,�1898,�Art.Ⅱ,�30�Stat.1754,�1755.
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1900年に、連邦議会は、プエルトリコ政府の組織や徴税を定める法律（通
称「フォレイカー法」）100を制定した。
　この法律は、執行、立法、司法の設置を定めた。しかし、最高権限を
持つ知事は、上院の助言と承認を経て、合衆国大統領が任命すると定め
ていた101。同時に、フォレイカー法は、プエルトリコに居住している者を、
スペインに忠誠を誓っている者を除いて、「プエルトリコ市民（citizens�
of�Porto�Rico）」とし、プエルトリコに居住している合衆国市民とともに、

「プエルトリコ人民の名の下で、政体を構成する102」存在と位置づけた。
ただし、同法は、プエルトリコにおいて実施される選挙におけるプエル
トリコ市民の投票権を保障していた103ものの、合衆国憲法が規定してい
るような、権利章典は定めていなかった。
　このように、「プエルトリコは、合衆国に属するが、合衆国の一部で
はない。プエルトリコ住民は、合衆国市民ではないが外国人でもない。
合衆国憲法の外部にいると同時に内部にも含まれ、合衆国市民と同様の
保護も受けるが、アメリカの法体系が正式に承認した権利の全てを行使
できるわけではない104」105。
　ところが、1917年に制定された法律（通称「ジョーンズ法」）106では、
大きく変化する。第一に、プエルトリコ住民は、自ら取得するつもりが

100 Act�of�April�12,�1900,�ch.191,�31�Stat.77.
101 Id.§17,�31�Stat.77,�81.
102 Id.§7,�31�Stat.71,�79.
103 Id.§29,�31�Stat.77,�83.
104 Efren�Rivera�Ramos,�The Legal Construction of American Colonism:The 
Insular Cases (1901-1922),�65�Revista�Juridca�Universidad�de�Puerto�Rico�225,�
264�(1996).
105 裁判所も、中途半端な状態を承認している。例えば、Gonzales�v.Williams,�
192�U.S.1�(1904)�では、プエルトリコ市民は、合衆国市民かどうかは別として、
移民法上の外国人ではないと判示している。その根拠として、プエルトリコ市
民は合衆国に永久忠誠を誓っていること、合衆国領土内に平和的に居住してい
ること、プエルトリコ内部の組織法が合衆国によって制定されたこと、そして、
当該法律が合衆国憲法を支持する政府職員を通して執行されていることを挙げ
ている（Id.�at�13）。
106 Act�of�March�2,�1917,�ch.145,�39�Stat.951.
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ないことを選択しない限り、合衆国市民権を取得すると定められた107。
その後、1940年に制定された国籍法108により、プエルトリコ人は出生に
よって合衆国市民権を取得することになった。これを原型として、現在
の移民国籍法302条109に受け継がれている。
　第二に、ジョーンズ法は、合衆国憲法と類似の権利章典を定めた110。
これにより、プエルトリコ政府が権限を行使する抑止と同時に、プエル
トリコ住民に対する権利保障が実現した。
　第三に、ジョーンズ法によって、プエルトリコ政府の統治権限が大幅
に拡大した。これにより、プエルトリコ住民が自己統治を行う範囲が拡
大した。
　1947年の改正によって、知事がプエルトリコ住民の選挙によって選ば
れるようになった111。これは、連邦議会が、プエルトリコ住民の政治能
力が低くなく、プエルトリコの自治権を拡大しても不都合がないと認識
していたことを背景としている112。この改正は、プエルトリコ住民によ

107 Act�of�March�2,�1917,�ch.145,§5,�39�Stat.951,�953.
108 Nationality�Act�of�1940,�ch.876,§202,�54�Stat.1137,�1139�(1940).
109 Immigration�and�Nationality�Act,�ch.477,§302,�66�Stat.163,�236� (1952)� [8�
U.S.C.A.1402]. なお、この法律については、布井敬次郎『米国に置ける出入国
および国籍法上巻〈解説編〉』（有斐閣・1985年）、同『米国における出入国及
び国籍法下巻〈全訳編〉』（有斐閣・1985年）。訳出するに際し同書を参照したが、
必ずしも従っていない箇所もある。
　現行の条文は、次のように規定されている。「1899年４月11日以後1941年１
月13日以前にプエルトリコで出生し、合衆国の管轄権に服し、1941年１月13日
にプエルトリコまたは合衆国が主権を有する他の領域内に居住し、他のいかな
る法律によっても合衆国市民でない者は、すべて、1941年１月13日現在をもっ
て合衆国の市民であると宣言される。1941年１月13日以後にプエルトリコで出
生し、かつ合衆国の管轄権に服する者は、すべて出生による合衆国市民とする」。
110 Act�of�March�2,�1917,�ch.145,§2,�39�Stat.951,�951-952.
111 Act�of�August�5,�1947,�ch.490,�61�Stat.770.
112 連邦議会は、当時のプエルトリコの状況について、次のように認識していた。

「プエルトリコ人民は、自らのイニシアティブに基づいて自らに関する事項を
十分に管理している。そして、連邦議会は、プエルトリコ立法府が制定した法
律を無効にできる自らの大権を行使する必要性を見出していない。そのうえ、
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る自治にとって、大きな意味を持つものの、従来のプエルトリコの地位
に変更はなく、立法に際し、「連邦議会は、プエルトリコに関する法律
を制定する憲法上の権限、島嶼法を審査する憲法上の権限を放棄してい
ない113」と改めて確認されている。
　もっとも、このような法改正が行われたとしても、プエルトリコは、
合衆国市民にとって異質な存在、辺境と捉えられていた。Jose�Rrias�
Monge は、次のように指摘している。

　「文化的同化は、当初から植民地政策の中核であったが、成功し
ていない。英語を公共機関の使用言語として宣言し、プエルトリコ
住民が知事を自ら選出し、教育省を支配下においた直後、1940年代
後半には、状況が変化した。しかし、結果は芳しくない。今日でも、
プエルトリコに居住する島民のうち、十分に英語が堪能な者は、
20％弱に過ぎない。
　経済的状況は、アメリカによる統治のうち、最初の1/4の期間は、
改善していないどころか、いくつかの点では悪化している。1940年
における一人当たりの年間所得は、121ドルに過ぎず、40年前とほ
とんど変化がない。1899年の失業率は17％であったが、20年後には
20％に上昇し、1926年─大恐慌の直前─には、30.4％に達している。
1940年の出生率は、1000人あたり38.7人であって、1900年の統計で
は38人であった。平均寿命は改善されたが、1940年は、男性が
45.12歳、女性が46.92歳に過ぎない。プエルトリコ島に対する連邦
の助成は、1940年の時点では、約800万ドルであった114」。

プエルトリコ人民は、選挙権を大規模に行使することによって、高い政治意
識を示している。1944年に実施された一般選挙では、82.2パーセントの登録者
が選挙に行った」（House�Report�No.455,�in�United�States�Code�Congressional�
Service�Law�of�80th�Congress�1st�Session,�at�1588）。
113 Id.
114 Jose�Rrias�Monge,�Plenary Power and the Principle of Liberty:An 
Alternative View of the Political Condition of Puerto Rico,�68�Revista�Juridica�
Universidad�de�Puerto�Rico�1,�8�(1999).
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⑶このような状況下で、プエルトリコでは、合衆国からの独立を求める
立場と州への昇格を求める立場が対立していたが、Luis�Munoz�Marin
─元々は独立を求める改革運動派であって、初代知事に就任している─
は、独立、州昇格の双方の選択も、現実的可能性が低いことを正面から
認めた上で、第三の道として「コモンウェルス（Commonwealth）」と
いう地位を求めた。これは、以下の三点において、植民地とは異なって
いる。「プエルトリコと合衆国の関係が変化し、同意原理が、プエルト
リコに対する合衆国の権限の根拠として用いられている。プエルトリコ
は、自らが採択した憲法のもと、広い範囲で領土内の自己統治を行うこ
とができる。この関係の条件は変更することがある115」。
　Marin による指導の下、1950年には、プエルトリコ内でプエルトリコ
憲法を制定することが圧倒的な支持を集めたことを受けて116、連邦議会
は、「プエルトリコ人民が自ら採択した憲法に従って政府を組織する117」
ことを承認した。このとき、連邦議会は、プエルトリコと合衆国の関係
を「協約（Compact）118」と位置づけ、「同意による統治の原理119」を承認
している。
　そして、1950年法は、憲法制定会議の設置も定めた。ただし、同法は、
プエルトリコ憲法であっても、合衆国憲法と合致しなければならないこ
と、連邦議会による承認が必要なことを条件としている120。そして、
1952年には、レファレンダムの実施、連邦議会の承認121を経て、プエル
トリコ憲法が成立する。
　ただし、このようにプエルトリコの自治が拡大したとしても、プエル
トリコの法的地位は変わらない。例えば、立法を主導した Joseph�C.O’
Mahoney 上院議員は、「現在検討中のこの法案は、合衆国とプエルトリ

115 Id.�at�9.
116 House�Report�No.2275,� in�U.S.Code�Congressional�Service�81st�Congress�
2nd�Session�1950�vol.2,�at�2682.
117 Act�of�July�3,�1950,�ch.446,§1,�64�Stat.319.
118 Id.
119 Id.
120 Id.§2,�64�Stat.319.
121 Joint�Resolution�of�July�3,�1952,�ch.567,�66�Stat.327.
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コの政治的、社会的、経済的関係を変えるものではない122」と明言して
いる。
　また、立法者は、この時点であっても、プエルトリコが合衆国に「編
入」されたとは理解していない。当時、アラスカやハワイが合衆国に「編
入」され、州昇格への道を歩んでいた一方で、プエルトリコは、独立か、
州昇格か、依然として未定のままの地位に置かれていた123。

２．２．２．グアム及びヴァージン諸島住民の法的地位の変遷
　上記では、プエルトリコにおいて自治権が拡大する過程を簡潔に描写
した。グアムやヴァージン諸島についても、基本的な傾向は変わらない。
⑴グアムは、プエルトリコと同じく、1898年に、米西戦争の講和条約に
よって、スペインから取得した領土の一つである124。
　しかし、グアムは、合衆国による取得直後の1900年法によって、二院
制及び二年ごとの選挙を定めるなど、ある程度の自治権が認められてい
た プ エ ル ト リ コ125と は 異 な り、1898年12月23日 に 発 し た William�
McKinley 大統領の行政命令126により、海軍による軍政が敷かれていた。
　この間、グアムは、日本軍による４年間の統治期間を除いて、合衆国
海軍による指揮の下、経済的、社会的発展を遂げてきた。また、1945年
には国際連合憲章が成立し、その11章では、非自治地域に対して自治を
拡大することを定めている。連邦議会は、この２つの要因から、海軍に
よる統治に代わって、住民による自己統治を実現する政策を採用し
た127。

122 House�Report�No.2275,�supra�at�2685.
123 Id.�at�2683-2684.
124 Treaty�with�Spain�of�December�10,�1898,�Art.Ⅱ,�30�Stat.1754,�1755.
125 Act�of�April�12,�1900,�ch.191,§27,�31�Stat.77,�82.
126 Senate�Report�No.2109,� in�United�States�Code�Congressional�Service�81st�
Congress-Second�Session�1950�vol.2,�at�2856.�この行政命令は、「ラドロネ諸島
内のグアム島は、これによって、海軍省の支配下に置かれる。海軍省は、合衆
国の権原を確立するために必要な措置を行い、グアム島に必要な保護と政治体
制を与える」と規定している。
127 Id.�at�2841.
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　その結果成立した法律が、グアム組織法128である。この法律は、グア
ム内で出生した者に対する合衆国市民権の付与を認める129と同時に、権
利章典も定めた130。さらに、行政、立法、司法を設置する。立法権を行
使する議会は、一院制であって、議員は選挙によって選出されることが
定められた131。
　ただし、行政の長であるグアム知事は、上院の助言と承認を得た上で、
大統領が任命すると規定した132。知事には、グアム領土内で、アメリカ
合衆国の法律、グアム法を誠実に執行するほか、軍隊を召集する権限を
有していた133。
　1968年の法改正134によって、グアム知事が選挙によって選ばれるよう
になった。この法改正に至るまで、連邦議会は、グアム政府の徴税範囲
の拡大、グアム政府に対して民事訴訟を提起することなど、グアム人民
がグアムを統治する際に担う責任の範囲を拡大してきた135。そして、グ
アムは、上記に述べたように、1950年以降、議員を選挙によって選出し
てきた。
　このように、「グアム人民は、自らの立法府を選挙によって選出する
18年間の経験を持ち、信頼の置ける方法で選挙を行う能力を有している
ことを証明している。グアム人民は、提携し、議論し、グアム地方の問
題に関する意見に、賛否を示している。同様に、立法府も、争点につい
て討論し、同時に、立法府では制限を受けずに、任命された知事に対す
る不同意を示す。グアムに存在している強力な二大政党は、グアム人民
の政治的成熟性を示している136」。

128 Organic�Act�of�Guam,�ch.512,�64�Stat.384�(1950).
129 Id.§4,�64�Stat.384,�384-385�(1950).
130 Id.§5,�64�Stat.384,�385-386�(1950).
131 Id.§10,�64�Stat.384,�387�(1950).
132 Id.§6�(a),�64�Stat.384,�386�(1950).
133 Id.§6�(b),�64�Stat.384,�386�(1950).
134 Guam�Elective�Governor�Act,�Pub.�L.�No.90-497,�82�Stat.842�(1968).
135 House� Report�No.1521,� in� United� States� Code�Congressional� and�
Administrative�News�90th�Congress-Second�Session�1968�vol.3,�at�3565.
136 Id.�at�3566.
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⑵ヴァージン諸島も、グアムと同様の経過を辿る。合衆国は、パナマ運
河をドイツ軍から防衛するために137、1917年にヴァージン諸島をデン
マークから取得する138。1917年から1931年までは、海軍による軍政が敷
かれていたが、1931年に、ヴァージン諸島の行政責任が、海軍省から内
務省へ移転した139。
　1936年には、合衆国ヴァージン諸島組織法140が制定される。この法律
は、ヴァージン諸島内に、立法、行政、司法を設置することを定めた。
立法権は、資格を有する者の選挙によって選出される議員によって構成
される議会が持つと定めていた141。しかし、行政権を担うヴァージン諸
島知事は、上院の助言と承認を経て、大統領が任命すると定めてい
た142。
　1954年には、ヴァージン諸島改正組織法143が制定される。この法律は、
権利章典を規定した144ほかは、立法府の効率化145を実現したが、大統領
が知事を任命することは変わっていない146。
　1968年には、ヴァージン諸島民選知事法147が制定され、知事が住民の
選挙によって選出されるようになる148。この改正をめぐる議会資料は、
グアムと同じく、ヴァージン諸島住民も、制限的な自己統治システムの
中で、十分に政治能力が発達していることを示したことを改正理由とし
て挙げている149。

137 Senate� Report�No.1271,� in�United� States� Code�Congressional� and�
Administrative�News�83rd�Congress-Second�Session�1954�vol.2,�at�2587.
138 Convention�with�Denmark�of�August�4,�1916,�39�Stat.1706.
139 Senate�Report�No.1271,�supra�at�2587.
140 Organic�Act�of�Virgin�Islands�of�the�United�States,�ch.699,�49�Stat.1807�(1936).
141 Id.§§5,�6,�49�Stat.1807,�1808�(1936).
142 Id.§20,�49�Stat.1807,�1812�(1936).
143 Revised�Organic�Act�of�the�Virgin�Islands,�ch.558,�68�Stat.497�(1954).
144 Id.§3,�68�Stat.497,�497-498�(1954).
145 Id.§§5-10,�68�Stat.497,�498-503�(1954).
146 Id.§11,�68�Stat.497,�503�(1954).
147 Virgin�Islands�Elective�Governor�Act,�Pub.L.No.90-496,�82�Stat.837�(1968).
148 Id.§4,�82�Stat.837�(1968).
149 House� Report.No.1522,� in� United� States� Code� Congressional� and�
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　ただし、グアムとヴァージン諸島は、1947年に知事が住民の選挙で選
出されていたプエルトリコ150と異なり、自治権の拡大が一回り遅れてい
た。

３．判例の展開─20世紀前半の絶対的権限の法理
　上記では、合衆国市民にとって異質な人々に対する20世紀前半のアメ
リカ社会の反応を記述した。では、この時期に、判例は、どのような展
開を遂げたのか。以下では、判例の展開を概観する。

３．１．移民─19世紀の継続
　移民法については、19世紀の展開の延長線上にあった。例えば、第２
章で述べたように、戦時下を反映して、「連邦議会が定めた手続きがど
のようなものであっても、入国を拒否された外国人が問題となる限り、
それは、適切な（due）プロセスである151」という思考に依拠していた。
　例えば、Harisiades�v.�Shaughnessy では、法廷意見は、退去強制手
続は刑事罰ではないため、事後法の禁止が及ぶとは認めず、1940年に制
定された外国人規正法以前に共産党の党員であったことを理由として、
合法的に居住する外国人を退去強制することは事後法の禁止に該当しな
いと判断した152。この判決では、共産主義者である外国人を規制するこ
とにより国家の安全性が達成されるという連邦議会の判断を受け入れ
た153。

３．２．インディアン─絶対的権限の維持と劣位性の承認
⑴インディアンについても、判例は、基本的には、絶対的権限の法理に
依拠していたと言っても良い。
　この時期の判例が、絶対的権限の法理を支持していたことは、例えば、

Administrative�News�90th�Congress-Second�Session�1968,�vol.3,�at�3548-3550.
150 Act�of�August�5,�1947,�ch.490,�61�Stat.770.
151 Knauff�v.Shaughnessy,�338�U.S.537,�544�(1950).
152 342�U.S.�580�(1952).
153 Id.�at�590.
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「インディアンは、国家の保護下にあり、連邦議会は、部族関係、部族
財産を完全に支配できる。この権限は、インディアンが合衆国市民となっ
た後も存続する154」と判示した Williams�v.Johnson や、「他のインディア
ン部族と同様、クリーク族は、完全な権限を有する合衆国による被後見
人である。もし合衆国がクリーク族の方針を適切なものだと判断したな
らば、合衆国は、彼らにかかわる事項を完全にコントロールし、誰が部
族の構成員かを明らかにし、彼らの間で土地と財源を分配し、部族政府
を終了させる権限を有する155」と判示した Sizemore�v.Brady を挙げるだ
けで十分であろう。
⑵ところで、Wilkins によれば、判例において、インディアンに関する
連邦議会の権限を、「絶対的（Plenary）」という用語を用いてその性質
を描写したのは、Stephen�v.Cherokee�Nation156である157。
　しかし、「絶対的（plenary）」な連邦議会の権限が、文字通り「絶対的、
完全、無制約（Full；entire；complete；absolute；perfect；unqualified）158」
な権限である、とは捉えられていない。
　この時期には、連邦議会が有する絶対的権限に対する制約可能性を正
面から認める判決も登場した。
　例えば、「絶対的」という用語を初めて用いた Stephens�判決であっ
ても、「連邦議会は、インディアン部族に関する立法について、合衆国
憲法にのみ服する絶対的権限を有している159」と判示している。この判

154 239�U.S.414,�420�(1915).
155 235�U.S.441,�447�(1914).
156 174�U.S.445,�478�(1899).
157 David�E.Wilkins,�The U.S.Supreme Court’s Explication of “Federal Plenary 
Power:”An A Analysis of Case Law Affecting Tribal Sovereignty, 1886-1914, 
reprinted in�John�R.Wunder�ed.,�Native American Sovereignty�97,�105�(1996).
158 Mashunkashey�v.Mashunkashey,�191�Okla.501,�504�(1942).�これは、判決が、

「絶対的権限（plenary�power）」の「絶対的（plenary）」の意味を、辞書的な
語義の点から明らかにしようとしている文脈で用いられたフレーズである。ど
のように訳出するか悩んだが、近いニュアンスの訳語を並べ、原語を括弧内に
入れることにした。
159 174�U.S.�445,�478�(1899).
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示は、後の United�States�v.�Alcea�Band�of�Tillamooks160においても、
絶対的権限に対する制約を認める根拠として用いられている。
　また、譲渡されたインディアン保留地上で酒を販売することを規制す
る権限の所在が争われた Perrin�v.United�States161では、合衆国最高裁
判所は、「その権限が、インディアンの存在と、合衆国政府による保護
下にある者としての地位から生ずるものである以上、その権限は、イン
ディアンの保護にとって、十分に重要なものでなければならない。さら
に、それが有効であるためには、その権限行使は、純粋に恣意的なもの
ではなく、いくぶんかの合理性に基づいていなければならない162」と判
示した。
　もっとも、この判示は、合衆国政府に委ねられた信託責任─これは合
衆国政府がインディアンを保護する責任を負っていることが前提となっ
ている。この点については前章を参照─を根拠として連邦議会の絶対的
権限の制約可能性を認めたが、具体的にどのような手法を用いるのかと
いう点については、連邦議会の判断を尊重する立場を採っている。それ
は、上記の判示に続いて、「インディアンの保護にとって、何が十分に
重要なのかを決定するに際し、連邦議会は広範な裁量をゆだねられてい
る。そして、連邦議会による立法は、それが純粋に恣意的なものでない
かぎり、裁判所はそれを受け入れ、完全な有効性を与えなければならな
い163」と判示していることから読み取れる164。
　このような判例の概観から、インディアンに関する20世紀前半の判例
は、連邦議会が有する絶対的権限について、インディアンの保護という
観点からの制約可能性は認めていたものの、絶対的権限の基本原則は維
持していたと言える。その結果として、判例は、インディアンの自律を
削りとる連邦議会の判断を追認していた。

160 329�U.S.�40�(1946).�「インディアン事項に関する連邦議会の権限は、絶対的な
ものである。しかし、それは、無制限ではない」（Id.�at�54）と判示する際、
Stephens 判決を引用している。
161 232�U.S.478�(1914).
162 Id.�at�486.
163 Id.
164 Wilkins,�supra�at�101.
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⑶また、この時代の判例も、インディアンを劣った人々だと認識してい
た。例えば、プエブロ族の土地に酒を持ち込むことを規制した制定法の
合憲性が争われた United�States�v.Sandval165において、法廷意見は、「（プ
エブロ族は、─引用者注）孤立し、離れた共同体の中で生活し、原初的
な生活様式に固執し、迷信や呪物崇拝に広く影響を受け、祖先から受け
継いだ残虐な習慣に従って統治されている。彼らは、本質的に、単純、
無知であって、劣った人々である166」という認識を示した。
　ただし、この時期に、裁判所内に、インディアンと通常の合衆国市民
の法文化の差異を認識する見解が存在していたことは、注目すべきであ
る。Jackson 裁 判 官 は、Northwestern�Bands�of�Shoshone�Indians�v.
United�States167の同意意見において、「インディアンにとって、土地所
有は、巨大な共有物としての土地を放浪することを意味する。彼らにとっ
て、土地を所有し、享受することは、太陽、西風、空気の流れの感覚を
所有し、享受することと等しい。不動産法の基礎となる取得は、『文明人』
のみが実現できることである168」という認識を示した。この認識は、あ
くまで同意意見内に示されたものであり、また、同意意見にも Black 裁
判官が同調したに過ぎず、強い影響力を有している見解ではない。しか
し、この同意意見は、個人の土地所有がインディアンにとって馴染みが
ない概念であることから生じるインディアンの不平、困難さを認識して
いる。

３．３．島嶼事例─絶対的権限の法理と劣位性の承認
⑴前章で述べたように、異質な他者である外国人を排斥する過程におい
て成立した絶対的権限の法理は、合衆国の膨張によって新たに吸収され
た新領土住民にも拡張される。20世紀前半においても、新領土である島
嶼に居住する住民に対して、連邦議会は絶対的な権限を持つ、と考えら

165 231�U.S.28�(1913).
166 Id.�at�39.
167 324�U.S.335�(1945).
168 Id.�at�357.
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れてきた169。
　この点について、20世紀前半の島嶼事例に関して重要な判例は、
Balzac�v.Port�Rico170である。これは、文書による名誉毀損として訴え
られた被告人が、合衆国憲法が保障する陪審による裁判を求めた事案で
ある。当時のプエルトリコ刑事手続法では、重罪にのみ陪審による裁判
を規定していた。
　争点は、陪審による刑事裁判を保障している第６修正がプエルトリコ
に適用されるかどうか、であった。前章にて示したように、当時、「編入」
理論という法理が形成されていた。これによれば、プエルトリコが合衆
国に「編入（incorporated）」されていれば、第６修正は適用される。
　ところで、1917年に制定されたジョーンズ法は、プエルトリコ住民に
対して合衆国市民権の取得を認め、さらに、権利章典を定め、プエルト
リコ住民に対する権利保障を実現した171。
　では、ジョーンズ法の制定は、プエルトリコが合衆国に「編入」した
ことを示しているのか。
　この点について、関心を引き起こす先例は、Rassmussen�v.United�
States172である。この判決では、合衆国が、新たに取得したアラスカ領
土の住民に対して、アメリカ合衆国市民権を付与し、政治的、市民的権
利を認めたことを主要な根拠として、アラスカが、合衆国に編入された
と判示した173。
　Rassmussen 判決に従うならば、プエルトリコも、合衆国に編入され
ることになりそうである。しかし、Taft 長官による法廷意見は、アラ

169 例えば、Springer�v.Government�of�the�Phillipine�Island,�277�U.S.189,�208�(1928)�
では、連邦議会はフィリピン議会が制定した法律を無効にする権限を有すると
判示している。なお、この法廷意見を執筆したのは Sutherland 裁判官である。
Sutherland 裁判官の見解については、第４章を参照。
170 258�U.S.298�(1922).
171 Act�of�March�2,�1917,�ch.145,§§2,�5,�39�Stat.951,�951-952,�953.
172 197�U.S.516�(1905).
173 また、編入理論を最初に提示した Downess�v.Bidwell,�182�U.S.244�(1901)�の
White 裁判官同意意見（内容については前章を参照）では、合衆国市民権の付
与は、編入の意思を示す判断要素となっている（Id.�at�332-333）。
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スカとプエルトリコを区別し、プエルトリコの編入を認めなかった。法
廷意見によれば、プエルトリコと異なり、「アラスカは、広大な領土であっ
て、人がごく僅かしか居住していない。アメリカ市民による移民及び定
住の機会が開かれている。アラスカは、アメリカ大陸にあり、合衆国本
土から容易に手が届く範囲にある。アラスカは、…フィリピンやプエル
トリコを編入するときに抱える困難さがない174」。
　法廷意見の思考は、アメリカ市民が移住する機会が開かれているアラ
スカでは、第６修正が保障する公平な陪審が認められるが、プエルトリ
コでは適用の余地がないことになる。結局、法廷意見は、合衆国憲法の
適用を、「地域性175」に基づいて判断していることになる。
　さらに、Taft 長官による法廷意見は、陪審制度を次のように捉える。

　「陪審制度は、陪審の責任を負うことに訓練された市民を必要と
する。コモンローを採用している国では、何世紀もの伝統が積み重
なっているため、陪審制度が前提としなければならない、公正な態
度という観念が形成されている。陪審制度は、司法への参加という
自覚的義務を前提とした制度であって、人民による統治という環境
の中で成長していない人々が、直ちに獲得することは困難であ
る176」。

　そして、法廷意見は、陪審制度を実施しなかった理由を、連邦議会が、
「フィリピン人やプエルトリコ人のような人々─彼らは、陪審を知らな
い司法システムに慣れ、明確に形成された習慣と政治信条を持って、小
規模で旧式の共同体の中で生活している─自身が、どの程度までアング
ロサクソン由来の制度を採用することを希望するのか、そして、いつ希
望するのかを判断するべき177」と考えたからだ、と指摘する。
　その上で、法廷意見は、「合衆国は、パリ条約によって取得した諸島

174 Balzac,�258�U.S.at�309.
175 Id.�
176 Id.�at�310.
177 Id.
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に対して、自由に、アメリカ憲法上の保障を与えることができるが、ス
ペイン人及び大陸法国家に対して、彼らが望むまでは、陪審制度を強要
しないようにしている178」という認識を示した。
　この判示は、法廷意見が、プエルトリコ住民に対する連邦議会の認識
を指摘しているだけに止まらない。Torruella は、この法廷意見を執筆
した Taft 長官は、プエルトリコには陪審を認めないという結論を導く
ために、基本的事実を無視していると批判している179。
　第一に、「1901年以降、プエルトリコ独自の刑事裁判所は、プエルト
リコ刑法に従って、重罪事件に関して陪審裁判を実施していた180」。「陪
審員が、自らの責任を十分に理解することができないという事実は報告
されていない181」。また、上述のように、1917年以降、プエルトリコ住
民であっても、合衆国市民権の取得が認められた。合衆国市民権を取得
したプエルトリコ人が、合衆国本土に移住した際、当然、陪審制度に参
加することになる。
　第二に、プエルトリコは、1900年以降、選挙による統治を実施してい
たが、1909年に、プエルトリコ議会が、William�Howard�Taft 大統領─
Balzac 判決の法廷意見を執筆した Taft 長官と同一人物である─との間
に予算論争があった以外に、特に問題は唱えられていなかった182。
　したがって、当時のプエルトリコ人が、「人民による統治」に不慣れ
であって、「陪審を知らない司法システム」の下で生活していたわけで
はない。むしろ、この判示は、Taft 長官が、プエルトリコに陪審を認
めないという「予め決定されていた結論に、自らの希望に従い、盲目的
に到達した183」だけと評価されている。

178 Id.�at�311.
179 Juan�R.Torruella,�The Insular Cases:The Establishment of a Regime of 
Political Apartheid,�29�University�of�Pennsylvania�Journal�of�International�Law�
283,�326�(2007).
180 Id.�at�327.
181 Id.
182 Id.
183 Id.�at�326.�さらに、Taft 長官が McKinley 大統領からフィリピン統治委員会
の委員長に任命され、McKinley 大統領によるフィリピン統治の実際上の担い
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　このように、編入か未編入かの区分の際には、誰が合衆国市民として
相応しいのか、という判断が背後にある。「合衆国に帰属する領土であ
るが、合衆国の一部ではない184」プエルトリコに居住する島嶼住民は、
合衆国市民として認められていたが、未編入地域に居住する者であって、
合 衆 国 憲 法 上 の 保 障 が 十 分 に 及 ば な い「 二 級 市 民（second-class�
citizenship）185」、あるいは合衆国市民にとって「他者（others）186」に過
ぎない。
⑵この時期も、判例は、連邦統治領に関する連邦議会の絶対的権限を、
承認していた187。フィリピンについては、ココナッツオイルに対する課
税及び、その税収がフィリピン諸島政府の財源に納められることについ
て争われた Cincinnati�Soap�Co.�v.�United�States において、「連邦統治
領、合衆国の領土、属領」に関する「立法の際、連邦議会は、連邦法が
州の政体を問題にするときは受ける制約と同じ制約を受けない188」と判
示している。Hooven�&�Allison�Corporation�v.Evatt では、フィリピン
住民が合衆国本土に来る際に、他国と同様にクオータ制を用いているこ
と、外国人の入国拒否・退去強制を定める移民法の規定がフィリピン住
民にも適用されていることなどを挙げ、フィリピンは、実際には外国で
はないが、合衆国の法律上、主権を有する別個の国のように扱っている
と指摘し、フィリピンは未編入領土であったと結論を下している189。な
お、フィリピンは Hooven�&�Allison�Corporation 判決の翌年の1946年
に独立しているため、上記の判示は現実の政治的判断とも整合性が取れ
ている。
　ハワイについては、公益事業委員会税の滞納を理由としてハワイ準州

手であったことも注目すべき点である。Taft 委員会の活動については、北原
仁「占領と憲法─カリブ海諸国とフィリピン（2）」駿河台法学第24巻１・２合
併号141頁（2010年）を参照。
184 Ramos,�supra�at�292.
185 Id.�at�270.
186 Id.�at�306.
187 Aleinikoff�(2002),�supra�at�37.
188 Cincinnati�Soap�Co.�v.�United�Staes,�301�U.S.308,�323�(1937).
189 324�U.S.652,�677-678�(1945).
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が賦課した７年間分の追徴課税の有効性について争われた Inter-Island�
Steam�Navigation�Co.�v.�Territory�of�Hawaii において、法廷意見は、「連
邦議会は、連邦統治領住民、連邦統治領政府の全ての省に関する完全な
立法権限を有している190」と判示した（なお、本件では編入について判
断していない）。

４．小括
　以上、合衆国市民にとって異質な存在として位置づけられる移民、イ
ンディアン、島嶼住民に対して、20世紀前半の合衆国の判例とアメリカ
社会がどのような反応を示したのかを明らかにすることによって、両者
の距離を測定してきた。同化を求めるという基本的な思考については19
世紀から変化はない。移民に対しては、この時期に高揚した100パーセ
ント・アメリカニズムの下、同化を求めていた。
　特に、インディアンについては、1924年の法律制定によって、すべて
のインディアンに合衆国市民権を付与されたことが同化政策にとって大
きい。これによって、インディアン = 外国人であるという前提が完全
に消滅し、インディアンが合衆国市民に包摂されてしまうからである。
1924年以降、インディアンの部族主権の問題は、合衆国市民の中で、ど
の程度まで多様性を認めることが可能なのかという問題に変容すること
になる。インディアンが有する主権も、合衆国市民たるインディアンが
どの程度まで他の合衆国市民と異なる扱いができるのかという問題に応
答するための根拠となった。
　判例も、基本的に、19世紀の延長線上であって、異質な人々に対して、
排外的、差別主義的な態度をとり続けていた。
　ただし、判例が基本的に19世紀の思考を維持していたことは、立法府
の政策が変更しなかったこととは同義ではない。20世紀前半の合衆国で
は、中国人の排斥を目的とする一連の法律の廃止、インディアン再組織
法の制定、プエルトリコの自治権の大幅な拡大が実現している。
　しかし、20世紀前半に登場した「人種の坩堝」論と「ハイフンつきの

190 Inter-Island�Steam�Navigation�Co.�v.�Territory�of�Hawaii,�305�U.S.306,�314�
(1938).
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アメリカ人」論の対立のところで触れたように、依然として、合衆国市
民の内部であっても、人種は分断線であり続けた。
　これは、判例内部でも変わらない。例えば、Cong�Lum�v.Rice191では、

「分離すれども平等」法理を示した Plessy�v.Ferguson192に依拠しながら、
合衆国で生まれた中国系合衆国市民を白人学校に通わせないことを正当
化した。また、日系合衆国市民に対する夜間外出禁止命令193や、太平洋
沿岸からの退去命令194も、戦争権限行使の一環として、合憲と判断され
ている195。このように、第14修正が定める出生地主義によって合衆国市
民権を取得した者であっても、その出自、肌の色を理由に、合衆国内に
おいて劣位にある地位しか与えられなかった。20世紀前半であっても、
依然として、Plessy 判決は有効であった196。
　このように、当時の合衆国は、形式的には合衆国市民ではあるが、実
質的には合衆国市民から排除されていた人々（二級化した合衆国市民─
例えば、黒人、女性など）を抱えるという「大きな矛盾197」を抱えていた。
これは、Warren�Court が取り組んだ課題であった。Warren�Court が
示した合衆国市民権の論理構造については、第３部にて明らかにする。

191 Cong�Lum�v.Rice,�275�U.S.78�(1927).
192 163�U.S.537�(1896).�詳細は第６章を参照。
193 Hirabayashi�v.United�States,�320�U.S.81�(1943).
194 Korematsu�v.United�States,�323�U.S.214�(1944).
195 概要については、M.L. ベネディクト（著）/ 常本照樹（訳）『アメリカ憲法史』

（北海道大学図書刊行会・1994年）171-172頁、阿川尚之『憲法で読むアメリカ
史�下』（PHP 研究所・2004年）195頁、進藤久美子「日系人強制退去」アメリ
カ学会（編）『原典アメリカ史�第６巻』（岩波書店・1981年）75頁を参照。後に、
自発的退去ではなく、刑事罰が伴う強制退去に変更されている。
196 Paul�Brest,�Sanford�Levinson,� Jack�M.Balkin,�Akhil�Reed�Amar,�Reva�
B.Siegal,�Process of Constitutional Decisionmaking Cases and Materials�370-373�
(5th�ed.,�2006).
197 Aleinikoff�(2002),�supra�at�38.
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第２章　詐欺の違法性と責任

　第１節　転回する自由意思の要保護性

　　第１款　責任要件と違法評価
　　　第１項　責任要件の違法化
（１）法益の要保護性と責任の要件
　①規範目的の帰結と要件
　かつて啓蒙期自然法学説は被欺罔者の決定自由侵害を民事詐欺の救済
根拠として理解し、かかる理解はプロイセン一般ラント法へ受け継がれ
たのであるが、しかしサヴィニーの歴史法学派はプロイセン一般ラント
法の理解を退け、民事詐欺の理解は再びローマ法に依拠せられた。すな
わち、普通法における民事詐欺は、詐欺者の反良俗性ないし不法性とし
て出現したのである1。
　ところが、ドイツ民法典の制定過程においては委員会の多数を占めた
プロイセン出身者が影響を与えた。このことを理由書における次の一節
が端的に表現している。「法秩序は、法律行為領域における自由な自己
決定が違法な方法で干渉されることを許すことができない」2。かかる理
解から、現行民法が法律行為の前提として自由な意思を求めているこ
と3、そして詐欺取消制度たる123条１項の目的が意思決定自由の保護で
あることが導かれる4。すなわち、現行民法における民事詐欺は意思自由
の許されない侵害（unerlaubte�Verletzung�der�Willensfreiheit）として

1 本誌63巻５号47頁以下を参照。
2 Motive�zu�dem�Entwurfe�eines�Bürgerlichen�Gesetzbuches�für�das�Deutsche�
Reich,�I.�Band,�1888,�S.�204.
3 Ludwig�Enneccerus-H.O.�Lehmann,�Das�Bürgerliche�Recht,�1.�Bd.,�2.�Aufl.,�
1901,�203�f.;�Gottlieb�Planck,�Bürgerliches�Gesetzbuch�nebst�Einführungsgesetz,�
1.�Bd.,� 3.�Aufl.,� 1903,�S.�220.;�Andreas�von�Tuhr,�Der�Allgemeine�Teil�des�
Deutschen�Bürgerlichen�Rechts,�2.�Band.�1�Hälfte,�1914,�S.�603.
4 Josef�Kohler,�Lehrbuch�des�Bürgerlichen�Rechts,�1.�Bd.,�1906,�S.�515.;�Theodor�
Loewnfeld-Erwin�Riezler,� in:� Staudingers�Kommentar�zum�Bürgerlichen�
Gesetzbuch�und�dem�Einführungsgesetze,�1.�Bd.,�7./8.�Aufl.,�1912,�S.�474.
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出現するのであり5、「悪意の欺罔および強迫を理由とする取消しは、意
思自由（Willensfreiheit）を不穏当な干渉から保護するために規定され
ているのである」6。こうして、詐欺と決定自由を結び付けた啓蒙期自然
法学説の理解は、民法典の成立によって復活したのである。
　意思決定自由の保護という123条１項の規範目的は、一方で悪意を故
意へ読み替える解釈7を導き、さらに他方で欺罔者の責任能力の否定と

5 P.�Siméon,�Lehrbuch�des�Bürgerliches�Rechtes,�1.�Bd.,�4�Aufl.,�1908,�S.�184�
mit�Fußn.�8.
6 Tuhr,�a.a.O.�(Fn.�3),�S.�614.
7 123条１項の悪意という要件は、その語感から、道徳的非難可能性の要素
を連想させる。実際に、例えば相手方の幸福のために犯された欺罔（例：足
の不自由な友人を気の毒に思い、性能を偽り、この友人に車椅子を買わせ
る等）は、道徳的非難可能性の欠如を理由として、悪意が排除されることを
認める見解も存在していた。しかし、他人が与える幸福を被欺罔者が受け
入れなければならない理由はなく（Johannes�Biermann,�Bürgerliches�Recht,�
1.�Bd.,�1908,�S.�250）、本当に相手方の幸福になるなら、被欺罔者は取消権を
主張しないのであって、「相手方の幸福のため」という理由は大抵は言い
訳 に 過 ぎ な い（Werner�Flume,�Allgemeiner�Teil�des�bürgerlichen�Rechts,�
2.�Bd.,�Das�Rechtsgeschäft,�3.�Aufl.,� 1979,�S.�543.�Hans�Christoph�Grigoleit,�
Vorvertragsliche�Informationshaftung,�1997,�S.�19も参照）。そもそも、123条
１項の規範目的が意思決定自由の保護であるなら、欺罔者の道徳的善悪は
問題にならないはずである（この点について、Karl�Larenz‐Manfred�Wolf,�
Allgemeiner�Teil�des�Bürgerlichen�Rechts,�9.�Aufl.,�2004,�S.�684�ff.�その他に、
Wolfgang�Hefermehl,�in:�Soergel�Kommentar,�13.�Aufl.,�1999,�S.�107�f.�も参照）。
それゆえ、たとえ他人の利益になることを企図した欺罔であっても、悪意は排
除されない、という解釈が民法典の成立当初から多数であった（Planck,�a.a.O.�
(Fn.�3),�S.�220.;�Heinrich�Dernburg,�Die�allgemeine�Lehren�des�bürgerlichen�
Rechts�des�Deutschen�Reichs�und�Preußens,�1906,�S.�493.�なお、かかる解釈
は、現在も変わらない。例えば、Othmar�Jauernig,� in:�Jauernig�Bürgerliches�
Gesetzbuch,� 10.�Aufl.,� 2003,�S.� 64.;�Dieter�Medicus,�Allgemeiner�Teil�des�
BGB,�8.�Aufl.,� 2002,�S.� 309.;�Ernst�A.�Kramer,� in:�Münchener�Kommentar�
zum�Bürgerlichen�Gesetzbuch,�1.�Bd.,�4.�Aufl.,�2001,�S.�1168.;�Larenz‐Wolf,�
a.a.O.,�S.�686.;�Hefermehl,�a.a.O.� を参照）。こうして、「悪意の（arglistig）」
という形容詞は、故意要件の単なる強調として理解され（Eduard�Hölder,�
Kommentar�zum�Allgemeinen�Theil�des�Bürgerlichen�Gesetzbuchs,�1900,�S.�
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いう解釈8をも導いた9。しかし、故意と責任能力の関係について疑問が

273）、123条１項における悪意は次第に単なる故意（Vorsatz）として扱わ
れ（RG�3.�4.�1909�(JW�1909,�S.�308)�も参照）、こうした理解は現在でも通説で
ある（例えば、Ulrich�von�Lübtow,�Zur�Anfechtung�von�Willenserklärungen�
wegen�arglistiger�Täuschung,� in:�Entwicklungsten-�denzen� im�Wirtschafts‐
und�Unternehmensrecht�Festschrift� für�Horst�Bartholomeyczik,�1973,�S.�269.;�
Jauernig,�a.a.O.;Kramer,�a.a.O.;�Wiebke�Reitemeier,�Täuschungen�vor�Abschluß�
von�Arbeitsverträgen:�Zum�Verhältnis�zwischen�dem�Straftatbestand�des�
Betruges�und�dem�Anfechtungsrecht�wegen�arglistiger�Täuschung� (§§263�
Abs.�1�StGB,�123�Abs.�1�Alt.�1�BGB),�2001,�150�f.�を参照）。
8 123条１項において要求されていない能力は、不法行為能力（Deliktsfähigkeit）
である（Planck,�a.a.O.�(Fn.�3),�S.�220.;�Biermann,�a.a.O.�(Fn.�7),�S.�251.;�Tuhr,�a.a.O.�
(Fn.�3),�S.�603）。ただし、既に確認したように、ドイツ民法典は、普通法時代
の行為能力概念を二分し、一方を法律行為能力として、他方を不法行為能力
として規定したものの、両者に重大な相違は認められなかった（本誌63巻５号
73-74頁を参照）。本稿において問うべき問題は、123条１項において要求され

・・・・

ない行為能力
・・・・・・

と同条項において要求される故意
・・・・・・・

の関係である。それゆえ言葉の
相違は重要ではなく、その限度において不法行為能力を責任能力と言い換えて
も差し支えないはずであるから、以下では123条１項において要求されていな
い能力要件を、単に責任能力と表記する。なお、ドイツ民法学においては、責
任能力（Schuldfähigkeit）または不法行為能力（Deliktsfähigkeit）という表現
の他に、帰責能力（Zurechnungsfähigkeit）、過責能力（Verschuldensfähigkeit;�
Verschuldungsfähigkeit）、 有 責 能 力（Haftungsfähingkeit）、 答 責 能 力

（Verantwortungsfähigkeit）あるいは判断能力（Urteilsfähigkeit）という語も
用いられているが、しかし必ずしも厳密に使い分けられていないようである（こ
の点について、Erwin�Deutsch,�Haftungsrecht,�1.�Bd.,�1976,�S.�299�f.�も参照）。
9 さらに、原因を与えた悪意と偶然に生じる悪意という区別も否定された（こ
の区別について本誌63巻４号174頁の注64および本誌63巻５号63頁の注289を参
照）。居住目的の不動産が売買されたものの、一部分が使用できず、このこと
を秘匿した被告の詐欺を理由として本件契約を取り消した原告に対して、本
件の詐欺は売買価格の設定に影響したに過ぎない「偶然に生じる悪意（dolus�
incidens）」である旨の抗弁を被告が主張した事例において、RG�6.�7.�1910�
(Seuffert's�66,�178;�RG�6.�7.�1910,�JW�1910,�799)�は、民法において原因を与えた
悪意と偶然に生じる悪意が区別されておらず、その区別の根拠を123条に求め
ることもできない旨を判示し、被告の主張を退けた。
　偶然に生じる悪意（dolus� incidens）は、詐欺が存在しなくても、契約は締
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残る10。すなわち、仮に故意が責任要素であり、かつ責任能力が責任の

結されていたであろうが、しかし当該条件では締結されず、他の条件において
締結されていた類の詐欺を意味する。これは、一見すると、意思決定自由に影
響を与えていない詐欺という印象を与え、誤解を生み易い。しかし、意思決定
自由の侵害の有無は意思表示に関係し、当該条件における意思表示と当該条件
と異なる意思表示は別の意思表示であって、つまり偶然に生じる悪意における
意思表示も意思決定自由を害された意思表示である点において、何ら異ならな
い。意思表示ないし法律行為という概念それ自体が必ずしも重要視されていな
かったローマ法においては原因を与える悪意と偶然に生じる悪意は意味を持つ
区別であったのかもしれないが、しかし意思表示を法律行為の構成要素として
捉える現行ドイツ民法が同法123条１項の目的を意思決定自由の保護として理
解する限り、そして当該規範目的から見る限り、原因を与える悪意と偶然に生
じる悪意を区別する理由は存在しない。RG�6.�7.�1910は、このような観点から
理解することができるであろう（この区別を否定する点について、Hefermehl,�
a.a.O.�(Fn.�7),�S.�100も参照。dolus�causam�dans と dolus�incidens という区別が
人身売買に関する法源－例えば D.�4,�3,�7�pr.;�D.�19.�1.�11.�5. －に依拠されてい
る点に鑑みて、こうした取引観念が現在においては妥当し得ない旨を説き、
この区別を批判する理解も見られた。Sprenger,�Ueber�dolus�causam�dans�und�
incidens,�AcP�88�(1898),�S.�370�mit�Fußn.�22を参照）。さらに、例えば、「契約
違反が重大である場合にのみ契約を解除し、それによって契約から解放される
権利を当事者に与えるべきで、違反がそれほど重大ではないならば、損害賠償
若しくは代金減額によって損害が填補されることで十分であるとの考え方」は
契約法の領域において見られ（この点について、山田到史子「契約解除におけ
る『重大な契約違反』と帰責事由－一九八〇年国際動産売買契約に関する国連
条約に示唆を得て－（一）」民商法雑誌110巻３号（1994年）279頁を参照）、原
因を与えた悪意と偶然に生じる悪意という区別の発想に近い。しかし、こうし
た契約法における発想は、当事者の意思の瑕疵から離れた問題であり、少なく
とも他方当事者によって侵害された意思が解除の可否を決しているわけではな
い。この点からも、意思決定自由を重視する法律行為法の詐欺取消制度におい
て、原因を与えた悪意と偶然に生じる悪意という区別が否定されたことが理解
される。
　なお、この区別を123条１項と契約締結上の過失法理の適用基準として認め
る学説が存在するものの、この学説も123条１項と契約締結上の過失法理の両
者を意思決定自由の保護の制度として理解している。この点は後述する。
10 故意について、民法典における過責（故意と過失）主義が法益保護と行
為自由の妥協の産物であり、823条１項の自由に含まれる意思決定自由が過
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前提であるならば、責任能力が要求されない123条１項において故意を
要求する解釈は矛盾するのではないか、あるいは責任能力が要求されな
い123条１項において責任要素の故意を要求する意味は何であるか11、と
いう疑問である。
　こうした疑問は、詐欺取消制度の規範目的の理解へ跳ね返る問題であ
り、重要である。この点について、引き続き検討する。

　②詐欺取消制度の責任要件
　当時の故意は責任要素として理解され、責任能力も当然に責任論の問
題であるから、まず当時の責任論を検討する。既に確認したように、民
法典の起草者は、民法の能力規定について刑法の規定を参照し、その理
由および利点として刑法学説の参照可能性を挙げていたから12、民法に
おける責任論の範を当時の刑事責任論に求めることは許されるであろう。

失行為の侵害からも保護され得る性質であり、この法益の保護と加害者の行
為自由の確保は過失を通じて釣り合わされるのであるならば、同じ法益を
保護する123条１項において故意が要求されることは不均衡ではないか、と
いう疑問が生じるのであり、この点は既に指摘した（本誌63巻５号80頁。な
お、823条１項における自由に意思決定の自由を含める見解は、民法典成立当
初においても、有力な立場であった。例えば、Gottlieb�Planck,�Bürgerliches�
Gesetzbuch�nebst�Einführungsgesetz,�2.�Bd.,�1900,�S.�607.;�ders,�Der�Begriff�der�
Widerrechtlichkeit� im§123�des�bürgerlichen�Gesetzbuchs,� in� :Festgabe�der�
Göttinger�Juristen-Fakultät�für�Ferdinand�Regelsberger�zum�70�Geburtstage,�
1901,�S.�162;�Karl�Rober-Theodor�Engelmann,�Staudingers�Kommentar�zum�
Bürgerlichen�Gesetzbuch�und�dem�Einführungsgesetze,�2.�Bd.,�5./6.�Aufl.,�1910,�
S.�1594が挙げられる。さらに、例えば Planck,�a.a.O.� (Fn.�3),�S.�220は、悪意の
欺罔と競合する規範として823条および826条を挙げ、少なくとも823条に関し
て２項に限定していない）。
11 例えばエンデマンによれば、123条１項においては被欺罔者の立場が重要で
あり、欺罔行為が結果的として表意者に影響を与えた点が重視されなければ
ならず、欺罔者の有責（Haftung）・答責性（Verantwortlichkeit）あるいは過
責（Verschulden）・悪しき意図（böse�Absicht）は重要ではない、という（F.�
Endemann,�Lehrbuch�des�Bürgerlichen�Rechts,�1.�Bd.,�9.�Aufl.,�1903,�S.�355）。
12 本誌63巻５号77頁を参照。
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　刑法の犯罪論体系において責任概念に確固たる意義を初めて与えたビ
ンディング（Karl�Binding）に続いて、いわゆる心理的責任論がリスト
によって主張された13。リストの理解によれば、法的な答責性と結び付
く結果を行為者と主観的に関連させることが責任を意味し、帰責能力は・・・・・

責任の前提・・・・・である14、という。
　ところが、民法典が施行されて間もなく、心理的責任論に対して批判
が提起された。いわゆる規範的責任論を展開したフランク（Reinhard�
Frank）によれば、精神病者でさえ行為を意欲し、犯罪要件を表象する
ことが可能であるから、帰責能力15を故意の前提として理解することは
できない、という16。さらに、フランクによれば、実際の責任の評価に
際しては故意および過失のみならず、その外部に存する付随事情も斟酌
されているはずである17、という。こうしてフランクは、帰責能力を責・・・・・・

任の前提ではなく・・・・・・・・、責任の構成要素・・・・・・・として理解し、しかも帰責能力・過
責（故意および過失）・付随事情を責任要素として捉え、責任概念の全
構成要素を端的に非難可能性（Vorwerfbarkeit）と呼び、責任を非難可

13 この点について、Hans�Achenbach,�Historische�und�dogmatische�Grundlagen�
der�strafrechtssystematischen�Schuldlehre,�1974,�S.�37�u.�42を参照。
14 Franz�von�Liszt,�Lehrbuch�des�Deutschen�Strafrechts,�9.�Aufl.,�1899,�S.�158�
mit�Fußn.�3.�さらに、この理解は私法においても妥当する、という。Franz�v.�
Liszt,�Die�Deliktsobligationen�im�System�des�Bürgerlichen�Gesetzbuchs,�1898,�S.�
46.
15 責任（Schuld）と帰責（Zurechnung）について、「軌範的責任論の創唱者で
あるフランクは、1907年の論文において、“Schuldfähigkeit” という語をしりぞ
け、“Zurechnungsfähigkeit” でなければならなぬとしたのであった。しかし、
これは『責任』の要素として、故意・過失のほか、『帰責能力』および『附随
事情』があるということを指摘し、『責任』は一つの『綜合概念』であるとし
たところからきている」（小野清一郎「責任能力の人間学的解明（一）」ジュリ
スト367号（1967年）88頁）。
16 Reinhard�Frank,�Über�den�Aufbau�des�Schuldbegriffs,�in:�Festschirft�für�die�
juristische�Fakultät�in�Giessen�zum�Universitätsjubiläum,�1907,�S.�8.
17 例えば、十分な休憩時間を得た後に軌道係として転轍器の操作を誤る者は、
11時間の勤務を経た後に同一の過誤を犯した同僚よりも重い責任を負うべきよ
うに感じられる、という場合である（Frank,�a.a.O.�(Fn.�16),�S.�5）。
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能性として理解するのである18。
　フランクの規範的責任論は、後に様々な展開を辿る。例えば、規範的
責任要素が加えられることによって責任が悪しき意思として捉えられ、
あるいは規範的責任要素として違法性の意識ないし期待可能性が包含せ
られた19。例えば、ドーナ（Alexander�Graf�zu�Dohna）は、フランクの
見解を引用し、良俗的非難を基礎づけることが責任の本質を成す旨を述
べている20。
　さて、問題は、「責任能力を責任の前提・・として理解する立場」と「責
任能力を責任の一要素・・・として理解する立場」が、それぞれ123条１項に
おける責任能力の要否と関連して如何なる帰結を導くか、である。この
問題に関して、前者の立場は比較的に明確である。責任能力は責任の要
素を構成する故意・過失の前提であるから、責任能力を要求しない123
条１項において故意を維持することは論理的に難しい。
　これに対して、「責任能力は責任『要素』だとする見解は、責任能力も、
違法の意識の可能性や期待可能性と同じく、行為の属性であり、故意・
過失があるにもかかわらず、その非難可能性を『阻却』させる要素だと
する。この見解を徹底すると、責任能力は、違法の意識の可能性・期待
可能性に解消させられてしまうであろう」21。この理解に従うなら、123
条１項において責任能力が要求されていなくても、これに代えて違法性
の意識を要求するならば22、故意要件は維持され得る。
　ところが、123条１項において違法性の意識は必ずしも要求されてい

18 Frank,�a.a.O.�(Fn.�16),�S.�9-11.
19 この点について、Achenbach,�a.a.O.�(Fn.�13),�S.�113�f.�u.�143�ff. を参照。
20 Alexander�Graf�zu�Dohna,�Zum�neuesten�Stande�der�Schuldlehre,�ZStW�32�
(1911),�S.�326.
21 平野龍一『刑法�総論�II』（1975年）281頁。
22 例えば、Gerda�Müller,�Praktische�Auswirkungen�der�Schuldtheorie�im�Zivilrecht
‐der�Irrtum�über�die�Widerrechtlichkeit‐,�1972,�S.�68は、違法性の意識を123条
１項における悪意の必要的構成要素として認める。ただし、こうした理解はロー
マ法の dolus�malus を継承した規範として123条１項を理解している点、つま
り123条１項に関する支配的見解と相容れない、という点には留意されるべき
である。
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ない。例えばトゥール（Andreas�von�Tuhr）は、フランクおよびドー
ナの見解を引用し、人の悪しき意思に対して非難が向けられる点を指摘
し、そして一般論として故意の要件として違法性の意識を求める23。し
かし、123条１項に関するトゥールの解釈によれば、同条項においては
取消可能性の根拠が決断の自由に対する干渉に求められ、ゆえに決して
欺罔者の行為態様に現れる違法性または良俗的非難性に求められるわけ
ではなく、したがって欺罔者が自己の行為の許されざることを意識して
いる（Unzulässigkeit�seiner�Handlung�sich�bewußt）必要はない24、と
いうのである。「自己の行為の許されざることを意識する」ことが「違
法性の意識」と一致するか否か、は確かに必ずしも明確ではない。しか
し、123条１項の解釈として違法性の意識が要求されないことは、その
他の学説および裁判例も認めている25。
　以上の検討から、123条１項において一般的な責任論が妥当しないこ
と、同条項の責任が刑事責任および不法行為責任と異なることが理解さ
れる。もっとも、たとえ123条１項が一般的な責任論に服さないとしても、
同条項の故意を責任要素として理解する限り、やはり責任能力の要件を
否定することは矛盾であろう26。
　このことを踏まえて、残される解釈の余地を想定するなら27、第一に

23 Andreas�von�Tuhr,�Der�Allgemeine�Teil�des�Deutschen�Bürgerlichen�
Rechts,�2.�Bd.,�2�Hälfte,�1918,�S.�481-484.
24 Tuhr,�a.a.O.�(Fn.�3),�S.�603�f.
25 例えば、Ernst�Heller,�Der�privatrechtliche�Schutz�der�Freiheit,�1917,�S.�64.�
さらに、RG�22.�10.�1910�(Seuffert's�Archiv�66,�S.�385.)�も、強迫の事案において
ではあるが、しかし違法性の意識を要求することが123条の解釈として

・・・・・・・・・・
是認さ

れ得ない旨を説示する。
26 「責任能力がなければ責任が阻却されるという意味で、責任能力が責任の要
件（Merkmal）であることは、いずれの見解をとっても変りはない」からであ
る（平野・前掲注21・281頁）。
27 確かに通説は123条１項において責任能力を要件として求めないのである
が、しかし、その意義について必ずしも十分に検討されているわけではない。
この点について、例えば Grigoleit,�a.a.O.�(Fn.�7),�S.�130も参照。なお、グリゴラ
イトは、責任能力の否定に関連して自然的故意について語る。自然的故意の問
題点については、後述する。
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123条１項において責任能力が要求されない解釈の意味を違法性の意識
が要求されない意味として捉え直す可能性（123条１項において責任能
力は必要であるが、しかし違法性の意識は不要、という意味）と第二に
故意を責任要素として理解しない可能性が考えられる。第一の解釈によ
れば、意思決定自由の保護という123条１項の規範目的を維持しつつ、
故意と責任能力の問題から生じる矛盾を回避でき、欺罔者の行為自由に
対しても応分の配慮を払うことができる。
　ところが、その後の議論は第二の解釈と結び付いた。次第に意思決定
自由の要保護性が狭められ、しかも違法性の主観化に伴い故意の意味も
変じ始めたことによって、123条１項における故意を違法要素として理
解する可能性が開かれたのである28。かかる経緯について、引き続き検
討する。

（２）法益の要保護性と違法の評価
　①自由概念の制限
　123条１項の規範目的が意思決定自由の保護であること、かかる目的
と要件論が連動していることを確認した。これは、意思決定自由の価値
が比較的に高く評価されていたことを示唆している。ところが、「故意
を違法要素として理解する可能性」は、意思決定自由を違法根拠の座か
ら引き下ろすことを意味する。これは、意思決定自由の価値を低く評価
する理解へ連なる。そして、かかる理解は、民法典成立後の裁判例や同
裁判例後の学説からも窺われる。そこで、故意を違法要素の関連を問う

28 例えばヴェルツェルが展開する行為無価値論においては、一方で故意は専
ら違法要素として扱われ、他方で「ウェルツェルの体系においても、責任能力
や違法性の意識ないしその可能性は『責任』の要素とされている」（小野・前
掲注15・88頁）。この立場の問題点は、この立場が123条１項の解釈と結び付く
ことによって同条項において責任を語る要素が全て否定される点、この立場か
ら帰結される責任説が民法の通説たる故意説と相容れない点、そして行為無価
値論と123条１項の規範目的が両立し得ない点に求められる。なお、責任説は
故意と違法性の意識を分離する立場を意味し（故意を責任から分離し得る）、
故意説は両者を分離しない立場を意味する（故意は責任要素たり続ける）。こ
の点も含めて、後述する。
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前提として、自由概念を巡る動向について以下の裁判例を確認する29。

　RG�11.�4.�1901�(RGZ�48,�S.�114)。運送業に関して原告と競合してい
た被告は、自身および原告の取引関係者に対して、原告と取引しない
よう求める旨を「要望」し、これを原告は圧力として捉え、823条１
項における自由の侵害を訴えた。RG は、「民法823条１項の規定に関
して、同規定の『自由』という表現が如何に解釈され、如何に画定さ
れていようとも（フォン・リスト『民法体系における不法行為債務（Die�
Deliktsobligationen�im�System�des�Bürgerlichen�Gesetzbuchs）』３章
24頁、プランク『民法典（Bürgerliches�Gesetzbuch）』第２巻823条
607頁注２a を参照）、特別な権利が行為者に帰属していない限り、他
人の自由な意思決定に何らかの影響を与える干渉の全てを自由侵害の
概念に含めて、それを上記法律の意味における違法として見なすこと
は許されない」という説示を加え、1896年の不正競争禁圧法（das�
Gesetz�zur�Bekämpfung�des�unlautere�Wettbewerbes）の趣旨や民
法の諸規定に鑑みて、不正競争の可能性を確認するために、本件を差
し戻した。

　前章において指摘したように、19世紀の中葉から興隆した経済的自由
主義は70年代ないし80年代においては終息し始めていたのであるが、し
かし裁判所は自由思想を維持し続け30、特別法において禁じられていな

29 以下の裁判例は、いずれも自由な意思決定あるいは自由な意思活動の意義
について必ずしも言明しているわけではなく、自由概念を身体的活動の自由に
限定したわけでもない。しかし、裁判所が自由概念を制限しようとしていたこ
と、そして責任法における自由の画定問題が初めて検討されたことは明白で
ある（この点について、Erwin�Deutsch,�Freiheit�und�Freiheitsverletzung�im�
Haftungsrecht,�Festchrift�für�Fritz�Hauß�zum�70.�Geburtstag,�1978,�S.�51.;�Jörn�
Eckert,�Der�Begriff�Freiheit�im�Recht�der�unerlaubten�Handlungen,�JuS�1994,�S.�
629）。
30 裁判所は、契約による営業の自由の制限を認め、カルテルの合法性も認め
た（こうした裁判例について、村上淳一『ドイツ市民法史』（1985年）221頁以
下を参照）。カルテル協定は、個人の合意と同視されていたのである（グスタフ・
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い限り、如何なる競争も許される、という立場を崩さなかった31。これ
に対して、こうした裁判所の傾向を修正するべく、1896年に不正競争禁
圧法（das�Gesetz�zur�Bekämpfung�des�unlautere�Wettbewerbes）が制
定された32。
　もっとも、同法は経済的自由を絶対的に禁圧する趣旨ではなかった。
それゆえ、裁判所にとっては、確かに不正競争の防止は課題であったが、
しかし経済的自由と他の法益の調整も課題であった。そして、本件の裁
判所は経済的自由と意思決定自由を比較し、前者を優越させる余地を残
したのである33。このことは、経済的自由を重視していた従前の裁判所
の立場から、容易に理解される帰結であろう。引き続き裁判例を確認す
る。

　RG�27.�2.�1904�(RGZ�58,�S.�24)。織物製品に関する実用新案を有して
いた被告は、これを模造した原告に対して、刑事告訴による威嚇を通
じて模造を禁止させたのであるが、しかし被告の実用新案は保護力を
備えず、かくして原告は自由侵害を理由として損害賠償を求めた。
RG は、著名な論者が自由の内容として意思決定自由を含めているこ
と、しかし意思決定自由の侵害を直ちに違法として理解できないこと、
そして確かに本件における被告の言動は問題を残さないわけではない
が、しかし原告の落ち度も無視できないこと等を指摘し、民法254
条34の適用可能性を検討するために、事案を差し戻した。

シュトルパー他（坂井榮八郎�訳）『現代ドイツ経済史』（1969年）50頁）。
31 Wolfgang�Fikentscher,�Wettbewerb�und�gewerblicher�Rechtsschutz,�1958,�S.�
134.�なお、同書の邦訳として、W・フィケンチャー（丹宗昭信�監訳）『競争と
産業上の権利保護－西ドイツ競争制限禁止法の工業所有権法・不正競争防止法
との関係についての考察－』（1980年）がある。
32 同法の起草者によると、同法は民法に対する特別法の関係にあり、同法に
よる保護が不十分である場合に、補充的に民法が適用される（Fikentscher,�a.a.O.�
(Fn.�31),�S.�135）。RG�11.�4.�1901も、その旨を説いている。
33 Deutsch,�a.a.O.� (Fn.29),�S.�51も、同判決が営業の自由または競争の自由を保
護財として考慮していた旨を指摘する。
34 254条１項：損害が発生した際に被害者の過責が協働して作用していた場合
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　本判決は、むしろ原告の落ち度にも注目し、さらに254条の適用可能
性をも示唆している。このことから、安易に被告による自由権の侵害を
肯定しなかったこと、つまり自由概念が制限されたことも理解できる。
もちろん、本件の事案の特殊性を無視することはできないが、しかし本
件は前述 RG�11.�4.�1901を踏襲した内容として理解され得るであろう35。
　以上の裁判例の動向に伴い、学説も動き始めた。例えば、エルトマン

（Paul�Oertmann）は、RG�11.�4.�1901および RG�27.�2.�1904を引用しつつ、
自由概念の限定を説き、不法行為の成立を制限する解釈を展開する。す
なわち、エルトマンによれば、823条１項における自由に意思決定の自
由が含まれるならば、自由概念の際限なく拡大するであろうし、そもそ
も民法における自由は生命・身体・健康という純粋な人身的財産と関連
しているのであるから、自由も純粋に人身的に解釈されるべきであり、
したがって823条１項の自由は身体的活動の自由として解釈されるべき
である36、というのである。
　ところで、エルトマンが自由概念の制限を主張する根拠は民法の規定
や文言のみならず、その背景として労働問題が存在していたことも見逃
せない。かつて1845年のプロイセン工業条令は労働休止の約定や工場労
働者等の団結を禁じていたが、しかし19世紀の中葉から経済自由主義が
興隆していたプロイセンにおいて次第に労働者の制約が解除され始め、
例えば1869年に制定された営業条令は（一定の制約が付されつつも）ス
トライキやロックアウトを許容した37。つまり、エルトマンは、一方で

には、賠償義務ならびに給付されるべき賠償の範囲は、とりわけ当該損害の如
何なる部分が主に一方または他方当事者によって引き起こされたのか、という
事情を勘案して決定される。
35 前掲注33の指摘は、同判決も含めている。さらに、本判決は（必ずしも自
由概念に関連する説示の箇所においてではないものの）前述の RG�11.�4.�1901
を引用している。
36 Paul�Oertmann,�Verh.�des�28.�DJT,�Gutachten�II,�1906,�S.�57�f.
37 以上について、シュトルパー・前掲注30・53頁、横井芳弘「ドイツにおける
労働争議の法理」季刊労働法15号（1955年）121頁以、久保敬治『ドイツ労働
法の展開過程』（1960年）226頁以下、西谷敏「ドイツ争議権理論史に関する一
考察－ストライキの民事責任を中心として－（上）」法学論叢87巻２号（1970年）
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営業条例によって許容されている労働争議が、他方において民法の損害
賠償義務によって抑制される点に不合理を見出し38、ゆえに自由概念を
制約することによって労働争議を理由とする不法行為の成立の制約を説
いたのであった。
　エルトマンの見解と同様の理解を示す裁判例も登場し、例えば最上級
審判例として次の事例が挙げられる。

　RG�17.�9.�1908�(JW�1908,�S.�679)。原告によって雇用されている労働
者が労働争議を起こした。ある雑誌が、この労働争議を支持し、さら
に奨励する内容の記事を掲載した。この雑誌に対して、この記事によ
る営業の制限ないし自由の侵害を理由として原告が損害賠償を求め
た。RG は、前出の RG�11.�4.�1901および RG�27.�2.�1904も引用しつつ、
本件における原告の自由に対する侵害が存在しなかった旨を判示し、
原告の訴を退けた。

　エルトマンの見解を前提として考えるなら、本判決が自由を制限する
ことによって賠償義務の可能性を抑制したことも理解できるであろう。
　エルトマンの影響は、それ以降の他の学説へ及んだ。エルトマンの見
解は823条１項の自由に意思決定の自由を含める当時の有力な傾向を転
換させ、この時から823条１項における自由を身体的活動の自由として
のみ理解する立場が確立し、通説として現在に至るのである39。
　問題は、以上の展開から導かれる帰結である。すなわち、823条１項
における自由が身体的自由に限定されるなら、その結果として意思決定
自由は過失行為から保護されず40、むしろ意思決定自由の保護は主とし
て123条１項・823条２項・826条に限定され41、その結果として意思決定

33頁以下を参照。
38 この点について、Oertmann,�a.a.O.�(Fn.�36),�S.�50を参照。
39 エルトマンの見解は、823条１項の自由概念に関する通説の創始者として理
解されている（この点について、Eckert,�a.a.O.�(Fn.�29),�S.�630を参照）。
40 「欺罔または強迫による意思の違法な干渉は、823条１項の意味における自由
の侵害ではない」（Tuhr,�a.a.O.�(Fn.�3),�S.�626）。
41 例えば Biermann,�a.a.O.�(Fn.�7),�S.�255.;�Siméon,�a.a.O.�(Fn.�5),�S.�186.;�Loewnfeld-
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自由の保護は必ず故意を伴う42。このことによって、民法典における契
約前の誤誘導に関係する規定は故意の誤誘導に限定され43、こうして123
条の故意要件は民法典における故意ドグマの個別的発現に過ぎない、と
いう理解を生み出す前提が与えられたのである44。

　②主観的違法要素
　むろん労働者の保護も重要であるが、しかし意思決定自由の要保護性
の低下が詐欺と無関係な諸事例に起因していたことにも留意されるべき
である。以上の自由概念を巡る動向は、必ずしも、123条の枠組におい
て意思決定自由の要保護性を限定し、かつ要件として故意を維持する解
釈を説得的に説明できるわけではない。
　確認したように、民法典は客観的違法論を採用し、このことは123条

Riezler,�a.a.O.�(Fn.�4),�S.�483�f. を参照。
42 悪意の欺罔と関連する823条２項における保護法規は、刑法263条の詐欺罪で
ある（Biermann,�a.a.O.�(Fn.7),�S.�255.;�Loewnfeld-Riezler,�a.a.O.�(Fn.�4),�S.�483�f.;�
Tuhr,�a.a.O.�(Fn.�3),�S.�626�mit�Fußn.�134.）。刑事詐欺は、過失を理由として処
罰されないから、故意に限定される（Grigoleit,�a.a.O.�(Fn.�7),�S.�23�ff も参照）。
　そして、123条１項と競合する826条の良俗違反規定も、相手方の損害に向け
られた故意を必要とする（Tuhr,�a.a.O.�(Fn.�3),�S.�626�mit�Fußn.�135.;�Grigoleit,�
a.a.O.�(Fn.�7),�S.�19�ff も参照）。
43 Grigoleit,�a.a.O.�(Fn.�7),�S.37.
44 Hans�Christoph�Grigoleit,�Neuere�Tendenz� zur� schadensrechtlichen�
Vertragsaufhebung,�NJW�1999,�S.�902.�例えばグリゴライトによれば、故意を
要求することは民法123条の特性ではなく、契約前の誤誘導に関係する民法の
他の規定にも妥当し、その規定として823条２項・826条・463条（債務法改正
前）・676条が挙げられるのであり、823条２項は保護法規たる刑法263条の関係
から欺罔者の（単なる故意のみならず）利得意図が要求され、826条は反良俗
性の要件として侵害故意が必要となり、契約前の誤れる情報に基づく行動を規
制する463条２項も故意（瑕疵の悪意による沈黙）を前提にしているし、676条
も過失責任を排除しているのであって、つまり民法は過失による誤誘導の責任
を排除しているのであり、このことから民法における故意ドグマの存在が認め
られ、123条の故意要件は民法の故意ドグマの個別的発現に過ぎない、という

（Grigoleit,�a.a.O.�(Fn.�7),�S.19-37;�ders.,�a.a.O.�(Fn.�44),�S.�902）。
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においても妥当し45、ゆえに故意の意思決定自由侵害も過失の意思決定
自由侵害も違法性の程度に関して異ならないはずであって、つまり従来
の客観的違法論を維持する限り、少なくとも理論的見地から意思決定自
由の侵害態様を故意に限定する解釈は難しいはずである。
　ところが、次第に違法論それ自体に変化が見られ始めた。主観的違法
要素46の発見が客観的違法論を修正する契機を与えたのである47。違法性
を客観的に捉える客観的違法論は、主観的違法要素を肯定することに
よって、その内部において主観化する余地が生じ、主観的な故意を違法
性の要素として理解する道が開かれたのである。
　主観的違法要素論は、まず民法学から展開された。フィッシャー（Hans�
Albrecht�Fischer）によれば、823条と226条（権利濫用）48を対比するな

45 この点について、例えば Arthur�Menge,�Der�Begriff�der�Widerrechtlichkeit�
bei�der�Drohung�im§123�B.G.B.,�Inaugural‐Dissertation,�1906,�S.�16を参照。
46 「從來『客觀的なものを違法性に、主觀的なものを責任性に』夫々配分・歸
屬せしめることが客觀的違法論からする原則的見解であるとされていた。從つ
て、この立場からは、主觀的違法要素という用語やこれによつて表示されてい
る概念は明かに形容矛盾を犯すものであり、また自己矛盾の内容を湛える概
念だとされることは殆ど概念必然的な歸結であつた筈である。けれども、右の
公式的見解にとらわれず、虚心に違法性に影響を及ぼすべき要素を直視する時
は、客觀違法論の前提内部においても、主觀的要素と雖も、これあることによ
つて始めて違法性の存否を確定し、又はその程度を加減するもののあることが
近時ようやく認められるに至り、既に今日では通説的見解を形成するまでにな
つてきたのである。これが主觀的違法要素であつて・・・（中略）・・・この要
素の發見と理論的基礎づけは、直接には違法論の深化に基づくことはいうまで
もないが、他面において、心理的責任論から規範的責任論への責任理論の深化・
發展とも無關係ではなく、互に自己の立場に忠實なることが飜つて他を補強す
る所以ともなり、ついに最近の目的的行爲論によつて自覺的に兩者の關係が着
目され」た（中義勝『刑事法學辞典辭典（増補版）』瀧川幸辰（編）（1957年）
408-409頁）。
47 この点について、Claus�Roxin,�Strafrecht�Allgemeiner�Teil,�1.�Bd.,�3.�Aufl.,�
1997,�S.�228も参照。なお、同書の邦訳として、ロクシン（町野朔・吉田宣之�監訳）

『刑法総論�第一巻（第三版）翻訳第一分冊』（2003年）が存在する。以下では、
同邦訳書を引用する。
48 民法226条：権利の行使は、それが他人に害を加える目的しか有し得なかっ
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ら、一方で他人の所有権を侵害する行為は違法として評価され（不法行
為）、他方で自己の権利の行使に際して他人の所有権を侵害する行為は
違法として評価されないが（単なる権利の行使）、しかし他人を害する
目的しか有さない権利の行使に際して他人の所有権を侵害する行為（権
利濫用）は違法として評価されるのであるから、違法性から主観的要素
を完全に排除することはできず、行為者の非難すべき目的（Zwecke）
それ自体が違法性を引き起こすのである49、という。さらにフィッシャー
によれば、主観的違法要素は826条や227条（正当防衛）50においても見
出され、すなわち826条における良俗違反は単なる故意ではない主観的
違法性を意味し51、正当防衛においても違法性の阻却または不阻却は外
部的構成要件ではなく、目的によって決せられ、防衛目的が手段を神聖
化する52、というのである。
　フィッシャーが説く主観的違法要素論によれば、故意は単なる責任要
素を意味せず、主観的違法要素という性質を帯び得る。ならば、123条
１項の要件として要求される故意は、主観的違法要素であるか。このこ
とが次いで問題となる。
　まず、フィッシャーによれば、123条と違法性の関係について次のよ
うに述べる。「強迫または悪意（Arglist）によって意思表示を為すべく
決定することは、違法である」53。フィッシャー自身が述べていたように、

「行為者の非難すべき目的（Zwecke）それ自体が違法性を引き起こす」。
つまり、この目的性は主観的違法要素性を判断する際の重要な要因とし
て考えられる。そして、この目的性と123条１項における故意の関連は、

たときは、これを許さず。
49 Hans� Albrecht� Fischer,� Die� Rechtswidrigkeit� mit� besonderer�
Berücksichtigung�des�Privatrechts,�1911�(Neudruck�1966),�S.�138�u.�147.
50 227条１項：正当防衛によって為された行為は違法にあらず。
51 Fischer,�a.a.O.�(Fn.�49),�S.�147.�その他に、例えばエルトマンも826条の違法性
について、次のように述べている。「826条の諸事例においては、違法性という
客観的要素は、故意という主観的要素に基づいて初めて生じるであろう」（Paul�
Oertmann,�Sittenwidrige�Handlungen,�DJZ�1903,�S.�328）。
52 Fischer,�a.a.O.�(Fn.�49),�S�138�u.�293.
53 Fischer,�a.a.O.�(Fn.�49),�S.�113.
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少なくとも裁判所によって既に認められていた。

　RG�3.�4.�1909�(JW�1909,�S.�308)�は売買契約の事例（詳細は不明）に
おいて、次のように判示していた。「悪意の欺罔とは、意思決定に干
渉する目的（Zweck）で、欺罔者自身によって惹起された錯誤または
既に存在した錯誤を故意に利用し、そのことによって錯誤者の意思表
示に干渉することである」。

　この説示によれば、悪意の欺罔は目的性を備えた行為として理解され
ている。学説も、この目的性を要求する。例えば、「民法の意味において、
欺罔は、他人の意思を決定する目的（Zwecke）で、錯誤という手段によっ
て遂行される行為である」54、「悪意の欺罔という概念は、刑法の意味に
おける詐欺の概念と同様に、錯誤惹起の目的（Zwecke）で、誤れる事
実の虚構または正しい事実の隠蔽を知りつつ為すことを要する」55、「欺
罔は、悪意たるためには、相手方を欺罔者によって望まれた法律行為へ
誘う目的（Zwecke）で行われなければならない」56。
　判例および学説が説く「目的」が主観的違法要素を意味し得るならば、
確かに123条１項において責任能力を要求しなくても、故意を要件とし
て維持する理由を正当化できる（例えば、123条１項は全く責任を問わ
ないが、しかし法律効果の発動条件として違法性は必要であり、この違
法性を満たす要件として故意が求められる、と説明すれば良い）。
　ところが、主観的違法要素は行為無価値論と接合的であり、これが最
大の問題点である。両者の関係については続く第2項における検討へ譲
るものの、行為無価値論と123条１項が結び付くことによって同条項の
規範目的は意思決定自由の保護から欺罔者の制裁へ転化し得る57。すな

54 Hölder,�a.a.O.�(Fn.�7),�S.�272.
55 Loewnfeld-Riezler,�a.a.O.�(Fn.�4),�S.�480.
56 Tuhr,�a.a.O.�(Fn.�3),�S.�606.
57 「結果無価値とは、犯罪の実体を法益侵害（ないしその危険をも含む）と考
える近代刑法学の伝統的立場を指すのに対し、行為無価値とは、犯罪の実質が
法益侵害に尽きるものではなく、むしろ、法益侵害をもたらす行為自体がもつ
性格に着目し、その規範違反性、秩序違反性あるいは常規逸脱性こそが実質で
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わち、意思決定自由の保護という規範目的から導かれた責任能力要件の
否定を正当化するために主観的違法要素を肯定するならば、その前提と
なる規範目的を変容させてしまうのである。次いで、この問題について
検討する。

　　　第２項　違法対象の主観化
（１）刑法学における違法論
　①結果無価値論
　主観的違法要素は少なくとも123条１項において問題を残す理論では
あったが、しかし主観的違法要素論それ自体は刑法学へ受け継がれ、さ
らに発展せられた。これに連なる議論は法体系の全体に及ぶ違法論とし
て重要性を有するから、引き続き刑法学における議論を確認する。

あるとみる考え方を指す、とするのが一般である。従って、この対立は、ひい
ては刑法の機能が何であるのか－前者からすれば、それは、法益ないし生活利
益の保護であるのに対し、後者からは、規範あるいは秩序の内容を示して人々
の行動をそれによらしめることとなる－という、根本的な問題に連なるとされ
るのである」（真鍋毅「行為無価値と結果無価値」中山研一・西原春夫・藤木英雄・
西澤浩一（編）『現代刑法講座�第２巻�違法と責任』（1979年）18頁）。それゆえ、
123条１項においても違法論を語る余地が存在するなら、これは同条項の規範
目的の理解にも連なる。
　後述するように、行為無価値論は、行為者の主観的態様から違法性を導き出
し、その違法性に関する基本理念を示す語として「社会的相当性」という語を
用いる。個人の主観的態様と全体的評価を意味する「社会的相当性」は一見す
ると結びつかないように思われるが、しかし、そうではない。確かに、後者は
特に違法性阻却の場面において意味を持ち、つまり権利侵害の事態が生じても、
社会的相当性を理由として違法性は否定され、この意味において消極的に作用
している。しかし、その反射的作用として積極的に違法性を基礎づける要素と
して行為者の主観的態様が求められ、あるいは当該態様の程度を推し量る基準
として社会的相当性が意味を持ち得る場面も考えられ得るのであり（とりわけ
過失の義務の設定）、行為者の主観的態様と「社会的相当性」は関連している。
そして、行為無価値論において行為者の主観的態様を重視する点が詐欺取消制
度の故意要件の問題と関係し、行為無価値論において被侵害権利を重視しない
点が詐欺取消制度における意思決定自由の要保護性の問題と関係する。この点
を含めて、引き続き検討する。
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　まず、主観的違法要素を独立の課題として初めて研究したメツガー
（Edmund�Mezger）の見解を確認する。客観的違法論（不法を原則と
して客観的に、責任を原則として主観的に捉える立場58）に依拠するメ
ツガーによれば、確かに不法は客観的な利益侵害であるが、しかし利益
侵害が常に主観的な意思方向と無関係であるわけではなく、むしろ繊細
かつ複雑な人間の利益活動を専ら外部から捉えることはできないので
あって、その限度において主観的違法要素が考慮されなければならず、
例えば欺罔者の利得意図を要する詐欺罪（刑法263条）は超過的内心傾
向を伴う犯罪であり、利得意図は欺罔者の不法な意図を意味するので
あって、それゆえ詐欺罪は主観的違法要素を備える犯罪として理解され
る59、という。さらに、メツガーは、不法評価の対象、すなわち（権利
侵害であれ、損害発生であれ）結果を生ぜしめない未遂においても、主
観的違法要素を認める60。
　こうした刑法学の理解に対して、まず123条１項においては意思決定
自由の侵害の有無が重要であるから、悪意の欺罔は成立要件として財産
的不利益または利得意図もしくは加害意図を要しない。このことは123
条１項における悪意の欺罔が財産犯たる性質を有する刑事詐欺から区別
される特徴として理解されている61。そもそも、民事詐欺と刑事詐欺を
区別するために、悪意の欺罔という表現が起草過程において導入された
のであった62。さらに、123条１項は少なくとも取消権の要件として意思
表示の存在を要求するのであるから、同条項において未遂を語る余地は

58 Edmund�Mezger,�Die�subjektiven�Unrechtselemente,�GS�89�(1924),�S.�257.
59 Mezger,�a.a.O.�(Fn.�58),�S.�259�ff.;�ders.,�Strafrecht,�II.�Besonder�Teil,�5.�Aufl.,�
1956,�S.�181も参照。
60 Edmund�Mezger,�Moderne�Wege�der�Strafrechtsdogmatik,�3.�Aufl.,�1949,�S.�
27.
61 例えば、Planck,�a.a.O.�(Fn.�3),�S.�220.;�Kohler,�a.a.O.�(Fn.�4),�S.�522.;�Biermann,�
a.a.O.� (Fn.� 7),� S.� 250.;� Paul�Oertmann,�Kommentar� zum�Bürgerlichen�
Gesetzbuche� und� seinen�Nebengesetzen,� 1.� Bd.,� 2.�Aufl.,� 1908,� S.� 379.;�
Loewnfeld-Riezler,�a.a.O.�(Fn.�4),�S.�480.;�Tuhr,�a.a.O.�(Fn.�3),�S.�614.
62 この点について、本誌63巻５号69頁を参照。
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皆無であろう63。
　一見すると、123条１項における悪意の欺罔は、主観的違法要素と結
び付かない。ところが、既に確認したように、123条１項における悪意
の欺罔は目的性という要素と結び付くことによって著しく主観性が強調
される可能性を残していた（これは、「他人の意思を決定する目的

（Zwecke）」であり、「錯誤惹起の目的（Zwecke）」であり、「法律行為
へ誘う目的（Zwecke）」であった64）。しかも、確かに民法における悪
意の欺罔は財産犯ではないから、利得意図を要しないが、しかし123条
１項においても意思表示の存在は必要である。すなわち、民事詐欺にお
ける目的性を強調すれば、欺罔者の終局的な目的は意思表示の獲得とし
て理解され得るのであり65、結果の性質は異なるものの（財産的利得か、
意思表示か）、123条１項においても欺罔者の利得意図を語り得る余地が
生まれ、したがって主観的違法要素も正当化され得る。
　ならば、123条１項における悪意の欺罔も、主観的違法要素を要する
概念として理解されるべきでなのであろうか。しかし、メツガーが主観
的違法要素を例外・・として位置づけた理由は、その根底に置かれている法
の目的に関する理解と密接に関係し、この点は無視されてはならない。
すなわち、メツガーによれば、「不法の実質的内容は、人間的利益の侵
害である。法は全て人のために在り、人が法のために在るわけではない」
のであり66、「刑法においては、保護思想が第一義であり続ける」67、とい

63 そもそも民法において未遂を語る余地が存在しないのであり、この点につい
て Hans�Welzel,�Studien�zum�System�des�Strafrechts,�ZStW�58�(1939),�S.�508.;�
Manfred�Wolf,�in:�Soergel�Kommentar�zum�bürgerliches�Gesetzbuch,�2/1.�Bd.,�
11.�Aufl.,�1986,�S.�752を参照。
64 この点について、前述17-18頁。
65 例えば、Lübtow,�a.a.O.�(Fn.�7),�S.�259によれば、「意思表示が欺罔の目的であ
る。それゆえ、被欺罔者が実行へ移すことになるような錯誤に基づく意思決定
を引き起こす意図のもとで、故意に基づく錯誤の惹起を語ることができるので
ある」。
66 Mezger,�a.a.O.�(Fn.�58),�S.�248.
67 Edmund�Mezger,�Straftat�als�Ganzes,�ZStW�57�(1938),�S.�696.
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うのである68。
　法益保護の観点に立つなら、違法性の対象は法益の侵害に求められ、
その評価は客観的でなければならず、主観的違法要素は例外でなければ
ならない。それゆえ、メツガーの理解によれば、故意は決して主観的違
法要素ではないのである69。この理解に従うなら、123条の規範目的が意
思決定自由という法益の保護である限り、やはり同条においても主観的
違法要素の存在は否定的に理解されるはずである。

　②行為無価値論
　主観的違法要素を例外として捉えるメツガーの見解に反して、これを
例外として捉えず、むしろ故意それ自体を主観的違法要素として理解す
る立場がヴェルツェル（Hans�Welzel）によって唱えられた70。この見解
によれば、123条１項において故意を要求する限り、やはり同条項にお
いて主観的違法要素を肯定する余地が生じる。しかし、これが認められ
れば、123条１項の規範目的は変容を迫られるであろう。そこで、ヴェ
ルツェルが説く違法論の内容と背景について、引き続き検討する。
　まず、ヴェルツェルの違法論の内容を確認する。ヴェルツェルによれ
ば、確かに従来の客観的違法論に従う限り、法益侵害は常に違法である
が、しかし法が法益侵害を全て客観的不法として禁ずるなら、あらゆる
社会的生活は直ちに停止する他なく、それゆえ従前の理解は不適切であ
るのみならず、そもそも共同体秩序において許される行為は社会的に相

68 その後に展開されるメツガーによる法益概念の拡張あるいは精神化も注目
されるが、しかし本稿においては触れ得ない（その理由の第一は本稿の能力的
限界であり、第二は本稿においては結果無価値論の原則的立場と行為無価値論
の原則的立場を示したかったからである。仮にメツガー自身の立場が後のナチ
ス思想と親近性を帯びるに至る可能性と問題性を含んでいたのであるならば、
その原因の一端はメツガーが主観的違法要素を例外的であれ許容した点に求め
られるべきであって、結果無価値論それ自体に内在する問題として理解される
べきではない）。その後のメツガーの理解については、伊東研祐『法益概念史
研究』（1984年）155頁以下を参照。
69 Mezger,�a.a.O.�(Fn.�60),�S.�27.
70 この点について、Mezger,�a.a.O.�(Fn.�60),�S.�22を参照。
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当な行為（sozialadäquate�Handlungen）として不法ではなく、例えば
鉄道運行は社会的に相当な活動であって、要するに「社会的相当性（ま
たは許された危険）を超え出る行為が初めて違法として考慮されるので
ある」71、という72。
　社会的相当な行為あるいは許された危険における行為は適法である、
という認識に基づいて行為無価値という発想が生まれ、これと対置され
る伝統的な違法論は結果無価値と呼ばれ、こうして行為無価値論と結果
無価値論が対立し始めたのであった73。
　従来の違法論に依拠しないヴェルツェルの見解はメツガーの見解と相
違し、このことは法の目的に関する理解の相違にも反映されている。す
なわち、ヴェルツェルによれば、刑法の第一次的任務は具体的な法益保
護ではなく、社会倫理的な心情（行為の）価値の保護であって、法益保
護は消極的予防的な目的設定に過ぎない74、というのである75。

71 Welzel,�a.a.O.�(Fn.�63),�S.�516�ff.
72 構成要件に該当する違法かつ有責な「行為」を犯罪として定義するなら、
この「行為」は結果を含む広義の行為を意味し、「結果」をも含むのであるか
ら、これが違法であることは（結果無価値論であれ、行為無価値論であれ）当
然である。むしろ、行為無価値論が違法評価の対象として理解する「行為」は
構成要件において語られる（結果を惹起する）行為であって、この意味におけ
る行為は狭義の行為を意味し、「結果」の評価を含まないのであるから、この
意味の行為は結果無価値論によれば何ら違法ではない（それゆえ、結果無価値
論によれば、故意によって引き起こされる結果も、過失によって引き起こされ
る結果も、同程度に違法であり、故意と過失は違法性に関して差を生じない）。
念のため、付言した次第である。
73 この点について、Hans�Welzel,�Das�neue�Bild�des�Strafrechtssystems,�4.�Aufl.,�
1961,�S.�9も参照。なお、同書の邦訳として、ハンス・ヴェルツェル（福田平・
大塚仁�訳）『目的的行為論序説－刑法体系の新様相』（1974年）がある。
74 Hans�Welzel,�Das�deutsche�Strafrecht,�6.�Aufl.,�1958,�S.�2�ff.
75 違法性の対象の評価

・・・・・
を客観性に求めつつ（この意味において客観的違法論

は維持される）、違法性の評価の対象
・・・・・

を主観性に求める（故意を違法要素とし
て理解する）立場は、果たして伝統的な「客観的」違法論の枠内において語ら
れ得るのであろうか、という疑問が存在する。むしろ、ヴェルツェルの理解は
主観的違法論者のメルケルの理解（メルケルについて本誌63巻５号55頁）と近
接性を有し、そしてメルケルも刑法の目的を法に対する誠実の訓育として理解
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　被害者の法益侵害を違法として理解するのではなく、社会規範から逸
脱する加害者の行為を違法として捉える行為無価値論によれば、刑法の
目的は有害な行為に対する制裁である76。それゆえ、違法評価の対象が
加害者の主観へ移ることは当然の帰結であろう。すなわち、ヴェルツェ
ルによれば、刑法の対象は第一義的に目的的（目的活動的）行為であり、

「その目的性という要素が刑法的不法に属し」、ゆえに「目的的目的活動
性の要素たる故意が不法構成要件に属する」のであって77、こうして故
意は本質的不法要素であり、不法は人的な（personales）行為不法であ
る78、という。
　以上がヴェルツェルの違法論の概要である。この違法論によれば欺罔
者の故意が違法要素として理解され、意思決定自由は違法根拠の座から
降ろされる。これは123条１項の規範目的に関する従前の理解を揺るが
し、意思決定自由の保護の観点から問題である。のみならず、さらに問
題はヴェルツェルの違法論の背景であり、その背景としてナチス思想が
関係していたことは看過し得ない。この点について、引き続き検討する。

（２）ナチス期の法思想
　①「公益は私益に優先す」
　世界的工業国として発展していた20世紀初頭のドイツは、1914年の第
一次世界大戦を通じて政治的経済的体制を変じ始め、自由経済から次第
に国家統制へ移行し、さらに基幹産業の社会化も進められ（例えば鉄道・
都市交通・水道・ガス等）、とりわけ鉄道は当時としては世界最大の統
一的鉄道企業体を形成していた79。

していた（この点について、ゲルハルト・ドルンザイファー（川端博�訳）「ア
ドルフ・メルケルの法理論と刑法解釈学」法律論叢53巻５・６合併号（1981年）
158頁、167頁以下および178頁を参照）。
76 この点について、Tilman�Repgen,�Staudingers�Kommentar�zum�Bürgerlichen�
Gesetzbuch�mit�Einführungsgesetz�und�Nebengesetzen,�2004,�S.�787も参照。
77 Welzel,�a.a.O.�(Fn.�63),�S.�518�f.
78 Welzel,�a.a.O.�(Fn.73),�S.�27.
79 以上について、ヘルムート・ベーメ（大野英二＝藤本建夫�訳）『現代ドイ
ツ社会経済史序説』（1976年）128-129頁、フリッツ・ハルトゥング（成瀬治
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　確かにドイツ経済は一時的に回復したのであるが、しかし1920年代末
から発生した経済恐慌によって失業者の数が増大し、失業者の救済対策
に失敗した政府から国民は離れ、1930年以降の選挙において左右両極の
革命政党が多数を占める事態が生じた。そして、その一極の政党が国民
社会主義労働党（Nationalsozialistische�Deutsche�Arbeiterpartei）、す
なわちナチスであったのであり、1933年にヒトラーが首相として任命さ
れ、ナチス政権が成立したのである80。
　ところで、ヴェルツェルによれば、鉄道運行は社会的に相当な行為で
あり、違法性が否定される。既に指摘したように、ナチスが台頭する以
前から鉄道運営は最大規模の国家事業であったのであり、鉄道事業に基
づく行為の違法性を否定することは鉄道事業に基づく犯罪の成立の抑制
を意味し、鉄道事業の保護へ連なる。つまり、ヴェルツェルの行為無価
値論は、被害者の個別的法益よりも、鉄道事業という全体的利益を優先
する見解であって、ここにナチスの共同体思想が窺われるのである81。
　ナチス思想は、ナチス綱領24条において端的に示されている。同条は、
次のように規定する。「我が民族の継続的復興は、ただ次の原則に基づ
いて内部から行われ得る。すなわち、公益は私益に優先す」82。

＝坂井栄八郎�訳）『ドイツ国制史』（1980年）429頁、シュトルパー・前掲注
30・58-67頁および113-114頁、ハンス-ウルリヒ・ヴェーラー（大野英二・肥
前榮一�訳）『ドイツ帝国�1871-1918年』（2000年）288頁、Mary�Fulbrook,�A�
Concise�History�of�Germany,�2nd�ed.,�2004,�pp.�150-155（なお、同書の邦訳とし
て、メアリー・フルブロック（高田有現・高野淳�訳）『ドイツの歴史』（2005年）
が存在する）。
80 以上について、ベーメ・前掲注79・146-149頁、ハルトゥング・前掲注79・466頁、
シュトルパー・前掲注30・132-134頁。
81 いわゆる具体的秩序論とナチス思想の関係は、既に様々に論じられている。
ヴェルツェルも、次のように述べる。「具体的秩序の思想は、法律において、
また法律を通じて、常に、具体的民族共同体という現実の生きた価値に遡る」

（Hans�Welzel,�Naturalismus�und�Wertphilosophie�im�Strafrecht,�1935,�S.�76）。
やはり、「ウェルツェルの法思想が、ナチスの民族全體主義の影響をうけてい
たことは否定しえない」（内藤謙「目的的行爲論の法思想史的考察（一）」刑法
雑誌９巻１号（1958年）33頁）。
82 Gottfried�Feder,�Das�Programm�der�N.�S.�D.�A.�P.�und�seine�weltanschaulichen�
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　かかる思想の影響は、私法の領域においても窺われる。シュトル
（Heinrich�Stoll）は「公益は私益に優先す」というナチス綱領を最高原
理として掲げ83、これに基づいて民法典における基本原理の刷新を説
く84。例えば、損害賠償に関して、シュトルによれば、刑法のみならず、
民法の損害賠償も贖罪思想を持ち、損害賠償の目的は共同体秩序の違反
によって害された法感情の満足であって、さらに過責の程度に応じた責
任の量定も許されるが、しかし共同体利益を僅かでも害する損害賠償は
許されない85、という。
　既に確認したように、民法典の立法者は、民法を解釈する際に道義的
あるいは刑法的観点が入り込む余地を排除するために、過責の程度に応
じた責任の量定を明確に否定していた86。立法者の意思に反するシュト
ルの理解は、まさに従来の法原則を変更した内容であるのである。
　さらに、民法の役割と刑法の役割を明確に区別しないシュトルの理解
は、法の目的として法益の保護を必ずしも重視しない立場へ連なり、そ
の意味においてヴェルツェルの立場へ接近するのであり、そして実際に
シュトルの不法論は明らかに行為無価値を示している。シュトルは次の
ように述べる。不法（Unrecht）は、「法秩序に違反する人間の行為を
意味し、その行為が他人の権利または法益の侵害を引き起こすのであっ
て、それゆえ損害賠償を義務づける」87。

　②ナチズムと自由意思
　従来の原則の変更は、損害賠償法の領域に限られない。シュトルは、
私的自治に関しても、共同体思想に基づいた理解を示す。すなわち、シュ

Grundgedanken,�178.�Aulf.,�S.�18.
83 Heinrich�Stoll,�Die�nationale�Revolution�und�das�bürgerliche�Recht,�DJZ�
1933,�S.�1231.
84 Heinrich�Stoll,�Vertrag�und�Unrecht,� 1.�Halbband,� 2.�Aufl.,� 1937,� S.�V�
(Vorwort).
85 Heinrich�Stoll,�Vertrag�und�Unrecht,�2.�Halbband,�1936,�S.�202.
86 その理由も含めて、この点について本誌63巻５号82頁の注354を参照。
87 Stoll,�a.a.O.� (Fn.�84),�S.�5.�「法益の侵害」という結果から切り離された「人間
の行為」が不法として理解されている。
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トルによれば、自由主義の時代においては当事者意思の実現が法の最高
任務であったが、しかしナチズムにおける個人は共同体という大きな連
鎖の一連結に過ぎず、当事者の意思も共同体義務に従属させることが重
要であり、したがって私的自治の承認は共同体に対する義務と拘束を意
味する、というのである88。
　この意味における私的自治は共同体全体の利益を確保および増進する
限度において認められているのであって、その限度において自己決定も
認められる89。しかし、それは、あくまでも共同体に対する義務あるい
は自己責任を明確化する必要性に基づいているのであり、このことを
ラーレンツ（Karl�Larenz）が端的に指摘している。すなわち、「ナチズ
ムは各民族構成員の意思を、自発性を、排除しない。ナチズムは彼に答
責を求めているのであって、それゆえ彼には義務を基礎づける真正なる
一定の決定自由が与えられねばならないのである」90。
　この意味における「決定自由」が責任を基礎づける意味の自由意思、
すなわち責任根拠の自由意思であることは明白である。しかも、この自
由意思は、共同体のために、その限度において、認められるに過ぎない。
このような法思想が支配する状況において91、すなわち一方で法の目的
を法益保護に求めない行為無価値論が有力化し、他方で共同体利益を前
提としてのみ私的自治が肯定される状況において、個人の自由が尊重さ
れるはずがなく、まして個人的法益を意味する違法根拠の自由意思が認
められるはずもなかった92。

88 Heinrich�Stoll,�Gemeinschaftsgedanke�und�Schuldvertrag,�DJZ,�1936,�S.�420.;�
ders.,�a.a.O.�(Fn.�84),�S.�6.
89 Stoll,�a.a.O.�(Fn.�84),�S.�6.
90 Karl�Larenz,�Die�Wandlung�des�Vertragsbegriffs,�Deutsches�Recht,�1935,�S.�
491.
91 「新たな精神は私法を貫き、ここでも各個人から共同体へ、許された意思力
から義務的拘束を生み出す根拠へ、個人的利益の利己的追求から民族および民
族同胞に対する信義へ、すなわちドイツ共同体法へ導くのである」（Stoll,�a.a.O.�
(Fn.�84),�S.�5.）。
92 「〈責任ある自由〉の議論は、ワイマール期の反自由主義的な思潮である『保
守革命』の思想家たちの言説の中にしばしば検出されるものであって、ラーレ
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　問題は、こうし当時の支配的理解と123条１項の関係である。例えば、
ヴェルツェルが主張する違法論が123条１項においても支持されるなら、
故意は主観的違法要素として正当化され、その反面として意思決定自由
の保護という規範目的は没却せられるであろう。この問題は戦前におい
て必ずしも明確ではなく93、ゆえに引き続き戦後の議論を検討する。

　　第２款　意思決定自由の再評価
　　　第１項　行為無価値論の継承
（１）戦後の状況
　①民法学における行為無価値

ンツと同時代に流行した一つの自由の見方といえる」（森田修「ラーレンツの
手品－法律行為論の展開と『ナチス私法学』－（２・完）」法学協会雑誌124巻
４号（2007年）13頁）。この時代においては、意思表示における意思は、必ず
しも表意者の自由な意思を意味しなかった。この意味において、ナチス時代に
おいて登場した「妥当の表示」理論が表示主義と親和的であった点も理解でき
る（森田修「ラーレンツの手品－法律行為論の展開と『ナチス私法学』－（１）」
法学協会雑誌124巻３号（2007年）39頁）。ところで、ここまで検討したように、
結果無価値論と行為無価値論の相違は、前者における違法の評価対象の客観性
と後者　における違法の評価対象の主観性であった。ただし、前者の客観性は
被害者を基点として理解され、後者の主観性は加害者を基点として理解されて
いる点に留意されるべきである。すなわち、結果無価値論の客観性と意思表示
の解釈に関する表示主義は共通性を有さず、むしろ意思という観点から捉える
ならば、結果無価値の客観性（詐欺取消制度における被欺罔者の違法根拠の自
由意思）と意思表示の解釈に関する意思主義（表意者の意思）が共通性を有す
る。これに対して、意思表示の解釈に関する表示主義と行為無価値論は、その
判断基準たる「社会的相当性」という点において相通じる点を有する。
93 当時における、当時の支配的理解と123条１項の関係は、必ずしも明確では
ない。この関係を窺わせる事例それ自体が少ない。特殊な事例として、例えば
非アーリア人がナチスの機関紙と広告契約を締結したが、しかし同機関紙が当
該広告を掲載せず、本件の非アーリア人が損害賠償を求めた事案において、
AG.�Jena�14.�9.�1937�(JW�1937�S.�3306) は、非アーリア人が自己の人的属性を契
約締結時に告げなかった点を捉えて、123条の適用の可能性を示唆しつつも、
むしろ本件においては第一義的に138条が適用されるべき旨を述べ、本来的な
契約の不成立を認めて、賠償請求を退けている。
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　戦後のドイツにおいては人権の尊重の気運が高まり、これに伴い民法
の解釈においても人格権の保護を求める見解が打ち出された。例えば、
コーイング（Helmut�Coing）によれば、民法における人格的利益の保
護は823条１項あるいは823条２項に限られないし、826条における不法
行為も人間的尊厳に対する侵害行為として理解するなら、人間的尊厳に
対して私法的保護を与え得る可能性が広く開かれ、826条の故意要件も
未必の故意（dolus�eventualis）として理解すれば、各規定間の要件格
差は縮小され得るのであって、人格権は人間の尊厳として顧慮される個
人的私権として広く保護されるべきである94、という。
　さらに、人格権の保護に関して重要な意味を持つ基本法が1949年にド
イツ連邦共和国基本法として制定された。例えば、基本法２条１項は次
のように規定された。

　２条１項：何人も、他人の権利を害さず、かつ憲法適合的秩序また
は良俗法規に反せざる限り、自己の人格の自由な発展の権利を有す
る95。

　同条項の解釈によれば、人格の自由な発展の権利は原則として全く任
意の自由な意思決定（freiem�Willensentschluß）に従い作為または不作
為を為し得る権利を意味する96。確かに人格の自由な発展の権利性につ
いて当時の学説は必ずしも一致していなかったが97、しかし前述のコー
イングも823条１項の自由の解釈として意思自由を含めていたのであっ

94 Helmut�Coing,�Das�Grundrecht�der�Menschenwürde,�der�strafrechtliche�
Schutz�der�Menschlichkeit�und�das�Persönlichkeitsrecht�des�bürgerlichen�
Rechts,�Süddeutsche�Juristen-Zeitung,�1947,�S.�641-645.
95 Jeder�hat�das�Recht�auf�die� freie�Entfaltung�seiner�Persönlichkeit,�soweit�
er�nicht�die�Rechte�anderer�verletzt�und�nicht�gegen�die�verfassungsmäßige�
Ordnung�oder�das�Sittengesetz�verstößt.
96 Hermann�von�Mangoldt-Friedrich�Klein,�Das�Bonner�Grundgesetz,�1.�Bd.,�2.�
Aufl.,�1957,�S.�171.
97 この点について、赤坂正浩「人格の自由な発展の権利」法学50巻７号（1987
年）1203頁以下を参照。
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て98、意思決定自由の要保護性に関する議論は戦前と異なる様子を見せ
始めていた。
　自然法思想の復活や人格権の高揚は確かにナチス法学に対する反省現
象ではあったが、しかし必ずしもナチス私法学の反省を意味したわけで
はなかった99。しかも、市場経済においては未だ国家の関与が強く残る
分野も少なからず存在し（例えば鉄道等）、戦後の経済再建・経済成長
を達成する前提として経済界全体の利益が優先された100。こうして、「法
益の侵害を全て違法として評価すれば、社会は停止するであろう」とい
うヴェルツェルの行為無価値論は生き残り、社会的相当性の理論および
同理論と結び付く目的的行為論は、個人的利益を制約する法理論として、
戦後においても維持されたのである。
　そして、民法学者も社会的相当性の理論を支持した。例えば、ニッパー
ダイ（Hans�Carl�Nipperdey）である101。19世紀の個人主義的・自由主義
的法秩序に強く影響された損害賠償法を疑問視するニッパーダイによれ
ば、人の行為の実質は共同生活を通じて理解されるのであるから、ある
行為の不法性も人間生活における良俗的秩序に基づいて決定され、一般
的な社会秩序に反する行為、つまり社会的相当性を逸脱する行為が違法
であって、これは刑法において妥当している原則であるが、しかし民法
においても妥当する102、という103。

98 Coing,�a.a.O.�(Fn.�94),�S.�641.�ただし、詐欺の保護法益として自由意思が語ら
れているわけではない。
99 この点について、戦後ドイツにおけるコーイングの活躍を含めて、五十嵐
清「ファシズムと法学者－ナチス私法学の功罪を中心に－」北大法学論集14巻
３・４合併号（1964年）418-421頁を参照。
100 シュトルパー・前掲注30・235頁以下、277頁以下、296頁以下を参照。
101 Rudolf�Wiethölter,�Der�Rechtfertigungsgrund�des�verkehrsrichtigen�
Verhaltens,�1960,�S.�9を参照。ニッパーダイの見解の紹介として、藪重夫「現
代刑法理論（目的的行為論）と民法における違法・責任理論」今村成和＝小山
昇＝矢田俊隆（編）『法学政治学論集』（1960年）83頁以下、前田達明『不法行
為帰責論』（1978年）18頁以下がある。
102 Ludwig�Enneccerus‐Hans�Carl�Nipperdey,�Allgemeiner�Teil� des�
Bürgerlichen�Rechts,�Halbb.�2,�14.�Aufl.,�1955,�S.�913-918.
103 ニッパーダイは、ヴェルツェルの目的的行為論を支持し、不法論のみなら
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　確かにニッパーダイの見解は批判を受け104、必ずしも支配的見解を形
成したわけではなかったが、しかしニッパーダイの理解に依拠した裁判
例105が登場し106、さらにヴェルツェルも同判決を支持し107、次第に社会

ず、過責概念も法の全領域に妥当する一般理論として理解している。すなわち、
ニッパーダイによれば、旧来の学説は過責概念（故意および過失）を責任の要
素として理解するが、しかし目的的行為論に従うなら故意および過失は不法構
成要件に属し、それゆえ故意と過失は責任から厳格に区別されるから、残る責
任非難の要件は帰責能力および違法性の意識であって、これは故意と違法性の
意識を分離する責任説を意味し、ヴェルツェルも支持する刑法の有力説であっ
て、この立場は民法においても支持されるべきである、という（Enneccerus-
Nipperdey,�a.a.O.�(Fn.�102),�S.�924-933�und�mit�Fußn.�10）。ニッパーダイにとって、
法秩序は統一的に形成されており、それゆえ法および不法は普遍的に妥当する
概念である、という理解が前提であるのである（Enneccerus-Nipperdey,�a.a.O.�
(Fn.�102),�S.�919）。
104 特に重要な批判は、目的的行為論を支持する刑法学者のニーゼ（Werner�
Niese）によって提起された批判であろう。ニーゼによれば、社会倫理的な基
本評価から離反した悪しき意思を問う刑法において目的的行為論が支持される
理由は、刑法では故意犯と過失犯に対して異なる種類と範囲の刑罰が科され、
ゆえに個々の事案に応じて不法と責任を推し量る必要が存在しているからであ
り、そして目的的行為論から必然的に帰結される責任説は故意の不法と過失の
不法を区別し得る点において刑法の要請に適合するからであるが、しかし民法
の目的は損害の調整であり、故意と過失に応じて法律効果を区別しないのであ
るから、このことから民法において責任説を採用する理由が存在しないこと、
むしろ民法は結果無価値を重視していること、民法における違法性を行為無価
値に求めることは完全ではないことが理解され、したがってニッパーダイの見
解は妥当ではない、という（Werner�Niese,�Die�moderne�Strafrechtsdogmatik�
und�das�Zivilrecht,�JZ�1956,�S.�460-464. ニッパーダイに対するニーゼの批判に
ついて、中谷瑾子・宮澤浩一「現代刑法理論と民法－ニーゼのニッパーダイ批
判をめぐって－（一）（二・完）」法学研究30巻７号（1957年）49頁以下・８号
61頁以下。さらに、藪・前掲注101・119頁以下、五十嵐清「刑法理論と民法理
論－その関係についての一考察－」ジュリスト313号（1965年）35頁も参照）。
なお、責任説については、後述する。
105 例えば、BGH�4.�3.�1957�(BGHZ�24,�21)。同判決の紹介として、藪・前掲注
101・105頁以下、前田・前掲注101・21頁以下がある。
106 この判決に対する学説の評価の大勢は、この判決がヴェルツェルによっ
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的相当性の理論ないし行為無価値論は民法学において無視できない影響
力を及ぼし始めた。

　②労働法学における行為無価値
　行為無価値論の影響は、民法学に止まらず、労働法学においても見ら
れる。既に確認したように、戦後のドイツにおける経済状況は経済界全
体の利益を優先する傾向を有した108。このような社会的市場経済の影響
は、例えば賃金の上昇は社会全体の経済にとって不利益である、という
考え方とも結び付く。当時の労働法学界の権威でもあったニッパーダ
イ109は、社会的相当性の理論を民法のみならず、労働法の領域へも取り
込み、争議行為の違法性を社会的相当性を通じて判断する解釈を展開し
たのである110。
　ニッパーダイは、社会的相当性の原則を一般的法原理として理解
し111、さらに前述した戦前における自由権に関する裁判例をも援用しつ
つ112、次のように述べる。かつて RG が判断したように、民法823条１項

て主張された社会的相当性の理論に依拠していることを肯定する。例えば、
Franz�Wieacker,�Rechtswidrigkeit�und�Fahrlässigkeit�im�Bürgerlichen�Recht,�
JZ�1957,�S.�535�f.;�Heinz�Bindokat,�Mehrerlei�Unrecht?,�JZ�1958,�S.�553.;�Erich�
May,�Das�verkehrsrichtige�Verhalten�als�Rechtsfertigungsgrund,�NJW�1958,�S.�
1264.;�Heinrich�Lehmann,�Allgemeiner�Teil�des�Bürgerlichen�Gesetzbuches,�1.�
Bd.,�14.�Aufl.,�1963,�S.�327�ff.
107 BGH�4.�3.�1957は踏切事故の事案であり、既に社会的に相当な行為の例とし
て鉄道を挙げていたヴェルツェルは同判決に基づいて社会的相当性の理論が一
般的法原則であること、同理論が刑法のみならず、全法秩序において妥当する
旨を主張している（Welzel,�a.a.O.�(Fn.�74),�S.�74.）。
108 この点について、前述30頁を参照。
109 この点について、五十嵐・前掲注99・412-413頁を参照。
110 争議行為の違法性とニッパーダイの理解について、喜多實「争議行為のい
わゆる民刑事免責の法構造」一橋論叢57巻５号（1967年）602頁以下。
111 Alfred�Hueck-Hans�Carl�Nipperdey,�Lehrbuch�des�Arbeitsrechts,�2.�Bd.,�6.�
Aufl.,�1957,�S.�638.�ヴェルツェルの見解も引用されている。Hueck-Nipperdey,�
a.a.O.,�S.�639�mit�Fußn.�34を参照。
112 これら裁判例について、前述11頁以下を参照。
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における自由は意思決定自由を含まず、それゆえ確かに同条項の自由侵
害は労働争議によって生じないのであるが、しかし同条項の「その他の
権利」として認められている営業権の侵害を理由として労働争議に対す
る823条１項の適用は可能であって、その際に重要な意味を持つ基準が
社会的相当性であり、すなわち労働争議が全て違法を意味するのではな
く、社会的相当性を逸脱した労働争議が違法であり、民法823条１項に
基づく賠償義務に服する113。
　こうした社会的相当性の理論を介したニッパーダイの争議行為論は、
一見すると使用者の営業権と労働者の争議行為権が比較考量される構図
である。しかし、ニッパーダイの理解によれば、まず「民法823条１項
に服する権利の侵害は、それ自体として構成要件に該当し、かつ違法で
あ」り114、つまり争議行為は原則として・・・・・違法であって、例外的として・・・・・・社
会的相当性概念を通じて争議行為の違法性が阻却されるのである115。
　以上の如く、社会的相当性ないし行為無価値の考え方は、刑法以外の
他の法領域へも引き継がれた。問題は、その解釈論的影響である。前述
したメツガーとヴェルツェルの対立においても確認したように、結果無
価値論は法益の保護と結び付き、行為無価値論においては制裁的観点が
重視される。民法においても行為価値論に依拠するならば、制裁の観点
が強調されるであろう116。その影響が詐欺取消制度においても見られる
か否か、について引き続き確認する。

（２）悪意の欺罔と行為無価値論
　①違法論と正当防衛
　行為無価値論が民法へ流入した影響は、123条１項における悪意の欺
罔においても見られる。そして、悪意の欺罔と違法性の関係を意識させ

113 Hueck-Nipperdey,�a.a.O.�(Fn.�111),�S.�632-639.
114 Hueck-Nipperdey,�a.a.O.�(Fn.�111),�S.�640.
115 ニッパーダイは、ヴェルツェルの文献を引用した後に続けて、社会的相当
性の概念を特別な正当化事由として示している。Hueck-Nipperdey,�a.a.O.� (Fn.�
111),�S.�639�mit�Fußn.�34を参照。
116 Manfred�Löwisch,�in:�Staudingers�Kommentar�zum�Bürgerlichen�Gesetzbuch�
mit�Einführungsgesetz�und�Nebensgesetzen,�2004,�S.�282.
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る契機を与えた裁判例として、次の事案が重要である。

　BAG�22.�9.�1961�(AP�Nr.�15§123�BGB�Bl.�1253=�NJW�1962,�S.�74)�
は、労働契約の締結時に被告（使用者）が妊娠の有無を尋ね、これを
原告（被用者）は秘匿し、後に被告が悪意の欺罔を理由として当該契
約を取り消した事案において、あらゆる虚偽の回答が悪意の欺罔を構
成するわけではないが、しかし妊娠の有無に関する質問は許された質
問であり、ゆえに本件において悪意の欺罔が成立する旨を説示した。

　本判決は、悪意の欺罔が場合によっては許容され得る余地を示唆し
た117。これは、いわば「嘘をつく権利」を認める可能性を残しているの
であって、この点を批判する見解が存在する118。しかし、使用者の質問
が被用者のプライバシーを侵害している点も同時に顧慮されるべきであ
ろう119。この点に鑑みて、正当防衛の判断を通じて悪意の欺罔を評価す

117 本判決も引用している BAG�5.�12.�1957�(NJW�1958,�516)�においては、前科
に関する質問は許されない質問として理解され、この質問に対する虚偽の回答
は悪意の欺罔として認められなかった。使用者の質問権を認めるべき必要性も
確かに存在するのであるが、しかし他方において被用者のプライベートを保護
する必要も存在するのであり、基本法が保護する人格権の問題も含めて労働法
における一個の論点を形成している（例えば、Florence�Beck,�„Fragerecht“und�
„Recht�zur�Lüge“,�2004を参照（特に S.�75�ff.））。
　なお、BAG�5.�12.�1957と BAG�22.�9.�1961によれば、質問内容に応じた区別
が認められるのであるが、しかし男女の平等的取扱に関するヨーロッパ共同体
指令（1976年）を受けて、とりわけ近時の裁判実務においては妊娠に関する質
問も許されない質問として理解されている。この点は後述する。
118 ラーレンツは、ある質問に対する単なる沈黙が当該質問内容の告白に等し
く、ゆえに単なる沈黙が質問に対する防御として十分ではないこと、さらに質
問に対する回答を拒絶することによって不利益を被る可能性が存することを指
摘しつつも、しかし「たとえ限定的であっても、嘘をつく権利を承認すること
は、甚大なる法的不安定を来たし、とりわけ信頼の激しい動揺を招く」点を重
視し、悪意の欺罔が許容される可能性を認めない（Karl�Larenz,�Anm.�zu�AP�
Nr.�15§123�BGB�Bl.,�S.�1256）。
119 前掲注におけるラーレンツの見解も、「嘘をつく権利」を認めることが当事
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べき旨を唱える学説が登場した。すなわち、ノイマン－デュースベルク
（Neumann‐Duesberg）によれば、被用者の側のプライバシーを考え
るなら、許されない質問に対する正当防衛として悪意の欺罔が認められ
るべきであり、そして正当防衛によって違法性が阻却され、このことに
よって悪意の欺罔は正当化され、したがって取消権も否定される120、と
いう。
　この理解によれば、少なくとも、「嘘をつく権利」という表現を回避
した解決が可能である121。しかし、ノイマン－デュースベルクの理解を

「悪意の欺罔と違法性」の関係から眺めるならば、防衛意思の要否とい
う重要論点が出現する。既に確認したように、主観的違法要素論は正当
防衛の問題としても登場し、その初期の提唱者のフィッシャーは、違法
性の阻却または不阻却に関して行為者の目的の重要性を説き、主観的正
当化要素として正当防衛の意思を要求していた122。そして、主観的違法
要素は行為無価値論と密接に関係していたのであり、ヴェルツェルは原
則として故意を主観的違法要素として理解し、結果無価値論と行為無価
値論の対立が生み出されたのであった。すなわち、防衛意思の要否とい

者間（むしろ使用者）の信頼を損ねる点を重視するが、しかし許されない質問
を提起した者が「嘘をつく権利」の行使を誘発している点に対する配慮は示し
ておらず、事業者側に偏した理解であり、これは問題であろう。
　なお、ドイツの裁判例の類型として、悪意の欺罔が争われる他の一般的な事
案と異なり、労働契約と保険契約に関しては、経済的弱者たる被用者が欺罔者
として登場し、経済的強者たる使用者が被欺罔者として登場する、という特徴
が認められる。この点は、悪意の欺罔の捉え方にも影響しているように思われ
る。この点は、後述する。
120 Neumann‐Due sb e r g , � R e ch t sw i d r i g k e i t s e r f o r d e r n i s � u nd�
Rechtswidrigkeitsausschluß� (Notwehr)� in�Täuschungstatbestand�des§123�
BGB,�JR�1967,�S.�2�f.
121 123条１項における悪意の欺罔と正当防衛の問題と解決方法は、その他の
学説によっても受け入れられている。例えば、Lübtow,�a.a.O.� (Fn.�7),�S.�275.;�
Hans�Brox,�Handkommentar�zum�Bürgerlichen�Gesetzbuch,�1.�Bd.,�7.�Aufl.,�
1981,�S.�183.;�Kramer,�a.a.O.�(Fn.�7),�S.�1168を参照。
122 前述17頁を参照。
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う問題は、違法論の対立へ還元され得る論点であるのである123。問題は、
この対立が123条１項の悪意の欺罔において如何なる意味を持つか、で
ある。

　②正当防衛論の影響
　既に確認したように、結果無価値論に依拠するメツガーは刑法の第一
義的任務を法益の保護として理解していたのであり、これに対して行為
無価値論を展開したヴェルツェルは刑法の第一次的任務を社会倫理的な
心情的価値の保護に求めた124。すなわち、防衛意思の要否の問題は規範
目的の理解にも影響する。たとえば、防衛意思の要件化に対して結果無
価値論が抱く危惧感の背景には、民法の損害賠償法は損害を調整するこ
とが任務であって、悪しき意思に私的刑罰を科すことが任務ではない、
という理解が存在しているのである125。

123 防衛の意思を要求する立場は、「違法性の判断は、客観面・主観面の両方か
らなされなければならない、という違法二元論ないし行為無価値論からの帰結
であり、故意を積極的な主観的違法要素（主観的構成要件要素）とする立場と
裏腹の関係にある」のに対して、防衛の意思を要求しない立場は、「違法性の
判断は客観的でなければならない、という結果無価値論からの帰結であり、故
意をもっぱら責任要素とする立場に通ずる」（浅田和茂『刑法総論』（2005年）
227頁）。つまり、ここまで検討してきた違法論は正当防衛の問題と密接に関連
しているのであって、このことを前提として、続けて123条１項と違法論の関
係について確認する。
　なお、民法学における正当防衛の議論は、刑法学説から影響を受けている（こ
の点について、Repgen,�a.a.O.� (Fn.�76),�S.�793）。それゆえ、正当防衛と違法性
の関する刑法学の議論を、民法学において否定する理由は存しないであろう。
124 この点について、前述23頁を参照。
125 この点について、Johann�Braun,�Subjektive�Rechtfertigungselemente�im�
Zivilrecht?,�NJW�1998,�S.�942.;�Repgen,�a.a.O.�(Fn.�76),�S.�787も参照。
　結果無価値論の立場から見れば、防衛の意思を要求する立場は防衛の意思を
持たざる防衛者の悪しき意思を理由として、この防衛者に損害賠償義務を負担
させる理解に等しく、こうした解釈は正当防衛の際に要求される防衛意思と
いう主観的要素が良俗的評価と結び付く危険性としても映る（Braun,�a.a.O.,�S.�
942;�Helmut�Grothe,�Münchener�Kommentar�zum�Bürgerlichen�Gesetzbuch,�1.�
Band,�5.�Auflage,�2006,�S.�2529を参照）。それゆえ、結果無価値論者は、原則と
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　つまり、123条１項における悪意の欺罔と正当防衛の関係を議論する
重要な意味は、正当防衛の意思の要否の問題を通じて、同条項の規範目
的の理解に影響が及ぶ点に存する。そこで、123条１項における防衛意
思の要否に関して、再びノイマン－デュースベルクの見解を確認する。
ノイマン－デュースベルクによれば、悪意の欺罔による正当防衛の成否
は欺罔の目的（Zweck）を通じて決せられる126、という。このことから
ノイマン－デュースベルクが防衛の意思を要求していること、それゆえ
ノイマン－デュースベルクが既に行為無価値論へ傾斜していることが推
察される127。そして、ノイマン－デュースベルクは次のように述べる。「法
が取消可能性という極めて重大なる制裁（Sanktion）を当事者の特定の
振る舞いへ下す理由があるとするなら、それは当該当事者の振る舞い方
が法によって拒否されるからであり、つまり違法であるからに他ならな
い」128。

して正当防衛に際して防衛意思を要求せず、客観的な正当防衛状況によって
結果無価値が除去されることを認めるのである（Jauernig,�a.a.O.�(Fn.�7),�S.�151�
u.�248も参照）。なお、結果発生を違法性の判断要素として理解する結果無価
値論によれば、正当防衛時における攻撃者の行為は結果不法論の違法性判断
の対象である結果を惹起していないから、227条２項（：正当防衛は、現在の
違法な攻撃から自己または第三者を回避するために必要な防衛である）にお
ける「違法な攻撃」の要件を満たさない。それゆえ、結果無価値論は、現に
発生した結果のみならず、差し迫る結果（bevorstehende�Erfolg）ないし法益
の危殆化（Rechtsgutsgefährdung）を違法性の判断要素として理解する（こ
の点について、Wolfgang�Münzberg,�Verhalten�und�Erfolg�als�Grundlangen�
der�Rechtswidrigkeit�und�Haftung,�1966,�S.�345�mit�Fußn.�702.;�Grothe,�a.a.O.,�S.�
2524.;�Repgen,�a.a.O.�(Fn.�76),�S.�787を参照）。
126 Neumann‐Duesberg,�a.a.O.�(Fn.�120),�S.�3.
127 ノイマン－デュースベルクは、結果不法と行為不法を区別する必要性がな
い旨を指摘し、Münzberg,�a.a.O.� (Fn.�125) を引用する（Neumann‐Duesberg,�
a.a.O.�(Fn.�120),�S.�3�mit�Fußn.�2）。ミュンツベルクの立場は、違法性を行為に
関連づける理論であり、すなわち行為無価値論に依拠している（この点につい
て、Erwin�Deutsch,�Fahrlässigkeit�und�erforderliche�Sorgfalt,�2.�Aufl.,�1995,�S.�
447�mit�Fußn.�129を参照）。
128 Neumann‐Duesberg,�a.a.O.�(Fn.�120),�S.�2.
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　防衛の意思を要求するノイマン－デュースベルクの理解から、行為無
価値論が123条１項へ入り込み、法律効果の制裁的側面が重視され、違
法性は行為の関連において捉えられていることが判明するであろう。し
かし、その反面として、意思決定自由の保護という123条１項の規範目
的は後退する。このことは、詐欺取消制度において行為無価値論を支持
する帰結として留意されなければならない129。

129 例えば、シュトル（Hans�Stoll）も、123条を端的に行為関連的不法の形
式として捉え、同条において行為無価値の理論が顧慮される旨を説く。Hans�
Stoll,�Zum�Rechtfertigungsgrund�des�verkehrsrichtigen�Verhaltens,�JZ,�1958,�
143.
　なお、123条１項の強迫に関連する違法性要件について付言する。同条項の
違法性要件が強迫にのみ関連することは立法過程において確認された（本誌
63巻５号71-72頁）。この点について、ノイマン－デュースベルクによれば、
日々の生活においては健全な強迫が存在し得るから、これを除くために、立
法者は強迫に関しては違法性要件を設けたのであろう、という（Neumann‐
Duesberg,�a.a.O.�(Fn.�120),�S.�2）。例えば、訴の提起は一定の圧力を伴うが、し
かし債務を履行しない債務者に対して訴を提起することは法が認めているので
あり、かかる法的制度の利用それ自体は強迫ではなく、違法でもない（Flume,�
a.a.O.�(Fn.�7),�S.�535.;�Kramer,�a.a.O.�(Fn.�7),�S.�1187.）。しかし、例えば、ある銀
行が自己の債務者 A の交換手形（資金調達を目的として振り出され、双方が
切り合う手形。騎乗手形とも呼ぶ）を告発する代わりに、A の妻に対して A
の連帯保証を引き受けるように迫る場合は、強迫の成立が考えられ得る。この
ような事案において、原審は強迫を認めたが、しかし BGH�23.�9.�1957�(BGHZ�
25,�217) は強迫を否定した。その理由について裁判所によれば、自己の発言が
他人の意思自由に許されない方法で干渉している、という意識が強迫者に欠
けていたからである、という。かかる裁判所の立場に対して、123条は被強迫
者の自由な意思決定を保護しているのであるから、違法性も客観的に決せら
れる、つまり被強迫者の決定自由の客観的侵害が重要である、という学説の
批判も見受けられる（Johannes�Karakatsanes,�Die�Widerrechtlichkeit� in§123�
BGB,�1974,�S.�133.;�Werner�Lorenz,�JZ,�1963,�S.�319�f. を参照）。しかし、裁判
所と同様に、強迫者の主観を重視するなら、強迫における違法性は典型的な
結果不法として理解されないのである（Stephan�Lorenz,�Der�Schutz�vor�dem�
unerwünschten�Vertrag,�1997,�S.�352.）。
　123条１項それ自体が行為無価値論に服するなら、欺罔における悪意要件
と強迫における違法性要件は、実質的に異ならない。すなわち、行為無価値
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　　　第２項　法益保護の背景と方法
（１）法益保護の背景
　①個人保護の社会的要請
　123条１項における悪意の欺罔という概念は、それ自体が既に行為者
の悪質性を連想させ、しかも行為無価値論と結び付くことによって意思
決定自由の保護という123条１項の規範目的さえも後退させてしまう。
　こうした理解は、確かに1960年代において妥当していた。ところが、
他方において1960年前後から消費者問題も表面化し、法益の保護を志向
させる重要な契機が生じた130。このことは、123条１項における悪意の欺
罔に関する解釈にも影響を及ぼしたのである。
　社会的経済的関係の変化は人間像を変容せしめ、自己の生活関係を自
ら形成する個人的人格という観念は社会的影響や経済力によって左右さ
れる大衆的人間という姿へ変容し、契約当事者間の力の均衡は崩れ、こ
うして自己責任に基づいて利益調整する前提は次第に失われ始めてい
た131。こうした事態は労働問題においても重要な意味を持つであろうが、
しかし例えば争議行為において示される労働者間の団結が示す如く、集
団的色彩が強い労働問題と異なり、消費者問題は個々人の取引関係の観
点から捉えられるのであり、なればこそ個人の意思が重視される契機も

論によれば、一方で強迫が持たない悪意要件
・・・・・・・・・・・

は主観的違法要素として理解さ
れ、他方で悪意の欺罔が持たない違法性要件

・・・・・・・・・・・・・・・
も主観的違法要素を意味するか

らである。それゆえ、123条１項の構成要件を、故意の欺罔または違法な強
迫（vorsätzliche�Täuschung�oder�widerrechtliche�Drohung）として表記す
る者も存在する（例えば、Dieter�Medicus,�Die�Lösung�vom�unerwünschten�
Schuldvertrag,�JuS,�1988,�S.�4を参照。なお、メディクスも123条１項における
悪意の欺罔を行為不法論に基づいて解釈している。この点は後述する）。
130 この点について、例えばトーマス・ライザー（吉野一�訳）「最近十年間の
西ドイツにおける契約法領域の立法および法律学の社会的変化への対応」法
学研究（明治学院大学）27巻（1981年）175頁以下を参照。Holger�Fleischer,�
Konkurrenzprobleme�um�die�culpa� in�contrahendo:�Fahrlässige�Irreführung�
versus�arglistige�Täuschung,�AcP�200�(2000),�S.�103も参照。
131 Manfred�Wolf,�Rechtsgeschäftliche�Entscheidungsfreiheit�und�vertraglicher�
Interessenausgleich,�1970,�S.�1.



民事詐欺の違法性と責任（４）

［308］北法63（6・217）1845

十分に存在していたのである132。
　もちろん、例えば経済的な力関係の不均衡に基づく契約は138条133に
よって、あるいは取引約款に基づく不公平な契約は242条134によって、
一応の解決を図ることが可能であった。ところが、共通原理の欠如が問
題として残されていた。そして、こうした共通原理を求める前提として、
私的自治ないし自己決定が強調され始めたのである135。
　もちろん、私的自治それ自体は、既に以前から承認されている民法の
基本原理である。しかし、単なる私的自治の承認は、たとえ不本意な意
思表示であったとしても、私的自治的意思を理由として当該意思の有効

132 もっとも、労働問題からも自由意思を強調する見解は説かれていた。例え
ば、ラム（Thilo�Ramm）によれば、「個人にとって意思形成の自由は、その
人格と直接的に結び付く。意思形成の自由を喪失することは奴隷状態よりも低
く見られる状態へ成り下がることを意味するが、しかし奴隷は自分の意思に
よって自由を奪い取ることができるのに対して、意思形成の可能性が奪われて
いる者には意思形成の機会さえ失われているのであ」り、「基本法２条におい
て規定されている個人の行為自由は、個人の決定自由または意思形成の自由

（Entscheidungs�－�oder�Willensbildungsfreiheit）を確実ならしめる保証であり、
行為自由が意思形成の自由なくして想像し得ない如く、逆に意思形成の自由も
行為自由なくして思考し得ないのである」、という（Thilo�Ramm,�Die�Freiheit�
der�Willensbildung�－�ein�Grundprinzip�der�Rechtsordnung,�NJW�1962,�S.�465-
469）。
　ただし、ラムの主眼は、むしろ、個人の意思決定自由それ自体ではなく、労
働者団体の意思形成自由であり、個人の意思決定自由が基本権として保護され
る帰結を団結体内部の意思形成自由の保護へ及ぼす点に存する（この点につい
て、Ramm,�a.a.O.,�S.�467�f.�u.�S.�470）。個人は統一単体であるが、しかし団体は
解体可能性を有するのであって、両者は区別されるべきである、という反論の
可能性をラム自身も示唆している（Ramm,�a.a.O.,�S.�468�u.�S.�470）。それゆえ、
ラムの議論は、純粋に個人の意思決定自由を尊重する議論へ必ずしも直結しな
い。
133 138条１項：善良の風俗に反する法律行為は、無効である。
134 242条：債務者は、取引通念に鑑みて信義誠実に適うべく給付を為す義務を
負う。
135 この点について、Wolf,�a.a.O.�(Fn.�131),�S.�1-3を参照。
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性を導き出すことができ、むしろ経済的強者の利器と化す136。それゆえ、
形式的な私的自治ではなく、法律行為を実現する前提として求められる
べき自己決定の力（Macht�zur�Selbstbestimmung）を保証する実質的
私的自治が要請された137。
　この方向性を重視する代表的論者としてフルーメ（Werner�Flume）
が挙げられる。フルーメは、自己決定を為し得る力が存在して初めて私
的自治が実現され得る旨を確認し、さらに意思の重要性を説く138。フルー
メによれば、私的自治は基本法２条によって保障された基本原理であり、
そして「私的自治を承認することは、次なる原則の承認を意味する：意
思は理性に代わりて立つ（stat�pro�ratione�voluntas）」139。
　既に確認したように、基本法2条の解釈として、意思決定自由が含ま
れていた140。このことから、私的自治と意思決定自由が密接に関連して
いること、自己決定の権利性が示唆されていること、そして以降の展開
として意思決定自由が強調されることも予想される。
　これに加えて注目される点は、stat�pro�ratione�voluntas が私的自治
の承認を意味する原則として理解されている点である。既に確認したよ
うに、理性より意思を重視する立場は主意主義を意味し、例えば民法典
の起草者も同様の態度を示していたのであった141。
　問題は、こうした立場が123条１項における悪意の欺罔に関する解釈
に及ぼす影響である。この点について、引き続き検討する。

136 この点に関して、Günther�Hönn,�Zur�Problematik�der�Privatautonomie,�Jura,�
1984,�S.�62を参照。
137 この点について、Hönn,�a.a.O.�(Fn.�136),�S.�72.
138 Flume,�a.a.O.�(Fn.�7),�S.�10.
139 Werner�Flume,�Rechtsgeschäft�und�Privatautonomie,� in:�Hundert�Jahre�
deutsches�Rechtsleben,�1.�Bd.,�1960,�S.�136-141.�フルーメの法律行為論について、
例えば高橋三知雄「Flume の法律行為論」法学論集16巻４・５・６号（1966年）
433頁以下、吉岡祥充「W・フルーメの法律行為論に関する一考察－ラーレン
ツ行為基礎論との比較を通して－（１）（２・完）」法学雑誌31巻３・４号（1985
年）777頁以下・32巻２号（1985年）257頁以下を参照。
140 前述29頁を参照。
141 本誌63巻５号77頁を参照。
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　②規範目的の再評価
　確かに、これまで検討したように、戦前・戦後を通じて、違法性の主
観化に伴い、詐欺取消制度から欺罔者に対する非難を見出す立場が有力
化し、これは一方で行為無価値論と結び付き、かつて説かれたサヴィニー
の見解へ接近し、他方で詐欺を自由意思の侵害として捉えた啓蒙期自然
法学説および民法典の起草者の理解から乖離していた。しかし、これに
対して、フルーメは再び、意思を重視する立場を示した。
　フルーメの立場は異説ではなかった。フルーメと同様に、決定自由を
私的自治的な自己決定の表出として捉えるヴォルフ（Manfred�Wolf）は、
例えばサヴィニーが展開した行為者の違法性を重視する理論を批判し、
むしろ意思形成に対する妨害という観点から理解すべき旨を説き142、次
のように述べる。「民法典は、サヴィニーの如く強迫の違法性を、その
反良俗性に依拠しているのではない。むしろ、民法典は、その点に関す
る根拠を、意思自由の侵害に見出しているのである」143。
　この意味においてヴォルフが理解する自由意思は、単なる責任根拠の
自由意思に止まらず、違法根拠の自由意思を意味する。違法根拠の自由
意思は既にリストによって示唆されていたものの、リストの見解は主と
して不法行為法において展開されていたのであって144、これに対して
ヴォルフが理解する自由意思は明らかに法律行為法に位置する違法根拠
の自由意思を意味している。
　確かにヴォルフはサヴィニーの強迫理論を取り上げている。しかし既
に確認したように、サヴィニー説における強迫と違法性の関係は詐欺に
関しても妥当していたのであって145、ゆえにヴォルフの理解は詐欺（民
法典における悪意の欺罔）にも妥当するはずであり、少なくともヴォル
フは詐欺を別異に扱う意図を示していない146。

142 Wolf,�a.a.O.�(Fn.�131),�S.�80�u.�S.�114.
143 Wolf,�a.a.O.�(Fn.�131),�S.�113.
144 この点について、本誌63巻５号78頁以下を参照。
145 この点について、本誌63巻５号48頁の注223を参照。
146 Manfred�Wolf,�Rechtsgeschäftslehre,� in:�Grundlagen�des�Vertrags-�und�
Schuldrechts,�mit�Beiträgen�von�Volker�Emmerich・Walter�Gerhardt・
Wolfgang�Grunsky・Diether�Huhn・Eike�Schmidt・Otto�Tempel・Manfred�
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　既に確認したように、サヴィニーは自然法学説から生まれたプロイセ
ン一般ラント法を批判し、欺罔行為の違法性を重視していたのであって、
被欺罔者の自由意思に対する侵害から違法性を捉えていたわけではな
かった147。この意味においてサヴィニーの立場は、戦前・戦後における
行為無価値論の理解に近い。もちろん、サヴィニーが個人意思の自由と
詐欺取消制度の法律効果を結び付けなかった主たる理由はサヴィニーが
依拠するローマ法に求められるであろうが、しかし他の理由としてサ
ヴィニーが自由意思を責任根拠としてのみ理解し、違法根拠として作用
する自由意思を把握していなかった点にも求められるであろう148。ゆえ
に、その逆として、意思決定自由という被侵害権利の要保護性を強調す
る理解によれば、決定自由が違法性の評価へ含まれ、行為無価値的発想
から結果無価値的発想へ転換せられる。この理解に従うなら、取消権は
制裁として看做されず149、123条において行為不法や欺罔者の処罰を語る
ことも否定されるのである150。
　もっとも、自由意思を強調するフルーメとヴォルフの理解は、必ずし
も123条１項の具体的な要件論へ反映されていない。欺罔者から被欺罔
者へ解釈の視点が移るなら、それに応じて要件が変化（とりわけ緩和）
されて然るべきであるが、しかし少なくともフルーメとヴォルフにおい

Wolf,�1974,�S.�108�ff.�を見る限り、ヴォルフが特に強迫を取り上げている理由は、
123条１項の違法性要件に求められるように思われる。既に確認したように、
123条１項における強迫は独自の違法性要件を備え、これが主観的違法要素と
して作用し得たのであった（この点について、前述38頁の注129を参照）。つま
り、違法性要件を持つ123条１項の強迫においてさえ、意思自由の侵害を違法
性の根拠として捉えることができるのであるなら、違法性要件を持たざる悪意
の欺罔においても同じ解釈が妥当するはずである。
147 この点について、本誌63巻５号47頁以下を参照。
148 サヴィニーは個人の自由意思を否定していたわけではなく、むしろ自由意
思を法律行為論の前提として捉えていたが、しかし自由意思は強迫または詐欺
によって害されないものとして理解していた。この点について、本誌63巻５号
49頁の注224。
149 この点について、Lübtow,�a.a.O.�(Fn.�7),�S.�274.
150 この点について、Michael�Lehmann,�Vertragsanbahnung�durch�Werbung,�
1981,�S.�138.
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て、そのような具体的な解釈論は展開されていない。この意味において
当時の学説の動向は法益を保護すべき背景と必要の説明・・に止まる。
　むしろ、実際的に要件を緩和する契機は、裁判所によって与えられた。
まず、裁判所は契約締結上の過失法理を通じて123条１項における悪意
の欺罔を補完する理解を示した。ただし、法益保護の方法として重要な
意味を持つ同法理の目的は当初は必ずしも自由意思の保護という観点か
ら捉えられていたわけではなく、このことから同法理と123条１項の関
係が問われ、債務法の改正にも及ぶ種々の議論を呼んだ。この点につい
て、引き続き検討する。

（２）法益保護の方法－契約締結上の過失－
　①画定問題
　社会の複雑化によって詐欺を受け易い状況が形成される一方で、詐欺
者の故意の証明が人の精神内部の立証であることはローマ法の時代から
何ら変わらず、その立証は依然として困難である151。それゆえ、123条１
項において意思決定自由の保護を志向する前提として、同条項における
故意要件の克服が重要な課題として残る。
　故意要件を克服する方法を大別するなら、証明それ自体を簡易化する
方法152と要件を緩和する方法が考えられ得る。後者に関しては、さらに、
契約締結上の過失法理を援用する方法153と、同条項における故意概念を

151 その困難を例えるなら、「悪魔の証明」（probatio�diabolica）である（Theodor�
Süss,�Vorvertragliche�Anzeigepflicht,�insbesondere�bei�der�Krankenversicherung,�
VersR�1952,�S.�186）。
152 例えば、一応の証明である。悪意の欺罔に関する一応の証明について、判
例は確立していない。この点は後述する。
153 123条１項と契約締結上の過失法理の関係は既に紹介されている。例えば、
藤田寿夫「説明義務違反と法解釈方法論－詐欺規定と評価矛盾するか？－」神
戸学院法学７巻１・２号（1997年）１頁以下、同「取引交渉過程上の法的責任」
伊藤進＝國井和郎＝堀龍兒＝新美育文（編）『現代取引法の基礎的課題』（1999
年）533頁以下、潮見佳男「ドイツにおける情報提供義務論の展開（一）」法学
論叢45巻２号（1999年）１頁以下（同論文を収めた『契約法理の現代化』（2004
年）142頁以下）、川角由和「ドイツ債務法の現代化と『契約締結上の過失』（culpa�
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拡張する方法が考えられる。ここでは、まず契約締結上の過失法理を援
用した裁判例について確認する（故意概念を拡張に関しては後述する）。
　契約締結上の過失法理を援用した裁判例として、BGH�31.�2.�1962�
(NJW�1962,�1196)�が著名である。

　被告は新しい旋盤を購入する際に原告の代理人から新旋盤を旧旋盤
の設置場所に設置し得る旨の説明を受けたのであるが、しかし実際は
設置不可能であったのであり、新旋盤の引取を拒絶した被告の代金支
払義務の有無が争われた。BGH�31.�2.�1962は、次のように述べて、過
失による欺罔を理由に、被告の売買代金支払義務を否定した。すなわ
ち、過失による被欺罔者に困難な悪意の証明を行わせる理由は存在せ
ず、確かに契約締結上の過失法理の効果は損害賠償であるものの、こ
の意味の損害賠償は債務法上の義務を解放させる請求権に過ぎず、
123条１項における悪意の欺罔に基づく取消可能性と結果において異
ならない（123条１項と契約締結上の過失法理の相違は、前者が物権
的効果を有する点において残る）。

　123条１項を契約締結上の過失法理によって補完することは、要件な
いし効果において、過失の詐欺を肯定するに等しい。この点を疑問視し
たメディクス（Dieter�Medicus）は、次のように述べて、BGH�31.�2.�
1962を批判する。すなわち、メディクスによれば、もしも同法理の安易
な適用を許せば、123条が要求する悪意（故意）要件は空洞化されてし
まうのであり、確かに有責な言動に対して何ら制裁（Sanktion）が加え
られない点に対しては、これに反発する法感情が存在するかもしれない
が、しかし、そのことを理由として同法理の無差別な適用を認めること

in�contrahendo）」川角由和・中田邦博・潮見佳男・松岡久和（編）『ヨーロッ
パ私法の動向と課題』（2003年）211頁以下、古谷貴之「ドイツ情報提供責任論
の展開－制度間競合論の視点から－」同志社法学59巻３号（2007年）95頁以下、
内山敏和「意思形成過程における損害賠償法の役割についての一考察－損害賠
償法と法律行為法・その１－」早稲田法学84巻３号（2009年）303頁以下。本
稿は上記の先行業績に依拠しており、それゆえ重複は可能な限り避けるが、し
かし分析が重複しない限度においては重複も厭わず、検討を続ける。
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はできない154、という。
　既に違法論の検討において確認したように、制裁の強調は行為無価値
論の傾向を有し、さらに行為無価値論にとって故意は重要な違法要素で
あった。メディクスも123条１項と制裁の問題を結び付け、しかも123条
１項における故意要件の空洞化を懸念しているのであって、さらにメ
ディクスは同条項における故意を「故意の不法（vorsätzliches�Unrecht）」
として理解している155。すなわち、過失の詐欺を実質的に認める BGH�
31.�2.�1962に対してメディクスが批判を加える背景には、行為無価値論
の発想が窺われるのである。
　行為無価値論が123条１項と結び付けば、意思決定自由の保護という
同条項の規範目的が後退することも既に確認した。確かに、BGH�31.�2.�
1962が意思決定自由の保護という観点から契約締結上の過失法理を援用
したのか否か、は必ずしも明確ではない。しかし、確かな事は、契約締
結上の過失法理を通じて123条１項の要件を緩和した BGH�31.�2.�1962か
ら、被欺罔者を過失の欺罔から救済すべき必要性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・が認められる、という
点である156。このことは、BGH�31.�2.�1962に続く裁判例（例えば、BGH�
11.�5.�1979�(NJW�1979,�1983)�およびBGH�17.�4.�1986�（WM�1986,�S.�1032)）157

が、契約締結上の過失法理の適用を肯定し続けた事実からも理解される
であろう。

154 Dieter�Medicus,�Grenzen�der�Haftung�für�culpa�in�contrahendo,�JuS�1965,�S.�
214�u.�218.
155 Medicus,�a.a.O.�(Fn.�154),�S.�209.
156 「自己決定に対する過失の干渉を顧慮すべき根本的な法倫理的要請が窺われ
るのである」（Lorenz,�a.a.O.�(Fn.�129),�S.�332）。
157 例えば、BGH�11.�5.�1979、BGH�17.�4.�1986が挙げられる。BGH�11.�5.�1979
は強迫の事案において取消期間経過後（民法124条１項：123条による取消可能
な意思表示の取消しは、１年以内にのみ為すことができる）も契約締結上の過
失法理に基づいて契約の履行を拒絶し得る旨を説き、BGH�17.�4.�1986は契約締
結上の過失に基づく損害賠償が認容された事案において同法理に基づいて責を
負うべき人的範囲を123条に基づいて決定されるべき旨を説示している。この
点からも、裁判所が契約締結上の過失法理と123条における取消可能性を接近
せしめていることが窺われる。



論　　　説

［315］ 北法63（6・210）1838

　②「契約締結上の過失」の立法化
　意思決定自由を過失行為からも保護すべき要請・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・は、まず不法行為法の
領域において見られた。既に確認したように、支配的見解は823条１項
における自由概念から精神的自由を排除していたが、しかし例えばヴォ
ルフ（Ernst�Wolf）158やエッケルト（Jörn�Eckert）159は823条１項におけ
る自由として決定自由を認めるのである。
　そして、意思決定自由の要保護性を重視する理解は、123条１項と契
約締結上の過失法理を巡る議論においても見られ始める。まず、裁判例
として、BGH�26.�9.�1997�(NJW�1998,�S.�302;�MDR�1998,�S.�25;�JZ�1998,�S.�
1173)�が重要である。

　買主の原告は不動産売買契約に際して売買代金の支払が賃料や税制
措置によって補われ得る旨の説明を仲介人（被告の履行補助者）から
受けたが、しかし実際は原告が代金の一部を支出しなければならな
かったのであり、原告が被告に対して損害賠償を求める訴を提起した
事案において、BGH�26.�9.�1997は次のように説示した。法律行為領域
における自由な自己決定を保護する123条１項において損害の発生は
要しないが、しかし契約締結上の過失法理による契約解消は「損害」
の発生が必要であり、その「損害」の有無は基本的に差額説によって

158 ヴォルフによると、同条項における自由を身体的自由に限れば、人格的発展
にとって根本たる人間の絶対的権利は否定されるのであり、決定自由を絶対権
として保護しないことは基本法２条に違反する、という（Ernst�Wolf,�Lehrbuch�
des�Schuldrechts,�2.�Bd.:�besonderer�Teil,�1978,�S.�520.;�ders.,�Allgemeiner�Teil�
des�bürgerlichen�Rechts,�3.�Aufl.,�1982,�S.�131�u.�135）。基本法２条について、
前述29-30頁。
159 エッケルトによれば、当該決断に対応して行為し得る自由なき内面的決定
自由は無意味であり、「823条１項の意味における自由は、特定の作為決定お
よび不作為決定の自由と、この決定に対応した作為および不作為の自由－決
定の自由－として理解されるべきである」、という（Eckert,�a.a.O.� (Fn.�29),�S.�
631）。しかも、エッケルトによれば、かかる解釈は民法典成立当初の支配的見
解、例えばリストの見解にも符合する、という（Eckert,�a.a.O.）。エッケルト
がリストの見解に言及している箇所は a.a.O.,�S.�629。リストの見解について、
本誌63巻５号78頁以下を参照。
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判断されるものの、たとえ売買目的物が価格相当分の価値を有してい
ても、相手方の有責な義務違反なかりせば、被害者は当該契約を締結
していなかったであろう事案においては、その目的物が被害者にとっ
て無用であることが「損害」を意味するのである。

　本判決は、一見すると、契約締結上の過失法理の保護目的から意思決
定自由の保護を排除している。しかし、本判決が説示する損害概念は財
産的減少を問わないから、本判決が理解する契約締結上の過失に基づく
保護は実質的に財産と無関係である160。つまり結果的に、BGH�26.�9.�
1997は契約締結上の過失法理によって意思決定自由が保護されることを
認めた裁判例として理解される可能性を秘めていたのである161。
　実際に、BGH�26.�9.�1997以降の学説は、その可能性を受け、契約締結上
の過失法理を通じて意思決定自由の保護を図る解釈を積極的に展開する。
例えば、ローレンツ（Stephan�Lorenz）とグリゴライト（Hans�Christoph�
Grigoleit）は、両者とも契約締結上の過失法理の意義として意思決定自
由の保護を含める162。既に確認したように、意思決定自由の重要性はフ

160 Carsten�Nickel,�Die�Rechtsfolgen�der�culpa�in�contrahendo,�2004,�S.�181.
161 この点について、Fleischer,�a.a.O.�(Fn.�130),�S.�113.;�Nickel,�a.a.O.�(Fn.�160),�S.�
184も参照。
162 Lorenz,�a.a.O.�(Fn.�129),�S.�388;�Grigoleit,�a.a.O.�(Fn.�7),�S.�67�f.�「学説において
は－一見する限り－ St. ローレンツとグリゴライトのみが明瞭に、契約締結前
の説明義務が意思決定自由－『法律行為上の決定自由』または『意思自由』
を保護している、という前提から出発している」（Nickel,�a.a.O.� (Fn.�160),�S.�
185）。
　ところで、ローレンツは、123条１項における悪意の欺罔に基づく取消可
能性と契約締結上の過失法理の画定基準として、原因を与える悪意（dolus�
causam�dans）と偶然に生ずる悪意（dolus�causam�incidens）の区別を援用す
る。ローレンツの理解によれば、悪意の欺罔を理由とする取消可能性は偶然に
生ずる悪意においても原因を与える悪意においても認められ、これに対して契
約締結上の過失法理は原因を与える悪意が存在する場合にだけ、認められる。
ローレンツによれば、悪意の欺罔に基づく取消可能性は法倫理的に特に重要な
意思決定の干渉を類型的に保護し、これに対して債務法における保護制度は個
別化された保護を与えるに過ぎず、ゆえに契約締結上の過失法理に基づいて契
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ルーメおよびヴォルフによって説かれていたのであり、ローレンツもグ
リゴライトもフルーメおよびヴォルフの見解を引用している163。このこ
とから、契約締結上の過失法理を通じて意思決定自由の保護が求められ
た理由も理解されるであろう。
　こうした判例および学説の動向を背景として、過失による意思決定自
由侵害を保護する必要性は、2002年から施行された改正債務法にも反映
された。まず241条に新しく第２項が加えられ、同項は債務関係におけ
る相手方の権利（Rechte）、法益（Rechtsgüter）および利益（Interessen）
の保護を規定し164、この意味における「利益」は決定自由も含めた全種
類の利益として理解され165、しかも当該利益は新311条２項によって契約

約の解消を導くならば、厳格な成立要件を求めることが説得的である、という
（Stephan�Lorenz,�Vertragsaufhebung�wegen�culpa�in�contrahendo:�Schutz�der�
Entscheidungsfreiheit�oder�des�Vermögens?,�ZIP�1998,�S.�1056）。既に確認した
ように、解釈学派以来の詐欺法理として、原因を与える悪意が存在する場合に
だけ取消可能性が認められ、偶然に生ずる悪意が存在するに過ぎない場合は損
害賠償しか認められない（本誌63巻４号174頁の注64、本誌63巻５号63頁の注
289および前述４頁の注９）。これに対して、ローレンツの理解によれば、原因
を与える悪意が存在する場合にしか損害賠償は認められないのであり、すなわ
ち伝統的な詐欺法理と比べて適用される法律効果が逆転している。つまり、ロー
レンツの理解によれば、「偶然に生ずる悪意」であっても、123条１項の射程に
入るので、意思決定自由の保護の可能性は伝統的理解よりもローレンツの理解
において高まる。こうした相違も、伝統的理解と現代における意思決定自由の
要保護性に対する理解の相違の現われであろう。
163 Lorenz,�a.a.O.�(Fn.�129),�S.�15;�Grigoleit,�a.a.O.�(Fn.�7),�S.�34�ff.
164 241条２項：債務関係（Schuldverhältnis）は、その内容に従い、全当事者
に他方当事者の権利、法益および利益を顧慮すべき義務を負わせることがある。
　なお、同条項および以下の注において掲げるドイツ債務法現代化法の邦訳と
して、半田吉信『ドイツ債務法現代化法概説』（2003年）433頁以下も参照した

（初出は「ドイツ債務法現代化法（邦訳）」千葉大学法学論集17巻１号（2002年）
41頁以下。
165 Claus-Wilhelm�Canaris,�Die�Reform�des�Rechts�der�Leistungsstörungen,�JZ�
2001,�S.�519.�この利益の侵害として財産的損害も要求されない。この点につい
ては、AnwK-BGB/Peter�Krebs,�Schuldrecht�Bd.2�Teilband1,�S.�709を参照。
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の準備または類似する取引上の接触においても保護されるのであり166、
すなわち意思決定自由が契約締結上の過失法理によって保護される旨が
立法化されたのである167。
　既に検討したように、リストは法的に保護される利益を法益として理
解し、その侵害を違法として捉え、そして法益に自由意思を含めてい
た168。かかる自由意思の要保護性が、ようやく約100年後の債務法改正に
おいて立法化されたのである。現在の民法の理解は、契約締結上の過失
によって123条１項における悪意の欺罔を補完させる解釈に対する批判

（特にメディクスの批判169）と相容れず、さらに行為無価値の発想とも相
容れないであろう。
　ここで改めて確認したい。ここまで本稿が123条１項と行為無価値論
の関係を論じた理由は、同条項の解釈として責任能力が要求されていな
い意味を解明するためであった170（のみならず、行為無価値論に対する
批判それ自体も企図されている）。その意味の可能性として、第一に違
法性の意識が要求されない意味として捉え直す可能性（123条１項にお
いて責任能力は必要であるが、しかし違法性の意識は不要、という意味）
と第二に故意を責任要素として理解しない可能性が考えられた。行為無
価値論と結び付く第二の可能性が否定されたならば、残る可能性は第一
の解釈である。それゆえ、123条１項において責任能力を要求しない支
配的見解の意味は、故意を違法要素として理解する意味ではなく、違法

166 311条２項：241条２項に応じた義務を伴う債務関係は、１契約交渉の開始、
２何らかの法律行為的関係に鑑みて一方当事者が他方当事者に対してその権
利、法益および利益に影響を及ぼし得る契約の勧誘または類似する法律行為的
な接触によっても生じる。
167 改正後の債務法規定において「契約締結上の過失」という文言は用いら
れていないが、しかし241条および311条が契約締結上の過失法理による保護
を規定した規範として理解されている点について、Canaris,�a.a.O.� (Fn.�165),�
S.�519;�Bernd�Mertens,�Culpa� in�contrahendo�beim�zustande�gekommenen�
Kaufvertrag�nach�der�Schuldrechtsreform,�AcP�203�(2003),�S.�818等を参照。
168 本誌63巻５号80頁を参照。
169 この点について、前述45-46頁。
170 この点について、前述５-６頁以下。
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性の意識を要求しない意味として解釈されるべきである。そして、この
ことは同時に、故意が責任要素として理解される意味も持つ171。
　このように、123条１項における責任能力の問題に関しては、一応の説
明が与えられ得る。しかし、故意が維持されること自体に疑問が残る。「123
条１項によって保護される法益（Rechtsgut）は、『法律行為の領域におけ
る自由な自己決定（die�freie�Selbstbestimmung�auf�rechtsgeschäftlichem�
Gebiete）』である」172ならば、なぜ123条１項においては故意が要件でな
ければならないのか。意思決定自由の要保護性が認められ、しかも823
条１項や241条・311条と同じ法益の保護を規定しているならば、123条
１項における故意は不当ではないか173。こうした疑問に応えるかのよう
に、実際にドイツの裁判所は、一方で契約締結上の過失法理を援用し、
さらに他方で123条１項の故意要件をも緩和している。日本民法典96条
１項の解釈を考えるならば174、契約締結上の過失法理ではなく、むしろ
故意要件の緩和こそが有益な示唆たり得るように思われる。ゆえに、ド
イツ民法123条１項における故意の問題について、引き続き検討する。

� （未完）

171 この点は、後述の自然的故意の問題においても触れる。
172 Ernst�A.� Kramer,� in;�Münchener�Kommentar� zum�Bürgerlichen�
Gesetzbuch,�1.�Bd.,�5.�Aufl.,�2006,�S.�1401.
173 「表示義務者が民法123条を援用するだけで自己の過失行為に関する答責を
免れ得ることに、正義の衡量は耐えられない。有責に行為する契約当事者と責
任なくして誤誘導せられた契約相手方の関係においては、我々には専ら後者を
保護する必要があるように思われる」（Fleischer,�a.a.O.�(Fn.�130),�S.�101）。つま
り、故意要件は、相手方の過失行為のリスクを被欺罔者が負担しなければなら
ない、という結論を正当化してしまうのであり、不当である。
174 「制定法の定めるところでない culpa�in�contrahendo 理論に拠ることこそ、
邪道と観ぜられたとしても、これを不当とすることはできまい」（石田喜久夫「信
義則上の義務違反による契約不成立と不法行為責任」民商法雑誌89巻２号（1983
年）291頁）あるいは「契約締結上の過失でカバーされると言われている問題
はあまりにも雑多である。また、このようなドイツ製の理論を導入しなければ
ならない必然性が日本にはない」（大村敦志『消費者法（第２版）』（2003年）88頁）
という理解が存在している点に鑑みるならば、尚更である。
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死　刑　制　度
─ ドイツの視点からの考察 ─

フランツ・シュトレング
（エアランゲン＝ニュルンベルク大学）

翻訳　小名木明宏

講　　　演

Ｉ．歴史

　基本法102条は、「死刑はこれを廃止する」と謳っている。1949年５月23日に

発効したドイツ連邦共和国基本法により、これまで長い間、当然の如く正当で

特に象徴的な刑罰として承認されていたその制裁形式は廃止された。勿論、既

に偉大なイタリアの刑事政策学者チェザーレ・ベッカリアは彼の有名な1764年

の著作「犯罪と刑罰」において、死刑の正当性について、疑義を唱えていた1。

そして、19世紀には、フランクフルト国民議会並びにドイツ各邦における自由

法治国家的・民主的なイニシアティブにおいて、再三再四、死刑を廃止する為

の立法上の契機が存在した2。1922年には、ワイマール共和国の当時の司法大臣

であったグスタフ・ラートブルフは、死刑抜きで運用することを目論んだ法律

1 Vgl. Cesare Beccaria, Über Verbrechen und Strafen (1764), Kap. XXVIII (dt. 
Fassung, 1988 [insel-tb], S. 123 ff.).
2 Vgl. Bernhard Düsing, Abschaffung der Todesstrafe  in der Bundesrepublik 
Deutschland, 1952, S. 29 ff.; Eberhard Schmidt, Einführung  in die Geschichte 
der deutschen Strafrechtspflege, 3. Aufl. 1983, S. 321 ff.; ferner Friedrich Ebel/
Philipp Kunig, Die Abschaffung der Todesstrafe－Historie und Gegenwart, 
Jura 1998, 617 ff., 618.
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案を提示した3。その注釈では、死刑は体刑の時代の遺物であり、それ故、近代

の目的刑体系においては異物であると、ラートブルフによって根拠づけられた。

また、既に死刑抜きで問題なく運用していたヨーロッパの諸国についても言及

されていた4。勿論、この草案は、法律化には至らなかったし、その後の草案は

再び死刑を規定していた。例えば1930年の草案（カール草案）では、死刑は最

早、一般的な刑罰としては取り上げられていない5が、しかし、各則（245条）

において、謀殺に対する特殊な制裁としてのみ規定されていたという点では、

この問題が非常に熟慮されたことを示していた。ワイマール共和国において、

顕著となった死刑に対する疑義は、この制裁が殆ど科されることなく、そして、

ほぼ執行が断念されるということにより、更に推進された6。

　ドイツ連邦共和国のおける死刑の終焉は、「第三帝国」における過剰に行わ

れた殺害行為の帰結としてようやく実現した。国家社会主義者たちによって、

死刑は殺人並びに国家反逆罪に対してのみならず、一定の関連が認められる場

合には、軽微な犯罪行為にも規定され、科された。戦時においては本当に軽微

な犯罪においても特別な非難が規定されていたり（「民族にとって有害な行為

の取締り命令」参照）7、他の民族の関係者により行為がなされたような場合

（「ポーランド刑法命令」参照）8にも、死刑が導入されていた。1934年から1945

3 Vgl. Eberhard Schmidt (Hrsg.), Gustav Radbruchs Entwurf eines Allgemeinen 
Deutschen Strafgesetzbuches (1922), 1952, S. 4 f. (§§29 ff. Entwurf-1922).
4 Vgl. Gustav Radbruch, Bemerkungen,  in: Eberhard Schmidt  (Hrsg.), Gustav 
Radbruchs Entwurf eines Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuches  (1922), 
1952, S. 52 f.; ferner Eberhard Schmidt, Einleitung, in: a.a.O., S. XI-XII. 
5 Vgl. §§34 ff. Entwurf-1930; vgl. in Thomas Vormbaum/Kathrin Rentrop (Hrsg.), 
Reform des Strafgesetzbuchs. Sammlung der Reformentwürfe, Band 2: 1922 bis 
1939, 2008, S. 203 ff., 205, 239.
6 Vgl. Bernhard Düsing, Abschaffung der Todesstrafe  in der Bundesrepublik 
Deutschland, 1952, S. 175.
7 Dazu Gerhard Werle, Justiz-Strafrecht und polizeiliche Verbrechensbekämpfung 
im Dritten Reich, 1989, S. 233 ff.;  ferner Manfred Messerschmidt/Fritz Wüllner, 
Die Wehrmachtjustiz  im Dienste des Nationalsozialismus－Zerstörung einer 
Legende, 1987, S. 169 ff.
8 Dazu Richard Schmid, Der Streit um die Todesstrafe, Gewerkschaftliche 
Monatshefte  11/1958,  660  ff.,  666; Gerhard Werle,  Justiz-Strafrecht und 
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年までの間、通常裁判によって16,560件の死刑判決が出され、そのうち、1940

年から1945年までの戦争中には、15,900件あまりの死刑判決が下された9。国家

警察当局の目から見て、裁判所があまりに軽い刑罰を科したとみなされる場合

には、国家警察の命令によっても死刑は執行された10。異常に多くの死刑判決

は、軍事裁判によっても宣告された。綿密な調査によってメッサーシュミット

とヴュルナーは、公式記録と欠けていると思われるデータを補充した結果、結

局は1939年から1945年までの間、軍事裁判で50,000人の死刑判決が下され、そ

のうち、３分の２が執行された、という結論に達している11。とりわけ、敵前

逃亡や「究極の勝利」に対して疑問を投げかけるような「敗戦思想」12が主な

ものであった13。軍法会議による死刑の頻度は、第一次大戦における軍事裁判

が非常に控えめであったことと際立って対照的である14。

　国家社会主義においてなされた、このような死刑の濫用に鑑みて、「第三帝国」

の滅亡後、新たな憲法を提案した議会評議会は、圧倒的な多数をもって、死刑

polizeiliche Verbrechensbekämpfung im Dritten Reich, 1989, S. 371 ff., 395.
9 数 値 に つ い て は Bernhard Düsing, Abschaffung der Todesstrafe  in der 
Bundesrepublik Deutschland, 1952, S. 219; Michael Kubink, Strafen und  ihre 
Alternativen  im zeitlichen Wandel,  2002, S.  267  f.;  ferner Günther Kaiser, 
Kriminologie. Ein Lehrbuch, 3. Aufl. 1996, §94 Rn. 23 f. (Tabelle 55).
10 Dazu Gerhard Werle, Justiz-Strafrecht und polizeiliche Verbrechensbekämpfung 
im Dritten Reich, 1989, S. 577 ff.
11 Vgl. Manfred Messerschmidt/Fritz Wüllner, Die Wehrmachtjustiz im Dienste 
des Nationalsozialismus－Zerstörung einer Legende, 1987, S. 72  ff.,  87; vgl. 
auch Bernhard Düsing, Abschaffung der Todesstrafe  in der Bundesrepublik 
Deutschland, 1952, S. 220 f.
12 Vgl. Manfred Messerschmidt/Fritz Wüllner, Die Wehrmachtjustiz im Dienste 
des Nationalsozialismus－Zerstörung einer Legende, 1987, S. 90 ff., 132 ff.
13 後者は一般市民にも適用される ; vgl. etwa Michael Kubink, Strafen und ihre 
Alternativen  im zeitlichen Wandel,  2002, S.  267  f.; Gerhard Werle,  Justiz-
Strafrecht und polizeiliche Verbrechensbekämpfung im Dritten Reich, 1989, S. 
210 ff.
14 Vgl. Bernhard Düsing, Abschaffung der Todesstrafe in der Bundesrepublik 
Deutschland, 1952, S. 198 f., 220 f.
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を廃止した15。死刑廃止直後は、この成果が確固たるものとして妥当するかど

うか確実ではなかった。例えば、1951年には、非常に著名な法史家であり刑法

学者であるエーバーハルト・シュミットは、「たとえ、死刑がボン基本法（102

条）によって廃止されようとも、法制史を知っている者にとっては、そのこと

によって、死刑の問題の最終的な決定がなされたといえるのか、102条の規定

を再び廃止する立法上の効果をもたらす様々な声を呼び起こすような重大な血

なまぐさい事件が起こらないといえるのか、甚だ疑わしいものである」と記述

している16。事実、1952年には、連邦議会において、死刑を再導入するかとい

う審議がなされた。死刑の賛同者は、ここで確かにそれなりの支持を得たが、

憲法改正に必要な十分な多数を得るには至らなかった17。短い期間ながらも連

邦司法大臣を勤めたある有名な保守的な連邦議会議員は、1960年代に再度、死

刑の再導入を唱えた。リヒァルト・イェーガーはその際、殆ど賛同を得ること

なく、嘲笑をかったのみだった18。「首狩り」イェーガーという嘲笑的な渾名が

彼には与えられた19。

　ドイツ民主共和国（東ドイツ）においては、その発展は異なるものであった。

15 Ausführl.  Bernhard Düsing,  Abschaffung  der  Todesstrafe  in  der 
Bundesrepublik Deutschland, 1952, S. 276 ff., 282, 285;  ferner Arnd Koch, Die 
Abschaffung der Todesstrafe  in der Bundesrepublik,  in: Recht und Politik 41 
(2005), 230 ff., 232 f.
16 Eberhard Schmidt, Einleitung,  in:  Eberhard  Schmidt  (Hrsg.),  Gustav 
Radbruchs Entwurf eines Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuches  (1922), 
1952, S. XI.
17 Ausführl.  Bernhard Düsing,  Abschaffung  der  Todesstrafe  in  der 
Bundesrepublik Deutschland, 1952, S. 327 ff., 332 f.; Arnd Koch, Die Abschaffung 
der Todesstrafe in der Bundesrepublik,  in: Recht und Politik 41 (2005), 230 ff., 
233 f.
18 Vgl. dazu Der Spiegel Nr. 17/1961: „Soll wieder gehenkt werden? Gespräch 
über die Todesstrafe mit Bundestagsvizepräsident Dr. Richard Jäger“;  死 刑
をめぐる議論が当時、他方ではまだ終息していなかったことは、1962年の J. 
Schlemmer 編の論集 „Die Frage der Todesstrafe. Zwölf Antworten“  にも現
れており、それには、Reinhart Maurach, Eberhard Schmidt, Hans-Heinrich 
Jescheck そして Paul Bockelmann も寄稿している。
19 Vgl. Der Spiegel Nr. 21/1998: „Gestorben: Richard Jäger“.
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東側諸国においてよく見られるように、死刑は「第三帝国」の崩壊後も更に科

せられ、執行された。ここではまず、正義の実現を象徴づけることとは全くか

け離れたその執行形態が注目される。犯罪者は特別な部屋に連れて行かれ、い

きなり背後から射殺された20。親族は後になって初めて刑が執行されたことを

知らされた。その上、その経過は秘密にされて、死亡証明書には無難な死亡原

因が書かれていた21。1987年６月17日になって初めてこのような悲しい時代は

終結し、これにより、東ドイツはワルシャワ条約機構における刑事政策の先駆

者として自ら実証せしめたのである22。

　そして、2002年５月３日に署名された「あらゆる事情の下での死刑の廃止に

関する人権および基本的自由の保護のための条約の第13議定書」が、欧州評議

会の加盟各国にとって死刑の時代の終止符を打ったのであった23。これはベラ

ルーシを除く全ヨーロッパ大陸に当てはまることである。

Ⅱ．死刑に対する市民の見方

　死刑の再導入は拒否するという殆ど争いのない刑事政策上の路線は、世論に

おいて死刑を支持する見解が全くないということを意味するわけではない。世

論調査によると、1949年には聞き取り調査の対象者の74％が死刑に賛成してお

り24、なお、1950年代においても調査対象者の50％を超える人が賛同していた。

ここ30年は西部ドイツにおいては、賛同者は平均して30％弱であり、他方、東

部ドイツ（かつての東ドイツ）では約10ポイントほど高くなっている。2009年、

西部ドイツにおいては、賛同の数値は15％で特に低くなっていた。基礎となっ

ている世論調査は、アレンスバッハ世論調査研究所によって実施された。その

20 Vgl. Günther Kaiser, Kriminologie. Ein Lehrbuch, 3. Aufl. 1996, §94 Rn. 24.
21 Vgl.  Arnd Koch,  Das  Ende  der  Todesstrafe  in  Deutschland,  in: 
Juristenzeitung 2007, 719 ff., 721.
22 Vgl. Arnd Koch, Das Ende der Todesstrafe in Deutschland, in: Juristenzeitung 
2007, 719 ff., 722.
23 Vgl. Bundesgesetzblatt 2004, II, S. 983.
24 Nachweis  bei Bernhard Düsing, Abschaffung der Todesstrafe  in  der 
Bundesrepublik Deutschland, 1952, S. 294.
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結果は図１に示される25。その種の調査の解釈については、特に世間の注目を

集めるような重大犯罪の結果として、死刑を受容するという態度が度々、一時

的な揺れ動きとして認められることを加味しなければならない26。

　また、法学部の学生への調査も世論調査から導き出された結果と同様に30％

ほどの賛同者を認めている27。1970年代の終わりには、しかしながら、状況は

25 Vgl. die Nachweise der Umfragen  in: Renate Köcher  (Hrsg.), Allensbacher 
Jahrbuch der Demoskopie  2003-2009, Band 12,  2009,  S.  182.－Vgl.  ferner 
Arthur Kreuzer, Die Abschaffung der Todesstrafe  in Deutschland－mit 
Vergleichen zur Entwicklung  in den USA,  in: Zeitschrift  für  internationale 
Strafrechtsdogmatik 8/2006, 320 ff., 325 (Graphik 1).
26 Vgl. dazu etwa Heinz Schöch, Die Todesstrafe aus viktimologischer Sicht, in: 
Heinz Müller-Dietz u.a. (Hrsg.), Festschrift für Heike Jung, 2007, S. 865 ff., 866 ff.
27 Vgl. Franz Streng, Kriminalpolitische Extreme－die Sicht  junger Menschen, 
in: Thomas Görgen u.a.  (Hrsg.),  Interdisziplinäre Kriminologie. Festschrift  für 
Arthur Kreuzer, 2. Band, 2. Aufl. 2009, S. 852  ff., 853  f.; ders., Punitivität bei 
Justizjuristen, in: Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe 2012, 148 
ff., 150  (Tabelle 2). 質問事項のフォーマットが異なるためデータとしてはその
ままでは比較することはできないが、 Arthur Kreuzer, Die Abschaffung der 
Todesstrafe in Deutschland－mit Vergleichen zur Entwicklung in den USA, in: 

図１
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異なっていた。当時、学生達は、他の市民や現在の学生よりも死刑に対して明

確な拒否反応を示していた28。表1はハイデルベルク（1977年）とエアランゲン

（2007年及び2010年）での法学部一年生に対する独自の調査の結果を示したも

のである。

表１

多くの犯罪に対して死刑を肯定
しますか？

1977
％

2007
％

2010
％

はい 11,5 32,0 31,9

いいえ 88,5 64,4 63,8

　意見なし／記載なし 0 3,6 4,3

　　総計
　　　総数

100％
104

100％
222

100％
254

　市民のおよそ３分の１が死刑に反対しているという現在の状況においても、

この問題について真剣に積極的に考えているのは、ほんの一部の市民だけであ

る。死刑が存在しないことを市民は真剣に問題とするということをせず、ただ

単に回答がなされているという印象がある。このことは、反駁的にさらに問い

詰めると、多くの死刑の賛同者が、死刑の反対者の立場へと変わり、他方、そ

の種の意見の変更は本来的な死刑の反対者には、殆どおこらなかったという現

象からも明らかである29。数十年来、刑事政策の方向性が、決して死刑の再導

入へと向いていなかったということは、死刑肯定の純粋に明確な世論の動向が

Zeitschrift für internationale Strafrechtsdogmatik 8/2006, 320 ff., 325 (Graphik 2).
28 Vgl. Franz Streng, Strafmentalität und juristische Ausbildung, 1979, S. 41, 94; 
ders., Punitivität bei Justizjuristen,  in: Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und 
Jugendhilfe 2012, 148 ff., 150 (Tabelle 2).
29 Vgl. Karl-Heinz Reuband, Die Todesstrafe im Meinungsbild der Bevölkerung, 
in: Thomas Görgen u.a.  (Hrsg.),  Interdisziplinäre Kriminologie. Festschrift  für 
Arthur Kreuzer, 2. Band, 2. Aufl. 2009, S. 639 ff., 651 ff.; 調査方法を変えた場合
の影響については vgl. auch Arthur Kreuzer, Aktuelle Aspekte der Todesstrafe, 
in: Otto Triffterer  (Hrsg.), Gedächtnisschrift  für Theo Vogler, 2004, S. 163 ff., 
176.
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それほど重みはなく、被調査者の少数にととどまっていたということを示して

いるのである。

Ⅲ．刑罰目的の検討と死刑

１　応報と規範の確証

　市民は現存する刑事システムに非常によく慣れ親しんでいるということもい

える。死刑を断念するということは、市民の法に適った態度の確保並びに規範

の確証の必要性という目的に鑑みれば、死刑を断念することは明々白々である。

　これに対して、イマヌエル・カント流の応報論は引かれるべきではない。反

映としての処罰という意味でタリオ、同害報復にカントは着目したが、そこで

は刑罰の目的が問題なのではなく、刑罰の決定に際して裁判所の恣意を排除す

る明確な基準の原理30こそが問題なのである。事実、18世紀にはこれは非常に

重要な関心事であった。当時の絶対主義的国家にあっては、国家の、具体的に

は裁判官の侵害に対して市民の自由を確保することこそが重要だったのであ

る。これに対して、既にゲオルグ・ヴィルヘルム・フリードリッヒ・ヘーゲル

は、犯罪行為に対する正当なリアクションは変容する社会の考え方を通じて本

質的に形成されていくものであるということを強調し、これにより、すでにそ

の後の発展を見据えていた31。「生命に対しては生命を」という頑なな原則に固

執し続けることは、正当なものとして評価されるべき刑罰が変容するというこ

の考え方に相反するものなのである32。

　その種の評価の変更が、常に同じ方向へと進むとは限らないということは、

現在のところ、再び高まっている厳罰主義の中で示されている。図２に示され

30 Vgl. etwa B. Sharon Byrd/Joachim Hruschka, Kant zu Strafrecht und Strafe 
im Rechtsstaat, in: Juristenzeitung 2007, 957 ff., 962.
31 Vgl. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, 
3. Aufl. 1930 (herausgegeben von Georg Lasson), S. 309 (Zusatz zu §96); 4. Aufl. 
1955 (herausgegeben von Johannes Hoffmeister), S. 96 ff. (§ 101), S. 188 f. (§ 218), 
S. 365 (Zu §96 Anm.).
32 ヘーゲル自身はこの帰結を死刑賛成の論拠とはしていない ; dazu Eberhard 
Schmidt, Einführung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, 3. Aufl. 
1983, S. 295.
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るように、刑法211条の謀殺既遂に規定されている終身刑を科すということが

増加してきている。このことは、限定責任能力を理由とした刑の減軽（21条、

49条）が、最近では殆ど認められないということに本質的に起因する。とりわ

け自ら招いた酩酊事例において、裁判所は現在では法定刑の減軽を殆ど認めて

いない33。終身刑がしばしば適用されるということと故殺においても長期自由

刑が科される（図３）ということは、重大な暴力事犯に対する厳罰主義の高ま

る要求を受け入れていることなのである。それによって、裁判所は市民におけ

る価値の移り変わりにコンタクトをとっているのである。法学部一年生への私

の調査は、激情において実行された故殺についての質問をしたものであるが、

市民においては1990年代の中頃からは重大な暴力事犯に際して処罰要請が高

まっていたということを示していた（図４）。しかし、同時にそこでは市民の

中に死刑を受容するということは、総じて、減少していたのである（図１参照）。

33 Vgl. Franz Streng, in: Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, 2. Aufl. 
2011, §21 Rn. 5, 24  f.; ders., Punitivität bei  Justizjuristen,  in: Zeitschrift  für 
Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe 2012, 148 ff., 152 f. (mit Tabelle 7).

図２
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２　一般予防的威嚇

　死刑は重大犯罪に対して十分な予防効果を持ちうるから、威嚇効果があると

いう主張も、根拠は殆どない。例えば、1912年から32年にかけて、ドイツでは、

非常に簡単な計算ではあるものの、死刑の執行が減ったからといって、謀殺の

数値が増えたという結果は生ぜず、むしろ全く逆であったということが示され

図３

図４
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た34。死刑の頻度とそれに続く殺人罪の頻度の変化との間のその種の数値的連

関については、同様に殺人事件の件数に影響力を及ぼすような様々な社会的な

ファクターが影響し、その連関を曖昧にしてしまうのである。アメリカの各州

における死刑の導入ないし死刑の廃止と関連した死刑の一般予防的効果につい

ての最近の包括的研究は、威嚇の効果に関して明確なイメージを何ら示してい

ない。事実、アメリカにおいて言われている威嚇効果という元々の印象は、昨

今では様々な要素を計算に入れると、大いに疑わしいものとなってきた35。

３　特別予防的保安

　有罪判決を受けた者が、今後、同様の行為をすることを妨げるという意味で

の特別予防的な保安目的は、長期間の刑事施設への収容によっても、実現する

ことができる。ドイツにおいても、ここ数年、重大な粗暴犯並びに性犯罪に対

応して、高まりつつある保安志向の厳罰主義36は、従って、謀殺の事案に対し

て終身刑が非常に頻繁に科せられていること（先の図２）、更に、（求刑され、

宣告された）長期の自由刑（先の図３及び４）、そして保安処分として再び増

加し、長期にわたっている保安監置の適用（図５）、これらに明確に示されて

いる37。しかし、そこには、死刑を求める声はない38。

34 Vgl. Bernhard Düsing, Abschaffung der Todesstrafe in der Bundesrepublik 
Deutschland, 1952, S. 175 ff.; アメリカでの比較的考察については vgl. Edurard 
Dreher, Für  und wider  die Todesstrafe,  in:  Zeitschrift  für  die  gesamte 
Strafrechtswissenschaft 70 (1958), 543 ff., 553 f.
35 Dazu näher Arthur Kreuzer, Aktuelle Aspekte der Todesstrafe,  in: Otto 
Triffterer  (Hrsg.), Festschrift  für Theo Vogler, 2004, S. 163 ff., 165  ff.; Dieter 
Hermann, Die Abschreckungswirkung  der Todesstrafe－ein Artefakt 
der  Forschung?,  in:  Dieter Dölling  u.a.  (Hrsg.),  Verbrechen－Strafe－
Resozialisierung. Festschrift  für Heinz Schöch, 2012, S. 791  ff.; Franz Streng, 
Strafrechtliche Sanktionen, 3. Aufl. 2012, Rn. 59 ff., 62.
36 厳罰主義へ保安思想の影響については Franz Streng, Punitivität bei Justizjuristen, 
in: Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe 2012, 148 ff., 150 f. (Tabellen 3 
und 5).
37 Ausführl.  Franz Streng,  Punitivität  bei  Justizjuristen,  in:  Zeitschrift 
für  Jugendkriminalrecht und  Jugendhilfe  2012,  148  ff.,  149  f.,  151  ff.  (mit 
Schaubildern 9).
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４　処罰感情

　刑法において最近強まっている被害者志向は、被害者の利益ないしは被害者

の親族の利益がどの程度まで制裁に影響力を持つべきかという問題につながっ

てきた。このことは、殺害された人の親族の処罰感情という利益によって死刑

が正当化されるかという問題に集約される。

　これに対する回答は明確にノーである。まさに死刑を執行することによって、

殺人事件の被害者の遺族が抱く報復感情を実現することは、国家の任務ではな

い。さしあたり、犯罪への反感を適切に統禦していくことが国家の司法の重要

な任務であると十分考えられうるにしても、このことは妥当する39。犯罪に対

する感情的な反発をこのように統禦していくことは、まずは、犯罪の被害者な

いし遺族による私的制裁を阻止する機能を果たす。なぜなら報復行為は国家の

安全と秩序を大いに阻害し、社会的な正義をスルーしてしまうからである。

　直接的ないしは間接的な犯罪被害者の処罰感情を満たすことは国家による刑

38 死刑の代替としての終身刑については vgl. auch Gabriele Kett-Straub, Die 
lebenslange Freiheitsstrafe, 2011, S. 12 f.; ferner Heinz Schöch, Die Todesstrafe 
aus viktimologischer Sicht,  in: Heinz Müller-Dietz u.a.  (Hrsg.), Festschrift  für 
Heike Jung, 2007, S. 865 ff., 870.
39 Dazu näher Franz Streng, Strafrechtliche Sanktionen, 3. Aufl. 2012, Rn. 27 ff.

図５
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罰に含まれているが、しかしそれは普遍性を帯びた正当な刑罰という枠組みの

中でのみ認められるのである。普遍的な規範の確証という社会的な任務に方向

づけられた刑法体系は、すでにこのような社会的な課題のゆえに個々の市民の

持つ何らかの極端な反感を基準としてはならないのである。このような視座は、

殺人事件のような重大な犯罪に対しても感情的な反発をコントロールするに

は、長期または終身刑で十分機能するという考察によって裏付けられている。

このことは死刑廃止に対するドイツやほぼ全ヨーロッパ諸国での冷静な反応に

も見て取れるのである。

Ⅳ．最後に：死刑に反対する主要な論拠

　最後に、そして補足ながら、死刑に反対する議論の中で用いられる論拠を今

一度、想起してみたい：

　この世の正義には、エラーがつきものである。死刑を執行した後では、間違っ

た有罪判決は最早有効に正されることはない。例えば、DNA 分析という新し

い立証方法は、アメリカにおいて、いかに大規模な司法の誤りが、重大犯罪に

おいても起こり得るものであるかということを明確に示した40。他の刑事手続

規定をもつ国々においては、間違いはより少ないであろうと考えるにしても、

それは、誤判のリスクの問題を限定的に緩和するに過ぎない。

　死刑は人間の生命の価値を相対化するものである。謀殺に対して厳格な刑罰

を科すことによって人間の生命の価値を強調するという目的と矛盾し、間違っ

ているのである41。死刑に反対するこのような論拠は、ドイツの刑事政策的な

40 Vgl. etwa Arthur Kreuzer, Die Abschaffung der Todesstrafe in Deutschland
－mit  Vergleichen  zur  Entwicklung  in  den  USA,  in:  Zeitschrift  für 
internationale Strafrechtsdogmatik 8/2006,  320  ff.,  322; Samuel R. Gross/
Michael Schaffer, Exonerations in the United States, 1989-2012. Report by the 
National Registry of Exonerations (Internet-Veröffentlichung), Juni 2012, S. 18 ff.; 
vgl. auch schon Edurard Dreher, Für und wider die Todesstrafe, in: Zeitschrift 
für die gesamte Strafrechtswissenschaft 70 (1958), 543 ff., 559 ff. 
41 Vgl. auch Hans-Heinrich Jescheck/Thomas Weigend, Strafrecht. Allgemeiner 
Teil, 5. Aufl. 1996, §71 I 2; Arthur Kreuzer, Die Abschaffung der Todesstrafe in 
Deutschland－mit Vergleichen zur Entwicklung in den USA, in: Zeitschrift für 
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議論において、とりわけ、人間の尊厳の保護という観点のもとで主張される42。

国家の任務は人間の尊厳を保護する（基本法１条１項）ことであり、このこと

は、将来的な基本法102条の修正の可能性とは全く別に、死刑を再導入するこ

とは排除されなければならないということの憲法の中心的論拠であると考えら

れる43。

【訳者あとがき】

　本稿は、2012年10月19日（金）14時45分から本学法学部で行われたフランツ・

シュトレング（Franz Streng）教授の講演を翻訳したものである。当日は、刑

事法スタッフをはじめ、札幌近辺の刑法学会会員、本学大学院生、そして多数

の学部生が聴講し、講演に引き続いて行われた質疑応答でも活発な議論がなさ

れた。

　シュトレング教授は1947年生まれで、ヴュルツブルク、ベルリン、ハイデル

ベルク大学に学び、1974年にハイデルベルク大学のレフェレンツ教授に提出し

た『性犯罪に関する心理分析理論』で博士号を取得、同大学助手を経て、1983

年に教授資格論文『量刑と相対的正義－量刑の相違についての法的・心理学的・

社会学的視点の研究』を提出し、1985年にハイデルベルク大学教授に就任、

1987年からコンスタンツ大学、そして1991年からエアランゲン＝ニュルンベル

ク大学に籍を置いている。2000年にはアテネ大学から名誉博士号を授与されて

internationale Strafrechtsdogmatik 8/2006, 320 ff., 322; zu kontraproduktiven 
Effekten Richard Schmid, Der Streit um die Todesstrafe, in: Gewerkschaftliche 
Monatshefte 11/1958, 660 ff., 668 f.
42 Vgl. dazu etwa Entscheidungen des Bundesgerichtshofes  in Strafsachen 
(BGHSt) 41, 317 ff., 325; Gabriele Kett-Straub, Die  lebenslange Freiheitsstrafe, 
2011, S. 17; relativierend aber Eduard Dreher, Für und wider die Todesstrafe, 
in: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 70 (1958), 543 ff., 562 ff.
43 Vgl.  dazu  etwa Hans-Heinrich Jescheck/Thomas Weigend,  Strafrecht. 
Allgemeiner Teil,  5. Aufl.  1996,  §71  I  1; Michael Sachs,  Grundgesetz. 
Kommentar, 6. Aufl. 2011, Art. 102 Rn. 7; Rupert Scholz,  in: Maunz/Dürig, 
Grundgesetz. Kommentar, 65. Aufl. 2012, Art. 102 Rn. 29 ff.; Philip Kunig,  in: 
von Münch/Kunig (Hrsg.), Grundgesetz. Kommentar, 6. Aufl. 2012, Art. 102 Rn. 
18.
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いる。また、ドイツ少年裁判所協会執行委員会委員および同北部バイエルン地

区首席代表、バイエルン州行刑専門委員会委員を務めている。重点研究分野は、

刑事実体法、少年刑法、犯罪学の多岐にわたる。

　本講演のテーマである死刑についてはわが国でも賛否両論で議論が激しい。

他方、ドイツは憲法たる基本法によって「唐突に」死刑が廃止された経緯があ

る。好むと好まざるとにかかわらず、死刑廃止は世界的潮流であり、このよう

な状況の中で、わが国の刑事司法の取る選択は諸外国の注目を浴びていると

言っても過言でないであろう。本講演においてシュトレング教授は死刑に対す

るドイツでの世論の動きと死刑に代わる刑罰の理論的な整合性を展開してお

り、わが国における死刑制度をめぐる議論に大きなインパクトを与えるものと

思われる。

　なお、シュトレング教授の今回の北大訪問については、慶應義塾大学理事井

田良教授のご尽力に負うところが多い。井田教授はシュトレング教授と旧知の

仲で、北海道への来訪経験の無いシュトレング教授のために、特にこの旅程を

提案された。北大法学部にとっても替え難い機会を準備していただいた井田教

授には特に感謝申し上げたい。
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法解釈・法的判断と経済的ロジック1

林　田　清　明

目　　次
はじめに
１．法解釈・法的推論―「法は法である」か
２．法と経済学の成果―現在
３．法と経済学のこれから―法のコア部分への適用
　Ａ．法の信念とコア部分
　Ｂ．法のコア部分
　　①法の専門性
　　②法の非経済的要素
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研究ノート

はじめに

　今日はとくに経済学の先生方に法学や法律問題の分析へも「参入」していた

だきたいと思って、お話しさせていただきます。私は1970年代後半から80年の

初頭にかけて研究室に残っておりまして、損害賠償の範囲論を研究テーマとし

1 本稿は「法的判断を経済的ロジックでする」として日本法と経済学会2008年
度学術大会での会長講演（2008年７月６日、於・東京工業大学）としての報告
を起こしたものに手を入れたものである。講演としての性格上、文献や論証・
展開について制約があることを予めお断りします。なお、当日、司会の労をと
られた宇佐美誠・東京工業大学教授はじめ、質疑や参加された皆さんには感謝
申し上げます。
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ておりましたが、相当因果関係や予見可能性という法概念や判断基準に不満を

感じておりました。どうしても法学が規範的な判断をせざるを得ないのはわか

りますが、賠償責任の範囲についてどこまでが予見可能であるか、あるいは相

当であるかということがもう少し科学的で、有意義なものにできないだろうか

と考えていました。ちょうど浜田宏一先生や平井宜雄先生などがすでに「法と

経済学」の可能性について議論されておりました時期でもありましたので、そ

れらに影響を受けて、何とか法律と経済学の考え方や概念を結びつけることが

できないかと考えておりました。むろん、私にその方面の関心があることを知っ

た法学の方からは止めといた方がいいなどの親切な忠告ももらいましたが。

　つぎの３つを中心にお話をさせていただこうと思います。１つは法解釈・法

的推論、２つは、法と経済学の成果（現在）、そして、３つ目に、今後の課題

としての法のコア部分への進出です。まず、法律問題や事件・紛争に一定の結

論を出すプロセスは法解釈や法的推論と呼ばれますが、一般には実務専門家で

ある裁判官をはじめ検察官や弁護士の方、それに法学者などが行い、また法学

教育などでなされています。これは法学のソフトウェアの部分といえるのです

が、そこは法律の世界であって、法律家以外の者が行うべきものではない。ま

た、そこでは法的な知識や経験がものを言うのであって、ましてや他の科学に

還元される性質のものではないなどと考えられています。つまり「法は法であ

る」という信念があるわけでして、そこには「法と経済学」やその他の科学は

入り込めないし、また役に立たないものとして無関心ないしは排除される理由

ともなっているのです。法解釈そのものは、法律家でなければ出来ない性質の

ものなのでしょうか。このような法の専門性や独自性を強調する言い方には、

いわば大きな参入障壁が設けられている可能性があります。法的判断を下すプ

ロセスが、他の科学やロジックでは代替できるものではありませんと法律の専

門家に言われると、他の科学者や研究者は議論や参入を躊躇せざるを得なくな

るでしょう。他方で「法は法である」と考える人たちには、法は経済学はじめ

他のものには還元できないという法の自律性にこだわる法学観や信念を持って

いる傾向が強いものです。こうして、このことは学問上の参入障壁を高くして

いるフィクションの一つではないかと考えるのです。

　つぎに触れますのは、法と経済学の現状です。この点は、わが国でも30年近

く展開してきている現在では「法と経済学」の方法の一定の理解と承認は得ら

れているし、実際にも立法レベルや裁判レベルでもその力を示していると言え
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るでしょう。これは皆さん方はじめ諸先輩の業績やこれまでのわが国での法と

経済学運動の賜物だろうと思います。とくに借家法それから短期賃借権をはじ

めとしていろんな立法・制定法などでは、すでに顕著な業績を上げているわけ

で、法と経済学の力というもの、その説得力についても広く承認されていると

思います。しかし、伝統法学からすれば、これらとてごく法律の周辺部分での

適用にすぎないとされる方もなおあるだろうと思います。

　そこで、第３番目に、法の一番中心的、核心的部分と考えられる領域にも法

と経済学の適用を推し進める必要があるのではないかという点をお話させてい

ただきます。おおよそのイメージを描くと、真ん中の円のところが法学の固有

のエリアだとします。そして、そのコア部分を取り囲むように法学のいわば周

辺領域がある。この周辺領域については経済学とか、他の科学がいろいろ相互

交流している、あるいはそれぞれ影響しあっている領域といってよいでしょう。

とくに経済学の適用は幅を広げてきているので、法学というのもやはり経済学

その他にも影響を受けているのだということは次第に認められつつあるといえ

ます。そこで、今日のテーマは、法学の中心的部分、コア（核心）部分につい

て、さらにいかに踏み込んでいくかという話です。そういうものがあるのかと

いうことでしょうけれども、実は意外と根強くあるのではないかと考えていま

す。それが先程の「法は法である」という法学観や信念の基盤になっているの

ではないだろうか、と。

１．法解釈・法的推論─「法は法である」か

　ここでは便宜的に法と経済学以外の、これまでの手法による法学を伝統法学

としておきます。裁判官や法律家が行っているものや法解釈・法的推論がどう

いう性質のものであるかを知っておくことは、ある意味ではこれらが法と経済

学や経済分析を門前払いする常套手段ともなり得ますので、対策としても重要

な点でしょう。そこで、伝統的な法学観の特徴のいくつかを挙げて、つぎに法

解釈の方法という実質に触れます。

　分析のスタイルとして、経済学で用いられる市場モデルによる分析のような

ものは、法学にはありません。そこで、つぎに伝統法学の底流となっている法

学観の代表的なものと、法解釈や法的推論で用いられる主要な方法のいくつか

について少し説明します。
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　①伝統法学の特徴というか法学観にもいろいろありますが、法の自律性、法

の科学性、それから司法中心主義というのがあろうかと思います。法の自律性

というのは、法学に固有の原理が存在しているとする考え方です。どの学問や

科学も自律性をいう以上は、その固有の原理を内在していると考えたいのは分

かります。これはさらに進んで、法体系の中だけで法律問題に対する答えは得

られる、そういう考え方になりがちですし、さらに法の中だけで答えを得るべ

きであるとしてイデオロギーや確信に近い考え方をする人もいる訳です。これ

が先ほどの、法は法であるという考え方ですね。実際、いろんな研究会等々で、

法と経済学に対する批判とか、あるいは法学に対する法学観を聞いております

と、そういうものが端々に出てくることがあります。

　つぎに法の科学性ですが、これは戦後も大きな議論となった法学上のテーマ

です。しかし、従来、法が客観的な科学であるということが強調されてきたせ

いもありますけれども、最近ではあまり法の科学を強調する論調というのはな

いようです。しかし、なお社会科学の１つとして自分たち法学は存在している

という見方や自負が潜在的にはあるのではないでしょうか。では、法の科学性

を担保するものは何かということになるといまひとつよくわからないというこ

とになります。いずれにせよ、科学的であるとしておいた方が学問としても、

また裁判でも当事者をはじめ説得しやすいという政治的というか政策的配慮が

働いているのでしょう。

　第三に伝統法学が主たる研究対象として司法や裁判を中心としているという

のは、いわずもがなかもしれません。最近でこそ立法学とか、あるいは平井宜

雄先生の法政策学、阿部泰隆先生の政策法学等をはじめとして立法にかかわる

領域も盛んになってきましたけれども、法学部ではいまだに裁判所が出した過

去の判例について類型化して検討していくという、そういう法解釈の勉強が主

流です。

　それから伝統法学の方法そのものについては習った記憶がないのですが、多

分ないのではないかと思います。要するに、法学でやっているというのは、見

ようみまね、あるいは前の人たちはこういうふうに判例を読んだ、あるいは先

例はこういうふうに言っているということで考えていくわけですので、なかな

か方法というのを見出しにくいものと思います。この点は法律実務家の方から

は、そんなことはないとお叱りを受ける恐れもありますが。

　それに関連して、法律の判断というのは論理的・ロジカルであるようなイメー
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ジを一般には持たれておりますが、この点は、もう１つ議論のあるところだと

思います。また、法を適用していく場合には、どうしてもばらつきがあっては

困るわけですから、客観性、それから適用の一貫性というものは非常に大事に

されるというか、尊重される。しかし、果たして本当に客観的あるいは一貫し

ているのかということになるとこれまた疑問が出てきます。

　法の適用の一貫性・客観性を保つ具体的な主要な手法として、いま検討して

いる判例に関して、その先例にはどういうものがある、あるいはその先例とど

ういう類似性があるかなど非常に詳細に吟味していきます。詳しくそれをやる

のが優れた学生ということになります。そういう判例なんかの類型化を詳細に

やっていくということで、これと現在のケース（事件）は近いとか、あるいは

違う、この点がちょっと違うようだということで分類していくというようなや

り方です。

　ここには、アメリカ法学の1960年代から今日にかけて70年代にかけて主流の

考え方であるリーガル・プロセス的な考え方の影響もあるのではないかと思い

ます。とくに制定法の解釈適用においては、裁判官とか法律を勉強している人

たちは、この制定法の文言なりを忠実に解釈していくことが求められる。また

詳細に吟味していくことで、一片の私心もなく、客観的な判断を見出していく

というような態度がとられているんじゃないかと思います。

　最終的には法学教育の真髄というのはリーガル・マインドの涵養あるいは、

法律家のように考える、ということを学んでいくことであるといわれます。で

は、リーガル・マインドとは何か、法律家のように考えるとはどういうことか

ということになりますと、またこれも問題があろうかと思います。

　②法学観はこれくらいにして、つぎに法的推論や法解釈に移ります。法の論

理性を担保すると考えられる法的三段論法と、適用の一貫性を保つと見られる

類推（解釈）を取り上げます。法律家は、いずれにせよ法的な三段論法という

フレームの中で適用を考えていくわけです。これは、大前提としてある条文が

存在する。そして小前提として事件の事実、そして、それを適用して結論が出

てくるということになります。ここによく挙げられる例ですが、（大前提）「人

間は死ぬ」、（小前提）「ソクラテスは人間である」、（結論）「ゆえにソクラテス

は死ぬ」。要するに、この例ではおそらく誰もこの結論を疑わないわけです。

この三段論法が論理的に正しい結論をもたらすことがあるというのは、ご承知

のとおりでありまして、従って非常にロジカルに物事を決定していくというこ
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とができるのだという、一つの論証になっている。

　ただ、法律問題にこれを適用すると、ちょっとややこしいことになるという

わけですね。というのは、三段論法によって正しい結論を得るためには、大小

の両前提に争いがないほどに正しいものであるということが前提となります。

人間は死ぬというほどに争いがないような命題を法律条文は持っているでしょ

うか。なきにしもあらずでしょうが、多くの場合は異論や別の説明も可能であ

るわけです。経済学における市場理論とは異なって、全員が納得するかどうか

はなかなかわからないですね。それから小前提である事件の事実に関しても、

それは小さい事実を積み上げていくわけでしょう。けれども、それについても

検察官の言うことと、それから被告人の主張することに齟齬があるかもしれな

いので、小前提すら危うくなる。そうしますと、正しい結論を導き出し得ない

のではないかということになります。

　だから、法学において三段論法で結論を出されたときにはむしろ疑え、です

ね。たとえば、数字を出していて適用をしていくという上では一種明快な例と

思われるものとして、合衆国憲法の条文をここに挙げます。第２条第１節第５

項に合衆国大統領に関する年齢制限の規定がありまして、「年齢が35歳に達し

ない者は、…中略…大統領になることができない」旨の規定です。これを機械

的に、先ほどの三段論法に適用しますと、大前提がさきほどの「35歳以上でな

い者は…」という条文です。それから小前提は、たとえば X という大統領候

補が32歳であるということが明らかになった。とすると、X は大統領になるこ

とができないという結論になりそうです。このために大方は、これは正しい答

えではないかと思うわけです。

　けれども、そうではないのではないか。何事も機械的には判断できないとい

うことです。なぜこのような場合に機械的に、あるいは概念的法学的に決定し

なければいけないのか。その選択自体が価値判断を持っていると言えるのでは

ないでしょうか。X は32歳で、35歳じゃないから、これはもう間違いなく大統

領になることはできないという結論を得るというのは、１つの政治的あるいは

政策的な立場、ないしは価値判断の表明でありはしないのかということですね。

　つまり、この場合になぜ立法者の意図や意思を考慮しないのか。立法者たち

はなぜ35歳としたのか、なぜその前後の年齢ではいけないのか、厳密に35歳以

上でなくてはいけないのかなどいろいろ疑問が出てくると思います。

　また、合衆国憲法制定時は今から約200年前ですので、200年ほど前の当時と
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今日の事情というのはかなり異なっていないだろうかと。いろんな情報が違い

ますし、それから人間としての、また生物としての成熟の度合いというのもま

たこの200年の間に進化・変化したかもしれません。さらに、当時は50歳前後

が平均余命といわれていますが、わが国でも戦後ぐらいまでは男子ですと50歳

前後が平均寿命だったわけです。今日では80歳近くなっているわけですが、そ

ういう生物学的な年齢とか成熟度合いをこの場合考慮しなくていいのかという

ことが問題になるわけです。

　このように一見すると何の問題もなさそうな、また解釈の余地もないだろう

と思われる数字にもこういうことがいえるわけです。物事はなかなか簡単には

決まりにくいということですね。

　③それから客観性や判断の一貫性、それに論理性というようなことが法律の

解釈に付与される特性の代表的なものです。しかし、判決において客観性とか

一貫性があるかどうかをたくさんの事例をトレースして実証的に証明するのが

いいのでしょうが、なかなかそこまではできません。たとえば、先例拘束の原

則が適用上の一貫性を保証するのではないかということも言われていますの

で、この点に触れます。この原則は、リーディング・ケースが後の事件（の結

果）を支配する、つまり判決を決定していくということです。そういうことに

よって客観的、あるいは適用の一貫性というものが担保されると考えるわけで

す。まず、わが国は制定法国ですので、英米流の先例拘束の原則というのは、

あまり厳格には考えらないと言われています。つぎに、先例は広くも狭くも読

めますので、どちらかというと都合のよいように読めるといった方がいいのか

もしれませんが、そういう状況にあるということです。これは先例と違うとか、

あるいはこれは先例と一緒だというのは、そこにやはり読み方（法解釈）につ

いての価値判断なり、政策判断なりがあるのではないかと思います。

　④法解釈や法的推論一般の話に移ります。まず、法解釈はどのようになされ

るのでしょうか。私どもが教育を受けたときも、大体つぎのように思っていた

のですが、「法の解釈をしているときの気持ちとして、自分の解釈には自分の

主観、自分の意思がまじっていないで、自分の解釈によって得られた判断は、

客観的な法規の認識の結果であるように考えているのが普通である。」2そうい

うように解釈するのが優れた学生であり、法解釈者であり、法の実践者である

2 来栖三郎「法の解釈適用と法の遵守（一）」法協68巻５号430頁（1950）。
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というふうに思ってきた、また黙示的にも教わってきたように思います。これ

を明確に誰が教えたかというのはわかりませんが、そのようなものとして期待

されているというのがありまして、法律の文言・テクストあるいは先例を読ん

で、そして法的な結論を出しても、それは客観的な結論であると信じていると

いうのが当時としてはあったように思います。

　最近では価値判断であるということを正面から認める人たちもいます。加藤

一郎先生はじめ、星野英一先生の「民法解釈論序説」などでは、解釈の決め手

となるのは、今日どのような価値をどのように実現するかというようなこと、

それからどのような利益をどのように保護すべきかという判断であると考えて

いるというふうに仰っしゃいますので、価値判断を全面的にとはいいませんけ

れども一部にしろ認めているのではないでしょうか。このように比較的リベラ

ルな民法学者の中には、価値判断というものをストレートに認めるという方向

が出てきていると思います。方法やモデルを持たない法学においては、法的価

値判断に依存しているということですが、真正面から法律問題を解決する法的

結論が価値判断に基づくものであるとは言いにくいでしょう。この点で、法と

経済学はとくに価格理論という科学的と一般に承認されている方法を用いて分

析する訳ですから、十分な適用の理由があります。

　つぎに、この世界は言語から成っているのですから、いうまでもなく法学も

経済学も言語的構成に依存しています。法学の世界では、法的な判断が依拠す

る憲法や刑法などの条文や判例は法学テクスト（文言）ですが、法解釈上の操

作がなされるのでこのテクストをとくに尊重します。これらの法テクストには

「意味」が存在していると考えられています。意味を与えている・作り出した

のは作者であるということになりますね。それで時間的に後の解釈者である私

たちというのは、たんに作者が与えた客観的な意図や意味を探し出す、ある

いは発見しているだけである。また、曖昧な場合にはこういう意味じゃない

のかということを発見しているだけであると、そういう役回りで考えられて

います。

　これに対して、最近の文芸批評理論では、意味は客観的に存在しないのでは

ないか、「作者」はテクストを書いたときにいわば死んでしまっており、むし

ろ「読者」が意味を作ることが言われています。これに対して、前述のように

先例とか制定法の文言の意味とかを法律の方では尊重しますので、いわば「意

味の（永代）所有権」3というものを作者に与えているのではないかと言えます。
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つまり「作者」である、法律を制定したり立法者とされる人々それに先例を書

いた裁判官に、いわば「意味の所有権」を与えているんじゃないかということ

ですね。この辺のことが法学においてもどのように考えるのかというのが今後

の課題になるかと思います。批評理論でいう「作者の死すなわち読者の誕生」

は法の世界ではまだありえないのです。これは法と言語や意味論上の立場の違

いであると、法と経済学が看過してよい問題ではないと考えます。というのは、

法解釈でいわれる立法者や法律の意思などは自分の解釈を正当化する（法的）

フィクションであり、法解釈をいわば専門家の手に独占する方途に繋がる考え

方なのですから、今後もこれを問題にする必要があろうかと思います。このよ

うに法学テクストが意味を読者に強制するという見方は、法と経済学の分析を

応用する上での障害の一つといえます。

　⑤法解釈において類推（アナロジー）こそが法学に固有の方法であるかのよ

うに言う人たちもいます。固有の方法があることは、他の諸科学の方法や考え

方を受け入れない態度にもなりかねません。ご存じのように、類推というは、

事件とか事実 A があったときに、N というルールを適用するというのが先例

であるときに、今度は事実 B が存在する場合に、事実 A と事実 B が同じであ

るならば、類推を適用して事実の B にも N ルールが適用されるということに

なる。そうしますと、適用の一貫性とか、適用の客観性を保っているように見

えます。しかし、果たしてそういえるかどうか。また、そもそも類推が法学固

有の方法といえるのかどうかというのはかなり疑問です。

　たとえば事実 A が｛a, b, c,･･･x, y, z｝という要素を含んでいるとするときに、

N ルールが適用されるわけです。ところが、今手元にあります事件 B の要素

が｛a, b, c,･･･x, y, w｝のときに、事件 A との同一・類似性が問題となって、

他の要素のほとんどは同じであるが、ただ要素 w の点が A と B とでは異なっ

ている。そこだけが違うというときに、それでは、事実 A と事実 B は同じと

いえるのか、ｚもしくは w こそが両事実を区別しているものではないのか、

が問題となるわけです。この事件 B の要素 w と事件 A の要素 z の評価の仕方

というのは、非常に難しいことです。ある人はこれを99％以上 A と B は似て

いるもしくは類似して（similar）いる。他の人は、やはり z と w という要素

にこそ着目すべきであって、A と B は違うというふうに評価するかもしれな

3 T. イーグルトン・新版文学とは何か108頁（大橋洋一訳、1997）。
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い。このように類推という方法自体は、それらのものが同じであるか異なるの

かということを判断するための内在的な基準を持っておりません。それだから、

異なるか同じかということについては評価ないしは価値判断が入りこみ、判断

が分かれる問題であるということになります。これが類推という方法の致命的

な欠陥の第一です。そういう性質の問題であるにもかかわらず、これまで法的

に決定してきた要因は何かということが逆にクローズアップされます。

　また、かりにそれをクリアしたとしても、事実、あるいは事件 A に対して

N ルールを適用するというのには、なんらかの政策的な判断とか、実質的な価

値判断があったはずですので、そこの実質的な判断をせずに、A と B が単に

同じかどうかということで N というルールが適用できるかどうかになります

と、N ルールに潜んでおります価値判断とかポリシー判断を隠してしまうこと

になります。これが方法としての致命的な欠陥の第二です。現在の事件につき

実質的な判断を回避することになるので、議論や判決文を書く上での節約には

なるかもしれませんけれども、場合によってはあまり芳しくない結果をもたら

すことがあるのです。わけても洗練された分析手法ではありませんね。

　それから、法学に固有の方法ではないというのは、これはいわずもがなです

が他の分野とか科学でも、また日常的にも用いられておりますので、法学固有

の方法であるとはいえないと思います。

　さて、どうしても伝統的な法学の中には、やはり「法は法である」という考

え方を強固に信奉しておられる方もなおいらっしゃるでしょう。しかし、法は

それ以外のものでもあり得るのではないかという立場からすると、法的推論と

か法解釈がもう少し多様なものであっていいのではないかと思われます。まず、

前述のように、伝統法学で思われている以上に、固有の原理とか方法を持たな

いわけですので、そこに多様性、あるいはもうちょっと違った方法を導入でき

るのではないか。わけても経済的ロジックや分析モデルの果たす役割と可能性

は大きいといえます。法学そのものが、他の科学とか学問にも開かれており、

クローズドされた体系ではないことを確認する必要があります。それが課題と

してはあるのではないか。つぎに、法的判断とはいっても、先ほどのように価

値判断である場合もありますし、政治的な立場とかいうものもありえるわけで

すので、その根拠とかいうものをもっと知る必要があるのではないかと思いま

す。
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２．法と経済学の成果─現状

　法のうちでもコア部分の周囲つまり周辺領域においては、法と経済学もわが

国ですでに30年以上経過して、多くの方々の業績や研究によって経済学の適用

というものに対して認知され、また評価されてきており、今日では違和感もあ

まりなくなって来つつあるのではないかと思います。その意味では、あまり問

題のない領域ですが、法学の方からすれば、あくまで法の周辺領域での経済分

析の適用にすぎないとも見られるのかもしれません。この市場取引法と経済的

規制の分野で進展しているといえるでしょう。その辺を、例えばクーター ＆ 

ユーレンの『法と経済学』につぎのような表があります。

表　合理性・取引費用と契約法の法理4

　経済上の仮定　　　　　　　　 違反時の契約法理　　　　　

　A. 個人の合理性

　（１）安定・選別された選好　　　→無能力

　（２）選択の制約　　　→強制・強迫・窮迫・履行不能

　B. 取引費用

　（１）外部性　→公序良俗や制定法義務に反する契約の無効

　（２）情報　　→詐欺・不開示・目的不達成・錯誤

　（３）独占　　→窮迫・不当取引（非良心的契約）　 　　　　

　この表では経済学的な考え方と契約違反があった場合の契約法にはどういう

考えや法理が適用されるかについて対比されています。太田先生の翻訳を参考

にしながら書き出した上の表では、経済学では選好の問題が、法学では無能力

だとか、あるいは脅迫や窮迫だとか、履行不能だとか、そういう形として問題

が出てくるのだとされています。このような提示は分かりやすく、後進の我々

にとっては非常に参考になります。私が80年代のはじめに民法95条の錯誤の経

済分析を試みているときに5、錯誤は思い違い・勘違いである、つまり情報の偏

4 R. Cooter & T. Ulen, Law and Economics 231 (5th ed., 2007). またクーター＝
ユーレン・新版法と経済学235頁（太田勝造訳、1997）も参考にした。
5 林田清明「錯誤の経済分析ー経済分析の試み（1）（2）」大分大学経済論集35
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在（経済学では情報の非対称性）の問題の一つの場合であることが示唆されて

いれば、つまり、このようなものが当時あればたいへん有難かったと思います。

なるほどこういうふうに民法や契約法を経済学では考えていく・見ていくのか

という、いわば１つの見取図を示された感じがありまして、経済学の、とくに

契約法への適用の参考になるのではないかと思っております。また、そこから

さらに広がっていくこともありえるでしょう。

　つぎに社会・経済的な規制の方ですが、これは先ほど触れましたように、借

地・借家法をめぐる問題が典型的なものですけれど、法と経済学の成果は先頃

の特別法による同法の実質的な改正をもたらすまでに成功したわけです。この

辺の分野は言うまでもなく、法と経済学が確実な業績を上げている領域といえ

るでしょう。

　この点に関して、借地借家法では、伝統法学は逆にいったわけですね。結局、

社会経済的な弱者を借地借家法で救済していかなければならないという目標や

正義を掲げたにもかかわらず、実際上、多くの判例の積み上げによって次第に

規制を強化していってかえって弱者をマーケットから排除していく方向に行っ

たわけですね。結局、供給曲線を判例という規制によって、さらに左側、つま

り原点の方向に近づけてシフトさせた。このため、借家の供給は増えないで減っ

ていく、また借家の賃料等々は高くなっていった。伝統法学はそういうパラドッ

クスを生み出したのです。

　この点に関して、かつて浜田宏一先生があるところでお書きになっていて、

シンボリックな言い方で非常に印象に残っているのですが、「裁判官の頭の中

で需要曲線と供給曲線のイメージを浮かべることができるようになっている

か」というのが、ここでも参考になるのではないかと思います。かりに借地借

家法の判決を出そうとしている裁判官が、自分の判決がどのような影響をもた

らすかにつき、需要・供給曲線を思い描いていけば、違った結論・結果になり

得たと思われます。法と経済学の分析の力というのはこの辺でも大いなるもの

があったんじゃなかろうかと思います。この不都合が顕在化してきたために、

前述のようにわが国での立法や法改正にまでいくことになったのです。

　それから規制といっても憲法上の規制にも法と経済学の適用はむろん可能で

巻１号90頁（1983）、同２号123頁（1983）、同「共通錯誤－一つの経済分析」
同35巻５号260頁（1984）。



研究ノート

［349］ 北法63（6・176）1804

あるといえます。憲法は私の専門ではありませんので、口はばったいのですが、

憲法は基本法で、私たちの社会の基本的な枠組を作っておりますし、それから

諸法のベースになっているわけですので、非常に理念的に捉えられたり、哲学

的な意味合いで論じられる面も多いわけです。その分、経済学の適用は遠ざけ

られることになっている感じもします。ところが、それに圧倒されないで経済

的な原理とかロジックで、直接適用されていってもいいのではないかと思いま

す。とくに、経済的規制に関するものは、経済学の適用がなされてしかるべき

だろうという気がいたします。

　たとえば薬事法違憲判決の最高裁大法廷の事件6で問題となったのは、当時

の薬事法６条２、４項に、薬局開設の許可基準としての距離制限があったので、

この薬事法を受けて、広島県が作った条例です。結局薬局の戸口から戸口まで、

水平で100メートル以内にある薬局を制限する距離規制を設けたわけです。そ

れに対して、この大法廷判決で違憲判断を示したという、ある意味では画期的

な判断です。

　詳しくは触れませんけれども、規制の種類に言及して積極的な規制それから

消極的規制ではこうだというふうに論じています。その上で、この規制の目的

を勘案して、国民の生活及び健康に関する危険の防止という消極的警察的措置

目的のための規制措置であるという定義・分類をしまして、薬局等の過当競争、

及びその経営の不安定化の防止というのも、それ自体が目的ではなく、あくま

でも不良医薬品の供給防止のための手段であると認められるということで、最

終的には違憲判決を出しました。

　こういう場合に厳格な合理性の基準というものを用いて違憲判断ということ

になりますけれども、経済学的な見地からいけば、薬局といえども何らかの合

理的な規制はあり得るのかもしれないけれども、競争を促進するについて必要

でない規制というのはやってはいけないことになるのじゃないかと思います。

　このような領域においては、法と経済学的な立場からいくと、基本的には一

種の翻訳者の立場になると思います。１つは、法律専門用語と経済学のロジッ

クを整合させるような役を果たすことになります。

　第二に、判例や裁判の世界でも、合理的な動きはありますから、より説得的

な説とか、あるいは戦略が生き延びることになります。経済学的なロジックに

6 最大判昭50.４.30民集29巻４号572頁。
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立った判決を出した場合には、次第に判例ルールとして残ることになって確立

していくのではないかと思います。憲法の領域も今後とも適用が期待される領

域ではないでしょうか。

３．法と経済学のこれから─法のコア部分への適用

Ａ．法の信念とコア部分

　法的推論とか法解釈そのものは、法律以外の他の科学や学問には譲ることの

できない領域であると考えられている。この部分を法学のコアと呼んでいいと

思うのです。けれども、この部分にも法と経済学を適用しようとすると法律家

たちの抵抗は非常に強いと思われます。前述のように、そういう人たちは、一

般に法は法であって、経済学とかその他のものではないという確信や信念を持

つ傾向にあります。法解釈や法的推論の限界については、はじめの方で触れま

したので、この法学観というか信念をなんらか突き崩していくことが今後の課

題でもあり、またそうする必要があるのではないでしょうか。法解釈において

少なくとも別の説明の可能性が存在し、また判断の仕方があり得るということ

を示せば十分でしょう。

　〈法と経済学〉を適用できる、いや適用できないと議論するだけでは水掛け

論になりますので、法解釈・法的推論は、法学者が持っている信念ほどには確

固たるものではなくて、一見解や一種の判断にすぎないのではないか、それが

言いすぎだとすれば、伝統的な解釈以外にももっと別の、多様な見方が存在す

るのではないかという地平を持ち込むことが法学的「信念」を突き崩す上では

有益ではないかと思われます。

　そこで、私が最近、関心を持っているのが〈法と文学〉研究です。これは70

年代からアメリカ法で展開されてきた法理論上の動きです。詳しく触れる余裕

はありませんが、第一に、法もまた言語から成っているということです。先に

「意味の所有権」などとして触れましたように、この点からも法解釈への多様

なアプローチを可能にしていけるし、法解釈の教義学的面を改善し得るのでは

ないかと考えています。つぎに判決や法解釈も、法律上作られた物語の１つに

すぎないということです。その物語論といいましょうか、ナラティブの面から

もう少し多様な、複数の語りがあるということを言えるのではないかと考えて

います。多様なストーリーが存在する中で裁判所が採用したのは一つの特定の
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ストーリー・物語にすぎないので、ナラティヴの観点からその意味や価値を明

らかにし得るのではないか。とくに、法解釈が１つの価値判断といいますか選

択にすぎないのではないか。その上でこの法的判断や価値判断といえども結局

のところは政治的判断によって左右されているのではないかという面をさらに

クローズアップすることができると思います。つまり語られている物語は、多

くの中の１つにすぎないのに、なぜ特定の物語が裁判所によって採用されたか、

他の物語をなぜ採用しかったのかと、揺さぶりをかけることができるのではな

いか。一旦、確信的なものとなっていたものに別の見方や物語があることを認

めることによって、まさしくそこにおいて法と経済学の方法を取り入れること

もできるのではないかと考えています。

　ただ、なぜ〈法と文学〉などという回りくどいものを持ってこなくてはいけ

ないのか、〈法と経済学〉のダイレクトな適用ではいけないかなどの反論を受

けそうですが、場合によってはこの方法で法学のコアの部分を揺さぶっておく

というのもいいのかなというふうに考えている次第です7。私も〈法と文学〉に

宗旨換えをするつもりはありませんが、これは法学のコア部分において〈法と

経済学〉を適用する上で、地ならしの役割を果たしてくれる、言い換えると、

いわば適用上の取引費用を低減してくれるのではないかと期待するからです。

法律家すべてではないとしても多くの人たちは、法的な答えは法の中に存在す

るという確信をもっておられるようですので、その辺を再考してもらう上では、

すなわち伝統的なスタイルを批判するという意味では、法と経済学以外の方法

や成果も参考になる、ないしは利用できるのではないかということです。

　第二に、法解釈において論理的にまた客観的に定まるという伝統的な信念は、

物語の複数性や別の物語があることなどによって、揺るがしたり是正したりす

ることができるのではないと思います。というのは、法学のコアといっている

ところは、法の専門性が強い領域ですので、比較的親和性のある正義とかモラ

ルとかの方が法律問題を解く鍵となるのであって、経済というのは関係ないと

見られる傾向にあるからです。

7 さしあたり、林田清明「「法と文学」の諸形態と法理論としての可能性（1）
（2）」北大法学論集55巻４号55頁（2004）、５号１頁（2005）[http://hdl.handle.
net/2115/15312, http://hdl.handle.net/2115/15322（公開）］、同「法のナラテイ
ヴと法的推論」長谷川晃編著法のクレオール序説241頁（2007）など参照。
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Ｂ．法のコア部分

　話が少しそれましたが、法（学的信念）のコア部分と呼んでいる領域は多く

の要素から形成されているのでしょうが、ここではつぎの３つの場合を取り上

げます。第一は、法学の専門性のゆえに、法（津）の中から答えが見つけられ

なければならないと考えられている場合です。第二は、非経済的ファクターに

よる決定に親しむ領域がやはり存在するとされる傾向がある領域です。第三は、

モラルや正義などによって決定されるべき問題が厳然として存在するとされる

場合です。

①法の専門性

　まず、法の専門性といいましょうか、それはどの学問にしても専門的な用語

とか原理とかというのはありますので、門外漢・素人がいきなり全部わかると

いうようなことにはなりませんから、どうしても参入障壁というのは存在する

わけです。独自の概念とか専門用語とか決まりなどそういうものがたくさんある。

　たとえば公害の例がいいかと思いますけれども、民法とか行政法による規制

でこの公害を処理していきます。とくに民法の場合ですと709条に基づく損害

賠償責任だとかというものを考えていくわけですね。ところが経済学では、こ

れは市場の失敗の１つである、負の外部性が存在している場合ということに

なってきて、アプローチが少し違います。

　なかでも加害企業に賠償責任を負わせるためには４つの要件が必要になりま

す（民法709条）。とくに故意・過失、それから違法性、損害、それに因果関係

が存在するというのが要件です。そのうち違法性の要件で、交通事故の場合な

どと違って、どこからが違法になるかという調整型の不法行為の場合には、伝

統的にどこまで相手が受忍すべきかという判断をすることになります。加害者

と被害者の利害を調節する法的装置というのが、この受忍限度という概念です。

ちょっと悪名高い面もありますが。

　この受忍限度については、ご存じのように大阪空港等の事件でいわれていま

す。これによると、違法性が存在するかどうかの法的判断は、加害行為によっ

て被るとされる被害が社会生活を営む上において受忍すべきものと考えられる

程度、すなわち、いわゆる受忍限度を超えるものかどうかによって決せられる

というふうにいっております。それでは受忍限度をどうやって決定するか、そ

れについては４つの要素が挙げられています。「侵害行為の態様、被侵害利益

の性質と内容、侵害行為の公共性の内容と程度、被害の防止または軽減のため
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加害者が講じた措置の内容と程度について全体的な総合考察を必要とする」8と

言っております。

　そういうものかということになるわけですけれども。この受忍限度について

は、数値からいくという方法はあまり聞いたことがありません。私の知る限り

では、数値化していく議論というのはあまりなかったように思います。ただ、

先ほどのように、４つの要素を挙げるということがなされてきた程度です。

　それから受忍限度というのは、つい先頃判決が出ました普天間爆音訴訟9の

ように、うるささ度で決まるわけではないということですね。それよりも、も

うちょっと違ったファクターで決められている。先ほど言いました大阪空港事

件では、この４つの要素・ファクターを挙げて、これらを総合的に考察すると

いっているわけです。実は「総合的に考察する」といっても、なかなか難しい

わけですね。数値化、あるいは数量化をどういうふうにするのかあるいはそれ

はしないのか。それから具体的に４つの要因・ファクターをどのように裁判所

が評価したのかなど判断の具体的な過程は明かとはいえない。つぎに、総合的

に判断するといっていますが、綺麗な言葉だとは思いますが、結局は全体とし

て法律専門家である裁判所や裁判官に任せてくれという、いわば白紙委任に

なっていないのでしょうか。このようなやり方は法的判断として洗練されてい

るとは思えません。もう少し判りやすく、もう少しいわば誰にも分かるような

ものにする、そしてそのような方法はないのだろうかと疑問に至ります。受忍

限度という法的基準をどのレベルに設定するかの判断そのものの困難さに加え

て、曖昧な基準を適用する上での管理費用が生じるでしょうし、また、それに

伴うであろう、誤った基準を設定することによるエラー・コストが発生するで

しょう。

　そこで、経済学でよくやるように、下図10のような需要供給曲線がかりに引

けるとするとして、L を住民の損害の限界量というふうに考える、それから B

を加害企業の限界便益、その交点のところに n という最小にするレベルがあ

るとするわけです。

8 大阪空港事件、最大判昭和56年12月16日民集35巻10号1368頁。
9 普天間爆音訴訟（第１審）、那覇地沖縄支判2008年６月26日判時2018号33頁。
10 R. Cooter & T. Ulen, Law and Economics 326-342 (Int’l Edition 4th ed., 2004) 
を参考にした。
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　第一に法的基準としての「受忍限度」のレベルをどこに見るか。先ほど触れ

ました４つの要因を総合的に判断するというところですね。つぎに、法的基準

は図でも示したように、曖昧なために左へ右へと振れることがある。第３に、

受忍限度という法的基準のレベルと、経済上の最小になるレベルとが一致すれ

ばどうか。受忍限度は経済学が示すレベルと一致する方が望ましいのですから、

この n レベル以上は違法性が生じますといえば、非常にわかりやすいと思う

のです。ここまで分析したものがないようでして、なかなか受忍限度というの

は非常に難しい、あるいは判断に困る概念といえるゆえんです。場合によって

は、こういうふうな考え方、あるいはこういう図が頭の中に思い描ければ、す

なわちこの n レベル以上だと違法だというふうにするといえば、経済的な考

え方というのが適用されていいと思うわけです。

　そこで、かりにこのような曲線を描くことができるならば、そのような方法

や考え方に基づいた分析や研究が必要なわけですので、この辺をどなたかやっ

ていただければというふうに思います。あるいはすでに実際にもうなされてい

るのかもしれません。そうしますと、こういうことに成功すれば、先ほどのよ

うに、法的な受忍限度なのか、こういう経済的な数値化したようなモデルでい

けるのか、その上でさらにどちらが説得的なのかというがつぎのルールの効率

性のレベルで問題となるでしょう。これはグラフにまでできるような方法や説

明の方が判りやすいわけですので、多分そちらの方つまり経済学的分析の方が

ルールとして生き残っていくことになると期待できるわけです。

　一つの具体的な例として取り上げましたが、受忍限度というと経済学的な用
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語や概念にストレートに乗ってこないわけですので、そのために参入障壁が高

くなっている可能性があるということです。そこで、あまり法律の用語にとら

われないで、むしろこちらのイメージで、つまり経済学的なイメージで把握し

ていった方がいいのではないかと思います。

②法の非経済的要素

　法のコアの２つ目の例です。憲法の表現の自由を取り上げますが、これも、

先ほど言いましたように、なかなか経済学的なアプローチがしにくい領域の１

つと考えられてきた。たとえば、1900年はじめから30年代にかけてのアメリカ

の連邦最高裁の判事だった O. W. ホームズ裁判官の思想の市場という考え方11

は、これはいってみれば思想というものについてマーケット（市場）を考える

というわけです。それを中心にモデルとして考えていけば、これについて経済

学的なアプローチもかなり可能になるんじゃないかということになります。

　たとえば、宗教の自由、信教の自由についてこれを適用するということにな

ると、信教や各宗派の自由な信教活動を保障する。そうすることによって一般

の国民、人々が幸福を最大化していくということができるわけですね。それか

ら国が、そういう信教の自由市場に介入し、特定宗派を保護したり、あるいは

画一的な規制や管理によって宗派の活動を制限したりということになります

と、これはかえって信教とか宗教の市場を貧困化させるし、また宗教に関する

規制が非常に強くなってきますと、自由な信教活動ができなくなりますので、

貧困化する。それが政教分離の原則というものに具現していることなんですね。

そうしますと、この原則も、政教分離というのも微妙でなかなか難しいですけ

れども、実は、非常に自由市場を規制していってはつまらないことになります

よということですね。経済的なロジックで説明することが可能です。

　また、信教の市場においても、某教団のように殺害とか、あるいは社会に害

をもたらすいろんなことを企てる、また暴力的なことを試みるということにな

りますと、それは信教や思想の自由市場から外れるだろう。つまり、信教の市

場での外部性の問題を発生させたりしますので、そういう市場の失敗の場合に、

11 Abrams v. U. S., 250 U. S. 616 (1919). なお駒村圭吾「表現の自由の経済学的
分析」慶大新聞研究所年報40号（1993）、林田清明「憲法の経済学的アプローチ」
ジュリスト1089号76－81頁（1996）、金井光生・裁判官ホームズとプラグマティ
ズム351頁以下（2006）など参照。
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どのように国や政府が関与・介入すべきかとの指標になってくる。そうすると、

信教の自由についても十分市場モデルでいけるのではないだろうかと考えま

す。今後分析が進めばいいと思っている次第です。

　それから、信教の自由のみならず表現の自由や精神的自由の中には、たとえ

ば政治的言論も含まれます。これはその性質上、政府や官僚、政策を批判する

権利というふうにいわれるわけですが、この場合は、先ほど信教の自由を保障

しておけばいいという、そういう自由の保障だけでは非常に不十分な局面があ

ります。政治的言論というのは、政府とか官僚とかあるいは政策を批判するわ

けですので、政権を批判することになります。政府や政権側の方が一般には力

が強いわけですので、批判するものについて、これはだめだという、あるいは

自由を保障しているというだけでは、場合によっては、トータルとして非常に

政治的言論が弱くなってくる場合もありますので、より高い価値が与えられて

しかるべきではないかというようなことも考えられます。例えば、ある話し手

が扇動している、ある犯罪を扇動しているという場合において、そういう言動

に対して国が介入する契機が生ずるということになるわけですが、どの場合に

介入していいのか、そして介入方法としてどういうものがあるのかが問題とな

りますが、これは不法行為の過失、もしくは責任の判断で使われるハンド定式

をここにも、表現の自由にも使えるという考え方もあります12。これによると、

B は思想のストック（蓄積）が減少する費用とする。扇動しているスピーチを

止めさせることになると思想のストックが減る。それから扇動している当の犯

罪が生じる確率を P とする。それから犯罪が発生した場合の社会的費用を L

とする。B が P 掛ける A より小さければ（B < P x L）、これは１つのコスト

が小さくて済みますので、そっちをとるというのが合理的な判断になるだろう

と考えられます。

　また同じ規制の方法でも、一般的にスピーカーというか演説者を刑事訴追す

るような場合、それからただ単に監視しているような場合、２つの規制の方法

がその場合に考えられるわけですけれども、刑事訴追までする場合には、非常

に思想などの蓄積がなくなることのコストも大きくなるということで、これも

あまり刑事訴追する場合には両方とも相殺されることになって望ましくなくな

るのではないでしょうか。監視する場合の方が比較的扇動していることが実行

12 R. Posner, Economic Analysis of Law 728 (7th ed. 2007).
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されそうだというふうに危険が差し迫ったときに規制すればいいというわけで

すので、B は比較的小さく済むのではないかということです。この場合には、

B が小さくて、P x L の方が大きいわけですので、この場合には監視するとい

うことで規制していったほうがいいというふうに調節できるのではないか。

　表現の自由を保障する場合に、どの程度自由を認めていくべきかというのは、

なかなか頭の痛い問題だと思いますけれども、こういうふうに一定程度数量化

するという方向に道が開ければ、いろんな工夫がなされてくる機会も増えるの

ではないかと期待します。前述のように、やはり思想あるいは表現の自由にお

いても、このマーケット的な考え方が存在し得るということをホームズ判事が

示したことによって、それをベースに展開していくことになったと言えます。

とくに、経済学による説明が可能になっていく分野ではないかというふうに

思っているわけです。

③モラル・正義と経済的ロジック

　法のコアの最後の例を取り上げます。モラルとか正義にかかわるとされてい

る事例や問題です。これらの非経済的ファクターが事件を主要に支配している

ときには、当然経済学は関係ないというふうに思われるわけです。しかし、モ

ラルや正義が関係しているところでも、実は伝統的にあるいはこれまではその

ように考えられてきたというだけであって、見方を変えれば経済的視点なり分

析が入る余地はあるといえるのではないでしょうか。

　その例として、アメリカの古い判例 Riggs v. Palmer13を取り上げます。ロナ

ルド・ドゥオーキンの『法の帝国』の中にも非常に詳しく紹介されている事例

です14。彼は自分の理論の材料としてこれを使うのですが、私たちはこれを経

済学的な観点から説明しようというのでして、いわば対抗しようというわけで

す。この事案は、資産家の祖父を男性の孫が毒薬で殺害したという事件です。

祖父は遺産をこの孫に残すという遺言をしていたにもかかわらず、その孫が祖

父を殺害した事案です。

　孫の方は祖父が遺言書で自分に多くの遺産を残しているということを知って

いたのですが、祖父が最近になって再婚したので、当の遺言書を変更して、自

分に遺産を残さなくなるのではないかと考えて、疑いを抱いて殺害に及んだと

13 115 N.Y.506, 22N.E.188 (1889).
14 R. ドゥオーキン『法の帝国』36頁以下（小林公訳、1995）。
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いうのです。孫は、本事件に先立つ刑事事件で、祖父の殺人で有罪となりまし

た。なお、祖父には、孫の母親である実の娘のほかに娘が２人いたのですが、

この２人の娘たちは残余財産受遺者であって、この孫が先に死んだ場合には、

彼女らが遺産を受けとるという遺言であったようです。

　このため、今度はこの娘たち２人が被告の孫─２人からすれば甥になります

─を相手取って、遺産は自分たちに与えられるべきだと主張して争ったのです。

つまり甥である孫が遺言人である祖父を殺害したから、そんなことをした孫は、

遺言に基づく受遺者にはなれないと主張しました。

　なぜこの事件を使うかというのは、これが二つの意義を持っていると考える

からです。一つは、モラル・倫理や正義に代わるロジックはないのか。とくに

経済的考え方はありえないのか。もう一つは、わが国の民法は実はデフォール

トで民法891条の規定を持っていますので、その意義を検討することができる

わけです。この規定は、故意に被相続人、つまり亡くなった人または先順位、

もしくは同順位にある相続人を死亡するにいたらせ、またはいたらせようとし

たために刑に処せされた者は相続人とはなれないという規定とか、他に適格相

続人にはなれない事由を列挙した条文です。同条第１号に入っているわけです

ので、どうしてこういう規定が民法のデフォールトとして入っているのか、そ

の根拠とくに経済的な観点からその根拠を説明することは可能だろうかと思っ

たわけです。もしそれが可能となれば、さらに民法の体系としての構造という

か考え方の一端を明らかにできることにもなります。

　判決に戻りましょう。ニューヨーク州の、当時の遺言に関する法律は制定法

とコモンローの２つです。この事件を審理したニューヨーク州最高裁は意見が

分かれましたが、少数意見は文理解釈を採用して、当該の制定法とコモンロー

にかかわる文言を具体的に解釈していく場合に、文言者の作者の意図が特別に

分らない場合には、私たちが当該の文言に与えるであろうと考えられるような

意味に解釈されなければならないとしました。その上で、殺害をした者にまで

遺産を与える必要はないという結論を導き出しました。少数意見を書いた裁判

官は文理解釈でいく道を採りました。

　他方、多数意見は、立法者の意図もしくは正義を考慮するという立場を採り

ました。まず、ニューヨーク州の立法者が、つまり制定法、そして、関連する

コモンローで、相続できないと意図したのか、あるいは相続できると考えたの

かということを探っていこうということです。そして、遺言法に関するニュー
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ヨーク州の制定法の立法者というのは明白に反対のことを支持しない限り、伝

統的な正義の主要な原理を尊重するというような立場をとっています。それか

ら制定法と他の法秩序との整合性というものを考慮するであろうと考えました。

　他の法分野では、これこれのこういう原理があるということを発見するわけ

です。そこで、いかなる者も自ら不正を行うことによって利益を得ることがあっ

てはならないという原理が存在していることに言及して、これとの整合性から

言って、遺言法も相続財産を獲得するために殺人を犯した者には相続を拒否す

るものとして解釈されなければならないという結論に至ったわけです。

　このような裁判所の解釈（理由付け）には、いくつかの問題があります。こ

の判決は結果として遺言者に対する殺人を防止するために、遺言者の意図や意

思を犠牲にするものというふうに考えられるかもしれません。制定法の意図と

いうのはわかるわけですけれども、それでは、遺言の作成者である祖父の意図

というのは考慮しなくていいのかというのは、ちょっと問題になるかと思いま

す。祖父も、もし殺害されたならば、殺害した孫よりも実の娘たちに遺贈する

ということにしたかもしれない。あるいは、かりに孫によって自分が殺害され

たとしても、自分の娘たちによりも、やはり孫に遺贈したかもしれない。それ

はいずれであるか私たちには分からないですね。

　つぎに、相続対象から除外することは、殺人罪の刑罰をより加重することに

なりますので、正義、ここでは事後により重い刑が付加されることの原則に反

しないだろうかということも問題となるわけですね。殺人罪で、その罪につい

ては正しく罰せられるべきですけれども、さらに相続においても不利に扱われ

るということですね、そうなると正義に反しないかということが問題になる。

　では、法と経済学では、この問題をどのように解決できるのか。ここでは、

この事件を詳しく分析しているポズナーのものを参考にします15。経済学的観

点からは別のようにも読めるという例ですね。経済学的に見るとと言いましょ

うか、一般には遺言に名前を挙げられた者が遺言人を殺害することはあまりな

いと考えられる。そうすると、遺言に名前を挙げられた者によって殺害される

可能性は非常に低いわけですので、遺言に自分の殺人者に遺産を与えるかどう

かを書き込む効用は低くなる。この場合、裁判所が、遺言人の殺害者に遺産相

続を認めないとするルールを確立することは、将来に生じる出来事を支配する

15 Posner, supra note 11, at 543.
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─法典にはないという意味で─黙示の条項を遺言を書く者に提供する機能を果

たすことになる。遺言書にはないけれども、黙示にこういう条項をコモンロー

として構築することになるというわけです。

　そうしますと、殺人した相続人を相続欠格するルールの確立は、遺言作成の

費用を軽減することにあるのではないかという見方が成り立つわけです。確か

に、遺言するときに、自分が殺されるということは、めったにないので思いつ

きません。思いつかないから書き込まないわけですね。自分を殺害した者につ

いては遺贈をしないとか、遺言の適用をしないとかということは一般的にはな

かなか思いつきません。そのために、遺言作成費用を低減するということで、

より一般的な判例ルールという格好で、これを構築したということがいえる。

そのようにも読むことができますので、こういう正義とか、それからモラルと

かが強調されやすい局面においても、見方を変えれば経済学的な考え方が適用

される余地は十分あるのではないでしょうか。そうであれば、さらにアメリカ

の判例ルールに匹敵する規範である民法891条をわが民法が採用していること

は、一部にしろ民法それ自体が経済的ロジックを持っているということになら

ないでしょうか。

　以上から３つの示唆が得られるのではないかと思います。一つは、複数の、

多様な見方（法解釈・法的推論）が存在するという点です。裁判所の見解や法

解釈は複数の見方の内の一つにすぎないといえます。つぎに、解釈方法が判決

の結論をもたらしているとはいえないということですね。とくに類推なんかと

かその他の方法ではそうです。さらに、道徳とか正義に頼らなくても、経済的

な考え方・ロジックによっても解決が可能ではないのかということです。

おわりに

　まとめるとつぎのようになるかと思います。第１に、経済学と比較的親和的

な領域での法律問題というのには、さらに法と経済学の適用を推し進めていけ

ばいい。そこでは、伝統的な法的判断の手法による解決案と経済学的な説明に

立った解決の方法が、いわば併存するわけです。事件や問題の解決や説明に優

れていれば説得的ですので、そちらの方が勝ち残っていく余地が十分ある。ど

ちらかというと経済学的な説明の方が優れているように私は思いますので、法

と経済学的な解決の方が残っていくだろう。そうすると、今後ともいろんな分
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野にも広めていくことが可能になるのではないかということです。

　第２に、法学のコアの領域あるいは固有の領域に関しましては、先ほどのよ

うに参入障壁でありますとか、それから伝統的に扱いにくいような領域、憲法

の領域とかがありましたが、その部分について適用していくためには、やはり

一工夫要るのではないかということです。そして、多様な見方とか、解釈が一

時的に決まらないとか、あるいはいろんなものを考慮していくのだということ

が法的議論あるいは法解釈の本質であるということが明らかになっていけば、

経済学的な原理やロジックを適用していき、そこで経済学の力、政策的な力を

示すことができるのではないでしょうか。この法律のコアの部分というのも比

較的アレルギーがなくなってきて、存分にほかの科学とか、それから経済学も

その中心として適用できるような領域になっていくと思います。そうすること

によって、法と経済学は、法学とか、法規範の意義を洗練させて、結果として

法の実践とか、法制度のパフォーマンスに寄与するものではないかと思います。

　第３に、制定法の条文や判決例それに学説などの法学テクストだけを扱って

何らかの（法的）答えや法的判断を引き出しうるという時代は終わった。また、

法についての学問的批判を知る必要があり、法と経済学を学び・実践すること

によって、法についてより良い理解をすることができる、といえる時期が来て

いるのではないかと思います。

　どうも長い時間、ご清聴ありがとうございました。（拍手）
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はじめに

　近年、日本においては、重大な医療過誤事件が相次いで発生し、その防止や

医療関係者に対する刑事責任に関する問題が多く議論されている。また最近は、

医療過誤に対する刑事事件が増加しているといわれており、この点に関する公

式の統計は存在しないが、実務家の研究によれば、戦後から1999年１月までの

裁判例は137件（そのうち公判請求事件は73件）であるのに対し、1999年１月

から2004年４月までは79件（公判請求事件は20件）にのぼるとされる1。

　このような現状に対して、最近では、医療過誤に対して刑事責任を追及して

も医療事故防止効果はほとんど望めないと指摘され、例えば、「医療事故の刑

事事件化傾向は、医療の質を向上させることには結びつかず、萎縮医療と防衛

医療を蔓延させ、一部地域における救急医療・周産期医療科・耳鼻咽喉科の激

減、患者のたらいまわしなど、却って医療制度の機能不全という禍根を残し

た」2ともいわれている。

　また、アメリカでは医療過誤事件は刑事処罰の対象とならないのであるから、

日本においても医療過誤に対して刑事責任を追及すべきではない、という主張

がなされることもある。確かに、アメリカにおいては、医療過誤事件で刑事責

任が問題となることはまれであり、日本よりも刑事責任の果たす役割はそれほ

ど大きくない3。しかし、アメリカにおいても、医療過誤に対する刑事訴追がまっ

たく行われていないわけではなく、特に最近では、刑事医療過誤事件が増加傾

向にあるといわれている。1809年から1981年までに判例集に掲載された医療過

1 飯田英男『刑事医療過誤Ⅱ［増補版］』（判例タイムズ社、2007）１頁。
2 根本晋一「医療関連死における死因究明制度の現状と展望」横浜国際経済法
学第19巻第３号（2011）169頁。
3 ロバート・B・レフラー（三瀬朋子訳）「医療安全と法の日米比較」ジュリス
ト1323号（2006）17頁。

　第１節　過失の構造と医療過誤
　第２節　業務上過失と重大な過失
おわりに
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誤の上級審判例は15件程度であり、1981年以降2001年までの間に判例集未登載

のものを含めた上級審判例は30件程度であるとする研究もある4。1980年代以

降、刑事医療過誤事件数は増加傾向にあるとはいえ、日本と比べればかなり少

数であることは確かである。しかし、アメリカでは、医療過誤に対しては刑罰

以外の制裁を含めた様々な制度が存在しているため、日本と単純に比較するこ

とはできない5。アメリカにおける医療過誤防止のための制度については、日本

でも多く紹介されており、参考にすべき点は多いといえる。それに対して、実

際に医療過誤事件において刑事責任の追及がどのようになされてきたかについ

ては、必ずしも十分な議論がなされてこなかったように思われる。

　本稿では、医療過誤における過失の基準をどのような観点から設定し、判断

すべきかをアメリカの判例や議論を参考に検討する。もっとも、アメリカと日

本では、過失の体系も異なることから、医療過誤の判例を比較するだけでは十

分とはいえない。したがって、その前提として、まずアメリカにおいて、過失

によって人を死亡させた場合にどのように刑事責任が追求されるのかを検討す

る必要があろう。そこで本稿では、第1章において医療過誤における問題点を

明らかにした上で、第２章において日米の過失論の基礎理論を考察する。それ

を踏まえて、第３章において、医療過誤に関する刑事裁判例を比較検討し、第

４章において医療関係者の刑事責任のあり方について検討を加える。

第１章　問題の所在

　第１節　医療事故と医療過誤の意義

　医療過誤について考えるにあたって、これと重なり合うこともあるが内容的

には異なる医療事故との区別をまず明らかにしたい。まず医療事故とは、医療

にかかわる場所で、主に医療行為の受益者である患者を被害者として、医療の

全過程において発生する人身事故一切を包括する言葉であり、医療行為それ自

体から生じるもの以外にも、例えば病室の窓から転落した場合等のような、病

4 James A. Filkins,  “With No Evil  Intent” The Criminal  Prosecution  of 
Physicians for Medical Negligence, 22 J. Legal Med. 467, 472 (2001).
5 佐伯仁志『制裁論』（有斐閣、2009）303頁。
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院の施設管理のミスによって発生したもののように、医師の過失に起因しない

ものも含まれる6。

　これに対して、医療過誤とは、医療事故のうち、人為的なミス、避けようと

思えば避けられたものをいい7、医師が患者に対して診療・治療行為を施すにあ

たり当然払うべき業務上必要とされる注意を怠り、これによって患者の生命・

身体を侵害し、死傷などの結果を惹起した場合をいう8。すなわち、過失がなけ

れば、医療事故とはいえても、医療過誤とはいえない9。

　第２節　刑事医療過誤の現状

　かつては、医療過誤について、医療行為それ自体が高度の医学的判断ないし

技術を必要とするうえ、刑事手続上その立証が困難であること等を理由として、

刑事責任の対象とされたのは、薬品の取違えといった、外見上明らかな初歩的

ミスや単純な技術的事項についての不注意を問題にした事案がほとんどであっ

た10。

　それに対して、最近では医療行為それ自体の内容にまで立ち入った判断を要

する事案も増加している。その原因として考えられるのは、横浜市立大学病院

患者取り違え事件11や都立広尾病院事件12等、社会に大きな衝撃を与えた事例

が相次いだことで、国民の医療不信が増大し、それに伴って被害者やその遺族

の処罰感情も増大し、さらに警察に対する異状死の届出件数が増加したことに

あると思われる13。それまで行政による制度が確立していなかった段階におい

6 莇立明「医療過誤発生のメカニズム」莇立明＝中井美雄編『医療過誤法』（青
林書院、1994）17-18頁。
7 日本医事法学会「医療事故と刑事責任シンポジウム総合討論」年報医事法学
23号（2008）123頁〔甲斐克則発言〕参照。
8 莇・前掲注（６）18頁。
9 甲斐克則『医事刑法への旅Ⅰ［新版］』（イウス出版、2006）112頁。
10 飯田英男『医療過誤に関する研究』（法曹会、1974）５頁、藤木英雄「医療
事故における因果関係と過失」ジュリスト548号（1973）300頁。
11 最決平19・３・26刑集61巻２号131頁。
12 東京地判12・12・27判時1771号168頁。
13 佐伯仁志「医療安全に関する刑事司法の現状」ジュリスト1323号（2006）27頁。
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て重大事件が発生したことにより、これらの事件は、その後旧厚生省及び医療

界が本格的な医療安全対策に取り組む契機ともなった。しかし、一方で、医療

界を中心に大きな波紋を与えた大野病院事件14においては、本件の起訴によっ

て産科医が減少し、病院の産科の診療科目の閉鎖や産科診療所の閉鎖が後を絶

たず、また危険な手術を行う外科医療の分野では、委縮医療の弊害が指摘され

ている15。

　近年は、複数の医療従事者が関与するチーム医療が進んできたことにより、

個人の責任と組織内での関与者の責任が複雑に入り組んできており、医療過誤

における過失論は「個人モデル」から「組織モデル」へと移行しつつあるとい

われている16。そのため「過失の競合」及び「過失の共同正犯」が問題となる

事案も多くなってきている17。しかし、過失競合論に関しては、ひとたびチー

ム医療に組み込まれて死傷事故が発生すれば、正犯として最後まで死傷結果に

ついて責任を負うことになり、医療関係者に広く刑事罰を科すための論理とし

て安易に用いられることが指摘されている18。

　また、最近では、刑事医療過誤事件において、特に略式命令事件が増加して

いる点も特徴的である19。医療者側も略式命令であれば訴訟による負担を回避

できるという点で比較的受け入れやすいことから、仮に処分内容に多少の不満

があっても、これに応じるという点が指摘されており、刑事責任を追求する必

14 福島地判平20・８・20LEX/DB25462845。
15 平岩敬一「刑事弁護レポート 医療の専門的知識を有しない捜査機関による
不当な逮捕・起訴」季刊刑事弁護57号（2009）115頁。
16 我妻堯＝鈴木利廣＝甲斐克則「特別鼎談：医療事故の現状と法的対応」現代
刑事法７巻１号（2005）67頁〔甲斐発言〕。
17 例えば、都立広尾病院点滴ミス事件（東京地判平成12・12・27判時1771号
168頁）、横浜市立大学病院患者取り違え事件（最決平成19・３・26刑集61巻２
号131頁）等。「過失の共同正犯」とは、二人以上の者が共同して過失行為を実
行することをいい、「過失の競合」とは、一つの構成要件的結果の発生に対し
て複数の行為者の過失が存在する場合である（山中敬一『刑法総論』（成文堂、
2008）378、843頁。
18 甲斐克則「医療事故と刑事法をめぐる現状と課題」刑事法ジャーナル３号

（2006）９頁。
19 飯田・前掲注（１）12頁。
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要性について慎重な判断をなす必要がある20。医療過誤の全てを刑事処罰の対

象から外すのではなく、医療行為の特殊性を踏まえながら、医師の過失責任を

何らかの基準により限定すべきではなかろうか。また最近は、医師の刑事訴追

を過失が重大な場合に限定すべきであるという主張もなされているが、過失が

重大な場合とは何を意味するのか。本稿では、これらの点について検討する。

第２章　過失の基礎理論

　第１節　日本における過失論

　医療関係者による医療過誤は、民法上は、民法709条の不法行為に基づく損

害賠償責任が、刑法上は、刑法211条１項の業務上過失致死傷罪がそれぞれ問

題となる。つまり医療関係者の落ち度と死傷との因果関係が確定し、医療関係

者側の過失が明らかとなれば、民事・刑事の法的責任がそれぞれ問題となる。

民事上の過失と刑事上の過失については、そこに差異があり、民事責任を根拠

づけるに足りる程度の過失があっても、刑事責任を根拠づけるには足りないと

され21、民事責任が認められたからといって刑事責任が認められるわけではな

い。民事と刑事における過失について、その理論構成は様々であるが、本稿で

は刑法上の過失について考察する。以下では、医療過誤における過失を検討す

るに当たって、まずその前提となる過失論の構造について概観し、次に医療過

誤において問題となる業務上過失について検討する。

　　第１款　日本の過失論

　日本において主張されている過失論は、大きく旧過失論22、新過失論23、新・

新過失論24に分けられる。旧過失論は、過失を故意と並ぶ責任要素として、意

20 飯田・前掲注（１）12頁。
21 藤木英雄『過失犯の理論』（有信堂、1969）205頁。
22 平野龍一『刑法総論Ⅰ』（有斐閣、1976）193-194頁、井上祐司『行為無価値
と過失犯論』（成文堂、1977）131-133頁。
23 井上正治『過失犯の構造』（有斐閣、1958）51-53頁、福田平『全訂刑法総論［第
５版］』（有斐閣、2011）125-128頁。
24 藤木英雄『過失犯─新旧過失論争─』（学陽書房、1975）。
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識の集中・緊張を欠くことによる不注意のため、結果を認識・予見しなかった

点に非難の根拠があるとする。すなわち、いわゆる結果予見義務違反を中核と

して、法益侵害結果が発生し、行為と結果との間に相当因果関係が認められれ

ば構成要件該当性の要件が充足され、違法性阻却事由が存在しなければ、違法

性の要件が充足され、責任の要件として「非難すべき心理状態」が検討され

る25。そして、予見義務の前提としての予見可能性の有無が意味を持つことに

なる。

　これに対し、自動車による交通事故が増加し始めた1950年代頃から、そのよ

うな考え方は現代社会では厳しすぎるとして、過失責任を限定する、新過失論

が主張されるようになった。すなわち、新過失論は過失を責任要素にとどまら

ず、構成要件要素又は違法要素でもあるとし、客観的な結果回避義務違反ない

し予見義務違反がなければその行為は適法であり、過失犯は成立しないという、

客観的注意義務違反を重視するものである。

　新・新過失論は不安感説・危惧感説とも呼ばれるが、結果回避義務中心であ

るという意味では新過失論と同一であるものの、結果回避義務の内容について

は非常に重大なものを必要とする。結果回避義務を課す前提としては具体的結

果の予見可能性は不要であり、行為に何らかの不安感が伴えば足りるとされる。

この見解をとった判決として森永ドライミルク事件26があるが、結果の具体的

予見可能性を不要とする点において責任主義に反するなどの理由から、通説と

はならず、判例においても定着しなかった。

　この予見可能性については、①予見可能性をどのような基準で判断するかの

問題、②予見可能性の対象をめぐる問題、③予見可能性の程度の問題において

対立が見られる。①については学説上、ⅰ一般人の能力を基準として判断すべ

きであるとする客観説27、ⅱ行為者の能力を基準として判断すべきであるとす

る主観説28、ⅲ行為者の能力が一般人より高い場合には一般人を基準とし、一

25 古川伸彦『刑事過失論序説』（成文堂、2007）135頁。
26 高松高判昭和41・３・31高刑集19巻２号136頁。
27 前田雅英『刑法総論講義［第５版］』（東京大学出版会、2011）288頁、牧野英一『刑
法総論』（有斐閣、1959）564頁。
28 小野清一郎『新訂刑法講義総論』（有斐閣、1953）174頁。
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般人よりも低い場合には行為者を基準とすべきであるとする折衷説29が主張さ

れている。かつては、構成要件的過失については一般人を基準とするが、責任

過失については行為者を基準にする見解が多数説であった。しかし、現在では、

行為者の能力、知識等具体的事情を基礎に、一般人を基準に判断する見解が一

般的となっている30。判例も客観説に立っているようである31。

　次に②の予見可能性の対象については、具体的予見可能性説と不安感説の対

立が見られたが、因果経過の基本的部分を含んだ具体的予見可能性が必要であ

るとするのが判例・通説である32。当該構成要件的結果の予見は必要であるが、

現実に生じた具体的な因果の経過についての予見可能性がなくても、予見可能

性は肯定される。

　以上を踏まえ、③どの程度の予見可能性が要求されるかが問題となる。旧過

失論からは「ある程度高度の」予見可能性が要求されるが33、新過失論からは、

結果回避義務を課す前提としての予見可能性をかなり緩やかに解し、ただ、そ

うした予見可能性の程度に応じて要求される回避義務の内容も変わってくるこ

とになる。

　判例がいずれの立場を採用しているかは、必ずしも明らかではないが、判例

において過失は、一般に不注意であり、注意義務違反であるとし、注意義務の

内容としては、結果予見義務と結果回避義務からなるとされる。そして行為者

が、結果を予見可能であったかを判断した上で、そうした行為者にとって予見

可能な事実を基礎にして、行為者の立場におかれた一般人であれば、どのよう

な結果回避措置を採るべきであったかが問題とされる34。さらに、そのような

結果回避措置を採った場合に、結果を回避することが可能であったことが、合

理的な疑いを入れない程度に証明されなければならないとされる35。

29 大塚仁『刑法概説（総論）［第４版］』（有斐閣、2008）211頁。
30 今井猛嘉ほか『刑法総論』（有斐閣、2009）174頁〔島田聡一郎〕、前田・前掲注（27）
288頁。
31 例えば、最判昭42・５・25刑集21巻４号584頁。
32 大谷實『刑法講義総論［新版第４版］』（成文堂、2012）187頁、前田・前掲注（27）
312頁。
33 山口厚『刑法総論［第２版］』（有斐閣、2007）237頁。
34 島田・前掲注（30）172頁。
35 最判平15・１・24判時1806号157頁参照。
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　　第２款　業務上過失と重過失

　医療関係者による医療過誤は、業務者一般に対する過失責任を加重して処罰

する業務上過失致死傷罪に該当するが、業務上過失致死傷罪における「業務」

の意味および刑の加重根拠については見解が対立している。

　まず「業務」の意味については、判例によれば「本来人が社会生活上の地位

に基き反覆継続して行う行為であって、かつその行為は他人の生命身体等に危

害を加える虞あるもの」36とされ、また「人の生命・身体の危険を防止するこ

とを義務内容とする業務も含まれる」37とされている。判例の解釈に対しては

「業務」の範囲を拡張しているという批判もある38。もっとも、平成19年刑法改

正（法54号）により、自動車運転過失致死傷罪が新設され、自動車運転は「業

務」に限定されないことが明確となったため、従来の業務概念も変わる可能性

がある。

　また、業務は適法であることを要しないため、無免許の医業も業務である

し39、看護師のような医療補助者が主治医の指示なく医薬品を投与する行為の

ように、不適法な行為であろうと［保健師助産師看護師法37条］40、業務上過失

が問題となる41。

　業務上過失が通常の過失よりも刑が加重される根拠については見解が対立し

ている。一つは、一定の危険な業務に従事する業務者には、通常人よりも特に

36 最判昭33・４・18刑集12巻６号1090頁。
37 最決昭60・10・21刑集39巻６号362頁。63頁。
38 松宮孝明「業務上過失について」『過失犯論の現代的課題』（成文堂、2004）71頁。
このような見解をとるものとして、内田文昭『刑法各論〔第３版〕』（青林書院、
1996）60頁、大塚仁『刑法概説（各論）〔第３版増補版〕』（有斐閣、2005）46頁、
曽根威彦『刑法各論〔第５版〕』（弘文堂、2012）34頁。
39 福岡高判昭25・12・21高刑集３巻４号672頁。
40 「保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示
があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品につい
て指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるお
それのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をし、又は助産師
がへその緒を切り、浣腸を施しその他助産師の業務に当然に付随する行為をす
る場合は、この限りでない。」
41 稲垣喬「医療過誤と法律」中川淳＝大野真義編『医療関係者法学─現代医療
と法─』（世界思想社、1989）85頁。
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重い注意義務が課されているからであるとする見解である42。しかし、同じ行

為に要求される注意義務は、行為者が業務者であるか非業務者であるかにかか

わらず、同一であるはずである43。したがって、業務者は非業務者よりも注意

能力が一般に高いために注意義務違反の程度が大きいことに加重処罰の根拠を

求めるべきであろう44。この見解からは、業務上過失は重過失の一類型と解さ

れるので、医師の刑事責任を重過失に限定することも解釈論上可能ということ

になる45。この解釈によれば、業務者に重大な過失が認められない場合には通

常の過失の成否が問題となるが、医師の場合には重大な過失が認定されなけれ

ば、それ以上刑事責任の有無を追及すべきではないと思われる46。重大な過失

については第４章において詳しく検討する。

　第２節　アメリカにおける過失論

　大陸法とは異なる理論体系を持つアメリカにおいては、どのような議論がな

されているのであろうか。アメリカにおいては、過失によって人を死亡させた

場合には、殺人罪の規定が問題となり、殺人罪に対する処罰の規定も州によっ

て様々であることから、その類型も含めて検討する。

　　第１款　アメリカの過失論

　１．コモン・ロー上の過失

42 大谷實『刑法講義各論〔新版第３版〕』（成文堂、2009）52頁以下、最判昭
26・６・７刑集５巻７号1236頁など、団藤重光『刑法綱要各論〔第３版〕』（創
文社、1990）433頁、西田典之『刑法各論〔第５版〕』（弘文堂、2010）61頁。
43 大塚・前掲注（38）45頁、内藤謙「重過失と業務上過失」法学教室101号（1989）
38頁など。
44 大塚・前掲注（38）45頁、佐久間修『刑法各論』（成文堂、2006）73頁、内藤・
前掲注（43）38頁。
45 萩原由美恵「医療過誤における刑事責任の限定」中央学院大学法学論叢24巻
１＝２号（2011）146頁。
46 萩原・前掲注（45）146頁。なお、重過失に対するものとして、軽過失とい
う概念があり、行為者の注意義務違反の程度が軽微な場合を意味するが、構成
要件的には類型化されていない（大塚・前掲注（29）218頁）。
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　英米刑法では、「行為は犯意がなければ犯罪とならない」（Actus non facit 

reum nisi mens sit rea）という法諺の下、犯罪が成立するためには、客観的

要件であるアクトゥス・レウス（actus reus）のほかに、主観的要件としての

メンズ・レア（mens rea〔a guilty mind〕）が必要である47。一般的に、メンズ・

レアは責任の要素として、陪審による評決の前に確定されるべきであるとされ

る48。メンズ・レアは責任要件として重要とされるが、大陸法でいわれる故意・

過失とは概念的には同一でなく49、英米刑法においても必ずしも一貫した理論

があるわけではない50。

　コモン・ロー上のメンズ・レアとしては、①意図（intention）②無謀

（recklessness）③過失（negligence）が挙げられるのが一般的である。かつて、

「無謀」は「刑事過失」と同義語として扱われ、裁判所においても「過失」や「無

謀」といった文言はしばしば互換的に用いられていたが、今日では、これらの

概念はそれぞれ独立した概念として展開されている51。

　「過失」に関しては、英米刑法では、伝統的に過失を刑事責任の対象とすべ

きではないとする議論が有力であった52。しかし、現在では過失責任の必要性

は一般的に認められている。もっとも、刑事過失は、民事過失とは異なり、注

意の基準からの単なる逸脱では足りず、「認識すべき危険を認識しなかったこ

と」が合理的な注意の基準からの重大な逸脱（a gross deviation）に当たるか

が基準とされる53。すなわち、犯罪を構成する社会的危害を惹起するような実

47 Joshua Dressler, Understanding Criminal Law, 117 (5th ed. 2009).
48 H.L.A. Hart, The Morality of the Criminal Law, 6 (1965).
49 George P. Fletcher, Rethinking Criminal Law, 406-407 (1978).
50 Fracis Bowes Sayre, Mens Rea, 45 Harv. L. Rev. 974, 974 (1932).
51 Dressler, supra note 47, at 135; Williams v. State, 235 S.W.3d 742, 750-751 (Tex. 
Crim. App. 2007)（「無謀は刑事過失と混同してはならない」）．
52 代表的な過失責任否定論者として、ホールは自己の行為が法益を侵害する危
険があることを認識している場合は「無謀」に該当し、可罰的であるが、その
ような認識のない「過失」は刑事責任から排除すべきであると主張する（Jerome 
Hall, Negligent Behavior Should Be Excluded from Penal Liability, 63 Colum. L. 
Rev. 632, 634  (1963)）。ターナーは「不注意に対する刑事責任はコモン・ローに
はない」という（J. W. Cecil Turner, Kenny’s Outlines of Criminal Law, 38 (19th 
ed. 1966)）。
53 Dressler, supra note 47, at 132.
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質的で正当化し得ない危険（substantial and unjustifiable risk）を冒す行為を

した場合に、刑事的に過失であることになる54。しかし前述したように、刑事

過失についての見解が一致しているわけではなく、医療過誤の判例でも、「単

純な逸脱」というような程度であっても刑事過失が認められた事例もあり、必

ずしも見解の一致が見られるわけではない。

　２．模範刑法典

　これに対して、1962年に公表されたアメリカ法律協会（American Law 

Institute）の模範刑法典（Model Penal Code）は、犯罪の成立に必要な主観的

要素を、①目的故意をもって（purposely）②認識故意をもって（knowingly）

③無謀に（recklessly）④過失により（negligently）という四つに区分してい

る55。これらを日本における故意・過失の議論に置き換えればどのような位置

づけになるのかを見てみると、まず、①と②の区別については、①「目的故意

をもって」は、一定の行為をすること、ないし一定の結果を惹起することが、

行為者の意識的目的（conscious object）である場合であり56、「intentionally」

や「with intent」と同じ意味であるとされる57。②「認識故意をもって」は、自

己の行為の一定の性質を認識し、その行為により結果が生じるであろうことを

実際上確実に（practically certain）認識している場合である58。これらはコモン・

ローにおける「意図」を二つに区分したものであり59、日本における「確定的

故意」にほぼ相当するといえよう60。

　これに対して「無謀に」と「過失により」は、結果の発生を必ずしも意図し

ていない。「無謀に」は、「行為者が実質的で正当化し得ない危険を認識してい
0 0 0 0 0

54 Dressler, supra note 47, at 132.
55 Model Penal Code§2.02 (2).
56 Model Penal Code§2.02 (2) (a).
57 Model Penal Code§1.13 (12).
58 Model Penal Code§2.02 (2) (b).
59 もっとも、「意図」といっても、「認識故意をもって」は確定的「認識」
を問題とするものであって、意欲面の考慮を含むものではない（鈴木茂嗣

「Recklessness と故意・過失」『アメリカ刑事法の諸相─鈴木義男先生古稀祝賀』
（1996）447頁）。
60 未必の故意は含まない。
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た
0

のに、意識的に軽視する」場合である61。この場合の「実質的で正当化し得

ない危険」とは、「法を遵守するもの（a law-abiding person）が遵守するであ

ろう行為の基準からの重大（gross）な逸脱」と認められる場合である。一定

の認識を問題とする点で、「認識故意をもって」と同一であるが、「認識故意を

もって」は、結果発生の確実性
0 0 0

の認識であるのに対し、「無謀に」は危険
0 0

の認識、

すなわち実質的な確実性よりも低い蓋然性（a probability less than substantial 

certainty）の認識である。日本における「未必の故意」に対応するといえる。

　「過失により」とは、行為者が「実質的で正当化し得ない危険を認識すべき」

であったのに認識しなかった
0 0 0 0 0 0 0

場合で、そのような危険を認識しなかったことが、

「行為者の状況において合理人（reasonable person）62が遵守するであろう注意

の基準からの重大な逸脱」と認められる場合である63。すなわち、「無謀」と「過

失」は、「実質的で正当化し得ない危険」という同じ程度の危険を冒す行為を

要件とする点では共通しているが、両者の差異は、「無謀」が危険を「意識的

に軽視する」のに対して、「過失」は危険の認識がないという点である。

　３．合理人（Reasonable Person）

　「過失」は、行為者の置かれた状況において合理人が払ったであろう注意の

基準から逸脱する場合である。行為者が正当化し得ない危険を冒した場合に、

逸脱行為となる。それゆえ、「過失」は客観的責任（objective  fault）を構成す

るのであり、行為者は悪しき心理状態を理由に非難されるわけではなく、むし

ろ、擬制的「合理人」の基準に従わなかったとして処罰される64。

　合理人の行為の基準を判断する際には、①被告人の行動から生じるであろう

と予見できる危害の重大性、②そのような危害が生ずる蓋然性、③危険を冒す

61 Model Penal Code§2.02 (2) (c)（傍点は筆者）。
62 Reasonable person の和訳としては、「合理的一般人」（星周一郎「アメリカ
における医療過誤に対する刑事法的対応」法学会雑誌50巻２号（2010）192頁）
や「理性ある人」（佐伯・前掲注（５）296頁）、「合理人」（田中英夫編『英米
法辞典』（東京大学出版会、1991）699頁）が見られるが、本稿では「合理人」
とする。
63 Model Penal Code§2.02 (2) (d).
64 Dressler, supra note 47, at 131.
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行為をした理由が検討される65。

　それでは、被告人と比較されるべき「合理人」とは具体的にどのような者を

指すのであろうか。すなわち、被告人の性格や生活上の経験を「合理人」の基

準としてどの程度考慮すべきかが問題となる66。かつては、「理想的な、……善

良な市民に要求される資質のすべてを具現化した者」67あるいは、「時には不合

理なことを行うこともありうる通常の個人と同視すべきではなく、常に一定の

標準に従って行為する慎重で注意深い者」68とされた。しかしこのような説明

によれば、合理人は常に存在しないことになる69。

　この基準は本来客観的なものであるが、裁判所は「合理人」を主観的に判断

するよう求められてきた。すなわち、被告人の心理的特徴や身体的特徴、ある

いは被告人の生活上の経験を「合理人」の基準に組み込むべきであるという主

張である。そして判例の中には、それに従い「合理人」の全面的な主観化を認

めるものも若干見られる。例えば、「被告人の行為は、被告人と同様の精神的

および身体的特徴のある者、また被告人が見たものを見て、被告人が認識した

ものを認識している者の観点から判断されるべきである」70とするものもある

が、判例の多くは、「合理人」基準の全面的な主観化を否定しているといわれ

ている71。

　学説においても、行為者の身体的特徴を「合理人」に含めることと、精神的

特徴又は感情的特徴を含めることは、全く別であるといわれている72。伝統的

にも、被告人の通常と異なる身体的特徴（全盲等）は、事案に関連する限り、

「合理的一般人」の基準として考慮するものの、被告人の通常と異なる精神的

65 Dressler, supra note 47, at 131.
66 Dressler, supra note 47, at 239.
67 A.P. Herbert, Misleading Cases in the Common Law, 12 (1989).
68 Dressler, supra note 47, at 134; Dan B. Dobbs et al., Prosser and Keeton on 
Torts, 175 (5th ed. 1984).
69 Dressler, supra note 47, at 134. 
70 State v. Leidholm, 334 N.W.2d 811 (N.D. 1983). 本件は、正当防衛の事案であ
るが、「行為者の状況に置かれた合理人」という文言が模範刑法典の「無謀」と「過
失」の文言の定義から派生したものであるので、参照に値すると思われる。
71 Dressler, supra note 47, at 241.
72 Dressler, supra note 47, at 241.
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特徴は除外される73。ホームズ判事は「法は、一定の行為の内的性質を著しく

異ならせることにつながる気質、知性、教育に関する計りしれないほどの多様

性は考慮しない」74としている。これは、精神的事情は、身体的事情に比べ基

準として曖昧であり75、刑法の規範性が失われる恐れがあることが理由である

と思われる76。

　もっとも、模範刑法典の注釈書によれば、行為者の全盲や、心臓発作といっ

た身体的特徴は「刑事責任に関する判断において考慮されるべき事実であろう」

が、知性や気質といった要素は「過失の判断の際に重要であると判断されない

であろうし、基準からその全ての客観性が取り除かれない限り、そのように判

断され得ないであろう」77とする。ただ、この基準に関しては、陪審の判断に

委ねられているところが大きいので、具体的な内実についてはなお明らかには

されていない。

　　第２款　アメリカ刑法における殺人罪の類型

　次に、アメリカでは、過失によって人を死亡させた場合にどのような規定に

よって刑事責任が追求されるかを検討するに先立って、過失殺を含む殺人罪の

体系的位置づけを見てみよう。

　１．謀殺

　アメリカ刑法における殺人罪は大きく謀殺（murder）と故殺（manslaughter）

に分けられる。コモン・ロー上の謀殺は「予謀的悪意（malice aforethought）」

を伴って行われるものであり、故殺は予謀的悪意を伴わない殺人行為をいう78。

　どのような行為が「予謀的悪意」に該当するかについては、①人を殺害する

73 Dressler, supra note 47, at 134.
74 Oliver Wendell Holmes, The Common Law, 108 (1951).
75 Roy Moreland, The Law of Homicide, 160-166 (1952).
76 Dressler, supra note 47, at 241.
77 American Law Institute, Model Penal Code and Commentaries (Official Draft 
and Revised Comments) Part I: General Provisions§§1.01 to 2.13, at 242 (1985).
78 American Law Institute, Model Penal Code and Commentaries (Official Draft 
and Revised Comments) Part II: Definition of Specific Crimes §§210.0 to 213.6, 
at 13-14; 44 (1980). 
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意図、②他人に重大な傷害を加える意図、③人命の価値に対する極端に無謀な

無思慮（いわゆる「邪悪な心情（depraved heart）の謀殺」）、④「重罪＝謀殺

ルール（felony-murder rule）」、すなわち重罪の実行行為中になされた殺人行為、

が挙げられる79。

　医療過誤が問題となる事案では、事案の性質上、謀殺が問題となることは少

ないが、医師や医療関係者の対応が「人命の価値に対する極端に無謀な無思慮」

を表すとされる場合には、「黙示の悪意（implied malice）」が認定され、謀殺

罪で訴追される例もある80。

　２．故殺

　故殺は謀殺や正当防衛、免責される殺人以外の殺人行為を表す概念であり、

故意故殺（voluntary manslaughter）と非故意故殺（involuntary manslaughter）

に 分 け ら れ る。 故 意 故 殺 は コ モ ン・ ロ ー 上、 十 分 な 挑 発（adequate 

provocation）を受けた結果、一過性の激情（sudden heat of passion）にかられ

てなされる意図的な殺人行為をいう81。医療過誤との関係で問題となるのは

もっぱら非故意故殺であり、非故意故殺は、さらに二つの類型に分けることが

できる。①重罪（felony）以外の違法な行為の遂行中に生じた意図的でない殺

人─いわゆる「軽罪＝故殺ルール（misdemeanor-manslaughter rule）」と呼ば

れるものと、②行為自体は適法であるが、違法な方法で相当な注意と慎重さを

伴わずに殺人がなされるもの（いわゆる刑事過失に当たるもの）である82。

　コモン・ロー裁判所においては、この刑事過失を判断するに当たって、様々

な用語が用いられ、非難に値する過失（culpable negligence）、重大な過失（gross 

79 Dressler, supra note 47, at 510. 学説上若干の相違は見られるものの、その内
容においてはほぼ同一である。例えば、Perkins は①殺人の意図や重大な傷害
を加える意図、②不合理な人的危険を故意にそして意図的に軽視する（wanton 
and wilful disregard）行為の意図、③危険な重罪を犯す意図、⑤適法な逮捕に
抵抗する意図、を挙げている（Rollin M. Perkins and Ronald N. Boyce, Criminal 
Law, 58-72 (3rd ed. 1982)。
80 See,  e.g., People v. Klvana, 15 Cal.Rptr.2d 512  (Cal.App. 1992); People v. 
Benjamin, 705 N.Y.S.2d 386 (N.Y.App.Div. 2000).
81 Dressler, supra note 47, at 510; Perkins and Boyce, supra note 79, at 84.
82 Dressler, supra note 47, at 510.
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negligence）、さらには無謀といった用語まで用いられてきた。例えば、代表

的な判例として、State v. Rountree83 (1921) は「故意によらない殺人における、

故殺に必要な過失の程度は、人の生命に対する適正な関心にそぐわないような

無謀あるいは不注意であることを要する。この過失は民事事件における過失以

上のものでなければならない」として、「刑法の下での非難に値する過失

（culpable negligence）は、結果に対する軽率な軽視（thoughtless disregard）

や他人の安全や権利に対する思慮のない無関心（heedless  indifference）を示

すような、無謀や不注意である」とした。すなわち刑事過失による非故意故殺

が成立するためには、単に過失があるだけでは足りず、「処罰に値するほど重

大なもの」84でなければならないとされる。

　３．模範刑法典

　模範刑法典では、謀殺、故殺の他に過失殺（negligent homicide）85の三類型

を殺人罪として規定している86。模範刑法典における謀殺罪は、コモン・ロー

における予謀的悪意を要求していない。行為者が、目的故意をもって

（purposely）もしくは認識故意をもって（knowingly）、または人命の価値に対

する極端な無関心を示す状況下で無謀に（recklessly）人を殺害した場合に謀

殺となる87。他人を無謀に殺害した場合については、故殺罪においても規定さ

れているが、謀殺における無謀は、人命の価値に対する極端な無関心を示して

いなければならない88。

　コモン・ローにおいては刑事過失による殺人が故殺を構成するのに対し、模

範刑法典においては、刑事過失によって故殺罪が成立することはなく、より軽

い犯罪である過失殺を構成することになる89。模範刑法典における過失殺は無

謀さを必要としないが、通常の過失（ordinary negligence）以上のものである

83 State v. Rountree, 181 N.C. 535, 106 S.E. 669 (1921).
84 Hazelwood v. State, 912 P.2d 1266, 1279 n.16 (Alaska Ct. App. 1996).
85 訳は法務省刑事局「アメリカ法律協会模範刑法典（1962年）」刑事基本法令
改正資料第８号（1964）による。
86 Model Penal Code§210.1 (2).
87 Model Penal Code§210.2 (1).
88 Model Penal Code§210.2 (1) (b). 
89 Model Penal Code§210.4; Dressler, Note 47, supra, at 552.



日米における刑事医療過誤

［380］北法63（6・145）1773

必要がある90。

　４．現在の状況

　コモン・ローでは、謀殺や故殺に等級はなく91、当初は故殺に関しても故意

故殺と非故意故殺に対する刑罰は同一であった92。それに対して、現在のアメ

リカ法では、謀殺罪及び故殺罪がさらにそれぞれの等級に分けられることが多

くなっており、故意故殺は非故意故殺よりも重い犯罪であるとされている93。

アメリカの個別の州刑法典の状況は様々であり、その分類の仕方も多岐にわた

るが、本稿では、次の四つの立場に分類する94。

　第一は、故意のない殺人を法律または判例で「無謀」を伴う場合に限定し、

非故意故殺や無謀殺人として規定している州である95。この立場をとりつつ、

自動車の運転や武器の使用から死の結果が生じた場合には、例外として過失を

処罰する州もある96。

　第二は、過失による殺人を非故意故殺とし、判例において「重大な過失」が

90 Model Penal Code§210.4, at 83. 
91 Dressler, supra note 47, at 509.
92 Perkins and Boyce, supra note 79, at 83.
93 Dressler, supra note 47, at 509.
94 このような視点から分類しているものとして、佐伯・前掲注（５）297頁。
またこれに従うものとして、星・前掲注（62）192-193頁。
95 非故意故殺とする州として、ヴァージニア州（VA Code Ann.§18.2-36.1）、
イリノイ州（720 ILCS 5/9-3）等。なお、イリノイ州では自動車等の運転から
人の死が生じた場合を無謀殺人とする。サウスカロライナ州（S.C. Code Ann.
§16-3-60）では、刑事過失を他人の安全に対する無謀な無視と定義し、非故意
故殺として規定する。無謀殺人とする州として、インディアナ州（Ind. Code 
Ann.§35-42-1-5）、ケンタッキー州（KRS 507.050）等。
96 カンザス州（K.S.A.§21-5405; -5406）、ハワイ州（HRS§707-702; -703; -704）、
サウスダコタ州（SDCL§22-16-20;-41）、ニュージャージー州（N.J.S.A 2C:11-4;-
5）、ウィスコンシン州（W.S.A. 940.02; 940.08-10）、ミネソタ州（M.S.A.§609.205; 
21）等。ミネソタ州では行為者の非難に値する過失（culpable negligence）を
故殺として規定するが、この非難に値する過失は通常の過失や重大な過失以上
のものであり、無謀の要素が合わさった重大な過失を意味するとされる（State v. 
Beilke, 267 Minn. 526, 127 N.W.2d 516 (1964)）点で、無謀を要求していると言える。
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ある場合に限定する州である。これらの州の中には、明文で過失殺を非故意故

殺の中に含めるものや97、過失殺を明文としては規定せず、その解釈を裁判所

の判断に委ねるものもある98。

　第三は、基本的に模範刑法典に従い、無謀に行われた場合を非故意故殺とし、

過失による場合を過失殺とする州であり99、この立場をとる州が多数である。

　最後に、判例上、単純過失まで処罰する州であり、この立場をとるものとし

てオクラホマ州が挙げられる100。

　第３節　小括

　以上において、日米の過失論について検討してきたが、日本の過失論は、旧

97 ミズーリー州（V.A.M.S. 565.024）、ミシシッピ州（Miss. Code Ann.§97-3-47）、
メイン州（17-A M.R.S.A.§203）、ワシントン州（RCWA 9A.32.070）等。ペン
シルベニア州（18 Pa. C. S.§2504）では明文で重大な過失に限定されている。
98 カリフォルニア州（Cal. Penal Code§192）、ジョージア州（Ga. Code Ann.§16-
5-3）、ネバダ州（N.R.S§200.070）、アイオワ州（I.C.A.§707.5）、ミシガン州

（M.C.L.A.§750.321）、メリーランド州（MD Criminal law§2-207）、ノースカロ
ライナ州（N.C.G.S.A.§14-18）、ロードアイランド州（R.I. Gen. Laws§11-23-3）、
バーモント州（13 V.S.A.§2304）等。
99 ニューヨーク州（NY Penal Law§125.10; 15）、アラバマ州（ALST§13A-
6-3;  -6-4）、アリゾナ州（A.R.S§13-1102;  -1103）、コロラド州（C.R.S.A§18-3-
104;  -105）、コネティカット州（C.G.S.A.§53a-56;  -58）、デラウェア州（11 Del. 
C.§631; 632）、ニューハンプシャー州（NHST§630:2;3）、ノースダコタ州

（NDCC§12.1-16-02;  -03）、オレゴン州（O.R.S§163.145; 163.125）、テキサス州
（Tex. Penal Code§19.04; 05）、ルイジアナ州（La. R. S. 14:32）、アラスカ州（AS
§11.41.120）、アーカンソー州（A.C.A§5-10-105）、オハイオ州（O.R.C.§2903.05）、
テネシー州（T.C.A.§39-13-212）、ユタ州（U.C.A§76-5-206）、ワイオミング州

（Wyo. Stat.§6-2-107）、モンタナ州（MCA 45-5-104）等。
100 21 Okl. St. Ann.§716. Harless v. State, 759 P.2d 225 (Okl. 1988). 佐伯・前掲
注（５）297頁では、ワシントン州も挙げられているが、ワシントン州では、
過失の定義を「同じ状況に置かれた合理人が遵守するであろう注意の基準から
の重大な逸脱」（RCWA 9A.08.010）として規定しており、通常の過失で足り
るとまでは言えないようである（State v. Aten 130 Wash.2d 640, 927 P.2d 210 
(1996)）。
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過失論が基本的に主観的な予見可能性に立脚していたのに対し、新過失論がこ

れを客観化して、客観的可能性を問題とし、さらにこれを一定の結果回避措置

をとるべき義務として具体化するという経過をたどってきたといえる。した

がって、新過失論からは、結果の発生が予見可能であり、かつ結果を認識すれ

ば結果回避のために適切な措置をとることができたであろうとして、行為者を

非難することになる。

　本稿は、社会生活上必要な注意を遵守しても結果が避けられなかった場合、

その行為は違法とはいえないと考える101。すなわち、過失犯の実行行為は、社

会生活上要求される注意を遵守しないで、結果回避のための適切な措置を採ら

なかった行為、すなわち客観的な注意義務を遵守しない行為であると解される。

したがって、客観的注意義務違反、すなわち結果予見義務と結果回避義務は、

互いに過失犯の注意義務を形作ると解すべきであり、結果発生について予見可

能であっても、結果回避ができなかったのであれば、注意義務を認めるべきで

はないであろう。そして法は「各人の能力にかかわらず、画一的な義務を定め

てその順守を要求することによって法規範としての機能を果たそうとしてい

る」102ことからも、この結果回避義務は客観的なものでなければならない。し

たがって、その判断基準も一般人を基準に考慮すべきである。しかし、行為者

の能力を全く無視して責任を課すことはできないため、行為者の年齢や職業そ

の他の能力等の具体的事情を基礎に、一般人を基準に判断すべきであろう。

　アメリカについては、模範刑法典において、①危険が「実質的で正当化し得

ない」ものであること、②行為者が危険を「認識しなかったことが、行為者の

状況において合理人が遵守するであろう注意の基準からの重大な逸脱である」

ことが要求されている。①は正当化、危険の合理性の問題であり、行為者の認

識が実際にどうであったかではなく、実際に存在していた状況の客観的見地か

ら判断される103。②は行為者が危険を認識しなかったことに対する非難可能性

（culpability）の問題である104。しかし、不注意な危険を招いたことが常に非難

101 福田・前掲注（23）125頁。
102 植松正「注意能力行為者標準説に対する疑問」『過失犯（１）基礎理論〔日
沖憲郎博士還暦祝賀〕』（有斐閣、1968）95-96頁。
103 American Law Institute, supra note 77, Comment to§2.02, at 241.
104 American Law Institute, supra note 77, Comment to§2.02, at 241.
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可能であるということはできない。不注意の行為者が彼の創出した危険につい

て自ら気づくことができなかったならば、非難することができない。ただし、

この危険を感得しうる能力があるというだけでは十分ではなく、自らの行為に

内在する危険に気づく義務が必要である105。英米法における過失は予見可能性

を必要としないといわれるが106、行為者に危険を認識すべき義務を求める点で、

何らかの予見義務を課しており、まったく予見可能性を必要としない、とまで

はいえないのではないかと思われる。

　以上、日米における過失論の構造を簡潔に検討してきたが、これらが実際の

医療過誤事件においてどのように用いられているのか、次章において検討する。

第３章　刑事医療過誤に関する判例とその判断基準

　本章では、次に主なテーマである刑事医療過誤に関する判例とその判断基準

について、日本とアメリカの順で検討することにしたい。

　第１節　日本における刑事医療過誤判例

　　第１款　刑事医療過誤判例

　医療過誤に対する刑事責任を論じるときは、これを様々な類型に分けること

が多いが、学説上は、大きく二つに分けることができる。第一は、過誤が技術

的事項に関するものか、医学上の判断の誤りに関するものかという区別から出

発して分類していく立場であり107、第二は、診断に関する過誤と治療に関する

過誤に大別した上で、さらに治療の内容を手術・注射・投薬等に細分化する立

105 George P. Fletcher, The Theory of Criminal Negligence: A Comparative 
Analysis, 119 U. Pa. L. Rev. 401, 423 (1971).
106 井上・前掲注（23）44頁。
107 板倉宏「医療過誤と過失責任」法律のひろば23巻５号（1970）７頁、藤木・
前掲注（21）218頁。これに近い分類として、稲垣喬「医師の診療をめぐる刑
事過失の認定」『刑事裁判の理論─鴨良弼先生古稀祝賀論集』（日本評論社、
1979）429頁。甲斐・前掲注（９）113頁では、以上に加え、管理・監督上の過
誤が挙げられている。
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場である108。両者の関係は、全く対立するものではなく、実際上は相互に補完

し合うものであるが109、過失認定の基準を見出すという観点からは、過失認定

の難易という見地から分類するのが合理的であるように思われる。したがって、

本稿では前者の分類に従い、①医学上の判断が介入する余地の少ない、比較的

単純な技術的事項─注射・投薬・手術に関連する措置─に関する過誤と、②医

学上の判断の誤りに関する過誤に大別して検討することにしたい。なお、②に

関する過誤は、さらに診断の誤りを重点とするものと、治療処置の選択の誤り

を重点とするものに分けられる。

　１．技術的事項に関する過誤

　比較的単純な技術的事項に関する過誤には、注射、投薬、手術、麻酔、輸血、

薬物ショック、医療機器の操作に関する事案に分けることができるが、本稿で

は、注射、投薬、手術に関する事案を中心に検討する。

（１）注射に関する事案

　注射に関する過誤は単純な技術的誤りが多く、古くから取り扱われてきた基

本的なものであり、事件数もかなり多く見られる110。また多くの場合患者が死

亡したり、下半身麻痺等の重篤な身体障害を招くため、有罪とされるものも比

較的多くなっている。注射に関する過誤は、ⅰ注射液の誤認、ⅱ薬剤の量の誤

り、ⅲ注射の部位ならびに方法の誤りに分けることができる。

　ⅰまず、注射液の誤認を扱った事例には、薬品名の取り違え111、オーダリン

108 大谷實『医療行為と法［新版補正版］』（弘文堂、1995）150頁以下、佐久間修「医
療事故に対する刑事責任」大野真義編『現代医療と医事法制』（世界思想社、
1995）91頁、前田雅英「医療過誤と過失犯の理論」唄孝一編『医療と法と倫理』

（岩波書店、1983）361頁。飯田・前掲注（10）では、①診断、②注射、③投薬、
④治療、⑤手術、⑥輸血、⑦麻酔、⑧薬物ショック、⑨放射線、⑩予防接種、
⑪看護に分けている。
109 前田・前掲注（108）362頁。
110 なお、注射は看護師が行う場合が多く、信頼の原則や医療業務の監督責任者
としての医師の過失が問題となる場合もあるが、その点の検討は別稿にゆずる。
111 最判昭28・12・22刑集７巻13号2608頁、福岡高判昭32・２・26高刑集10巻
１号103頁、東京高判昭37・４・12下刑集４巻３・４号193頁、東京地判平12・
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グシステムによる処方ミス112等、初歩的なミスに起因する過誤事件がほとんど

である。

　ⅱ次に、薬剤の量を誤った事例には、単純に薬量を誤ったもの113、希釈して

投与すべきものを全量注射したもの114等、医師の専門的知識や裁量性がほとん

ど問題とならない事案が多く、それについては、生命身体の危険の発生を未然

に防止すべき業務上の注意義務を怠ったとして、医療関係者の過失が認められ

やすい。他方、使用量についての評価の問題が絡む事案115には、医師の医療水

準が問題となる場合もある。

　ⅲ注射の部位ならびに方法の誤りに関するものには、ウログラフィンを脊髄

造影剤として誤用したもの116、点滴で静脈注射すべきところ注射器で急速静脈

注射したもの117、鼻管チューブないし経口投与すべきところを点滴で直接注入

したもの118、過去に一般的に行われていた注射部位が医学の発展に伴い不適当

とされたもの119等がある。これらは、一見したところ、単純な誤りにも見える

が、医療水準、医師や看護師の知識・能力等が問題となる場合もあることに注

意する必要がある。

12・27判時1771号168頁。
112 高岡簡略式平14・12・12飯田・前掲注（１）94頁。
113 宮崎地裁日南支判昭44・５・22刑裁月報１巻５号535頁、新庄簡略式昭53・３・
27公刊物未登載のため、飯田英男＝山口一誠『刑事医療過誤』（判例タイムズ社、
2001）７頁による、新潟地判平15・３・28飯田・前掲注（１）129頁。同じく
薬量を誤った事案でも、誤記による処方ミスの事案として福井簡略式平16・３・
31飯田・前掲注（１）141頁。
114 新津簡略式平15・３・12飯田・前掲注（１）96頁、大津地判平15・９・16飯
田・前掲注（１）132頁。
115 広島高判昭45・５・26判タ255号272頁、最決平17・11・15判タ1197号127頁。
116 東京高判昭40・６・３下刑集７巻６号1159頁、福岡高宮崎支判平２・９・13
飯田＝山口・前掲注（113）12頁、甲府地判平６・６・３飯田＝山口・前掲注（113）
16頁、小倉簡略式平９・12・16飯田＝山口・前掲注（113）20頁、福島簡略式
平10・３・24飯田＝山口・前掲注（113）21頁。
117 函館簡略式平11・９・８飯田・前掲注（１）36頁。
118 相馬簡略式平14・３・29飯田・前掲注（１）89頁。
119 最判昭44・６・26飯田・前掲注（10）86頁。
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（２）投薬に関する事案

　投薬に関する過誤は、注射に関する過誤と並んで、戦前から医療過誤判例の

中心的位置を占めてきており、内容的にも似た面が多い120。投薬に関する事案

は、ⅰ薬剤の種類の誤り121、ⅱ薬剤投与方法の誤りに分けられる。

　ⅰ薬剤の種類の誤りに関しては、注射液の誤認と同様に、薬品のラベルや処

方箋の記載に十分注意しなかったといったものが大部分である122。

　ⅱ薬の投与方法に過誤があった事案としては、乳幼児に対し錠剤を投与し、

気管内に紛入させ窒息死させた事案123や、経口投与124や胃管挿入方法125により

投与すべきものを注射による投与をしたため患者を死傷させたものがある。

　このようなおよそ医療上の処置をする場合に当然予想される、基礎的な事項

に関する過誤を避けるための注意義務は、比較的単純な検査義務、確認義務と

いう形で特定が可能であり、かつ、その遵守は医療関係者にとって一般的に容

易であるため、過失が認定されやすい126。

（３）手術に関する事案

　次に、手術に関する過誤は、ⅰ基礎的な技術的誤り、ⅱ手技上の誤り、ⅲ術

式選択の誤りに分けることができるが、術式選択の誤りに関しては、治療選択

の誤りにおいて扱う127。

120 前田・前掲注（108）366頁。
121 福岡地裁小倉支判昭38・11・12飯田・前掲注（10）99頁、下妻簡略式昭44・
10・29飯田・前掲注（10）221頁、福岡地判昭52・３・31、函館地判昭53・12・
26判タ385号157頁、沖縄簡略式平７・１・５判タ1035号39頁。
122 福岡高判昭40・２・12飯田・前掲注（10）99頁、門司簡略式昭44・１・17飯
田・前掲注（10）101頁、福岡地判昭52・３・31飯田＝山口・前掲注（113）23頁、
函館地判昭53・12・26刑裁月報10巻11＝12号1507頁、東京地八王子支判昭58・２・
24飯田＝山口・前掲注（113）32頁、京都簡略式平14・12・25飯田・前掲注（１）
171頁等。
123 和歌山地判昭26・３・13高刑集４巻11号1539頁、宇部簡略式昭36・２・６飯
田・前掲注（10）97頁、東京簡略式昭49・３・15法律のひろば29巻１号14頁等。
124 遠軽簡略式平１・７・17判タ770号77頁、酒田簡略式平９・９・17判タ1035号39頁。
125 東京簡略式平２・10・30判タ770号78頁。
126 藤木英雄「医療過誤と過失」ジュリスト427号（1969）35頁。
127 後述第１款２（２）参照。
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　ⅰまず、基礎的な技術的誤りに関しては、手術部位を誤認して患部以外の箇

所を損傷した場合128や、腹腔内に鉗子129、止血用ガーゼ130、タオル131を遺残させ

た場合、患者の取り違え132など、過失の存在が明らかである場合が多い。

　ⅱ手技上の過誤については、鉗子の操作ミスにより血管を損傷した場合133等、

医師の基本的な注意義務の違反が認められやすい事案もある反面、医学的専門

性が高く、事実の立証が困難な事例も多く、医師の裁量性の問題として医師の

過失が否定される事案も多く見られる134。例えば、産婦人科医が深夜当直中に

救急患者の虫垂炎手術に着手したところ虫垂を発見できず、外科医が引き継い

で手術を終えたが患者が死亡した事例がある135。東京高裁は、本件行為は「医

師としての注意義務を尽し、努力してもなお及ばざる未熟の結果と見られ、不

128 札幌簡略式昭42・７・８飯田・前掲注（10）116頁、神戸簡略式平１・７・
18判タ1035号56頁、仙台高判平２・12・６判タ770号82頁。
129 釧路地判昭52・２・28刑裁月報９巻１＝２号82頁、医療過誤判例百選138頁、
本件は、患者の死亡後の焼骨の中からケリー鉗子が発見されたが、病理解剖も
なく生前の鉗子の状態を示すものとしてはレントゲン写真１枚のみであり、死
の結果との因果関係を肯定するにはなお合理的な疑問が残るとして無罪とされ
た。東京簡略式昭62・10・28判タ678号58頁。
130 小倉簡略式昭44・９・26飯田・前掲注（10）117頁。
131 横浜簡略式昭62・12・21飯田＝山口・前掲注（113）271頁。
132 いわき簡略式平１・７・18判タ770号80頁、最決平成19・３・26刑集61巻２
号131頁。
133 福岡高判昭34・４・15飯田・前掲注（10）121頁、東京地判昭46・５・19飯田・
前掲注（10）123頁、彦根簡略式昭63・10・21判タ770号86頁、福江簡略式平１・
11・24判タ770号86頁、石岡簡略式平16・２・13飯田・前掲注（１）409頁等。
子宮穿孔の場合は往々にして招致される損傷でもあり、抗生物質使用によって
保存的に治癒する例も多く、穿孔の事実だけで刑事責任を肯定するには無理が
あるといわれる。もっとも、手術部位を超えて鉗子を差し込むというような行
為は初歩的ミスでもあるが、血管の位置やヘルニアの状況によっては制御不能
な症例もあり、刑事過失の問題にできない場合もあるとする指摘もある（米田
泰邦「手術と刑事過失」中山研一＝泉正夫編『医療事故の刑事判例［第２版］』

（成文堂、1993）189頁）。
134 前田・前掲注（108）373頁。
135 東京高判昭38・９・20野村好弘＝宮原守男編『医療過誤判例大系』（帝国地
方行政学会、1969）691頁。
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注意とはいえない」としたが、「名医といえども時に相当時間のかかることが

ある」というあいまいな判断基準に依拠しており、一般的医学水準から本件手

術行為の評価を示すべきであったとの批判がなされている136。

　また、単に手技上のミスを犯したということだけでなく、その後の処置も不

適切であったことから過失が認められた事案として、虫垂炎手術の際に大腸壁

の一部位（自由紐）を虫垂と誤認切除して、大腸壁欠損を生じさせ、その結果

腹膜炎を併発し緊急開腹手術を要する症状となっていたのに、これを看過して

死亡させたという事案がある137。本件においては、自由紐を虫垂と即断して、

十分確認しないまま剥離切除した上、切除片を確認もせず、被告人の措置が医

療関係者の供述でも常識では考えられないほど粗雑なものであると認められ、

また自らの腕を過信し、手術の落ち度を疑わずに解熱剤と鎮痛剤の投与のみで

放置し、適切な処置を行わなかったという点にも重大な過失があったといえる。

　２．医学上の判断に関する過誤

（１）診断に関する過誤

　診断に関する過誤は、大きく問診、診察（視診、聴診、触診）、検査に関す

るものとそれらの判断を誤ったものに分けることができるが138、これらは相互

に関連しあうところもあるため、ここでは、これらを区別せず、もっぱら何が

刑事過失を認める根拠となったかを示すことにしたい。治療の前提となる診断

に誤りがあれば、治療処置選択に誤りをきたすのは無論であるから、診断行為

は医療過誤の中で最も中心的位置を占めると言える。もっとも、診断自体に明

確な誤りがあったとして過失責任を追及するのは、医師の裁量権の問題、立証

の技術上の問題等からも大変困難であり、そのため、刑事責任が問われた事案

はそれほど多くはない。

　まず、妊娠９カ月ないし10カ月であった女性を卵巣囊腫あるいは子宮筋腫と

誤診し、妊娠末期の女性には危険な腰椎麻酔を施したため呼吸麻痺を生じさせ

136 前田・前掲注（108）374頁。
137 宮崎地延岡支判昭55・８・27判タ678号56頁、医療過誤判例百選〔第２版〕40頁。
同様の事案として浦和地判昭51・３・２飯田＝山口・前掲注（113）227頁。
138 飯田・前掲注（10）57頁。
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死亡させたという事案がある139。本件の誤診の直接の原因は問診の結果月経が

あると答えたことにあるようだが、産婦人科医師が妊娠末期の患者を子宮筋腫

と誤診した行為は、問診不十分であり、明らかに過失が認められる140。また判

決文からは、死の結果の予見可能性について必ずしも明確ではないが、腰椎麻

酔を施すことについて「妊娠末期の婦人には危険性の高い」ものと認定されて

おり、予見可能性が認められた事案であったと思われる141。

　次に扁桃腺摘出手術自体は落ち度なく行なわれたが、術後の回診が不十分で

あったため、患者の失血状態が高度に進行していたことを看過し、手術創から

の出血により患者を死亡させた事案がある142。本件では、当時既に全身に衰弱

した症状を呈しており、被害者の父から数回吐血した旨告げられている以上、

被害者の症状を適確に知り得たとして、予見可能性が認められている。

　また、交通事故による脾挫滅及び小腸穿孔の患者を腸閉塞症と誤診し、最後

まで腸閉塞症の治療法である高圧浣腸を繰り返すとともに点滴等の対症療法に

終始したため、患者を死亡させたという事案143においては、脾挫滅及び小腸穿

孔の治療法である開腹手術は医学上特に困難なものではなく、通常の外科医師

であれば十分遂行可能であることから、救命の可能性は相当高い程度で存在し

たものと認められ、またその後の治療経過と症状とに照らして、患者の真の病

因を腹腔内臓器の損傷と認めることないしは少なくともその旨の強い疑診を持

つことは容易であったとして、そのような慎重な診察を尽くすべき注意義務が

あったことを認めた。

　診断に関する過誤において無罪とされた事案としては、杏林大学病院割り箸

事件144が有名である。本件は、救急救命センターの当直担当医が、割り箸がの

どに刺さって受傷した患児を診察・治療したものの、折れた割りばしが残され

ていて頭蓋腔内に嵌入しており、患児が翌日死亡した事案である。原審は割り

箸の刺入による頭蓋内損傷を想定し、除外診断を行うべきとして予見義務や結

139 神戸簡略式昭和43・１・19飯田・前掲注（10）61頁。
140 前田・前掲注（108）382頁。
141 前田・前掲注（108）382頁。
142 京都地判昭和49・12・10判タ319号306頁。
143 高松地判昭和51年３月22日特殊過失刑事事件裁判例集78頁。
144 東京高判平成20年11月20日判タ1304号304頁。



日米における刑事医療過誤

［390］北法63（6・135）1763

果回避義務を怠った過失を認めたが、患者を直ちに脳神経外科医に引き継いだ

としても、患者の救命可能性および延命可能性は極めて低かったとの合理的疑

いが残るとして、過失と死亡との間の因果関係を否定し無罪とした。これに対

し控訴審は、本件当時の医学水準に照らして、割り箸の刺入による頭蓋内損傷

の蓋然性を想定して、その点を意識した問診をすべき義務があるとは言い難く、

直ちに頭蓋内損傷を疑って CT 検査や MRI 検査をすべき注意義務があるとす

るのは困難として、予見可能性を否定した。また仮に注意義務を尽くしていた

場合でも患者の救命・延命が合理的な疑いを超える程度に確実に可能であった

とも認められないとして、無罪を言い渡した。

　このような専門的な医学的判断を要する、「診断行為」における刑事過失の

認定は難しい場合が多く、刑事事件になりにくい領域でもある145。また診断ミ

スによる事故を容易に立件すれば、過剰診断に陥る危険性もある146。したがっ

て、現代の医学の水準に照らして平均的医師として当然要求される検査義務・

調査義務を果たせば誤診が避けられた、ということが明らかな場合に、初めて

過失が認められ得ることになろう147。

（２）治療処置選択に関する過誤

　治療処置選択に関しては、医師の施した治療が適切ではなかった場合に、も

しその医師が選んだ方法以外の方法によったならば、患者の死亡、あるいは副

作用、その他患者の病状の悪化を防ぐことができたと認められる場合に、その

ような方法を選んだことについて過失が認められるか、が問題となる。

　まず、医師の知識、療法の選択の可否が問題となった事案として、醋酸液浣

腸の濃度につき的確な知識・経験がないまま幼児に浣腸を行ったため、醋酸中

毒死させた事案がある148。本件は、使用した醋酸液の濃度を確定できる証拠が

ないことから、中毒発生後の適切な処置の遅れに過失が認められている。仮に

被告人が適切な処置を講じていれば、患者が死を免れ得たかどうかは明白でな

いとされたが、治療の手おくれにより患者の死を早めたことが認められている。

145 松宮孝明「診断行為と過失」中山＝泉・前掲注（133）77頁。
146 萩原・前掲注（45）134頁。
147 板倉・前掲注（107）８頁。
148 田川簡判昭33・８・13一審刑集１巻８号1229頁。
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　次に、無罪とされた事例としてフォルクマン阻血性拘縮症誤診事件149が挙げ

られる。本件は、腕を骨折した患者に対し、垂直牽引療法を行うに当たり、骨

折あるいは治療施行後約10時間は同拘縮の前駆症状ないし初期症状の有無を十

分に監視すべき注意義務があるのにこれを怠り、患者の手等の機能障害を生じ

させたという事案である。第一審は、ほぼ公訴事実どおりの事実を認め、過失

が認定されたが、東京高裁は、症状発現時に拘縮の発生を確実に予見すること

は非常に困難であること、垂直牽引療法自体は正当な療法として一般に是認さ

れているものであり、フォルクマン拘縮発生が懸念されても症状の推移を見守

るのが大多数の医師における現実の治療方法であること、等から拘縮発生を防

止すべき特別の治療措置を施すべき業務上の注意義務があるとはいえないとし

た。本件では、フォルクマン拘縮発生のメカニズムについて、医学上解明し尽

くされていないことからも、当時の医療水準に照らし担当医師に診療上の過誤

があったとすることはできないとし、「医師としての治療上の裁量の範囲を逸

脱した違法不当なものであると断定することもできない」とされたが、「医師

の裁量性」を安易に用いて注意義務の限界を画することには、批判もある150。

　これに対して、手術方式の選択が問題となったものに、妊娠５ヶ月の患者に

人工妊娠中絶手術を実施する際に、妊娠初期の中絶手術方式を用いたために、

子宮破裂による出血性ショックにより死亡させたという事案がある151。より安

全な方法がありながら、生命に対する危険を発生させる危険性のある方式を選

択したことは、一般的に産科医ならとらないものであり、医師としての態度に

かなり問題があり、注意義務違反の程度が大きいといえる152。

　また慈恵医大青戸病院事件においては、前立腺癌の治療のため腹腔鏡下前立

腺全摘除術という難度の高い手術を行うに際し、医師が、いずれも本術式を安

全に施行するための知識、技術及び経験がなく、本術式の選択を避けるべきで

あったのに本術式を用い、患者を死亡させた153。難度の高い術式を医師が採る

149 東京高判昭53・11・15刑裁月報10巻11＝12号1390頁、医療過誤判例百選〔第
２版〕38頁。
150 前田・前掲注（108）378頁。
151 福島富岡簡略式平15・１・10飯田・前掲注（１）396頁。
152 萩原・前掲注（45）138頁。
153 東京地判平18・６・15飯田・前掲注（１）502頁。
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場合、医師が高度な専門性を有する医師集団に所属し、技術的にも、難度の高

い術式を採りうる能力を具備していることが必要である154。

　また比較的最近問題となり、議論を呼んだ事例として福島県立大野病院事

件155がある。本件は、被告人が全前置胎盤の患者に対して帝王切開手術を行っ

た際に、胎盤が子宮に癒着していたため胎盤を子宮から剥離したところ、多量

の出血が続き患者が死亡したものである。被告人の過失の有無について、検察

官は、被告人は手術時の患者の状況において胎盤の剥離を継続すれば大量の出

血があることを予見可能であり、その時点で子宮摘出手術に移行すれば結果を

回避可能であるにもかかわらず、胎盤剥離を中止して子宮摘出手術に移行すべ

き業務上の義務を怠ったとして、過失が認められると主張した。

　裁判所は、まず患者の死因が出血性ショックによる失血死であるとして、被

告人の胎盤剥離行為と患者の死亡との間の因果関係を認め、「癒着胎盤と認識

した時点において、胎盤剥離を継続すれば、現実化する可能性の大小は別とし

ても、剥離面から大量出血し、ひいては、患者の生命に危機が及ぶおそれがあっ

たことを予見する可能性はあった」として予見可能性を肯定した。次に、子宮

摘出手術への移行可能性については、移行するのが相当かどうかという相当性

とは別問題であるとしつつ、移行できたと認定し、移行等による大量出血の回

避可能性についても、「単なる可能性の有無というレベルにとどまるが、結果

回避可能性があった」と認定した。しかし、裁判所は、「臨床に携わっている

医師に医療措置上の行為義務を負わせ、その義務に反したものには刑罰を科す

基準となり得る医学的準則は、当該科目の臨床に携わる医師が、当該場面に直

面した場合に、ほとんどの者がその基準に従った医療措置を講じていると言え

る程度の、一般性あるいは通有性を具備したものでなければならない」として、

本件において、癒着胎盤であると認識した以上、直ちに胎盤剥離を中止して子

宮摘出手術等に移行することが本件当時の医学的準則であったと認めることは

できないとし、具体的な危険性の高さ等を根拠に、胎盤剥離を中止すべき義務

があったとも認めることはできず、注意義務に反することにはならないとして、

154 小林公夫「医療水準と医療の裁量性」法律時報80巻12号（2008）71頁。
155 福島地判平20・８・20前掲注（13）。この事件は、医療界を中心に大きな社
会的反響を呼び、本件が日本の産科医療の崩壊に拍車をかけたといった批判も
ある。
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無罪を言い渡した。判決は、因果関係、予見可能性、結果回避可能性を肯定し

つつ、医学的準則を重視して回避措置の義務づけを否定する論理構成がとられ

ている。もっとも、本判決は、客観的注意義務を過度に強調するもので、かえっ

て医療現場に厳しい対応を迫る場合も予想されるとして、医学的準則は一律に

判断することはできず、決定的でもないため、個別的に具体的予見可能性を基

軸として、判断すべきとの指摘もある156。しかし、医療行為にあっては、大量

出血等の予見が可能な場合があり、他の手段を用いることで事後的に見て結果

を回避することが可能な場合もあり得る。しかし、問題はそのような医療行為

が適切かという点であり、その是非を判断する基準になるのが、臨床医学の実

践における医療水準、判決でいう医学的準則となる157。また事案毎の具体的予

見可能性の設定では、同種事案においても裁判所によって判断が分かれる可能

性があり、個別的な処理よりも客観的注意義務を提示することが望ましいとさ

れる158。

　このように、医師の注意義務の判断には、治療時の医療水準に基づく療法を

臨床の場における具体的な患者に適用することの当否、すなわち医師の裁量性

が問題となるが、これはいくつかの選択肢からいずれを選んでもよいといった、

医師の恣意性を肯定するものではない159。したがって、当該療法が一般の医療

水準を満たしていなければ、裁量の範囲内とはいえず、他の療法によれば悪い

結果が生じなかったことが立証されれば、当該選択は合理性がなかったことに

なり、医師の過失責任は免れないであろう。医師の裁量の範囲を超えた、その

ような療法を選択したことが客観的に見て妥当でなかったとされるものについ

て、過失の責任が問われるべきである160。

　また、複数の治療行為の間の選択が問題となる場合は、患者の自己決定およ

びインフォームド・コンセントに基づいて、当該療法が正当化される場合もあ

り得る161。実施された治療行為がリスクを伴うものであったとしても、高度の

156 甲斐克則「医療と過失責任の限界」法律時報82巻９号（2010）48頁。
157 平岩・前掲注（15）114頁。
158 手嶋豊「医療事故の法的責任をめぐる刑事法と民事法の役割分担」法律時報
82巻９号（2010）53頁。
159 大谷・前掲注（108）170頁。
160 藤木・前掲注（10）305頁。
161 これは、刑法上「危険の引受け」に関わる問題でもある。井田良「医療事
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技術を要する手術の際に偶発的に生じたもの等、医学の現状では必然的に伴う

リスクとして説明できる枠内のものであるならば、これを正当化することも可

能であろう162。

　　第２款　刑事医療過誤判例における過失の判断基準

　ここまで、技術的事項に関する事案と医学的判断を要する事案とに区別して

検討しきたが、初歩的なミスや無謀ともいえるような過誤については、どちら

も比較的容易に医師の注意義務が認定されているといえる。それに対して、患

者の症状がレアなケースであったり、発生メカニズムが解明されていない場合

などには、「医療水準」を基準として、医師の注意義務が判断されているよう

である。

　この「医療水準」に関して、かつて判例は「当該医師に要求される注意義務

の程度は、……特段の事情があった場合は別として、専門医として一般につく

すべき注意義務が基準となる」163とし、医師として具えるべき学問的・技術的

能力の一般水準を基準として定め、医学の進歩によって一般水準が高まれば、

個々の医師が一般水準に追いつけなかったとしても、それは許すことができな

いのであって、高まった一般水準を基準として過失の有無を認定すべきとして、

医師の個人的な知識や技能の差異は考慮すべきでないとしたものがある164。そ

してその後の判例において、「当時のわが国の通常の医師あるいは平均的な医

師の持つべき医学上の知識」165が、施術当時の医学水準として判断されること

が示された。

　しかし、医療行為の中でも、例えば、診断や術式選択については、個々の医

師の臨床的知識・経験を前提とせざるを得ないこともあり、「医師としての治

療上の裁量の範囲」166を考慮して判断されることもある。整形外科医である被

告人が豊胸術を行うに当たり、薬液の注入方法・注入量を誤り、患者を死亡さ

故に対する刑事責任の追及のあり方」『三井誠先生古稀祝賀論文集』（有斐閣、
2012）234頁。
162 井田・前掲注（161）234頁。
163 大阪地判昭38・３・26判時343号17頁。
164 静岡地判昭39・11・11下刑集６巻11＝12号1276頁。
165 神戸地裁姫路支判昭43・９・30下刑集10巻９号948頁。
166 東京高判昭53・11・15刑裁月報10巻11・12号1390頁。



研究ノート

［395］ 北法63（6・130）1758

せたという事案167においては、施術当時の美容整形医一般の技術水準に照らし、

あるいは自己または同業の積み重ねた研究成果や多数の経験に照らして、学問

的技術的能力をもつ医師一般の目から観察して危険でないと判断される手段、

方法により施術が行われたときは、たとえ、後日にいたりその手段、方法に、

施術当時において予測されなかった危険を伴うことが判明したとしても、過失

を認めるべきではないと判示している。

　一般的には「当時一般の医師」168という基準が用いられることが多く、大野

病院事件においては「医学的準則は当該科目の臨床に携わる医師が、当該場面

に直面した場合に、ほとんどの者がその基準に従った医療措置を講じていると

いえる程度の、一般性あるいは通有性を具備したものでなければならない」169

としている。もっとも、診療に当たった当該医師の専門分野、所属する診療機

関、所在する地域の医療環境の特性等諸般の事情を考慮して判断する必要があ

る170。したがって、高度な医療技術が要求される危険な手術などには、それら

の技術を採りうる能力を具備していることが必要であろうし、僻地の診療所の

ような高度な医療設備を備えていない場合には、専門医や設備の完備した病院

に患者を移送する義務があるといえよう。

　第２節　アメリカにおける刑事医療過誤判例

　次に、アメリカの医療過誤判例において刑事過失がいかなる基準で判断され

るかを検討する。上述したように、コモン・ローでは過失と無謀との間に明確

な境界線がなく、州によっても規定が異なるため、以下では、非故意故殺と過

失殺が問題となった事案が混在することになる。

　　第１款　刑事医療過誤判例

　１．判例の流れ

167 東京地判昭47・５・19刑裁月報４巻５号1007頁。
168 広島高判昭45・５・26判タ255号272頁。
169 福島地判平20・８・20前掲注（13）。
170 萩原由美恵「医療過誤訴訟における医療水準」中央学院大学法学論叢22巻１
号（2009）47頁。
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　かつてアメリカでは、通常の医師であれ、無免許の医師171であれ、医療過誤

のために刑事訴追を受けるということは極めてまれであった。たとえ医師に相

当な注意がなく、また技術・知識に関する適当な基準を遵守しなかったために

医療過誤を引き起こしたとしても、単にそのような一般的な過失だけでは民事

上の不法行為責任を基礎づけるにすぎず、医師の刑事責任が追及されることは

なかった172。コモン・ローでは、刑罰はメンズ・レアに示された道徳的悪を強

く非難するためのものと考えられており173、善意の治療にはメンズ・レアがな

いとされていた。このような善意の原則は、医師の刑事訴追に関する最も古い

判例とされる、Commonwealth v. Thompson174 (1809) に示されている。本件は、

被告人が医師を装い、強力な吐剤を何度も処方し、その結果患者を死亡させた

ものである。上級審は、被告人の重大な無知を認定しながらも、「故殺罪を構

成するには、死亡の結果が違法な行為の結果為されなければならず」、「医師の

無知にかかわらず、その処置によって患者を治す誠実な意図と期待をもって行

動したならば、予期せずに死亡という結果をもたらしたとしても故殺罪にはな

らない」とし、「薬剤についての無知、または病気の性質についての無知、ま

たはその両方の無知のため、医師の期待に反し患者が死亡しても重罪とはなら

ない。医療の有意的な処置から生じた人の死でもって、処置した医師を重罪と

認定することはできない。ただし、彼がその処置の致命的傾向を充分知ってい

るか、その蓋然性のあることを示す情報を充分持っていたために、治療を誠実

に意図し期待して行われた結果ではなく、少なくとも執拗で意図的な軽率

（obstinate, willful rashness）の結果である、と陪審によって合理的に推定され

る場合はこの限りでない」と判示した。

171 なお、アメリカにおいては、医師が無免許であることは、一般的に故
殺罪に影響を与えないが、無免許であることが非難可能な過失（culpable 
negligence）を証明する一つの根拠となる場合もある。See, e.g., Comment 
Professional Negligence, 121 U. Pa. L. Rev. 627, 681-682; State v. Catellier, 63 
Wyo. 123, 179 P.2d 203 (1947).
172 福田雅章「アメリカの医療過誤に関する刑事判例」中山研一＝泉正夫編著『医
療事故の刑事判例』（1983）285頁。
173 Sayre, supra note 50, at 988.
174 Commonwealth v. Thompson, 6 Mass. 134, 1809 WL 1120 (Mass. 1809).
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　Thompson 事件判決は過失の主観説を採用したといわれ175、ここではもっぱ

ら医師の治療する意図と期待がある以上、故殺罪─いわゆる刑事過失は認めら

れないことが示されている176。

　しかし、19世紀後半になると、医師の善意にかかわらず、合理的な慎重さを

欠いた治療は許されないとされ177、次の Commonwealth v. Pierce178  (1884) に

よって過失の具体的な基準が提示された。これは、医師として業を営んでいた

被告人が、患者に対し治療法として灯油に浸したフランネルで身体を包むよう

に命じ、そのため患者が死亡したものである。被告人は、この方法で成功した

例もいくつかあったが、本件のように肌をただれさせてしまった例もあった。

原審は、単なる無知によっては故殺罪とはならず、重大かつ無謀な過失によっ

て死を惹起した場合に有罪となるとして、故殺罪を認めた。上級審において、

ホームズ判事は「もし被告人がその処置の致命的傾向を知っていれば、それは

謀殺に近いことになる」として、灯油が生命に危険であることを認識している

必要はなく、単に灯油を処方することを知っていれば足りるとし、また「善意

のみに基づき、人命を著しく危険にさらす行為を行う特権は認められない」と

して Thompson 判決の善意の原則を拒否し、刑事過失を基礎づける無謀は「外

的基準で判断されなければならず」、「行為者に認識された状況の下において、

通常の経験から考えれば、その行為に伴う危険はどの程度の危険であるか」が

問われると述べた。またこの中でホームズ判事は、適法な行為を無謀に行うこ

とによっても故殺罪が成立しうることを再確認した。

　そして、20世紀前半になると、医師は医業上の注意義務を果たすことが要求

されるようになり、一般の医師を基準とした客観的注意基準からの重大な逸脱

が認められる場合に、刑事訴追が認められるようになった179。

175 Moreland, supra note 75, at 154.
176 Thompson 事件と同趣旨の判例として、Rice v. State, 8 Mo. 561 (1844)、 State 
v. Schulz, 55 Iowa 628, 8 N.W. 469 (1881)、State v. Reynolds, 42 Kan. 320, 22 P. 
410, 16 Am.St.Rep. 483 (1889)。
177 Moreland, supra note 75, at 155. 佐伯仁志 = 于佳佳「英米における医療過誤
への刑法上の対応」刑事法ジャーナル28号（2011）29頁。
178 Commonwealth v. Pierce, 138 Mass. 165, 52 Am.Rep. 264 (Mass. 1884).
179 佐伯＝于・前掲注（177）30頁。
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　Barrow v. State180  (1920) においては、無免許医である被告人が、肺炎の初

期段階に近いインフルエンザにかかっていた患者に対し、按手治療法や祈祷を

施し、豚の蹄の茶を飲ませる等して、患者を死亡させた。裁判所は、医師には

「処方する医薬品や用いる治療法の特質を知る義務があり、そのような義務に

かかる重大な無知と非難可能な過失によって人を死亡させた場合、刑事責任を

問われる」と判示した。

　また、State v. Catellier181  (1947) においては、足治療医であった被告人が、

麻酔を施す資格がないにも関わらず、麻酔を用いたことにより患者を死亡させ

た事案で、裁判所は交通事故事案である People v. Barnes182  (Mi. 1914) を引用

し、過失による非故意故殺罪に要する不注意は、「重大で結果に対する無関心

を示すものでなければならず」、重大な過失とは「結果の惹起に対する悪意

（wantonness）や無視、そして刑事上の意図（intent）に等しい程度の他人の

権利に対する無関心」を意味すると述べた。このように、一般の医師を基準と

した義務からの重大な逸脱が認められる場合に刑事責任が問われるようになっ

たが、非故意故殺罪が認められるためには、さらに非難可能な心理状態が必要

となり183、コモン・ローにおいては、主観的要件として、故意に限りなく近い

ものを要求していたようである。

　20世紀後半になると、認識のない過失がメンズ・レアに当たるかという議論

が盛んになされるようになった。模範刑法典は、コモン・ロー上および制定法

上のメンズ・レアに関する混乱を解消し、過失犯の処罰には「重大な過失」が

必要であるという伝統的立場を維持しながら、行為の危険の認識を必要としな

い犯罪類型を過失として位置づけた184。模範刑法典が各州の刑法に与えた影響

は非常に大きく、刑法の基準となる役割を果たしている185。以下では、第２章

において分類した四類型にしたがって検討する。

180 Barrow v. State, 17 Okla.Crim. 340, 188 P. 351, 9 A.L.R. 207 (1920).
181 State v. Catellier, 63 Wyo. 123, 179 P.2d 203 (1947).
182 People v. Barnes, 182 Mich. 179, 148 N.W. 400 (Mi. 1914).
183 佐伯＝于・前掲注（177）30頁。
184 第２章第２節参照。
185 Sanford H. Kadish, The Model Penal Code`s Historical Antecedents,  19 
Rutgers L.J. 521, 521; 538 (1988).
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　まず、故意のない殺人を無謀に限定する州の判例として、State v. Weiner186 

(N.J.1963) がある。被告人は、肝炎ウィルスに汚染された注射器を他の患者に

不注意に用いて、15人の患者を肝炎に感染させ死亡させたとして、非故意故殺

罪で起訴され、そのうち12件について事実審で有罪とされたが、控訴審は、「刑

事の過失であるためには、通常の過失ではなく、無謀で悪意のあるもの

（wanton）でなければならず、また死を惹起する可能性のある状況下で他人の

安全に対する完全な無視を示すような性質のものでなければならない」と示し

たうえで、事実審ではそのような説示が陪審に行なわれなかったとして有罪判

決を破棄し、差し戻した。

　次に、「重大な過失」を非故意故殺罪とする州の判例として、Commonwealth 

v. Youngkin187  (Pa. 1981) があげられる。被告人は、患者に対し、数週間にわ

たり、鎮静剤を含めた多数の薬を処方し、その鎮静剤が原因で嘔吐時に胃の内

容物を肺に吸い込んだことによって患者が窒息死した。被告人は、非故意故殺

で起訴され、事実審で有罪とされた。控訴審は、非故意故殺罪に必要な無謀ま

たは刑事過失は、「被告人が、自己の行為が死または重大な身体障害を惹起す

るかもしれないという実質的で正当化し得ない危険を意識的に軽視するか、合

理的な注意の基準からの重大な逸脱のために認識しなかった場合に、認められ

る」とし、本件では、処方された薬の量及び頻度が無責任でまったく適切では

ないと思われること、処方箋に書かれた頻度が被害者の薬剤乱用を示していた

こと、薬剤師が被告人に患者の身体状態を報告したこと等の諸事情から、被告

人がこのような乱用の徴候を無視し薬を処方し続けたことが「実質的で正当化

し得ない危険を意識的に軽視し、その軽視は、合理人が遵守したであろう行為

の基準からの重大な逸脱を伴う」とした陪審の有罪判決を維持した。

　模範刑法典に従い、過失殺罪を規定した州における判例としては、State v. 

Warden188  (Utah 1991) がある。被告人は、自宅出産に立ち会った際、生まれ

てきた子どもが未熟児で呼吸障害が見られたにもかかわらず、そのことを母親

らに知らせることなく帰宅し、子どもを死亡させたとして過失殺罪189で起訴さ

186 State v. Weiner, 194 A.2d 467 (N.J. 1963).
187 Commonwealth v. Youngkin, 427 A.2d 1356 (Pa. Super. Ct. 1981).
188 State v. Warden, 813 P.2d 1146 (Utah 1991).
189 Utah Code Ann.§76-5-206.
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れた。事実審において被告人は過失殺罪で有罪とされたが、控訴審は有罪判決

を破棄して被告人を無罪とした190。最高裁は、医師に刑事責任を認めるために

は、「医師の措置が、患者の死を惹起するような実質的で正当化し得ない危険

を創出し、医師がその危険を認識すべきであったのに認識しなかったこと、そ

の危険を認識しなかったことが注意の基準からの重大な逸脱にあたる性質・程

度であること、が合理的な疑いを超えて立証されなければならない」との一般

論を述べた上で、医療の分野においては、「行為者の立場に置かれた」191医療専

門家の立場から分析する必要があるとした。本件では、被告人が分娩前に診察

をしなかったこと、新生児が未熟児であることを認識しており、子どもが非常

に未熟であることを認識すべきであったこと、また新生児の状態から、分娩後

に集中ケアを受けさせ、もし状態が悪化すれば最も高度な集中ケアのできる病

院へ転院させるべきであったこと等を踏まえ、新生児が受けるべきであったケ

アの基準と実際に受けたケアの間に非常に大きな隔たりがあったことを認め、

新生児の分娩やケアに医師が一般に用いる注意の基準から逸脱していたとし

て、事実審の有罪判決を維持した。本件では、新生児の分娩自体に過失はなく、

患者を入院させなかったこと、あるいは新生児を入院させなかったことに過失

が認められている。

　最後に、連邦法における事案として、United States v. Wood192 (2000) がある。

被告人は、86歳の患者に塩化カリウムを短時間に注射して死亡させた、として

第１級謀殺罪193で起訴されたが、非故意故殺罪194で有罪とされた。控訴審は、

非故意故殺罪で有罪とした点について、被告人の行為が「相当な注意（due 

caution）や慎重さ（circumspection）を欠いているとするのに十分無謀であっ

た」195と認めうるとした。ただし検察側鑑定証人が陪審に不当な偏見を抱かせ

たという連邦証拠規則上の問題から、新たな裁判を命じたものである196。

190 State v. Warden, 784 P.2d. at 1206.
191 Utah Code Ann.§76-2-103.
192 United States v. Wood, 207 F.3d 1222 (10th Cir. 2000). 
193 18 U.S.C.A. §1111 (a).
194 18 U.S.C.A. §1112 (a)
195 Wood, 207 F.3d at 1234.
196 Fed. R. Evid. 704 (b).
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　２．判断の誤り

　アメリカでは、医師の単なる判断の誤りについては、刑事責任が及ばないの

が原則であった197。State v. Hardister198 (1882) において、最高裁は、刑事責任

を認めるためには、患者の治療の際に「相当な注意と慎重さ（due care and 

circumspection）を欠いていることが証明されなければならない。というのは、

起訴状に挙げられた、治療法と器具の選択・利用における単なる判断の誤りに

は、刑事責任が及ばないからである。被告人が実行に移した方法に重大な無知

があったか、治療法の選択や利用が重大な無知によるものかどうか、治療法が

一般的でなかったり、不適当、あるいは軽率になされたかどうか、被告人の重

大な過失、あるいは不注意（inattentive）が証明されなければならない」と述

べた。

　また Hampton v. State199  (1905) において裁判所は、刑事過失は主に程度の

問題であり、正確に定義することはできないとしながらも、そのような刑事過

失は重大な能力不足や重大な不注意、患者の安全に対する刑事上の無関心を示

すときに認められるとし200、また死の結果が、単なる判断の誤りや、不注意な

間違い（inadvertent mistake）による場合、刑事責任は及ばないと示した。同

様に、Feige v. State201  (1917) でも、単純な判断の間違いには刑事責任が及ば

ないとし、単なる判断の間違いと重大な無知・能力不足をはっきりと区別した。

　United States v. Billig202  (1988) においては、心臓外科医であった被告人が

行ったバイパス手術に関して、被告人がとった処置が本来危険であるからと

いって、その処置が不適切であるということはできず、その方法が最も効果が

あり、その状況下で最も満足のいくものであると判断した場合には、医学的に

容認されうる手術技巧を選択した外科医の判断について裁判所が判断を下すこ

とはできないと判示した。そして、効果的で専門的な選択をあと知恵で評価す

るのではなく、その行為が合理的であるいう推定のもと、そのような選択がな

197 Donald C. Barrett, Homicide Predicated on Improper Treatment of Disease 
or Injury, 45 A.L.R. 3d 114, 147 (1972).
198 State v. Hardister, 38 Ark. 605, 42 Am.Rep. 5 (1882).
199 Hampton v. State, 50 Fla. 55, 39 So. 421 (1905).
200 State v. Lester, 149 N.W. 297 (Minn. 1914) 同旨。
201 Feige v. State, 128 Ark. 465, 194 S.W. 865 (1917).
202 United States v. Billig, 26 M.J. 744 (1988).
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された時点における専門的な観点から評価するとも述べている。

　次に判断の誤りに関する事例として挙げられるのが、People v. Einaugler203 

(N.Y. App. Div. 1994) である。本件は、アメリカにおいて最も有名な刑事医療

過誤事件といわれている。被告人が、被害者の栄養補給チューブと誤認して腹

膜透析用カテーテルから栄養液を与えるよう看護師に指示したことにより、患

者の状態が悪化し、被害者を治療していた病院の担当医師が、直ちに転院させ

るよう勧めたにもかかわらず、被告人がこれを遅らせたことにより、患者が死

亡した事案である。

　被告人はニューヨーク州刑法の第２級無謀な危険化（reckless endangerment 

in the second degree）204と公衆健康保健法（Public Health Law）205違反の意識

的放置（willful neglect）で起訴され、有罪とされた。控訴審も被告人が「転

院を遅らせることにより、患者の身体に重大な傷害を及ぼすという重大な危険

を認識していたのに意識的に軽視し、また彼の行為が、当該状況において合理

人が遵守するであろう行為の基準からの重大な逸脱に当たる」として、医師の

刑事責任を認めた。

　本件については、医師の判断に関する事例として挙げられる206。実際に、控

訴審において医療関係者及びアメリカ医師会（American Medical Association）

から提出された意見書（amicus brief）では、本件は刑法違反というよりも臨

床上の判断の相違に基づいており、医師の臨床上の判断を犯罪化することは不

適切であり、判断の誤りに関しては歴史的にも民事の医療訴訟等において補償

されていたと指摘された207。しかし、控訴審において、裁判所は、医療専門家

の「医療判断の偽りのない誤り（honest error of medical  judgment）」に関す

203 People v. Einaugler, 208 A.D. 2d 946, 618 N.Y.S.2d 414 (N.Y. App. Div. 1994).
204 N.Y. Penal Law §120.20 (McKinney 1997)（他人に対し重大な身体障害とい
う重大な（substantial）危険を創出する行為を無謀に行なった者は、第２級無
謀な危険化で有罪とする［Ａ級軽罪］）．
205 N.Y. Public Health Law §12-b, 2803-d (7) (McKinney 1995).
206 佐伯＝于・前掲注（177）34頁。
207 Paul R. Van Grunsven, Medical Malpractice or Criminal Mistake?－An 
Analysis of Past and Current Criminal Prosecutions for Clinical Mistakes and 
Fatal Errors, 2 DePaul J. Health Care L. 1, 48 (1997).
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る刑事訴追を恐れる必要が出てくるという主張を拒否しているし208、また人身

保護令状の申立ての判断において、連邦地方裁判所は、被告人は、誤ったカテー

テルを通して栄養補給されたことを知った後は、患者のケアに関して何らかの

自主的な医療判断を下してはおらず、他の医師の指示を求めており、裁判にお

ける主要な議論は彼がその指示に従ったかどうかであった、としている209。す

なわち、本件では、被告人の医療判断の行使にではなく、被告人が自分より適

格であると信じた他の医師の判断を無視することを選択したことに、実質的で

正当化し得ない危険が認められている210。したがって、被告人が行った軽率な

行為（カテーテルの誤認）に過失があったかではなく、行為をしなかったこと

（早急に転院させなかったこと）が決定的な要因となったのである211。

　以上のように、アメリカにおいては、医師が重い結果を引き起こしたという

ことだけで過失が認められるわけではなく、また複雑な医学的判断を要する事

件においては、医師が合理的なケアや技術を行使する限り、患者の状態や適切

な治療計画に関する意見に違いが見られる場合には、判断の誤りに関しては責

任が認められないようである212。

　３．技術不足

　次に医師の技術不足については、Hampton v. State213 (Fla. 1905) において、

裁判所は医師が、「重大な能力不足、重大な不注意、あるいは患者の安全に対

する刑事的無関心を示す場合に刑事過失が認められ、これは医学や外科学につ

いての重大な無知、また治療法の効果に対する重大な無知から生じ得るが、具

208 Einaugler, 618 N.Y.S.2d 414, 416.
209 Einaugler, 918 F.Supp. 619, 635.
210 Kara M. McCarthy, Doing Time  for Clinical Crime: The Prosecution of 
Incompetent Physicians as an Additional Mechanism to Assure Quality Health 
Care, 28 Seton Hall L. Rev. 569, 610 (1997).
211 Filkins, supra note 4, at 494 (2001). 
212 McCarthy, supra note 210, at 578-579; See, Barry R. Furrow et al., Health 
Law Cases, Materials and Problems, 177 (2d ed. 1991). 民事事件においては「偽
りのなり判断の誤り理論」によって、医師は医療専門家に受け入れられている
幾つかの治療方法の中から選ぶことができる。
213 Hampton v. State, 50 Fla. 55, 39 So. 421 (1905). 
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体的には、治療法の選択に際しての重大な過失、器具の使用に関する適切な技

術不足、あるいは患者に対する薬剤使用についての適切な指示をしなかった場

合に認められる」と示した214。

　State v. Lester215 (1914) において、被告人は X 線装置を用いて患者の臀部の

写真を撮影するのに、熟練して扱わなければ危険であることを認識しながら、

不注意にも患者に適切な対処をせず、X 線を患者の身体に接近させ、また長時

間 X 線を照射し続けたことにより患者に致命的なやけどを負わせ、死亡させ

た。裁判所は Hampton 事件の判決を引用して、非難可能な過失は「被告人が

重大な能力不足、不注意、あるいは患者の安全に対する悪意のある（wanton）

無関心を示す場合に認められ、それらは、被告人の科学に関する重大な無知、

またはその応用に際しての重大な過失、もしくは器具の使用に際しての適切な

技術不足から生じ得る」と判示した。

　また State v. Heines216 (Fla. 1940) は、脊柱指圧療法士であった被告人が、患

者の足を治療するのに、患者が糖尿病であったことを知りながら、患者の治療

に不可欠なインシュリンを使用しないように指示したために患者が死亡したも

のである。裁判所は、刑事過失は「能力不足、不注意、無視から生じた無関心

から起こるものであり、それぞれが重大な程度であることを要する」とし、こ

れらの要素は判断の誤りや軽率な（inadvertent）間違いとは区別されると示

した。

　　第２款　刑事医療過誤判例における過失の判断基準

　ここまでは、アメリカにおける主要な刑事医療過誤判例を概観してきた。こ

れらの判例を分析すると、①過去の経験を軽視したために、危険状況を回避で

きなかった場合、②迅速に危険を抑えるべきであるのに、患者の状態を軽視し

た場合、③医師に堕落した動機が見られる場合217、④医師の重大な技術不足の

場合、に医師の刑事責任が認められる傾向がある。

214 Gian-Cursio v. State 180 So.2d 396 (Fla.App. 1965) 同旨。
215 State v. Lester, 149 N.W. 297 (Minn. 1914).
216 State v. Heines, 144 Fla 272, 197 So 787 (1940). 
217 Filkins, supra note 4, at 495. 星・前掲注（62）では以上に加え、④医師が何
らかの処分を受けている場合、の４つに分類する。
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　①に関する判例として、例えば、Youngkin 事件において、被告人は、処方

箋を繰り返し出していたことから患者の状態を十分認識していたのに、それを

意識的に軽視したという事情が「行為の基準からの重大な逸脱である」と認め

られる根拠とされた。このような事案においては、被告人が過去の経験から危

険が引き起こされるであろうことを十分認識することができたのに、その危険

を無視したと結論づけることで、複雑な医学的判断を避けて判決を下すことが

できる218。日本においても、先に検討した豊胸術の事案219につき、「施術当時の

美容整形医一般の技術水準に照らし、あるいは自己または同業の積み重ねた研

究成果や多数の経験に照らして」判断するとされた例もある。

　②の事案においては、被告人が患者の危険を認識すべき十分な事実があった

にもかかわらず、その危険を抑える手段を採らなかった点に有責性を認めるこ

とで、因果関係や注意の基準といった複雑な議論が避けられている220。例えば、

Warden 事件においては、新生児の分娩自体に過失が認められたわけではなく、

新生児に呼吸困難の症状があったことを認識していたにもかかわらず、入院や

翌朝に子どもの状態を確認するといった積極的措置を全くとらなかった点に過

失が認められている。また、Einaugler 事件においては、腹膜透析カテーテル

と栄養補給チューブを誤認するという過ちを犯してはいるが、ここでも被告人

の有責性が認められたのは、被告人が患者を迅速に入院させなかった点であった。

　これは日本の判例においても当てはまり、当初の医療ミス自体に過失を認め

るのではなく、その後の医師の対応の不備に医師の注意義務を認めているもの

も多く見られる221。

　③が認められる事案としては、例えば、医師が患者の福祉より会社の利益を

優先した場合や222、カルテを改ざんし、死産した胎児を処分するなど自己の過

失行為を隠蔽する行為をした場合223が挙げられる。なお、この類型においては、

218 Filkins, supra note 4, at 493-494.
219 東京地判昭47・５・19前掲注（167）参照。
220 Filkins, supra note 4, at 494.
221 例えば、田川簡判昭33・８・13前掲注（148）等。
222 Filkins, supra note 4, at 487.
223 See, e.g., People v. Klvana, 11 Cal.App.4th 1679, 15 Cal.Rptr.2d 512 (Cal.App. 
1992).
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黙示的犯意による謀殺罪が認められる場合も多い224。

　最後に、④においては、医師の能力不足が重大であり、患者の安全に対する

重大な無関心を示す場合に、刑事責任が認められる傾向がある。

　また、アメリカにおいては、単純ミスに関しては、誰でも犯しうるミスであ

るとして犯罪とはならないとされてきたが225、最近は、単純ミスについて刑事

責任を問う動きが出てきているようである226。

　アメリカの刑事医療過誤における過失の判断基準は、Pierce 判決において、

過失は客観的で外的な基準から判断される、とホームズ判事が示したように、

客観的な基準が用いられ、その判断には合理的医師が基準となる。もっとも、

複雑な医学的争点が絡む医療過誤においては、単なる医療上の判断ミスや不注

意により患者を危険にさらしたこと自体に過失を認めるのではなく、危険を発

生させたことを認識したのに、それを軽視した（無謀）、あるいは認識すべき

であったのに認識しなかったことが注意の基準からの重大な逸脱に当たる場合

に過失が認められる。すなわち、過失が問題となる事案においては、被告人の

行為が同じ状況における合理的で分別のある（prudent）人に期待される行為

と比較して過失が認められるが、医療過誤においては、医師の行為が注意の標

準的レベルに満たない場合に過失が認められ、注意の基準は同じ状況に置かれ

た医師の特別の技術、訓練、知識を比較して決定されることになる227。すなわち、

合理的な医師が同じ状況においてしたであろう行為が基準となる228。

　第３節　医療過誤防止のための措置

　　第１款　アメリカにおける制度

　アメリカにおける刑事医療過誤事件が少ない理由として、刑罰以外の様々な

224 See, e.g., People v. Protopappas, 201 Cal.App.3d 152 (Cal.App. 1988); People v. 
Brown, 91 Cal.App. 4th 256 (Cal.App. 2001).
225 佐伯＝于・前掲注（177）34頁。
226 See, Paul R. Van Grunsven, Criminal Prosecution of Health Care Providers 
for Clinical Mistakes and Fatal Errors: Is “Bad Medicine” a Crime?, Vol.29, No.2, 
American Health Lawyers Association Journal of Health Law 107, 114 (1996).
227 McCarthy, supra note 210, at 577.
228 Filkins, supra note 4, at 491.
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施策が機能していることが挙げられている229。アメリカにおいては、医療事故

を防止するための制度として、①民事裁判による損害賠償責任、②資格審査

（staff privilege review）や同僚審査（peer review）、③行政処分制度などがあ

る。しかし、最近は、これらが必ずしも十分に機能していないと批判されてい

る230。

　事故原因究明のための一般的な情報収集制度として、医療施設認証合同委員

会（JCAHO：Joint  Commission  of  Accreditat ion  for  Healthcare 

Organizations）が挙げられる。JCAHO は、1951年に設立された、病院の機能

を評価・認証するための民間非営利団体で、医療安全に資することを目的とし

て、連邦レベルで医療事故に関する事例を収集しており、JCAHO が病院に課

す報告義務は、事実上の強い強制力を有している231。

　１．州による医師免許などの資格審査

　アメリカの医師免許は、州ごとに付与され、州の資格審査委員会は医師免許

の取消・停止等の行政処分を行う権限を有しており、その具体的な懲戒制度は

州の裁量に委ねられている232。ただ、実際に医師免許が取消・停止される事例は、

不適切な処方箋を出した場合や、薬物・アルコールの濫用など懲戒事由の証明

が比較的容易な場合が多く、医師の能力が問題となる事例は極めて少ないのが

現状である233。また、スタッフや予算が十分でないこと、医師が同業者を裁く

ことに消極的であること、情報の多くが法執行機関や一般人から提供されるた

め情報が極めて乏しいこと、等の問題点も指摘されている234。さらに、多くの

州では、正式な手続をとる代わりに免許や特権の停止を求めるだけで、問題と

229 佐伯・前掲注（５）303頁。
230 McCarthy, supra note 210, at 581.
231 佐伯・前掲注（５）303頁。
232 McCarthy,  supra note 210,  at  583; Kathleen L. Blaner, Physician, Heal 
Thyself: Because the Cure, The Health Care Quality Improvement Act, May 
be Worse Than the Disease, 37 Cath. U. L. Rev. 1073, 1079-1080 (1988).
233 McCarthy,  supra note 210, at 585; Robert S. Adler, Stalking  the Rogue 
Physician: An Analysis of the Health Care Quality Improvement Act, 28 Am. 
Bus. L. J. 683, 693 (1991).
234 McCarthy, supra note 210, at 585-586; Adler, supra note 233, at 693-694.
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なった医師が他の州で開業を繰り返していることも多い235。したがって、州の

資格審査委員会において、能力に問題のあることを理由に厳格な行政処分を行

うことは極めて困難であるとされ、医師の事故防止のために十分機能している

とはいえない、との評価もある236。

　２．医療過誤訴訟

　医療過誤訴訟の件数の多さや賠償額の高騰がしばしば指摘されており、医師

が適切な診療や治療行為をしなかった場合に、医療過誤訴訟が提起されること

で、結果的には患者の医療安全に資するともいえる。しかし、実際には、高額

な損害賠償金の支払いが命じられても、保険によって支払われることが多く、

その場合の保険料は当該医師の経歴ではなく、医療領域ごとに定められている

ため、必ずしも医師に対して医療の質を改善する要因とはなっていない237。もっ

とも、賠償金自体は保険で支払われるにしても、医師にとっては、訴訟に巻き

込まれること自体が、精神的にも経済的にもかなりのコストになるとの指摘も

あるが238、実際に訴訟を提起する被害者は非常に少なく、医師の側が勝訴する

場合も多いといわれ、損害賠償責任が医療過誤に対する抑止措置とはならない、

という評価が一般的である239。

　３．資格審査（Staff Privilege Review）・同僚審査（Peer Review）

　アメリカでは、医療機関に資格審査委員会が設けられ、医師は、そこで診療

などを行う権限（privilege）が付与されなければ、医療機関において医師とし

て働くことはできない。

235 Adler,  supra note 233, at 691; Christopher S. Morter, The Health Care 
Quality Improvement Act of 1986: Will Physicians Find Peer Review More 
Inviting?, 74 Va. L. Rev. 1115, 1125 (1988).
236 McCarthy, supra note 210, at 588.
237 Adler, supra note 233, at 695; Timothy Stoltzfus Jost, The Necessary and 
Proper Role of Regulation to Assure the Quality of Health Care, 25 Hous. L. 
Rev. 525, 575 (1988).
238 Paul C. Weiler et al., A Measure of Malpractice: Medical Injury, Malpractice 
Litigation, and Patient Compensation, 115 (1993).
239 McCarthy, supra note 210, at 581.
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　また、医師の治療が適切であったかどうかについて、当該医療機関に設けら

れた同僚審査が定期的に評価している。しかし、医師は、一般に同僚を批判す

ることに消極的であり、不利益な処分を受けた医師が同僚審査の構成員である

医師に対して損害賠償訴訟を提訴することもあり、審査を行うことに消極的で

あった240。そのため、連邦議会は医療品質改善法（Health Care Quality 

Improvement Act of 1986）を制定し、審査委員会とその構成委員について一

定の要件のもとで損害賠償責任を免除する規定を設けている241。また医療品質

改善法は医療過誤をおこした危険な医師が他の州に移って活動することを防止

するために、医療過誤を行った医師等に関する情報の報告を義務付けている

が242、医療品質改善法は、あくまでも医師の懲戒事由に関する情報を収集する

ことに主眼が置かれ、医師に対する懲戒権は各医療機関および州の資格審査委

員会が従来通り有しており、最終的に懲戒するかは、これらの機関の判断に委

ねられている243。したがって、同僚審査についてもやはり、医療事故の抑止と

して適切に機能していないとする批判がある244。

　この他にも、アメリカの刑事医療過誤事件が少ない理由として、医療過誤事

件の事実関係の複雑さ、因果関係や専門的な注意の基準に関する専門的判断の

必要性、医療判断に関する医師の裁量性、合理的疑いを超えた高度な立証責任、

そして検事が医学的専門判断に容易にアクセスできないことが、指摘されてい

る245。

　しかし、それにもかかわらず、最近は医師の医療過誤における刑事訴追が増

加傾向にあり、その理由として、このような懲戒処分がうまく機能していない

240 Adler, supra note 233, at 697-698; Morter, supra note 235, at 1119. 
241 42 U.S.C.A.§11101; 11112. 医療品質改善法に関する日本の研究として、佐伯・
前掲注（５）307-309頁、我妻学「アメリカにおける医療安全と医療事故情報」
148頁以下参照。
242 42 U.S.C.A.§11132; 11133.
243 Adler, supra note 233, at 737-738.
244 McCarthy, supra note 210, at 600.
245 Robert B Leflar and Futoshi Iwata, Medical Error as Reportable Event, as 
Tort, as Crime: A Transpacific Comparison, 12 Widener L. Rev. 189, 214-215 
(2005).
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ことも挙げられるが246、管理医療の増加や患者と医師の個人的な関係が失われ

たことで、医師が尊敬されなくなり、医師に対して厳しい処罰を要求すること

を厭わなくなってきたと指摘する声もある247。また民事の損害賠償だけでは十

分でないほど衝撃的で重大な結果をもたらした事案があることも事実であ

り248、これらの諸事情から刑事医療過誤事案が増えているといえよう。また、

このような様々な制度があるにも関わらず、むしろ刑事医療過誤事件が増加し

ているということが、やはり、医師に対する過失責任の必要性を物語っている

とも言えるであろう。

　　第２款　日本における制度

　もっとも、日本においても医療事故防止のために様々な対策が行われるよう

になってきている。医師に対する行政処分としては、医師法７条２項により、

医師が罰金以上の刑に処せられた場合、医事に関する犯罪や不正行為があった

場合、医師としての品位を損なう行為があった場合に厚生労働大臣により免許

の取消や３年以内の医業停止の行政処分がなされる。従来、医師等に対する行

政処分は、主に罰金刑以上の刑に処せられた者及び診療報酬の不正請求等によ

り保険医登録を取り消された者を対象として行われていた249。しかし、2002年

12月に発表された医道審議会医道分科会の「医師及び歯科医師に対する行政処

分の考え方について」において刑事事件とならなかった医療過誤について明白

な注意義務違反が認められる場合も対象とする方針が示された。

　また、第三者機関としての、いわゆる医療事故調査委員会の設立に向けた動

きも活発であり、厚生労働省からは2008年６月「厚労省医療安全調査委員会設

置法案（仮称）大綱案」が発表された。これによると、医療事故死等の届出を

受けた主務大臣は地方委員会にこれを通知し、通知を受けた地方委員会は、当

該医療事故死等について、次の３つの場合に該当すると思料した場合は、直ち

246 Thomas Maier, More Doctors Face Prosecution: Crimes Charged in Cases 
of Deadly Error, Newsday, Apr. 18, 1995, at A35.
247 Malpractice or Homicide?, Wash. Post, Apr. 18, 1995, at A16.
248 Malpractice or Homicide?, Wash. Post, Apr. 18, 1995, at A16.
249 医師等の行政処分のあり方等に関する検討会報告書（案）（http://www.
mhlw.go.jp/shingi/2005/12/s1201-4a.html）参照。
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に当該医療事故死等が発生した病院、診療所または助産所の所在地を管轄する

警視総監または道府県警察本部長にその旨を通知しなければならないとされて

いる。

「①　故意による死亡又は死産の疑いがある場合

　②　標準的な医療から著しく逸脱した医療に起因する死亡又は死産の疑いが

ある場合

　③　当該医療事故死等に係る事実を隠ぺいする目的で関係物件を隠滅し、偽

造し、又は変造した疑いがある場合、類似の医療事故を過失により繰り返し発

生させた疑いがある場合その他これに準ずべき重大な非行の疑いがある場合」

　それ以前に出された第三次試案では、調査委員会から捜査機関に通知を行う

事例は、以下のように規定されていた。

「①　医療事故が起きた後に診療録等を改ざん、隠蔽するなどの場合

　②　過失による医療事故を繰り返しているなどの場合（いわゆるリピーター

医師など）

　③　故意や重大な過失があった場合」

　しかし、医療界から概念が不明確であるとの強い批判を受けたため、本文の

ように変更された250。このように、大綱案では「重大な過失」という文言の代

わりに「標準的な医療から著しく逸脱」した場合に限定されており、その該当

性の判断においても、「病院、診療所等の規模や設備、地理的環境、医師等の

専門性の程度、緊急性の有無、医療機関全体の安全管理体制の適否（システム

エラー）の観点等を勘案して、医療の専門家を中心とした地方委員会が個別具

体的に判断することとする」、という注が付記されている。もっとも、大綱案

において、主に問題となるのは②の場合と、③の類似の医療事故を過失により

繰り返し発生させた疑いがある場合その他これに準ずべき重大な非行の疑いが

ある場合であると思われるが、その具体的な内容については明らかではない。

第４章　医療過誤における過失判断のあり方

　ここまで、日米における過失論の基本構造と医療過誤における刑事判例及び

その判断基準について概観してきた。日本においては、学説上、旧過失論と新

250 朝日新聞2008年６月13日夕刊２面参照。
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過失論の対立が見られるものの、判例においては結果予見義務と結果回避義務

から当時の医療水準を踏まえて医師の過失を判断しているといえる。また診断

や手術における過誤については、医学上の判断を要するためか、明らかに医療

水準からの逸脱度合いが大きく、重大な過失と認定されるようなものに医師の

刑事責任が認められているようである。もっとも、医学上の判断を要しない技

術的な事項に関する過誤に関しては、医療関係者の刑事責任が容易に認められ

る傾向があるように見受けられる。

　それに対して、アメリカにおいては、かつて過失の概念が明確に定義付けさ

れていなかったこともあり、民事と刑事における過失の違いを不注意の程度の

違いに求めるか、認識の違いの程度に求めるかといった点に混乱が生じていた。

そのため、判例では、刑事過失そのものよりも、民事過失と刑事過失を区別す

るための基準として刑事の過失に重大さを要求していたように思われる。また、

コモン・ローにおいては、故殺罪に必要な主観的要件として、悪意や、無視な

ど、故意に近いものを要求していたこともあり、その影響として後述するよう

に医師の主観を重要視するようになったと思われる。これらを踏まえた上で、

それではいかなる場合に刑事責任が認められるべきかを検討する。

　第１節　過失の構造と医療過誤

　従来、刑罰を科すべき可罰的過失と単に民事上の損害賠償責任を負わせるだ

けの不可罰的な過失の区別の必要性や251、医療行為は治療目的で患者の肉体に

侵襲行為が加えられ、それ自体生命・身体への危険を孕んでおり、患者のため

の高度な治療技術の使用が、かえってその危険性を増大させる、という医療の

特徴252から医師の刑事過失の限定的な適用が主張されてきた。また刑事過失一

般に関する議論として、刑事制裁の限界という観点から刑事過失を認識ある過

失に限定すべきであるという見解も主張されてきた253。これに対しては、両者

251 米田泰邦「医療と刑事裁判」大阪府医師会編『医療と法律』（法律文化社、
1971）299-301頁。
252 萩原・前掲注（45）125頁。
253 甲斐克則『責任原理と過失犯論』（成文堂、2005）127頁以下参照、田宮裕『刑
事法の理論と現実』（岩波書店、2000）87頁以下。
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の差異は形式的なものであって、どちらの義務に違反する方が重大であるとは

一概にはいえないとする批判254や、結果に対する認識・予見が最終的に欠ける

点では同じであり、両者を区別する理論的根拠が乏しいといった批判もあ

り255、判例・多数説は両者を区別せず、ともに処罰対象としている。アメリカ

においては、当初は主観的無謀に限定して、危険の認識を要求していたが、20

世紀後半以降は、模範刑法典の影響もあり、危険の認識のない過失も重大な逸

脱と認められる限りにおいてではあるが、認められている。

　ところで、第２章で検討したように、アメリカにおいて、過失を理由とした

刑事責任を追及する根拠となる「注意の基準からの重大な逸脱」は、客観的に

判断されるものである。したがって、医療過誤においても、「注意の基準から

の重大な逸脱」は合理的な医師に基づく医療水準を基準に客観的に判断される

ことになる。しかし、判例においては、医師の主観的事情が大きな役割を果た

しているようである256。もっとも、行為者に反道徳的要素が認められるか否か

は、責任判断として比較的明瞭であり、一般的に英米刑法において重要視され

てはいるが257、医療過誤の事案においては、複雑な医学的争点が絡む場合が多

く、陪審が因果関係や注意の基準を評価することが困難なため、悪しき心理状

態が最初に認められれば、刑事に十分な過失があると結論づけることがより容

易となる258。したがって、「他人の安全に対する完全な無視」や「実質的で正当

化し得ない危険を意識的に軽視」した等、医師の主観面が過失の認定において

多く考慮されることになる。

　これに対して、日本においては、医師が結果の具体的予見可能性において危

険を認識していたと認められても、結果回避義務において当時の医療水準から

は結果を回避することが困難であるとして医師の過失が否定されることも多

い。したがって、医師に危険の認識があったと認定されても、それだけで医師

の過失が認められるわけではない。第２章の小括でも述べたように、予見可能

性のみならず、結果回避義務を考慮することは妥当であろう。特に、医療の特

254 西原春夫『刑法総論』（成文堂、1977）184頁。
255 島田・前掲注（30）165頁。
256 Filkins, supra note 4, at 491.
257 星・前掲注（62）215頁。
258 Filkins, supra note 4, at 491.
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質上、医師が危険を認識していることも多く、予見可能性が認められやすいこ

とからも、結果回避可能性を考慮する必要がある。ただ、具体的危険性を認識

した無謀な態度や、自らの技術不足を考慮せず、過信していた場合などには、

医師の過失を肯定すべきであろう。

　第２節　業務上過失と重大な過失

　日本において、医療過誤における医療関係者の過失は、刑法211条１項の「業

務上過失」として刑事責任が問われる。ただ、同後段に「重大な過失」規定が

あることから、以下においては、業務上過失が「重大な過失」とどのような関

係にあるかを検討する。

　「業務上過失致死傷罪」については、「業務上」という文言から、ひとたび「業

務上過失」に組み込まれると、高度の注意義務が必然的に課せられる傾向にあ

る259。しかし、同後段に「重大な過失」規定があることからしても、実質的に

は当該行為が「重大な過失」であるか否かを中心に判断すべきであろう260。し

かし、ここでいう「重大な過失」はアメリカの「重大な過失」とは異なる点を

指摘する必要がある261。アメリカの重大な過失や重大な逸脱における「重大さ」

とは、単なる民事上の過失を構成するにすぎない過失との区別における「重大

さ」であり、重大さが処罰の下限として機能しているにすぎない。

　日本の重過失致死傷罪（刑法211条１項後段）における「重大な過失」とは、

一般に注意義務違反の程度が著しい場合、すなわち、些細な注意を払うことに

よって注意義務を尽くすことができたのに、これを怠って犯罪的結果を発生さ

せたため、重い法的非難が加えられるべき場合を意味する262。旧過失論の立場

からは、行為者が結果発生を容易に予見し得た場合、新過失論によれば、結果

回避義務違反の程度が著しい場合に存在するといえる263。見解によっては、認

259 最判昭26・６・７刑集５巻７号1236頁。
260 甲斐克則「刑事医療過誤と注意義務論」年報医事法学23号（2008）96頁。
261 靑柳文雄「英米刑法における故意、過失」法学研究26巻９号（1953）27頁。
262 大塚・前掲注（38）48頁、東京高判昭62・10・６判時1258号136頁。
263 内藤・前掲注（43）36頁。または、故意の立証はできないが、それに近接す
るような無謀なものであるときに重大な過失を認める見解もある（大谷・前掲
注（42）58頁）。
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識ある過失が重過失にあたるとするものもあるが264、いったん結果発生を予見

しながら、結局それを否定する方が予見さえしない場合よりも常に重大とはい

い切れないとの批判がある265。発生した結果が重大であること、あるいは結果

の発生すべき可能性が大であったことは必ずしも必要としないとするのが判例

であるし、学説からも支持されている266。したがって、この見解によれば、重

過失と通常の過失の差異は、注意義務違反の程度の差にとどまり、何をもって

重過失とするかは必ずしも明らかではない267。しかし、重過失とは、「過失の程

度と結果の重大性」を含む概念であり、結果の重大性も考慮すべきである268。

　医療過誤における過失の判断基準に関しても、「過失が軽微なものであれば、

行政処分ですませ、過失が重大である場合や再犯である場合など、悪質な事例

に限って刑事手続にのせるという制度を構築することも検討に値する」269と

いった主張のように、過失が重大な場合に限定すべきであるとする見解が多く

見受けられる。重過失と軽過失の区別基準は、初歩的な過失であるか否か、お

よび具体的危険性を認識した無謀な過失であるか否か、がポイントになるとさ

れる270。また「軽過失」ないし「単純過失」にも及ばない「軽微な過失」につ

いては民事の過失あるいは民事にも及ばない過失としてとらえるべきであろ

264 滝川幸辰『刑法各論』（世界思想社、1951）48頁。
265 真鍋毅『現代刑事責任論序説』（法律文化社、1983）340頁。また、行為自体
が定型的に危険である場合、および行為自体は元来定型的に危険でなくても、
具体的事情によっては結果発生の危険性が大である場合に、重過失とする見解
もある（井上・前掲注（23）45頁）。
266 東京高判昭57・８・10刑裁月報14巻７＝８号603頁。須々木主一「重過失─
刑事政策学より見た刑法学の限界序説─」『日沖憲郎博士還暦祝賀 過失犯（２）
具体的問題』（有斐閣、1968）419頁、萩原・前掲注（45）133頁。
267 内藤・前掲注（43）36頁。
268 飯田英男「医療過誤における刑事司法の役割」日本外科学会雑誌第109巻
臨時増刊号（３）（2008）26頁。重過失は結果が重大であることを前提として
いるともいわれ（内田・前掲注（38）61頁）、また実務上は被害の重大性も考
慮に入れているようである（松宮孝明『刑法各論講義［第３版］』（成文堂、
2012）56頁。
269 佐伯・前掲注（５）314頁。
270 甲斐・前掲注（260）97頁。
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う271。

　それでは、医療過誤においていかなる場合に過失が重大であると認められる

のであろうか。一つの例として、単純ミスの場合が挙げられる。新過失論にお

いては、単純ミスの場合の確認義務が「基本的・初歩的義務」であることから、

その違反における過失は重大であると考えられるし、旧過失論の立場からは、

わずかな注意を払うことで気付き得るものとして、過失が重大であると認めら

れるであろう272。

　もっとも、ここでいう「単純ミス」という用語には注意が必要である。今日

の医療は、その作業工程が多岐にわたっており、一つ一つの作業が単純化、容

易化されている反面、そこにおけるミスは重大な結果に結びつく危険性を有し

ている273。単純ミスは例えば初歩的なミス、単純な操作ミスという言葉に置き

換えられることもある。京大エタノール取り違え事件の第一審274においては、

薬剤等の種類及び内容を確認しなければならないという、看護師としての最も

基本的な注意義務を、運び込みと注入という二つの場面において怠ったもので

「初歩的な過誤と言わざるを得ず、本件過失は重大である」と述べており、ま

た宇治川病院塩化カリウム液誤注射事件判決においては、准看護師につき、「塩

化カルシウムと塩化カリウムを取り違えるという初歩的なミス」、「使用する薬

品の種類及び注射方法を確認するという、准看護師として最も基本的な注意義

務を二重に怠ったものであり、自己の職責の重大さを見失った初歩的な過誤と

言わざるを得ない」とし、このような被告人の行為は安易かつ単純な医療過誤

であるとしている275。

　このように、単純ミスとは、およそ医療上の処置をする場合に当然予想され、

271 日本医事法学会・前掲注（７）126頁〔甲斐発言〕。
272 日山恵美「医療の安全確保における刑事過失論の限界」年報医事法学23号

（2008）11頁。
273 日山・前掲注（272）10頁。
274 京都地判平15・11・10飯田・前掲注（１）585頁、被告人である看護師が人
工呼吸器の加温加湿器に注入する滅菌精製水と消毒用エタノールを取り違えて
病室内に搬入して加温加湿器に注入し、その後看護師４名がエタノールである
ことに気付かないまま注入した結果、約53時間にわたり患者にエタノールを吸
入させ急性エタノール中毒で死亡させたという事案である。
275 京都地判平17・３・14飯田・前掲注（１）143頁。
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そのような間違いを生じないよう配慮するのが医師としての最低限の常識と考

えられるような基礎的な事項に関する過誤を指すといえる。これらは、初歩的

でかつ重大である場合が多く、過失が重大な場合に該当するであろう。したがっ

て、基本的な注意義務の懈怠、例えば患者の確認、薬剤の量や種類の間違い、

異物遺残等については、注意義務懈怠の程度が著しく、過失が重大であると認

められよう276。日本においては、このような単純ミスを処罰する傾向が高くなっ

ていると指摘されているが277、アメリカにおいては、誰でも犯しうるミスとし

て犯罪とはならない。例えば、治療可能であった睾丸癌の患者を化学療法薬剤

の過剰投与で死亡させた事例278、健康な肺を摘出し、腫瘍が取り残されたため

患者が死亡した事例279等、日本においては刑事事件となり易い事例において、

刑事事件とはなっていない。この点においても、日米における重大な過失の認

識の違いが現れているといえよう。もっとも、単純な操作ミスのように見える

場合でも、具体的状況によっては回避困難な場合もあるため、初歩的ミスとい

うだけで容易に過失を認定することは危険であろう。

　これに対して、診断や手術においては、医師の専門的な知識や技術、経験に

左右され、広く裁量も認められているため、過失が重大であるか否かを判断す

るには、医学的知識が必要となる場合がある280。すなわち行為時における当該

医師と同じ立場に置かれた平均的な医師のとるべき行動（医療水準）から著し

く逸脱した行為が重大な過失行為といえるであろう。これに対して、「平均人

だとか、行為者だとか、あるいは専門医だとか平均的医師というようなことば

では決して解決がつかない」281とする批判もある。しかし、事案毎の個別的な

具体的予見可能性の設定では、同種の事案においても裁判所によって判断が分

かれることもあり、医療関係者が抱く不安に配慮するならば、客観的な注意義

276 萩原・前掲注（45）147頁。
277 日山・前掲注（272）10頁。
278 Chemotherapy Overdose Kills Patient with Cancer, The Orlando Sentinel, 
June 16, 1995, at A14.
279 Family Accepts $9 Million  In Suit Against Hospital, Austin American-
Statesman, Apr. 2, 1995, at B2.
280 萩原・前掲注（45）147頁。
281 米田・前掲注（251）299-301頁。
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務を提示し282、当該専門に属する平均的医師を基準に過失を検討することが望

ましいのではなかろうか。

おわりに

　本稿では、第１章において日本における医療過誤の問題点を明らかにし、第

２章及び第３章において日米の過失論体系及び刑事医療過誤判例を検討し、判

例における過失の判断基準について考察した。それに基づいて、第４章におい

ては、医療過誤における過失の判断のあり方について論じた。

　医療行為といってもその必要性、緊急性、危険性は様々であり、これらの差

異を無視して、医療行為一般について過失を判断することは適切ではない。医

療過誤における過失を論じる際には、個々の医療の特質に応じて過失を判断し

なければならないのは当然であるといえる。ただ、医療過誤において刑事責任

を追求する際には、重大な過失があった場合に限定すべきであろう。重大な過

失というのは、あいまいな概念になりがちであるが、過失の程度と結果の重大

性をも考慮して、医学的判断を踏まえて考えるべきであると思われる。例えば、

単純ミスのように見える事案でも、法的判断をする際には、過誤の原因、予見

可能性、回避可能性などの判断において、医学的判断なしには為し得ない。し

たがって、医師の注意義務を結果予見ならびに回避義務としてストレートに法

的なものと構成するのは十分でなく、むしろ、医学・法学の接点に位置する医

療水準に視点を置き、医学上の準則、医療の実際に依拠してなされる医療行為

が、法律上相当とされるか否かによって過失の判断がなされるべきであろ

う283。

　また近年は、医療関係者個人の過失は医療システムから切り離すことはでき

ず、むしろシステム自体に問題がある場合が多いとして、直接のミスを犯した

個人のみでなく、システム的に対処していく必要性も問われている284。また、

単純ミスの場合には重大な過失が認められやすいことから、重大な過失に限定

282 手嶋・前掲注（158）53頁。
283 稲垣・前掲注（107）440頁。
284 西口元＝島田佳子「医師の制度疲労責任─個人責任から組織責任へ─」判タ
1133号（2003）11頁以下。
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しても刑事事件の限定にはつながらず、刑罰によってミスをした当該個人の改

善を期待することはできないという指摘もあり285、行為の危険の認識可能性を

考慮して、危険性を認識した、あるいは十分認識しえた状況で行われた過失の

みが刑罰の対象となるとする主張もある286。しかし、医療過誤防止の観点から

は、過誤を引き起こした原因を解明してその防止策を検討すべきではあるもの

の、そのために直接過誤を犯した者に対する刑事責任を控えるべきであるとい

うことにはならない。医療の安全と個人の責任追及は分けて考えるべきであ

る287。行き過ぎた刑事処罰は不合理であるにしても、過誤を引き起こした者に

対する適正な処罰はなされる必要があろう。

　また、アメリカにおいても、医療過誤に対する刑事責任の追及がまったく行

われていないわけではなく、単純ミスに関する事案においても、最近では刑事

事件として対処する動きもでてきているといわれている。アメリカでは、免許

取消などの行政処分や民事の損害賠償責任が多く行われていることなどから、

日本と単純に比較することはできないし、アメリカの法概念を容易に日本と結

びつけて考えることもできない。特にアメリカにおいては、州によって差異が

見られるなど、一概に比較することも困難である。したがって、アメリカの議

論から直ちに、医療過誤を刑事事件として対処すべきではない、ということに

はならないし、アメリカの「重大な過失」を日本の「重過失」と単純に結びつ

けることもできないが、通常の危険を超えた重大な危険、注意基準からの重大

な逸脱、非難可能性の重大さといった点は、医療過誤を考えるに当たって日本

法においても参考になると思われる。

　本稿の研究は、日米の医療過誤における過失の判断基準及び過失判断のあり

方についての考察にとどまっている。チーム医療における刑事責任のあり方、

医師の過失が認められた際の量刑の妥当性（略式手続で罰金が科せられる場合

が多く、実刑はまれである）288、民事と刑事における医療水準の差異については、

285 日山・前掲注（272）11頁。
286 日本医事法学会・前掲注（７）139頁〔甲斐発言〕。
287 萩原・前掲注（45）148頁。
288 これまでに実刑判決が言い渡された事案としては、ノルアドレナリン静注事
件・禁錮10月（東京地判昭38・７・20飯田・前掲注（10）70頁）、なお、本件
は被告人死亡により控訴棄却となった。ウログラフィン・ビリグラフィン造影
剤誤投与事件・禁錮１年10月（静岡地判昭39・11・11下刑集６巻11＝12号1276頁、
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今後の課題として取り組んでいきたい。

東京高判昭40・６・３下刑集７巻６号1159頁）、宇治川病院塩化カリウム液誤
注射事件（京都地判平17・３・14飯田・前掲注（１）143頁、京都地判平17・６・
13飯田・前掲注（１）155頁、大阪高判平18・２・２飯田・前掲注（１）165頁）、
脊髄造影剤誤用致死事件・禁錮１年（鹿児島地判平１・10・６飯田＝山口・前
掲注（113）９頁）、なお、本件は、福岡高宮崎支判平２・９・13飯田＝山口・
前掲注（113）12頁で執行猶予付となった。準強制わいせつ罪との併合事案と
して、局所麻酔薬過量投与及び準強制わいせつ事件・懲役３年６月（那覇地判
平15・９・29飯田・前掲注（１）181頁）。近時は、禁錮刑または懲役刑で執行
猶予付が多くなっていると指摘される（我妻＝鈴木＝甲斐・前掲注（16）71頁〔甲
斐発言〕）。量刑についての詳細は、飯田・前掲注（１）26-35頁参照。
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結果発生への被害者の
過失的関与について（２・完）
── 被害者の自己答責性の原理を中心に ──

瀬　川　行　太
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第三章　日本における被害者の自己答責性の議論

第一節　序論

　我が国においては、ドイツとは異なり、「自己危殆化」、「合意に基づく他者

危殆化」に類似する判例が極端に少なく、「被害者が結果発生に過失的に関与

するケース」、つまり「危険の引受け」をどのように解決するかという問題に

ついて、ダートトライアル事件を契機として詳細に検討されるようになったと

思われる。なおその際に、前述の様に様々な見解が主張され、その一つとして

「被害者の自己答責性」という概念が主張された。

　但し、ここで注意すべきことは、「ダートトライアル事件のような危険の引

受け」の問題を解決するために主張された様々な見解の多くが関与者の不可罰

性を結論づけているという点では共通しており、後は関与者の不可罰性を刑法

的にどう根拠づけるかという点で見解の相違があるに過ぎないということであ

る。とすれば、「被害者の自己答責性」というドイツの見解をわざわざ我が国

に取り入れなくても、我が国の既存の見解で解決できるならばその見解を採用

した方が妥当であり、「被害者の自己答責性」という見解は意味をなさない、

という指摘も予想される。確かに、「危険の引受け」の問題が既存の見解で解

決できるのならば、この指摘は正しいだろう。しかし本稿は、既存の見解では

「被害者が結果発生に過失的に関与するケース」において妥当な結論を導くこ

とができないと考えている。この点については、詳細には第四章で考察するこ

とにする。本章では、我が国における「被害者の自己答責性」の議論として、

判例や学説を検討することとしたい。

第二節　判例の概観

①最決昭和55年４月18日刑集34巻３号149頁1（ふぐ中毒死事件）

1 本事件を「被害者の自己答責性」との関係において検討したものとして、塩

　第三節　被害者の自己答責性の外在的問題点の考察
　第四節　被害者の自己答責性の認定要件
　第五節　被害者の自己答責性の適用場面
おわりに  （以上、本号）
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【事実の概要】

　ふぐ調理師免許を有する被告人は、料理店においてふぐなどを調理して客に

提供する業務に従事していた。同店において、客として訪れた人間国宝である

歌舞伎俳優の被害者にふぐ料理を提供したところ、ふぐの毒が含まれている肝

臓を被害者に提供したために、同人はふぐ中毒により死亡した。但し本件では、

被害者が被告人の店でふぐの肝料理が出されていることを十分承知し、ある程

度のふぐ毒についての知識をもって、ふぐの肝臓を食したという事情が存在し

ていた。

　第一審は、「・・従って本件で被害者一人だけが中毒したことも、同人がた

またま毒性の強いところを食したことに主たる原因があったと認めるのが自然

であり、被告人の調理方法により八、九年の間事故がなかったということは全

く偶然にすぎないというべきである。もっとも、右のような事故がなかったと

いう事実は、顕著なふぐ中毒を起こすような強い毒を持っているとらふぐは稀

であり、通常とらふぐの肝は水洗いをすれば中毒して死ぬようなことはないと

いう事実を一応推測させることはできるかもしれない。しかし、前示のように

ふぐ毒についての科学的解明が或る程度なされ、その危険性が改めて認識され

たともいいうる今日、単に『ふぐに当たるのは稀である』との体験的事実を根

拠に予見可能性を否定するのは相当でない。以上のような被告人の置かれてい

た具体的事情に徴すれば、京都府下においてふぐ処理士の資格を有する調理師

であれば、とらふぐの肝臓を客に提供することによって客が中毒し死に至るこ

とについての客観的予見可能性があると認めるのが相当であり、従って被告人

は結果発生を回避するために、量の多寡にかかわらず、とらふぐの肝を客に提

供しないという措置をとることができたものと解するのが相当である。」とし

て、被告人にふぐ取扱い条例違反と業務上過失致死罪が成立するとした。

　原審も、被告人のふぐ中毒症状を起こすことについての予見可能性の有無に

ついては一審と同様に、ふぐの毒性、京都府におけるふぐ取扱い条例の存在、

被告人の経歴等の事実関係を詳細に検討し、結論として「・・そしてこれらの

事実に徴すると、被告人は被害者にふぐ料理としてとらふぐの肝を提供するに

際し、被害者がこれを食してふぐの中毒症状を起すことを十分に予見し得たも

のと認められる」と判示して、控訴棄却した。

谷毅『被害者の承諾と自己答責性』（法律文化社・2004年）342頁以下。
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　最高裁は、「原判決が、近時解明されてきたふぐの毒性、京都府におけるふ

ぐ取扱いについての規制、府の行政指導に基づくふぐ料理組合における講習等

その判示する諸事情に徴し、京都府のふぐ処理士資格をもつ被告人には本件と

らふぐの肝料理を提供することによって客がふぐ中毒症状を起こすことにつき

予見可能性があった旨判断したのは相当であり、この点に所論のような法令違

反はない。」として、上告棄却した。

【検討】

　本件は、ふぐを提供して被害者を死亡へと至らせた結果についての「予見可

能性の有無」が問題になった事案である。他方で、本稿との関わりで重要な事

は、ふぐの肝に毒が含まれる可能性があることを認識した上で、あえてふぐの

肝を食したという被害者態度から、「被害者の自己答責性」が認められるのか

ということである。

　この点について第一審は、「・・被害者は肝が肝であることを十分承知し、

しかもある程度肝についての知識を持って食していることがうかがわれるが、

いかに被害者が食通であったとはいえ、あくまでも客であって、京都において

長年ふぐ料理を商売としている被告人の調理を信頼し、提供された肝を食する

のが当然の成り行きというべく・・被告人の過失責任を否定する論拠とはなし

えない」と判示し、原審も、「・・なるほど、当夜被害者はふぐの肝料理が出

されていることを十分承知し、しかも、ある程度までふぐ毒についての知識を

もってこれを食したことが認められるけれども、本件の場合、被害者はあくま

で客であるから、料理店で料理として出されるものを安全に調理されていると

信頼して食するのは当然のことといわなければならず、所論は到底採用できな

い」と判示している。なお、最高裁におけるこの部分についての説明は存在し

ない。

　それでは、このような被害者側の事情をどのように評価すべきか。本件では、

被害者は肝が危険であるということを認識した上で肝を食しているのだから、

一見すると「自己危殆化」のケースであり、「被害者の自己答責性」が認めら

れるように思われる。しかしながら、本件は被害者よりも被告人の方がふぐ毒

について優越的知識を有するケースではないだろうか。つまり、ふぐの調理師

免許を有する被告人は、ふぐ毒についてはいかなる調理方法を用いても除去な

いし希釈できないため、絶対に客に提供してはいけないということを認識して
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いたが、他方で被害者は、いかに食通であろうとふぐ毒についての漠然とした

危険性を認識していたにすぎないからである。このような場合、被告人には被

害者にふぐ毒の危険性についての説明義務が課されることになる。

　しかし本件では、被告人が被害者にふぐ毒の危険性について説明したという

事情は認められないため、「被害者の自己答責性」の要件である「被害者側の

適切な危険認識」という要件を満たさない。よって、本件では「被害者の自己

答責性」は認められないのであり、最高裁の判断は妥当であるように思われ

る2。

②千葉地判平成７年12月13日判時1565号144頁3（ダートトライアル事件）

【事実の概要】

　未舗装の路面を自動車で走行し所要時間を競う「ダートトライアル」という

競技が存在し、国内で行われるこの競技については JAF（社団法人日本自動

車連盟）の管理・統括下にあった。また被告人はダートトライアル走行の経験

が浅い初心者であり、ギアを２速までしか入れたことがなかった。被告人が車

両の整備を終えて運転席でスタートの順番を待っていたところ、七年程度の

ダートトライアルの経験を有する被害者が誰かの車に乗りたいと言ったことか

ら、被告人はこれを承諾し、被害者同乗の下でダートトライアルコースを走行

することになった。被告人は被害者の指示に基づきギアを２速に入れ、上り坂

2 塩谷・前掲（注１）345頁は、本件は「被害者の自己答責性」が認められる
ケースであると主張する。恐らく、この主張は被害者が被告人と同程度の危険
認識を有していたことを前提としていると思われる。ゆえに、被告人が被害者
にふぐ毒についての説明義務を果たさなくても、「被害者の自己答責性」が認
められると考えるのであろう。しかし、仮に被害者が被告人と同程度のふぐ毒
についての危険認識を有していたとしても、京都府ふぐ取扱い条例にふぐの肝
臓など毒性のある部分を調理・授与してはならないという旨の規定が存在する
以上、ふぐ調理師免許を有する被告人には、ふぐ毒の危険性についての被害者
への説明義務はなお存在するであろう。被告人が説名義務を果たしたが、それ
でも被害者がふぐの肝を食することを望んだというような事情が存在した場合
にのみ、「被害者側の適切な危険認識」と「被害者の事象における積極的態度」
が認められるため、「被害者の自己答責性」が適用されると思われる。
3 本事件の評釈については多く存在するが、最近のものとして島田聡一郎「判批」
刑法判例百選Ⅰ［第六版］（有斐閣・2008年）115頁。
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のカーブを時速40km 程度で曲がり、下り坂の直線に入ってまもなく被害者の

指示で３速に入れ、時速70 ～ 80km 程度に加速した。次いで、被害者から「ブ

レーキ踏んで、スピード落として」と言われたため、被告人はブレーキを踏ん

で一時はスピードを落としたが、左カーブの下り坂急勾配のため、車両は加速

しながら右側に膨らみ、左にハンドルを切ったところ、更に加速しながら右側

の土手に接近した。その後左右の土手への接近を繰り返し、ついに左側の山肌

に車両左後部を接触させ、次いでコース右側の丸太の防護柵に車両前部を激突

させ、被害者を死亡させた。激突後の経過は不明であるが、車両右前部が丸太

横木に当たって横木の一部を破壊して外し、その結果丸太の縦の支柱が突き出

して残り、そこに車体が助手席側面から倒れかかって、支柱が助手席窓ガラス

を割って突き刺さり、これが被害者の頸部及び胸部等に当たった可能性が最も

高い。

　千葉地裁は、「・・ダートトライアル競技には、運転技術等を駆使してスピー

ドを競うという競技の性質上、転倒や衝突等によって乗員の生命、身体に重大

な損害が生じる危険が内在している。その練習においても、技術の向上のため

に、競技に準じた走行をしたり、技術の限界に近い運転を試み、あるいは一段

上の技術に挑戦する場合があり、その過程で競技時と同様の危険が伴うことは

否定できない。・・同乗者の側で、ダートトライアル走行の前記危険性につい

ての知識を有しており、技術の向上を目指す運転者が自己の技術の限界に近い、

あるいはこれをある程度上回る運転を試みて、暴走、転倒等の一定の危険を冒

すことを予見していることもある。また、そのような同乗者には運転者への助

言を通じて一定限度でその危険を制御する機会もある」と述べた上で、「した

がって、このような認識、予見等の事情の下で同乗していた者については、運

転者が右予見の範囲内にある運転方法をとることを容認した上で・・、それに

伴う危険（ダートトライアル走行では死亡の危険も含む）を自己の危険として

引き受けていたとみることができ、右危険が現実化した事態については違法性

の阻却を認める根拠がある。もっとも、そのような同乗者でも、死亡や重大な

傷害についての意識は薄いかもしれないが、それはコースや車両に対する信頼

から死亡等には至らないと期待しているにすぎず、直接的な原因となる転倒や

衝突を予測しているのであれば、死亡等の結果発生の危険をも引き受けたもの

と認めうる」とし、「・・そこで、本件被害者の同乗についてみると、・・被害

者は七年くらいのダートトライアル経験があり、同乗に伴う一般的な危険は認
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識しており、その上で自らもヘルメット等を着用し、シートベルトを装着して

同乗したものと考えられる。そして被害者は、半年余り前に本件コースで被告

人の運転に同乗したことがあり、当日は、スタート前に被告人に何速まで入れ

るか尋ねられて自分は三速で走ると答え、スタート後も二速、三速へのギアチェ

ンジ、次いでブレーキ操作を指示している。・・右事実からすれば、少なくと

も被害者には、被告人は初心者のレベルにあり、本件コースにおける・・三速

での高速走行に不慣れであるという認識はあったと認められる。そうすると、

被害者は同所において被告人が自己の技術を上回りうる三速での高速走行を試

みて、一定の危険を冒すことを容認していたものと認められ、他方、右運転方

法が被告人の技術と隔絶したものとまでは認められない」とし、ダートトライ

アル競技が社会的に定着したスポーツで、他のスポーツに比べて格段に危険性

が高いといえないことを指摘した上で、「・・本件事故の原因となった被告人

の運転方法及びこれによる被害者の死亡の結果は、同乗していた被害者が引き

受けていた危険の現実化というべき事態であり、また社会的相当性を欠くもの

ではないといえるから、被告人の本件走行は違法性が阻却されることになる」

と判示した。

【検討】

　この事案について判例は、「ダートトライアルという競技が JAF という団体

によって管理されている」点と「被告人の車両に同乗していた被害者側の事情」

を考慮して被告人を無罪とする決定をした。どちらを重視しているか、あるい

は両者をパラレルに考慮しているのかなどの理論的詳細については、判決文か

らは明らかではないが、「行為に社会的相当性がある場合に、過失犯の違法性

が阻却される」ということが本判決の趣旨であろう。ゆえに、例えば連盟によっ

て管理・統括されていないスポーツ事故の場合に、どのような処理がなされる

かについては不明であり、判例の集積が待たれるところである。

　このダートトライアル事件を契機として、我が国では被害者が危険にさらさ

れることについては同意していたが結果発生には同意していない、いわゆる「危

険の引受け」という問題が議論されるようになった。

　本稿との関わりでは、本件は、被害者ではなく被告人がダートトライアル車

両を運転していることから「合意に基づく他者危殆化」の事案であり、ダート

トライアルの経験者である被害者が自ら、初心者の被告人のダートトライアル
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車両に同乗させてくれと頼んでいることから、まさに被害者が自己を危殆化し

ており、結果発生に被害者が過失的に関与していると認められ、「被害者の自

己答責性」が問題になるケースであるように思われる。この点、「被害者の自

己答責性」を主張する論者からは、転倒や衝突は日常茶飯事であり、それが死

亡結果など重大な結果に結びついたことがなかったことから、被害者は結果発

生の可能性を認識して危険を引き受けていたとはいえず、自己答責性を認定す

ることはできないとの指摘も存在する4。

　確かに、「被害者の自己答責性」の認定要件である「危険認識」の点につい

ては、「被害者の自己答責性」を主張する論者の中でも、被害者側に「完全な

危険認識」を要求するのか、あるいは「行為時に一般人が認識できる程度の危

険認識」でもよいかで見解が分かれている。しかしながら「死亡結果などの事

故がこれまで生じていなかったことから、被害者は危険を引き受けていたとは

いえない」という論理には疑問がある。

　過失犯において、結果発生の可能性が著しく低い場合であっても予見可能性

は肯定されうるのと同様に、結果発生の可能性が著しく低い場合に被害者が危

険を引き受けていないという論理は必ずしも成立しないのではないだろうか。

むしろ本件のダートトライアルの経験者である被害者が自ら、初心者である被

告人の運転するダートトライアル車両に同乗していることから、そのような初

心者の練習の際に重大な事故が生じる可能性について被害者側に全く認識がな

いとはいえないだろう。例えば、自動車教習所において仮免許の人間は路上教

習を行うが、その際に事故が起きたことがなかったという理由で、教官が仮免

許者の運転に伴う事故の可能性を全く認識していないかとはいえないであろ

う。加えて、運転している被告人は被害者の指示に従ってギアを入れたりブレー

キを踏むなどして、技術向上のために危険な運転練習をしていたという事情が

伺えることから、本件は「合意に基づく他者危殆化」のケースではあるが、実

質的には被害者が事象を積極的に支配していたケースと評価でき、「被害者の

自己答責性」が認められる事案であると思われる。

第三節　被害者の自己答責性についての学説

　ここでは「危険の引き受け」において、「被害者の自己答責性」の原理によ

4 塩谷・前掲（注１）188頁。
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り犯罪の成立を否定する見解を検討する。

①自己答責性を認めるための要件として、被害者側に「完全な危険認識」を要

求する見解5

　この見解は、被害者が攻撃が向けられる客体として存在する通常の場合とは

異なり、「被害者が特別な態様で行為者と結果発生に向けて共働する場合」には、

一定の条件の下で生じた結果については、第一次的には被害者自身の決断と行

為の仕業であると考える。このある一定の条件を考えるにあたっては、被害者

の「主観的事情」と「客観的事情」の両方を考慮することが重要であるとし、

そして「被害者の自己答責性」を認めるための要件として以下の３つの要件を

掲げる。

Ⅰ： 被害者側に、危険行為が特定の構成要件的結果に結びつきうることの表象

が一度は存在した上で、それでもなお被害者自ら危険へと接近していった

という意味で、「完全な危険認識」が存在すること。

Ⅱ： Ⅰの条件の前提として、被害者が結果発生の可能性を正しく認識し、それ

に従って自己を制御しうる「自己答責能力」が被害者側に存在すること。

Ⅲ： 事象において、被害者が単に成り行きに身を任せ行為者の手に自らを委ね

るというだけでなく、少なくとも行為者と同程度以上に結果発生に対して

積極的な態度を示したこと。

　まず、Ｉの要件については、行為に対する漠然とした不安感による言わば無

意識的な危険の引き受けでは足りず、意識的な危険の引き受けであって初めて

自己の責任で危険を引き受けたといえ、関与者に正犯的な責任を負わせない効

果を付与するために必要なものであると考える。この要件により、被害者が全

く思ってもみなかった種類の危険が被害者に分配されるのが防止される。また

「完全な危険認識」の点については、HIV 感染者との性交事例を挙げて、被害

者が不注意にも HIV 感染者との性交により HIV に感染することについてしか

認識を持っておらず、HIV の感染により死亡する可能性があることを認識し

ていない場合に、被害者に自己答責性を認めるのは妥当ではないとして、被害

者が不注意に結果発生の可能性を認識していない場合を除くため、「被害者の

5 塩谷・前掲（注１）369頁。
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主観的意思決定に瑕疵がない場合」、つまり「完全な危険認識」を要求する。

　Ⅱの要件については、被害者の年齢が一定の意味を持ちうるが、それは画一

的に刑事責任能力や民事上の行為能力規定に従うわけではなく、個別事例にお

いて危殆化された法益の種類と結果発生の可能性の程度を考慮して、具体的に

認定せざるを得ないとする。

　Ⅲの要件については、「行為者が被害者を自己危殆化に行わざるをえないよ

うな状況」に追い込んだ場合を除くために必要であると考える。

　これらを前提として、さらに「自己危殆化」への関与の場合は、結果発生に

至る行為を被害者自ら行っていることから「結果発生に対する積極性」は通常

認定される。ゆえに、「自己危殆化」への関与の場合には、被害者の主観的要

件の検討のみで「被害者の自己答責性」は認められる。他方、「合意による他

者危殆化」の場合には最終的結果発生へと至る行為が他人の手に委ねられてい

ることから、原則として行為者による正犯性が推定され、「被害者の自己答責性」

を認めるためには、被害者側の結果発生への積極性を要求する。例えば、「合

意による他者危殆化」の場合でも、被害者態度に「結果発生への積極性」があ

り、事象全体において被害者の方がイニシアティブを取っていたことが明らか

に示される場合には、被害者は間接正犯として行為者を利用したといえるから、

生じた結果は被害者の答責領域に帰属することになると主張する。

【検討】

　この見解は、「被害者の自己答責性」を認定するための具体的要件が明確で

あり、その要件の一つとして被害者側に「完全な危険認識」を要求する点に特

徴がある。しかし、この点は疑問である。本見解は HIV 感染事例を挙げて、

被害者が不注意にも結果発生の可能性を認識していない場合には、被害者側に

「完全な危険認識」が欠けることから、「被害者の自己答責性」を認めることが

できないとするが、被害者が危険認識を誤ったことは、不注意という被害者の

過失によるものであるから、結果が発生したとしても、それは「被害者の自己

責任」ではないだろうか。従って、被害者側に「完全な危険認識」が欠ける場

合でも、その原因が被害者の過失による場合には、「被害者の自己答責性」を

認めるべきであると思われる。
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②制限的な「被害者の自己答責性」を主張する見解6

　この見解は、以下のような設例を挙げて「被害者の自己答責性」という概念

を説明する。その設例とは、「通常は電気カミソリを使う人間が旅行先でたま

たま電気カミソリを忘れてきたので、友人にＴ字型のカミソリを貸してくれと

言ってＴ字型のカミソリを借りて髭を剃ったところ、顔中血だらけになった場

合に、カミソリを貸した友人は故意の傷害罪に問われるのか」というものであ

る。そしてこの設例における傷害について、「不器用なために自分で顔中血だ

らけにしただけだ。そもそも怪我をしないように自分で注意して髭剃りをすれ

ばいいのであり、それが嫌ならカミソリを貸してくれと言わなければよく、こ

の傷害は被害者の自業自得である」と考えるのであれば、このような思考方法

はまさに「被害者の自己答責性」という見解に依拠していると述べる。これを

敷衍すれば、社会はあるいは法は、その構成員の安全をいかなる場合にも、ま

るで赤ん坊に対する母親のように全面的に保護するわけではなく、一人前の人

間なら自分の身は自分で守るよう最低限の負担は果たさなければならないとい

う思想を表明しているのであり、それは言わば一種の「自由主義」と「自己責

任」の考え方であるとする。

　もっとも現行刑法はあらゆる人間についてこのような考え方を貫徹している

わけではない。刑法217条以下の遺棄罪・保護責任者遺棄罪の規定から、自分

で自分の身を守る能力のない人間については、その生存を周囲で支える場合も

存在する。また一人前の人間に対しても、刑法202条前段で自殺関与行為が処

罰されていることから、自殺者が熟慮して死を決意したとしても、それを教唆・

幇助する行為は禁止され、たとえ自殺が被害者の自己責任であったとしても周

囲に共犯的な責任が及ぶことがありうる。その意味で「自己答責性原理」は、

自己答責的な自損行為に対する関与を一律に不可罰とするものではなく、あく

まで出来事の「主役」と「脇役」を決める原理にすぎないものと位置づける必

要があるとする。

【検討】

　この見解は、刑法217条や刑法202条を挙げて「被害者の自己答責性」があら

6 松宮孝明「被害者の自己答責性と過失正犯」『渡部保夫先生古稀記念祝賀論文
集』（日本評論社・2000年）527頁以下。
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ゆる場面に適用されるわけではなく、制限される場合もあることを指摘する点

に特徴がある。しかし、具体的にどのような条件の下で「被害者の自己答責性」

が認められるのかという点については説明がなされていない。例えば一般的な

「被害者の自己答責性」の要件である「事象における被害者の積極性」や「被

害者の危険認識」の点について、どう考えているかは論文からは不明である。

この見解が掲げるカミソリ事例から推測するに、「危険な行為を自分の自由意

思で行った場合」には、「被害者の自己答責性」が認められると推測されるが、

危険認識の点については不明であり、この点については筆者の見解を待つとこ

ろである。

第四節　小括

　やはりドイツと比較すると我が国においては関連判例も学説も少ないのが現

状である。その理由としては、ドイツでは自殺関与が処罰されないが我が国で

は処罰されるため、「正犯」と「共犯」の区別を、我が国ではあまり意識して

こなかったことがあげられるだろう。

　また、我が国においては、「被害者の自己答責性」が抱えるその問題点につ

いての考察が不十分であるという点も指摘できる。第三節で検討した見解も、

「被害者の自己答責性」がいかなるものかという点については詳細に考察がな

されているが、「被害者の自己答責性」の抱える問題点や、それをどのように

解決していくかという点については明らかではない。これは、確かに「被害者

の自己答責性」という概念がドイツ程には詳細に検討されておらず、我が国で

は最近主張されてきたという側面もあると思われる。しかしやはり「被害者の

自己答責性」という概念を検討するに当たり、その内在的問題点の考察を看過

することはできないと思われる。加えて「危険の引受け」の問題において主張

されている他見解との比較検討という、言わば「外在的問題点」の考察も必要

であろう。

　そこで第四章では、これまで検討してきた日本とドイツの「被害者の自己答

責性」の議論を踏まえて、「被害者の自己答責性」の問題点を検討し、他説と

の比較を行うことで自己答責性についての考察を深め、その上で私見を展開す

ることとしたい。
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第四章　検討

第一節　被害者の自己答責性の内在的問題点

　本章では、「被害者の自己答責性」の原理に向けられる批判・問題点を取り

上げ、また他見解との比較を通じて「被害者の自己答責性」に関する私見を展

開する。

　第一の問題点は、「被害者の自己答責性」という原理の刑法体系上の位置づ

けが不明確であるということである。すなわち、構成要件のレベルの問題なの

か、あるいは違法性レベル・責任レベルなど、どのレベルの問題なのかが判然

としないと批判されている7。自己答責性が被害者に認められると、被害者が正

犯となり関与者は過失的共犯となることから、関与者は不可罰になるというが、

それではこの自己答責性が認められた場合の「正犯」と「共犯」の区別はどの

レベルでなされているのかが明らかでないので、少なくとも行為者や被害者の

主観的事情の位置づけを明確にすることが必要であると指摘される。同様に、

「被害者の自己答責性」の原理が、過失犯の要件のどの部分に関わるのかも明

確でないことも指摘されている。例えば予見可能性が認められる場合にも、「被

害者の自己答責性」が認められる場合に帰属を否定するとすれば、予見可能性

は「被害者の自己答責性」との関係でどのように位置づけられるのかという点

が不明確であるということである。

　第二の問題点は、自己答責性論が「危険の引受け」に基づく行為を不可罰と

するのは、それが「自己危殆化への関与」と同視される「合意に基づく他者危

殆化」の一類型と解したことによるが、そもそも、結果の実現が他人（被害者）

の支配下に置かれる「自己危殆化」への関与と、合意に基づくとはいえ行為者

自ら結果を実現する「他者危殆化」とを同一視することはできないのではない

かということである8。つまり、「自己危殆化への関与」においては、法秩序の

関心はもっぱら被害者自身による危殆化行為に向けられ、行為者の関与行為は

二次的存在として通常刑法の埒外に置かれることから、「被害者の自己答責性」

の原理により関与者が不可罰になるのは是認できるとしても、「合意による他

7 浅田和茂「刑事法学の動き」法律時報70巻４号（1998年）103頁。
8 曽根威彦「過失犯における危険の引受け」早稲田法学論集73巻２号（1997年）
51頁。
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者危殆化」の場合には、行為者の危殆化行為こそがまさに刑法的評価の対象で

あり、被害者の合意は犯罪の可罰性の程度に間接的な影響を及ぼす付随的事情

に過ぎないとされ、「自己危殆化」への関与と正犯そのものである「合意に基

づく他者危殆化」を混同するのは妥当でなく、やはり「合意に基づく他者危殆

化」の場合には「被害者の自己答責性」の原理によってもなお基本的に可罰性

を帯びざるを得ないと批判されている。

　ドイツではヘルマンが9、ロクシンが以下の２つの要件を満たした場合に「合

意に基づく他者危殆化」も「自己危殆化」と法的に同視できると主張している

ことを指摘する。

Ａ：被害者が行為者と同程度の危険性を認識していたこと。

Ｂ： 侵害は冒した危険の結果であり、行為者の他の過失が付け加わっていない

こと。

　なおこのロクシンの見解に対してもヘルマンは「なぜこの２つの条件により

自己危殆化と同置できるかは不明であり、もっと積極的な論証が必要ではない

か」と批判している。

　第三の問題点は、「被害者の自己答責性」の基本的思想は、「行為者と被害者

を、それぞれ答責領域を有するものとしてパラレルに対置させた上で、法益侵

害という結果をどちらの答責領域に帰属させるべきか」というものであるが、

刑法の世界においては、あくまで行為者の罪責が問われているのであり、行為

者と被害者が対等の資格で対置するという前提そのものが妥当でないという点

である。法益侵害結果に対して「被害者の自己答責性」が問われるとしても、

それはせいぜい行為者の罪責に対する評価に反映される限りであり、刑法的に

「被害者の自己答責性」という概念自体が独立した意義を持つわけではない。

刑法の領域では原則として「他人によって干渉・侵害されない」という事との

関連でのみ被害者の法益が保護されれば足りるのであり、法益主体も法益保持

のために固有の責任を負っていると解することは国家による市民生活への過度

の介入を是認することにつながりかねず、好ましいことではないと批判されて

いる10。

9 Uwe Hellmann, Einverständliche Fremdgefährdung und objektiv Zurechnung, 
in Festschrift für Claus Roxin, S.282f.
10 曽根・前掲（注８）47頁。
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　第四の問題点は、「被害者の自己答責性」はもっぱら被害者自身に照準を合

わせる思考方法といえるが、被害者のみの事情に対する考慮がはたして直ちに

行為者の罪責に対する評価につながるものであるかという点である11。この批

判は、更に以下のように述べる。つまり「被害者の自己答責性」という原理は、

規範的次元において生じた結果が被害者の答責領域に帰属するということのほ

か、行為者の答責領域には帰属しないという判断を含んでいる。しかし、行為

者の答責領域には結果が帰属しないという評価は、被害者の答責領域に帰属す

ることの消極的、反射的効果ではなく、積極的論証を必要とするのではないか

ということである。ドイツのメーメル河事件の判決においては行為者（船頭）

が結果発生の危険を指摘し被害者に行為実行（船を出すこと）を控えるほうが

よいと説得していたことが行為者の罪責を否定する上で重要な意味を持ってい

たことからも、行為者の事情に対する考慮を抜きにして行為者の罪責を判断す

ることは困難であると指摘されている。

　第五の問題点は、第四の問題点に関連する。その問題点とは、「被害者の自

己答責性」は関与者の正犯性を制限するものだが、正犯性の制限のためには構

成要件的結果の十分な認識・予見が必要であり、結果惹起の危険の認識・予見

はあっても、結果惹起についての認識・予見を欠く者の介在によっては、当該

結果はその者により引き受けられたとはされず、その背後に位置する者につい

て正犯性を否定することは困難ではないかという点である12。このことは、一

般に行為後における被害者又は第三者の過失行為の介在によって因果関係は否

定されず、被害者の同意による罪責の否認を認めるためには現実の同意が必要

であり、単なる同意の可能性、結果の認識・予見を欠いたことについての被害

者の落ち度の存在では足りないことに示されているとし、被害者における危険

の認識のみによっては結果惹起の点についてまで行為者の正犯性を否定するこ

とはできないのではないかと批判されている。

　最後に第六の問題点としては、「被害者の承諾」によって可罰性の排除され

ない行為が、何故、個人の自由を基礎とする「被害者の自己答責性」の原則に

よって不可罰とされるのかという点が挙げられている。つまり「危険の引受け」

11 曽根・前掲（注８）47頁。
12 山口厚「危険の引受け論再考」『刑事法学の現実と展開―斉藤誠二先生古稀
記念』（信山社・2003年）95頁。
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の場合に、法益侵害に直接結びつく危険行為は全面的に行為者に委ねられてお

り、特に生命侵害の場合には被害者が侵害結果まで引き受けていても行為は可

罰的であることから、「危険の引受け」にとどまっている場合には当然に可罰

的であると考えざるを得ず、そして被害者の法益が危殆化されているという点

で、故意犯と過失犯との間に違いを認めることは困難である以上、故意犯にお

ける帰結（可罰性）は当然に過失犯にも及ぶことになる。ゆえに、「被害者の

自己答責性」の原理によっても「危険の引受け」における可罰性を否定するこ

とはできないと批判されている13。

　以上、問題点を列挙してきたが、第一の問題点が我が国の刑法の体系に係る

こともあり、「被害者の自己答責性」に関する最重要な問題であるといえよう。

第二～第六の問題点は、「被害者の自己答責性」の内容に関する批判であるが、

この中では特に第二の問題点が重要であると思われる。それは「被害者の自己

答責性」を主張する論者間においても、この批判のように「合意に基づく他者

危殆化」の場合には追加的要件を満たさないと「被害者の自己答責性」は認め

られないとする見解が多いためである14。

第二節　内在的問題点の考察

　それでは、以下前節で挙げられた問題点を順次考察していくことにする。

　まず、第一の問題点については、「被害者の自己答責性」という原理がもと

もと客観的帰属論の一環であることから、構成要件レベルの問題である考える。

この点について、「危険の引受け」が「社会的相当性」や「被害者の承諾」に

関わる問題であることから、違法性のレベルで問題を解決する方が望ましく、

構成要件レベルの問題で処理すること自体が「被害者の自己答責性」という見

解の不適切さを示しているとの指摘も予想される。

　この指摘については、本稿は「社会的相当性」という概念を重視するのは前

述の様に不適切であると考えている。例えば「競輪中の事故」と「被害者側の

事情が同一である、私人による自転車レース中の事故」を比較した場合を考え

る。社会的相当性説によれば、競輪事故は競輪自体が社会的相当性を有するか

ら不可罰で、私人の自転車レース中の事故は私人の自転車レースが社会的相当

13 曽根・前掲（注８）52頁。
14 例えば、塩谷・前掲（注１）374頁。
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性を有しないから可罰的であるという結論に至る。つまり、この見解によれば、

問題となる行為が社会的に相当か否かが重要になる。ゆえに、社会的に相当で

ない行為をする時に事故が起これば、常に関与者は可罰的という結論に至る。

しかし、私人が危険な行為をして事故が起これば、国家は当該危険行為の関与

者を一律で可罰的にするというのは不当である。やはり、当該行為の社会的相

当性ではなく、被害者側の事情を考慮すべきである。

　また「被害者の承諾」についても、確かに「被害者の承諾」と「被害者の自

己答責性」は「個人の自己決定権」の尊重という点で共通している。しかし、

厳密には両者は異なるものである15。「被害者の承諾」は、被害者が結果発生を

承諾しているが、「被害者の自己答責性」は被害者が結果発生の危険を承諾し

ているだけで、現実の結果発生に対して被害者は承諾していないという点で両

者は異なるというのは前述の通りである。さらに「被害者の承諾」が問題にな

る場面では、一度被害者が承諾をすればその後の事象における結果発生までの

被害者は受動的な役割で一方的なものであり、事象における寄与度もそれほど

大きくないといえる。

　他方、「被害者の自己答責性」が問題になる場面では、「被害者の承諾」と異

なり被害者の役割は結果発生に至るまで一貫して受動的なものにはならず、被

害者のみならず関与者と言わば共同して結果発生に寄与するため、事象におけ

る結果への寄与度も大きい。よって、「被害者の承諾」と「被害者の自己答責性」

は似て非なるものであるから、この指摘はあたらないと考える。なお、「予見

可能性」が認められる場合にも「被害者の自己答責性」が認められるのならば、

予見可能性をどう解するのかという問題については、「被害者の自己答責性」

の要件である「被害者側の危険認識」・「事象における積極性」の部分で考慮さ

れることになると考える。予見可能性が存在したにも関わらず被害者が危険な

行為を行ったということは、「事象における積極性」が認められ「危険認識」

15 但し、被害者の自己答責性を主張する論者の多くが、「答責能力」の判断に「同
意能力」の基本的考え方を援用する点や、「被害者の自己答責性」が「被害者
の自己決定権」を重視していることを考慮すれば、「被害者の自己答責性」は「被
害者の承諾」と基本的部分は共通していると考えられる。それゆえに、本稿の
立場からは「被害者の自己答責性」を客観的帰属論の一つとして「構成要件論」
に位置づける以上、「被害者の承諾」も「構成要件論」に位置づけられること
になろう。



結果発生への被害者の過失的関与について（２・完）

［438］北法63（6・87）1715

の点についても適切に危険を評価できた事情が存在したことになる。ゆえに「予

見可能性」が存在したことは、「被害者の自己答責性」を肯定する要素として

機能すると思われる。

　なお第六の問題点も、「被害者の承諾」と「被害者の自己答責性」を比較す

る点で前述の第一の問題点と関連する。確かに、故意犯の論理を過失犯にも及

ぼすべきとの指摘は正しいと思われる。しかし、「被害者の自己答責性」が問

題になる局面は、通常の過失犯が問題になる局面とは事情が異なるのである。

　本来、過失犯とは行為者側の過失が問題になる場合である。その一方で「被

害者側にも結果発生に対して行為者と同等、若しくはそれ以上の過失がある場

合」に問題になるのが「被害者の自己答責性」であり、ここに一概に過失犯と

はいえない事情が存在している。また、「危険の引受け」という名称が付いて

いることからも、通常の過失犯の枠組みでは解決できない特殊な過失犯類型を

意味する背景があると考えることも可能であろう。いずれにしても、故意犯の

帰結を過失犯にも及ぼすべきであるとの批判はあたらないと考える。

　第三の問題点は、行為者と被害者をパラレルに対置するという「被害者の自

己答責性」の前提への批判であった。この批判の骨子は、言い換えれば「刑事

裁判とは本来行為者の行為責任を問う場なのであり、法廷に存在していない被

害者の行為責任を問う場ではない」ということになろう。しかし、例えば「被

害者の承諾」が問題になるケースでは、法廷に存在していない被害者の承諾が

有効であったかどうかが主論点になるのであり、そのことがまさに行為者の行

為責任の存否につながるのであるから、被害者と行為者をパラレルに対置する

ことは何ら不合理ではないのである。ゆえに、この批判は自己答責性を主張す

る論者にとって致命的な欠陥とはならないであろう。

　第四の問題点については、批判の一例としてドイツのメーメル河事件が挙げ

られていた。そしてこの事件においては、船頭が乗客に船に乗ることを控えた

ほうがいいと言ったにも関わらず乗客が船に乗ったことが行為者（船頭）の罪

責を否定する上で大きな意味を持つのだから、行為者側の事情を考慮しないこ

とは妥当ではないと批判されている。

　しかし、「被害者の自己答責性」の原理は決して行為者側の事情を考慮して

いないわけではない。メーメル河事件は、従来の見解によれば「合意に基づく

他者危殆化」であるが（本稿の立場からは、「被害者と行為者が結果発生に共

同して関与するケース」とされる）、例えば第三章の第三節で検討した「被害
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者側に完全な危険認識を要求する見解」によれば、「合意に基づく他者危殆化」

の場合の自己答責性の要件として「被害者が行為者と同程度以上に事象におい

て結果発生に対して積極的な態度を示したこと」というのが挙げられている。

ゆえにこの要件の部分で行為者側の事情も考慮されているといえる。

　また、この見解が掲げる要件によらなくても、メーメル河事件のように、「被

害者よりも関与者が当該危険行為に関して優越的知識を有している場合」には、

「関与者には被害者に当該行為の危険性について説明する義務が求められる」

とする点では、「被害者の自己答責性」を主張する論者間において一致している。

なぜならば、関与者が当該行為の危険性を説明しないことには、被害者は当該

行為の危険性を適切に判断できないからである。ゆえに、関与者が当該行為の

危険性について被害者に説明を尽くしたうえで、それでもなお被害者が当該危

険行為を行った場合にのみ「被害者の自己答責性」が認められるのである。確

かに、被害者側の事情を考慮するのが「被害者の自己答責性」の特徴である。

しかし、その内実では被害者側の事情の考慮により行為者側の事情を考慮する

ことも十分可能であり、決して一面的な被害者要素だけを考慮しているわけで

はないのである。よって、この批判はあたらないと思われる。

　第五の問題点は、行為者の正犯性制限のためには構成要件的結果の十分な認

識・予見が必要であるから、被害者が当該行為の危険しか認識していない「危

険の引受け」の場合には、行為者の正犯性を制限することはできないという点

である。この批判は遡及禁止論に依拠するものであり、「正犯性が認められる」

ということは、「構成要件的結果惹起の原因を支配したということ」であるから、

正犯性は「構成要件的結果の十分な認識・予見」をもちつつ、それを直接惹起

した者に認められるという論理を前提とするものである16。

　しかし、そもそも「危険の引受け」の場合には、被害者のみならず行為者（関

与者）も当該行為の危険しか認識していない。そうすると、例えばメーメル河

事件の船頭や、ダートトライアル事件の運転者も構成要件的結果の危険の認識

しか有していないため正犯性は誰にも認められないことになり、遡及禁止論か

らは両事件の関与者を不可罰とする判例の結論に対する説明がつかないことに

なる。

　しかしながら、遡及禁止論が主張する論理の「構成要件的結果惹起の原因を

16 山口厚『刑法総論［第二版］』（有斐閣・2007年）68頁。



結果発生への被害者の過失的関与について（２・完）

［440］北法63（6・85）1713

支配した」ことにより、「正犯性が認められる」という点に着目すれば、被害

者が構成要件的結果惹起の原因を支配したといえるような場合（例えば、麻薬

中毒者が自ら自分に麻薬を注射するような、「典型的な自己危殆化」の場合）

には、被害者に正犯性が認められることになり、「被害者の自己答責性」の原

理と遡及禁止論は何ら齟齬を生じないことになる。従って、遡及禁止論が掲げ

る「構成要件的結果惹起の原因を支配した」ということは、結果を直接惹起し

た者に「構成要件的結果の十分な認識・予見が認められる」という部分につい

ては論理の飛躍があるように思われ、この批判はあたらない。

　最後に第二の問題点は、「合意に基づく他者危殆化」の場合には、被害者で

はなく行為者自身が危険行為を行っているため行為者側に「事象支配」が認め

られ、やはり行為者への結果の帰属を否定する「被害者の自己答責性」は認め

られないという指摘である。この指摘は自己答責性を主張する論者間において

も、認めざるを得ない、長らく頭を悩ませてきた問題と言えよう。

　この第二の問題点に対して、例えばヘルマンは「合意に基づく他者危殆化」

の例としてメーメル河事件を掲げて、前述のように「事象支配」について以下

のような見解を述べている17。

　確かに、この事例（メーメル河事件）では、一見すると「危殆化行為を行う

側」（Gefährdende）＝「船頭側」に構成要件的結果へと至る事象支配があるよ

うに思われる。しかし詳細に検討してみると、「危殆化される被害者側」

（Gefährdete）＝「乗客側」の意思の侵害がないこと・被害者側（乗客側）の適

切な危険評価を前提とするならば、危殆化行為を行う行為者側の事象支配の優

位性は何ら確立されていない。なぜならば、危殆化行為を行う側の慎重な振る

舞いにも関わらず結果発生の原因となる要素を回避できないということは、危

殆化行為を行う側は事象を全く支配していないことが示されるためである。

　つまりヘルマンによれば、メーメル河事件は、行為者の慎重な振る舞いにも

関わらず、行為者が支配できなかった自然の脅威に内在する危険（暴風雨）が

現実化した事例といえるので、行為者は何ら事象支配の優位性を獲得していな

いケースになる。さらにヘルマンは、危険な競技における被害者、行為者共に

慎重な振る舞いに関わらず、被害者、行為者共に支配できなかった競技に内在

する危険が現実化した場合にも、行為者は結果発生の原因となる要因を回避で

17 Hellmann, a.a.O. (Fn9), S.282f.
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きなかったという事情があるのだから、行為者に事象支配を認めることはでき

ないと主張する。

　ヘルマンの、「事象支配の判断の際に結果発生の原因となる要素を回避でき

たか」というメルクマールを考慮するという見解は、わが国の不作為犯や過失

犯の判断の成否において一般的に用いられている「結果回避可能性」という概

念に類似するものと思われる。つまり、なぜ結果回避可能性が不作為犯や過失

犯共に要求されるかという根拠については、結果発生の原因となる要素を回避

できたのにも関わらず結果を実現して初めて非難が可能になるのであり、結果

が回避できなくても犯罪の成立を認めることは責任主義に反するためであろ

う。また故意犯においても、不作為犯や過失犯と同様に「結果回避可能性が要

求されるべきである」という見解18も最近は主張されている。

　ヘルマンの見解は、この結果回避可能性の論理を「自己危殆化」、「合意に基

づく他者危殆化」などの「危険の引受け」における正犯性の判断基準として発

展させたものと推測される。「危険の引受け」において、正犯性が認められる

ということは結果が帰属されるということであるため、「結果回避可能性がな

ければ関与者に結果を帰属させるべきはない」という見解がヘルマンの論理で

あり、この論理については我が国の判例・学説も認めている。

　従来「合意に基づく他者危殆化」の場合には、自己答責性を主張する論者の

中でも「被害者の自己答責性」は原則認められず、自己答責性を認めるために

は更なる要件が必要であると考えられてきた。しかし「合意に基づく他者危殆

化」の場合においても、ヘルマンの見解によれば、何ら行為者（関与者）に事

象支配の優位性が存在することは示されていないのだから「被害者の自己答責

性」が適用できることになり、第二の問題点もあてはまらないと考える。

第三節　被害者の自己答責性の外在的問題点の考察

　ここでは「被害者の自己答責性」の原理によることなく、「被害者が結果発

生に過失的に関与する」、いわゆる「危険の引受け」の問題を解決する見解を

検討する。

　まず、当該行為が社会的相当性を有する場合に違法性が阻却されるとする見

18 山口・前掲（注16）55頁。
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解19や従来の「被害者の承諾」の法理では解決できないという点については前

述の通りである。今一度確認すると、前者は当該行為に注目することにより被

害者側の事情を全く考慮していない点で妥当でない（この点で、「スポーツと

いう特殊な部分社会」を指摘して、この問題の解決を図る見解20も不適切であ

る）。また後者については、「危険の引受け」は危険な行為については承諾して

いるが、そこから生じる法益侵害結果については承諾していない点で、法益侵

害結果を被害者が意欲している「被害者の承諾」の法理は適用できない。

　次に、過失犯における一般理論を用いる見解を検討する。この見解には様々

なものがある。

Ａ説： 当該事例における具体的予見可能性の有無を考慮することにより解決を

図る見解21。

Ｂ説：「結果回避義務」が限定されるとする見解22。

Ｃ説：過失犯の成立要件である「注意義務」が否定されるとする見解23。

　Ａ説は、結果発生の具体的予見可能性がないところでは過失犯の成立は認め

られないというものである。Ｂ説は、客観的な危険行為があっても、法益主体

がその危険を引き受けている場合には、規範的な評価において過失犯の危険行

為が限定されゆえに結果回避義務も限定されるとするものである。Ｃ説は、危

険の引受けが認められる場合には危険な行為の遂行それ自体は許されるとし、

そしてそれを一旦許した以上は危険な行為の遂行のために行為者にとってもは

や回避しえない結果が発生したとしても、結果惹起についての責任を行為者に

問うことはできないとして、「注意義務違反」が否定されるとするものである。

　しかしこれらの見解は、「行為者側と被害者側の過失を比較した場合に圧倒

的に行為者側の過失が大きいケース」である、「いわゆる通常の過失犯」に本

来適用されるものである。「危険の引受け」のような、「行為者だけでなく被害

者側も結果発生への看過できない過失を有するために、行為者側と被害者側の

19 奥村正雄「被害者による危険の引き受けと過失犯の成否」清和法学研究６巻
１号（1999年）105頁。
20 小林憲太郎「判批」刑法判例百選Ⅰ［第五版］（有斐閣・2003年）112頁。
21 塩谷・前掲（注１）345頁。
22 現代刑事法 第二巻第七号　《鼎談》「過失犯論の課題と展望」（現代法律出版
社・2000年）27頁によれば、大塚裕史教授はこのような見解を主張する。
23 山口・前掲（注16）170頁以下。
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過失を比較した場合にどちらの過失の方が大きいか明確に決定できない」場合

にこれらの見解は本来適用されるわけではないことに注意を要する。

　すなわち「危険の引受け」においては、通常の過失犯の事例と異なり「行為

者側の過失ではなく、場合によっては被害者側の過失が結果発生への主たる

ファクターである場合」も存在し、その場合には言わば「事象における主役（正

犯）という意味での、行為者と被害者の逆転現象」が生じているのである。ゆ

えに、重点的に考察されなければならないのは結果発生に対して過失を有する

被害者側の事情ではないだろうか24。

　行為者側に照準を合わせて行為者事情を考察していく中で、被害者側の事情

をも考慮するという従来の過失犯の枠組みの中で処理するこれらの見解では、

被害者側の過失が結果発生に対する主要なファクターとなっているケースの

「危険の引受け」には不十分なのである。最初から行為者側に第一次的にウエ

イトが置かれるという前提自体が通常の過失犯のケースには妥当であっても、

「危険の引受け」という局面においてはなじまないのである。よって、従来の

過失犯の理論で解決を図るこれらの見解は妥当でないと思われる。

　続いて、複合的に「危険の引受け」の問題を処理し、ダートトライアル事件

については「因果関係」の問題として考える見解を検討する25。この見解は、「危

険の引受け」の問題として扱われている対象が、刑法の体系上で１ヶ所にのみ

位置づけられるのではなく、複数の局面に分けて捉えられるべきであることを

示す。その上で、スポーツなどの危険を一定程度に抑えるルールが定められて

いる活動に際しては、危険を認識している者は、通常人がそうした認識を持て

ば当然抱くべき結果回避意思を抱き、それに見合った行為をすべきだとし、そ

のような回避行為をしていたのであれば避けられたであろう結果については、

行為者が被害者に回避措置を執らせないように追い込んだり、被害者の行為者

に対する信頼が被害者の回避行動を止めさせるのもやむを得ない等の特段の事

24 従って、「被害者も結果発生に過失的に関与しているが、行為者側の過失が
結果発生への主たるファクターである場合」には、通常の過失犯の理論枠組み
を用いて検討すべきである。本稿は、被害者が結果発生に過失的に関与する、
あらゆる「危険の引受け」のケースに、「被害者の自己答責性」を適用すべき
ことを主張しているわけではないのである。
25 島田聡一郎「被害者による危険引受」山口厚（編）『クローズアップ刑法総論』

（成文堂・2003年）149頁以下。また、島田・前掲（注３）115頁。
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情がない限り、結果が生じる危険性の低さを理由に、法的因果関係が否定され

ることを主張する。

　確かにこの見解が、「危険の引受け」は複合的な問題を有するためいくつか

のケースに類型化して、そのカテゴリーごとに別の解決策をそれぞれ考えると

いうのは是認できる。しかしスポーツ事故の場合に、この見解が提示する「被

害者が現実に危険を認識していた場合には通常これを回避する」という前提は

良いとしても、それにも関わらず被害者が自己を危殆化するのを「異常な事態」

と評価する点には疑問がある。

　例えば、ダートトライアル事件の被害者が初心者たる被告人の運転するダー

トトライアル車両に危険を認識しながら同乗するのは「異常な事態」なのだろ

うか。経験者である被害者が、被告人のような初心者の車に同乗するのは「選

手の育成という観点」から見れば極めて正常であり、むしろ「同乗しない方が

異常な事態」ともいえる。

　「異常な事態」が認められるのは、例えば因果関係における因果経過の相当

性の問題において挙げられる、「暴行を受けた被害者が救急車で運ばれている

最中に救急車が事故に遭い、被害者が死亡したケース」などであろう。このケー

スでは、介在事情である「被害者を乗せた救急車が走行中に事故に遭遇」する

というのは、行為者の実行行為である暴行行為から必然的あるいは付随的にし

ばしば引き起こされるものではなく異常性が高いと言え、また結果発生への寄

与度も当初の暴行行為と比べて大きいために、因果経過の相当性は否定されよ

う。

　しかし「危険の引受け」においては、この見解が主張する「被害者が危険を

認識した場合に通常当該危険行為を回避することから、被害者が自己を危殆化

するのは異常である」というテーゼは上述の様に必ずしも成り立たないのであ

るから、この批判もあたらない。

　最後に、「被害者の自己答責性」という原理は、他見解と比較した場合に「危

険の引受け」という問題だけを解決するためだけに主張されており、他の問題

への適用可能性が存在しないという批判が他見解から予想される。しかし「被

害者の自己答責性」においては、本稿第二章でムーマンも指摘していたように

「被害者の自己決定権」が重要な要素を占めている。そして「被害者の承諾」

などの刑法における様々な問題を検討する際にも、重要なファクターとなるの

が「被害者の自己決定権」なのである。ゆえに、「被害者の自己答責性」と「被
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害者の承諾」は「被害者の自己決定権」という点で共通すると本稿は考えてい

る。

　例えば、自己決定の自由がすべての個人に認められるものである以上、自己

決定権が法的保護を受けるのは、あくまでも他者の自己決定権を害しない限り

においてであって、「他者の自己決定権」を害する「自己決定の自由」という

ものは認められないことから、侵害に対する「被害者の承諾」がある場合には、

そこに「他者の自己決定の自由」が実現されていることから、公権力の介入が

否定されることになるとする見解がある26。また、刑法35条の正当行為である

医師による医療行為においても、違法性阻却の要件として挙げられる「医学的

適応性の存在」・「医療的正当性」と並んで「患者本人の同意」が考慮されてい

る。特に医療行為においては、「患者本人の医療行為への同意」が中核的な違

法性阻却要素とされていることから、「患者自身が医療行為を選択するという

自己決定権」まさに重要な要素となっている。

　また例えば住居侵入罪の保護法益の問題においては、「住居に誰を立ち入ら

せ、誰の滞留を許すかの自由」と解する「新住居権説」が主張されている27。

この見解は、「自己の住居へ他人の立ち入りを認めるか」という住居権を住居

侵入罪の保護法益と解している。新住居権説は居住者の「誰の立ち入りを許す

のか」という意思が重視されていることから、まさに「居住者の自己決定権」

が考慮されているといえよう。

　このように刑法における問題の様々な局面で、「被害者の自己決定権」が問

題になっている。そして、「危険の引受け」においても「自らの責任で危険を

冒す自由」という自己決定権も認められるべきであるという考えを具現化した

ものが「被害者の自己答責性」の原理なのである。なおこの点については、「被

害者の自己答責性」の場合には被害者の自己決定権は認められないとの批判が

予想される。なぜならば、刑法202条の規定から「生命の保護」が問題になる

局面では、被害者本人の意思に合致する行為であっても関与者が被害者を害す

る行為を刑法的に是認することはできず、生命に関しては本人自身の自由な処

26 曽根威彦　「自己決定の自由―憲法と刑法の交錯」『日本刑事法の理論と展望：
佐藤司先生古稀祝賀』（信山社・2002年）上巻60頁以下。
27 山口厚『刑法各論［第２版］』（有斐閣・2010年）119頁、林幹人『刑法各論［第
２版］』（東大出版会・2007年）98頁など。
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分についても限界が存在するためである。

　また、憲法学の立場からも同様の批判の存在が指摘されている28。その指摘

は以下のようなものである。つまり「自己決定の自由」は近代自由主義社会に

おける普遍的原理であり憲法第十三条にその実定法上の根拠が求められるが、

例えば自殺に対してパターナリズム的干渉が認められるのは、自己決定権の大

前提には「生命の尊厳」という考え方があるためで、回復不可能で永続的な不

利益をもたらす自殺を権利の行使と構成することはその大前提にもとるという

ものである。この指摘は、言わば自己決定権を不可能にする自己決定権は認め

るべきはないとするものといえよう。

　しかし、「被害者の自己答責性」においては、これらの批判が主張する問題

状況とは異なるのである。「被害者の自己答責性」の場合には、被害者自身は

危険を冒すことを承諾しているだけであり、その時点では被害者の生命に危険

が現実化するかどうかは確かではない。危険行為の結果として、法益侵害が起

こらない場合も十分ありうるのである。確かに自殺や同意殺人の場合には、確

実に生命の保護が問題になろう。もちろん、「被害者の自己答責性」において

も「生命に危険が及ぶ場合」も存在するであろう。しかしそれは事後的に判明

するもので、言わば結果論なのであり行為時には生命に危険が及ぶか否かを行

為者や被害者が正確に認識することは不可能である。

　そう考えるとこの問題は、「生命に危険が及ぶかもしれない行為」を行う自

由を認めるか否かという点に帰着する。この点について、「道徳的にあまり望

ましくない事を実現する自由」を「自己決定権」という形では認めるべきでは

ないという見解も存在すると思われる。

　恐らく国家がこのような「自己決定権」を認めることは、自由主義的な社会

を国家が助長することにつながりかねないという懸念があるのだろう。「被害

者の承諾」や「保護法益の問題」だけでなく、最近では「安楽死」や「尊厳死」

の局面においても「自己決定権」が問題になっている。このようなケースで「自

己決定権」を持ち出すことに何の批判もなされないが、「危険の引受け」にお

いては「自己決定権」を援用することに消極的であるのもこのような懸念から

だと思われる。

　しかし、「自己決定権で追求される目的」は、「道徳的に善なる目的」でなけ

28 曽根・前掲（注26）75頁。
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ればならないという制限を国家が行うことの方が、より大きな自己決定権の侵

害ではないだろうか。危険な行為をする自由も認められてしかるべきであり、

それを自己決定という概念で具現化したのが「被害者の自己答責性」なのであ

る。

　この点についてムーマンも、憲法により保護された「生きる権利」を「生き

ることへの義務」へと解釈を変えることは許されないとする29。「生きる権利」

は、生命の担い手の「ために」保護されているのであり、生命の担い手に「反

して」保護されているのではない。そして、この論理と同じ事が「被害者の自

己決定権」にも当てはまるとする。すなわち自分自身に関する決定について他

人から介入されないということが人間の尊厳を特徴づけており、生命を断つと

いう人間の自由な決定について、法の共同体が特定の判断を処分者に押し付け

ることはできないとムーマンは主張する。

　「被害者が命を絶つような行為や、自己を危険にさらす行為」を行う自由を

認めるべきであるというムーマンの見解は妥当だと思われる。なぜならば、ムー

マンの指摘にもあるように「国家が私人に対して生きることを強制すること」

は、被害者の生命が被害者の「ために」保護されていることと矛盾するからで

ある。被害者の生命はまさに被害者自身が有する法益なのであるから、国家が

被害者の法益処分行為に対して過度に介入するのは妥当ではないのである。

　以上を踏まえると、「被害者の自己答責性」においても「被害者の自己決定権」

は認められると思われる。ゆえに、根底において「被害者の承諾」などの刑法

上の諸問題とも「自己決定権」という要素で共通することになるため、他の問

題への適用可能性が存在しないという指摘はあたらない。

第四節　被害者の自己答責性の認定要件

　それでは、以上の問題点の考察を踏まえると、「被害者の自己答責性」を適

用するための具体的な要件とは何なのであろうか。「被害者の自己答責性」が

認められるためには、「被害者が当該行為の危険性を適切に認識した上で、そ

れでもなお被害者が関与者と同等若しくはそれ以上の積極的態度で危険行為を

行った」という事情が必要である。そこで、本稿では以下の三つの要件を被害

者が満たした場合に、このような事情が認められるために「被害者の自己答責

29 Uwe Murmann, Grundkurs Strafrecht, 2011, S.168f.
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性」が適用できると考える。

①：被害者に「答責能力」が存在したこと。

②：被害者に「事象における積極性」が認められること。

　　 →被害者に「関与者と同等若しくはそれ以上の結果発生対する過失」が認

められること。

③：被害者が当該行為の「危険性を適切に認識」したこと。

　まず要件の一つ目として、「被害者が当該行為の危険性を認識し、当該行為

によってどのような結果が発生するかを理解できる能力」、つまり「答責能力」

を有することが必要である。この答責能力は、第一章のベルクルの指摘にもあっ

たが具体的な一定の年齢により判断されるのではなく、被害者が弁識能力・判

断能力を有していたか否かにより判断される。結局はケースバイケースで、具

体的状況下で被害者が当該行為の危険性や法益侵害の結果を認識できたかを判

断していくしかないことになろう。ゆえに、幼児や精神障害者については、答

責能力は否定される。また、被害者自らが酩酊状態に陥った場合も、答責能力

は否定されないと解する。確かに酩酊状態下にある被害者は当該行為の危険性

を判断できないかもしれないが、酩酊状態に陥ったのは被害者の行為によるも

のである。被害者自らが酩酊状態下に陥り、その酩酊状態下で危険な行為を行っ

て自分に結果が発生したとしても、それはまさに「被害者の自己責任」なので

ある。

　この点について、被害者自らが麻薬を注射するいわゆる麻薬事例においては

被害者の麻薬常習使用のために「答責能力」が否定されるとする見解30もある

が疑問である。麻薬注射という行為の危険性を被害者が認識できなくなったの

は、被害者自身で麻薬を常習使用した結果である。酩酊事例と同様に被害者自

ら答責能力欠如の状態に陥り、その上で自己に麻薬を注射して死亡したとして

も自己答責性を認めるべきであるから、答責能力は否定されないと解すべきで

ある。つまり行為時に被害者に答責能力が欠如している場合でも、「答責能力

欠如の原因が被害者の過失による場合」には「被害者の自己答責性」を否定す

べきではないのである。

30 塩谷・前掲（注１）373頁。
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　但し、他者によって酩酊状態や麻薬中毒状態下に被害者が陥れられた場合は、

被害者の答責能力は否定される。また、被害者が酩酊状態や麻薬中毒状態に陥っ

ている事を関与者が認識した上で、関与者が被害者を危険な行為に誘引した場

合にも「被害者の自己答責性」は認められない。なぜならば、関与者が、被害

者が当該行為の危険を判断できないことを認識した上で、なお被害者を危険な

行為に誘引すること自体が法益侵害の実質的危険性を有するからである。

　次に要件の二つ目として、「事象における被害者の自発的な（自由意思による）

積極的態度」が認められることが必要である。但しこの要件は、最終的な結果

発生へと至る行為を被害者自身が行っていることから直ちに認められるわけで

はない。

　例えば自殺関与罪と同意殺人罪の区別において、被害者が最終的な結果発生

へと至る行為を行っていることが直ちに自殺関与罪を基礎づけるわけではない

ことを考えれば明らかである。このようなケースとして、被害者が行為者の強

制状態下にありながら被害者自ら自殺する場合を考える。このケースで、形式

的には被害者自らが自己に対して法益侵害行為を行っていることから関与者に

は自殺関与罪が成立するように見える。しかし事実上被害者は自殺行為に出ざ

るをえなかったのであり、関与者は被害者を言わば道具のように利用している

といえ関与者には殺人罪の間接正犯が成立するのが妥当であろう。これと同じ

論理が「危険の引受け」にもあてはまる。

　つまり自己危殆化においては、被害者自身が最終的な結果発生へと至る行為

を行うからといって「事象における被害者の積極性」が常に認められるわけで

はないのである。関与者の強制のために被害者の事象における積極性が認めら

れない具体例としては、本稿第一章第二節の設例③が挙げられる。

　また第一章第二節の設例④においても「結果発生に対する被害者の過失が小

さい場合」に「事象における積極性」は認められないのは前述の通りである。

設例④のような「被害者自らが関与者を危険行為に誘引していない」、つまり「関

与者が被害者を危険行為に誘引した」ケースでは、「被害者が自由意思によって、

関与者と同程度の危険行為に対する自発的関与により自己を危殆化した」とい

う事情が「事象における積極性」を認めるためには必要である。

　なぜならば、「被害者の自己答責性」が認められるためには「結果発生に対

する被害者の過失が関与者と同等若しくはそれ以上の場合」でなければならな

いからである。「被害者の自己答責性」の原理は、被害者を正犯とすることで
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関与者は共犯になり、被害者自身に結果が帰属され関与者は処罰されないとい

う効果をもたらす。それゆえに、関与者の方が被害者より結果発生に対する過

失が大きい場合に、「被害者の自己答責性」が認められることで関与者に結果

が帰属されないのは不合理である。

　ゆえに「関与者が被害者を危険行為に誘引している場合」には、危険行為を

行う前の時点では関与者の方が被害者より結果発生に対する過失が大きい。こ

のケースで「被害者の自己答責性」を適用するためには、「被害者の結果発生

に対する過失を関与者と同等若しくはそれ以上」にするための事情が必要にな

る。

　そこで、「被害者の結果発生に対する過失を関与者と同等若しくはそれ以上」

にするための事情を考えるにあたり、前述のダートトライアル事件を参照する。

但し、本事件は経験者である被害者自らが初心者たる被告人のダートトライア

ル車両に乗り込んだケースであったが、事案を少し変えて被告人自ら自分の運

転技術を指導してもらうために経験者である被害者に同乗してもらうことを頼

んだケースを考える。　

　このケースでは、「被告人が被害者を危険行為に誘引しているケース」なので、

危険行為（運転行為）を行う前の段階では、被告人の方が被害者より結果発生

に対する過失は大きいといえる。しかし、その後の事象においては被告人が運

転行為を行っていても、事実上被害者が被告人の運転を指導する形で行われて

いるために、被告人は言わば被害者の手足となって運転しているといえる。ゆ

えに結果発生に対する被害者の過失が関与者と同等若しくはそれ以上といえる

ため、「被害者の自己答責性」は認められることになる。

　つまり、「被害者の指導下で行われるような危険行為」については、関与者

が被害者を危険行為に誘引したという事情が存在しても、なお「被害者の自己

答責性」が認められるケースといえよう。また、関与者から誘引された被害者

が、それを契機として「より危険な行為をするように関与者を煽った場合」に

も「被害者の結果発生に対する過失は関与者と同等若しくはそれ以上」といえ

るため、「被害者の自己答責性」は認められることになる。また、第一章第二

節の設例⑥や⑦のような、「被害者と第三者が共同して結果発生に関与するケー

ス」でも「被害者の自己答責性」が適用可能である。それは「被害者と関与者

の結果発生に対する過失」が同等であるといえるからである。他方、被害者が

関与者から危険行為に誘引された場合で、「被害者の指導下にない状態で危険
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行為が行われた」あるいは「被害者が関与者に危険行為を煽ったなどの事情が

みられないケース」では、結果発生に対する被害者の過失の大きさは関与者よ

り小さいために、「合意に基づく他者危殆化」はもちろん、最終的な結果発生

へと至る行為を被害者自身が行う「自己危殆化」であっても「被害者の自己答

責性」は認められないと解すべきである。

　最後に要件の三つ目として、「被害者側の適切な危険認識」が必要である。

この点について、第一章でスポーツ事故に関する「被害者の自己答責性」を論

じたベルクルは「危険認識に関する錯誤（法益関係的錯誤）がないこと」とい

う要件を掲げていた31。では、両者の見解は異なるのであろうか。

　まずベルクルの見解は、当該行為の危険性に無関係な錯誤があった場合全て

に「被害者の自己答責性」を否定するのは妥当ではないが、他方で法益関係的

錯誤（当該行為の危険性に関する錯誤）でない錯誤であっても当該危険行為を

被害者が行わざるをえない錯誤の場合は「被害者の自己答責性」を認めるべき

であるというものであった。この中でベルクルが主張する「当該危険行為に被

害者が出ざるをえない」というのは、関与者による被害者への危険行為の強制

の場合に「被害者の自己答責性」を認めるべきでないという主旨であるが、こ

のことは「被害者側の適切な危険認識」を要求する論者からも是認されている。

ゆえにベルクルの見解と「被害者側の適切な危険認識」を要求する見解は同主

旨であると思われる。

　なお「被害者側の適切な危険認識」があったといえるためには、被害者側に

当該行為の有する危険についての完全な認識を要求する見解32もあるが疑問で

ある。なぜなら、当該行為の正確な危険性を把握することは、被害者はおろか

関与者においても不可能なケースが存在するからである。例えば、メーメル河

事件で最終的な結果発生の要因となったのは「天候の悪化」であるが、このこ

とは関与者である船頭側においてもあくまで「天候が悪化するかもしれない」

という一種の危惧感のようなものにすぎず、「確実な予見可能性」により認識

できるものではない。このような完全な危険認識が不可能な場合に、「被害者

の自己答責性」が認められないとすれば、「被害者が完全に危険を認識できる

行為」にのみ被害者が危険行為をすることが認められることになる。しかしそ

31 Melanie Berkl, Der Sportunfall im Lichte des Strafrechts, 2007, S.153f.
32 塩谷・前掲（注１）372頁以下。
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れは被害者の自己決定権の侵害であり、このような行為制限を被害者に課すこ

と自体が妥当でないのである。

　但し、これは被害者と関与者が当該危険行為についての認識の程度が同等な

場合である。メーメル河事件のように関与者の方が被害者よりも当該危険行為

について優越的知識を有する場合には、関与者には被害者に対して当該行為の

危険性について説明する義務が課されるべきである。関与者の当該行為の危険

性についての説明義務が尽くされない場合には、被害者が適切に危険を認識で

きないために、「被害者の自己答責性」は否定され、関与者に結果が帰属され

ることになる。逆に関与者の当該行為の危険性についての説明義務が尽くされ

たが、なお被害者が当該危険行為を行った場合は「被害者の自己答責性」は認

められ、被害者に結果が帰属されることになる。

　この点、被害者側に完全な危険認識を要求する見解からは、HIV 感染事例

のような場合に、被害者が「HIV に感染する」ということだけ認識しており、

「死亡する可能性がある」ということを認識していない場合に、「被害者の自己

答責性を」認めることは妥当でないと指摘される33。しかし、この問題は「被

害者の答責能力の存在」という要件の部分で考慮することか可能であると思わ

れる。「答責能力」が存在する被害者は、通常「HIV に感染する」ということは、

「死亡する危険性もある」ということは十分認識できると思われる。むしろ、

答責能力を有する者が「HIV に感染する」ということだけを認識していて、「死

亡する可能性もある」ということについては認識していない場合は稀であろう。

　つまり、「答責能力を有する通常人であれば認識できる程度の危険認識」が

あれば、「被害者の自己答責性」を認めることができると思われる。このよう

に考えれば、答責能力を有する被害者が自己の不注意から当該行為の危険性に

ついて誤って判断した場合に、自己答責性が否定されることになる不均衡は回

避できると思われる。ゆえに、被害者側の不注意により被害者が当該行為の結

果発生の可能性を認識していない場合でも、答責能力を有する通常人であれば

結果発生の可能性を認識できた場合は、危険の不認識という要件だけで「被害

者の自己答責性」は否定されないと解する。他方で答責能力を有する通常人で

も認識不可能な危険性を有する行為を被害者が行った場合には、「被害者の自

己答責性」は否定される。

33 塩谷・前掲（注１）372頁以下。
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　なお、このような本稿の立場に対しては、「被害者に危険な行為を行うこと

を禁止するのは妥当ではないが、他方で当該危険行為から結果が発生した場合

には、被害者は当然不利益を甘受すべきであるという主旨」のために、従来の

自己答責性論に比してかなり強度であるように思われ、被害者保護をないがし

ろにするものであると批判があるかもしれない。

　しかし、本稿の立場は従来の自己答責性論と比べ被害者保護を軽視している

わけでは決してない。被害者が自身の不注意により行為の危険性を適切に判断

できなかったという理由だけで、一律に「被害者の自己答責性」が否定される

のは妥当ではないと本稿は考えている。「被害者の自己答責性」を主張するの

であれば、被害者が自己の不注意により当該行為の危険性を見誤ったとしても、

答責能力を有する通常人が当該行為の危険性を適切に評価できたという事情が

存在した場合には、危険性を見誤った被害者の事情はまさに「被害者の過失」

として評価すべきだと考える。このようなケースで結果が発生したとしても、

それは当該行為の危険性を適切に判断していない「被害者の過失」によるもの

であるから、結果発生についても「被害者の自己責任」によるものであると考

える方が「被害者の自己答責性」を主張する上で一貫していると思われる。

　また、本稿は「被害者の事象における積極性」の要件を認める際に、従来の

見解より厳しい基準を設定する。従来の見解によれば「自己危殆化」の場合に、

最終的な結果発生へと至る行為を被害者自身が行っていることから「事象にお

ける積極性」は通常認められるとされてきた。

　しかし、このような条件だけで「事象における積極性」を認める従来の見解

は前述のように不十分であると思われ、「被害者側の過失を関与者と同等若し

くはそれ以上」の状態にするための条件が必要であると本稿は考える。そして

その条件として「被害者自身が関与者を危険行為に誘引した」こと、あるいは

「関与者が被害者を危険行為に誘引した」場合には、「危険行為が被害者の指導

下で行われた」または「関与者から危険行為へと誘引された被害者がそれを契

機として、危険行為をするように被害者が関与者に煽った」のような事情が存

在して初めて、本稿の立場からは「被害者の自己答責性」が認められることに

なる。従来の自己答責性の見解からは、第一章第二節の設例④のケースでは被

害者である甲に自己答責性が認められることになるが、本稿は被害者である甲

に自己答責性は認められないと考える。

　つまり、「被害者自らが漠然と危険行為を行う自己危殆化」の場合に、従来
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の見解からは「被害者の自己答責性」が認められるが、本稿の立場からは「事

象における積極性」が欠けるために「被害者の自己答責性」は認められないこ

とになる。従って従来の見解と比べて、本稿は決して被害者保護を軽視してい

るわけではないのである。

第五節　被害者の自己答責性の適用場面

　「被害者の自己答責性」は、前述の様に「レジャー」、「危険な医療行為」、「ス

ポーツ事故」などに適用できる。「スポーツ事故」については第一章でドイツ

のベルクルの文献を検討した。「レジャー」や「危険な医療行為」についての

各論的検討は、前述の様に他日を期したい。最後に、本稿では実務的にも重要

であると思われる、「飲酒運転の車に被害者が好意同乗するケース」について「被

害者の自己答責性」の適用可能性を検討することにする。酩酊している運転手

の車に被害者が同乗するといっても様々なケースがある。そこで以下考えられ

る四つのケースに場合分けして検討することにする34。

①：被害者が、運転手が酩酊していることを認識せずに乗車した場合。

②：被害者が、運転手が酩酊していることを認識した上で同乗した場合。

③： 被害者が、運転手が酩酊していることを認識し（あるいは認識せずに）、

運転手に危険な運転をするように煽った場合。

④： 被害者が、運転手が酩酊していることを認識し（あるいは認識せずに）、

さらに被害者が運転手に危険運転を指示するなど言わば共同して危険運転

行為を行っていた場合。

　これらのケースを検討するに当たり、最初に考慮すべき要素は「被害者が自

ら乗車することを運転手に懇願した」のか、「運転手が被害者の乗車を誘引し

たのか」である。「被害者が自ら乗車することを運転手に懇願した場合」では、

被害者に答責能力が存在する限り「被害者の事象における積極性」が認められ

る。②のケースでは、乗車行為の危険についても被害者が認識しているため「被

害者の自己答責性」は認められる。①のケースでは、被害者が乗車行為の有す

34 本稿が場合分けの参照にしたものとして、坪井祐子「被害者、関係者、第三
者の落ち度が量刑に及ぼす影響」判例タイムズ1223号（2007年）98頁。
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る危険を認識していないことから、答責能力を有する通常人ならば危険を認識

できたか否かが問題になる。例えば運転手がかなり高度の酩酊状態にあり、運

転手の息などの匂いから運転手が酩酊している事が答責能力を有する通常人に

も容易に認識できた場合を考える。この場合には被害者が乗車行為の危険を認

識していない場合でも、乗車行為が有する危険の不認識は被害者側の過失とし

て考慮されるために「被害者の自己答責性」は認められることになる。

　他方、①のケースで運転手の酩酊状態が低いために答責能力を有する一般通

常人でも運転手が酩酊状態にあることが認識不可能であった場合には、当該行

為が有する危険の不認識は被害者側の過失としては考慮されない。ゆえに、被

害者が当該行為の危険性を適切に認識していないことになり「被害者の自己答

責性」は否定されることになる。

　③や④のケースでは、被害者の乗車行為が有する危険性の認識の要否に関わ

らず「被害者が運転手に危険運転行為を煽る」、または「被害者と運転手がい

わば共同して危険運転をする」などの事情が存在する。したがって、これらの

事情と「被害者自ら乗車することを運転手に懇願した」事情とが相まって、「被

害者の結果発生に対する過失は関与者と同等若しくはそれ以上」といえるため

「被害者の自己答責性」は認められることになる。

　一方で「運転手が被害者の乗車を誘引した場合」は、①や②のケースでは「被

害者の自己答責性」は認められない。なぜならば、「運転手が被害者に乗車を

誘引する」という事情が存在し、その後の事情においても「事象における被害

者の積極性を基礎づける事情」、つまり「結果発生に対する被害者の過失を運

転手側と同等、若しくはそれ以上にする事情」も存在しないために、たとえ「答

責能力を有する一般通常人ならば運転行為の危険性に認識できた」という事情

が存在したとしても結果発生に対する運転手の過失が被害者よりも大きいこと

に変わりはないために①や②のケースでは「被害者の自己答責性」は認められ

ない。

　他方で、③や④のケースでは、「被害者が乗車行為の危険性を認識した、あ

るいは被害者が乗車行為の危険性を認識できたのか」という事情の有無が重要

になる。「被害者が乗車行為の危険性を認識していたあるいは認識できた事情」

が存在した場合には、確かに被害者は運転手から危険な乗車を誘引されたが、

その後の事象においては、「被害者が危険運転行為を運転手に煽る」、または「被

害者と運転手がいわば共同して危険運転する」などの事情も存在している。ゆ
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えに結果発生に対する被害者の過失は運転手より大きいといえ「被害者の自己

答責性」は認められる。

　それでは反対に、「答責能力を有する通常人でも乗車行為の危険性をできな

かった場合」はどうであろうか。③のケースでは確かに「被害者が危険運転を

運転手に煽る」という事情が存在する。しかしそれは、被害者は運転手が酩酊

状態下にないことを前提として行っている可能性もありうるだろう。これはま

さに自己答責性の限界事例であるが、「被害者が危険運転を運転手に煽る」と

いう事情だけでは、「運転手が被害者の乗車を誘引した」という事情も存在す

ることから、結果発生に対する被害者の過失は関与者と比較して同等若しくは

大きいとはいえず、「被害者の自己答責性」は認められないと解する。

　しかし、④のケースのような「被害者と運転手がいわば共同して危険運転を

行う」事情が存在した場合には、運転手が酩酊状態にないことを前提として被

害者が運転手と共同して危険運転を行っている事情が存在したとしても、やは

り共同運転という事情は結果発生に対する被害者の過失を運転手より大きくす

るため、「被害者の自己答責性」は認められると解する。

おわりに

　本稿では「被害者の自己答責性」について、我が国の議論とドイツの議論を

参照にしながら検討を進めてきた。最後に、本稿で明らかになったことを要約

する。

　従来、行為者の犯罪行為の刑法的評価において被害者側の事情は全く考慮さ

れなかったわけではない。しかしながら被害者の役割は、行為者の規範違反的

態度が外部に現れる「客体としての役割」に押し下げられていたといえる。被

害者の自己決定がまさに問題になる「被害者の承諾」においても、被害者側の

事情は行為者側の行為を正当化する事情として考慮されていたに過ぎないこと

が指摘されていた35。

　そこで、行為者側と被害者側をパラレルに対置することで、行為者側から被

害者側へと視点を移動させ、被害者側の事情に焦点をあてることにより「危険

の引受け」の問題において妥当な解決を図ろうとする見解が「被害者の自己答

35 Uwe Murmann, Die Selbstverantwortung des Opfers im Strafrecht, 2004, S.1f.
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責性」の原理である。「被害者の自己答責性」とは、被害者が当該行為の危険

を認識した上で、それでもなお自発的に当該行為を行って結果が発生したとし

ても、それはいわば被害者の自己責任であるから当該危険行為に関与した者は

処罰されないという原理である。

　このことは、我が国では以下のように説明されている36。関与者が被害者の

自己答責的な行為に関与するということは、被害者が正犯となり関与者は構成

要件該当性のない過失的な自傷行為への過失的共犯となる。ゆえに総則の共犯

規定からは適用されず、このような行為態様を補足する各則の特別規定も存在

しないことから関与者は不可罰となる。つまり、「被害者の自己答責性」は構

成要件該当性を排除する方向に働くのであり、刑法上の体系的位置については、

本稿では「構成要件論」に位置づけられる。

　そもそも「被害者の自己答責性」の原理は、もともとはドイツで「危険の引

受け」、つまり「行為者だけでなく被害者も結果発生に過失的に関与するケース」

を解決するために主張された見解である。またドイツでは、自殺関与は処罰さ

れないが同意殺人は刑法216条で処罰されるために、「危険の引受け」の問題だ

けでなく同意殺人と自殺関与の区別基準としても「被害者の自己答責性」を掲

げる見解37も前述の様に存在する。しかし、我が国においては自殺関与も同意

殺人も処罰されることから、両者を区別する基準として「被害者の自己答責性」

を掲げることはできない。

　我が国では、ダートトライアル事件を契機として「危険の引受け」の解決策

として「被害者の自己答責性」が主張されるようになった。「被害者の自己答

責性」が問題になるケースとして、「自己危殆化」と「合意に基づく他者危殆化」

が挙げられる。但し「自己危殆化」や「合意に基づく他者危殆化」のケースで

あればあらゆる場合に「被害者の自己答責性」が認められるわけではない。「被

害者に錯誤があった場合」や「被害者が危殆化行為を関与者から強制された場

合」には、「被害者の自己答責性」は認めることはできない。

　なお「自己危殆化」と「合意に基づく他者危殆化」は、「最終的な結果発生

へと至る行為を行ったのが被害者なのか関与者なのか」というメルクマールで

区別される。ドイツにおいては、「行為支配」というメルクマールで両者は区

36 塩谷・前掲（注１）374頁。
37 Hellmann, a.a.O. (Fn ９), S.285f.
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別されている38。ただし、これらのメルクマールでは、例えば HIV 感染事例の

ような「自己危殆化」にも「合意に基づく他者危殆化」にも分類できない事例

も存在する。

　しかし「自己危殆化」や「合意に基づく他者危殆化」に分類できないケース

であるために、「被害者の自己答責性」が適用できないわけではない。あくま

で「被害者の自己答責性」が問題になる場合が多いケースとして、「自己危殆化」

や「合意に基づく他者危殆化」が挙げられるだけなのである。被害者側が一定

の条件を満たせば、「自己危殆化」や「合意に基づく他者危殆化」のケースで

なくても「被害者の自己答責性」は適用できると考える。「自己危殆化」や「合

意に基づく他者危殆化」という区分は形式的なものにすぎず、両者を特に別異

に扱う必要性はない。

　本稿は「被害者側に事象における自発的な積極的態度」が認められ、かつ「当

該危険行為に内在する危険を認識した場合」に「被害者の自己答責性」が認め

られると考える。但し、その詳細な具体的要件については従来の見解とは内容

が異なる。

　「被害者の自己答責性」を認めるための一つ目の要件は、被害者に「答責能力」

が存在することである。「答責能力」とは、「被害者が当該行為の危険性を認識

できる能力」のことである。被害者側に「答責能力」が存在したか否かについ

ては、「同意能力」についての基本的考え方に依拠しながら、個々のケースに

応じて具体的に判断することになる。

　但し、答責能力の欠如の原因が被害者側に存在する場合に、「答責能力の欠如」

を理由に「被害者の自己答責性」を否定するのは妥当ではない。この点につい

て従来の見解では、麻薬常習者や酩酊状態にある者については「被害者の自己

答責性」を否定するものが多かった39。

　しかし、自己を当該行為の危険性を判断できない状態にしたのはまさに被害

者自身なのであるから、危険の判断を誤ったことにより結果が発生してしまっ

たとしても、それも「被害者の自己責任」と考える方が一貫していると思われ

る。他方で、幼児などのそもそも答責能力が欠ける者や、第三者によって答責

能力欠如の状態下に陥れられた者については「答責能力」の欠如が認められ、

38 Kindhäuser, Strafgesetzbuch 3 Aufl, vor§13 RN214f.
39 塩谷・前掲（注１）369頁以下。
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「被害者の自己答責性」は認められない。

　「被害者の自己答責性」を認めるための二つ目の要件は、「事象における被害

者の自発的な積極性」が認められることである。そして「事象における被害者

の積極性」を認めるための要件として、「関与者と同程度若しくはそれ以上の

被害者側の過失の存在」を要求する。なぜならば「被害者の自己答責性」の原

理が、被害者を正犯とすることにより被害者に結果が帰属し、関与者は処罰さ

れないという効果を有することからも、被害者側の過失が関与者側の過失と比

べて小さい場合に関与者を処罰しないことは妥当ではないからである。

　なお「関与者と同等若しくはそれ以上の被害者側の事象における過失」を基

礎づける具体的事情としては、「被害者が関与者を危険行為に誘引した」、反対

に関与者から被害者が危険行為に誘引された場合には「当該危険行為が被害者

の指導下で行われた」こと、あるいは「関与者から危険行為に誘引されたこと

を契機として、より危険な行為を行うように被害者が関与者を煽った」ことな

どの事情が挙げられる。

　「被害者の自己答責性」を認めるための三つ目の要件は、「被害者側に当該行

為についての適切な危険認識」が存在したことである。なお「当該行為につい

ての完全な危険認識」までを被害者側に求める必要はなく、「答責能力」を有

する通常人が認識できる程度の危険で十分である。なぜならば、メーメル河事

件のような完全な危険認識が不可能なケースも存在するからであり、このよう

なケースで「被害者の自己答責性」を認めないならば、被害者が正確に危険認

識できる行為にのみ当該行為を行うことができることになる。しかし、それは

「被害者の自己決定権」の侵害であり、このような行為の制限を被害者に課す

ことは妥当でない。

　また、答責能力を有する通常人が当該行為の危険性を判断できた場合には、

答責能力を有する被害者が、自己の不注意により当該行為の危険を誤って判断

して結果が発生したとしても、それは被害者の不注意が招いた結果なのである

から「被害者の自己答責性」が認められ関与者は処罰されないと解する。

　本稿は、以上の三つの要件を満たした場合に「被害者の自己答責性」が認め

られ、関与者の行為は構成要件に該当しないと考える。本稿では、「被害者の

自己答責性」の適用が問題になる局面として「好意同乗のケース」を想定し、

上述した要件の下での「被害者の自己答責性」の適用可能性を考察した。

　最後に、本稿では「被害者の自己答責性」についての総論的な検討を行うに
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とどまり、「医療行為」、「レジャー」、「スポーツ事故」などについて詳細な各

論的考察は行っていないが、これらのケースには様々な問題が存在する。

　まず「スポーツ事故」については、本稿第二章第五節でドイツのベルクルの

見解を検討した。しかし、「被害者の適切な危険認識」の要件を錯誤論で捉え

るベルクルの見解には、前述の様に不十分な点が見られた。それに加えて各々

のスポーツの競技の遂行形態の違いを「被害者の自己答責性」を認める要件に

どのように考慮するかという問題（例えばボクシングなどの格闘技スポーツと、

サッカーなどの集団スポーツは「被害者の自己答責性」を検討する際に要件を

異にするのか）も存在する40。

　「医療行為」については、インフォ―ムドコンセントの問題がある。つまり

被害者が危険な治療行為を希望する場合に、医師側に「患者に対する当該治療

行為の危険性についての説明義務」がどの程度課されるのかという問題である。

この点につきヘルマンは、「緊急性」の問題であると説明する41。ヘルマンによ

れば、「当該危険行為を行うことの緊急性が差し迫っていない場合」には、被

害者側に当該行為の有する危険性について高度の認識が求められるが、「当該

危険行為を行うことの緊急性が差し迫っている場合」には被害者側には高度の

危険認識は求められないとする。そして、この論理が「医療行為」にも当ては

まるとヘルマンは主張する。しかし、ヘルマンがなぜ「緊急性」が存在しない

場合に、被害者側に当該行為の危険性につき高度の認識が求められるとするの

かについては不明であり、この点については説明を要すると思われる42。

　また、そもそも「スポーツ事故」や「医療行為」については、一般の「被害

者の自己答責性」の要件がそのまま適用できるのかという問題も存在する。「ス

ポーツ事故」や「医療行為」の各々の特徴を考慮した特殊な「被害者の自己答

責性」の要件が必要ではないかとも思われるが、これらの問題の検討について

は今後の課題としたい。

40 なおベルクルは、この問題を「認識可能性」（Erkennbarkeit）の有無で考慮
していた。Berkl, a.a.O. (Fn31), S.209f.
41 Hellmann, a.a.O. (Fn9), S.280f.
42 「緊急性」が差し迫っている場合には、医師が患者に当該行為の危険を説明
していたのでは患者の生命が手遅れになるため、被害者側に当該行為について
の高度の危険認識は要求されないとも推測されるが、この点についての詳細な
理由は述べられていない。Hellmam, a.a.O. (Fn9), S.280f.
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〈公法研究会報告〉

フランスにおける博士論文の執筆＃

セリーヌ・ヴァンゼル
（Céline Vintzel）
小野寺倫子　訳

資 料

　「フランスにおける博士論文の執筆［L’écriture d’une thèse en France］」とい

うテーマで報告を準備することを私に依頼された際に、おそらく、岡田〔信弘〕

教授は、想像されなかったでしょう。このような主題が、ある点で、私が２日

前に、この同じ大学において報告する機会1を持ちました主題、すなわち「合

理化された議会制と立法手続」よりも扱い難いなどとは。たしかに、私は、フ

ランスの大学の博士です。〔それは、〕『立法過程における政府の武器：比較研究：

ドイツ、フランス、イタリア、イギリス連合王国2』という題名の博士論文によ

るものです。したがって、私が、他のどのようなことよりもよく知っているの

は、フランスにおける博士論文の作成の方法です。なぜなら、私は、６年の間、

＃原文中の « » および書名を示す斜体は、訳文中では、日本語の表記法に従い、
「　」ないし『　』で示している。原文中の（　）は、翻訳においても（　）
のままとしている。これに対し、〔　〕は、訳者が適宜訳語を補った部分である。
なお、必要に応じて［　］内に原語を付記した。
1 ［訳注１］2012年８月８日の北海道大学公法研究会・北大立法過程研究会（共
催）における講演（徳永貴志氏の翻訳により本号に収録）を指す。
2 ［訳注２］この博士論文は、Céline Vintzel, Préface de Gérard Larcher et Jean-
Louis Debré, Présentation de Jean-Claude Colliard, Les armes du gouvernement 
dans la procédure législative Étude comparée: Allemagne, France, Italie, 
Royaume-Uni, Dalloz, 2011として出版されている。
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毎日博士論文の作成を行わなければならなかったからです。ところで、私の国

では、人文科学の研究をする場合には、一つの基本的な規則が存在し、それは、

高校生、大学生および大学教員による文書および口頭による研究業績のすべて

に共通しています。いかなる場合にもこの規則の適用除外を受けることはでき

ません。すなわち、論証的な問題提起［problématique démonstrative］です。

　実際、我々が見つけなければならないのは、提示された主題に関する〔当該

研究における〕全体的問い［question générale］です。それは、一つの見解［idée］

の論証を可能とする問いです。私の博士論文の場合には、次のような問題提起

がなされました。すなわち、「フランスの学説がそう主張しているように、〔立

法〕手続に関するフランス的例外が本当に存在しているのだろうか？いいかえ

ると、フランス政府は、その政府提出法案［projets de loi］を採用させるため

のもっとも強力な武器一揃いを有しているのだろうか？そして、フランス政府

は、ヨーロッパ諸国のそれに相当する機関とは違って、そうした武器を濫用的

な仕方で用いるのだろうか？」〔という問題提起です〕。

　ところで、「フランスにおける博士論文の執筆」に関するテーマは、方法論

に関する主題であって、内容に関する主題ではありません。要するに、このこ

とが、最初から問題提起の形成を非常に難しいものにし、そして、それゆえに、

〔この問題に関する〕導きの糸［fil directeur］の形成をとても困難にしている

のです。したがって、私は、一定の時間を割いて、私がこの主題―それは、私

に、フランスの大学における諸規範［canons］に従うことを課します―を扱う

ことを可能とするアイディアについて熟考しました。それから、ある日、私が、

感嘆と、同時に困惑をもって思い出したのは、フランス語の小論文［dissertation］

の試験に関する、かつて私が受け持った法学士課程２年次［2éme année de 

licence de droit］のトルコ人の女子学生の一人についてでした。彼女は、自国

では、同様の訓練を一度も行ったことがありませんでした。それに対して、フ

ランスでは、小論文は、通常の学校および大学の課程を受講するすべての者に

とって14歳からはじまるもっとも日常的な試験です。そして、その証拠に、こ

の女子学生は、次のように叫んだのです。すなわち、「フランスの小論文は、

芸術作品［œuvre d’art］ですね！」と。フランスの博士論文は、巨大な小論

文です。博士論文は、３、４時間ではなく、何年にもわたって構想されなけれ

ばなりません。〔けれども、〕そういうわけで、この比較研究的観点のおかげで、

この報告を確実なものとするために、「芸術作品」という導きの糸から出発す



資 料

［463］ 北法63（6・62）1690

ることができます。

　ここでは、短い報告であり、そして、討論の余地を残しておくためにも、フ

ランスの大学の研究入門においては通常不可避とされている他の規則について

は無視することにします。しかしながら、それらの規則は、「合理化された議

会制と立法手続」に関する報告の際には適用されていましたし、〔この報告が〕

展開されていく中で示されることになるでしょう。つまり、私は、自らの指導

理念［idée directrice］を明らかにするために、自分のプラン［plan］を示す

にとどめるつもりです。

　まず、フランスの小論文において我々がしばしばそうするように、私が前もっ

て指摘しておきたいのは、小論文あるいは博士論文においては、「私は［je］」

は決して使われず、「我々は［nous］」が用いられるということです。以下の

展開において、私は、しばしば、私の博士論文を例として挙げるでしょう。こ

れは、明らかにしかるべきもっとも美しい「芸術作品」ではありません。しか

し、フランスの大学における研究に関するもう一つの基本的な規則は、ある見

解について議論するために、例を挙げるということです。さて、私の博士論文

は、私がもっともよく知っている博士論文です。そして、そのおかげで、私は、

とりわけ大学でのいくつかの逸話を通じて、この報告を一層生き生きとしたも

のにすることができます。この点で、この報告は、純粋にアカデミックなもの

ではありません。つまるところ、実際の経験の記録です。もっとも、この討論

の終わりに、皆様が私の博士論文の参照を望まれるのであれば、私は、皆様に

それを提供いたします。

　続く２つの部分において分析されることになる、２つの主要な理由が説明す

るように、フランスの博士論文は、芸術作品と表現されることができます。実

際、フランスの博士論文は、調和を備えた研究（Ⅰ）であるだけではなく、創

造的な研究（Ⅱ）でもあるのです。

Ⅰ．調和［L’harmonie］

　伝統的に、フランス人にとって、調和は対称性と共にあります。フランスで

芸術において対称性がその頂点に達したのは、17世紀、すなわち、太陽王の名

をもつルイ14世の世紀でした。「古典庭園」ないし「フランス式庭園」が考案

されたのは、この時代です。それは、植物において、無秩序に対する秩序の、
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あるがままにされたること［le spontané］に対する熟慮されたること［le 

réfléchi］の勝利を讃えるものです。そうした庭園のもっとも美しい表現は、ヴェ

ルサイユに見出されます。〔ヴェルサイユは、〕ルイ14世が、自らの宮殿の建設

を決めた都市であり、また今日では、公園が、常に古典的な様式と方法に従っ

て構想されている都市です。ヴェルサイユ宮殿の建設から１世紀後、権力分立

理論［théorie de la séparation des pouvoirs］の考案者として有名なモンテス

キュー［Montesquieu］は、その『嗜好に関する試論［Essai sur goût］』（1757）

において、「対称性の喜ばしさ」に関する１章を執筆しました。対称性が、現

代フランス芸術においては、さほど流行していないとしても、フランスの大学

における博士論文の作成の際には、それは、依然として、遵守されるべき重要

な規則の１つとされています。その調和は、形式のレベル（A）でも、内容の

レベル（B）でも目にみえるものでなければなりません。

Ａ．形式について［De la forme］

　たしかに、世界のあらゆる国において博士論文を構築するために遵守される

べき形式的な規則が存在します。たとえば、日本には、参考文献目録を作成す

るための規則や、博士論文の本文中で著作・論文を引用するための諸規則が存

在すると思います。しかし、フランスでは、形式上の調和を目的とした諸規則

が、非常に強調されます。

　対称性は、まず第一に、プランに関わります。法学では、小論文ないし博士

論文にとって、理想的なプランは、２つの部［parties］からなるプランです。

そして、各々の「部の下［sous-parties］〔の区分〕」は、それ自体も、２つの「部

の下の下［sous-sous parties］〔の区分〕」に分割され、以下も同様です。博士

論文については、義務的および任意の分割の数は、全体ですと、全部で６つで

す。すなわち、部、章、節、パラグラフ、アルファベットの最初の〔２〕文字

（A、B）、最初の〔２つの〕数（１、２）です。政治学においては、理想的な

プランは、３つの部、３つの章、以下同様に分割されるプランです。

　しかしながら、博士論文全体にわたって２元的または３元的な方式に基づく

分割を遵守している完全に理想的なプランを備えることは不可能です。博士号

取得準備者［doctorants］は、ベストを尽くさなければならないのです。とは

いえ、いかなる場合も４分割を超えてはなりません。実際には、４分割は、パ
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ラグラフに至るまで決して用いられません。

　私についていうと、私は、自分の博士論文を３つの部に分割しました。なぜ

なら、私の博士論文は、最初は、政治学に登録されていたからです。そして、

私の博士論文の指導教員、コリアール［Colliard］教授は、公法と政治学にお

いて教授資格を得ており、３部からなるプランを好むからです。しかしながら、

私は、このことが、一定の「純粋な」法学者の顰蹙を買う恐れがあることを知っ

ていました。彼らは、どうしても、部が２つ以上ある博士論文のプランを理解

できないのです。

　反対に、ドイツ人は、このような調和を気にかけません。彼らの〔論文の〕

分割は、もっとずっと自由です。いかなる規則にも従ってはなりません。たと

えば、扱われなければならない論点が別個に７つあると考える場合には、ドイ

ツ人は、それらの論点を再編成してはならないのです。

　部、章、節……のタイトルは、同様に、可能な限り調和していなければなり

ません。部のタイトルは、法学においては、特に重要です。実際、この学科に

おいては、部と部の下〔の区分〕のタイトルは、大学で勉強をはじめたときか

ら、小論文の中に記載されなければなりません（これに対し、政治学では、小

論文において、部あるいは部の下〔の区分〕のタイトルは、存在しません）。

理想は、作成されたタイトルが、文法構造、音節数、さらに韻のレベルで対称

をなし、照応しあっていることです。しかしながら、完全な調和に達すること

ができるのは稀なことです。厳密な意味での科学の使命は、その固有の制約を

有していますが、全く同様に、フランス語には、その限界があるのです。

　たしかに、日本語への翻訳を行うのは困難ですが、しかし、私は、自分の博

士論文の部の、とても短いタイトルを例に挙げることができます。それらは、

それぞれ以下の通りです。すなわち、「衝撃［L’impulsion］」（第１部について）、

「準備［La préparation］」（第２部について）、そして「決定［La décision］」（第

３部について）です。調和は、文法構造については、実現されました。なぜな

ら、それぞれ普通名詞を従えた定冠詞を含んでいたからです。調和は、韻につ

いても実現されました。なぜなら、これらの単語は、それぞれ ion で終わって

いたからです。反対に、音節に関しては、調和は完全ではありませんでした。

なぜなら、準備［préparation］という単語は、４音節を含んでいますが、対

して、推進力［impulsion］および決定［décision］という単語は、そこに３音
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節を含むからです。私は、準備という単語の代わりに、「準備手続［instruction］3」

という単語を用いることも可能だったかもしれません。この単語は、音節レベ

ルで全体の調和をもたらしたでしょう。しかし、準備手続という単語が、議会

法［droit parlementaire］において用いられることは非常に稀です。そして、

この準備手続という単語が一層雄弁であるのは、私法［droit privé］について

であって、公法［droit public］についてではないのです。博士号の取得およ

び博士論文に与えられる成績は、題名の間の調和に関するこれらの考慮に基づ

いて決まるわけではありません。しかし、それらの配慮が有する影響は、博士

論文口述審査の審査委員会構成員全体の印象に関わるのです。

　調和は、同様に、ページ数に関しても実現されなければなりません。実際、

それぞれの部は、ほぼ同じページ数を備えていなければならないのです。章、節、

パラグラフ、A/B および1/2も同様です。そして、これは、同じ部のなかでも、

異なる部の間でも同様です。部、章、節、パラグラフ、A/B および1/2の導入

部［introduction］についてもそうです。それらの導入部のページ数もまた、

博士論文全体の規模とも調和がとれていなければなりません。そして、各々の

下位区分についていうと、それは、上位区分の導入部のページ数を下回ってい

なければなりません。多くの教授にとって、ページ数の調和は、欠くべからざ

るものです。したがって、私の博士論文の指導教員であった、ジャン - クロー

ド・コリアール教授は、私の博士論文について、そのことにとてもこだわりま

した。そして、博士論文の事前口頭審査報告書を書くに至ったとき、彼は、相

変わらず、この主題の詳述に〔紙幅を〕費やしました。同様に、私の博士論文

口述審査の際、国民議会名誉事務総長、ミシェル・アムレール［Michel 

Amller］は、この問題について自分の考えを述べました。彼は、私の博士論

文の全体的な調和について、私を称賛しました。しかし、同時に、不完全さも

指摘したのです。すなわち、私の〔博士論文の〕章の１つは、100頁ありました。

これに対し、私の〔博士論文の〕他の８章は、各々およそ80頁だったのです。

　博士論文の形式ではなく内容に関しても、調和の問題は、同様に、効力を及

ぼさないわけではありません。このことが、博士論文は、正真正銘の「芸術作

品」なのではないかという考え方をより強固なものとするのです。

3 ［訳注３］刑事手続に関しては、この語には通常｢予審｣という訳語があてられる。
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Ｂ．内容について［Du fond］

　フランスの大学における研究は、論証的な研究です。論証的な研究とは全体

的な問題提起に対して応答することが可能なものです。それゆえ、それらの研

究が遵守しなければならない諸規則は、一見したところ、研究の構造

［structure］と展開の仕方［présentation］とにあらわれるように思われます。

しかし、そうした諸規則は、現実には、推論［raisonnement］を強調し、読

み手の関心を引くことを目的とします。この理由のゆえに、私は、それらの規

則についてここで紹介するのです。

　典型例は、導入部の例です。これは、多かれ少なかれ、同じ規則に応答して

います。しかし、その規模の多少は、当該導入部のタイプによります（すなわ

ち、全体的導入部であるのか、部、章、節、パラグラフ、A/B あるいは1/2の

導入部であるかによるのです）。

　法学では、全体的導入部［introduction générale］が重要です。考察の大き

な方向性を示すのが、全体的導入部だからです。このことが、全体的導入部が

一般的に非常に長いことの説明となります。３時間で作成される小論文では、

導入部は、答案の３分の１に相当します。私の博士論文では、〔全体〕937頁に

対し、導入部は、50頁になりました4。しかし、フランスの博士論文は、なべて

900頁〔以上〕ありません。これについては、いかなる規則も存在しません。

しかし、むしろ現在の慣行では、〔博士論文の長さは〕おおむね500頁です。

　博士論文の導入部の方式について説明するために、私は、小論文の導入部の

方式〔の説明〕からはじめることにします。それは、博士論文の導入部のミニ

チュア版導入部だからです。小論文の導入部は、以下の要素を含みます。すな

わち、キャッチ・コピー［accroche］的でその場にふさわしい導入的なフレー

ズ。これが読者の関心を引くのです。主題に関する言葉の定義。主題の境界画

定。問題提起の明示。主題が扱われることになる方法の表示。選択されたプラ

ンの正当化。プランの形式に関する予告です（導入部の終わりでは、部だけが

予告されなければなりません。部以下は、第１部および第２部の冒頭において

4 ［訳注４］このページ数は、公刊前のものである。後に出版された著書（前掲・
［訳注２］）では、本文721頁（補遺（723-759頁）を除く）に対し、全般的導入
部42頁となっている。
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予告されることになるでしょう）。

　博士論文の全体的導入部は、同様の図式にほぼ対応します。しかし、まった

く当然のことながら、それは、この博士論文という巨大な小論文のために、「筋

骨たくましく［musclée］｣、肉付けされた［étoffée］ものでなければなりません。

同様に、博士論文を構成するためのプランが探究されなければなりません。読

み手が、何十頁にもわたって推論をたどることができるようにするためです。

そういうわけで、私は、自分の博士論文の導入部を３つの主要なポイントから

構 成 し ま し た。 す な わ ち、 Ⅰ - 問 題［Problème］、 Ⅱ - 主 題 の 境 界 画 定

［Délimitation du sujet］、Ⅲ - 仮説と方法［Hypothèses et méthodes］です。

　問題に関するⅠにおいて、私は、１頁以上のキャッチ・コピーからはじめま

した。それは、少しずつ、主題に至るように導くものでなければなりませんで

した。主題をさらけ出してしまってはいけませんし、読み手の関心を引かなく

てはなりません。したがって、私は、〔諸外国の〕国会とフランスの国会の衰

退という一般的なテーマからはじめました。次に、立法手続におけるフランス

的例外という考え方を説明しました。それは、私が博士号〔の取得〕を成し遂

げる以前において、学説の一致〔した考え方〕でした。最後に、私は、この考

え方によって引き起こされる諸問題について長々と論じました。Ⅰのおわりに、

私は、このようにして、問題提起を行うことができました。それは、私の博士

論文全体にとって導きの糸の役割を果たしたのです。ある博士論文にとって導

きの糸の役割を果たす問題提起は、通常、１つのフレーズからなります。それ

は、（直接的であれ、間接的であれ）疑問文の形式をとってなされます。しかし、

導入部は、通常は、最後に執筆されるので、私は、補足的な２つの問題を提起

することを決心しました。それらの問題が、自分の結論から引出される一般的

教訓について既に私に懸念を生じさせることになっていたのです。このように

して、提起された問いは、以下のようなものでした。すなわち、「フランス政

府が、法律作成プロセスにおいて有している手続的手段という一揃いの武器は、

本当のところ、しかるべくもっとも豊富でもっとも強力なのだろうか？〔答え

が〕ノーであるなら、合理化された議会制の『ヴァリエーション』が存在する

のだろうか？〔答えが〕イエスであるなら、政治文化―ガブリエル A. アーモ

ンド［Gabriel A. Almond］とシドニー・ヴァーバ［Sidney Verba］によって『あ

る特定の時期の政治に関する支配的な態度、信念、及び感情の総体』と定義さ

れているもの―は、合理化された議会制の補強ないし代替となりうるのだろう
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か？」というものでした5 6。

　主題の境界画定に関するⅡにおいては、私は、そのさまざまな側面から主題

の境界画定を行いました（その際には、自分の選択の理由を説明しました）。

このようにして、私は、A においては、参照した議会について、B においては、

参照した期間について、C では参照した手続の枠組みにについて扱いました（私

が分析しなければならなかったのは、狭義の立法手続でしょうか、それとも広

義のそれでしょうか？私は、特別な立法手続についても分析しなければならな

かったでしょうか、それとも通常の立法手続に〔分析を〕とどめなければなら

なかったでしょうか？）。

　私の〔博士論文導入部の〕Ⅲにおいて、私が説明しなければならなかったの

は、自分の問題提起を解決するために必要とされる仮説［hypothèse］と検討

方法［méthode d’examen］でした。このようにして私が提起した問いは、議

会制は、権力の分立と均衡の制度なのだろうか、それとも反対に、権力の融合

と立法に関する執行府支配の制度なのだろうか、というものでした。したがっ

て、私は、次のことを自問しました。私が分析しなければならないのは、憲法

によって固有のものとして政府に与えられ、憲法院の裁判官によって守られて

いる武器だけなのか。それとも反対に、直接的やり方であれ間接的やり方であ

れ、政府が有しているすべての武器なのか。つまり、それらの武器が由来して

いる議会法の法源はどのようなものであってもかまわないのか。Ⅲの終わりに、

私は、自分のプランについて予告し、同時にそれを正当化しました。

　同じモデルに基づいて、部、章、節、パラグラフ、A/B、1/2各々の導入部は、

読み手の関心を引き、主題に関する用語を定義し、冒頭の全体的問題提起に応

答しうる問題提起を明示し―もっとも、〔そこでは〕章、節……において扱わ

れる主題に従って、特定的に問題提起を記載することになりますが―、主題が

扱われることになる方法を示し、選択されたプランを正当化し、そのプランを

はっきりと予告しなければなりません。しかしながら、〔論文の〕区分を下る

5 ［原注１］この報告の場合において行われた問題提起は、以下の通りです。す
なわち、「フランス法学における博士論文の作成は、芸術作品の作成に匹敵す
るだろうか？」というものです。
6 ［訳注５］上記［原注１］において示された問題提起と、本稿のタイトル（「フ
ランスにおける博士論文の執筆」）との対応関係に注目されたい。
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につれて、これらの点を詳述する必要性は少なくなり、そしてそれらを再統合

する必要性が増してきます。したがって、一般的に、私の〔博士論文の〕各部

の導入部は、４頁でしたが、これに対して、私の〔博士論文の〕A/B の導入

部は、１頁にも満たないほどわずかでした。

　すべての導入部が、類似の構造に従って起草されたならば、導入部は、その

研究における均整［régularité］をもたらします。しかし、調和という言葉は

フランスの博士論文を性格づけることができる唯一のものではありません。そ

の点については、同様に「創造性」という語から助けを得ることができます。

Ⅱ - 創造性［La créativité］

　私が先程皆様にお話ししたトルコ人女子学生が言ったことは、フランスの小

論文は、芸術作品であるということでした。というのは、たとえ100人ほどの

学生が同じ主題を与えられたとしても、学生たち各々の答案は、独自の、他の

どれとも似ていないものになるに違いないからです。フランスの博士論文が、

独自性を有する研究であり、同様に、創造性を有する研究でもあるのは、２つ

の理由によります。一方では、論証［démonstration］が、フランスの博士論

文の唯一の目的だということです（A）。他方で、同時に、先行する研究者の

影響は、博士論文全体を通じて、単なる手段［moyens］であって目的［fin］

にはなりません（B）。

Ａ - 論証について［De la démonstration］

　小論文という枠組みの中で、１つの同じ主題に向きあった学生は、自分自身

の問題提起を決定し、自らが望む見解について論証します。ただし、〔これには〕

それがある種の科学的な見解であって、個人的な見解ではないという条件が課

されます。つまり、この見解とは、たとえば、学生の政治的意見を表明するも

のではありません。

　たしかに、博士論文は、小論文ではありません。そして、定義上、通常いか

なる場合でもそれは、独自性を有する研究です。実際、各々の博士号取得準備

者が扱わなければならない主題は、原則として、それ以前の博士によって分析

されていない主題なのです。
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　しかしながら、フランスの博士論文が、とりわけ創造的作品であるのは、小

論文と同じく、それが１つの目的しか持っていないという点においてなのです。

すなわち、１つの問題提起に応答することであり、そして、ようするに、１つ

の見解について論証することです。したがって、単なる描写は、博士論文の中

から追い出されます。つまり、単なる知識は、決して前面に出されてはならな

いのです。すなわち、各部、章、節、パラグラフ、A/B、1/2においては、決

して、であること［ce qui est］の描写によってはじめられてはなりません。

問題提起によってはじめられ、そして、次に、それに対する応答がなされます。

それは、我々の手中にあるデータと事実とを用いて立論することによってなさ

れます。

　同様に、タイトルのつけ方も論証的でなければなりません。しかし、この点

について、考え方には、２つの流派が存在します。したがって、あるタイプの

タイトルがある教授にとっては論証的と思われ、反対に、他の教授にとっては、

論証的でないか、あまり論証的でないように思われるという事態に帰着するか

もしれないのです。ジャン - クロード・コリアール教授に自分の博士論文を指

導されるまで、私がずっと習っていたのは、論証的なタイトルは、それ自体、

論証したいと思う見解を明示的に含んでいなければならないということでし

た。そして、その結果、〔タイトルはそれに〕十分な長さでなければならない

とされていたのです。私は、〔２日前にこの大学で行った〕「合理化された議会

制と立法手続」に関する自分の報告において、このタイプのタイトルを用いま

した。皆様に例をお示しするため、それらのタイトルをもう一度申し上げましょ

う7。すなわち、Ⅰ - 合理化された議会制と立法手続との不可分性［L’

indissociabilité du parlementarisme rationalisé et de la procédure législative］

（「同等の機能を有する装置の存在の一般性［L’existence générale de dispositifs 

à fonctions équivalentes］」に関する A と「法的、政治的、文化的要素の影響

力の欠如［L’absence d’influence des facteurs juridiques, politiques et culturels］」

に関する B とが含まれます）、Ⅱ - 立法手続合理化の技術の多様性［La 

diversité des techniques de rationalisation de la procédure législative］（「合理

化された議会制の狭い概念の終焉［La fin de la conception restreinte du 

7 ［訳注６］以下で示されるタイトルの訳出にあたっては、相互参照の観点から、
徳永貴志氏による同報告の翻訳に従っている。
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parlementarisme rationalisé］」に関する A と「合理化された議会制の主要な

２ つ の 変 異 型 の 出 現［L’émergence de deux variantes principales du 

parlementarisme rationalisé］」に関する B とが含まれます）です。しかし、

たとえば、ジャン - クロード・コリアール教授にとって、このようなタイプの

タイトルは、論証的でないか、あるいは現実には、論証的ではないのです。な

ぜなら、コリアール教授にとって、論証的なタイトルとは、可能な限りもっと

も短いタイトルなのです。それは見解を連想しかさせません。それは、同様に、

可能な限りもっとも一般的〔な題名〕でもあります。ありうべき議論を最大限

に連想させるためです。私がこの報告について用いているのがこのタイプのタ

イトルです。Ⅰ - 調和（A-「形式について」と B-「内容について」を含みます）、

そしてⅡ - 創造性（A- ｢論証について｣ と B-「影響について」とを含みます）

というタイトルをつけているからです。しかしながら、以下に示すように、私

には、論証的なタイトルを作成するための方法に関する考え方の２つの流派を

折衷することが可能であるように思われます。すなわち、可能な限りもっとも

一般的なタイトルは、博士論文については、もっとも適合的であるように思わ

れます。そして、特に適合的であると思われるのは、部、章、節およびパラグ

ラフのタイトルについてです。これに対して、可能な限り明示的なタイトルは、

小論文にとってもっとも適当であるように思われます。実際、小論文や報告の

ような、短い研究の場合には、一般的に、導入部ですでに全体的問題提起に対

して応答がなされます。〔応答は、〕２つの見解によってなされることになりま

すが、それらの見解は、部の２つのタイトル各自においてそれぞれ表現される

ことが可能なのです。反対に、博士論文のような密度の高い研究業績において

は、全体的結論［conclusion générale］においてしか全体的問題提起に応答が

なされませんし、部の結論においてしか、個々の問題提起に応答がなされませ

ん。したがって、通常、博士論文の規模では、非常に一般的で短いタイトルが

要求されます。そのような題名は、論証を連想しかさせません。しかしながら、

A/B や1/2のタイトルは、もっと明示的で長いものとなりえます。それは、叙

述の規模と行われた個別的な問題提起が、A/B ないし1/2の導入部における、

その問題提起についての即時かつ直接的な応答にふさわしい場合です。

　同様の観点から示すことが可能なのは、小論文あるいは博士論文の２元的な

いし３元的な分割は、調和の問題にすぎないのではないということです。まず

第一に、それは、思考の構築に役立ちます。なぜなら、フランスでは、ある主
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題に関するすべての見解が、２つないし３つの見解に再編成されうると考えら

れているからです。〔再編成された見解は〕それ自体、２つないし３つの見解

に再区分されるでしょう。以下も同様です。フランス人は、この点で、ルネ・

デカルト［René Descartes］とその『方法序説［Discours de la méthode］』(1637)

の延長線上に位置づけられます。このフランス人哲学者によると、難問の検討

と解決をよりよく行うためには、実際、それらの難問のそれぞれを順序に従っ

て分割することが適切なのです。いいかえると、フランスの博士論文は、ロシ

アの人形のそれと類似した原則に従って組織されています。〔ロシア人形は〕

あるものが、ほかのものの中にはまっています。〔もっともロシア人形とフラ

ンスの博士論文には〕違いがあります。フランスの博士論文では、人形は、２

つずつ、あるいは場合によっては、３つずつ増えていきます。これに対して、

ロシア人形は、１つずつ増えていきます。１つの同じ分割区分に関わる２つの

見解の重要性が等しくないときは、主要なものの説明からはじめます。フラン

スとドイツの違いは、ここにあります。実際、ドイツ人は、自分がもっとも重

要だと思うことを推論の終わりに述べます。私についていうと、私は、この報

告の最初の調和に関する部分において、このフランスの規則を適用していませ

ん。実際、私は、（自分の〔報告の〕A において）形式〔の説明〕からはじめ、

内容（B）より前に扱っています。科学的様式においては、内容が形式よりも

重要であるにもかかわらず〔そういたしました〕。しかしながら、私には、こ

の選択が、フランス人ではない博士号取得準備者にとっては、教育的効果の点

で優れたものであると思われたのです。

　博士論文の論証という目標に到達するためには、理想は、「真に結論を示す」

全体的結論を作成することであって、単なる総括［synthèse］を作成すること

ではありません。別な言葉でいうと、結論の作成において達成されるべき理想

は、博士論文の叙述の要約を含まず、しかし、より一般的な教訓を引き出すこ

とを可能とする結論の作成です。〔ここで、〕より一般的な教訓とは、扱われて

いる分野の全体的な理解に役立つ〔教訓を意味します〕。たとえば、合理化さ

れた議会制の２つのヴァリエーションに関する類型論を、私は、自分の〔博士

論文の〕全体的結論において引出したのですが、これは、フランスにおいて、

学説を牽引するものとして称賛されました。私が思いますに、今日皆様と共に

ある栄誉を私にもたらしたのは、この同じ類型論なのです。

　フランスの博士論文は、全体的な１つの見解とそれに関係するいくつかの見
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解の論証を唯一の目的としているので、その研究に先行する大学教員の研究の

影響は、論理的に、もっぱら方法であって、目的にはならないのです。

Ｂ - 影響について［Des influences］

　博士論文に先行する大学教員の研究は、何より重要です。実際、常にそれら

を参照しなければなりません。そうした研究の引用は、ページ下方の注に記載

されることになります。博士論文を通じて、次のことが証明されなければ、ど

うあっても大学における出世を望むことはできません。すなわち、その問題に

関係する著作および論文の重要なものについて検討されていること、そして、

それら著作および論文の寄与について熟考されていることです。したがって、

私の博士論文の参考文献目録は、参照した４つの国（ドイツ、フランス、イタ

リア、イギリス連合王国）に関する約425の著作と論文から構成されています。

もっとも著名な教授たちは、パリ第１大学、パリ第２大学で教鞭をとり、ある

いはとっていました。したがって、重要なことは、まず特に、とても長い期間

前のものも含めて、これらの大学の教授たちによって書かれた著作と論文を参

照することです。このことが、さらにより一層当てはまるのは、パリ第１大学

あるいはパリ第２大学で博士論文を執筆する人たちです。

　当初、このことを実践するのは、私にとって少し厄介でした。私は、パリ第

１大学での研究教育免状課程［DEA］（その後、研究修士課程［master de 

recherche］となりました）の前に、パリ11大学で自分の研究をしていました。

パリの郊外にある小さな大学です。私は、そこで専修教育免状［DESS］（現

在は、職業修士［master professionnel］）を取得しました。そして、私の最初

の大学では、文献的な源泉は、あまり重要ではなく、私たちは、自分たちの研

究において、それについて引用しないか、あるいはほとんど引用しませんでし

た。私は、ソルボンヌでの研究修士課程のはじめのうちは、かつての自分の大

学の習慣を保っていました。しかしながら、ジャン - クロード・コリアール教

授が私に教えて下さったことは、重要なのは、私がその主題を扱っている著作、

とりわけ大学教授の著作を参照することなのだということでした。実際、教授

は、大学の階級において、講師よりも上級の職位にあります。なぜなら、教授

は、非常に難しい競争試験である、教授資格試験［agrégation］を通過したの

です。特にコリアール教授の指摘がもっともなことであるのは、パリ第１大学
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およびパリ第２大学の教授の著作についてです。その理由は、上で指摘した通

りです。

　しかしながら、そのことが大事だとしても、博士論文に先行する大学教員の

研究〔の参照〕は、それ自体としては、決して、目的にはなりません。その点

で、フランスの博士論文は、世界の他の国において作成される博士論文とは異

なっています。〔それら諸外国では〕自分自身の発見について告げる前に、１

ないし複数の部の全体が、過去の研究について説明するために費やされます。

フランスでは、過去の研究は、論証を補強し、最初の問題提起に答えるための

手段でしかありません。それら過去の研究は、我々の博士論文と一致するかも

しれませんし、同様に、矛盾する可能性もあります。後者の場合、我々が論証

しなければならないのは、我々が、そのような〔過去の研究の〕論証に賛成し

ない理由です。

　最後に示しうることは、３ないし４行を越える長い引用は避けられなければ

ならないということです。これに反する場合には、フランスの博士論文は、そ

の人自身の著作たるに十分ではないでしょう。

　この報告は、これで終わりです。実際、フランスでもっともしばしば見かけ

るケースでは、報告と小論文においては、結論が存在しません。私が上で指摘

したように、短い研究業績の場合においては、一般的に、導入部ですでに問題

提起に対して応答がなされます。この場合には、結論は不要あるいは余分なも

のとみなされます。そして、そうしたいと思うならば、１つないし２つのフレー

ズによってその述説を締めくくって済ませることもできます。そうしたフレー

ズは、主題の幅を広げること、冒頭で行われた問題提起の延長線上にある他の

問いを投げかけること、他の研究分野との比較を行うこと等々を可能とするも

のとなります。反対に、博士論文については、結論は義務的です。実際、全体

的な問題提起に対して応答がなされ、そして、場合によっては、扱われた研究

分野に対する教訓が引き出されるのは、結論によってなのです。

　しかしながら、皆様のご発言に委ねる前に、次のことを付け加えたく存じま

す。すなわち、もし、続く討論が、私が扱ってきた主題を探究する機会にとど

まらないならば、私には、喜ばしいことでありましょう。実際、私は、日本に

おける博士論文作成の方法を発見することを心から願っております。

　ご静聴ありがとうございました。
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［付記］

　本稿は、2012年８月10日に北海道大学人文・社会科学総合教育研究棟402室

において開催された北海道大学公法研究会（北大立法過程研究会後援）におけ

るセリーヌ・ヴァンゼル氏（ランス大学講師。同氏の経歴等は、８月８日の講

演記録（本誌掲載）の付記を参照）の講演を同氏の許諾の下に翻出したもので

ある（ただし、講演および公表にあたって、訳者に対し、事前に用意された講

演原稿について、口頭および文書で補足・修正の指示がなされている）。

　本講演は、主に大学院生等の若手研究者を対象とする懇談会形式の研究会に

おいて行われた。当日は、ヴァンゼル氏の報告後、企画者である岡田信弘教授

（北海道大学）が、日本人研究者がフランスにおける博士論文執筆の技法を参

照することの意義について解説を行った。また、上記研究会には、フランス法

を比較法の対象としない研究者も多数参加したことから、フランスにおける法

学教育制度（特に研究者養成制度）と大学教員のキャリア・システムに関して

も、岡田教授によって補足的説明がなされた。ディスカッションにおいては、

参加者のほぼ全員から積極的な発言があり、日本を含むアジア諸国あるいはド

イツなどフランス以外のヨーロッパ諸国における博士論文の執筆及び研究者養

成制度との比較も交えて活発な意見交換が行われたことも記しておきたい。
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〈北大立法過程研究会報告〉

合理化された議会制と立法手続

セリーヌ・ヴァンゼル
（Céline Vintzel）
徳永　貴志　訳

資 料

　《合理化された議会制と立法手続》と題する本報告を始める前に、北海道大

学に私をご招待くださった岡田信弘先生に感謝を申し上げたいと思います。比

較研究の博士論文の成果を他国において披露できることは、それ自体大変嬉し

いことですが、日仏の憲法に精通した専門家のご要望にお答えしてこうした報

告を行うことができるので、喜びもひとしおです。とりわけ日仏研究グループ

という形で、岡田先生はフランスと日本の法システムに関する相互の知識の普

及に尽力されております。私も、北海道大学での滞在を通じて、フランス、ド

イツ、イタリア、イギリスの合理化された議会制と立法手続について、いくつ

かの視点をご提供できれば幸いです。また、日本滞在中に日本の憲法及び議会

法について深い知見を得、そして、ヨーロッパに戻ってから私なりの観点で発

見したことを発表するために、この旅を有意義に過ごしたいと思っております。

　この場で私に課されたテーマ、すなわち、《合理化された議会制と立法手続》

は、一見すると、私の博士論文の主題よりも大きなものであるように思われま

す。私の博士論文のタイトルは、《立法手続における政府の武器：独・仏・伊・

英の比較研究》でした。私の博士論文は、最初に、次のような疑問を提示しま

す。すなわち、我が国の学説が1958年以来主張してきたように、フランスの立

法手続は例外的な存在なのか。換言すれば、フランスの政府は、政府提出法案

を採択させるために、様々な手続上の武器の中でも最も強力な手段を有してい
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るのか。また、政府は不当なやり方で、そうした手段に訴えているのか、とい

うものです。こうした疑問についての分析は、まずフランスに焦点を当て、そ

れに付随してヨーロッパの主要な隣国について行いましたが、それによって、

合理化された議会制と立法手続に関するより一般的な教訓を引出すことができ

ました。私の理論のいくつかの段階を理解していただくために、本報告の次の

導入部分において、私の博士論文の問題提起から出発したいと思います。そし

て、《合理化された議会制と立法手続》について論じるために、より一般的な

仕方で、それに回答を与えたいと思います。

　ご承知の通り1958年以来のフランスの政治体制である第五共和制の下で、立

法手続の合理化は、多くのフランスの憲法学者が取りつかれているテーマとま

では言いませんが、憲法の主要なテーマの一つとなっています。

　1958年時点において、フランスは、不安定な多数派を抱える制御困難な議会

の世紀と言われる状況にありました。新たな憲法の設計者たちは、政党は自ら

の力で自身の集団に対して一貫した行動をとらせることは到底できない、と考

えました。そうした理由から、彼らは非常に精巧な合理化された議会制のシス

テムを作りました。このシステムは、第一に、人工的に政府の延命を計り、第

二に、立法過程全体に対する直接的な支配権を政府に委ねることを可能にする

ことを予定しています。1958年憲法の中でフランスの執行権に有利に設計され

たすべての装置をここで列挙することはできません。それほど、これらの装置

は数が多く、様々なのです。しかし、次のようないくつかの確かな例を引くこ

とは有益です。つまり、下院（国民議会）の解散は、共和国大統領の自由裁量

特権になったこと（憲法12条）、法律の領域は限定されていること（憲法34条）、

上院（元老院）の権限は政府に仕えるものになっていること（実際に、政府は

自ら望めば、上下両院間における法案の往復（navette）の最中に国民議会に

対して最終的な議決を要求することができる）（憲法45条）、政府は法的に議事

日程の独占権を握ることができること（憲法48条）、委員会の数が各議院６つ

に限定されていること（憲法43条）、本会議における審議の土台となるのは、

委員会によって修正された法案ではなく政府原案とすること（憲法42条）、国

民議会における法案の投票に際して政府の責任をかける憲法49条３項によっ

て、国民議会議員の相対多数が反対する法案であっても、政府はそれを容易に

採択させることができること、憲法院は、市民の基本権の尊重を保障するため

ではなく、憲法に規定された合理化された議会制のメカニズムを擁護するため



資 料

［479］ 北法63（6・46）1674

に創設されたこと（憲法第７章とりわけ61条）です。

　1962年に予期せず多数派政治が誕生して以降、そして、1968年にその強化が

なされて以降、合理化された議会制の緩和、さらにはその撤廃が、フランスの

政治的言説および法的言説において中心テーマとなりました。合理化された議

会制と議会における多数派政治との共存は、満場一致で告発されたのです。実

際、両者の共存は、議院内閣制の過度な不均衡、すなわち議会に対する政府の

過度な支配をもたらしました。第五共和制における諸制度の現代化のための

2008年７月23日憲法的法律は、1958年以来最も大規模な憲法改正と考えられま

すが、この新たな憲法がフランスの合理化された議会制を緩和することを目指

しているのも、こうした文脈においてです。例えば、改正された憲法は、政府

と両議院との対等な議事日程の配分という目的を含み（憲法48条）、各議院にお

ける常任委員会の上限を６から８に引き上げ（憲法43条）、審議の土台となる法

文は、政府ではなく委員会から提出されたものとし（憲法42条）、法文の投票に

際して責任をかける武器の使用は、徹底的に制限しています（憲法49条３項）。

　それにもかかわらず、2008年以前と同様にそれ以後においても、フランスの

学説は、議院内閣制の名に値する体制とは、政府と議会との権力の均衡体制で

あるという考え方にノスタルジーを抱いています。フランスの学説は、フラン

スの状況を他国の民主的な議院内閣制の状況と比較して例外的で特異なもので

あると評価しているために、より一層フランスの状況に不満を持っています。

フランスの政府だけが最も強力な手続上の武器を有しているわけではありませ

んが、とりわけ権威主義的な文化ゆえに、フランスの政府は不当なやり方でそ

の武器を用いているというわけです。ヨーロッパの主要な隣国の体制は、フラ

ンスよりもバランスの取れたものであると誰もが一致してみなしています。例

えば、イギリスは、形式的意味の憲法を持たず、憲法裁判所も有していないに

もかかわらず、議会の主権を一切制限していないために、古典的な議院内閣制

のモデルを体現していると言われます。ドイツは、合理化された議会制の一類

型を代表していますが、そこでの議会制の合理化は、政府が合理的期間内に自

身の立法プログラムを採択させることを可能にするためにではなく、政府の安

定を保障することに限定されるものとなっています。イタリアは、フランス第

五共和制よりもフランス第三、第四共和制に近いものとされています。実際、

イタリアの各政権は大戦後以来、規律の取れた多数派を確保することに大変苦

労しています。その上、合理化された議会制の装置は、1947年12月27日憲法の



合理化された議会制と立法手続

［480］北法63（6・45）1673

中にほとんど用意されていません。

　確かに、ヨーロッパの主要な隣国の中で、フランスは立法手続における政府

と議会との諸関係を政府に有利に設計した憲法に基づいて憲法運用を行ってい

る唯一の国家です。さらに、合理化された議会制の諸装置は、1962年に国民議

会に多数派政治が誕生してからも、様々な政権によって定期的に利用されてき

ました。しかし、フランスの手続上の例外性を強調する議論は、魅力的であっ

たとしても、様々な疑問を提起することのできるものなのではないでしょうか。

あるいはまた、何かしら欠陥のある方法論に依拠した議論なのではないでしょ

うか。

　まず、フランスの特殊性を支持する論者は、議院内閣制の古典的理論に依拠

する暗黙の前提から出発しているということに注目してください。この前提に

よれば、立法手続のルールに関しては、強い合理化は例外的なものであり、逆

に、弱い合理化ないし中程度の合理化が正規のものとされます。しかし、現代

の制度運用を前提とした場合には、むしろ、逆の仮説を述べなければならない

のではないでしょうか。つまり、高度に合理化された立法手続こそが、現代の

議院内閣制に本質的、ないしはほぼ本質的なものなのではないでしょうか。一

方で、現代の政府が合理的期間内に極めて迅速に採択させなければならない、

そして実際に採択させている法律案の分量、他方で、両議院の政治的重要性や

その構成、法案審議の諸特質、を確認するならば、このような仮説は極めて理

に適ったものです。実際、我々がよく知っているように、何百もの要素から構

成される議会は、常に政府に忠実であるわけではなく（第二院の場合）、完全

に政府に忠実であるわけでもありません（第一院の場合）。また、議会は、遅

いことが確実とまでは言いませんが、一定の遅延を伴いながら、何度も繰り返

したり、矛盾したやり方で審議を行うことも我々は承知しています。

　他方で、立法手続に関するフランスの例外性を強調する議論は、それ自体根

拠が不十分であるように思われます。学説によると、フランスの議会は世界で

最も堕落しているとされていますが、法律の制定に関する統計には、フランス

の異常性を示すものはありません。１つだけ例を挙げると、審書される法文の

85％から95％が政府を出自とするのは、フランスだけでなくどこの国でも見ら

れる現象です1。

1 このテーマについては、例えば、第二次世界大戦の終わりから1976年までの
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　最後に、そしてとりわけ、合理化された議会制についてフランスにおいて承

認されている概念は、論争誘発的なものです。合理化された議会制という表現

と概念の発明者（すなわち、Boris Mirkine-Guetzevitch2）の直接の系譜の中で

は、立法手続の合理化は伝統的に次のような基準に基づいて測定されてきまし

た。

　─　 可能な限り政府に最も有利な条件で政府提出の法律案を承認させること

を目的として、議会から切り離された機関としての政府に憲法が付与し

た諸特権の数とその大きさ。

　─　 形式を重んずる硬性憲法（つまり、通常法律よりも優位する権威を伴う

特別な形式を備え、また、それ自体の中に規定された通常法律とは異な

る特別な手続に従ってのみ改正することができる憲法）の存在。

　─　立法過程に関する憲法規定の遵守を保障する憲法裁判所の存在。

　ところが、現代の議院内閣制の働きに関して、こうした定義は、次の２つの

異なる理由から、間違った調査方法に導く可能性があるのではないでしょうか。

　第一に、合理化された議会制についてフランスにおいて承認されている概念

では、多くの国で政府が合理的期間内に自らの立法プログラムを採用させるこ

とに成功している事実を説明できません。ですから、比較研究によって合理化

された議会制の効力を測定するためには、ドイツ人エルンスト・ラベル（Ernst 

Rabel）によって確立された機能的方法の方が、概念的方法よりも好ましいの

ではないでしょうか。言い換えれば、《法的に比較しうるのは、同じ機能を満

たすものだけである》3と考えるべきであって、比較研究を行う者の国において

定義されている法概念を、研究対象となるすべての国に適用するべきではない

のではないでしょうか。第二に、合理化された議会制についてのフランスの定

期間を分析した J.-C. Colliard, Les régimes parlementaires comtemporains, Paris, 
Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1978, p.244 を参照。
2 《Les nouvelles tendances du droit constitutionnel》, RDP, 1928, pp. 5-53 ; 《Les 
nouvelles tendances du droit constitutionnel》, RDP, 1930, pp. 35-81.
3 《Unification du droit de la vente internationale, ses rapports avec les 
formulaires ou contrats types des divers commerces》, in Introduction à l’étude 
du droit comparé, Recueil d’études en l’honneur d’E. Lambert, 1938, t. 2, p. 688.
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義は、議院内閣制とは権力の分立と均衡の体制であるという暗黙の前提に基づ

いています。このような考え方に基づけば、政府と議会は相対立する利益を目

指す２つの機関である、あるいは、議会は政府の統制下には置かれない、とい

うナイーヴな見方になります。こうした考え方の下では、政府の立法プログラ

ムを首尾良く採択させるために最も準備の整えられた政府とはどのようなもの

かを決定するために考慮に入れなければならないのは、議会によって無効化さ

れたり、ねじ曲げられたりできない、あるいは、十分に規律された議会多数派

によっても法的命令から取り除くことができない諸特権だけだということにな

ります。しかし、現代の議院内閣制の具体的な働きについては、逆の前提、す

なわち、議院内閣制とは権力が融合し、政府が議会を支配する体制であるとい

う前提から出発することが可能なのではないでしょうか。実際に、政府は、政

党規律や、場合によっては野党との独占的な交渉相手の地位を利用して、直接

的ないし間接的に、憲法の下位法を含む議会法の内容の大部分を支配すること

ができるのではないでしょうか。

　このような２つの理由から、私は、合理化された議会制を研究し、そして議

会手続に関してフランスは例外的存在なのかという問いに答えるために、伝統

的に採用されてきたものよりも優れた調査方法を採用することにしました。し

たがって、議会とは別の機関としてだけでなく、議会多数派を指導する委員会

であり、かつ野党との独占的な仲介者として、各国の政府が有している直接的

ないし間接的な手段全体を分析しなければなりません。それらの手段が憲法の

中に規定されているかどうかはあまり重要ではありません。それらの規定は、

いかなる成文法の中に位置づけられていても構いませんし、利用者や運用から

導き出されることもあります。《憲法規定の遵守を保障する憲法裁判所の存在》

という要素は必要ありません。なぜなら、その効果は、法的ないし政治的文脈

によって変化するからです。実際、憲法裁判所が、合理化された議会制を緩和

するよう導くこともあれば遵守するよう導くこともあります。ですから、憲法

裁判所による保障が存在しない方が、政府にとってプラスに機能することもあ

りえます。

　フランス、イギリス、ドイツ、イタリアの立法手続の分析にこのような方法

を用いることによって、フランスが例外的な存在ではないことを実際に結論づ

けることができるでしょう。そして、次の２つの主要な理由からもそのことは

言えます。第一に、私が参照したすべての国の体制において、そしてもっと広
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く見渡せば、恐らく現代のすべての議院内閣制において、合理化された議会制

は立法手続と切り離すことができないものだということです（Ⅰ）。第二に、

立法手続の合理化の技術は一様ではなく、複数存在するということです（Ⅱ）。

Ⅰ　合理化された議会制と立法手続との不可分性

　合理化された議会制と立法手続との不可分性の原則は、私が参照したすべて

国において同等の機能を有する装置によって表現されています（A）。この原

則に例外はありません。なぜなら、法的選択、政治的文脈、制度的文化は、合

理化された議会制の排除に結びつかないからです（B）。

Ａ　同等の機能を有する装置の存在の一般性

　私が参照したどの国においても、政府は、合理的期間内に自身の法律案を採

択させるため、直接的ないし間接的な手段を有しています。それは、発議権、

法文の最終的な中身、投票、時間などに、様々な形で影響を及ぼします。

　発議権。私が参照したどの国においても、発議の段階において、費用を伴う

議員発案の立法、すなわち、歳出の増加をもたらす議員提出法案に対して（英

国議事規則（以下 SO）n° 48, 49, 50、独連邦共和国基本法（以下 LF）113条、

独連邦議会議事規則（以下 GOBT）96条１項、伊共和国憲法（以下 CI）81条

４項、仏第五共和制憲法（以下 CF）40条、仏国民議会規則（以下 RAN）93条）、

あるいは、歳入の減少をもたらす議員提出法案に対して（LF113条、GOBT96

条１項、伊1988年 n° 362法律７条、伊下院規則（以下 RCD）93条２項、CF40条、

RAN93条）4、英国にあっては歳入の増加をもたらたす議員提出法案に対して

（伝統的運用）、障壁を設けることを可能にする何らかの装置が存在しています。

　他方で、私が参照したどの国においても、議事日程は、大部分については政

府による直接的な方法で、あるいは議会多数派を通じた間接的な方法で統制さ

れています。例えば、イギリスにおいては、1902年以来、庶民院規則（現在は

4 イギリスの議会法は、唯一、歳入を減少させたり消滅させる下院議員の権利
に制限を加えていない。にもかかわらず、議員たちはこのような自由を全く利
用していない。
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SO n° 14および n° 27）に基づいて、議会の審議時間は、若干の例外を除いて

政府提出法案の諸条項の審議に充てられます。ドイツやイタリアにおいては、

議会が議事日程を法的に支配しています。ドイツにおいては、連邦議会議長、

副議長、および勢力に応じて各会派により任命される23名の構成員から成る

（GOBT§6, 1）元老評議会（Conseil des anciens）（GOBT§20, 1）から提案さ

れる法律案について議事日程を作成するものと考えられているのは連邦議会自

身です（GOBT§20, 2）。イタリア下院においては、議事日程は、会派長会議

（Conférence des Présidents de groupe）において作成されなければなりませ

ん。すなわち、《数の上で議院の構成員の少なくとも４分の３を代表する会派

の長たちの同意》（RCD23条６項）によらなければならないのです。ただし、

このような多数派が構成できない場合には、議事日程は下院議長によって作成

されます。しかしながら、ドイツでは安定した多数派と政府に有利な制度的文

化のおかげで、運用上、政府が議事日程の作成プロセスに流動的ながらも常に

支配力を行使してきました。イタリアにおいては、政府が議事日程の作成段階

を常に支配してきましたが、その影響力は、歴史を通して様々な方法によって

行使されています。現代においては、多数派規律が、こうした政府の優越性を

保障するための２つの法原則と結びついています。第一に、議会との諸関係に

責任を負う大臣を通じて、政府は会派長会議において代表され、そこで政府の

様々な優先課題が述べられます。第二に、下院議長が議事日程を作成する場合

には、議長は、検討すべき主題の要点や使用できる時間を政府に保障するよう

留意するのです（このテーマについては、逆に、RCD24条３項を参照）。最後に、

フランスにおいては、法的に異なる２つの時代を区別しなければなりません。

2008年の憲法改正以前は、政府が議事日程のほぼすべてについて法的支配権を

有していました（CF48条）。2008年以後、憲法は、政府と議会が議事日程を対

等に配分することを目的として掲げています（CF48条）。しかし、状況は常に

政府に有利です。第一に、超優先《super-prioritaires》法案5の存在のおかげで、

政府は両議院によって作成された議事日程を著しく侵食することが法的に可能

です（CF48条）。その上、多数派政治によって、議院の作成する議事日程の中

に政府法案を入れ込むことができるのです。

5 超優先法案とは、とりわけ、予算法律案、社会保障財政法律案、および６週
間以上前に他方の議院から送付された法律案である。
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　法文の最終的な中身。どの国においても、政府は、自らの法案が議会によっ

て《歪められる》ことを回避する手段を有しています。議員の発議権に対する

財政上の諸制約は、議員の提出する修正案に対しても同様に有効です。その上、

私が参照したすべての国において、政府は審議における特権も有しています。

例えば、フランス、ドイツ、イタリアにおいて、政府は憲法によって保障され

た無制約で固有の発言権を有しています（CF31条１項、LF43条２項、CI64条

４項）。確かに、イギリスの場合、政府の発言権は憲法によって間接的な方法

で認められ、制約されています6。それでも、政府の発言権は、委員会や下院議

員のそれと比較して特権的な地位に置かれています7。

　政府は法案の中身の重要な部分を支配していますが、議会はその法案を修正

するうえで対等な権限を有しているわけではありません。実際、委員会の権限

や地位は、議院内閣制を採用する国によって異なっています。他方、現代にお

いては、議会の立法能力は委員会の立法能力によって測定されます。つまりメ

ンバーの限定されたこのような機関によってはじめて、議会は、モーリス・オー

リウ（Maurice Hauriou）がいうところの制度（Institution）、すなわち、政党

間や集団間の亀裂を乗り越えた、社会的利益集団構成員間の一体性が表明され

る機関8、になることができるのです。このような観点で、どの程度政府に有利

に委員会の業務を合理化しているかという視点から、相対立する２つの委員会

モデルを区別することが可能です。一つは、イギリスに見出すことができます

が、委員会が完全に政府に仕えるモデルです。このシステムにおいては、政府

法案に修正を加えることは極めて困難であり、とにかく立法手続を迅速に行う

ことが目指されます。もう一方のシステムは、現代の議院内閣制をとる国々で

6 イギリスにおいては、各議院の構成員だけが、それぞれの議院における発言
権を有している。ところが、憲法習律によって、すべての大臣はいずれかの議
院に属するものとされているのである。
7 第一に、法案の説明に責任を負うイギリスの委員会（public bill committees）は、
本会議おいて、その代弁者を持たない。第二に、イギリスの下院議員は同じ問
題について２度以上発言することができないとする一般原則は、（詳細な審議
ないし逐条審議に対応する）報告の段階で、法案に対し責任を負う構成員には
適用されない（SO n° 76）。
8 《La théorie de l’institution et de la fondation》, Les Cahiers de la Nouvelle 
Journée, 1925, n° 4, pp. 2-45.
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益々発展しているものですが9、フランス、ドイツ、イタリアにおいて採用され

ています。このシステムでは、委員会における修正は容易ですが、政府法案に

対する議事妨害闘争は認められません。こうした委員会システムの区別は、発

言する議会（Parlement de parole）と作業する議会（Parlement de travail）

という、より一般的な区別に帰着します。前者は、イギリス庶民院に代表され

るもので、フランス、ドイツ、イタリアの議会とは異なり、委員会における法

案の詳細な作成よりも、本会議における対決に重きを置きます10。

　投票。私が参照したすべての国において、政府は、多数派を作り出し、政府

法案のすべてを採択させるために必要な武器を有しています。第一の武器は、

記名投票（vote public）という武器で、これは会派規律に必要な法的条件です。

記名投票は、フランス、イギリス、ドイツにおいて昔からあるものです。とい

うのも、これらの国の議院内閣制は、18世紀後半以降、秘密投票に関わるすべ

ての規定を徐々に削除してきたからです11。イタリアにおいては、逆に、法律

全体の秘密投票は、下院においては1988年10月13日の議院規則改正まで続けら

れていました。この日以後は、秘密投票は例外とされています（RCD49条ノ

１ quater）。また、これらすべての国において、投票規律だけでは法文を採択

させるために十分ではない場合には、政府は、法文の表決について明確な信任

投票を求める権限を有しています。例えば、イギリスにおいては、憲法習律に

よって、首相は庶民院に対して法文の採決について政府の責任をかける決定を

下すことができます。フランスとドイツにおいては、これらの責任は、それぞ

9 I. Mattson, K. Strøm, 《Parliamentary Committees》, in H. Döring, Parliaments 
and Majority Rule in Western Europe, New York, St Martin’s Press, 1995, pp. 
294-295.
10 Ernst Fraenkel（《Amerikanischer Kongreß und Deutscher Bundestag》, Das 
Parlament, 1965, n° 43）と Winfried Steffani（Parlamentarische und präsidentielle 
Demokratie, Opladen, Westdeutscher Verlag, 1979, pp. 327-345）は、パリ・コミュー
ンに関するカール・マルクスの示唆（Der Bürgerkrieg in Frankreich, in Marx, 
Engels, Werke, t. 17, Berlin-Est, Dietz, 1962, p. 339）とマックス・ヴェバーの区
別（《Parlement et gouvernement dans l’Allemagne réorganisée》, 1918, Œuvres 
politiques, 2004, p. 355）から、発言する議会と作業する議会という区別を体系づ
けた。
11 G. Moschella, La reforma del voto segretto, Torino, Giappichelli, 1992, p. 39.
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れ憲法49条３項、憲法68条に規定されています。イタリアにおいては、両院の

議院規則が等しく政府の責任をかける規定を置いていますが（RCD116条、元

老院規則161条）、下院においては、１つの条文あるいは１つの修正案について

のみこれを認めています。

　時間。最後に、これらすべての国において、政府は、合理的期間内に政府法

案を採択させることができます。そのために、政府は、審議を時間に基づいて

編成するための武器と議事妨害に対抗するための武器を有しています。私が参

照した国の中に、審議時間を大枠で、あるいは細かくプログラム化するやり方

を採用していない国はありません。ですから、ドイツ連邦議会には GOBT§35

の諸規定、イタリア下院には時間割り当て（RCD25条３項）がありますが、

これらは審議のおおよその期間ないし時間の設定を可能にする規定です。イギ

リス庶民院においては、プログラム動議（programme motion）（SO n° 83A 以

下）が、審議時間の調整のための明確な装置です。これらのメカニズムが全体

として、議事妨害に対抗する規定を補完し、政府が望む正確な時間に審議を終

わらせることを可能にするのです。また、次のような装置もあります。イギリ

ス庶民院（SO n° 83A 以下）およびイタリア上院（元老院規則55条５項）にお

けるギロチン（あるいは、時間割当て（allocation of time order））、イタリア

下院における（基本的に時間の割当て前の）《いわゆる技術的信任問題》、フラ

ンス国民議会においては2008年憲法改正以前の、法文の採決に責任をかけるや

り方です12。

　このように、私が調査した議院内閣制の国々においては、合理的期間内に政

府が自らの法案を採択させることを可能にする立法手続の合理化技術が存在し

ています。これらの技術の大部分は、実際にも頻繁に利用されています。実際、

どの国においても、合理化された議会制は、自動的に発動するかもしくは政府

が直接的ないし間接的に、徹底してあるいはほぼ徹底して頼る道具によってそ

の大部分が構成されています（例えば、議事日程に関する内閣の優位性、費用

を伴う議員提出法案への諸制約、審議期間の計画化に関連する諸規定、記名投

票）。合理化された議会制と立法手続との不可分性の原則は、当該国家の法的

選択、政治的文脈あるいは制度的文化に関わる例外が一切存在しないだけに

12 ドイツにおいては、政府は議事妨害に対抗するための武器を必要としない。
なぜなら、野党は法案の審議を遅らせることをほとんど行わないからである。
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いっそう不可侵のものであるように思われます。

Ｂ　法的、政治的、文化的要素の影響力の欠如

　いかなる法的、政治的、あるいは文化的要素であれ、それらの要素が合理化

された議会制のいくつかの装置の使用頻度を減少させることはあったとして

も、立法手続の合理化に対する障害にはなりえないように思われます。

　法的選択。まず、議会法自体が十分な合理化された議会制をあらかじめ用意

していない場合に、次のような確認作業は有効です。つまり、何らかの仕組が、

合理的期間内に政府の立法プログラムを採択させるために必要な装置を補って

いるということです。このとき、我々は、手続の流用ないし権利の濫用を目撃

することになります。こうした事例は数多く存在します。

　例えば、フランスにおいては、法文の採決に政府の責任をかけるやり方を規

定する憲法49条３項は、2008年の憲法改正まで、つまり、政府が立法時間のプ

ログラム化という議事妨害対策に有効な武器を手に入れるまで、対議事妨害と

いう目的に流用されていました。

　イタリアにおいても、次のような特に明確な２つの事例を取りあげることが

できるでしょう。つまり、法案の採決に対する信任問題の場合とデクレ・ロワ

の場合です。イタリアの信任問題の波瀾に富んだ歴史は、特に目を引きます。

イタリアの信任問題をいくつかの段階に分けてここで取りあげる理由もそこに

あります。順を追って述べますと、1947年12月27日憲法94条は、制定当初から、

政府と両議院との信任関係について詳細に規定しています。ただ、この憲法に

は信任問題についての定めがないので、法案の採決に対して明確に内閣の責任

をかけるやり方は、イタリア共和国の建国以来、学説の大多数が憲法違反であ

ると考えてきました。ところが、突然、イタリア政府はこの学説に耳を貸さな

くなります。政府は、憲法94条に基づく信任動議および不信任動議のために認

められた点呼による投票から引出すことのできる利益に気づいたのです。実は、

今日下院において原則として支配的になっている秘密投票は、政府提案の法律

案の多くを廃案にするために、ゲリラ議員たちによって徐々に用いられるよう

になっています。他国においては、議院内閣制の下で多数派が欠如している場

合、自らの法案の中身の主要部分の支配権を保持したい政府にとって、投票に

付される法案を変質も分割もさせないための武器は、否定し難い切り札となっ
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ています。こうした理由から、イタリア憲法94条にあらかじめ用意されている

投票のルールを政府が自らに有利に活用する憲法慣習が両議院において生まれ

たのです。しかし、1971年に、立法について信任問題の装置に訴えるやり方を

減少させるための下院規則改正がなされました。確かに、当該下院規則116条は、

（点呼による投票のように）立法とは別のものに対する信任投票のために憲法

94条に規定されている手続と同一のものです。とはいえ、この改正以後、下院

規則によって、政府提出法案の最終的な採決に際して信任問題を提起すること

は回避されています。言い換えれば、政府の責任をかけるやり方は次の２つの

場合においてのみ可能であると定めることによって、下院規則は各投票の連結

を禁止しているのです。１つは、政府提出法案ないし議員提出法案の各条文に

対する修正案を承認するか拒否するかの投票、もう１つは、ある条文を維持す

るための投票です。しかし、イタリアの各政権は、多数派の欠如した議院内閣

制の下で変遷してきたために、下院規則116条に規定された原則に不満を抱い

てきました。その結果、1980年代から、イタリアの各政権は、審議中の法案の

大部分あるいは全体に代替する大修正案（maxiemendamenti）と呼ばれるも

のに対して、信任問題を提起しています。こうした巧妙なやり方によって、イ

タリアの各政権は、（たとえ１つの条文が10項さらには100項で構成されていた

としても）13 １つの法律案全体に対して１度だけの投票でそれを採択させるこ

とができるのです。

　デクレ・ロワの定義と仕組は、イタリア憲法77条２項に規定されています。

この規定によれば、政府はその責任において、法律の効力を有する暫定措置を

とることができます。しかし、この権限は、必要性と緊急性のある非常時にの

み認められます。他方で、デクレ・ロワは、公布後60日以内に法律に転換する

ために、その日のうちに政府によって議会に提出されなければなりません。最

終的に、デクレ・ロワが議会に提出されて法律に転換されなかったならば、政

府の措置ははじめからその効力を失う結果となります。ところが、1972年から

1996年までの間に、憲法77条２項の文言と精神に明白に反するデクレ・ロワの

増加が見られました。第一に、《必要性と緊急性のある非常時》という条件が、

13 2008年に、Giuliano Amato は、予算法律全体をたった１つの大修正案に
転換することが可能であったと述べている。La costituzione italiana fra le 
costituzioni del dopoguerra》, Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2008, p. 917.
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多くのケースにおいて遵守されませんでした。第二に、政府は、議会の態度表

明を待つ間、当該デクレ・ロワの効力を延長させるために、法律への転換を行

わないデクレ・ロワを立て続けに発行しました14。1996年まで、このような権

限の濫用が、議事日程における議会と政府との平和的関係の欠如を一時的に緩

和することに貢献しました。

　ドイツにおいては、厳密な意味で立法手続の問題と関連する濫用は私の知る

限り存在しません。しかし、連邦議会の解散の事例は、法文尊重主義を重視す

るドイツの法律家たちを大変当惑させることになりました。基本法68条に基づ

いて、首相から大統領に提案される解散の権限は、厳格な２つの条件を重ねて

満たさなければ行使することができません。一つは、首相によって明確に表明

された信任問題に対する連邦議会の不信任採決であり、もう一つは、首相が、

将来議会多数派からの支持を保持できないことが確実である場合15です。とこ

ろが、1983年と2005年の解散の際に、ほぼ手続の濫用と言えるような事態が生

じました。実際、この２つの事例においては、首相は将来の政権不安定を防ぐ

ためではなく、自らの政治的正当性を強化するために信任問題を提出したのだ

と考える方が妥当であると、ほとんどの事実が示しています16。

　立法手続の合理化は、手続の濫用があってもそれが政府の立法プログラムの

採択に欠かせないような場合には憲法裁判によって制裁を受けることはないた

め、ますます不可侵のものとなっているように思われます。実際、憲法裁判所

にとって、民主政の原則、すなわち選挙民の意思の尊重は、憲法の文言や精神

の尊重に優位するものであるように思われます。その点では、1996年 n° 260判

決までのイタリア憲法裁判所の立場は明確です。実際、イタリア憲法裁判所は、

合理化された議会制の諸原則および政治的文脈が政府による議事日程の明確な

14 Livio Paladin は、このようなデクレ・ロワの再発行が、暫定措置を３年間延
命させる効果をもたらしたと述べている。《Actes législatifs du Gouvernement 
et rapports entre les pouvoirs : l’expérience italienne》Revue française de droit 
constitutionnel, 1997, p. 702.
15 この明文にない基準は、1983年２月16日判決の中で、ドイツ連邦憲法裁判所
によって定められた（BVerfGE, 62, 1）。
16 この問題については、C. Vintzel, «La dissolution du XVe Bundestag et l’article 
68 de la Loi fondamentale : unestabilisation de la défiance», RDP, 2006, pp. 1007-
1034.
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支配を可能にするまで待ってから、デクレ・ロワの連発という法運用が憲法違

反であると宣言しました。

　したがって、政府が合理的期間内に自らの立法プログラムを採択させるため

に必要な武器を議会法が政府に与えているのは妥当なことであるように思われ

ます。それによって、法文尊重主義と民主政の原則とを調和的に両立させるこ

とが可能になるのです。

　政治的環境。フランスにおいては、伝統的に、合理化された議会制と多数派

政治を同時に実行することは、議会に対する政府の過度な支配をもたらすとい

うことで、認められてきませんでした。ところが、ドイツ、イギリス、イタリ

アにおける合理化された議会制の研究から明らかなように、多数派政治の存在

は、それだけでは政府が合理的期間内に自らの立法プログラムを採択させるた

めに十分とは言えないのです。２つの理由から、この事実を説明することがで

きます。

　第一に、多数派を伴う議院内閣制の下でも、合理化された議会制は議会多数

派を一定方向に導き、規律するために不可欠なものです。これに関しては、複

数の考察を行わなければなりません。まず、政府は、たとえ絶対多数を擁し、

その多数派が終始政府に忠実であったとしても、今日では、自らの法案を採択

させるために編成された立法手続を自由に活用する必要があります。ここでは、

導入部分で述べた仮説を確認したいと思います。すなわち、強力な合理化され

た議会制は現代の議院内閣制に本質的に内在するものであり、そこにおいては、

一方で、政府は合理的期間内に、そして極めて迅速に、自らの法案の多くを採

択に導かなければならないにもかかわらず、他方で、議会の組織や立法審議の

特徴としては、一見したところ迅速な法律制定を志向しているわけではありま

せん。また、経験が示すように、多数派を伴う議院内閣制の下でさえも、合理

化された議会制の装置は、多数派を規律するために非常に重要な道具であり続

けています（会派規律との関係だけからそれらの装置が有する正確な影響力を

決めることは困難ではありますが）。しかし、ここで重要なのは証拠に基づく

考察であり、多数派を伴う議院内閣制の下で変遷する政府は、多数派を欠く議

院内閣制の下で行動する政府よりも、多数派に対して課す手続上の強制を少な

くすることができます。例えば、イギリスとフランスの政府は、イタリアの政

府に比べて、法案の採決に対して明確な信任問題を提起する数が少ないのです。

実際、イギリスやフランスの政府と異なり、イタリアの政府は、1980年代から
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1990年代まで、多数派を欠く議院内閣制の下で変遷してきましたし、それ以降

も不完全な多数派を伴う議院内閣制の下で常に変わっています。

　第二に、とりわけ多数派を伴う議院内閣制の下では、合理化された議会制は、

野党の議事妨害を予防したり不成功に終わらせるために不可欠です。この場合、

政府を取り替えるのは議会ではなく有権者であるという前提に立ち、野党は、

政府の法律案を修正するのではなく、次の選挙を視野に入れて、政府の示すも

のに代替する解答を提案することを唯一の、あるいは主要な機能として持つこ

とになるのです。ですから、原則として、野党の第一の目的は、自分たちの政

策プログラムを提示しつつ、政府の法律案の採択を（妨害することはあまり期

待しませんが）遅らせるために最大限審議時間を長引かせ審議時間を奪うこと

になります。ただし、ドイツの事例が示しているように、多数派を伴う議院内

閣制の下でも、野党は真の議事妨害闘争をしかけることなく、自分たちの審議

権を活用しながら比較的協力的な態度をとることもありえます（それと引き換

えに、野党は、一定の技術的な修正案を政府に飲ませます）。このような指摘

がある以上、当然に、我々は制度的文化の問題を扱わなければなりません。

　制度的文化。一国の制度的文化は、多少なりとも政府に有利になっています。

実際、《ある時点における政治についての支配的な態度、信念、意識の総体》17は、

政府と議会多数派との多少なりとも融和的関係および政府と野党との多少なり

とも対抗的関係を導きます。それにもかかわらず、多数派を伴う議院内閣制に

関して強調した理由と同じ理由から、執行権にとって《理想的な》制度的文化

でさえ、合理化された議会制の排除へと至ることはありえません。繰り返しに

なりますが、合理化された議会制は現代の議院内閣制に本質的に内在するもの

であると言わなければなりません。というのも、議会の組織や立法審議の特徴

は、迅速な法律制定を志向していないからです。それが特に顕著な事例はドイ

ツに見られます。ドイツの政府は、議会多数派と協調的関係にあり、野党とも

比較的協力的な関係にあります。ところが、ドイツの政府は、《組織的な合理

化された議会制》（すなわち、具体的には、合理的期間内に政府の立法プログ

ラムを採択させるために必要な自動的ないし半自動的装置）を利用しないで済

ませることができないのです。他方で、文化的な理由から、ドイツの政府は、

17 G. A. Almond, S. Verba, The Civic Culture, Political Attitudes and Democracy 
in Five Nations, Princeton, Princeton University Press, 1963.
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私が参照した４ヶ国の中で、《危機の合理化された議会制》を必要としない唯

一の国でもあります。ドイツの政府は、しばらくの間、多数派に対して政府法

案の採択を強要するために政府の責任をかける武器（LF68条）を決して利用

しませんでした18。その上、ドイツの政府は野党による議事妨害と対決する必

要もありません。ですから、政府は、ギロチンや技術的信任問題のような乱暴

な時間管理の道具を利用しなくてもよいのです。したがって、ドイツ政府は、

独連邦議会議事規則 §35に規定された曖昧な装置で満足しているのです。

　このように、制度的文化が政治的文脈と同様、合理化された議会制の厳しさ

やその使用を幾分和らげる可能性はありますが、それが合理化された議会制自

体を排除することは決してありえません。こうした事実から、フランスは、多

数派を伴う議院内閣制の下で合理化された議会制を保持するからといって、特

異な存在になるわけではないのです。フランスの手続が特殊ではないことは、

合理化された議会制と立法手続との不可分性の原則だけでなく、立法手続合理

化の技術の多様性によっても説明することができます。

Ⅱ　立法手続合理化の技術の多様性

　立法手続合理化の技術が多様であるのは、現代の議院内閣制において合理化

された議会制の狭い概念が終わりを告げたことに起因しています（A）。そして、

そのような多様性は、合理化された議会制の主要な２つの変異型によって表現

されます（B）。

Ａ　合理化された議会制の狭い概念の終焉

　導入部分で述べた仮説に従えば、現代の議院内閣制は、主として、権力が融

合し政府が議会を支配する体制です。執行権の優位は、法律の制定だけでなく、

立法手続における権限にも及んでいます。議会法の改革に関して、政府は、審

議への参加や拒否権において主導権を握っていますし、今日では民主主義的義

18 2001年11月に、ドイツ政府は、議会多数派を規律するために基本法68条の明
確な信任問題を提起したが、これは法律案ではなくアフガニスタン派兵のため
の動議に対するものであった。
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務と思われているもの、すなわち、合理的期間内に政府の立法プログラムがど

れだけ達成されたかということが、議会法の改正の中身を条件付けます。最も

目を引くのは、恐るべき道具を政府の手に委ねている議院規則の事例です19。

内部規則の制定に関する伝統的な議院自律の原則も、運用上は、イギリス、フ

ランス、1980年以降のイタリアにおいて無視されています。確かに、1877年か

ら1980年まで、イタリアの政府は、議院規則の制定にほとんど干渉することは

ありませんでした。とは言え、法律の制定手続における野党の政治的影響力を

法的に認める1971年の下院規則改革でさえ、第一には政府を有利にするもので

した。実際、この改革は、多数派が欠如している場合にも少数派の支持を政府

に保障したものです。確かに、ドイツ連邦議会においては、議院自律の原則は

残っていますが、政府や議会多数派の利益に反するような内部規律を制定する

ことは、下院においては考えられません。その証拠に、フィリップ・ロヴォ

（Philippe Lauvaux）が述べているように、《ドイツ連邦議会の議院規則のいく

つもの規定は、基本法における合理化のシステムによる強制を緩和するよりも

むしろ、その中に組み込まれた》20ものです。ただし、イタリアの例では、多

数派の欠如した、あるいは不完全な多数派を伴う議院内閣制の下で変遷する政

府が、自分たちに有利な憲法改正を行いたい場合に遭遇しうる困難を確認する

ことができます。他方で、すでに言及したように、現行法や政治的環境、制度

的文化が執行権の支配を保障することができない（あるいは、十分な条件下で

それを保障することができない）場合には、例外的に、議会法、とりわけ憲法

の破壊によって、執行権の支配は実行されることになります。

　導入部分で述べた仮説に従えば、現代の議院内閣制のこのような具体的作用

は、合理化された議会制の定義に重大な影響をもたらします。

　《 合 理 化 さ れ た 議 会 制 》 と い う 表 現 と 概 念 の 発 明 者（Boris Mirkine-

Guetzevitch）の直接の系譜として、立法手続の合理化についてフランスで承

19 『Traité de droit politique, électoral et parlementaire』の中で Eugène Pierre
が述べた次のような言葉を受けたものである。《議院規則は表面上、議院内部
のルールでしかないが…。現実には、諸政党の手中にある恐るべき道具なので
ある。》Paris, Chambre des députés, 1893, (n° 445).
20 《Sur une décision fondatrice du Conseil constitutionnel》, Les Cahiers du 
Conseil constitutionnel, n° 25, 2008, p. 56.
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認されている見解をそのままの形で維持することはもはやできません。実際、

立法手続の合理化は、権力の分立や均衡の体制として常に無意識のうちに理解

されている議院内閣制からは逸脱した理論と結びついています。政府に有利な

形で議会の作用の有効性を決定する諸々の手段はもはや、議会と区別され議会

に対立する機関としての政府に（硬性）憲法によって委ねられたものであると

考えることはできませんし、憲法裁判所により保障された手続的武器として理

解することもできません。言い換えれば、可能な限り好ましい期間で自身の法

律案を採択させることのできる政府の諸特権は、議会によって法的に無効にさ

れたり、ねじ曲げられたり、あるいは、十分に規律のとれた議会多数派によっ

て廃止されたりできないものに限定されるわけではないのです。

　権力が一体化され、立法権に対して執行権が優位した体制においては、立法

手続の合理化は、合理的期間内に政府の立法プログラムを採択させることを可

能にする手続的手段の総体として理解されなければならないのです。もっと正

確に言えば、ここで重要なのは、議会と区別された機関としてだけでなく、議

会多数派を指導し、野党と独占的に交渉を行う委員会としての政府が有してい

る直接的ないし間接的なすべての手段なのです。これらの手段が憲法の中に見

出せるかどうかはあまり重要ではありません。これらの手段は、何らかの明文

化された法の中に位置づけられることもありますし、運用の中から生まれるこ

ともあります。《立法過程に関する憲法規定の遵守を保障する憲法裁判所の存

在》という要素は、効力を失います。なぜなら、その含意は法的、政治的文脈

によって変化するからです21。結局のところ、今後、一定の立法手続きの合理

化の範囲を把握するためには、第一に、審議過程の諸準則、第二に、議会に対

する政府の政治的支配の経路に関する極めて詳細な分析を前提としなければな

りません。前者の分析に含まれているのは、議会の業務を本会議と委員会とに

どのように配分するかについての諸原則、委員会の組織と機能についての諸形

式、議会業務および議会法において会派に与えられた地位です。後者の分析が

想定しているのは、政府と議会多数派、政府と野党との関係の分析、アングロ・

サクソンの研究と同様に正確性を追及するならば、政府と議会内部における議

21 しかしながら、現代の議院内閣制の働きの論理としては、一般に議会は政府
に比して弱い立場に置かれているので、最高法規の保護者は、政府よりも議会
を擁護する傾向にあるということは想起しておこう。
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会多数派のリーダーとの関係の分析、政府と多数派の下層議員との関係の分析、

政府と議会内部の野党との関係の分析、政府と野党の下層議員との関係の分析

です22。

　合理化された議会制の非常に広い概念に従えば、立法手続を合理化するため

に可能な方法は一つではなく複数存在するということになります。今日では、

合理化された議会制の主要な２つの変異型が出現しているように思われます。

Ｂ　合理化された議会制の主要な２つの変異型の出現

　議院内閣制の諸理論、フランスおよび他国の立法手続、上で明らかにした合

理化された議会制の新しい概念によれば、合理化された議会制の主要な２つの

変異型の存在を推定することができます。これらは、検討の対象とされる議院

内閣制の形態に従って多少なりともアレンジされているように思われます。

合理化された議会制の主要な２つの変異型：古典的変異型と現代的変異型

　合理化された議会制の古典的変異型と呼ぶ理由は、それが唯一の考えうる起

源を持ち、また、権力の分立と均衡の体制として認識される議院内閣制の理論

からは逸脱しながらも、それに結びつけることができるものだからです。この

変異型においては、合理的期間内に政府の立法プログラムを採択させることが

できる手段のすべてあるいはその大部分を自身の掌中に収めているのは政府で

す。これらの手段は、すべて議会対策として用いられます。つまり、多数派の

抵抗を抑えることを目的とするのか、それとも野党の議事妨害に対応すること

を目的にするのかという実践的区別はありません。これらの手段は憲法に規定

され、その実施や効力は憲法裁判所によって保障されます。

　他方、合理化された議会制の現代的変異型と呼ぶ理由は、今日の諸体制の作

用が立証しているように、今後古典的変異型に取って代わり、結果として、少

なくとも大陸ヨーロッパ諸国においては、権力の融合した体制として理解され

る議院内閣制の近年の理論と結びついているからです。この変異型においては、

22 このような観点では、例えば、A. King, «Modes of Executive-Legislative 
Relations: Great-Britain, France, and West Germany», Legislative Studies 
Quaterly, Vol. 1, 1976, p. 11-36. を参照されたい。
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政府のために、立法の仕事を統括的に監視するのは議会自身です。政府は、議

院内閣制において伝統的に有してきた諸特権（すなわち、法律の発議権、議院

への参加権、議院における発言権、法案に対して明確な信任問題を提起する権

限、議院の解散権、修正案提出権）のみを自身の権限として保持しています。

残りについて、原則として統制官の役割を果たすのは、多数派のリーダーたち

（議院の議長、会派の長、委員会の長）です。彼らは、多数派の議員たちを規

律し、導き、また、野党が政府の立法プログラムを挫折させるのを防ぎます。

例外として、政府とその政治的敵対者との間に通常よりも協調的な文化が政府

にとって必要であることが明らかな場合には、立法手続の合理化は野党の協力

を伴って実行されます。合理的期間内に政府の立法プログラムを採択させるこ

とを可能にする装置は、その大部分が、憲法の下位規範（とりわけ、議院規則）

において表現されます。しかしながら、上に掲げた政府の伝統的諸特権は、通

常、憲法自体の中に規定されています。結果として、憲法裁判所は（それが存

在する場合に）、合理化された議会制の運用統制に関しては相対的に控えめと

なります。

　私が参照した国の体制は、ここで述べた２つの変異型との関係ではどれに分

類できるでしょうか。1958年体制のフランスは、明らかに、合理化された議会

制の古典的変異型を体現しています。2008年の憲法改正以降も、多少緩和され

てはいますが、かなりの程度、古典的変異型を保持しています。イタリアとド

イツは、一切の留保なく、現代的変異型に属しています。イギリスについては、

２つのモデルの中間に位置づけられます。イギリスは、古典的変異型からは、

立法手続の監督において議会法により内閣と各大臣に付与された主要な役割を

引き継いています。現代的変異型からは、次のような特徴を取り入れています。

すなわち、議事規則（SO）の重視、手続の合理化メカニズムのレベルでの多

数派と野党の区別の考慮、そして、憲法裁判所の不存在です。

　合理化された議会制の古典的変異型と現代的変異型は、議院内閣制の形態、

すなわち、多数派規律の度合いに応じて、多かれ少なかれアレンジされている

ように思われます。古典的変異型は恐らく、多数派を欠いた、あるいは多数派

政治への移行を完了していない議院内閣制に適合的です。実際、信任を与える

多数派と自ら運営を行う多数派とが分離されていない場合、経験的に言えるこ

とは、選挙優越の原則に不可欠である政府の立法プログラムの実現はより困難

になります。立法手続を合理化するために内閣に付与された固有の武器がなけ
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れば、次のような状況は避けられません。つまり、執行府、場合によっては憲

法裁判による最高法規の破壊や、多数派ブロックのより大きな亀裂です（イタ

リアの事例を参照）。逆に、政府が議会とは区別された機関として、政府法案

を採択させるための武器を十分に行使する場合には、強固な政治的関係によっ

て結び付けられてはいないけれども政府に対して信任を付与する議員たちの規

律を政府は強化することができます（フランス第五共和制初期、19世紀末およ

び20世紀初頭のイギリスの経験23を参照）。特に野党の議事妨害に対抗するた

めであると理解されている道具が存在しない場合、そして、その代わり、野党

がその地位あるいは固有の権利を享受していない場合には、多数派を伴う議院

内閣制と同様の問題は生じません。実際、多数派を欠いた体制においては、野

党の第一の役割は、議事妨害闘争を繰り広げることではなく、たびたび生じる

多数派の喪失を補完し、その代わり、法案の中に自分たちの痕跡を残すことな

のです。

　反対に、合理化された議会制の現代的変異型は、多数派を伴う議院内閣制に

最も適合的であるように思われます。このような考え方を根拠づける理由は複

数存在します。まず、政府の観点から見ていきましょう。第一に、規律の強い

多数派の長に立法作業の監督権が与えられていれば、政府はそれを恐れる必要

な全くありません。第二に、合理化された議会制の設計に際して、多数派陣営

と野党陣営との間の政治的亀裂を十分に考慮に入れれば、政府は有利になれる

でしょう（とりわけ、野党に有利な闘い、すなわち議事妨害を予期することが

でき、対応策を練ることもできます）。次に、議会の視点から見てみましょう。

第一に、合理化された議会制による多数派と野党との政治的亀裂を考慮に入れ

るならば、野党に有利な地位（あるいは、少なくとも、目に見える形で少数派

の権利）を広く認める必要があります。これは、民主政と議院内閣制をよりよ

く機能させるために必要な条件です。第二に、権力の分立と均衡の体制に強い

ノスタルジーを抱く国（このような国が最も多い）においては、各議院が合理

化された議会制を実行するための技術的自律性を有していれば、政府の支配は

多数派にとってより受け入れやすいものになります。しかし、イギリスのよう

23 実際、Gary W. Cox は、イギリスにおいて、議会制の合理化は、政党の近代
的組織化に先行し、政党の近代的組織化の強化に貢献したと述べている。The 
Efficient Secret, 1987.
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に、議院内閣制とは権力が融合し立法府を執行府が支配する体制であると伝統

的に考えられている国においては、各議院の技術的自律性の弱さが国の文化に

衝突することは全くありません。

　結局のところ、私の見解では、２つの国が、自身の政治的環境や文化的思考

法に最も適合的な合理化された議会制の変異型を採用していると言えます。そ

の国とはドイツとイギリスです。合理化された議会制の現代的変異型は、権力

分立の理論に魅惑された多数派を伴う議院内閣制であるドイツにぴったりと適

合します24。イギリスによって採用された混合的変異型は、イギリスにおける

多数派を伴う議院内閣制の制度的文化に非常に適合しています。実際、イギリ

スにおいては、内閣は議会を指導する委員会であり、権力の均衡は多数派デモ

クラシーの原理に反すると長い間考えられてきました。逆に、合理化された議

会制の古典的変異型は、恐らく、イタリアに適合的でしょう。というのも、イ

タリアは多数派政治への転換を常に成し遂げられなかったからです。最後に、

権力の均衡に強いノスタルジーを抱く多数派を伴う議院内閣制であるフランス

は、合理化された議会制の現代的変異型を自身のものとした方がよいでしょう。

ご清聴ありがとうございました。

［訳者付記］

　本稿は、北大立法過程研究会の主催で2012年８月８日に北海道大学エンレイ

ソウ第１会議室において開催されたセリーヌ・ヴァンゼル（Céline Vintzel）

氏（ ラ ン ス・ シ ャ ン パ ー ニ ュ・ ア ル デ ン ヌ 大 学 講 師 ） の 講 演 “Le 

parlementarisme rationalisé et la procédure législative” の基礎となった原稿

に、後日同氏が修正を加えたものの翻訳である。

　ヴァンゼル氏は、パリ第１大学においてジャン・クロード・コリアール教授の

指導の下、博士論文『立法手続における政府の武器：独・仏・伊・英の比較研究

（Les armes du Gouvernement dans la procédure législative, Étude comparée：

24 モンテスキューは、ドイツの学説と各憲法に最も影響を与えた著者の一人で
ある。E. Mass, 《Montesquieu et la Loi fondamentale de la RFA》, Dix-huitième 
siècle 1989, n° 21, pp. 163-177.
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Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni）』で学位を取得され、2012年よりラン

ス大学において公法学の講師（Maître de conférences）として教鞭をとられて

いる。

　同氏の博士論文は、多くの論文賞を受賞されている。その一部をご紹介した

い。１つは、2010年度のフランス元老院博士論文最優秀賞である。同賞は、両

院制、地方公共団体、あるいは政治と議会について分析したフランス国内の博

士論文の中から特に優れた作品に対して贈られるもので、ヴァンゼル氏の博士

論文は同賞の出版助成により DALLOZ 社の議会・憲法叢書の１冊として2011

年に出版されている。また、同論文は2010年度の公法欧州グループ博士論文賞

（Prix de thèse du groupe européen de droit public）も受賞されており、フラ

ンス国内だけでなく、EU レベルでも高い学術的評価を受けている。さらに、

同論文は学術的価値だけでなくその実務的有用性も評価され、フランス憲法院

院長の下で選考が行われる憲法院博士論文大賞（2010年度）も受賞されている。

　このように数々の論文賞を受賞された同氏の博士論文は、本稿の中でも記述

されているように、いわゆる“合理化された議会制”の仕組について、議会内

多数派および野党ないし議会内少数派との関係も考慮要素として組み込み、独・

仏・伊・英４ヶ国の機能的分析を行なっている。フランス憲法学とりわけ議会

研究者の分析スタイルが伝統的に制度の概念分析に偏る傾向があるのに対し

て、ヴァンゼル氏の論考は一石を投じるものとなっている。また、内閣と議会

に別々に付与された権限のバランス、そして“合理化された議会制”の装置と

されてきた諸々の制度の特徴及びそれらの運用実態に基づいて、議院内閣制に

おける立法過程の合理化手続を古典的変異型と現代的変異型に分類し、さらに

政府を支える議会内多数派の有無とその影響力の大きさから、４ヶ国がそれぞ

れどちらの類型に適合的であるのか明らかにしている点がヴァンツェル氏の独

創性といえる。こうした機能的分析手法は、日本を含め議院内閣制を採用する

諸国における立法過程の合理化手続を、制度や政治文化の相違を超えて比較可

能なものにしてくれるだろう。

　ところで、本稿でも触れられているように、フランスにおいては2008年に第

五共和制成立以来最大規模の憲法改正による統治構造改革が行われ、翌年の組

織法律制定による改正条項の施行、続く議院規則改正を経てこれまでの“議会

制の合理化”に大きな修正が加えられた。中でも、憲法42条の改正により、法

案を付託された各議院の委員会を法案審議の中心に据える改革が、立法権限の
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軸足を議会の側に引き戻す上で重要な改革であるとされる25。改正から３年余

を経て新制度の下での運用状況を分析したある論考では、法案審議過程におけ

る議会内多数派の影響力増大と委員会における閣僚のプレゼンスの低下が指摘

されており26、こうした現象はフランスが現代的変異型へと傾斜している徴証

としてよいのではなかろうか。

25 詳しくは、徳永貴志「フランス憲法改正による議会手続の変容―立法府と行
政府の再均衡化―」『政治変動と憲法理論』（敬文堂2011年）103頁。
26 Julie BENETTI, ≪Les rapports entre gouvernement, groupes de la majorité 
et groupes d’opposition≫, Jus Politicum, hors série 2012, p. 86.
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　取得時効完成後に所有権移転登記がなされないまま第三者が抵当権設定登記

を経由した場合における再度の取得時効の成否

　平成24年３月16日最高裁第二小法廷判決（民集66巻５号2321頁、裁時1552号

４頁、判タ1370号102頁、判時2149号68頁、金法1955号100頁、金判1391号13頁、

金判1395号22頁）

Ⅰ　事実の概要

（1）　A は、昭和45年３月、自己の所有していた土地（以下、平成17年に換

地された土地を含め「本件土地」という。）を X（原告、被控訴人、被上告人）

に売却した。X は、遅くとも同月31日から、本件土地の占有を開始し、サトウ

キビ畑として耕作してきたが、所有権移転登記はしていなかった。

（2）　A は昭和47年10月８日に死亡し、その相続人である B が、昭和57年１

月13日、本件土地につき、相続を原因として所有権移転登記を了した。B は、

昭和59年４月19日、本件土地につき、金融機関 Y（被告、控訴人、上告人）の

ために抵当権（以下、「本件抵当権」という。）を設定し、同日付けでその旨の

登記がされた。さらに B は、昭和61年10月24日、本件土地につき Y のために

別の抵当権を設定し、その旨の登記をしたが、その抵当権は、平成９年12月11

日に被担保債権が完済されたことにより消滅した。

　しかし、X は、これらの事実を知らないまま、本件土地の占有を継続した。

また、X は、本件抵当権の設定登記時において、本件土地を所有すると信じる

につき、善意、かつ、無過失であった。

（3）　Y は、本件抵当権の実行としての競売を申し立て、平成18年９月29日、

判 例 研 究

民 事 判 例 研 究

西　村　曜　子
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競売手続開始決定がなされ、債権者である Y のために差押えがなされた。こ

れに対し、X は、抵当権設定登記時を起算点として本件土地を時効取得したと

主張し、競売の不許を求めて本件訴訟を提起した。なお、本件担保不動産競売

手続きについては、X の申立てにより、平成20年７月31日、停止決定がされた。

（4）　平成20年８月９日、X は、B に対し、本件の関連事件である土地所有権

移転登記手続等請求事件（当庁平成20年（ワ）第288号）の訴状の送達をもって、

本件土地につき、所有権の取得時効を援用する旨の意思表示をした。

（5）　第一審（鹿児島地裁名瀬支判平成21年６月24日金判1391号20頁）は、本

件には時効完成後に設定された抵当権設定登記時を起算点とする再度の取得時

効の援用を否定した最判平成15年10月31日判時1846号７頁（以下、「平成15年

判決」という。）の法理が適用されるべきであるとの Y の主張に対し、平成15

年判決の主眼は、第三者が抵当権者であったことではなく、「一度占有開始時

を起算点とする取得時効を援用し、所有権移転登記を経た占有者が、時効完成

後に抵当権設定登記を経由した第三者に対抗する方便として、再度の取得時効

を援用するのを禁止することにあった」と解すべきであるとした。そして、X

が占有開始時を起算点とする取得時効を援用しておらず、その旨の登記も経由

していない本件において、X が援用した取得時効の起算点を抵当権設定登記時

を認めたとしても、X に起算点の恣意的な選択を許したことにならないので、

平成15年判決の法理が適用されないとした。

　そのうえで、X は、Y の抵当権設定登記経由時から、新たに抵当権の設定さ

れた土地の占有を開始したとみることができ、この時を起算点とする取得時効

を認めることが、長期間占有を継続した事実を尊重するという時効制度の趣旨

にも沿うという理由に基づき、本件には、第三者の登記後に改めて時効が完成

したとき占有者は第三者に登記なくして時効取得を対抗できるとした最判昭和

36年７月20日民集15巻７号1903頁（以下、「昭和36年判決」という。）の法理が

適用されるべきであるとした。

　また、抵当権の消長につき、第一審は、「民法397条は、所有権の時効取得が

いわゆる原始取得であることから、その反射的効果として時効完成前に設定・

登記された抵当権は消滅するという当然のことを定めたものである。」との解

釈を示し、本件においても、X の時効取得により Y の抵当権は消滅するとい

うべきであるとし、X の請求を認容した。

（6）　これに対し、Y が控訴した。控訴審における Y の主張は、昭和36年判
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決の事案では第三者が所有権者であるのに対し、本件では第三者が抵当権者で

ある点で事案を異にし、所有権と抵当権が両立するものである以上、本件には、

昭和36年判決ではなく、平成15年判決、ないしは、所有権の時効取得につき登

記がないときは、時効完成後に所有権を取得し登記を経た第三者に所有権の取

得を対抗できないとする最判昭和33年８月28日民集12巻12号1936頁が妥当する

と主張した。これに対し原審（福岡高裁宮崎支判平成21年11月27日金判1391号

20頁）は、「確かに所有権と抵当権は両立するものの、第三者が所有権者であ

ろうと抵当権者であろうと対抗関係に立つことには変わりがない（時効取得者

が抵当権の負担の付いた所有権を取得するか否かで大きな違いがある。）。」と

した。そして、Y の主張によれば「第三者が（より制限された物権である）抵

当権を取得する方が所有権を取得するよりも有利に扱われる結果となるが、こ

れではかえって不均衡といわざるを得ない。」とし、第一審判決は相当であり、

Y の控訴は理由がないとして棄却した。

（7）　これに対して、Y が、上告受理申立てをしたのが本件である。

Ⅱ　判旨

　上告棄却。

（1）　「時効取得者と取得時効の完成後に抵当権の設定を受けてその設定登記

をした者との関係が対抗問題となることは、所論のとおりである。しかし、不

動産の取得時効の完成後、所有権移転登記がされることのないまま、第三者が

原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合において、上

記不動産の時効取得者である占有者が、その後引き続き時効取得に必要な期間

占有を継続したときは、上記占有者が上記抵当権の存在を容認していたなど抵

当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り、上記占有者は、上記不動産を時効

取得し、その結果、上記抵当権は消滅すると解するのが相当である。その理由

は、以下のとおりである。

　ア　取得時効の完成後、所有権移転登記がされないうちに、第三者が原所有

者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了したならば、占有者がその後

にいかに長期間占有を継続しても抵当権の負担のない所有権を取得することが

できないと解することは、長期間にわたる継続的な占有を占有の態様に応じて

保護すべきものとする時効制度の趣旨に鑑みれば、是認し難いというべきであ

る。
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　イ　そして、不動産の取得時効の完成後所有権移転登記を了する前に、第三

者に上記不動産が譲渡され、その旨の登記がされた場合において、占有者が、

上記登記後に、なお引き続き時効取得に要する期間占有を継続したときは、占

有者は、上記第三者に対し、登記なくして時効取得を対抗し得るものと解され

るところ（最高裁昭和34年（オ）第779号同36年７月20日第一小法廷判決・民

集15巻７号1903頁）、不動産の取得時効の完成後所有権移転登記を了する前に、

第三者が上記不動産につき抵当権の設定を受け、その登記がされた場合には、

占有者は、自らが時効取得した不動産につき抵当権による制限を受け、これが

実行されると自らの所有権の取得自体を買受人に対抗することができない地位

に立たされるのであって、上記登記がされた時から占有者と抵当権者との間に

上記のような権利の対立関係が生ずるものと解され、かかる事態は、上記不動

産が第三者に譲渡され、その旨の登記がされた場合に比肩するということがで

きる。また、上記判例によれば、取得時効の完成後に所有権を得た第三者は、

占有者が引き続き占有を継続した場合に、所有権を失うことがあり、それと比

べて、取得時効の完成後に抵当権の設定を受けた第三者が上記の場合に保護さ

れることとなるのは、不均衡である。」

（2）　これを本件についてみると、前記事実関係によれば、昭和55年３月31日

の経過により、X のために本件土地につき取得時効が完成したが、X は、上記

取得時効の完成後にされた本件抵当権の設定登記時において、本件土地を所有

すると信ずるにつき善意かつ無過失であり、同登記後引き続き時効取得に要す

る10年間本件土地の占有を継続し、その後に取得時効を援用したというのであ

る。そして、本件においては、前記のとおり、X は、本件抵当権が設定されそ

の旨の抵当権設定登記がされたことを知らないまま、本件土地の占有を継続し

たというのであり、X が本件抵当権の存在を容認していたなどの特段の事情は

うかがわれない。

　そうすると、X は、本件抵当権の設定登記の日を起算点として、本件土地を

時効取得し、その結果、本件抵当権は消滅したというべきである。

　裁判官古田佑紀の補足意見は、次のとおりである。

（1）　本件において、「第三者が抵当権設定を受けた場合に、これが譲渡を受

けた場合と「比肩する」として、占有者について取得時効の進行を認めるため

には、占有者の法的状況について上記の共通性が認められるだけでは足りず、
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第三者の法的状況も観察して、双方の観点から、第三者が譲渡を受けた場合と

同様の状況といえるかどうかを検討する必要がある。…第三者側からすると、

第三者が不動産の譲渡を受け登記を経た場合であれば、占有者は確定的にその

所有権を失い、第三者は占有者に対して所有権に基づきその明渡しを求めるな

ど、その権利を行使して取得時効の完成を妨げ、取得した所有権の喪失を防止

できるのに対し、抵当権の設定を受けた場合は占有者の所有権が失われること

にならないところ、抵当権は債務不履行がないにもかかわらず実行することは

できないし、また占有権原や利用権原を伴うものではないからこれらの権原に

基づいて占有を排除することもできないのであって、所有権のように前記のよ

うな権利の消滅を防止する手段が当然には認められない。この点は、譲渡を受

けた場合と抵当権の設定を受けた場合とで大きく相違する点であって、このよ

うな差があることを踏まえても、取得時効の進行に関し、なお法的状況が同様

であるといえるためには、抵当権の設定を受け登記を経た第三者において、抵

当権の実行以外に、占有者に抵当権を容認させる手段など、取得時効期間の経

過による抵当権の消滅を防止する何らかの法的な手段があることが必要と考え

る。このような手段がないとすれば、抵当権者は、本来の権利保全の仕組みか

らすれば自らにその権利を対抗できない者との関係で、防止する手段がないま

ま自己の権利が消滅することを甘受せざるを得ないことになり、均衡を失する

ものといわざるを得ない。法廷意見はこの点について明示的に触れるところが

ないが、抵当権者において抵当権の消滅を防止する手段があることを前提とし

ているものと解され、その理解の下で法廷意見に与するものである。」

（2）　法廷意見が、X による時効取得の結果抵当権が消滅する旨判示した点に

ついては、「従来の一般的理解に沿うものであ」るが、「第三者に所有権が移転

された場合には、占有者が確定的に所有権を失うのに対して、第三者に抵当権

が設定された場合には、そのような事情はないから、取得時効が完成している

状態が変わるものではないにもかかわらず、抵当権が消滅する理由として、再

び取得時効の完成を認めることは技巧的で不自然な感を免れない。第三者が所

有権を取得した場合は、占有者が再度所有権を取得するためには改めて取得時

効が完成することが必要であるが、第三者が抵当権の設定を受けた場合は、民

法397条の規定から取得時効期間占有が継続されたこと自体によって抵当権が

消滅すると解することが可能である。原始取得であることをもって他の権利が

当然に消滅するとはいえないのであって、法は所有権以外の物権について所有
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権の時効取得によって当然にこれが消滅すべきものとしているとは必ずしもい

えず、占有に関わらない物権については個別に消滅するかどうかを判断すべき

ものとしていると見る余地があり（民法289条、290条参照）、複数の担保権が

存在する場合の調整やこれらの権利の消滅を防止する手段などに関して、その

ような観点からの検討をすることが適切な場合があるのではないかと思われる

ことを付言しておきたい。」

Ⅲ　検討

１　本判決の意義

　本件は、Y が、抵当権の実行としての競売を申し立てたのに対し、本件土地

を時効取得したと主張する X が、この競売の不許を求めて第三者異議訴訟を

提起した事案である。X は、本件土地を10年間継続して占有したが、取得時効

の援用と登記をしないまま、その後になされた Y の抵当権設定登記後も、引

き続き10年間の占有を継続している。X が占有開始時を起算点とする時効取得

を援用すると、時効完成後に抵当権設定登記を経由した Y に、登記なくして

は時効取得を対抗できない可能性があった。そこで、X は、占有開始時ではな

く、抵当権設定登記時を起算点とする本件土地所有権の時効取得を主張し、本

件において抵当権設定登記時を起算点とする時効取得が認められるかが争われ

ることとなった。

　本判決の意義としては、次の３点を指摘できる。

　第１は、時効取得者と取得時効の完成後に抵当権の設定を受けてその設定登

記をした者との関係が対抗問題となることを明示したことにある。これまで、

時効による不動産の所有権の取得は、登記なくして、時効完成後当該不動産に

つき原所有者から所有権を取得し登記を備えた第三者に対抗しえないことが判

例法理として確立しているが（大判大正14年７月８日民集４巻412頁、最判昭

和33年８月28日民集12巻12号1963頁）、時効取得者と時効完成後に原所有者か

ら抵当権の設定を受けた者との関係を明示した先例はなかった。本判決は、こ

の点を最高裁として明らかにしたという意義を有する。

　第２は、抵当権設定登記時を起算点とする再度の取得時効の成立を最高裁と

して初めて認めたことにある。本判決は、抵当権設定登記時を起算点とする再

度の取得時効の援用を否定した最判平成15年10月31日判時1846号７頁と反対の

結論を示すものであり、両判決の関係をどのように理解するかが重要である。
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また、本判決の理由づけは、再度の取得時効の成否を判断する新たな基準を示

すものとして重要な意義を有する。

　第３は、再度の時効取得の結果、不動産上の抵当権が消滅すること（民法

397条）を最高裁として初めて認めたことにある。この判断により、時効完成

後に原所有者から抵当権の設定を受けた者が先に登記を備えたとしても、再び

取得時効が完成すれば抵当権が消滅しうることが示された。そのため抵当権者

にとっては、登記後もなお、取得時効の完成による抵当権の消滅を阻止する必

要があることが明らかにされたといえる。

２　再度の取得時効の成否

　所有権の取得時効完成後、所有権移転登記がされることのないまま、第三者

が不動産上の権利を取得しその登記を備えた場合において、占有者が引き続き

取得時効に必要な期間の占有を継続したときは、第三者の登記時を起算点とす

る再度の取得時効は認められるのか。本判決は、第三者が抵当権を取得しその

登記を備えた場合について、抵当権設定登記の日を起算点とする再度の取得時

効を認めている。

（1）これまでの議論

　民法162条は、取得時効に必要な占有期間について、占有者が他人の物であ

ることを知らなかった場合は10年、知っていた場合は20年と規定しているが、

その起算点をいつの時点とすべきかについて条文の定めはない。この点につい

て判例は、必ず時効の基礎たる事実の開始した時を起算点として時効の完成の

時期を決定すべきものであって、取得時効を援用する者において任意に起算点

を選択することはできないとする（大判昭和14年７月19日民集18巻856頁、最

判昭和35年７月27日民集14巻10号1871頁）。そして、時効の基礎たる占有の開

始時を起算点として取得時効が完成した場合でも、登記なくしては、時効完成

後に原所有者から所有権を取得し登記を備えた第三者に対し、所有権の時効取

得を対抗し得ない（大判大正14年７月８日民集４巻412頁、最判昭和33年８月

28日民集12巻12号1963頁）。

　そこで、時効取得について未登記の占有者が、時効完成後の第三者による所

有権移転登記後も、引き続き時効取得に要する期間占有を継続した場合に、再

度の時効取得が認められるかが裁判上の争点となった。不動産の所有権につい
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て再度の取得時効の成否を判断した最高裁判決としては、最判昭和36年７月20

日民集15巻７号1903頁（以下、「昭和36年判決」という。）と最判平成15年10月

31日判時1846号７頁（以下、「平成15年判決」という。）がある。

　昭和36年判決の事案の概要は次のようなものである。山林の取得時効完成後、

所有権移転登記がされないうちに、原所有者が第三者に不動産を譲渡し、その

旨の登記がなされた。その後占有者は、第三者の登記後に改めて取得時効に必

要な期間の占有を継続したとして、所有権の時効取得を主張し、所有権移転登

記請求訴訟を提起したものである。同判決は、不動産について「第三者のなし

た登記後に時効が完成した場合においては、その第三者に対しては、登記を経

由しなくても時効取得をもってこれに対抗しうることと解すべきことは、当裁

判所の判例とするところであって（最判昭和35年７月27日民集14巻10号1871

頁）、これを変更すべき必要を認めない。」とした。そして、同事案では、占有

者が、第三者による「登記の日より」10年間所有の意思をもって平穏、公然、

善意、無過失に占有を継続したと認められるので、時効による所有権取得の登

記を経由しなくても第三者に時効取得を対抗しうると判示した。昭和36年判決

は、最高裁として初めて、第三者の登記時を起算点とする再度の取得時効の成

立を認めたものである。

　学説では、同事案において占有者の時効取得を認めるという結論自体につい

て異論はなく、「常識的に考えて妥当」とみられているが1、同判決が積極的な

理由付けを試みていないという批判が強い2。すなわち、最高裁は、原審が示し

た「第三者の所有権移転登記により時効が中断される」という論理を「失当た

るを免れない」と否定したが、その一方で、最判昭和35年７月27日を引用する

1 末川博「判批」民商46巻２号（1962年）329頁、柚木馨「時効取得と登記」『判
例演習物権法〈増補版〉』（有斐閣、1973年）34頁、石田喜久夫「取得時効と登記」
ジュリ増刊・民法の判例〈第三版〉（1979年）69頁、村上淳一「判批」法協80
巻３号（1963年）421頁、滝沢聿代「取得時効と登記」『物権変動の理論Ⅱ』（有
斐閣、2009年）281頁。
2 昭和36年判決に対しては、同判決が引用する最判昭和35年７月27日は、時効
の起算点につき任意選択を許さないことを確認したものに過ぎないから、同判
決の引用の仕方は「手品」（柚木・前掲注（1）34頁）に類するものであって、「判
例の権威を高める所為とはいえない」（福地俊雄「判批」法時34巻３号（1962年）
96頁）との批判がある。



判 例 研 究

［511］ 北法63（6・14）1642

のみで、何ら積極的な理由づけを示していないと批判されている3。

　昭和36年判決は、第三者のなした登記後に時効が完成することを、当然の結

論として認めているように解される。しかし、取得時効の起算点を「時効の基

礎となる事実の開始された時」とする上記判例法理によれば、占有が当初から

継続している同事案においては、むしろ第三者の登記時を取得時効の起算点と

することは認められないのではないかとの疑問が生ずるところである4。同判決

は、この点を説明しておらず、再度の取得時効が認められる根拠を示していな

いといえる。

　これに対し、平成15年判決は、占有者と時効完成後の抵当権者との関係につ

いて判示したものである。同事案は、時効完成後に原所有者が第三者のために

抵当権を設定したものである点において、原所有者が第三者に不動産を譲渡し

た昭和36年判決の事案と異なる。

　平成15年判決の事案は次のようなものである。土地についての取得時効完成

後、その登記がされないうちに、原所有者が第三者に対して同土地上に抵当権

を設定しその登記がされた。その後、この抵当権は被担保債権とともに譲渡さ

れ付記登記がなされている。占有者は、抵当権設定登記後も更に時効取得に必

要な期間の占有を継続し、その占有継続中に、別訴にて原所有者に対し占有開

始時を起算点とする取得時効を援用し、その確定判決に基づいて時効取得の登

記を経由した。さらにその後、占有者は、抵当権者に対し、抵当権設定登記時

から10年の占有による時効取得（前述の別訴係争中に完成）を援用し、抵当権

の消滅を主張して、抵当権設定登記の抹消登記手続を求めた5。最高裁は、占有

者が、時効の援用により確定的に本件土地の所有権を取得したことから、この

3 第三者の登記時を起算点とする根拠として、右田尭雄「判解」『最高裁判所判
例解説・民事篇　昭和36年度』（法曹会、1962年）282頁は、第三者が登記を備
えて完全な所有権者となった以上、それ以後は、占有者と登記を備えた所有権
者とを時効の法律関係を生ずる対立当事者として考える必要があるとする。
4 福地・前掲注（2）96頁は、何故に第三者の登記後に再び時効の新たな進行が
可能となるかが正に問題なのであり、昭和36年判決はこの点をこそ説示すべき
であったとする。
5 平成15年判決の占有者が、原所有者との関係で時効取得を援用し、登記を備
えた経緯の詳細については、岡本詔治「判批」民商131巻２号（2004年）326頁
を参照。
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ような場合に「起算点を後の時点にずらせて、再度、取得時効の完成を主張し、

これを援用することはできないものというべきである。」と判示した。

　平成15年判決については、学説の評価が分かれている。同判決を支持する学

説は、その理由として、いったん占有開始時を起算点とする時効取得を主張し

ながら、後に抵当権設定登記時を起算点とする時効取得を主張することは、取

得時効の起算点の任意選択を否定する最判昭和35年７月27日に反するとするも

のがある6。また、同判決の理由については、時効の起算点をずらすことができ

ないことを理由としているが、むしろ、時効完成後の第三者である抵当権者と

の関係で占有者は一種の対抗関係に立ち、占有者が抵当権付の所有権を時効取

得することになることを理由とすべきであるとの見解がある7。

　これに対し、同判決に批判的な学説からは、時効の援用と登記により所有者

に確定した者であっても、抵当権の負担のない所有権を主張するために取得時

効を援用することを否定すべき必然性は見出しがたいとの指摘8や、登記を備

えた者による時効の援用を否定すると登記を経ない者の方が有利にならないか

という疑問9が呈されている。

　平成15年判決は、時効完成後の第三者による登記後、引き続き時効に必要な

期間の占有を継続したとしても、再度の取得時効の援用が認められない場合が

あるという一つの限界を示したという意義を有する10。もっとも同判決が、最

初の時効の援用により確定的に土地の所有権を取得したことを前提として判示

していることからすると、その射程は、必ずしも時効が援用されていない場合

6 松尾弘 = 古積健三郎『物権・担保物権法〔第２版〕』（弘文堂、2005年）87頁。
平成15年判決の結論を支持する見解として、川井健「判批」NBL784号（2004年）
77頁、松久三四彦「判批」金法1716号（2004年）30頁、岡本・前掲注（5）320頁、
平林慶一「判批」判タ1184号（2005年）16頁、草野元己「判批」銀法21-642号（2005年）
83頁、尾島茂樹「判批」金沢法学47巻２号（2005年）123頁、久須本かおり「判
批」愛知大学法学部法経論集 167巻１号（2005年）１頁、岡田愛「判批」法時
77巻２号（2005年）112頁。
7 内田貴『民法Ⅲ［第３版］債権総論・担保物権』（東京大学出版会、2005年）475頁。
8 辻伸行「判批」判時1864号（2004年）119頁。
9 秦光昭「取得時効による抵当権の消滅」金法1704号（2004年）４頁。
10 平林・前掲注（6）17頁は、平成15年判決は、昭和36年判決の射程を具体化
するものであるとする。
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における再度の取得時効の成否について及ぶものではないと解される11。

　このように、再度の取得時効の成立を認めた昭和36年判決は、その理論的根

拠を示しておらず、また、平成15年判決の射程が、最初の取得時効が援用され

ていない場合に及ぶのかは明らかではない。そのため、これまでの判例では、

最初の取得時効が援用されていない場合に抵当権設定登記時を起算点とする再

度の取得時効が認められるのかについて、必ずしも明確ではなかった。

（2）本判決の理論構成

　このような状況のなか、本判決は、最初の取得時効が援用されていない本件

について、再度の取得時効を認めたものである。本判決は、判旨（1）において、

「不動産の取得時効の完成後、所有権移転登記がされることのないまま、第三

者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合におい

て、上記不動産の時効取得者である占有者が、その後引き続き時効取得に必要

な期間占有を継続したときは、…上記占有者は、上記不動産を時効取得し、そ

の結果、上記抵当権は消滅する」との判断を示した。その理由としては、（ア）

時効制度の趣旨からすれば、抵当権設定登記後においても長期間にわたる継続

的な占有を占有の態様に応じて保護すべきこと、（イ）昭和36年判決を参照し

た上で、抵当権設定登記時に占有者と抵当権者との間に権利の対立関係が生じ、

かかる事態が、「不動産が第三者に譲渡され、その登記がされた場合」に比肩

すること、また、昭和36年判決によれば、時効完成後に所有権を譲り受けた者

は時効取得により所有権を失うことがあるのに対し、本件のように抵当権の設

定を受けた者が権利を失わないとするのは不均衡であることが示されている。

　まず、長期間にわたる占有を法律関係の安定のために保護すべきとする理由

（ア）は、取得時効制度の起草者の考え12であり、その後の学説の支持すると

ころである13。本件のように、抵当権設定登記後も引き続き占有が継続された

11 吉岡伸一「判批」金法1745号（2005年）32頁。
12 梅謙次郎『民法要議巻之一』〈復刻版〉（有斐閣、1984年）369頁は、時効の
存在理由の一つとして公益を図ることをあげ、権利が永く不確定の状態にある
と「取引の安全を害し社会の経済に影響する」とする。
13 鳩山秀夫『法律行為乃至時效（註釋民法全書第二巻合本』（巖松堂書店、1912年）
589頁、柚木馨『判例民法総論下巻』（有斐閣、1952年）337頁、於保不二雄『民
法総則講義』（有信堂、1960年）286頁、我妻榮『新訂　民法総則（民法講義Ⅰ）』
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場合、その事実状態を保護することが法律関係の安定につながる。したがって、

（ア）は時効制度の趣旨に合致するものとして、妥当なものといえる。

　次に、本判決の理由（イ）は、再度の取得時効の成否を判断する基準を示す

ものとして重要な意義を有する。（イ）によれば、抵当権設定登記がされた時

から、占有者と抵当権者との間に、占有者は、抵当権が「実行されると自らの

所有権の取得自体を買受人に対抗することができ」ないという権利の対立関係

が生じ、かかる事態は、「不動産が第三者に譲渡され、その登記がされた場合」、

すなわち昭和36年判決のケースに比肩するとしている。昭和36年判決は、不動

産の譲受人が所有権移転登記をし、占有者が所有権を譲受人に対抗できないこ

とが確定した時を起算点として、再度の取得時効が認められると判示したもの

である。これに対し、本判決は、昭和36年判決のように占有者が所有権を対抗

できないと確定した時のみならず、第三者が取得した権利の登記をし、その権

利が実行されると占有者が所有権の取得を対抗できなくなる可能性が生ずる時

も再度の取得時効の起算点となる、という基準を明らかにした14。

　この基準によると、時効完成後、第三者が不動産上に用益物権や不動産賃借

権を取得し、その登記を備えたという場合には、占有者はなお、第三者に所有

権を対抗することができ、上記権利の対立関係が生じないことから、本判決の

射程は及ばないものと解される15。

　仮に、第三者がこれらの用益的権利を取得し、登記を備えた場合には再度の

取得時効は成立しないとすると、時効完成後、所有権移転登記がなされないう

ちに用益的権利を取得し登記した第三者は、取得時効により権利を失うことは

ないのに対し、所有権や抵当権等の担保物権を取得した者は、再度の取得時効

により権利を失いうることとなり、このような結論は不均衡であるようにも思

える。

　しかしながら、民法162条は「所有権を取得す」との規定どおり、あくまで

（岩波書店、1965年）431頁、内田貴『民法Ⅰ［第４版］総則・物権総論』（東京
大学出版会、2008年）312、383頁等。
14 このような可能性が生ずる場合として、第三者が抵当権の設定を受けた場合
のみならず、不動産先取特権や譲渡担保権を取得したケースがあげられる。な
お、不動産質権については、目的不動産の引渡しが効力要件となるため（民法
361条、344条）、そもそも占有者による占有継続が成り立たないと解されよう。
15 伊藤栄寿「判批」銀法21-747号（2012年）８頁。
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所有権の帰属を確定するための条文であり、不動産上の物権その他の負担を消

滅させること自体を目的とするものではない。したがって、取得時効は所有権

の帰属について争いの生じうる場合に認められ、そのような争いの生ずる余地

のない用益的権利との関係では再度の時効取得が認められないとしても、不均

衡であると評価すべきではないだろう。

　ところで、本判決のように、抵当権設定登記時を起算点として再度の取得時

効を認めると、時効完成後、所有権の時効取得について未登記の占有者が保護

され、登記を備えた抵当権者が抵当権を失うこととなる。このように、未登記

の占有者を、長期間の占有によって、登記を備えた第三者に優先させることは、

民法177条の対抗要件主義と調和するのか。この点については、従来から、い

わゆる有効未登記型の二重譲渡ケースの争いにおいて指摘され議論が積み重ね

られてきたところである16。確かに、民法177条に照らすと、本件では、時効完

成後に登記を備えた抵当権者の保護に配慮することが必要である（この点は、

本論文３（3）において検討する）。しかし、わが国の取得時効制度は、民法

162条で定める態様の占有継続のみを成立要件としており、登記を成立要件と

していない。そのため、占有者が未登記であることを理由に、再度の取得時効

の成立そのものを否定することは相当でないと解される17。

16 判例は、有効未登記型の二重譲渡型のケース、すなわち、不動産の譲受人が
引渡しを受け占有を続けたが、未登記のうちに元の売主が第三者に二重譲渡し
登記を移転した場合にも、未登記の占有者による時効取得を認めている（最判
昭和41年11月22日民集20巻1901頁、最判昭和42年７月21日民集21巻６号1643頁
等）。このような判例に対して、学説からは、民法177条の大原則に正面から反
する結果になりはしないかとの指摘がなされてきた（山田卓生「取得時効と登
記」来栖三郎・加藤一郎編『民法学の現代的課題』（岩波書店、1972年）127頁以下、
星野英一「取得時効と登記」竹内昭夫編『現代商法学の課題（中）』（有斐閣、
1975年）844-845頁）。
17 前掲注（16）の学説も、未登記の第一譲受人による時効取得自体を否定する
ものではない。星野英一「時効に関する覚書‐その存在理由を中心として」同『民
法論集第４巻』（有斐閣、1978年）337頁は、二重譲渡型のケースについて、第
一譲受人は登記のない限り第二譲受人に対抗できないとするが、第二譲受人の
登記後10年または20年占有した場合には、第二譲受人に対し時効取得を主張し
うるという解決を提示している。
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（3）本判決と平成15年判決の関係

　本判決判旨（2）は、抵当権設定登記の日を起算点とする本件土地の取得時

効を認めている。一方、平成15年判決は、占有者が抵当権設定登記の日を起算

点とする取得時効を援用したのに対し、これを否定した。このように、占有者

による抵当権設定登記時を起算点とする取得時効の主張に対し、相反する結論

を示した本判決と平成15年判決の関係をどのように理解すべきだろうか。

　この点については、本判決と平成15年判決の事案の相違から、両判決は矛盾

するものではないとする見解がある18。たしかに、平成15年判決の事案は、抵

当権設定登記時を起算点とする取得時効が援用される前に、占有者が原所有者

との関係で時効を援用し、その登記を備えたというものであり、この点におい

て本件と異なる。

　しかし、この事案の相違が、抵当権設定登記時を起算点とする取得時効の援

用の可否を分ける決定的な理由になるとはいえないと考える。平成15年判決は、

時効の起算点を後の時点にずらすことはできないと判示していることから、占

有者が取得時効の援用をした場合には最初の時効のみを認め、その後時効に必

要な期間の占有を継続しても、二度目の時効は認めないという立場であると解

される。しかし、両事案における占有者は、時効取得に必要な期間の占有継続

を二度にわたり完成させ、また、不動産上の抵当権が実行されれば所有権の時

効取得を対抗できないという点において共通していることからすれば、最初の

時効を援用した場合であっても、本判決のように再度の取得時効の成立を認め

ることに、十分な合理性があるように思われる19。そのため、再度の取得時効

18 伊藤・前掲注（15）７-８頁は、平成15年判決では占有開始時を起算点とする
取得時効を援用しており、援用後に起算点をずらすことは不可能であるため、
再度の取得時効の援用ができない事案であり、この点で本判決と異なると分析
しており、両判決に矛盾はないとの見解であると解される。同趣旨と解される
見解として、矢田尚子「判批」日本不動産学会誌（2012年）114頁。
19 草野・前掲注（6）83頁は、いったん占有開始時を起算点とする時効取得を
援用し、その登記を備え、確定的に時効取得した者について、取得時効の援用
を否定すべき明確な論拠は見出しがたいと指摘する。このほかに、吉田邦彦『所
有法（物権法）・担保物権法講義録』（信山社、2010年）60頁は、平成15年判決
について、「本判決は、既に時効の援用・登記があったかどうかで区別するが、
余り合理的とは思われない。」と指摘する。
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の援用前に、占有者が最初の時効の援用と登記を行ったか否かという事案の相

違をもって、直ちに両判決の結論の違いを説明することはできず、両判決に整

合性があるとまではいえないであろう。

　では、今後、抵当権設定登記時を起算点とする再度の取得時効が援用された

場合、どのように解決すべきか。

　私見としては、平成15年判決のケースについても、本判決と統一的に解決す

べきであると考える。すなわち、平成15年判決のケースにおいても、時効完成

後に第三者が抵当権設定登記を経由し、その抵当権が実行されると、占有者は

所有権の取得を対抗できなくなることから、抵当権設定登記時を起算点とする

再度の取得時効が認められるものと解すべきである。

　このように解することにより、民法177条の定める対抗要件主義との関係で

妥当な結論を導くことができる。すなわち、平成15年判決によれば、最初の時

効を援用し、その登記を備えた占有者には、再度の取得時効の援用が認められ

ないが、本判決によると、時効の援用と登記をしないまま、抵当権設定登記後

も引き続き占有を継続した者は、再度の取得時効で保護されることとなる。時

効完成後に、第三者が抵当権設定登記を備えた場合でも、占有者は所有権の時

効取得による登記を備えることは可能であるところ（昭和36年判決の時効取得

者が所有権移転登記を経由できないのと異なる）、登記を備えれば時効により

保護されず、未登記のままでいれば保護されるという結論は、登記を備えるイ

ンセンティブを奪うこととなる。このような結論は、177条の趣旨に照らし、

望ましいとはいえないだろう。平成15年判決の事案のように時効の援用がなさ

れたケースについても、本判決の射程が及ぶと解することにより、登記をした

者が保護されないという問題を回避するのが妥当であると考える。

３　再度の取得時効による抵当権の消滅

　所有権の取得時効が成立する場合、不動産上の抵当権は消滅するのか。本判

決は、再度の取得時効の成立を認め、「その結果、抵当権が消滅した」とする。

（1）これまでの議論

　民法397条は、「債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得

時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅

する。」と規定する。これまでの裁判では、同条が適用されるには、抵当権の
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存在を容認しないで占有したことを要するかが争われてきた。この点を判示し

た代表的な判例として、大判大正９年７月16日民録第26輯1108頁（以下、「大

正９年判決」という。）と大判昭和13年２月12日判決全集５輯259頁（以下、「昭

和13年判決」という。）がある。

　大正９年判決は、道路敷として編入した土地を未登記のまま占有していた国

に対し、同土地上の抵当権の実行による競落人が所有権確認を求めた事案であ

る。国が10年の取得時効を援用したところ、大審院は、その援用を認め、民法

397条に基づいて土地上の抵当権が消滅するとした（なお、裁判所の認定事実

からは明らかでないが、競落人が当事者に争いない事実として主張する内容に

よれば、消滅が認められた抵当権は、国の占有開始後に設定されたもののよう

である）。同判決は、いかなる範囲の所有権を時効取得すべきかは、その所有

権取得の前提たる占有の範囲によって決定されるものであり、「第三者の権利

を認め、制限的に不動産を占有した」ときは、「第三者の権利付着のまま制限

的所有権を取得する」に過ぎないと判示した。同判決は、占有者が抵当権の存

在を容認していた場合には、民法397条は適用されず、したがって抵当権が消

滅しないことを判示したものと解される。

　昭和13年判決は、上記判例と趣旨を同じくするものといえるが、より明確な

規範を示している。同判決の事案は、抵当不動産を買い受け、未登記のまま占

有を継続した第三取得者が、時効取得を理由に抵当権設定登記の抹消を求めた

というものである。同判決は、民法397条について、債務者又は抵当権設定者

以外の者が、抵当不動産につき「何等抵当権の如き物上負担なきものとして」

取得時効に必要な条件を具備した占有を継続した場合に抵当権が時効により消

滅することを規定したものであるとする。そのうえで、占有者が「抵当権の存

在を承認して」占有する場合には、抵当権を消滅させて占有者を保護する必要

がないとした。そして、同事案における抵当不動産の第三取得者については、

不動産の買受け当時に抵当権が設定され、その登記のあることを「了知」し、

かつ、抵当権の存在を「承認」していたと認められるので、397条は適用されず、

抵当権は消滅しないとした。

　このように、これまでの判例は、占有者が、不動産上に抵当権が設定され、

その登記のあることを了知し、かつ、その存在を容認して占有していたと認め

られる場合には、民法397条は適用されず、不動産上の抵当権は消滅しないと
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の規範を示すものといえる20。一方で、それ以外の場合に同条が適用されるか

については、明示的な判断は示されていないため、常に同条が適用されると解

するか、あるいは、同条の適用には、抵当権を否定（あるいは排除）して占有

したと認められることが必要であると解する余地がある21。

　民法397条の意義について、学説は大きく二つに分かれている。通説的な見

解は、わが国の民法の時効制度では不動産の占有だけを基礎として所有権が与

えられることとなっており、しかもそれは原始取得である（大判大正７年３月

２日民録24輯423頁）から、時効取得により新たな権利が与えられ、その反射

的効果として従前の所有権も、またその上についていた登記簿上の制限もすべ

て消滅することとなる。それゆえ同条は、抵当不動産の取得時効によりその上

にあった抵当権が消滅するという当然の理を明示したに過ぎず、同条の意義は

債務者および抵当権設定者を同条の適用から除外した点にあるとする（以下、

「反射的効果説」という。）22。同説の中でも、占有者が抵当権の存在を容認して

20 なお、昭和13年判決と同じく抵当不動産の第三取得者による不動産の時効取
得が争われた最判昭和43年12月24日判決民集22巻13号3366頁も、占有者が抵当
権の存在を承認していたか否かが問題となりうる事案であったが、同判決では、
この点が直接の争点とされなかった。横山長「判批」『最高裁判所判例解説・
民事篇　昭和43年度』（法曹会、1973年）1388頁は、同判決について、占有者
が抵当権の存在を容認していると認められる場合には時効による抵当権の消滅
を主張することはできない、という従来の判例法理を変更したものと解すべき
ではないとする。
21 この点について、石田文次郎『担保物権法（下）』（日本評論社、1941年）329頁は、
抵当権を認容した占有をすれば、抵当権の付着した所有権を取得し、それを否
認した占有なら完全なる所有権を取得するとしている。これに対し、遠藤浩「取
得時効における占有の態様」『私法学の新たな展開』（有斐閣、1975年）179-180
頁は、抵当権が価値権であるが故に、それを排斥する占有ということは考えら
れないとし、占有態様－抵当権を認容しての占有かどうか－と関係なく、取得
時効の要件をみたす占有の継続によって、抵当権は常に消滅する（民法397条）
とする。
22 我妻・前掲注（13）481頁、同『新訂　担保物権法（民法講義Ⅲ）』（岩波書
店、1936年）423頁、柚木馨・高木多喜男編『注釈民法（9）物権（4）』（有斐閣、
1965年）234頁〔袖木馨・小脇一海〕、柚木馨・高木多喜男編『新版　注釈民法（9）
物権（4）』（有斐閣、1998年）658頁〔袖木馨・小脇一海〕。
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いたときには、抵当権は消滅しないとの見解が有力とされる23。

　これに対し、民法397条は、抵当権の消滅時効の特則であるとする見解がある。

同見解によれば、民法397条の沿革に忠実に解すると、同条は、債務者および

抵当権設定者以外の者が「取得時効に必要な要件を具備する占有をしたとき」

に、抵当権が被担保債権と独立して消滅することを定めたものであるとされ

る24。

（2）本判決の理論構成

　では本件のように、抵当権設定登記時を起算点とする再度の取得時効が認め

られる場合、不動産上の抵当権は消滅するのか。

　この点について、判旨（1）は、占有者が抵当権の存在を容認していたなど

抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り、占有者は不動産を時効取得し、

その結果、抵当権は消滅すると判示した。

　本判決は、再度の取得時効という場面において不動産上の抵当権が消滅する

かを判断した初めての最高裁判決である。本判決は、上記特段の事情がない限

り、原則として再度の取得時効により不動産上の抵当権が消滅することを明ら

かにした。前述のとおり、取得時効と抵当権の消滅に関するこれまでの判例は、

抵当権の存在を容認した占有であると認められない場合であっても、より明確

に抵当権を否定した占有でなければ抵当権は消滅しないと解する余地があっ

た。これに対し、本判決は、占有者が抵当権の存在を容認していたと認められ

ない限りは、時効により抵当権が消滅することを明らかにしており、抵当権を

否定した占有であるかを問わないものと解される。

　ところで、本判決が、占有者による時効取得の結果として抵当権は消滅する

としていることに関しては、民法397条の解釈について反射的効果説の立場を

とったものと評価する見解がある25。本判決の補足意見も、同判決部分につい

23 柚木・高木編・前掲注（22）『注釈民法（9）物権（4）』234頁、同編・前掲注（22）
『新版　注釈民法（9）物権（4）』658頁。

24 来栖三郎「判批」『判例民事法昭和15年度』（有斐閣、1942年）306頁、星野英一『民
法概論Ⅱ』（良書普及会、1976年）293頁、道垣内弘人『担保物権法〔第三版〕』

（有斐閣、2008年）230頁、内田・前掲注（7）474頁。
25 伊藤栄寿・前掲注（15）７頁。
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て、「従来の一般的理解に沿うものであ」るとしており、ここでいう一般的理

解とは、通説的見解である反射的効果説を指すものと推測される。

　本判決は、民法397条の解釈として、所有権の時効取得の効果がいわゆる原

始取得であり、その反射的効果として抵当権が消滅することを定めたものであ

ると明示していないため、本判決のいう時効取得の「結果」という文言から直

ちに反射的効果説に立つものと断定することはできないように思われる。ただ、

本判決の理論構成は、原則として不動産の時効取得による抵当権の消滅を認め

るが、占有者が抵当権の存在を容認していたなどの事情がある場合には抵当権

が消滅しないとするものであり、反射的効果説の示す判断枠組みと共通すると

いうことができる。

　このような本判決の理論構成に対し、補足意見は、別の理論による解決を提

示している。補足意見は、本件のように時効完成後に原所有者が第三者のため

に抵当権を設定したとしても、そのことにより占有者が確定的に所有権を失う

ことはなく、したがって最初の取得時効が完成している状態が変わるものでは

ない。それにもかかわらず、抵当権が消滅する理由として再び取得時効の完成

を認めることは技巧的かつ不自然であると主張する。そのうえで、本件の解決

としては、民法397条の規定から、「取得時効期間占有が継続されたこと自体」

により抵当権が消滅すると解することが可能であるとする26。

　補足意見は、抵当権が消滅する理由として、再度の取得時効の完成を認める

ことに否定的である。そして、抵当権の消滅は、時効取得に必要な期間の占有

継続自体により生ずるとしていることから、理論的には、その消滅を主張する

ために、原所有者に対する取得時効の援用を必要としないものと解される。し

かし、このような主張を認めると、取得時効を援用しておらず不動産について

法律上の権利を何等有しない占有者が抵当権の消滅を主張しうるという事態を

招くのではないだろうか。この点、本判決は、取得時効により所有権を取得し

た者に抵当権消滅の主張を認めるものであることから、上記のような事態が生

26 松尾弘「判批」法セミ694号（2012年）130頁は、補足意見に従った再構成の
余地を認めながらも、別の見解を示している。同見解は、昭和36年判決及び最
判昭和35年７月27日民集14巻10号1871頁に照らせば、X が、Y の抵当権設定登
記時から取得時効に必要な期間占有を継続すれば、占有開始日を起算点とする
取得時効を登記なしに主張できるとの理論構成を提示している。
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じることにはならず、妥当な解決を導くものとして評価できる。

（3）抵当権者による抵当権の消滅を防ぐ手段の必要性

　本判決の補足意見は、登記を備えた抵当権者が、「本来の権利保全の仕組み

からすれば自らにその権利を対抗できない者との関係」で、防止手段がないま

ま抵当権の消滅を甘受せざるを得ないのは不均衡であるという理由で、抵当権

者には、「抵当権の実行以外に、占有者に抵当権を容認させる手段など、取得

時効期間の経過による抵当権の消滅を防止する何らかの法的な手段があるこ

と」が必要だと指摘する27。

　ここでいう「本来の権利保全の仕組み」とは、判旨（1）の冒頭で述べられ

ている、時効完成後において抵当権者が占有者よりも先に登記を備えれば抵当

権を対抗できるという対抗関係を指すものと解される。本判決は、このような

対抗関係のもとで、抵当権者が先に登記を備えたとしても、その後の占有継続

により再び取得時効が完成すれば、抵当権が消滅すると判示している。そのた

め、補足意見の指摘するとおり、抵当権者にとっては、抵当権設定登記を備え

た後もなお、その消滅を防ぐためにどのような手段をとりうるかが重要な意味

を有するものといえる。

　本判決は、占有者が抵当権の存在を容認していた場合のみならず、他にも「抵

当権の消滅を妨げる特段の事情」があれば抵当権の消滅を阻止しうると示して

いる。ここでいう特段の事情が具体的にどのような内容であるのかについては、

本判決からは明らかではない。ただ、判旨（2）は、X が、本件抵当権が設定

されその旨の抵当権設定登記がされたことを知らないまま本件土地の占有を継

続しており、本件抵当権の存在を容認していたなどの特段の事情はうかがわれ

ないと判示しており、抵当権の消滅を防ぐためには、少なくとも、再度の取得

時効が完成する前に抵当権設定登記の存在を占有者に知らせる必要があること

が明らかになった。この判断は、本件のように、占有開始後に抵当権の設定が

なされ、占有者が抵当権の存在を認識していないという実態に即したものとい

27 香川崇「重要判例でみる時効」月報司法書士486号（2012年）16頁は、本判
決補足意見のいう「所有権の取得時効による抵当権の消滅を防止する手段」と
は、民法166条２項但書の定める承認請求権であり、抵当権者はこれを行使し
て所有権の取得時効の中断を図るべきであるとする。
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える。

　残された課題としては、どのような場合に、「抵当権の存在を容認していた

など抵当権の消滅を妨げる特段の事情」が認められるかという点が重要であろ

う。

　まず、抵当権者からの通知等により占有者が抵当権設定登記の存在を認識し

たものの、抵当権の主張がなされていないため異議を唱えずに放置した場合に

は、占有者が抵当権を容認したと認めるべきではないだろう。抵当権の存在を

知ることと、その存在を容認することは必ずしも同一ではなく、昭和13年判決

においても、抵当権設定登記の「了知」と抵当権の存在の「承認」は区別され

ている。そもそも、占有者が、占有継続中に抵当権について悪意になっても取

得時効は成立するのであり28、この場合に抵当権が消滅するかは、なお、上記

特段の事情が認められるかを基準として検討を要する問題となるからである。

　つぎに、占有者が、抵当権の存在について異議を唱えた場合は、通常、抵当

権を容認したとは認められない。ただし、占有者がどのような内容の主張をす

れば、正当な異議と認められるのかという問題は残るであろう。

　この点に関連し、平成15年判決の事案を対象として、同事案の占有者が最初

の時効を援用し所有権移転登記を経由したことをもって、占有者が抵当権の存

在を容認したと評価するものがある29。たしかに、同事案の占有者が時効を援

用し、その登記を備えた時点では、既に抵当権設定登記が存在するため、占有

者はその存在を認識していたものと考えられる。しかし、この事案において占

有者が最初の時効を援用するに至るまでには、原所有者から所有権に基づく土

地の明け渡し等を求められたために、原所有者との関係で所有権の取得時効を

援用せざるを得なかったという経緯がある。このような事情からすると、占有

者としては、原所有者との所有権を巡る紛争の中で、所有権が自己に帰属する

ことを主張したものであり、紛争の対象外である抵当権について、これを容認

していたとは認められないというべきである。

　さらに、占有者が抵当権の存在を容認していたなどの抵当権の消滅を妨げる

28 最判昭和43年12月24日判決民集22巻13号3366頁は、自己に所有権があるもの
と信じて占有していれば、物件に対し抵当権が設定されていることを知る場合
でも、民法162条２項でいう善意であったと認められるとする。
29 黒田直行「判批」JA 金法496号（2012年）53頁。
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特段の事情が認められる場合、占有者と抵当権者との法律関係は、どのような

ものになるのかという課題も残されている。このような特段の事情が認められ

る場合には、その後取得時効により抵当権が消滅することはないと確定すると

解するか、あるいは、「承認」（民法147条3号）がなされたものとして時効が中

断し、再び取得時効が進行すると解することが考えられる。この点をどのよう

に解するかについては、時効制度の趣旨に立ち返った検討が必要であろう。

【付記】本判決の論文・評釈として、河津博史「判批」銀法21-746号（2012年）

59頁、伊藤栄寿「判批」銀法21-747号（2012年）４頁、黒田直行「判批」JA

金法496号（2012年）50頁、香川崇「重要判例でみる時効」月報司法書士486号

（2012年）12頁、椙村寛道「判批」NBL985号（2012年）92頁、矢田尚子「判批」

日本不動産学会誌（2012年）114頁、松尾弘「判批」法セミ694号（2012年）

130頁、大久保邦彦「判批」民商146巻６号（2012年）563頁、鳥生尚美「判解」

法セミ697号（2013年）14頁がある。
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