


はしがき

　2008年度に発足した東北大学グローバルCOEプログラム「グローバル時代の男女共同参画

と多文化共生（Gender Equality and Multicultural Conviviality in the Age of Globalization）」（平

成20年度社会科学分野 /拠点リーダー辻村みよ子、国内連携機関・東京大学社会科学研究所）は、

グローバル化が進行する世界で生じている諸問題を、男女共同参画と多文化共生の二つの観点

から解明し、それらの知見を融合しながら解決策を提示することを目的としています。さらに、

こうした問題への深い理解と有効な対応策を提示しうる若手研究者を育成することを最終的な

目標としています（詳細は、http://www.law.tohoku.ac.jp/gcoeをご覧下さい）。発足2年目であ

る今年度は、クロスナショナルドクトラルコースの大学院生たちを迎えて、本GCOEの活動

が全面展開した年となりました。

　このGCOEの目的と目標を果たすために、学術的な研究成果を発表するジャーナルを発刊

することとし、Gender Equality and Multicultural Conviviality（男女共同参画と多文化共生）

の頭文字をとって、「GEMCジャーナル」と名付け、昨年度末に1号を刊行しました。今年度は、

英文ジャーナルと和文ジャーナルをそれぞれ2号3号として刊行します。

　GEMCジャーナルは、原則として第一部と第二部に分かれます。第一部には、GEMCジャ

ーナル編集委員会から執筆を依頼した論文で、GCOEの研究会報告をもとにした論文や事業

推進担当者らの研究論文を掲載します。第二部には、若手研究者に業績を発表する機会を保障

するために、査読雑誌と位置づけて投稿論文を掲載することとしました。本GCOEのテーマ

と関係する論文であれば、身分資格を問わずに投稿を認め、掲載可能性のある論文の著者には

研究会での報告等をお願いして成果を共有します。GEMCジャーナル編集委員会内部に設け

た査読委員会が論文の査読作業にあたります。昨年度と同様、査読委員会は、広範囲の領域に

わたる論文を査読するために、それぞれの論文と同じ分野の専門家に匿名で個別に評価を依頼

し、その評価に基づいて厳正な査読を行いました。評価にご協力くださった内外の専門家の皆

様に、この場を借りて厚く御礼を申し上げます。

　グローバリゼーションの進展に伴い、ジェンダー、ナショナリズム、コミュニティ、世代な

どが生み出す差異は、構造的にもつれ合って深刻な弊害を社会にもたらします。これらの弊害

を克服し、多様な文化的価値が共存する社会を再構築する道を求めて、私たちのGCOEは発

足しました。その出発の年である2008年には、アメリカに発した金融危機がたちまちグロー

バル化して世界を覆い、世界も日本もまだその混乱の中にあります。課題は緊急でかつ困難で

はありますが、本GCOEは知的な営為を重ねて、これらの課題に対応し、基礎工事となる確

実な研究を目指します。GEMCジャーナルも、その営為の努力の一つとして、意義のあるも

のにしたいと願っております。
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Ⅰ. はじめに

　ここ数年、刑事法学の分野において被害者論がかな
り盛んに議論されるようになってきている。現に刑事
訴訟法の改正に代表される法改正において、被害者の
法的な地位は従前と比較し、格段の飛躍を遂げた。刑
事法の分野では伝統的には犯罪者、すなわち行為者が
研究の対象であり、被害者の問題が着目されるように
なったのはそれほど古いことではない。刑事法学での
議論は、大雑把に言えば、加害者、解釈論的に言えば
行為者としての問題と被害者の問題に分けられるが、
解釈の問題としての被害者は保護法益の問題として捉
えられるのが一般的で、さらに個別的論点として、因
果関係論としての被害者による自己答責行為、正当化
事由としての被害者の承諾などが議論されてきた。保
護法益の問題は犯罪の実質をどのように構成するかと
いう構成要件自体の問題となるのに対して、個々の論
点としての自己答責行為や被害者の承諾は、行為者の
犯罪成立に対する規整としての法彫像であり、主たる
対象は行為者の行為の法的評価であるという点に特色
が認められるものと思われる。本稿において論者は被
害者を取り巻くダイナミズムの中で侮辱罪の問題点を
再考察し、被害者の法的な取り扱いを解釈論に組み込
むことの整合性と問題点を検討してみたい。

Ⅱ. 侮辱罪の保護法益をめぐる問題

　人の名誉に対する罪をめぐる大きな論点として、名
誉毀損罪と侮辱罪の区別という問題が存在する。名誉
毀損罪が社会的名誉を保護する一方で、そもそも侮辱

罪は何を保護しているのかという問題である。通説 1

は、名誉毀損罪と侮辱罪の両者とも社会的名誉を保護
法益とすると解し 2、反対説 3は名誉毀損罪が社会的名
誉を、侮辱罪が主観的名誉すなわち名誉感情を保護法
益とすると解している。230条名誉毀損罪と231条侮
辱罪の保護法益を一元的・統一的に理解するか、二元
的に理解するか、その意味で、一元説と二元説の対立
である。すなわち、名誉毀損罪と侮辱罪が保護法益を
同じくするのか、それとも異にするか、その根拠は何
かということが問題となる。その論点を整理すると、
事実の摘示が230条で明確に要求されていること、公
然性が231条にも要求されており、本人の目の前で侮
辱されることが問題とされるべき名誉感情の問題との
調和、230条と231条の法定刑が著しく異なること、
事実の摘示があった場合にも231条が成立するか、侮
辱罪と刑法230条の2の関係、さらに死者の名誉の取
扱い、そして名誉感情を持たない幼者、精神病者、法
人、法人格を持たない団体に対する侮辱の取扱い、こ
れらが関連する問題となる。これらの問題は学界にお
いてたびたび議論されており、また論者自身もすでに
詳細に論じた 4経緯があり、ここでは問題意識を共有
するために簡単に紹介するにとどめたい。

1. 「事実の適示」要件

　まず、事実の摘示が230条で明確に要求されている
ことは通説の考え方の根本的主張である。すなわち、
通説である一元説は、名誉毀損罪と侮辱罪の区別を
230条の文言「公然と事実を摘示」と231条の文言「事
実を摘示しなくても」を根拠にして、事実を摘示した
場合は名誉毀損罪、事実を摘示しなかった場合は侮辱
罪とし、二元説は、事実を摘示した場合は名誉毀損罪
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が問題とされるのは当然として、231条の「事実を摘
示しなくても」を「たとえ事実を摘示しなかったとし
ても」と読み替え、事実の摘示の有無にかかわらず、
侮辱罪は成立すると解釈する 5。

2. 「公然性」要件

　つぎに、公然性が231条にも要求されており、本人
の目の前で侮辱されることが問題とされるべき名誉感
情の問題との調和が問題となる。一元説は、名誉毀損
罪と侮辱罪を問わず、公然性が要求されていることを
その重要な根拠としている。このことは逆に、侮辱罪
を名誉感情の保護と解する二元説には不利に働く。も
し、保護されるべきが名誉感情であるならば、公然性
よりも面前性が要求されるべきだからである。つまり、
目の前で罵倒されることで、名誉感情が害されるから
である。

3. 法定刑の違い

　230条と231条の法定刑が著しく異なることが両罪
の理解にどのような影響を及ぼすのであろうか。名誉
毀損罪は「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円
以下の罰金」で、侮辱罪は「拘留又は科料」である。
この法定刑の差を説明するかが問題となる。一元説は、
両者の法定刑が著しく異なる点について、事実の摘示
がある場合には、社会的名誉が著しく害されるが、事
実の摘示のない場合には、それほどまで害されること
はなく、それゆえに差異が生じていると解している。
これに対して二元説は、この違いを保護法益の違いに
求めている。これによれば、名誉毀損罪は社会的名誉
を保護することに他ならないが、侮辱罪は個人の名誉
感情が保護法益であるとする。つまり、これほどの法
定刑の違いは、保護法益が本質的に違うことに由来す
るとするのである。

4. 死者の名誉の取扱い

　現行法が死者の名誉との関係で、名誉毀損罪の成立
だけを認め、侮辱罪については規定していない点も問
題となる。この点について二元説の立場からは、死者
は名誉感情を持たず、名誉感情が害されることはない、
故に、死者に対する侮辱罪は不可罰であり、立法者は
それゆえ処罰規定をおかなかったということになる 6。
死者に対する名誉毀損罪の保護法益をめぐっては議論
があることは周知のとおりで、死者自身の名誉が保護法
益であると解し、死者自身の社会的名誉が害された場
合に名誉毀損罪で処罰されるとするのが多数説である。

5. 名誉感情と侮辱

　名誉感情を持たない幼児、精神病者、法人、法人格
を持たない団体に対する侮辱の取扱いも問題となる。
一元説から二元説に対する批判として、二元説によれ
ば名誉感情を持たない幼者、精神病者、法人、法人格
を持たない団体に対する侮辱は侮辱罪にならないとい
われ、処罰の隙間が存在することが批判される 7。法
人に対する侮辱罪との関係で、判例は法人に対する侮
辱罪の成立を肯定している。最高裁がはじめて法人に
対する侮辱罪の成立について明確に判断した 8最一小
決昭和58年11月1日刑集37巻9号1341頁 9と東京地
判平成9年9月25日判タ984号288頁 10である。
　名誉毀損罪と侮辱罪の区別という問題について概観
し、対立点についてそれぞれ簡単に検討したが、通説、
判例と有力説のどちらにも見るべきところがあり、い
まだに問題の解決には至っていない。両説の立場の違
いにより侮辱罪の適用について差異を生ずるとすれ
ば、法人、幼者、精神病者等の名誉感情を持つことが
ないとされる被害者に対する侮辱罪の成否であろう。
しかし、法人に対して侮辱的行為をすることはともか
く、幼者や精神病者に対して侮辱的行為をすることが、
単に名誉感情を持たないというだけで不可罰であると
いう結論を採ることは正しい考え方なのであろうか。
現に、この問題については二元説の論者も足並みが揃
っているわけではない 11。彼らに対する侮辱行為が人
間として許されないという法感覚が存在するからであ
る。それは優越感に基づく差別意識のようなものであ
ると思われる 12。

Ⅲ. 差別と侮辱罪

1. 判例に現れた「差別」の問題

　憲法の分野ではとくに東京都青年の家事件（東京高
判平成9年9月16日判タ986号206頁）として、「差
別」の問題が着目され、さまざまな議論がなされてい
る 13。これに対して刑事法の分野では直接、差別を規
制する構成要件が存在しないため、ほとんど議論はな
されていない。
　先に挙げた東京地判平成9年9月25日判タ984号
288頁では、当該法人の社会的評価を害するに足るべ
き具体的事実の摘示はなく、社会的評価を軽侮する抽
象的評価・判断を示しただけとして、名誉毀損罪でな
く、侮辱罪の成立を認めたのであり、具体的事実の摘
示の有無こそが、名誉毀損罪と侮辱罪の成立の分水嶺
であることをあらためて示した。他方、本件事案は、「社
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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たもの
である。
　事実の概要は、政治結社の代表者であった被告人が、
同団体構成員丙と共謀の上、一月から二月にかけて、
ほぼ連日にわたり、甲野商事株式会社本社ビル前路上
において、街頭宣伝車の拡声器を使用して、「甲野商
事社長丁川三郎、いやホモ野商事社長丁川三郎、貴様
のようなホモ野郎は日本貿易会会長を即刻辞職すべき
なんだ。貴様のようなホモ野郎を日本貿易会会長に据
え置くことは日本の恥なんだ。貴様は元左翼運動家、
さらには共産党を手先に使い、地方の中小零細企業の
財産を根こそぎ奪い取り、そして男妾に貢ぐ。貴様は
男妾の事業の失敗で尻拭いをして今度はその男妾の尻
に世話になっているホモ野郎」「甲野商事……ホモ野
商事といいます。社長がホモなんです。男妾を囲っ
て、男妾に貢ぐ、これが甲野商事社長丁川三郎なんで
す。甲野商事、通称ホモ野商事というんです」「その
ようなスキャダルがありながら、なぜ甲野商事社長丁
川三郎は日本貿易会会長にいられるか。日本貿易会は、
通産省の所管にあります。この通産省と甲野商事の癒
着、これはまた後日出てきますが……どんどん出てき
ます。甲野商事と通産省との癒着ははっきりしており
ます」等と大声で多数回にわたって怒鳴り、あるいは
童謡「桃太郎」の節で「ホモ野さん、ホモ野さん。貿
易会長やめなさい。社長がホモでは恥ずかしい」等と
歌った声を録音したテープを再生し、もって、公然事
実を摘示して右丁川三郎の名誉を毀損するとともに、
公然右会社を侮辱したというものである。
　これに対して裁判所は、被告人が本件において表示
した内容を
（1） 甲野商事の代表取締役社長である丁川がホモであ

り、男妾を囲い、男妾に貢いでいること
（2） 丁川が、左翼運動家や共産党を手先に使い、地方

の中小零細企業の財産を根こそぎ奪い取り、これ
を男妾に貢いでいること

（3） 右のとおりのスキャンダルがありながら、丁川が
日本貿易会会長にいられるのは、日本貿易会を所
管する通産省と甲野商事が癒着しているからであ
ること

（4） 甲野商事を「ホモ野商事」あるいは「ホモ野さん」
と繰り返し呼称したこと

の4点にと大別した上で、「法人あるいはそれに類す
る団体（以下「法人等」という）も名誉毀損罪及び侮
辱罪の保護法益である名誉の主体になりうると解され
るが、それは法人等もその構成員とは別個の社会的な
活動の重要な単位であり、その社会的評価も保護に値

するからなのである。そして、法人等の活動とは無関
係なその構成員の私的行状は、たとえそれが当該法人
等の代表者の行状であったとしても、直ちに当該法人
等自体の社会的評価を低下させるものではないと解さ
れる。...（略）...被告人の本件における表示には、丁
川個人の名誉を毀損する具体的な事実の摘示が含まれ
ていることは、明白であって弁護人もこれを争わない
ところであるが、甲野商事の社会的評価を害するに足
るべき具体的事実の摘示が含まれているとは認められ
ず、同社を被害者とする名誉毀損罪は成立しないとい
うべきである。...（略）...しかしながら、（2）及び（3）
の表示は、その内容の点からはもとより、ほぼ同一の
内容をほぼ連日にわたって拡声器を通して怒鳴るなど
して表示するという態様からしても、同社が不当、悪
質な活動をしている旨の同社の社会的評価を軽侮する
被告人の抽象的評価・判断を示したものであることは
明らかである。そして、本件における表示の中には、
童謡「桃太郎」の節に乗せて「ホモ野さん、ホモ野さ
ん」と歌うなど、甲野商事を揶揄して呼称する部分も
織り込まれているのであり、この歌声を含む（4）の
表示は、ある会社を「破廉恥会社」と声高に呼称する
のと同様に、同社の社会的評価を軽侮する被告人の抽
象的評価を端的かつ執拗に示したものと評価すること
ができる。さらに、（1）の表示は、それ自体は主とし
て丁川の私的行状に関するものといえるのであるが、
本件における表示の中には、「甲野商事社長丁川三郎、
いやホモ野商事社長丁川三郎、貴様のようなホモ野郎
は……」とか、「甲野商事……ホモ野商事といいます。
社長がホモなんです」というようなものも数多く含ま
れていることや、本件での表示の態様に、前記のとお
り、その内容を抽象的に了知され易い面があることか
らすれば、（1）の表示も、「ホモ野商事」あるいは「ホ
モ野さん」という軽侮の表示と一体となっている限度
において、これもまた甲野商事に対する軽侮の表示と
みることができる。
　結局、被告人の本件における表示は、全体として、
丁川を被害者とする名誉毀損罪のみならず、甲野商事
を被害者とする侮辱罪をも構成するものと認められる。」
と判示した。
　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。
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2. 差別に対する刑法のスタンスの置き方

　さて、ここから先はもう世界観の違いであろう。一
般に、欧米においては、同性愛が社会的に受け入れら
れているといわれている。同性愛者が市民権を得てい
るということは、社会的に奇異の目で見られていない
ということであろうし、特別の人間であると見られな
いということであろう。その場合、同性愛者が同性愛
者であると指摘されることは、事実としての評価以外
に何か存在するのであろうか? 同性愛者であることを
理由として、社会的に不利な扱いを受けるということ
がないように配慮することは法秩序の課題であると思
われるが、本件のように、同性愛であるということを
指摘することは社会的名誉に対する無価値判断である
という評価は明らかに中立的な立場ではない。たとえ
ば、凸凹高校の出身者であるということを指摘するこ
とが、社会的名誉を害しているといえるのであろうか? 
身体障害者であるということを指摘することが、社会
的名誉を害しているといえるのであろうか 14 ? これを
刑法的に社会的名誉を害する犯罪としてとらえるべき
なのであろうか? これらは都合の悪い事実、換言すれ
ば、社会すなわち法秩序が「負」の評価をすべき事実
なのであろうか? 否、そうではないだろう。このよう
な場合に社会的名誉に関する罪は成立し難いし、また
現行刑法には直接差別を禁止した構成要件は存在しな
い。しかし、少なくとも社会常識に照らして、差別的
言動が許されないものであるということには異論はな
かろう。成熟した市民として差別が許容されるもので
はなく、恥ずべき行為であることは間違いない。
　それではこのような差別行為をどのように規制すべ
きなのであろうか? 犯罪として構成する場合には、以
下の点に注意しなければならないであろう。まず、保
護法益が社会的名誉であってはならないことである。
すでに述べたように、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である。つ
ぎに、主観的要件として、差別の認識が必要であろう。
これは事実的故意を超過するものである。最後に法定
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もの、すなわち、モラル違反程度
のものが想定されるべきであろう。実はこれに最適な
構成要件が存在する。刑法231条の侮辱罪である。た
だし、これは少数説を前提としたものであり、且つ、
主観的要件として、故意のほかに差別の認識を要求し
なければならない。すでに論者は、侮辱罪が軽犯罪法
に移植されるべきであることを説いているが 15、この
考え方も流れを一にするのである。

Ⅳ. 被害者感情と侮辱罪

　冒頭に述べたように被害者をめぐる法的問題は、現
在、さまざまな場面で前面に押し出されており、さな
がら勝利の凱旋に酔いしれるパレードのようである。
しかし、これが解釈論のレベルでどのような影響を持
つかは明確にされているとはいえない。被害者の問題
を解釈論の枠組みとしてとらえるには、法益論、客観
的構成要件要素としての客体、被害者の承諾、自己答
責行為があげられるが、ここでは侮辱罪の保護法益は
被害者の名誉感情であるという有力説を手がかりに侮
辱罪を被害者的な視点からさらに再構成してみよう。
言うまでもなく、この有力説は被害者の名誉感情を直
接的に保護法益とすることにより、従来の通説よりも
被害者に視点を置き、被害者保護の思想にフィットす
る考え方なのである。

1. 被害者の視点へのシフト

　刑法では行為者の行為を客観的に、法的に評価する
ことに主眼が置かれている。そこでは違法論について
行為無価値要素と結果無価値要素をどう組み込むかと
いう議論に違いはあるものの、トータルの枠組みとし
て、犯罪を行為の客観面と行為者の主観面から分析し、
最終的な法的評価を導き出すというメソッドには違い
はない。被害者の感情、すなわち被害者の主観は、行
為者の行為の分析には二次的なものとしてしか登場し
ないのである 16。果たしてこれは本当にそうなのであ
ろうか? 否、そうとばかりはいえない。わいせつ罪に
おける主観的要素としてのわいせつの意図をめぐる議
論と強盗罪における暴行・脅迫の程度と被害者の主観
をめぐる議論を例にとって見よう。

（1）強制わいせつ罪と主観的意図

　通説、判例によれば、強制わいせつ罪が成立するた
めには、行為者の主観的要素としての故意のみならず、
わいせつの意図が必要であるとされる。最高裁昭和
45年1月29日判決（刑集24巻1号1頁）は、被告人
は、内妻Aが本件被害者Bの手引により東京方面に逃
げたものと信じ、これを詰問すべくアパート内の自室
にBを呼び出し、同所で右Aと共にBに対し「よくも
俺を騙したな、俺は東京の病院に行つていたけれど何
もかも捨ててあんたに仕返しに来た。硫酸もある。お
前の顔に硫酸をかければ醜くなる。」等申し向けるな
どして、約二時間にわたり右Bを脅迫し、同女が許し
を請うのに対し同女の裸体写真を撮つてその仕返しを
しようと考え、「五分間裸で立つておれ。」と申し向け、
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畏怖している同女をして裸体にさせてこれを写真撮影
したという事案に対し、「刑法一七六条前段のいわゆ
る強制わいせつ罪が成立するためには、その行為が犯
人の性欲を刺戟興奮させまたは満足させるという性的
意図のもとに行なわれることを要し、婦女を脅迫し裸
にして撮影する行為であつても、これが専らその婦女
に報復し、または、これを侮辱し、虐待する目的に出
たときは、強要罪その他の罪を構成するのは格別、強
制わいせつの罪は成立しないものというべきである。」
とした。なお、これに対しては入江俊郎、長部謹吾両
裁判官の「行為者（犯人）がいかなる目的・意図で行
為に出たか、行為者自身の性欲をいたずらに興奮また
は刺激させたか否か、行為者自身または第三者の性的
しゆう恥心を害したか否かは、何ら結論に影響を及ぼ
すものではないと解すべきである」という詳細な反対
意見も加えられた。
　このような裁判所の立場とは反対に、この問題につ
いて最近では、強制わいせつ罪は性的自己決定権を保
護法益とするものであるから行為者の主観的要素と
してのわいせつの意図は不要であるとする論者が多
い17。本人の自己決定がすべてを左右するのであって、
行為者の主観面によって犯罪の成否が決定されるわけ
ではないというのである。行為者の主観から被害者の
主観へと問題の視点がシフトしているのである。
　注意しなければならないのは、通説の立場からは本
件のような行為が全く無罪になるというのではなく、
強制わいせつ罪こそ成立しないが、強要罪は成立する
と考えられることである。わいせつ罪一般を性道徳に
対する犯罪ととらえるならば、行為者にわいせつの意
図を要求する意味はあるが、わいせつ罪を社会的法益
に対する犯罪と個人的法益に対する犯罪に分類し、後
者は個人の性的自己決定権の問題と考えれば、行為者
の意図は性的自己決定権に影響を及ぼすものではない
のである。通説のもくろみは、故意のほかに主観的要
件を要求することによって犯罪の成立に制限をかけよ
うというものであると考えられる 18。しかし、おそら
くこれは主観的意図という独立の要件を設けるのでは
なく、故意の内容の問題に解消すればよいのではない
だろうか。

（2）強盗罪と恐喝罪における暴行・脅迫の程度

　強盗罪と恐喝罪における暴行・脅迫の程度をめぐる
議論が存在し、ここでも被害者の意思の分析が重要な
役割を果たしている。犯罪類型として強盗罪と恐喝罪
を比較すると、前者は奪取罪であり、後者は交付罪で
ある。したがって、両者の違いは構造上のものであり、
本来的には、暴行・脅迫の程度の違いではないことは
明らかである。このことを被害者の意思の観点で説明

すると、強盗罪は被害者の意思に反して財物の移転が
なされるのに対し、恐喝罪では被害者自身の意思によ
り財物が交付されるということになる。講学的には、
恐喝罪は詐欺罪と並び交付罪であり、恐喝罪では暴行・
脅迫により財物が被害者の手から喝取され、詐欺罪で
は欺罔行為により財物が被害者の手から詐取されるの
である。その意味で財物の交付について被害者に任意
性が認められるといわれている 19。
　このような構造的な説明に対して、最近では異論が
唱えられている。それは戦後に判例が立場を変えて、
強盗罪と恐喝罪の違いは暴行・脅迫の客観的な強度の
差異に由来するとしたからである。まず最高裁は、昭
和23年6月26日判決（刑集2巻7号748頁）で、被告
人が被害者方に赴き、同人に対し、所携の庖丁を突付
け、5000円を借せと申向けて脅迫し金錢を強取しよ
うとしたが、同人が応じなかったため、その目的を
遂げなかった事案に対し、「被告人の右脅迫の所爲た
るや、相手方たるSの意思の自由を抑壓するに足るも
のであつたことが明かであるから、同人が偶々被告
人の要求の応ぜず、従って意思の自由を抑壓されな
かつたとしても、被告人の判示所爲は強盗罪の實行
をもつて目さなければならない。それ故、右脅迫の
結果金員を強取するに至らなかつた被告人は、強盗
未遂の刑責に服すべき」であるとした 20。続いて昭和
23年11月18日判決（刑集2巻12号1614頁）は、被
告人らが共謀の上、被害者方裏勝手口から屋内に侵
入し、被告人Aと被告人Bはそれぞれ草刈鎌を、被
告人Cはナイフを被害者に突き付け、こもごも「静
かにしろ」「金を出せ」等と言って脅迫し同人を畏怖
させ同人から現金、腕時計、懐中時計、ライター等
を強奪した事案に対して、「強盗罪の成立には被告人
が社会通念上被害者の反抗を抑圧するに足る暴行又
は脅迫を加え、それに因つて被害者から財物を強取
した事実が存すれば足りるのであつて、所論のごと
く被害者が被告人の暴行脅迫に因つてその精神及び
身体の自由を完全に制圧されることを必要としない。」
として、「社会通念上被害者の反抗を抑圧するに足る
暴行又は脅迫を加え」ることが強盗罪の成立に必要で
あることを示し、先の6月26日判決から更に一歩踏
み込み、被害者の反抗を抑圧するに足る暴行又は脅
迫という客観的な基準を採用したのである。さらに、
昭和24年2月8日判決（刑集3巻2号75頁）において
「他人に暴行又は脅迫を加えて財物を奪取した場合に、
それが恐喝罪となるか強盗罪となるかは、その暴行
又は脅迫が、社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧
するに足る程度のものであるかどうかと云う客観的
基準によつて決せられるのであつて、具体的事案の
被害者の主観を基準としてその被害者の反抗を抑圧
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する程度であつたかどうかと云うことによつて決せ
られるものではない。原判決は ...被告人等3名が昭
和22年 8月 23日午後 11時半頃被害者方に到り、判
示の如く匕首を示して同人を脅迫し同人の差出し
た現金200円を強取し、更に財布をもぎ取つた事実
を認定しているのであるから、右の脅迫は社会通
念上被害者の反抗を抑圧するに足る程度のもので
あることは明かである。従つて右認定事実は強盗
罪に該当するものであつて、仮りに所論の如く被
害者Aに対しては偶々同人の反抗を抑圧する程度
に至らなかつたとしても恐喝罪となるものではない。」
とし、被害者の主観によって被害者の反抗を抑圧する
程度であつたかどうかが判断されるものではないとし
た 21。これにより、昭和23年11月18日判決が導き出
した暴行・脅迫の強度の客観性が、被害者の主観によ
って左右されないということが示された。これら一連
の判決により最高裁は、強盗罪が成立するためには、
相手方の反抗を抑圧するに足る暴行・脅迫が客観的に
存在することが必要で、それに足りない場合は恐喝罪
が問題となるとしたのである。
　他方、被害者の主観を完全に排除していいかという
と、そうともいいきれない。たとえば、客観的には被
害者の反抗を抑圧するに足るものではなかった、それ
ゆえ、恐喝の強度しか達していなかったが、たとえば
相手が極端な小心者であったので反抗を抑圧された場
合、学説の多くは強盗既遂を認める 22。これに対して、
客観的に被害者の反抗を抑圧するに足るものであった
が、相手が豪胆で、現実に反抗を抑圧されるに至らな
かった場合、判例は強盗既遂を認めている 23が、通説
は、被害者が現実に反抗を抑圧されるに至らなかった
点に着目して、強盗未遂と恐喝既遂の観念的競合を認
めている 24。これに対して、このような場合、恐喝罪
の実行行為は存しないので、強盗未遂のみが成立する
という考え方もある 25。このように、強盗罪と恐喝罪
を区別するにあたって客観説に従うとしながらも、被
害者の主観を相当程度考慮するというのが大多数の考
え方である 26。

2. 侮辱罪における被害者の主観の意義

　強制わいせつ罪と強盗罪を例にとり、刑法の解釈に
おいて被害者の主観が構成要件の解釈に重要な役割を
果たしていることを示したが、このことは侮辱罪にお
いてどのように反映されるのであろうか。

（1）加害者側の侮辱感

　加害者側が侮辱行為を意図したが、この意味内容を
被害者が理解できず、被害者側に侮辱感が生じない場

合の処理はどうすべきであろうか。被害者側が意味を
理解できない侮辱事例である。具体的には法人、幼者、
精神病者に対する侮辱が問題となる。純粋に侮辱感情
の問題とすれば、侮辱感が生じていない以上、法益侵
害は生ぜず、侮辱罪は成立しないことになる。しかし、
相手がこの意味内容を理解していないことを奇貨とし
て侮辱行為がなされることは許されるものではなかろ
う。行為者は相手が意味内容を理解していないこと知
っているのであるから、そこには相手に対する侮辱を
行い、相手の心理的ダメージを狙うという目的が存在
するのではなく、相手に対する優越感の発現が認めら
れるものと思われる。まさにこの点に侮辱罪のモラル
違反規制機能が存在するように思われる。そして科さ
れる刑罰は、軽犯罪法と同程度のものであることも頷
けるのである。

（2）被害者側の侮辱感

　より深刻な問題となるのは、被害者側にのみ侮辱感
が存在する場合である。たとえば、衣料品店で商品を
試着し、店員に意見を聞いたところ、「目っ茶、やば
いっすよ」と言われた場合、現在の用語例では褒め言
葉であるが、旧来の語感では侮辱的な表現である。こ
の場合、行為者側に侮辱の意思は全くなく、その意味
で故意がないといえば片付いてしまうであろう。被害
者の侮辱感だけが残るが、それは保護されないことに
なり、被害者に酷な結論となるが、解釈論的には何ら
違和感はないであろう。極端な結果無価値論を主張し
たとしても、行為者の故意のない行為を処罰しようと
はしないはずである。その場合の故意の内容は、表現
内容の認識（ここでは「目っ茶、やばいっすよ」と言
うことの認識）と意味内容の認識（ここでは「目っ茶、
やばいっすよ」の意味の認識）である。しかし、後者
は本当に故意の内容であろうか。故意は客観的行為事
情の認識であるのだから、後者はむしろ事実的故意を
超える特殊的主観的要素としての侮辱の意図ではない
だろうか。このように解すれば、先の店員の事例は -
故意の問題であれ、侮辱の意図の問題であれ -行為者
の主観的構成要件の欠如により解決されることにな
る。
　しかし、このような行為者の主観面に着目した限
定解釈が社会的に受け入れられるかというと疑問
の余地がないとはいえない。セクハラの問題であ
る。被害者の保護に熱心なあまり、行為者の意図を
差置いて被害者の感情だけが問題であるというのが
一般的である。東北大学の「ハラスメント問題解
決のためのガイドライン 27」でも「ある言動がセク
シュアル・ハラスメントにあたるかどうかは、あ
くまでも相手の受けとめ方（「不快」と感じるかど
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うか）によるのであって、その言動を行なう者の感
覚で判断されるものではないことに注意して下さい。」
とあり、北海道大学の「北海道大学におけるハラスメ
ントの防止に関するガイドライン 28」でも「セクシュ
アル・ハラスメントに該当するかどうかは ,その言動
を意図して行ったか否かではなく ,基本的には言動の
受け手がそれを不快に感じるかどうかが ,判断の基準
になります。」とある。簡単に言えば、セクハラに該
当するか否かの判断は受け手の感情を害したかどうか
により決まるのである。これは先に述べた刑法的な視
点と全く逆の視点、すなわち被害者の視点に立つもの
であり、被害者の感情から行為者の行為を評価しよう
というものである。これは被害者保護の究極のモデル
であろう。この考え方に従えば、先の店員にも侮辱行
為が認められることになるのである。
　果たしてここまで被害者保護を広げるべきなのであ
ろうか。侮辱罪の構成要件を検討するうえでここまで
被害者の主観を重視する必要はあるのであろうか。こ
の問題は先に述べた強制わいせつ罪と主観的意図とも
関連する。どこまで被害者の主観を保護するのかとい
う問題なのである。

Ⅴ. 理論的問題

　セクハラ問題の解決で一般に行われているように行
為者の主観を無視して、被害者の主観だけを保護する
という極端な考え方には至らないまでも、本稿でここ
まで論じたように、侮辱罪において被害者の主観、す
なわち名誉感情を保護の対象とすると、どのような理
論的な問題が生じるのであろうか。

1. 方法の錯誤の事例

　XがAを狙ったが、弾丸が逸れてBを殺害するに至
ったという方法の錯誤の事例において故意は阻却され
ず、また、行為者が念頭に置いた人数に関係なく、故
意は認められるというのが、現在の日本の刑法の通説、
判例である 29。これを侮辱罪の事例に当てはめると、
XがAを侮辱する意思でAのルックスを理由に中傷し
たところ、そばにいたBがこれを聞き、自分に対する
ものと考え、激昂したという場合やBのみならず、さ
らに別のCも激昂した場合である。XとAが旧知の間
柄であり、単に服装を茶化した場合でも、XとAの間
では被害者の承諾が存在するとしても、XとBやCの
間にはそのような承諾は存在せず、問題となりうる。
ここまで述べたように、被害者の主観たる名誉感情が
侮辱罪の保護法益であるとすると、従来は想定されて

いなかったこのような問題も生じるのである。とくに、
敏感な人に対しては侮辱罪が成立しやすいということ
になる。とくにこのことは、侮辱罪の問題とは離れて、
セクハラの問題にも当てはまる。神経過敏な人はセク
ハラ被害に遭い易い、被害に遭いたくなければ気にし
ないことだという本末顛倒の主張になってしまう。
　むしろこの問題は錯誤論における具体的符合説 30に
よる解決を試みるしかないであろう。XはAに対して
のみ故意行為を行っているのであるから、それ以外の
B、C等に対しては故意が向けられていないと考えら
れるべきであろうし、このように解すれば、B、Cに
対しては侮辱罪は成立しないのである。

2. 公然性の問題

　侮辱罪には、「公然性」が構成要件上要求されてい
る。この公然性が要求されることの問題は何であろう
か。これは侮辱罪と被害者の対立構造に関する問題で
ある。「公然性」と対立する概念は「面前性」であるが、
これは行為者と被害者が直接対峙していることを意味
する。本稿で論じた侮辱罪が想定するのは、被害者の
名誉感情を害することであり、具体的な事例としては、
差別行為やセクハラ行為である。この公然性と面前性
という概念はこれらの問題とどのように関係するので
あろうか。
　セクハラ問題については、面前性を要件とすること、
ないしは、公然性を緩和することで、問題がカバーで
きることになる。暴行や脅迫も伴わず、密室でセクハ
ラ行為が行われた場合、侮辱罪だけが問題となるが、
それは「公然と」行われたといえるのであろうか。相
手に対し、包み隠さず、内心を表明するという意味で
の「公然性」は備えているといえるであろう。しかし、
不特定多数の前でという意味での公然性ではないこと
になる 31。この点に関しては解釈の限界を超える可能
性もあるので、問題提起にとどめたい 32。

3. 補充構成要件としての侮辱罪

　何らかの理由で強制わいせつ罪や強姦罪の成立が否
定された場合に、侮辱罪を適用することができるかと
いう問題も存在する。たとえば、性行為については同
意がなかったとはいえないが、それに続いて侮辱的な
行為が行われた場合である。ドイツでは性行為ののち
に放尿行為が行われたという事例が存在する33。ただ、
犯罪の被害者に対する行為は、多かれ少なかれ、およ
そ侮辱的な内容を持つ行為である。そうすると本行為
たる犯罪の成立が否定された場合にもすべて侮辱罪が
成立するというおかしな結論になってしまいかねな
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い。たしかに侮辱罪はモラル違反的な意味合いが強い
が、そこまでの必罰主義は社会生活の窒息感を招くも
のと思われる。

Ⅵ. まとめ

　本稿では刑法における侮辱罪を有力説の立場から再
構築することを試みた。そこでは、侮辱罪が被害者の
名誉感情を保護法益とし、被害者の主観面での侮辱感
を重視することにより、被害者の視点に立った解釈が
期待できることを検証するのみならず、セクハラや差
別という従来の刑法学では論じられていない問題領域
にも踏み込んで言及した。さらに、このような志向性
を持った解釈にともなう問題点にも言及し、被害者保
護一辺倒のスタンスにも警鐘をならしたつもりであ
る。本稿を契機に更なる被害者保護のあり方が議論さ
れれば、我が意を得たりである。
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Ⅰ. はじめに

19世紀末から今世紀にかけて、グローバリゼーシ
ョン 1の影響により、各国の国民生活は国際的な相互
依存関係の中で営まれるようになった 2。電気通信、
グローバルな規模でのモノやサービスの取引などの分
野の国際化、単一国家の枠を越えた個人や環境の保護
などは、現代の国際社会において複雑な反応を引き起
こしている 3。これらの分野は、従来国内管轄事項と
されたものであったが、現在では次々に国際法による
規制の対象となり、これらの分野におけるさまざまな
人間の活動が国内法と国際法の両方による規制を受け
るようになっている。このような、国際法基準の国内
への浸透および国内の意思決定に対する国際法の影響
は、国際法秩序と国内法秩序の境界をますますあいま
いにしているといえる 4。
このような中、近年、国際的な司法手続と国内的な

司法手続の交錯（interaction）が増幅しているといわ
れている 5。その中でも特に注目されるのは、国連の
主要な司法機関である国際司法裁判所（以下 ICJ）と
国内司法機関の交錯である。このような交錯の例とし
て、近年の ICJ判決や勧告的意見、または仮保全措置
命令の中に、当該事件において問題とされた個人の救
済を訴訟当事国（または関係国）の国内司法機関にお
いて救済することを命じるものが存在することが着目
される。
特徴的な具体例としては、アメリカに在住し、逮捕

され、死刑を宣告されている54名のメキシコ国民が
領事関係条約に反する取り扱いを受けたとして、メ
キシコがアメリカを相手取り ICJに訴訟を提起した
「Avenaその他のメキシコ国民事件」6（以下Avena事件）

と、同判決の履行が問題となったアメリカ最高裁の
「Medellin v. Texas事件」7、さらにはこのアメリカ最
高裁判決のAvena事件本案判決との整合性が問題とな
った「2004年3月31日のAvenaその他のメキシコ国
民事件判決の解釈要請事件」8が挙げられよう。これ
らの事件についての詳細は後述するが、Avena事件判
決とこれに関連するアメリカ最高裁の対応、さらには
この最高裁の対応を問題とした ICJの解釈判決は、ま
さに本稿で検討する国際司法手続と国内司法手続の交
錯を表すものであり、重要である。
本稿では、このAvena事件を巡る一連の事例の他、

これと同様に、国内司法機関の行為が ICJにおいて問
題となり、ICJがその判決において国内司法機関に対し
直接何らかの行動を義務付け、この ICJ判決を受けて
国内司法機関が対応するというような現象を、「ICJと
国内司法機関との交錯」と定義し、このような交錯の
具体例を素材として、その態様を明らかにすることを
試みる。そして本稿ではさらに、このような交錯から
見出される、グローバリゼーションの時代におけるICJ
の変化とその意義について若干の考察を行うものであ
る。
本稿では、以上のような問題意識から、IIにおい
て ICJと国内司法機関との交錯を具体的な事例をもと
に検討し、その態様を明らかにする。その上で IIIに
おいて、このような交錯から見出せる ICJの変化を、
ICJの設立目的や学説上の評価をもとに検討し、その
国際法上の意義を明らかにすることを試みる。

グローバル化時代における
国際司法手続と

国内司法手続の交錯

小野　昇平
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Ⅱ. 国際司法裁判所と国内司法機関
の交錯の態様

IIにおいては、先に述べたように、ICJと国内司法
機関の交錯の態様を、具体的な事例を素材として検討
し、その態様を明らかにする。すなわち、このような
交錯は実際にどのように問題となっているのか、どの
ような点に起因して現れているのか、このような交錯
からどのような問題点を見出すことができるのか、と
いう点を明らかにすることを試みる。したがって以下、
三つの ICJ判例およびこれらに関連する国内裁判所の
判決などを検討していく。

1. 「国連人権委員会特別報告者の訴訟手続から

の免除」事件 9

（1）経緯

本件は、国連人権委員会の特別報告者Dato’ Param 
Cumaraswamyが、マレーシア国内裁判所において免
除を享有するか否かが問われた事件である（以下、ク
マラスワミ事件と表記する）。

1994年3月4日、国連人権委員会は、決定1994/4110

によって、Cumaraswamyを「裁判官と弁護士の独
立」に関する特別報告者に任命した 11。1995年11月
Cumaraswamyはイギリスの雑誌「国際商事訟務」の
インタビューを受けた。このインタビューの中で
Cumaraswamyは、ある特定の訴訟について、当該
訴訟はマレーシアにおける司法の腐敗の典型であ
るとする旨の発言を行った 12。当該雑誌が公刊され
た後、この記事によって名誉を棄損されたとして、
Cumaraswamyに対し、合計四件の民事訴訟が提起さ
れた 13。
このような訴訟提起を受けて、国連とマレーシア政
府は協議を行ったが不調に終わり、1998年8月5日、
ICJの勧告的意見を要請する経社理決定1998/297が採
択された 14。

（2）ICJ勧告的意見

勧告的意見を要請する経社理決定1998/297は1998
年 8月 5日に採択され、（1）Cumaraswamyに対する
国連特権免除条約6条22項の適用性に関する法律問
題、（2）本件におけるマレーシアの法的義務、の二点
について ICJによる回答を求めた 15。

ICJはまず、経社理決定がCumaraswamyの訴訟免
除について、特権免除条約8条30項に規定される「紛
争」（difference）が発生したことを明確に述べてい
るとし、同規定により、本件の勧告的意見が国連と

マレーシアに対し拘束力を有するものであることを
確認した 16。そして ICJは、上記の（1）について、
Cumaraswamyが特権免除条約6条22項に規定される
「専門家」であり、かつ、上記インタビューが「任務
の遂行中」に行われたとする事務総長の判断は正当
である 17として、Cumaraswamyは特権免除条約の規
定に基づき、あらゆる訴訟から免除されると判断し
た 18。
そして、本稿との関係では、このような判断に引き
続いてなされた、マレーシアの法的義務に関する ICJ
の判断が着目される。すなわち ICJは、事務総長は訴
訟手続からの免除を主張することにより専門家を保護
する権限を有しているとし、このような事務総長の責
任と権限に鑑みて、「国内裁判所は事務総長の訴訟手
続の免除に関する判断を迅速に伝えられなければなら
ない。この事務総長の判断は、もっとも決定的な理由
（most compelling reason）によらなければ排除するこ
とができず、それゆえ最重要の重み（greatest weight）
をもって尊重されなければならない」と述べた 19。
ICJは、このようなことから、マレーシア政府はこの
事務総長の判断を同国の権限ある裁判所に通報する義
務があると判断したのである 20。

ICJは続けて、マレーシアの裁判所がCumaraswamy
の免除の問題を先決事項として判断しなかったこと
は、特権免除条約6条22項（b）に規定される免除の
本質を無効にしたとし 21、マレーシアの裁判所は、訴
訟手続の免除の問題を先決事項として速やかに決定す
べき義務があったと判断したのである 22。さらに ICJ
は、この ICJの勧告的意見は、特権免除条約8条30項
に基づいて要請されたものであり、したがって、関係
当事者（本件では国連とマレーシア）によって最終的
なものとして受諾されるものであり、したがって、マ
レーシア政府は当該勧告的意見を同国の裁判所に通報
する義務があると判断した 23。このように、ICJはそ
の勧告的意見においてマレーシアの国内裁判所を明確
に名指ししているのである。

（3） Insas Bhd and Another v. Dato’ Param 

Cumaraswamy24事件

（2）で検討した勧告的意見を受けてCumaraswamy
は、自らに対し提起されたていた訴訟の一つ、Insas 
Bhd社によって提起された訴訟につき、自らが裁判権
から免除されることを根拠に、マレーシア高等裁判所
に当該訴えの却下を申し立てた。これに対しマレー
シア高等裁判所のSenior Assistant Registrarは、1999
年10月18日、この申立を退けた。その理由は、特権
免除条約はマレーシア裁判所が ICJの勧告的意見に
従うべきかどうかについての最終的で拘束力ある根



018

3 2010.3

拠にはならないというものである 25。Senior Assistant 
Registrarはこのように述べる一方、争点、事実および
法についての決定は最終判決（fi nal trial）によって決
定されるとした。この最終判決が本件である 26。

2000年7月7日の判決において高等裁判所はまず、
ICJの勧告的意見が出される以前に控訴裁判所が出し
た命令 27に言及した。この命令は、ICJの勧告的意見
が出されるまでの間、InsasBhdとCumaraswamyの間
の名誉棄損に関する訴訟手続を停止するというもので
あった。高等裁判所は、当該命令に対して本件の両当
事者である Insas BhdもCumaraswamyもこれを不服
として上訴しなかったことから、両当事者は勧告的意
見の結果を受け入れることに合意していたとした 28。
続けて高等裁判所は、クマラスワミ事件勧告的意見

が国連特権免除条約6条30項に基づき、国連とマレ
ーシアを拘束するということに言及した。高等裁判所
は、この規定により、ICJの裁定（ruling）を国連と
マレーシアの両当事者が決定的なものとして受け入
れるとされていることを強調し 29、「本件において勧
告的意見に拘束力を与えなければならない」と述べ
た 30。
一方で高等裁判所は、勧告的意見に拘束されること

は認めているため、あくまでも「一意見として」とし
ながらではあるが、免除の問題を先決問題として扱わ
なければならなかったとする ICJの判断に対して、こ
のような判断を ICJが行うことは不適切であると批判
する。すなわち、結局Cumaraswamyが訴訟手続から
免除されることを ICJが決定するのであれば、マレー
シア国内裁判所が免除の問題を先決的に扱わなければ
ならなかったと判断する目的が不明であると述べるの
である 31。
以上のようなことから、マレーシア高等裁判所は、

結論としてCumaraswamyの主張を支持し、訴訟手続
からの免除を認めたのである。

（4）まとめ

以上概観してきたように、ICJはその勧告的意見
において、マレーシア国内裁判所の行為を問題とし、
Cumaraswamyは訴訟手続から免除されなければなら
ないということを明確にした上で、マレーシア政府は
この勧告的意見を同国の権限ある裁判所に通報する義
務があり、さらにマレーシアの裁判所は、訴訟手続の
免除の問題を先決問題として速やかに決定すべき義
務があったと判断したのである。これに対しマレー
シア国内裁判所は、ICJが国内裁判所の手続事項に対
して直接影響する判断を下したことに不快感を表明
しながらも、ICJの勧告的意見に拘束されるとして、
Cumaraswamyの免除を認めているのであり、これら

一連の経緯も、最初に述べたような ICJと国内司法手
続の交錯の一態様であると捉えられる。

2. 2000年4月11日の逮捕状事件 32

（1）経緯

2000年 4月 11日、 ベ ル ギ ー の 予 審 判 事 33 

Vandermeerschは、同国の「国際人道法の重大な違
反に関する法律」34（以下、ベルギー人道法）に基づ
き、コンゴ民主共和国（以下、DRC）の現職の外相
Yerodia Ndombasiに対し逮捕状を発付した 35。当該逮
捕状はDRCおよび国際刑事警察機構（以下 Interpol）
に送付され、Interpolを通じて国際的に配布された 36。
DRCは、当該逮捕状の発付が、現職の外相の刑事手
続からの絶対的不可侵および免除に関する国際慣習法
に違反したとし、当該逮捕状の撤回および取消（recall 
and cancel）を求め、2000年10月17日ベルギーを相
手取り ICJに訴訟を提起した 37。
なお、Yerodiaは2000年11月のDRCの内閣改造に

より外相の任を解かれ、新たに教育相に任命され、さ
らに2001年4月の内閣改造によって教育相の任も解
かれた 38。

（2）ICJ判決

2002年 2月 14日の判決において ICJは、DRC
の主張を認め、ベルギーによる逮捕状の発付およ
びその国際的配布は、それだけでも、現職の外
相が国際法上享有していた刑事管轄権からの免
除と不可侵を侵害したという点において、コンゴ
に対するベルギーの義務違反に当たるとし 39、当
該違反の法的帰結として、主文 3において次の
ように述べた。すなわち、「ベルギーは、自己が
選択する方法により逮捕状を取り消し（cancel）、
かつそのことを関係当局に通報しなければならない。」
と判断したのである 40。
この事件は、外相が有する免除の性質および範囲の
問題や、（ICJによっては判断されなかったが、）いわ
ゆる普遍的管轄権の問題など、多様な問題を含むもの
であるが、本稿との関係では、当該逮捕状がベルギー
の予審判事により発付され、ICJによってその取消が
命じられたことが重要である。

DRCは、外務大臣の訴訟手続からの免除を根拠と
して、当該逮捕状の違法性を主張し、その法的帰結と
して原状回復を求めていた。すなわちDRCは、違法
に発付された逮捕状が存在している限り違法性は消
滅せず、したがって逮捕状が撤回および取消（recall 
and cancel）されなければならないと主張したのであ
る 41。ベルギーはこれに対して、DRCが求めている
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のは、ICJがその判決の履行方法を具体的に指示する
ことであるが、判決をどのようにして実効的なものと
するかは当事国が決定することであり、この点につい
て ICJは判断することはできないと主張していた 42。

ICJは、このような両者の主張を踏まえたうえで、
逮捕状が違法であるという判決自体が精神的満足
（satisfaction）に当たるとしながら 43、これに加えて、
「Ndombasiがすでに外相を離任したという事実にもか
かわらず、逮捕状は依然存在し、かつ違法なままであ
る。」とし、したがって、先に述べたように、ベルギ
ーが自ら選択する方法によって当該逮捕状を取り消さ
なければならないと判断したのである 44。

（3）ICJ判決を受けたその後のベルギーの対応

上述のような ICJ判決を受けて、ベルギーは当該逮
捕状を撤回した。しかしながら、この逮捕状がいかな
る手続に従って撤回されたかについての詳細は明らか
ではない。
報道によれば、2002年 2月 15日の朝にブリュッ

セル地方検察庁の検察官が逮捕状を発付した予審判
事と協議したのち、当該逮捕状が「撤回された（a 
été levé）」とされている 45。1990年 7月 20日の未決
拘留に関するベルギー法（Loi relative à la detention 
preventive, 20 Juillet 1990）には、逮捕状の発付に
関する手続が定められている（Chapitre III, art. 16-
20bis.）ものの、予審判事によって発付された逮捕状
がどのように撤回 /取消されるのかについての規定は
ない 46。
逮捕状が撤回された後も訴訟手続は進行した
が、2002年 4月 16日、ブリュッセルの控訴院弾劾
部（chambre des mises en accusation）47は、容疑者
Yerodiaがベルギー国内に不在のため、告訴は受理で
きないと判断した 48。この告訴不受理の判決に対し、
私訴当事者は破棄院に上告し、破棄院は2002年11月
20日の判決において、ブリュッセル控訴院弾劾部の
4月16日判決を破棄し、事件を同裁判部に差し戻し
た 49。

（4）まとめ

ICJの判決は逮捕状に関するものであったため、ICJ
判決以後のベルギー国内裁判所の判決において ICJに
よる判断が直接的な影響を与えたわけではない。また、
先に述べたように、逮捕状の発付は予審判事によって
なされたのであるが、この逮捕状がいかなる手続に従
って撤回されたのかについての詳細は不明である。
しかしながら、ICJが逮捕状事件判決において、ベ

ルギーの予審判事が発付した逮捕状の違法性を認定す
るにとどまらず、「ベルギーの選択する方法によって」

としながらも、当該逮捕状の取消を明確に命じたこ
とは注目に値する。すなわち、実際に ICJにおける訴
訟において当事国によって議論されていたように 50、
ICJは、原状回復として、逮捕状の取消を命じるという、
ベルギー国内の（司法）手続に踏み込んだ判決を下し
ており、予審判事による逮捕状の発付から逮捕状の撤
回に至る一連の経緯は、ICJと国内司法手続の交錯の
一例として捉えられよう。

3. Avenaその他のメキシコ国民事件

（1）Avenaその他のメキシコ国民事件 51判決

2003年1月9日メキシコは、アメリカに在住し、逮
捕され、死刑を宣告されている54名のメキシコ国民
が領事関係条約36条に違反する取り扱いを受けたと
して、アメリカを相手取り ICJに訴訟を提起した 52。

ICJは、原告メキシコの主張を認め、アメリカによ
る領事関係条約36条の違反を認定したのであるが 53、
本稿との関係では義務違反の法的帰結に関する ICJの
判断が重要である。ICJはこの点に関する判断にあた
る主文9において、「本件における適切な賠償は、…メ
キシコ国民の有罪決定と刑の宣告の再審および再検討
を、それ自身が選択する手段により…行う義務に存す
る。」54と述べており、さらにその理由づけに部分にあ
たるパラグラフ121において、「本件の義務違反を回
復するための救済は、アメリカが、アメリカの裁判所
においてそれぞれの事例につき…再審および再検討を
許可することである」55（下線筆者）と述べる。この
ように、ICJは主文において、アメリカが国家として、
問題となったメキシコ国民の事件につき再審および再
検討を行わなければならないと判断しながら、その理
由づけ部分に当たるパラグラフ121で「アメリカの裁
判所において」と、明確にアメリカ国内裁判所を名指
ししている。このことから、ICJは明らかにアメリカ
の国内裁判所による判決の履行を求めているのであ
る。
このような ICJ判決の文言から、後にこの ICJ判決
に基づいて救済を求める訴訟がアメリカ国内において
提起された。その代表的な例が、アメリカ最高裁の
Medellin v. Texas事件である。

（2）Medellin v. Texas事件判決

Avena事件の ICJ判決を受けて、ICJ判決におい
て直接問題とされていたメキシコ国民の一人である
Medellinは、Avena事件 ICJ判決および、Avena事件
判決に従ってMedellinの救済を行うことを命じる大
統領命令に基づき、アメリカ最高裁に裁量上訴を求め
た 56。本稿との関係では、このうち、ICJ判決に関す
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る部分が重要である。
2008年3月25日の判決において最高裁は、結論と
して、Avena事件判決が直接に執行可能な連邦法では
ないと判断した。最高裁はその判決において、特に
ICJ判決自体の自動執行性を問題とし、この問題を以
下の二点から検討した 57。第一に、ICJ判決自体では
なく、領事関係条約の紛争の義務的解決に関する選択
議定書、ICJ判決の拘束力を規定する ICJ規程59条お
よび ICJ判決の履行義務を規定する国連憲章94条が
自動執行性をもつかどうか 58、そして第二に、これら
の条約が ICJ判決の自動執行性を規定しているかを問
題とし 59、これらをいずれも否定したのである。
このようなアメリカ最高裁の判決は、明らかに ICJ

のAvena事件判決によって判断されたことに矛盾し、
それゆえメキシコは、次に検討するように、Avena事
件判決の「解釈」という形でこの点を問題とし、ICJ
に判決の解釈を要請したのである。

（3）Avena事件判決解釈要請事件判決

2008年6月5日メキシコは、おもに先のMedellin事
件判決によって、アメリカとの間にAvena事件本案判
決の主文（9）の範囲および意義について根本的な紛
争が生じたとして、ICJ規程60条に基づき本案判決の
解釈要請を行った 60。

2009年 1月 19日の解釈要請判決において ICJは、
メキシコの主張は、ICJ規程60条が求めるAvena事件
本案判決の「意義又は範囲」に関するものではないと
して、メキシコによる解釈要請を認めなかった。この
ような ICJの判断自体の問題点は別途検討の余地があ
るが、本稿との関係では、ICJがAvena事件本案判決
の国内における履行について行った以下のような言及
が問題となる。

ICJは、Avena事件判決主文9によって課されたの
は結果の義務であるとし、これは合理的な期間内に
履行されなければならないと述べ、アメリカが、懸命
の努力にもかかわらず、再審および再検討を与えるこ
とを怠ったならば、これはこの結果の義務を果たした
ことにはならないということを確認した 61。その上で
ICJは、上述の結論を導くためにAvena事件判決の射
程を検討する際、この判決は「アメリカの国内裁判所
が主文9に直接効（direct effect）を与えることを要請
されているとはどこにも規定または暗示していない」
とし、Avena事件判決はアメリカに履行のための手段
を選択する余地を与えたと述べた 62。そして、このよ
うな履行のための手段として ICJは、「国内憲法上必
要と考えられた場合、合理的な期間内での適切な立法
を排除しない」とし、「Avena判決は、国内法上許容
されているならば、問題となっている義務の直接執行

可能性（direct enforceability）をも妨げない。」と判
断したのである 63。
以上のように ICJは、Avena事件判決はアメリカに
国として義務を課しているが、これがアメリカ国内裁
判所を直接拘束するものであるかについては、「国内
法上許容されているならば…妨げない」という表現で
これを否定したのである。
一方で ICJは、理由づけ部分の最後に、Avena事件

判決は拘束力を持ち続けており、アメリカはこれを履
行する義務を有することを確認し、メキシコによる解
釈要請を退けた 64。

（4）まとめ

このように、Avena事件判決において ICJは、アメ
リカ国内裁判所におけるMedellinの事件の再審およ
び再検討を命じる判決を下し、これを受けてMedellin
はアメリカ最高裁に自らの救済を求めた。アメリカ最
高裁はAvena事件判決によって義務付けられた判決の
再審および再検討を認めず、さらにこの最高裁判決は、
Avena事件判決の解釈要請という形で ICJにおいて問
題とされ、ICJはAvena事件判決の自動執行性を否定
しつつも、アメリカに対し再度Avena事件判決の完全
な履行を求めたのである。これらの判決はそれぞれ多
くの重要な問題をその中に内包するものであるが、本
稿との関係では、アメリカ国内裁判所に直接再審およ
び再検討を義務付ける ICJ判決、この ICJ判決を受け
た米国国内裁判所の対応、さらにその国内裁判所の対
応を受けた ICJの判断という一連の経緯が、ICJと国
内司法手続の交錯を最もよく表すものであるという点
を指摘するにとどめる。

4. 小括

以上検討してきたように、上記3つの ICJ判例は、
国内司法機関による国際法上の義務違反が問題となっ
ていることから、特に義務違反の法的帰結に関する判
断において、ICJが国内司法機関に対し何らかの行為
を命じているという共通の特徴が存在している。そし
て、このような特徴のゆえに、国内司法機関もこれら
の ICJ判決または意見をどのように捉えるべきかとい
う問題に直面し、様々な対応を見せているのである。
このような ICJの判断とそれを受けた国内司法機関の
対応は、本稿で検討する ICJと国内司法機関の交錯を
表すものであると言える。
さらに、もう一点これらの事例に共通しているこ
とは、ICJにおける事件がいずれも国内司法機関にお
ける個人の問題 65を扱うものであったことである。1
で検討したクマラスワミ事件は、Cumaraswamy氏が
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マレーシア国内裁判所において免除を享有するかど
うかが問題となった事例であり、2の逮捕状事件も
Yerodia氏がベルギー国内裁判所で免除を享有するか
どうかが問題となった事例である。そして、3で検討
したAvena事件も同様に、AvenaやMedellinを含むメ
キシコ国民が有する領事関係条約上の権利が、アメリ
カ国内裁判所において認められなかったことが（こと
も）問題とされていたのである。それゆえ、ICJはそ
れぞれの事件において「Cumaraswamyの訴訟手続か
らの免除」「Yerodiaに対する逮捕状の撤回」「Medellin
を含むメキシコ国民の裁判の再審および再検討」を命
じたのである。このようなことから、ICJと国内司法
機関との交錯が見られるのは、ICJおいて個人が問題
となる場合であるとも考えられる。
しかし、これらの事例が国内司法機関における個人

の問題を扱っていたという事実は、これらの事例にお
いて国際法に違反するとされていた行為が国内司法機
関によるものであることも表している。この点との関
係で、2008年に ICJに提訴され、現在書面審理段階
にある、「国家の裁判権免除」事件（ドイツ対イタリ
ア）66が着目される。この事件は、イタリア国内裁判
所が、ドイツを被告として提起された訴訟においてド
イツの主権免除を認めなかったことが国際法に違反す
るとして、ドイツがイタリアを ICJに提訴したもので
ある。ドイツはその請求（Application）において、イ
タリアが、自らの選択する方法によって、ドイツの主
権免除を侵害する国内裁判所およびその他の司法機関
のすべての決定を執行不能（unenforceable）とする
ことを確保するためにすべての措置を取らなければな
らないと主張する 67。このように、この事件で問題と
なっているのは国内司法機関の行為である。したがっ
て、国際法違反に対する賠償についてのドイツの請求
は、国内裁判所（およびその他の司法機関）に向けら
れており、ICJ判決が仮にイタリアの違法行為を認定
した場合に、イタリアの国内司法機関と ICJとの交錯
が見られる可能性は否定できないと思われる。
また、2009年12月22日のベルギーによるスイスに
対する訴訟提起も着目される。この事件は、ベルギー
の最高裁裁判所において、破産したベルギーの航空会
社Sabena航空の株主間の訴訟が係争中に、当該裁判
所によって下されるであろう判決を、スイスの裁判所
が将来において承認・執行しないと決定したことが、
1988年の民事及び商事に関する裁判管轄並びに判決
の執行に関するルガノ条約に違反するとして ICJに提
起されたものである 68。このように、ベルギーの訴え
はスイスの国内裁判所による行為を問題としており、
ベルギーはその請求の中で、スイスに対し、ベルギー
国内裁判所の判決が承認されるように適切な全ての措

置を執ることを求め、ベルギー国内裁判所の最終判決
が出るまでの間、スイス国内裁判所における手続を停
止することを確保するよう求めている 69。本稿脱稿時
点ではこの訴訟は係属直後であり、今後の訴訟手続の
進展が着目されるが、上記のドイツ対イタリア事件同
様、ICJが国内裁判所に対し何らかの行為を義務付け、
スイス国内裁判所との交錯が見られる可能性は否定で
きない。 
このようなことから、ICJと国内司法機関との交錯

は必ずしも個人またはその権利が問題となる場合に限
って見られるものではないと考えられる。

IIで検討した一連の事例は、ICJ判決（意見）の国
内裁判所に対する法的効果―この問題は ICJ判決（意
見）の国内的効力および自動執行性の問題と言い換え
られよう―という重要な問題を提起する 70ものである
が、本稿との関係では、ICJの判決および意見の履行
を巡り ICJと国内司法機関の交錯が見られた典型的な
事例であるという点が重要である。このような交錯が
見られたのは、ICJがその判決または意見において国
内司法機関を名指ししたことに直接の原因を有するの
であり、そして、このような判決または意見が ICJに
よって下されるようになったのは、国際社会のグロー
バル化が進展し、国際法秩序と国内法秩序が「接近
（approximation）」71していることに起因するとも考え
られるのである。
この点につきShanyは、グローバル化の影響により、

ICJの手続が国内司法手続と関連する場面が増加した
ことで、本稿で検討したような問題を含むさまざまな
問題が生じていることを問題視し、ICJと国内裁判所
との関係を調整する必要性を指摘する 72。
また、元 ICJ判事であるVereschchetinも、本稿で検

討したいくつかの ICJ判例に代表されるように、近年
ICJが、理由づけのみならず主文においても、国内司
法機関を含む国内の機関自体の義務についての判断を
している点を指摘し、このような事例の典型として先
に検討したクマラスワミ事件勧告的意見を挙げる。さ
らにVereschchetinは、Avena事件や逮捕状事件が国
内の刑事司法行政に関する問題であった点を、特徴的
であると強調し、次のように述べる。すなわち、国内
の刑事司法行政は国家の権力や主権と密接にかかわる
ため、伝統的にその他の国内法秩序の分野に比べて外
国法や国際法、そして外国判決や国際裁判所の判決に
よる影響を受けていなかったが、近年国際刑事裁判所
などの設立に見られるように、このような分野につい
ても国際法の規律が及ぶようになってきたと指摘する
73。そして、国際法による規律が刑事司法分野にも広
がりを見せる中で下されたAvena事件や逮捕状事件に
おける命令および判決は、まさにこの国内刑事管轄権
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に影響を及ぼすものであったとする 74。Vereschchetin
は、ICJが一方の国家の他方の国家に対する義務を確
定しつつ、当該義務の国内における履行方法について
は国家に決定権を残すという伝統的な判決のスタイル
を維持しながら、国家が外国人に対して負う義務を明
確に示し、これによりこれらの個人が国内刑事手続に
おいて有する権利を確定したと述べる 75。
以上のようにVereschchetinは、国際社会の変化に

伴う国際法の規律範囲の拡大の影響により、ICJと国
内司法機関の交錯が見られることを指摘しているので
ある。
また、Higginsも、先に検討したクマラスワミ事件

勧告的意見や、Avena事件以前にこれと同様の問題が
係争したLaGrand事件の仮保全措置命令について、こ
れらの事例において ICJは、国際義務の履行を確保す
るために「国家」概念の「ヴェールをはがす」方向に
舵を切ったのであり、これは ICJにとって重要な出発
点であるとし、さらに、国家は様々な国家機関によっ
て構成され、それぞれの機関は憲法上、独立して行動
することを求められるということを ICJが明示したも
のであると評価する 76。
このようにHigginsは、近年の ICJの判決および意

見において、ICJが国家機関、特に国内司法機関の行
動について直接言及する傾向があることを指摘し、論
稿の最後に、次のように述べて問題を提起している。
すなわち、グローバリゼーションは国家以外の行動主
体（actor）の出現を促進しており、「国家の一枚岩的
な側面（monolithic face）の裏を見る（look behind）
必要性」と「国家および国際裁判所の二元論的なシス
テムという付随的な問題」とが、並行して生じている
ということを十分に考慮するべきであると指摘するの
である 77。
これらの論者の主張からも、ICJが国内司法機関に
対し直接宛てられた判決や意見を下し、それに伴って
国内司法機関との交錯が現れるのは、国際社会のグロ
ーバル化とそれに伴う国内法秩序と国際法秩序の接近
によるものであると考えられることがわかる。
以上のことから、IIIでは、IIで検討した交錯の態様
を踏まえ、このような交錯から見出せる ICJの変化が
国際法上どのように捉えられるのかを検討する。

Ⅲ. グローバル化時代における国際
司法裁判所の変化とその意義

1. 交錯から見出せるICJの変化

上記 IIの検討から、近年になり ICJと国内司法機関

の交錯は活発になってきており、これは国際社会のグ
ローバル化に伴うものであることが明らかとなった。
そしてこのような交錯からは、グローバル化に伴う
ICJの変化も見出すことができる。
すなわち、先に検討したように、ICJは近年の事例
において国内司法機関に対し一定の行動を義務付ける
ような判決または意見を下しているのであるが、この
ような ICJの態度は、国際社会のグローバル化に伴う
ICJの変化を表していると考えられる。

Vereschchetinは、近年まで ICJは、自然人や法人は
おろか、国内司法機関を含む国家機関に対して明確に
宛てられた判決を下すことを控え、当該事件における
国家の権利義務について述べるに止まってきたと指摘
する。そしてこのような ICJの傾向は、ICJが国際法
と国内法の関係について二元論的考えに傾倒してきた
からであるとし、国内法平面において ICJ判決がどの
ように履行されるかは国家の裁量としてきたと述べ
る 78。したがってVereschchetinによれば、従来 ICJは、
国内司法機関に関する紛争を審理する際にも、国内司
法機関の独立に干渉しないよう、また、国内司法機関
に対して優越的な管轄権を有すると主張することもな
いように慎重に判決を下してきたのである 79。

Vereschchetinは、近年 ICJはその判決を、国家とし
ての資格の国家（States qua States）に限らず、その
判決に従って行動することを要求される国家機関（行
政および司法機関）に向けて（address）下しており、
例えばLaGrand事件やAvena事件において ICJが、領
事関係条約36条1項（b）の規定は個人に権利を付与
していると判断した 80ことも、国家機関に対してその
判決を作用させようとしたものと捉えられると述べ
る 81。そして、このような ICJの傾向は、国際義務の
履行に関して増進しつつある国内のメカニズムの重要
性を ICJが認識していることを意味すると指摘するの
である 82。
これに加え、上述のHigginsによる指摘も、ICJと
国内司法機関との交錯の原因として、ICJの姿勢の変
化をも指摘するものであった。
このようなVereschchetinやHigginsの指摘からも窺
えるように、先に検討した交錯の態様からは、近年
の国際社会のグローバル化に伴う ICJの変化が見て取
れるのであるが、このような ICJの変化は、これまで
ICJが、PCIJ時代も含め 83、本稿で検討した事例と同
様に個人の問題を扱うことはあっても、判決や意見に
おいて国内司法機関に対して直接何らかの行為を義務
付けることはなかったということからも裏付けられ
る。

ICJが個人の問題を扱った事例のうち、本案判決ま
たは勧告的意見が出されているのは、本稿で検討した
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いくつかの事例および、本稿では詳細な検討を省略し
たBreard事件、LaGrand事件を除けば 84、庇護事件判
決と同判決の履行方法が問題となったアヤ・デ・ラ・
トーレ事件判決、および国連特権免除条約（1989年）
第6条22項の適用可能性事件（以下、マジィル事件）
勧告的意見が挙げられよう 85。しかし、庇護事件およ
びアヤ・デ・ラ・トーレ事件において ICJはコロンビ
アによる外交的庇護を違法と認定した 86ものの、当該
庇護の終了方法については、「司法機関としての権限
を越える」として判断しなかった 87。またマジィル事
件勧告的意見では、先に検討したクマラスワミ事件同
様、国連人権委員会の特別報告者の訴訟手続からの免
除が問題となったものの、ICJは同規定が適用される
ことを認定するにとどまったのである 88。
このように、本稿で検討したいくつかの事例を除け

ば、ICJがこれらの事例と同じように、自らの判決や
勧告的意見の中で国家機関に対して何らかの行動を義
務付けることはなかったと言えよう。その点において、
本稿で検討したいくつかの事例は特徴的であり、先
に検討した ICJと国内司法機関との交錯から、近年の
ICJの新たな傾向、すなわち国家の機関、特に国内司
法機関に対して直接何らかの行動を義務付ける形で判
決や意見を下す傾向を見出すことができると考えられ
る。それでは、このような ICJの変化は国際法上どの
ように評価されるべきものなのであろうか。以下では
この点を ICJの設立目的およびこの問題に関する学説
の検討を通じて明らかにすることを試みる。

2. ICJの設立目的と制度的特徴

（1） 国連憲章およびICJ規程

ここでは、ICJの制度的特徴を一般的に規定する国
連憲章の条文および具体的に規定する ICJ規程の条文
をもとに、ICJの設立目的を検討する。

ICJ規程1条は、「国際連合の主要な司法機関として
国際連合憲章によって設置される国際司法裁判所は、
この規程の規定に従って組織され、且つ、任務を遂行
する」と規定しているが、ICJ規程が主に ICJの運営
上のルールを定めるものであることからも、より一般
的に ICJがどのような役割を与えられているのかにつ
いては、国連憲章の規定を検討する必要がある。以下、
国連憲章の条文から ICJに与えられた役割を考察する
こととしたい。
国連憲章7条は、ICJが国連の主要機関であること

を規定する。この規定は、国連憲章の中で ICJに関す
る言及が他にも33条や36条でなされていることと併
せて、ICJが単に紛争の平和的解決の一手段としての
枠内ではなく、包括的な安全保障システムの枠内に位

置づけられていることを示している。このことから
ICJは、国連の機関と司法機関という二重の役割を有
するものである 89。そのため、ICJの設立目的や役割
を検討する際には、国連の機関としての役割と司法機
関としての役割の両方を検討する必要があろう。
国連機関としての ICJの役割は、国連憲章の起草過

程で提示されたものであるが、主要な機関であること
の意味や他の機関との関係については触れられなか
った 90。したがって、ICJが国連の一機関であること
から担うべき役割については、その後の ICJの慣行に
よりさまざまな場面で具体化されていったのである。
一例をあげれば、1999年の武力行使の合法性事件仮
保全措置命令で ICJ自身も、「国連憲章の目的と原則、
国際の平和と安全の維持についての国連憲章と ICJ規
程の下での責任に留意する（mindful of）」と述べ、国
連の一機関としての自らの役割を自認している 91。
さらに、ICJが司法機関としての役割を有すること

は、国連憲章92条に規定されている。92条は ICJが
国連の主要な「司法機関」であると規定する。この
92条は、国連憲章の中で ICJが「司法機関」である
ことを明記する唯一の規定である。ICJの前身である
PCIJが創設されたのは、いわゆるworld courtを創設
しようという考え（idea）が初めて実現したものであ
る 92が、このような考えが実現したのは、国際社会に
おいて紛争を平和的に解決する必要性が強く認識され
ていたからであり、ICJが国内司法機関のように法の
支配の維持を保証する一般的な権限を与えられている
ことを意味するものではない93のである。このことは、
ICJに期待される役割についてのサンフランシスコ会
議における意見からも明らかである。すなわち、ICJ
に期待されていた役割とは、（1）国際的紛争の処理の
中心に司法手続を据えること、（2）戦争で傷ついた戦
後の世界に、戦争の繰り返される野蛮な武力の支配の
代わりに秩序だった司法手続を置く可能性を提供する
ということ、だったのである 94。
以上のように、ICJは、あくまでも国際紛争、特に
国家間紛争の平和的解決のために設立された機関であ
ると言える。そして、少なくとも ICJの設立目的の観
点からは、先に検討した一連の事例に代表されるよう
な ICJと国内司法機関との交錯およびそこから見出せ
る ICJの姿勢が、設立当初 ICJの機能として想定され
ていたとは言い難く、したがって ICJがその設立目的
を離れ、国内司法機関を名指しするような判決を下す
方向にその姿勢を変化させてきているとも捉えられ
る。

（2）ICJの争訟手続と勧告的手続

（1）で検討したように、先に検討した ICJ判例およ
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び国内判例に見られる ICJと国内司法機関との交錯か
ら見出せる ICJの変化は、ICJの設立当初は想定され
ていなかったと考えられる。この点、（1）で行った
ICJの設立目的の検討に加え、先に触れたように、ク
マラスワミ事件に関してはこれが勧告的意見であった
ことに注意が必要である。この勧告的意見は、特権免
除条約6条30項に基づき、紛争の当事者である国連
とマレーシアを拘束するため、紛争当事者に対する拘
束力という点においては他の二つの事例と同様である
が、争訟手続における ICJの機能と勧告的手続におけ
る ICJの機能は分けて考えられなければならない。以
下この点について検討する。

ICJの勧告的意見制度については、国連憲章96条お
よび ICJ規程65条に規定されている。これらの規定に
よれば、ICJは、総会又は安全保障理事会からの要請
については、いかなる法律問題についても勧告的意見
を与えることができ、その他の国連機関や専門機関か
らの要請については、その活動の範囲内の法律問題に
ついて意見を与えることができる。このような条文の
規定からは ICJの勧告的手続に特有の機能は明確にな
らないが、ICJは国連の一機関としてあるために、勧
告的手続において意見要請機関である国連の機関又は
専門機関の行動の指針となるような法的な助言を与え
るという特有の機能を有するとされている 95。
先述のクマラスワミ事件勧告的意見においても ICJ
は、特権免除条約6条30項の規定は、国連憲章と ICJ
規程の文言に基づき、要請された諮問に応えるという
ICJの機能の勧告的性質を変化させるものではないと
述べ、通常の勧告的意見の場合と同様に、管轄権の有
無や意見要請の適切性（受理可能性）があるかどうか
を問題としている 96。
しかしながら、この事件における勧告的意見の要請

はCumaraswamyの裁判手続からの免除の可否を巡る
国連とマレーシアの間の紛争を、勧告的意見を利用し
て解決するためのものであり、それゆえ ICJの勧告的
意見は特権免除条約30項に基づき当事者を拘束する
のである。したがってその意味では、クマラスワミ事
件勧告的意見は少なくとも通常の勧告的意見と同視す
ることは適当ではないように思える。
また、これを通常の判決の場合と同様に捉えること

も適当ではない。すなわち、拘束力ある勧告的意見は、
ICJが出した勧告的意見に外在的に拘束力を付与する
ものであるため 97、例えば判決のように既判力が生じ
るということはない 98。また国連と締約国の間の紛争
であるにもかかわらず、国連憲章96条からも明らか
なように、締約国の側が意見要請を行うことができず、
したがってどのような形で意見を要請するかも要請権
者である国連機関の側のみが決定できる 99ため、通常

の争訟手続のような手続的な平等性は欠けていると言
える。さらには、争訟手続における判決の場合、国連
憲章94条2項に基づき当該判決の執行を安保理に訴
えることができるが、拘束力ある勧告的意見の場合に
はこのようなことはできないのである。

BrowerとBekkerはこの特権免除条約6条30項に基
づいて要請された勧告的意見は、次の三つの側面を有
すると指摘する。すなわち、①国連と締約国間の特権
免除条約上の争いが生じた場合における紛争解決機
能、②国連事務総長の特権免除条約上の行為に関する
審査手続、③通常の勧告的手続の機能として、意見要
請機関および条約締約国に対する指針の提供、の三つ
である 100。上述のように、クマラスワミ事件勧告的
意見においても ICJは自らの役割について、「特定の
紛争の当事者がその相互関係において ICJの勧告的意
見に対して拘束力を与えることと、ICJの任務の勧告
的性質（advisory nature of the Court’s task）とは区別
される」101として、自らの役割は通常の勧告的意見
の場合と変わらないと述べているが、実際に ICJが果
たしていた役割はBrowerやBekkerが指摘するような
複合的なものであったと言えよう。
このような複合的な性質は、先に検討した ICJと国
内司法機関との交錯から見出せる ICJの変化をどのよ
うに捉えるかという問題について何らかの影響を与え
るものだろうか。この点、勧告的意見を受けたマレー
シア国内裁判所の対応も、クマラスワミ事件におけ
る ICJの複合的な役割を特に意識したものではなかっ
たと考えられることや、先に触れたように、これまで
ICJやPCIJは、勧告的手続においても、国内司法機関
に対し何らかの行動を義務付けるような意見を与えた
ことはなかったことから、クマラスワミ事件において
見られる ICJの変化という問題に関しては 102、これを
本稿で検討した他の二つの事例と厳密に区別する必要
性はないように思える。

3. 学説における評価

次に、先に明らかにした ICJの変化が学説上どのよ
うに評価されているかを検討する。この点に関する学
説は、評価を肯定する立場と否定する立場がある。肯
定する立場が主に人権保障の観点から先に検討したよ
うな ICJの変化を肯定的に評価するのに対し、否定派
の立場は ICJによる積極的な人権保障を否定的に捉え
るのである。

（1）変化を肯定的に評価するもの

Menneckeは、主にLaGrand事件を素材としてこの
点を主張する。すなわちMenneckeは、この事件にお
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いてドイツがその国民であるLaGrand兄弟の領事関
係条約上の権利をアメリカが侵害したことをも問題
としていたことを強調し 103、これに対して ICJが、領
事関係条約36条1項（b）が個人の権利を規定して
いると判断したことを評価する 104。さらにMennecke
は、ICJがアメリカに対し「再審および再検討」を命
じたことについても、不十分な点もあると指摘しなが
ら、再発防止の保障という将来に向けての判断として
一定程度評価できる旨を述べる 105。そしてMennecke
は、この事件において ICJが人権裁判所に係争しうる
事項 106について判断したことは着目に値すると述べ
る 107。すなわち、この事件における ICJの判断は、こ
の事件で問題となった領事関係条約および国際法自体
の「人間化（humanization）」に大きく貢献したので
あり、それによって国際法秩序が法規範の最終的かつ
究極の受範者である人間（human being）に帰還して
行くのであると主張する 108。
また、Bediは、この勧告的意見において ICJが国内
司法機関の行為について直接決定したことを捉え、こ
のようなことは、国際法における国家主権原則の機能
を革新的に調整し、これにより国際法は主権国家の機
関の行為について直接決定することができると述べ、
「これは国連の目的―その一つは人権の促進と保障で
ある―を達成することにつながる」として、ICJによ
る判断を人権保障の観点から評価するのである 109。
また、逮捕状事件についてBediは、普遍的管轄権
と外務大臣の免除という対立があったと指摘しなが
ら、この事件における ICJの判断は、国家主権と人権、
国家の尊厳と人間の尊厳、司法消極主義と積極主義、
保守主義とリベラリズムといった対立する価値のバ
ランスをとったものであったと評価する 110。そして、
このようなバランスこそが国際法文化や人間の尊厳を
発展させるものであると述べ 111、ベルギーの司法機
関による判決の履行は、きわめてバランスのとれたこ
のような判決を明確に承認、尊重するものであると述
べる 112。
さらにBediは、領事関係条約違反に関するAvena
事件、LaGrand事件について、特に領事関係条約36
条が個人の権利を規定しているという ICJによる解釈
を捉え、国際法における個人の地位に関する「客体」
（object）「受益者」（benefi ciary）といった考えを否定
したとして肯定的に捉える。そして、これらの事件の
意義は、アメリカの条約違反が認定されたことではな
く、アメリカがドイツおよびメキシコ国民である私人
の権利を侵害したということを ICJが認定したことで
あると述べる 113。Bediはさらに、領事関係条約およ
び国際法の「人間化」を主張する上述のMenneckeの
主張を引用し、これらの事件における ICJの判決は人

権保障につながるものであったとして肯定的に評価す
るのである 114。
以上検討したように、本稿で検討したいくつかの事
例において ICJが下した判決または勧告的意見は、人
権の保障につながるものであるとも主張される。ただ
し、これらの主張は必ずしも「ICJが国内司法機関に
一定の行動を命じたこと」自体を捉えてそのように述
べているものに限られず、これらの事例の背景にある
人権の問題を重視し、ICJの判断がこれらの人権問題
に対して一定の影響を与えたことを捉えて ICJの判決
全体を人権保障に寄与したものとして評価するものも
あることに留意する必要があろう。
確かに、先の ICJ判例はいずれも個人の問題を扱っ

た事例であり、また、実際に ICJが国内司法機関に対
し一定の行動を義務付ける判決を下したことで、これ
らの事件において問題となった個人の権利が実効的に
救済されると考えることも可能であろう。また、これ
らの事例における ICJの判断は、国際人権法の発展に
一定程度寄与したことも確かであり、その意味では、
これらの事例から見られる ICJの変化も人権保障の観
点から肯定的に評価することもできるかもしれない。
しかし、先に述べたように（III. 小括）、ICJが国内
司法機関に対し一定の行動を命じたことは必ずしもこ
の点にのみ起因するものではなく、グローバル化に伴
って国際法秩序と国内法秩序の境界があいまいになっ
てきたことにその主たる要因を有するものであると考
えられる。さらには、以下で検討するように、ICJが
その機能として人権保障という役割を積極的に果たす
ことについては、その設立目的や制度的特徴の観点か
ら、これを無条件に肯定することはできないように思
える。したがって以下、ICJによる人権保障に対して
批判的な主張を検討することとする。

（2）変化を否定的に評価するもの

（1）で検討したような、ICJによる人権保障の観点
から変化を積極的に肯定する立場に対しては、ICJに
よる積極的な人権保障を批判し、ICJの変化を否定的
に捉える考えもある。このような考えは、先に1.で
検討したICJの設立目的の観点から問題視するものや、
（1）で検討したような、ICJの変化を肯定的に捉える
論者の「人権」を重視する考え方に対し批判的な意見
を述べるものである。
前者の代表的な論者は小田滋元 ICJ判事であろう。
小田元判事は、本稿で検討した逮捕状事件や、Avena
事件（およびBreard事件、LaGrand事件）を捉え、
義務的管轄権の受諾を利用してこのような紛争を ICJ
に付託する近年の傾向について「条文の解釈で相手国
をいわば刑の仕置きの場にひきだそうとする空気」で
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あり、このような訴訟を解決することは「本来の ICJ
設立の趣旨」ではないと指摘するのである 115。
このような主張は、主に先に検討した ICJの設立目

的の観点からのものであるが、近年 ICJに係属した逮
捕状事件やBreard事件、LaGrand事件、Avena事件と
いう死刑に関する事件について、ICJがこのような事
件の審理を行うこと自体に否定的な考えに基づくもの
であり、必ずしも近年 ICJが国家機関に対して直接何
らかの行動を義務付けるような判決や意見を下す傾
向にあること自体に対する批判ではない。したがっ
て、そのような観点からは、クマラスワミ事件にお
ける ICJの判断は否定的に捉えられるものではないよ
うにも思える。しかし、クマラスワミ事件勧告的意見
についても、小田判事はその個別意見において、国家
機関（司法機関）がクマラスワミの免除を確保しなか
ったことについて責任を有するのは、国家としてのマ
レーシアであり、マレーシアの行政府が事務総長の見
解をマレーシアの国内裁判所に対して伝えなかったと
いう問題は本件とは関係ないとしている 116。さらに、
マレーシア政府がクマラスワミ事件勧告的意見を裁判
所に伝える義務があるとした ICJの判断についても、
ICJの判断がマレーシアの国内裁判所に伝えられるこ
とは望ましいことであろうが、これがマレーシア政府
の義務であるとは考えられず、この点についての判断
は無用であったと批判する 117。このようなことから小
田判事は、本件におけるマレーシアの法的義務に関す
る ICJの判断は、「国連人権委員会の特別報告者であ
るクマラスワミ氏は条約6条22項のもとで与えられ
る免除を享有するということを確保する法的義務があ
る」というもので十分であったと述べる 118。
このような小田元判事の主張からは、ICJの設立趣
旨は「国家間紛争の平和的解決」であるという観点、
それから国際法上の義務の名宛人はあくまでも国家で
あるとする伝統的な ICJ観、国際法観が見て取れる。
それゆえ、本稿で検討したような ICJと国内司法機関
の交錯から見出せる ICJの変化についても、これを否
定的に捉えるのである。
そして、後者の主張はCrookによってなされてい

る 119。Crookは、先に（2）で検討した ICJによる人
権保障を積極的に肯定する考えに対し、以下の四点か
らこれを強く否定する。
一つ目は ICJの任務（mandate）である。Crookは

まず、ICJにおいて国のみが当事者となり、個人は
ICJにおける当事者となれない 120ことや、法律問題に
ついて勧告的意見を与えることができるということな
ど、ICJの制度的特徴を確認した上で、ICJがこれま
で人権法の発展に多大な貢献をしたケースも存在す
る 121が、それはわずかであると述べる 122。Crookは、

近年になり ICJが人権の問題を扱うことが増えてきた
が、それでも ICJは人権を一律に優先させることはし
ていないと指摘し、本稿で検討したいくつかの ICJ判
例についても、これらの事例において見られる ICJの
判断は、ICJが人権保障に取り組んだものと評価する
ことはできないと述べる 123。
二つ目は、ICJの管轄権は合意に基づくものであり、

一般的な強制的管轄権が存在しないということであ
る。ICJ規程36条は、両国の合意による付託と一方当
事国による提訴の二つの方式を規定しており、一方的
提訴の場合も、当該提訴が条約の裁判条項に基づく場
合と36条2項に規定される選択条項受諾宣言に基づ
く場合がある。一般的な強制的管轄権の成立のために
は、ICJ規程のすべての当事国が強制的管轄権を受諾
することが必要であると言えるが、Crookは、現在選
択条項を受諾している国は規程当事国の三分の一程度
124であり、さらにこれらの国が行っている宣言にも多
くの場合留保が付されている点を指摘し 125、ICJによ
る人権保障には限界があるとするのである 126。

Crookの指摘する三つ目の問題は訴訟手続上の問
題である。Crookは ICJの訴訟進行に時間がかかり
（slow）、手続が複雑（cumbersome）で、費用が高い
（expensive）ことを指摘する。特に、管轄権や受理可
能性についての争いや仮保全措置の要請などが存在す
る場合、これらの特徴は顕著になる 127。
さらにCrookは、四つ目の問題として裁判官構成が

人権問題を扱うのに適していないと指摘する。Crook
が指摘するのは、まず英米仏ロ（ソ連）中の五大国出
身の裁判官が必ず含まれるということである。それに
加え、ICJの裁判官はほとんどが外交関係、特に国連
関係の経験を重視され、それぞれの出身国の外務省の
法律顧問、外務大臣、国連常駐代表などの経歴を有す
る者であり、人権問題についての業績が著名である裁
判官は少数であると述べる 128。

Crookは、これらの ICJの制度的特徴によって、ICJ
による人権法の発展と適用の役割は制限されると述べ
ながらも、最終的には、訴訟を通じた請求の精査が、
より受け入れられる実効的な人権法体系の作成に寄与
するだろうと述べている 129。
以上のように、ICJによる人権保障に対し消極的な

見解を示す論者はいずれも、ICJの設立趣旨や制度的
特徴の観点からこのような主張をおこなっている。小
田元判事は ICJの設立当初の設立目的の観点から主張
を行い、Crookはこのような設立目的が反映されてい
る現在の ICJの制度的特徴を根拠に主張しているので
ある。したがってこの立場によれば、ICJが国内の機
関に対して何らかの行動を義務付けるような判決や意
見、命令を出し、それによって人権の保障や国際人権
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法の発展に積極的に寄与することができるという主張
は受け入れ難く、それゆえ、これを根拠として ICJの
変化を肯定的に評価する立場についても、疑問を呈す
るのである。

4. 小括

以上のように、ICJが近年見せている変化―すなわ
ち国家機関、特に国内司法機関に対して、何らかの行
動を義務付けるような判決を下すこと―については、
これを国際法上どのように評価するかに関して賛否両
論様々な意見がある。肯定派の論者が主張する人権保
障に関しては、ICJの変化が結果として人権保障につ
ながる可能性はあると言えるものの、これを否定する
論者が述べるように、ICJの設立目的などの観点から
は必ずしも首肯しがたい部分があることは否めない。
このことは、欧州人権裁判所などのいわゆる人権裁判
所が、当該裁判所の設立根拠である人権条約の履行確
保を通じ、当該地域における人権保障をその主要な目
的として設立された 130ことから考えても明らかであ
る。しかし一方で、国際社会のグローバル化に伴い国
際法の規律事項も広がってくる中で、近年見られる
ICJの変化は、設立当初の目的を反映した制度の枠内
で、ICJがその役割を若干変化させていることの兆候
であるとも考えられ、このような傾向は ICJが現代国
際社会の変化に順応しつつあるものとして肯定するこ
とも可能であろう。したがって、近年見られる ICJの
変化が有する意義については、先に触れた現在係争中
の事件などを含む、さらなる ICJの実行の蓄積および、
それらの実行の様々な観点からの検討を通じて、より
明らかにされるべきものであろう。

Ⅳ. おわりに

以上本稿の検討から明らかなように、ICJは近年国
内司法機関に対して直接向けられる形で判決や意見を
下しており、これらの判決や意見を受けて、各国の
国内司法機関は様々な対応を行っている。このよう
な ICJと国内司法機関の交錯からは、国際社会のグロ
ーバル化に伴う ICJの変化を見出すことができる。そ
して、このような ICJの変化は、ICJの設立目的の検
討によってより明確に浮かび上がり、学説においても
様々な捉えられ方をしているのである。この点、先に
検討したように、ICJの設立目的は本来国家間の紛争
の平和的解決であり、これに付随して人権などの問題
について判断することはともかく、そのような目的を
逸脱するような形で、国内法秩序に対して直接向けら

れるような判決を下すことはやはり問題であるとも考
えられる。しかし、ICJ自身も国際社会の中で活動す
るものであり、国際社会や国際法秩序が日々変化する
中で、いつまでも旧態依然の ICJであることにも問題
がないわけではないとも思われる。本稿で検討した
ICJと国内司法機関の交錯は、グローバル化した現代
の国際社会において ICJが果たすべき役割はどのよう
なものかという壮大な問題の一側面として位置づけら
れるものである。
最後に、本稿との関係で重要と思われる点について
付言しておく。これは、本稿で検討した ICJと国内司
法機関の交錯および、そこから見出せる ICJの変化は、
上記のVereschchetinやHigginsの指摘にもあったよう
に、ICJ判決または意見（または命令）の履行の問題
に大きく関連するという点である。すなわち、これら
の論者が指摘するように、国内司法機関に対し直接向
けられるような判断は、ICJが、その判決などの確実
な履行を求めるために、あえて行ったものであるとも
考えられるのである。
例えば、アヤ・デ・ラ・トーレ事件はコロンビアに
よる外交的庇護が問題となったものであるが、ICJは
このような外交的庇護は国際法上認められず、終了し
なければならないと判断した。しかし ICJは、先に述
べたように、庇護の終了方法について具体的に判断す
ることは司法的任務の限界を越えるとして、この点に
ついての判断を行わなかった。このような ICJの判断
は、本稿で検討した本稿で先に検討したいくつかの
ICJ判例との対比において興味深い 131。
また、Avena事件とほぼ事実を同じくするLaGrand

事件において ICJは、Avena事件同様、領事関係条約
違反の取り扱いを受けた被告人の有罪判決および刑の
宣告について再審および再検討することを命じている
のであるが、Avena事件においては「アメリカの裁判
所において」という文言が追加されている 132。このよ
うな文言が ICJによって挿入された背景には、Breard
事件、LaGrand事件に引き続いてこのAvena事件が
ICJに係争したため、アメリカによって係属して繰り
返される領事関係条約の違反にクギを刺す意味もあっ
たものと思われる。Higginsは、ICJ判事時代に執筆
した上述の論稿において、LaGrand事件仮保全措置命
令について次のように述べている。すなわち、ICJは、
Breard事件、LaGrand事件の両者において、問題とさ
れた個人が ICJの仮保全措置命令にも関わらず死刑を
執行されたことに鑑みて、「国家」ではなく「国家」
を構成する関連要素（relevant elements comprising “the 
State”）に直接向けられるような新たな文言を使用す
ることを決定したとHigginsは述べている 133。このよ
うなHigginsの言述からも、ICJが国内における判決
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の履行を意識してこのような文言を挿入したことがう
かがえる 134。
したがって、本稿で検討した ICJと国内司法機関と
の交錯およびこの交錯から見出せる ICJの変化という
問題については、本稿で検討した人権保障という観点
に加え、ICJが判決または意見の履行を意識して、先
に検討したような判決や意見を下したという観点から
の検討も重要であると思われる。この点についての検
討は今後の課題としたい。
以上の検討から、本稿で検討した国際的司法手続と

国内司法手続の交錯は、様々な要因が複合的に絡み合
って、近年顕著になってきたものであり、その要因の
中にはグローバル化時代における国際社会および ICJ
の変化という問題があることが一定程度明らかになっ
たと思われる。そして、このような ICJの変化も、観
点の違いにより様々に評価されうる問題であり、今後
の国際社会のさらなる発展や ICJの判例の展開などを
注視しながら、より一層の検討がなされるべきである
と言えよう。
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社会的地位と健康状態

金　　貞任

■ 要旨
本研究は、日韓の高齢者の社会的地位が年齢階層ごとに健康状態に及ぼす効果を明らかにするこ

とを目的とした。使用するデータは、内閣府が2001年に実施した結果である。この調査は60歳以
上の在宅の高齢者を対象にした全国調査であり、訪問面接法により実施された質問紙調査である（日
本有効Ｎ＝1152、韓国有効Ｎ＝987）。
日韓高齢者の健康状態を従属変数とするｔ検定を行った結果、以下のような知見が得られた。社

会的地位と健康状態に関して、１）教育歴については、日本の男性と韓国の男女が有意となり、経
済状態は、日韓の男女がともに有意であり、最長職は、日韓の男性の自営商工、事務職と労務・臨
時の健康状態に対して有効であった。年齢階層ごとに健康状態に対して社会的地位が及ぼす効果に
ついて、２）年齢階層別に、経済状態は、日韓の「60歳～64歳」群の、「65歳以上」群の健康状態
に対して影響を持っており、教育歴に関しては、日韓の「60歳～64歳」群の、韓国のみ「65歳以
上」群の健康状態に対して有効であった。性別・年齢階層ごとにみると、経済状態は、日韓の男女
の「60歳～64歳」群の、「65歳以上」群の健康状態に対して影響を持っていた。教育歴に関しては、
日韓の男女の「60歳～64歳」群の、日韓の男性のみ「65歳以上」群の健康状態に対して有効であっ
た。最長職について、自営商工、事務職、労務・臨時と農林漁業は、日韓の男性の「65歳以上」群の、
韓国の男性のみ「60歳～64歳」群の健康状態に対して有意であった。これらの結果は、本仮説の日
韓高齢者の社会的地位が年齢階層ごとに健康状態に影響を及ぼしていることを示唆するものである。

■キーワード 健康状態、社会的地位、年齢階層、性差、日韓の高齢者

■Abstract

The purpose of this study was to examine the sex and age cohort differences and the association 
between social status and health states.  Data used were based on an international comparative study 
completed by the Japanese Government Cabinet Offi ce.  All subjects were aged 60 years and older 
living at home in either Japan (n=1,152) or South Korea (n=987) in 2001.

The t-test analysis results of social status on health status yielded two key results.  First, 
variables with a significant effect on health status were: ‘years of education’ for men or women 
in Korea and men in Japan, ‘fi nancial status’ for men and women in Japan and Korea, long-term 
occupation status of ‘independent business and management’, ‘clerical work’ and ‘laborer with part-
time work’ were all signifi cant for men in Japan and Korea.  

Second, within specifi c age cohorts in Japan and Korea, ‘fi nancial status’ had a signifi cant effect 



社会的地位と健康状態 035

Ⅰ. はじめに

急激な高齢社会の到来と個々人の生活様式および価
値観が多様化する中で、日本と韓国では、高齢者自ら
がいかに精神的・身体的健康のバランスを保ちなが
ら自立した生活を維持できるかが重要な課題である。
人々の健康状態には、心理的構造、社会経済的な状
態（Idlerほか、1997: Benyaminiほか、1999）など個
人的要因のみならず、社会環境的要因が影響を与えて
いるが、個人的レベルの社会的地位の側面に着目した
多数の研究がある。日韓のみならず先進国と発展途上
国では、健康状態の向上とともに社会的地位によって
健康状態に格差が生じていることが知られている。ど
の研究でも一貫して、健康状態は社会的地位の低いグ
ループに属する者が、高いグループに属する者に比べ
て悪く、疾病率の羅患率が高く（川上、2006；金ヘ
レンほか、2004）、社会的地位が影響を及ぼしている
ことが示されている（Cohen、2004）。社会的地位の
教育歴は、職業選択の基準となり、職位は収入の決め
手であり（Alwiほか、2005）、経済・所得の絶対的水
準による健康への影響は広く認められている（橋本、
2006； Fujinoほか、2005）。しかし、社会的地位に関
連する変数について、教育歴と収入に着目する研究が
多く、職種・職位についての検討が十分に行われてい
ない。
年齢階層に着目した欧米の研究では、人間が生まれ

てから死ぬまで社会的地位が健康状態に影響を与えて
いる（Settersten、2003）という仮説、社会的地位が
健康状態に対して一定の年齢まで影響を与えるが、年
齢が高くなるとその影響が小さくなる（Houseほか、

1994）という二つの仮説が対立している。日韓は欧
米と異なり、年齢が高くなっても社会的地位が健康状
態に影響を及ぼすと推察される。日韓は、第2次世界
大戦後、速いスピードで国民の生活水準の向上ととも
に食生活の改善、国民皆医療保険を基盤に医療へのア
クセスが平等にできる社会となり、国民の健康状態が
著しく改善された。しかし、大半の日本人が貧困や飢
餓に苦しまなくてすむようになったのは、50年ほど
前であり（原、2008）、韓国は朝鮮戦争の経験などで、
貧困・飢餓から脱出が日本より遅れている。したがっ
て、日韓の高齢者は現在の若年者と異なり、教育歴が
低い者は、企業規模の大きい企業に就職する割合が低
く、生涯所得が低いなど経済的に恵まれず高齢者にな
っても不健康な生活をしていると考えられる。しかし、
日韓の比較研究では、年齢階層に基づく社会的地位と
健康状態に関する検討が不十分であり、全国的な規模
で日韓の高齢者を比較分析した研究がほとんど見当た
らない。
そこで、本研究では、探索的に既存の議論を発展さ
せ、日韓の高齢者の健康状態に社会的地位が及ぼす効
果を明らかにする。その際には、日韓の高齢者の年齢
階層に着目する。本分析で用いるデータは、日本の内
閣府が2001年度前半に日韓の在宅高齢者を対象にし
て実施した2次データである。

Ⅱ. 先行研究と仮説

1. 健康状態の概念

高齢者の健康状態は、日常生活の自立を考える上で

on health status among those in both age cohorts (i.e., those 60 to 64 years old and those 65 years 
and older) in Korea and Japan , and ‘years of education’ had a  signifi cant effect on health status 
among those in both age cohorts in Korea, as well as those 60 to 64 years old in Japan.  Among men 
and women in these two age groups, ‘fi nancial status’ was signifi cant for men and women in both 
age cohorts in Japan and Korea.  .And, ‘years of education’, had a signifi cant effect on health status 
for men and women 60 to 64 years old, as well as men 65 years and older in both countries.  Among 
respondents 65 years-old or older, men in both Japan and Korea, as well as those men  between 
60 to 64 years old in Korea, the ‘long-term occupation’ response of ‘‘independent business and 
management’, ‘clerical work’ and ‘laborer with part-time work’ all showed a signifi cant effect on 
health status.  The results of this study indicate that the health status of older men and women is 
substantially disadvantaged by low social status even across age cohort differences in both Japan and 
Korea.

■KEY WORDS health status, social status, age cohorts, gender, elderly of Japan and Korea
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重要な概念であり、WHO（厚生省、1999）は「健康
は、単に疾病または病弱ではなく、完全に身体的・精
神的、社会的に幸福な状態である」と定義している。
WHOの定義が広範囲な内容を含むので、本研究では、
「健康状態とは、身体的・精神的な変化を受容しつつ、
個人が主観的に判断する状態」であると操作的に定義
した。

2. 社会的地位とは何か

社会では学歴、勤め先やその中での地位、所得や所
有財産など個人が保有する社会的資源がある。社会的
資源としては、収入や財産といった「勢力」、威信や
賞賛といった「威信」、知識や知能、経験といった「情
報」があり、これらの社会的資源を相対的に多く保有
している個人は「社会的地位が高い」と判断される（原、
2008）。
社会的地位とは、個人が保有する社会的資源の大
小を示す概念であり、おおむね生得的地位（ascribed 
status）と獲得的地位（achieved status）から構成され
ている（Alwin ほか、2005）。生まれた時の親の教育
歴や収入、自分の性と人種など生得的地位が本人の教
育歴に影響を与え、それによって職業や職位と収入な
ど社会的資源の所有、すなわち、獲得的地位が決ま
るということである。社会的地位は、社会移動と死
亡を予測する指標でもある（Fox1989；Daveyほか、
1990；Marmotほか、2001）。社会的地位を測定する
変数には、教育、職業や職位と収入などが用いられて
おり（Adler ほか、1994）、社会科学では、社会経済
的地位（例えば、教育、職位、経済的幸福感）が健康
格差に重要な役割を果たしていることが示唆された
（Adlerほか、1994； Ettner,1996；Houseほか、1994； 
Rossほか、1995）。

3. 社会的地位と健康に関連する研究

社会的地位と健康状態との関連について、これま
で相当な数の研究蓄積があり、健康格差を社会階層
の観点から捉えた有名な著書として、Black report
（Townsend、1982）がある。1990年から1999年度の
間に社会経済的地位をキーワードにした研究は、毎
年平均175.6件刊行され、合計3,544件が刊行された
（Oakesほか、2002）。人々の健康状態に関して、社会
的地位に着目した仮説には、大まかに、健康状態の格
差に関する一般論と加齢に焦点を当てた仮説があり、
以下ではそれらの仮説について検討する。

（1）健康状態と社会地位のメカニズムに関する研究

高齢者の健康状態は、社会経済的地位によって格差
が拡大しており（Marmotほか、1996）、大部分の研
究では、高齢者の健康状態の格差に焦点が当てられて
いる（Huismanほか、2003；Von Demほか、2003）。
Singh-Manouxほか（2003）も、主観的社会的地位が
不健康の規定要因であることを示した。現在、健康格
差の存在は、広範囲に認められており、社会経済的地
位が高い層は社会経済的地位が低い層や中間層に比
べ、健康状態が良好であるということが知られている
（Marmotほか、1991；Marmotほか、1996）。欧米で
は、教育歴、所得、職業等が不健康につながる行動や
生活習慣（食事摂取、運動習慣、肥満、飲酒など）で
あることに着目し、社会的不平等の原因の一つとして
重視されている（杉森、2006）。世界保健機構（WHO、
Marmot、2005）も、世界的に健康格差が社会経済格
差によって拡大傾向を示していることを注視してい
る。日韓でも近年、教育格差と所得格差の固定化と拡
大が問題となっており、それらによって健康格差が生
じていることが示唆された（川上ほか、2006；金ヘ
レンほか、2004）。
実証研究として、 Blakelyほか（2000）は、収入の

不平等が主観的健康状態に強く関連しており、その傾
向は、横断研究よりも縦断研究において顕著であるこ
とを明らかにした。Shibuyaほか（2002）も、15歳以
上を対象に分析した結果、世帯収入と地域の平均収
入が健康状態を強く規定することを示唆した。Heoほ
か（2008）は、世帯所得と教育経験有無が高齢者の
日常生活の制限に影響を与えているが、職業有無が有
意でないことを示した。小島（2003）も、高齢者の
健康状態が良好である者の割合は、健康状態のふつう
とよくない者に比べて高所得層に多いが、健康状態が
所得水準によって顕著ではないことを示した。Leeほ
か（2003）は、日韓の60歳以上を対象に比較分析し、
教育歴が健康状態に及ぼす効果が、韓国のみ有意であ
り、教育歴が6年以上群が健康であることを明らかに
した。金ヘレンほか（2004）も、30歳以上成人男女
を分析した結果、男女ともに学歴が大学以下の者、所
得水準が上位20%未満の者、肉体労働者が健康状態
が悪化していることを報告した。
死亡に着目した研究として、Fujinoほか（2005）は、

教育歴が低い群では、男女ともに死亡リスクが高い
ことを明らかにした。Fukudaほか（2004a）も、男女
高齢者ともに教育水準が死亡率にネガティブな影響を
与えており、教育水準と収入が死亡率に与える影響力
は男性のほうが女性よりも強いことを示した。橋本
（2006）も、60歳以上の高齢者を対象に分析した結果、
所得格差と所得水準が死亡率との間で正の相関がある



社会的地位と健康状態 037

ことを明らかにした。
社会的地位と健康状態の関連について、多数の研究

が蓄積されており、社会的地位については、獲得的地
位の教育歴と所得水準は、検討が十分に行われている
が、職業や職位に関しては明らかにされていない。

（2） 加齢に着目した健康状態と社会的地位のメカニ

ズムに関する研究

加齢に着目した研究として、まず、Setterstenほか
（2003）とFerraroほか（1996）は、人間が生まれて
から死ぬまで社会的地位が健康状態に影響を与えてい
ることを指摘した。また、O’Randほか（1996）も、
健康状態には人生の多様な起点においての出来事が影
響を与えるが、社会的不平等が長期間にわたり蓄積さ
れ影響を与えていると主張した。 
実証研究として、Rossほか（1996）は、教育と世

帯収入を用いて分析しており、主観的健康状態は教育
水準が高い群が低い群に比べて良好であるが、高齢者
のほうが若年者よりも良好であり、社会経済的地位が
低い者は、55～64歳群が65歳以上群に比べて身体的
機能が低下していることを明らかにした（Fujinoほか、
2005）。死亡率に着目した1980年英国のブラック報
告では（Blackほか、1980）、男女ともに、すべての
年齢階層において、相対的に低い職業に従事した階層
の死亡率が高いことを示した。Liangほか（2002）も、
縦断調査を実施した結果、教育歴が死亡率に及ぼす効
果が、年齢が高くなっても高いことを指摘した。
一方、Houseほか（1994・1990；Fujinoほか、2005）は、

人間の健康状態が社会経済的地位によって影響を受
けているが、年齢が高い階層においてそれら影響力が
小さくなることを示唆した。Antonovsky（1967）と 
Haanほか（1987）も、社会経済的地位が死亡に及ぼ
す効果は、高齢者になると小さくなることを主張した。
実証研究として、Newacheckほか（1980）は、所

得による健康状態は64歳まで異なるが、加齢ととも
に健康状態に所得が及ぼす影響が少なくなっている
ことを明らかにした。Beckettほか（2000）は、35
歳～55歳を対象に縦断的調査を行った結果、主観的
健康状態は社会的地位によって影響を受けているが、
その影響は若年者に拡大しており、職位が低い階層
が、身体的健康状態が悪化していることを示唆した。
Chandolaほか（2007）も縦断的調査を行い、社会的
不平等が健康状態に及ぼす効果は、若年高齢者におい
て拡大しており、職位が低い群は職位が高い群に比べ
て、身体的健康状態が悪化していることを指摘した。
Knesebeckほか（2006）は、ヨーロッパ22カ国の25
歳以上を対象に分析した結果、教育歴が低い者は主観
的健康状態と生活機能が制限されており、25歳～55

歳群がそれ以上の群に比べて教育歴が及ぼす効果が強
いことを示した。しかし、年齢階層ごとに教育歴が健
康状態に対して及ぼす効果は、国、性と健康指標によ
って異なっていることを主張した。Wrayほか（2005）
は、生得地位と獲得地位に着目しており、生得的地位
の父親の学歴と獲得的地位の本人の学歴と経済的資源
が健康習慣リスクに強い影響を与えるが、それらの影
響は若年者のほうが高齢者に比べて強いことを示し
た。Robertほか（2000）は、社会経済的地位が健康
状態と死亡率に対して影響を与えているが、それらの
影響力は中年と若年高齢者に対して強く、後期高齢者
になると弱いことを指摘した。
一方、死亡率に着目した研究として、Fukudaほか

（2004b）によると、社会経済的地位が低い者は死亡
率が高いが、社会経済的地位が死亡率に対して与え
る影響は75歳未満の群が75歳以上に比べて強いこと
を示した。西（2006）も25歳～64歳群では、学歴が
低い、職位が低い、持家ではない者の死亡率が高く、
65歳以上群では、肉体的労働者のみ死亡率が高いこ
とを明らかにした。Phelanほか（2004）は、60歳か
ら64歳群では、教育歴が8年未満、収入が5000ドル
未満群の死亡リスクが高いが、80歳群ではそれらの
効果が小さくなっていることを示唆した。Marmotほ
か（1996）は、40歳～69歳の男性を対象に縦断研究
を実施し、40歳～64歳の職位が低い群は死亡率が高
いが、職位が退職後の死亡率に対して及ぼす影響が小
さいことを示した。
以上のように、社会的地位が健康状態に及ぼす効果
は、おおむね社会的地位の獲得的地位が有効であると
読み取れる。それは、社会的地位が高い階層は、豊富
な資源を利用し健康リスクを回避するための防衛的な
戦略を取る可能性があるからである。すなわち、教育
水準が高い者は、高い給料と安定した年金プランがあ
る会社に就職し、賢い投資計画と買い物に関する知識
と情報を保有し（Crystalほか、1990）、食生活の改善
と健康診断を定期的に受け、よい健康状態を維持する
ことが可能である。さらに、教育水準が高い者は、犯
罪から身を守るために安全な地域で生活する傾向があ
る（Ross、1993）。しかし、これらの研究では、社会
的地位の教育歴と所得が中心になっており、職種や職
位に着目した研究が少ない。本研究では、職種にも着
目し健康状態に及ぼす効果を明らかにする。
加齢に着目した研究では、社会的地位が健康状態に
及ぼす効果が、加齢に関わらず強いという仮説と、加
齢とともに弱くなるという仮説が対立しており、おお
むね欧米を中心に検討されている。死亡率に関しては、
おおむね社会経済的地位が死亡率に及ぼす効果が若年
者は高年齢者に比べて強いと読み取れる。日韓は社会
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経済的状況などが異なるが、日韓の高齢者は、65歳
以上になっても社会的地位の教育歴、職業と経済状態
が健康状態に対して有効な影響を及ぼすと考えられ
る。教育歴が低い者と高齢者は、ヘルスリテラシー（健
康情報を上手に利用できるスキル）が低く、ヘルスリ
テラシーと健康状態との間には強い相関がある（杉森、
2006）。そのため、社会的地位の獲得的地位が65歳以
上になっても健康状態に対して有意な効果を及ぼすと
推察される。一方、日韓の比較調査では、加齢に着目
し社会的地位と健康状態の検証が十分に行われていな
い。そこで、本研究では加齢にも着目し、それらの関
連を明らかにする。
性は社会的地位の生得的地位であり、女性の方が男

性に比べて獲得的地位の教育年数と収入を得る最長
職（一番長く務めた職）の期間が短く、一人暮らし
の女性が貧困化している傾向がある。20世紀後半の
経済先進諸国における高齢者の死亡率は、女性が男性
よりも低下しており、男女間の死亡率の格差は、男性
の不健康な生活習慣に起因する（堀内、2001）。しか
し、Chandolaほか（2007）によれば、男女ともに主
観的健康状態に対して職位が与える影響が強く、25
歳から64歳を対象にした研究によれば（Phelanほか、
2004）、男女ともに教育歴が死亡率に対して有意であ
ることを示した。そこから、日韓の高齢者の健康状態
は、生得的地位である性に関わらず社会的地位が獲得
的地位に及ぼす効果が大きいと推察される。
そこで、以上の議論に基づき、本研究では以下の2
つの仮説を設定し検証する。

仮説1、 社会的地位が高い階層の日韓の高齢者は、
健康状態が良好である。

仮説2、 社会的地位が高い階層の日韓の高齢者は、
65歳以上になっても健康状態が良好である。

Ⅲ. 研究の方法

1. データ

本研究の日韓の在宅高齢者による健康状態に関する
データは、内閣府が6カ国の60歳以上高齢者を対象に、
「高齢者の生活と意識（第5回国際比較調査）」につい
て面接調査により実施した質問紙調査によって得られ
たデータである。
調査地域は日韓の全国である。
調査の実施時期は、2001年 1月～2月であり、調
査票は、日韓の調査会社に依頼し調査員が面接調査
によって行った。有効票は、日本が1,155票（回収率

は全体の75.2%）、韓国が1,005票（回収率は全体の
100%）であった。健康度自己評価は、「一日中寝込ん
でいる（日本5人、韓国18人）」者が少なく、分布が
偏っているので、「一日中寝込んでいる」者を除外し、
日本の1,150票、韓国の987票を分析の対象とした。
日韓の状況について、全国民の平均在院日数は、

2003年に日本が36.4日、韓国が13.5日となっており、
高齢者の退院平均在院日数は、日本が（病院）52.1日
（2005年9月）、韓国4日（2003年度）となっている（統
計庁、2006；厚生労働省、2006）。施設入所者は、日
本が726,176人で、平均要介護度は3.65であるが（2003
年10月現在）、韓国が、28,198人（2004年現在）で
その殆どが生活保護層と低所得層である（厚生労働省、
2005・2006）。日本は、重度の要介護高齢者が施設に
入所している可能性が高いが、韓国は、重度の要介護
高齢者の殆どが在宅で介護を受けている。しかし、本
調査の対象者は、回答可能な高齢者が本調査の対象者
であり、介護者による代理回答は求めていない。
日韓の高齢者の健康寿命、すなわち、個人の生涯に
おいて元気で活動的に生活できる期間は、日韓ともに
増加している。出生時の期待疾病年数は、1999年に
日本の男性が5.7年、女性が8.3年、韓国の男性が6.4
年、女性が8.3年となり、WHO加盟国の中で日本が1
位、韓国が51位であり（厚生統計協会、2002；統計
庁、2006）、日本のほうが韓国よりも長い。しかし、
現在死因の第1位は日韓ともに悪性新生物であり、男
性のほうが女性よりも高く、日本が1965年以降から、
韓国では1975年以降から感染症による死因が減少し、
生活習慣病による死因が増加している（厚生統計協会、
2002；統計庁、2002）。健康寿命を延ばすことは、人々
の生活の質を向上させ、社会保障の財源を健全に維持
するためにも重要であり、日韓の政府は生活習慣病の
予防の一環として、日本は「人生80年健康計画（1988
～1997）」と「健康日本21（1998～2010）」を実施し
ており、 韓国は「Health Plan21（2002～2010）」を実
施している。

2. 健康状態の指標

在宅高齢者の健康状態を測定する際には、研究者に
よって主観的側面（生活自立度、精神的側面、心身
機能）（Leeほか、2003；金ほか、2004；金、2003）
と客観的側面（死亡、病気の既往歴）（橋本、2006；
Fukuda, 2004b；金、2003）が併用されている。健康
度自己評価は、健康状態を総合的に測定するメカニズ
ムとして認知されており（Deegほか、2003）、平均余
命を予言するものである。この指標は、自分の健康の
程度を主に質問紙などによって各自の主観的な判断に
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基づいて評価させるところに特徴があり、高齢者だけ
でなく、成人に対しても意義を有することが示唆され
ている。
そこで、本研究では、高齢者の健康状態に関する先

行研究を踏まえ、データ解析を行うにあたっては健康
状態を測定する尺度として健康度自己評価を採用し
た。健康度自己評価 :現在、健康であるかどうかとい
う質問への回答のデータを用いた。具体的には、「健
康である」と「健康ではない」（あまり健康とはいえ
ないが、病気ではない・病気がちで、寝込むことがあ
る）の2つにカテゴリー化した。

3. 健康状態に影響を与える社会的地位に関連す
る要因

（1）対象者の人口学的特性

対象者の人口学的特性の指標に関しては、①性、②
年齢を用いた。年齢階層は、「60歳～64歳」と「65
歳以上」群から構成されている。これらのカテゴリー
は先行研究で用いられており、データをこれ以上細分
化してしまうと対象者になるデータが少ないという制
約がある。

（2）社会的地位に関する指標

社会的地位に関する指標としては、教育歴と経済状
況を用いた 1。教育歴は、就職先や職業、収入の程度
を決めるのに影響を与えるからである。教育歴につい
て、探索的調査によると、平均教育年数は、日本の
60歳以上の75%が7年以上であり、韓国の60歳以上
の74%が7年未満であるが、7年未満と7年以上に区
分している。本研究の対象者である日韓高齢者の教育
歴の平均は、韓国人の平均教育年数が5.24年、日本
人が9.97年であり、日韓の教育歴は先行研究と異な
る年数、すなわち、韓国人が6年、日本人が9年と、
それぞれ異なる年数を用いて2つにカテゴリー化した
（韓国 :「0～6年」、「6年以上」；日本 :「0～9年」、「9
年以上」）。
「職業」は、社会経済的地位を測定する要因として
使用されており、本研究では「最長職」を用いた。こ
れは職業と従業上の地位を含んでおり、「自営農林漁
業」、「自営商工サービス業」、「会社または団体の役員」、
「常雇の事務系・技術系勤め人」、「常雇の労務系勤め
人」、「臨時（フルパートタイム）」、「臨時・日雇・パ
ート」、専業主婦と無職は「無職」としてカテゴリー
化されている。分析に当たっては、村瀬（2006）の
職種分類を参考にして分類した。すなわち、①「農林
漁業」、②「自営商工サービス業」と「会社または団
体の役員」は「自営商工」、③「事務・技術」、④「常

雇の労務系勤め人」・「臨時（フルパートタイム）」と
「臨時・日雇・パート」は「労務・臨時」、⑤「無職」
の5つにカテゴリー化した。最長職について、女性の
場合、専業主婦職を長期間しているのにも関わらず、
結婚する以前に勤めた経験があるとその職業を答える
傾向と、社会的地位には生活環境が影響を与えるとい
う観点から配偶者の最長職を用いて分析する必要があ
る。本分析で用いるデータでは、女性の配偶者の最長
職を問う質問項目がなかったので女性は除外した。
経済状況に関しては、一般的に所得や収入が用いら
れているが、本質問票では所得に関する項目がなかっ
たので、経済状況を主観的に測定する「普段の生活上
の状況」を用いた。それは、4選択肢（「困っている」「少
し困っている」「あまり困っていない」「困っていない」）
から構成されている。分析に当たっては、「困難あり」
と「困難なし」の2つにカテゴリー化した。退職後の
収入の減少とともに長寿社会において経済状況を測定
する重要な変数である。日本では国民年金が充実して
いるが、最も所得格差が大きいのは高齢者であること
が知られており、韓国の現在の高齢者のほとんどは国
民年金の資格がないため、所得格差が大きいことが予
想される。

（3）分析方法

本分析の目的は、まず社会的地位の獲得的地位の教
育歴、最長職と経済状態の違いが日韓の高齢者の健康
状態の格差を生み出すのかを明らかにすることであ
る。
そのために、まず、各変数の影響を単独で確認し、
次に、社会的地位と健康状態との関連を性・年齢階層
別に二重クロス集計により明らかにした。最後に、社
会的地位に関する教育歴、最長職、経済状態と健康状
態の関連性は、各カテゴリー間で性・年齢階層別に平
均得点を比較し、主効果を検定した。その際には t検
定を行ったが、最長職のみ一元配置の分散分析を実施
した。t検定とは、ある量的変数を2つの値をとる質
的変数で分け、その平均値の差を検定することで2群
の間に関連性があるかどうかを調べることである。

Ⅳ. 分析結果

1. 調査対象者の特性

調査対象者の特性は、表1（p45）に示した。
まず、日韓調査対象者の（有効ケース）の特性につ
いてみておきたい。高齢者の性別では、日本は男女差
がほとんどないが、韓国は女性が6割を占めている。
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年齢階層について、日本は男女共に「65歳以上」群
が多く、韓国は「60歳～64歳」群が多い。家族形態
について、日本は夫婦のみ世帯と3世代世帯が多いが、
韓国の男女は夫婦のみ世帯が多くなっている。
社会的地位指標について、教育歴は日本の男女の「7
～11年」群がそれぞれ高くなっているが、韓国の男
女は「0～6年」群がそれぞれ高くなっている。最長
職について、日本の男性は「事務・技術」と「自営商
工サービス」群の割合が高いが、韓国の男性は「農林
漁業」と「自営商工サービス」群の割合が高い。経済
的状況に関しては、日本の男女はともに「困っていな
い」と「あまり困っていない」群の割合が高いが、韓
国の男女はともに「少し困っている」、「あまり困って
いない」群の割合が高い。
健康状態について、日本は男女はともに健康である

の割合が高いが、韓国の男性は健康である、女性は病
気ではないの割合が高い。

2. 社会的地位と健康状態

日韓高齢者の社会的地位と健康状態に関して（表2
参照）、日本人は「60歳～64歳」群の健康であるの割
合が高く、「65歳以上」群は健康状態の格差がほとん
どない。韓国人は「65歳以上」群の不健康であるの
割合が高く、「60歳～64歳」群は健康であるの割合が
若干高い。
社会的地位の教育歴に関して、日本人は「10年以上」

群の健康であるの割合が59%で高く、教育歴「0～9
年」は健康状態の格差がほとんどない。韓国人は、「0
～6年」群の不健康であるの割合が71%、「7年以上」
群の健康であるの割合が60%で高い。経済状態に関
して、日本人は「困難あり」群の不健康であるの割合
が60%、「困難なし」群の健康であるの割合が58%で
高い。韓国人は「困難あり」群の不健康であるの割合
が68%で高く、「困難なし」群は、健康状態の格差が
ほとんどない。
次に、健康状態を性別にみると（表2参照、p45）、
日本の男女と韓国の男性の「60歳～64歳」群は、健
康であるの割合が高く、韓国の男女と日本の女性の
「65歳以上」群は不健康であるの割合が高い。
教育歴と健康状態を性別にみると、日本の男女は教
育歴「10年以上」群の健康であるの割合が高く、「0
～9年」の群は性によって健康状態にばらつきがみら
れた。韓国の男女は、教育歴「0～6年」群の不健康
であるの割合が高く、「7年以上」群の健康であるの
割合が高い。経済状態に関して、日本の男女は「困難
あり」群の不健康であるの割合がそれぞれ高く、「困
難なし」群の健康であるの割合がそれぞれ高くなって

いる。韓国の男性は経済的に「困難なし」群の健康で
あるの割合が高く、女性は「困難あり」群と「困難なし」
群の不健康であるの割合がそれぞれ高い。最長職に関
しては、日韓の男性はともに「自営商工」、「農林漁業」、
「事務」群の健康であるの割合がそれぞれ高く、「労務・
臨時」に関しては、日本の男性のみ不健康であるの割
合が高くなっている。
以上のように、社会的地位と健康状態を性別にみる

と、韓国の男女高齢者は教育歴によって健康状態が異
なっているが、日本の男女高齢者は経済状態によって
健康状態に格差が生じている。最長職に関しては、日
韓の男性はともにいわゆるホワイトカーラーと農林漁業
に従事した者の健康状態が良好である。

3. 性・年齢階層に基づく社会的地位と健康状態

日韓高齢者の社会的地位と健康状態を年齢階層別に
みると（表3参照）、日本では「65歳以上」群の教育歴「0
～9年」群の不健康であるの割合と、「10年以上」群
の健康であるの割合がそれぞれ高く、それら以外の群
ではほとんど差がない。韓国では年齢階層ごとに教育
歴「0～6年」群の不健康であるの割合がそれぞれ高く、
教育歴「7年以上」群の健康であるの割合がそれぞれ
高い。
経済状態に関して、日本では、年齢階層ごとに「困
難なし」群の健康であるの割合がそれぞれ71%、53%
で高い。経済状態に関してみると、日本は「65歳以上」
群の「困難あり」群の不健康であるの割合が65%で
高い。韓国は、年齢階層ごとに経済状態の「困難あり」
群の不健康であるの割合がそれぞれ56%、75%で高く、
「60歳～64歳」群は「困難なし」群の健康であるの割
合が高くなっている。
次に、社会的地位と健康状態を性・年齢階層別に
みると（表3-1参照、p46）、教育歴について、日本の
男性の「60歳～64歳」群は、教育歴の高低に関わら
ず健康であるの割合がそれぞれ高く、「65歳以上」群
は教育歴「10年以上」群の健康であるの割合が高い。
女性の「60歳～64歳」群は、教育歴が高い群の健康
であるの割合が高いが、65歳以上群は教育歴の高低
に関わらず不健康であるの割合がそれぞれ高い。韓国
の男性の「60歳～64歳」群は、教育歴の高低に関わ
らず健康であるの割合が高く、「65歳以上」群では教
育歴の高い群の健康であるの割合が高くなっている。
韓国の女性の「60歳～64歳」群は、教育歴の低い群
の不健康であるの割合が高く、「65歳以上」群は教育
歴の高低によって健康状態に格差がある。
経済状態に関してみると、日本の男性の「60歳～

64歳」群は、経済状態の困難の有無に関わらず健康
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である群の割合がそれぞれ高く、「65歳以上」群は、
経済状態の困難の有無によって健康状態に格差が生じ
ている。日本の女性の「60歳～64歳」群は、経済状
態の困難の有無によって健康状態に格差が生じている
が、「65歳以上」群は、経済状態の困難有り群の不健
康であるの割合が高く、「困難なし」群は健康状態の
格差がほとんどない。韓国の男性は日本の男性と同様
に「60歳～64歳」群は、経済状態の困難の有無に関
わらず健康である群の割合がそれぞれ高く、「65歳以
上」群は、経済状態の困難の有無によって健康状態に
格差が生じている。韓国の女性の「60歳～64歳」群
と「65歳以上」群は、経済状態の困難の有無に関わ
らず不健康であるの割合がそれぞれ高い。
最長職に関して、日本の男性の「60歳～64歳」群

の「自営商工」、「農林漁業」、「事務」、「労務・臨時」
群は健康であるの割合がそれぞれ高い。「65歳以上」
群の「自営商工」、「農林漁業」、「事務」群は健康であ
るの割合がそれぞれ高く、「労務・臨時」群は不健康
であるの割合が高い。韓国の男性も日本の男性と同様
に「60歳～64歳」群の「自営商工」、「農林漁業」、「事
務」、「労務・臨時」群は健康であるの割合がそれぞれ
高い。「65歳以上」群の「自営商工」、「事務」群は健
康であるの割合がそれぞれ高く、「農林漁業」、「労務・
臨時」群は、不健康であるの割合がそれぞれ高い。
以上のように、日韓の男性の「60歳～64歳」群は、

社会的地位の格差に関わらず健康状態が良好である
が、「65歳以上」になると社会的地位によって健康状
態に格差が生じている。日韓の女性は男性と異なり、
日本の女性の「60歳～64歳」群は、社会的地位によ
って健康状態に格差が生じているが、「65歳以上」に
なると社会的地位の高低に関わらず不健康であるの割
合が高い。韓国の女性の「60歳～64歳」群は、社会
的地位の格差に関わらず不健康であるの割合が高い
が、「65歳以上」になると教育歴の高低によって健康
状態に格差が生じている。

4. 性・年齢階層別社会的地位と経済状態の状況

社会的地位に関する教育歴、最長職、経済状態と健
康状態の関連性について、性・年齢階層別に平均得点
を示した（図1-1参照）。まず、年齢階層に関しては、
日韓ともに「65歳以上」群が「60歳～64歳」群に比
べて健康状態の得点が低いが、韓国人が日本人よりも
健康状態の得点が低い。教育歴についても、日韓それ
ぞれ教育歴が高い群の健康状態の得点が高いが、韓国
人が日本人に比べて教育歴の格差による健康状態の得
点の差が大きい（それぞれp<.001、 p<.001）。経済状
態に関しては、日韓ともに経済的に「困難なし」群が「困
難有り」群に比べてそれぞれ健康状態の得点が高い（そ
れぞれp<.001、 p<.001）。

図1-1　日韓の健康状態

注： 教育歴について、韓日のカテゴリーは「0～6年」と「7
年以上」からなる。
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次に、健康状態を性別にみると（図1-2参照）、日
韓の男女ともに「65歳以上」群が「60歳～64歳」群
に比べて健康状態の得点が低いが、韓国の女性の健康
状態の得点が日本の女性に比べて非常に低い（それぞ
れp<.001、 p<.001）。教育歴に関しては、日本の男性
と韓国の男女は教育歴の高い群が教育歴の低い群に比
べて健康状態の得点が高く、特に韓国の女性は教育歴
の7年以上群の健康状態の得点が非常に高い（それぞ
れp<.001、 p<.001）。しかし、日本の女性は、教育歴
による健康状態の得点の差がほとんどない（p<.41）。
経済状態に関しても、日韓の男女ともに経済的に「困
難なし」群が「困難有り」群に比べて健康状態の得点
が高いが、韓国の女性の健康状態の得点が非常に低い
（それぞれp<.001、 p<.001）。最長職について、日韓の
男性の「自営商工」群と「事務職」群は健康状態の得
点がそれぞれ高く、「労務・臨時職」群は健康状態の
得点がそれぞれ低い（それぞれp<.001、 p<.001）。
年齢階層別に社会的地位と健康状態をみると（図

1-3参照）、教育歴に関しては、日韓の 60歳～64歳
群と韓国の65歳以上群の教育歴の高い群が教育歴の
低い群に比べて健康状態の得点が高いが（それぞれ
p<.001、p<.001）、日本の65歳以上群は教育歴による

健康状態の得点の格差がほとんどない（ p<.06）。経
済状態に基づき健康状態をみると、日韓の男女はとも
に年齢階層ごとに、経済的に「困難なし」群が「困
難有り」群に比べてそれぞれ健康状態の得点が高い
（p<0.001、p<0.001）。
健康状態を性別・年齢階層別に社会的地位に基づ
きみると（図1-3参照）、社会的地位の教育歴は、日
本の男女の60歳～64歳群の中で教育歴の10年以上群
は10年未満群に比べて健康状態の得点が高いが（そ
れぞれp<.001、 p<.001）、65歳以上群の女性は教育歴
による健康状態の得点にほとんど差がない（それぞれ
p<.001、 p<.56）。韓国の男性は、年齢階層ごとに教育
歴の7年以上群が7年未満群に比べて健康状態の得点
が高いが（それぞれp<.001、 p<.003）、韓国の女性の
65歳以上群は、教育歴による健康状態の得点の差が
ほとんどない（それぞれp<.001、 p<.2。）。
経済状態別にみると（図1-3）、日本の男女は年齢
階層ごとに経済的に「困難なし」群が「困難有り」群
に比べて健康状態の得点が高いが、女性が男性に比べ
て健康状態の得点が若干低い（男性それぞれp<.001、 
p<.001、女性それぞれp<.05、 p<.04）。韓国の男女は、
年齢階層ごとに経済的に「困難なし」群が「困難有り」

図1-2　性別社会的地位と健康状態

注：   教育歴について、韓国のカテゴリーは「0～6年」「7年以上」からなる。
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群に比べて健康状態の得点が高いが、「65歳以上」群
の男性が女性の「60歳～64歳」群よりも健康状態の
得点が高い（男性それぞれ、p<.03、p<.02、女性それ
ぞれp<.001）。
年齢階層別に最長職に基づき健康状態をみると、日
本の男性の「60歳～64歳」の「事務」群と「農林漁業」
群が「65歳以上」に比べて健康得点が高く、「労務・
臨時」群の健康状態得点は、他の職種に比べて年齢階

層ごとに低い（それぞれp<.2、p<.01）。韓国の男性
は職種ごとに「60歳～64歳」群の健康得点が「65歳
以上」群に比べて高くなっている（それぞれp<.02、
p<.03）。すなわち、「農林漁業」群と「自営商工」群
に従事した男性は「65歳以上」になっても健康状態
を維持しているが、「労務・臨時」群に従事した者は、
「65歳以上」になると健康状態が悪いことが明らかに
された。

図1-3　性・年齢階層別社会的地位と健康状態

注： Jは日本、Kは韓国、JMは日本の男性、JWは日本の女性、
KMは韓国の男性、KWは韓国の女性。

  教育歴について、韓国のカテゴリーは「0～6年」「7年以上」
からなる。
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Ⅳ. 分析結果の考察及び今後の課題

1. 健康状態とその規定要因

本研究の目的は、探索的に既存の議論を発展させ、
日韓の高齢者の健康状態に社会的地位が及ぼす効果を
明らかにすることであった。その際には、日韓高齢者
の年齢階層と職種にも着目した。全国的な規模で日韓
を分析した研究がほとんどなく、本研究では、それら
に着目して検討した結果、次のようにまとめられる。
まず、全体的に本研究の対象者である日韓の高齢者

の健康状態は、多くの点で社会的地位が影響力を持つ
ことが示された。おおむね日韓の高齢者は、社会的地
位である教育歴と経済状態によって健康状態に格差が
生じており、性別でも同じ傾向がみられた。男性の最
長職についても健康状態が異なっており、日韓の労務・
臨時職の男性の健康状態が悪くなっていた。次に、年
齢階層別社会的地位と健康状態に関して、教育歴と経
済状態は日韓の60歳～64歳群と65歳以上群の健康状
態に対して有意であることが示された。性別では、教
育歴と経済状態が日韓の60歳～64歳群の男女と65歳
以上群の男性の健康状態に対して影響力を持つことが
示されたが、教育歴は、日韓の女性高齢者の年齢階層
によってやや偏る傾向が見られた。最長職に関しては、
年齢階層ごとに日韓の男性の健康状態に対して有意で
あったが、ややばらつきがみられた。これらの結果は、
（1）日韓の男女高齢者は、社会的地位が高いほど健康
状態が良好であり、（2）社会的地位が高い日韓の男女
高齢者は、65歳以上になっても健康状態が良好であ
るという本研究の仮説が、おおむね支持された。
経済先進諸国欧州では、早い時期から高齢化社会か

ら高齢社会（高齢化率7％→14％）に進入しており、
社会保障制度の定着と義務教育の実現により、社会的
地位と健康状態に関連する仮説が並立していると考え
られる。しかし、日韓の調査対象者の高齢者は、義務
教育を受ける機会が制限され、経済発展が優先順位だ
った時代と社会保障制度の定着が遅れた時代を経験し
ている。そのため、教育歴が低い者は、環境がよい職
業の選択と高収入を得ることができず、それらが食住
環境などに悪い影響を与え、経済的に困難であるため
医療へのアクセスが遅くなり、健康状態が悪い可能性
が高い。その結果、日韓の男女高齢者の健康状態には、
社会的地位が若年高齢者のみならず65歳以上になっ
ても影響力を持つことが示唆されたと考えられる。近
年、不況により高等学校での学費未納の増加が報道さ
れており（日本経済新聞、2008）、経済的理由により
能力があっても進学できない階層がある（矢野ほか、

2006）。教育歴が低い階層が不安定な所得・雇用状況
にあっても、それらの階層が機会の平等の下に、その
能力と努力に対応した報酬を得る社会であれば、良好
な健康状態を維持することが可能であるだろう。しか
し、現実としては、教育歴が低い階層は十分な応酬を
得ることが困難であるため、良好な健康状態を維持す
ることが難しいと推察される。
今回の結果から、日韓では、教育歴と経済的状態と
いう社会的地位を表す変数によって、男女高齢者の健
康状態に格差が存在することが示されたが、本稿の分
析結果は、仮説と異なる部分もあり、いくつかの点に
ついて仮説と分析結果を照合しながら議論を進める必
要がある。
まず、全体的に経済的状態は日韓の男女高齢者の健
康状態に対して有効であるが、教育歴は日本の男性と
韓国の男女高齢者の健康状態に影響力を持つという
結果となった。これらの結果は、先行研究（Marmot
ほか、1996；Singh-Manouxほか、2003；Marmotほ
か、1991；Marmotほか、1996；Fujinoほか、2005；
Leeほか、2003）と類似している。最長職は、日韓の
男性の健康状態に対して有意であり、新たな知見を得
ることができた。教育歴が高い者は、高い給料と安
定した年金プランがある会社に就職し、賢い投資計
画と買物に関する知識と情報を保有し（Crystalほか、
1990）、経済的困難が少ないため快適な居住環境に恵
まれ、栄養バランスが取れた食事、定期的な運動と健
康診断等が良好な健康に寄与する可能もあるだろう。
次に、年齢階層別に社会的地位が健康状態に与える
影響力に関して、経済状態は日韓の男女の60歳～64
歳群と65歳以上群に対して、教育歴は日韓の男女の
60歳～64歳群と、日韓の男性65歳以上群に対してと
もに有意であった。これらの結果は、先行研究（Ross
ほか、1996； Blackほか、1982；Liangほか、2002）
の結果と類似しており、社会的地位が長期間にわたり
健康状態に影響を与えているという仮説（Settersten
ほ か、2003；O’Rand ほ か、1996；Ferraro ほ か、
1996）を支持する結果となった。教育歴に関しては、
日韓の女性の60歳～64歳群の健康状態に対して有意
であるが、日韓の女性の65歳以上群は有意にならな
かった。これらの結果は、人間の健康状態が社会経
済的地位によって影響を受けているが、加齢ととも
にそれらの影響力が小さくなるという仮説（Houseほ
か、1990；House ほか、1994；Antonovsky、1967；
Haanほか、1987）を部分的に支持する結果となった。
Ross（1993）が示唆しているように、日本の特別養
護老人ホームには要介護高齢者が居住しており、元気
な65歳以上男女高齢者はおおむね在宅で生活してい
るので健康状態に教育歴が直接及ぼす効果が小さくな
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る可能性がある。義務教育に関しては、日本が1947
年度から（9年間）、韓国が1953年から（6年間）実
施されたが、韓国の義務教育が日本と同じ期間にな
ったのは2002年である。それらの差の影響を解釈す
ることは難しく、個々人の健康状態に対して年齢階
層別教育歴の影響を解釈することは議論が必要であ
る。その一方、高等学校への進学率は、日本が2005
年97.9%、韓国が2004年99.3%となり（文部科学省、
2007；統計庁、2006）、現在、日韓ともに高学歴化社
会に突入しており、特に、韓国は学歴インフレ社会と
も言えるようになった。そのため、高学歴よりも、出
身学校が地位達成となり、教育を媒介にした地位達成
が健康格差という現実を生み出すと考えられる。今後
は、教育の質など日韓の異なる文化と社会構造の観点
からも健康メカニズムを明らかにする必要性が示唆さ
れた。
職種について、興味深いのは、最長職の自営商工群

と農林漁業群に従事した日本の男性は、60歳～64歳
群と65歳以上群ともに健康状態に変化がないが、事
務職と労務・臨時職に従事した群は「65歳以上」に
なっても、健康状態が非常に悪い。韓国の男性は、最
長職の農林漁業と労教・臨時職の65歳以上群が60歳
～64歳群に比べて健康状態が悪い。それらは、日韓
の男性は最長職が長期間にわたり健康状態に影響を与
える仮説を部分的に支持する結果となった。その理
由の一つとして、韓国は、日本より第1次産業から第
3次産業への移動が遅れており、1970年第1次産業従
事者が50.4%だったが、1978年第1次産業従事者と
第3次産業従事者が同じく38.5%となった（統計庁、
1995）。最長職が労務・臨時である者は、勤務日数と
休日が不定期的な場合が多く、それが貯蓄と退職金の
不平等と退職後の経済状況に繋がり、それらが高齢者
の健康状態に影響を与える要因として作用している可
能性がある。農業機械化は、労働強度の低減、労働時
間の短縮、作物生産コストの低減などが指摘されてお
り、日本は1950年後半から、韓国は1980年から農業
機械化5ヵ年計画が実施され、日本の男性が韓国の男
性に比べて良好な健康状態を維持することが可能であ
るだろう。一方、日本はサラリーマンの過労死がニュ
ースなどで取り上げられており、長時間勤務などによ
り休養をとることができない等が健康状態に悪影響を
与えているようである。
以上の結果からは、日韓の高齢者の健康状態にはお

おむね社会的地位が影響を及ぼしており、それらは
65歳以上になっても影響を与えるという結果となっ
た。日韓は先進経済諸国欧米に比べて経済発展の程度
が遅かったが、日本が韓国よりも先に経済先進諸国の
仲間入りをした。したがって、今後も社会的地位が年

齢階層群ごとに健康状態に及ぼす効果が日韓ともに維
持されるか、それとも日韓どちらかが先進的に社会的
地位が健康状態に及ぼす効果を小さくすることができ
るかは興味深い。

2. 今後の課題

以上、本稿では、日韓の男女高齢者の健康状態につ
いて、日韓全国の男女高齢者への質問紙調査によって
得られたデータに基づいて社会的地位を年齢階層ごと
に関連して分析を行った。それだけに研究方法につい
て改善の余地があり、本研究を通して明らかになった
新たな研究課題もいくつかある。最後に、それらのい
くつかについてまとめておきたい。
第一に、本研究では、日韓の在宅高齢者の健康指標
のうち、限られた側面のみしか分析することができな
かった。本研究で用いた健康指標は、健康状態を総合
的に評価する単一項目からなるものであり、計量的な
分析を前進させるためには、健康指標についての信頼
性・妥当性が確認された主観的尺度と客観的尺度を併
用して測定できることが望ましい。
第二に、社会的地位について、本研究では教育歴、
経済状態と男性のみ最長職を尋ねる項目に着目した
が、今後は所得と女性の職業や職位にも着目する必要
がある。日韓の生活環境に配慮し、所得水準と、特に
女性の配偶者と本人の職業上の地位とを含めた諸要因
を分析に組み込むことによって、健康との詳細な関連
やそれらをつなぐメカニズムなどが解明されるだろ
う。
第三に、健康状態に対して社会的地位が及ぼす効果
は加齢とともに影響を持っているという仮説を証明す
るためには、自記回答が不可能な高齢者と縦断的研究
にも着目した検討も必要である。　
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男性 女性
N=550 N=602  N=397 N=590

27.5 24.7 41.6 32.5
31.3 27.2 24.7 25.6
20.0 18.8 17.4 17.8
13.8 16.8 10.1 12.4

7.5 12.5 6.3 11.7

3.8 3.8 5.0 19.5
40.9 26.8 43.6 23.6

7.5 12.5 2.8 6.6
21.8 16.5 26.4 14.1
19.5 22.2 19.1 30.8

6.5 7.0 3.0 5.4

4.7 12.4 45.4 86.4
54.0 64.4 19.4 7.3
41.3 23.2 35.3 6.3
13.3 10.5 30.0 38.1
30.5 18.0 27.2 18.8
31.2 16.5 21.2 2.5
20.6 15.2 17.4 12.5

2.6 17.2 3.0 7.3
1.8 22.5 1.3 20.7

6.7 5.2 18.1 25.1
18.9 16.3 38.0 39.5
35.2 40.8 36.8 29.0
39.2 37.7 7.1 6.4

58.5 48.5 56.2 26.8
34.4 44.0 29.7 37.3

日　本 韓　国

年齢 60歳～64歳
65歳～69歳
70歳～74歳
75歳～79歳
80歳以上

家族形態 一人暮らし
夫婦のみ
既婚の子どもと同居
未婚の子どもと同居
三世代世帯
その他

社会経済的指標
教育年数 0～6 年

7～11 年
12 年以上

最長職 農林漁業
自営商工サービス
事務・技術
労務 ( フルタイム）
臨時・日雇・パート
無職

経済状況 困っている
少し困っている
あまり困っていない
困っていない

健康指標
健康度自己評価 健康である

病気ではない
寝込むことがある 6.9 7.5 14.1 35.9

男性 女性

表1　分析対象者の特性

不健康 健康 合計 % 不健康 健康 合計 % 不健康 健康 合計 %
年齢階層 日本 60歳～64歳 35.5 64.5 299(100) 27.8 72.2 151(100) 43.2 56.3 148(100)

65歳以上 50.6 49.4 851(100) 46.6 53.4 399(100) 54.2 45.8 452(100)
韓国 60歳～64歳 47.6 52.4 357(100) 28.5 71.5 118(100) 64.1 35.9 192(100)

65歳以上 69.2 30.8 630(100) 54.7 45.3 105(100) 77.6 22.4 398(100)

教育 日本 0～9年 50.9 49.1 637(100) 47.8 52.2 272(100) 53.2 46.8 365(100)
10年以上 41.3 58.7 511(100) 35.3 64.7 278(100) 48.5 51.5 233100

韓国 0～6年 70.7 29.3 690(100) 52.2 47.8 180(100) 77.3 22.7 510(100)
7年以上 39.7 60.3 297(100) 36.9 63.1 217(100) 47.5 52.5 80(100)

経済状態 日本 困難有 60.0 40.0 270(100) 56.7 43.3 141(100) 63.6 36.4 129(100)
困難無 42.5 57.5 879(100) 36.0 64.0 408(100) 48.2 51.8 471(100)

韓国 困難有 67.5 32.5 604(100) 49.8 50.2 223(100) 78.0 22.0 381(100)
困難無 51.7 48.3 383(100) 36.2 63.8 174(100) 64.4 35.4 209(100)

最長職 日本 自営商工 34.1 65.9 167(100)
農林漁業 43.8 56.2 73(100)
事務 36.8 63.2 171(100)
労務・臨時 55.1 44.9 127(100)
無職 60.0 40.0 10(100)

韓国 農林漁業 45.4 54.6 119(100)
自営商工 38.0 62.0 108(100)
事務 40.5 59.5 84(100)
労務・臨時 49.4 50.6 81(100)
無職 100.0 0.0 5(100)

全対象者 女 性男 性

表2　分析対象者の特性
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健康 合計 % 不健康 健康不健康 合計 % 不健康 健康 合計 % 不健康 健康 合計 %

教育 0～9年 49.6 50.4 139(100) 51.2 48.8 498(100) 58.7 41.3 213(100) 76.1 23.9 477(100)
10年以上 23.1 76.9 160(100) 49.6 50.4 351(100) 31.3 68.8 144(100) 47.7 52.3 153(100)

経済状態 困難有 50.6 49.4 87(100) 64.5 35.5 183(100) 55.5 44.5 229(100) 74.9 25.1 375(100)
困難無 29.2 70.8 150(100) 46.8 53.2 667(100) 33.6 66.4 128(100) 60.8 30.8 255(100)

韓　　　国
60歳～64歳 60歳～64歳65歳以上 65歳以上

日　　　本

男　　性 女　　性

不健康 健康 合計 % 不健康 健康 合計 % 不健康 健康 合計 % 不健康 健康 合計 %

日本 教育 0～9年 42.0 58.0 60(100) 49.1 50.9 122(100) 53.9 46.9 89(100) 52.9 47.1 276(100)
10年以上 20.8 79.2 101(100) 43.5 56.5 177(100) 36.9 63.1 59(100) 55.7 44.3 174(100)

経済状態困難有 46.5 53.5 43(100) 61.2 38.8 98(100) 54.5 45.5 44(100) 68.2 31.8 85(100)
困難無 20.4 79.6 108(100) 41.7 58.3 300(100) 38.5 61.5 104(100) 51.0 49.0 367(100)

最長職 農林漁業 45.5 54.5 11(100) 43.5 56.5 62(100)
自営商工 30.8 69.2 52(100) 35.7 64.3 115(100)
事務 13.2 86.8 53(100) 47.5 52.5 118(100)
労務・臨時 41.4 58.6 29(100) 59.2 40.8 98(100)

韓国 教育 0～6年 36.5 63.5 63(100) 60.7 39.3 117(100) 68.0 32.0 150(100) 81.1 18.9 360(100)
7年以上 23.5 76.5 102(100) 48.7 51.3 115(100) 50.0 50.5 42(100) 44.7 55.3 38(100)

経済状態困難有 37.4 62.6 99(100) 59.7 40.3 124(100) 69.2 30.8 130(100) 82.5 17.5 251(100)
困難無 15.2 84.8 66(100) 49.1 50.9 108(100) 53.2 46.8 62(100) 69.4 30.6 147(100)

最長職 農林漁業 22.0 78.0 50(100) 62.3 37.7 69(100)
自営商工 24.0 76.0 50(100) 50.0 50.0 58(100)
事務 24.0 76.0 25(100) 47.5 52.5 59(100)
労務・臨時 42.1 58.0 38(100) 55.8 44.2 43(100)

65歳以上60歳～64歳 60歳～64歳65歳以上

表3　年齢階層に基づく社会的地位と健康状態に対する割合

表3-1　年齢階層に基づく社会的地位と健康状態に対する割合

注：韓国の教育歴は、「0～6年」、「7年以上」にカテゴリー化した
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Ⅰ. はじめに

近時、これまでになかった金融仲介メカニズムとし
て、ソーシャル・レンディング（social lending）ない
しソーシャル・ファイナンス（social fi nance）が脚光
を浴び始めている。銀行という伝統的な金融仲介機関
が個人にとっては必ずしも利用しにくいものである一
方、いわゆる消費者金融という金融仲介機関も貸金業
法の改正以降その存在感を弱めつつある中で、金融仲
介のための新たなルートを開拓するものとして目新し
さがあるのである。
特に、貸金業法の改正によって、消費者金融業者が

かつてのような高金利（いわゆるグレーゾーン金利）
での貸出を行うことができなくなった結果、従来であ
れば消費者金融業者から借入ができていた者に対し
て、消費者金融業者が、当該借手のリスクに応じた金
利を徴収できないがために貸出を実行できなくなって
しまうケースが増えてきている。近時の経済不況に伴
って収入が減少している個人が増加し、そのような者
からの資金需要が増えているにもかかわらず、逆に、
貸手の側から見れば貸出にともなう取立不能リスクが
増加していることになるから、安易に貸出を増加させ
ることも難しく、資金需要と供給のギャップが発生し
ている。
このように伝統的な金融仲介メカニズムが十分に機

能しなくなってしまっている状況は、発展途上国を中
心に、伝統的な商業銀行に代わってマイクロファイナ
ンス・プログラムが登場してきた状況によく似ている
ようにも見える。そのことから連想を得て、銀行や消
費者金融といった伝統的な金融仲介機関に代わる存在
として、ソーシャル・レンディングが新たな役割を果

たしうるのではないか、と期待する向きがあるように
も見える。
しかし、新たな金融仲介メカニズムの登場に際して
は、それが危険（ないし違法）なものではないのか、
貸手と借手の間の情報非対称をどのようにして克服し
ようとしているのか、また、それが持続可能なビジネ
スモデルであるのか、といった点について冷静な検討
を加えておくことが望ましいであろう。本稿は、日本
におけるソーシャル・レンディングの創始者の一つで
あるmaneoを取り上げて、これらの点についての分
析を試みようとするものである。
以下では、Ⅱにおいてソーシャル・レンディングと
呼ばれるものの中におけるさまざまなバリエーション
について概観した後、Ⅲにおいてmaneoが採用して
いるメカニズムについて具体的な紹介をする。そして、
そのようなmaneoのメカニズムが金融規制をどのよ
うにクリアしようとしているのかについてⅣで検討し
た後に、Ⅴにおいてmaneoがどのような機能を果た
しているのかについて考察する。その上で、そのよう
なmaneoの将来性についてⅥで検討した後に、Ⅶに
おいて簡単なまとめを述べる。

Ⅱ. ソーシャル・レンディング

1. ソーシャル・レンディングのバリエーション

ソーシャル・レンディングとは、ウェッブ上のSNS
（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を利用
するなどして、余剰資金を持つ個人（貸手）と資金需
要を持つ個人（借手）との間の金融仲介サービスを行
う事業の総称である。これは、銀行や消費者金融のよ

ソーシャル・レンディングの
機能

―maneoの事例を題材に―
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うな伝統的な金融仲介機関に依拠せずに金融仲介を行
うという意味で、新しい形態の金融仲介サービスの一
つとして位置づけることができる。海外ではこれまで
にいくつものソーシャル・レンディングサービスが生
まれてきており、その中でおそらく最も著名なのは、
マイクロファイナンスとソーシャル・レンディング
とを組み合わせたKiva（http://www.kiva.org/）であろ
う。わが国でも、maneo（https://www.maneo.jp/）や
AQUSH（https://www.aqush.jp/）が既にサービスを始
めている。
もっとも、一口にソーシャル・レンディングといっ

ても、これまでのところ、大別して2つのタイプのも
のが現れてきている。一つが、AQUSHのような「知
人」モデルであり、もう一つが、maneoのような「市
場」モデルである。
「知人」モデルにおいては、既に互いに何らかの形
で面識のある個人間での資金の融通について、ソーシ
ャル・レンディングサービス業者が、金銭消費貸借契
約の締結や貸出実行後の弁済の管理などのサービスを
提供する。このモデルは、金銭消費貸借契約の締結・
履行に不慣れな個人に対して、その取引費用を低下さ
せることによって、金銭消費貸借がより効率的に実現
することを促進させることを目的としている。そして、
そのように取引費用の削減を援助するサービスについ
て手数料を徴収することによって、一つのビジネスモ
デルとして成立することになる。この意味で、「知人」
モデルは、その合理性を比較的理解しやすいメカニズ
ムを有している 1。
これに対し、maneoが採用している「市場」モデル
においては、ソーシャル・レンディングサービス業者
は、貸手と借手の間のマッチングのための市場を提供
することがその主なサービス内容となる。この「市場」
モデルにおいては、「知人」モデルと異なり、貸手と
借手の間に知人・親族関係など、何らかの社会的なネ
ットワークが既にあることは必要ではない。たとえ
ば、オークション形式のウェッブサイト上で、潜在的

な借手が、自らの借入条件（金額・弁済期間・利率等）
を提示し、それに対して潜在的な貸手がビッドしてい
くことで、貸手と借手の間のマッチングが行われる 2。
潜在的な借手に対して潜在的な貸手がビッドしなけれ
ば、資金の融通はなされないが、借手の提示した借入
条件に対して貸手がビッドしてくれば、その条件にし
たがった資金の融通がなされる。

maneoの場合、具体的には、図1のような形でオー
クションが行われる。まず、ボロワー（借手）が、自
らの希望する借入条件（金額、金利、期間）をmaneo
のウェッブサイトに掲示してもらい、入札期間 3を設
定した上でオークションが開始される（（1））。この
ボロワーの借入条件に対して、それに貸し出しても
よいというレンダー（貸手）は応札していく（（2））。
応札の際には、レンダーは、ボロワーの提示した希望
借入金利（からmaneoへの手数料1.5%を控除した利
率）を上限とする希望運用金利と希望出資額を入力す
る（入札手続規則5条1項）。最大借入希望額の200万
円に対し、ボロワーの貸出額は一人のレンダーに対し
て20万円までと制限されているので（入札手続規則
5条2項）、複数のレンダーが応札してこない限り、ボ
ロワーの希望額に到達しないのが通常である。
設定時間内にボロワーの借入希望額に到達したり、
ボロワーの設定した最低借入金額（入札手続規則4条
3項）に到達したりしていれば、オークションは成立
する（（3））。借入希望額に到達しなければ、ボロワ
ーの設定した希望借入金利によってボロワーへの貸出
がなされることになる（入札手続規則7条1項）。借
入希望額を超えるレンダーからの応札があった場合に
は、落札できなかったレンダーの提示した希望運用金
利（にmaneoへの手数料1.5%を加えた利率）でボロ
ワーへの貸出がなされることになる（入札手続規則7
条2項）。このレンダーによる貸出はmaneo経由でな
されることになる（（4））。
いったん資金の融通がなされた後は、ソーシャル・
レンディングサービス業者たるmaneoが借手から弁

図1　maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レンディング

maneo
2

3

1

（1）
（2）

（3）

（4）
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済期に資金を回収し、貸手に対して分配することにな
る。もっとも、借手がデフォルトに陥った場合、その
リスクはソーシャル・レンディングサービス業者が負
担するわけではなく、貸手が直接負担する。これは、
ソーシャル・レンディングサービス業者は、マッチン
グの場と貸付金回収サービスとを提供しているに過ぎ
ないとされているからである。そして、ソーシャル・
レンディングサービス業者は、このようなマッチング
の場と貸付金回収サービスを提供していることの対
価として、貸付金額の一定割合（maneoの場合1.5%）
を徴収することにより、そのビジネスモデルを成立さ
せている。

2. 「市場」モデル型ソーシャル・レンディング
をめぐる理論的問題

ソーシャル・レンディングも、ローン貸出という金
融取引の一つである以上、他の金融取引と同じように、
非対称情報から発生する問題を適切に克服することが
できない限り、その取引を実効的に実現することはで
きない。そして、ソーシャル・レンディングの活躍が
期待される状況は、伝統的な商業銀行による進出が失
敗してきた、マイクロファイナンスの活動局面―典
型的には発展途上国の貧困層―と類似している部分
がある。
マイクロファイナンスの活動局面において伝統的な

金融機関の活動が成功してこなかったのは、次の4つ
の原因による 4。第一に、借手が有しているリスクの
タイプについての情報が金融機関に入手しにくいた
め、単純に貸出をしただけでは、高リスクタイプの貸
手だけが貸出を申込んで貸出利率が上昇し、低リスク
タイプの貸手が排除されてしまうという逆選択の問題
がある（ ①）。第二に、いったん貸出をした後に、借
手が、低リスクなプロジェクトに投資するのではなく、
高リスクなプロジェクトに投資することによってロー
ンの返済ができなくなってしまい、それを見込んでそ
もそも金融機関がローンを提供しなくなってしまうと
いう、モラル・ハザードの問題もある（ ②）。第三に、
返済期になって借手がデフォルトを宣言した場合に、
本当にその借手が返済資金を持っていないのかどうか
チェックすることが不可能であるか、もしくは、著し
くコストがかかるという、監査費用の大きさの問題が
ある（③）。最後に、借手がローンの返済をしようと
しない場合に、法制度が十分に整備されていない状況
では裁判所に訴えて借手の財産に執行してローンの回
収をすることは困難であるし、そもそも貧困層に対す
るローンの場合には借手が十分な責任財産を保有して
いないために借手の財産に執行することが無意味であ

ることが多いという、エンフォースメントの実効性の
問題がある（④ ）。
もっとも、マイクロファイナンスが主な活動領域と
している発展途上国の貧困層とは異なり、ソーシャル・
レンディングが活動しようとしているわが国において
は、これら4つの問題のうち、監査費用の問題（③）
と法エンフォースメントの不十分性（④）の問題は、
さほど深刻なものではないであろう 5。しかし、ソー
シャル・レンディングにおいても、借手の隠されたタ
イプ（逆選択・①）および借手の隠された行動（モラ
ル・ハザード・②）という2つの情報非対称の問題は、
依然として存在する。
この2つの情報非対称の問題について、マイクロフ
ァイナンスは、借手の間にある共同体的な社会的結合
関係を活用することで、これらを克服しようと試みて
いる 6。すなわち、借手の間に地位的な情報ネットワ
ークが存在していれば、貸手には直接分からないよう
な借手のリスクタイプについての情報を借手の間では
入手することができるから、マイクロファイナンス・
プログラムは、そのような共同体的な情報ネットワー
クを活用して逆選択の問題を克服できる（①）。同様
に、借手の間に存在する共同体的な社会ネットワーク
があれば、貸手にとってはコストのかかる借手に対す
る貸出後のモニタリングを、借手の間で行うことがで
きるから、マイクロファイナンス・プログラムはこれ
を活用することでモラル・ハザードの問題を克服でき
る（②）。
しかし、maneoのような「市場」モデル型ソーシャ
ル・レンディングにおいては、マイクロファイナンス
において活用されていた、このような共同体的な社会
ネットワークは存在しない。見ず知らずの他人の間に
おいてオークション形式で借手・貸手間のマッチング
を行う以上、貸手と借手の間に何らの社会的ネットワ
ークは存在していないのが通常だからである 7。
そうすると、「市場」モデル型ソーシャル・レンデ

ィングにおいては、借手の隠されたタイプおよび借手
の隠された行動という2つの情報非対称の問題を克服
するための何らかの別の仕組みを準備しておかない限
り、それが実効的に機能することを期待できないこと
になりそうである。
では、「市場」モデル型ソーシャル・レンディングは、
この問題をどのように克服しようとしているのだろう
か。また、この問題を克服した上で、どのようにして
他の金融仲介サービスに対する優位性を確保しようと
しているのだろうか。この点を理解するために、次節
では、maneoのメカニズムについて詳しく見ていきた
い。
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Ⅲ. maneoのメカニズム

本節では、maneoがどのような形で「市場」モデル
型ソーシャル・レンディングサービスを提供している
のかを見ていく。最初にmaneoの組織構造について
見た上で、借手（ボロワー）との関係、貸手（レンダ
ー）との関係について概観していく。なお、後述する
ように、maneoにおいては、貸手が借手との間で直接
金銭消費貸借契約を締結するという仕組みを採用して
おらず、貸手とmaneo株式会社が匿名組合契約を締
結した上で、その資金に基づいてmaneo株式会社が
借手に対して貸出を行う、という仕組みを採用してい
る。このため、maneoのサービスにおいては、借手は
「借手」、貸手は「貸手」という名称で呼ばれておらず、
それぞれボロワー・レンダーという名称が付されてい
る。

1. maneoの組織構造

maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レンディン
グサービスは、基本的に2つの法人によって営まれて
いる。貸金業登録を受けた貸金業者であるmaneo株
式会社 8と、第二種金融商品取引業の登録を受けた金
融取引業者であるmaneoマーケット株式会社9である。
両社は、異なる所在地を持っており 10、それぞれ独立
した法人であることを明確にしている。
このほか、maneoエスクロー株式会社も、maneoの

「市場」モデル型ソーシャル・レンディングサービス
の一環をなしている。しかし、同社の役割は、レン
ダーから出資金の預託を受けたり、預託資金をmaneo
株式会社に送金したり、maneo株式会社からレンダー
への送金を受け取って分別管理して保管したりするこ
とに過ぎない。このように、maneoエスクロー株式会
社は、顧客の資金を分別管理し、maneo株式会社の倒
産等のリスクからレンダーの資金を隔離することを目
的とする存在である。確かに、仕組みの安全性を高め
るという意味では、同社は重要な役割を果たしている
ものの、ソーシャル・レンディングという枠組みの中
においては本質的な役割を果たしているとは言えな
い。そこで、以下では、maneoエスクロー株式会社を
除いた、maneo株式会社とmaneoマーケット株式会
社の役割について詳しく見ていく。

maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レンディン
グにおいては、まず、maneo株式会社に登録済みの
ボロワーがmaneo株式会社に借入条件の申請を行い、
この借入条件がmaneoのウェッブサイトに掲載され
る。同じく登録済みのレンダーがウェッブサイト上に

掲載されたこのボロワーの借入条件を閲覧し、それが
よい借入条件であると判断すれば、自分の希望出資額
と希望運用金利を入力して応札する。設定時間内に、
レンダーの応札が十分にあってボロワーの借入希望額
に達すればオークションは成立するが、最低借入希望
額に到達しなければオークションは不成立となる。
このようなレンダーの募集は、ボロワーからの借
入の申込みに応じて、maneo株式会社がmaneoマー
ケット株式会社に対して、匿名組合契約出資持分の
募集の取り扱いを委託し、maneoマーケット株式会社
によってなされる（金銭消費貸借契約約款3条1項）。
maneoマーケット株式会社が、ボロワーからの借入条
件を入札手続に付する形になっているのである。そし
て、このネットオークションによってレンダーたちと
ボロワーのマッチングがなされると、レンダーたちか
らmaneoエスクロー株式会社経由でmaneo株式会社
に出資金が払い込まれる。maneo株式会社は、このよ
うにして払い込まれた出資金によってマッチングされ
たボロワーに対する貸出を行い、ボロワーからの元利
金の弁済をやはりmaneoエスクロー株式会社経由で
レンダーたちに分配することになる。

maneo株式会社とレンダーとの間のこの契約は、匿
名組合契約の形をとっている。レンダーからmaneo
株式会社への資金の拠出は、匿名組合出資であり、預
金等の額が固定した債権ではないから、元本は保証さ
れない。このため、ボロワーからの元利金の弁済が滞
る事態になれば、maneo株式会社からレンダーへの分
配金は、元本割れに陥るリスクがある。maneo株式会
社は、基本的に、レンダーからの貸出金総額の1.5%
を手数料（「契約時報酬」）として徴収し、さらに、約
定利息や遅延損害金の支払い分のうちの1.5%相当
分 11も手数料（「期間報酬」）として徴収する。
この匿名組合契約は、個別のボロワーごとに締結
され 12、匿名組合への出資時に、レンダーはオークシ
ョンによりマッチングの成立したボロワーを指定し、
maneo株式会社は、レンダーから受け入れた出資金を
もって、当該ボロワーとの間の金銭消費貸借に充てる
ことになる。一人のボロワーに対して複数のレンダー
が出資している場合には、レンダー毎に匿名組合契
約が成立する形になっている（maneo取引約款6条9
項 13）。そして、この匿名組合契約は、ボロワーから
受け取った元本および支払利息のmaneo株式会社に
よるレンダーへの分配が完了すると、終了する（匿名
組合契約約款15条1項）。
この意味で、maneo株式会社は、レンダーとボロワ
ーの間に立って金銭消費貸借契約を成立させる導管
のような役割を果たしていることになる。このよう
に、レンダーとボロワーとが直接金銭消費貸借契約を
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締結するのではなく、maneo株式会社をボロワーとの
金銭消費貸借契約の当事者としているのは、レンダー
がボロワーとの金銭消費貸借契約の直接の当事者とな
ると、レンダーが貸金業を営んでいることになり、レ
ンダーの貸金業登録が必要になってしまうためだと思
われる。後述するように、貸金業登録を行っている
maneo株式会社が金銭消費貸借契約の当事者として介
在することによって、レンダーへの貸金業法の適用を
回避しているのである。
そして、金銭消費貸借契約と匿名組合契約の当事者

となるmaneo株式会社とは別に、maneoマーケット
株式会社は、ウェッブサイト上で、maneo株式会社に
よる匿名組合契約への出資希望者を募る活動を行う。
このような活動を行うため、maneoマーケット株式会
社は、第二種金融商品取引業の登録を受けているので
ある。レンダーは、maneoエスクロー株式会社に取引
口座を開設しておき、そこにmaneo株式会社への匿
名組合出資のための資金を預託しておく。maneoマー
ケット株式会社によってウェッブサイト上で入札が成
立した場合に、この預託資金が、maneoエスクロー株
式会社からmaneo株式会社へと送金されることにな
る。

2. ボロワーとの関係

（1）信用審査

ボロワーとしての登録を受けるためには、まず、
maneo株式会社による信用審査（「第一次審査」）をク
リアしなければならない。この第一次審査においては、
次の事項が審査される。まず、ボロワーに対して、本
人確認資料と収入証明資料の提出が要求される。そし
て、それに基づいて、maneo株式会社は信用情報機関
に対して、ボロワーの過去および現在の債務履歴の照
会を行う（金銭消費貸借契約3条1項 14、10条1項 15）。
このような情報に基づいて、maneo株式会社は、次の
基準のいずれかに抵触する者については、ボロワーと
しての登録を認めない：

1.  前年度税込み年収が300万以下であること
2.  外部信用情報機関において、延滞履歴等がある
こと

3. 他の消費者金融会社からの借入残高が、年収の
1/3を超えること

4.  他の消費者金融会社から合計150万円以上の借
入があること

5.  その他（犯罪収益移転防止法関係など）
したがって、多重債務者など、弁済能力があまりに
低い者は、そもそもボロワーになることはできないこ
とになる。前述したように、maneoは社会的ネットワ

ークが介在しない貸手と借手の間を結ぶ「市場」モデ
ル型ソーシャル・レンディングではあるものの、そこ
で借手として登場する可能性のある者については、そ
の信用リスクが一定限度以下であることが既に確保さ
れていることになる。あまりにリスクの高い者につい
ては、そもそもボロワー登録を認めないことによって、
逆選択問題の深刻さに制限を加えているのである。も
し、このような制限をかけずにボロワー登録を認めて
しまうと、レンダーが貸出を行う相手の中に非常にリ
スクの高い者が紛れ込んでしまう可能性が出てきてし
まい、そのことを予測する―しかも、そのように高
リスクのレンダーを見分けることのできない―レン
ダーは資金を提供することを止めるであろう（過少投
資）。

（2）maneo score 

以上に加えて、第一次審査をパスしたボロワーにつ
いて、maneoは、maneo scoreとよばれるクレジット・
スコアを付した上で、これをレンダーに対して開示す
る。maneo scoreは、次の要素によって決定される：

1.  ボロワーの年収
2.  他の消費者金融会社からの借入残高
3.  その他のボロワーの属性項目
ボロワーの属性項目（3.）は明示されていないものの、
次のような要素が考慮されているものと考えられる：
・性別
・家族構成
・子供の有無
・居住形態
・企業区分
・役職区分
もちろん、このようにして算出されたクレジット・
スコア（maneo score）は、返済確率の代理変数に過
ぎないから、返済確率と100%相関するわけではない。
クレジット・スコアが高くても、デフォルトが発生す
る可能性はある。
それに加えてそもそも、第一次審査においても、ま
た、maneo scoreの付与においても、maneoは、ボロ
ワーを実地訪問して本人確認をしたり、年収調査をす
るわけではない。仮にそのようなことをしていたら、
非常に多くのコストが発生してしまい、信用リスクを
サービス業者ではなくてレンダーに帰属させることに
よって金融仲介に伴うコストを節減しようとするソー
シャル・レンディングの本来の趣旨と整合しないだろ
う。
このため、ボロワーが、他人になりすましたり、
年収に関する書類を偽造したりしてしまった場合、
maneoがそれを判別することは必ずしも容易ではな
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い。この意味で、maneoは、ボロワーによるなりすま
しや書類の偽造のリスクについてまでは、そもそもレ
ンダーに対して保証できないし、保証してはいないの
である（匿名組合契約約款14条1項 16参照）。そのよ
うな限界はあるにせよ―このリスクの存在は、レン
ダーに対して開示されている―、レンダーは、まず
はこのmaneo scoreを参照して、ボロワーの信用リス
クを判断することになる。その上で、maneoのウェッ
ブサイト上で、ボロワーの入札に対してレンダーが応
札していく際には、後述するように様々な質問をする
ことができ、それによってボロワーの信用リスクをレ
ンダーが判断していく構造になっているのである。

（3）金銭消費貸借契約約款

そこで次に、maneo株式会社とボロワーとの間で締
結される金銭消費貸借契約約款の具体的内容をもう少
し詳しく見ていこう。この約款においては、次のよう
な内容の定めがある。
まず、借入条件については、借入希望金額につい

ては、10万円から200万円までの間、借入希望期間
については、最短6ヶ月から最長36ヶ月まで3ヶ月刻
み、借入希望金利については、上限は利息制限法、下
限は借入希望期間によって異なる一定の金利（たとえ
ば6ヶ月であれば7%、9ヶ月であれば5.5%、12ヶ月
であれば4.5%、36ヶ月であれば2.85%など）の範囲
で、ボロワーが申し込むべきことが定められている（金
銭消費貸借契約約款3条2項）。もっとも、ボロワー
に対して付されたクレジット・スコア（maneo score）
次第では、借入金額・借入期間について、より厳しい
制約が設定されることがあり得る（金銭消費貸借契約
約款3条3項）17。
そして、この範囲内でボロワーの設定した借入希望

条件で、maneoマーケット株式会社に対して匿名組合
契約出資持ち分の募集が委託され（金銭消費貸借契約
約款3条1項）、maneoのウェッブサイト上でレンダ
ーとボロワーのオークションによるマッチングが行わ
れることになる。そして、このオークションによって
決定された借入利率にしたがって、maneo株式会社か
らボロワーに対して貸出が実行され、ボロワーはこの
利率によって利息を支払うことになる（金銭消費貸借
契約約款4条 18）。もっとも、maneo株式会社がレンダ
ーに対して分配する利息は、後述するように、この借
入利率から期間報酬として1.5%相当分を差し引いた
ものである。
いったんmaneo株式会社からボロワーへの貸出が

実行されると、その後は、通常の金融機関からの貸出
と同じような処理がなされる。たとえば、一定の事情
が発生すれば、ボロワーが期限の利益を喪失すること

になる（金銭消費貸借約款7条 19）のは、銀行貸出に
おける銀行取引約定書の期限の利益喪失約款とよく似
ている。
さらに、maneo株式会社からの借入の事実およびそ
の弁済状況に関する情報は、一般の消費者金融からの
借入の場合と同様に、信用情報機関に対して提供され
る（金銭消費貸借契約約款10条2項3項4項 20）。
借入状況が信用情報機関に登録された状態で、元利
金の返済が滞ると、その借手の信用情報に傷がつき、
将来の他の金融機関からの借入に悪影響を与える。前
述した、「市場」モデル型ソーシャル・レンディング
における2つの非対称情報の問題のうち、借手の事後
の行動に関する非対称情報（モラル・ハザード、②）
については、借手による借入行動が、反復継続する可
能性を持つものであることを利用して、単発ゲームか
ら繰り返しゲームにゲームの構造を変えることによっ
て対処していることになる 21。これは、マイクロファ
イナンスにおいて行われていたような、同一の借手
（グループ）・貸手間における繰り返しゲームではなく、
より広い、日本における信用情報機関への登録がなさ
れている複数の貸手・借手の間の繰り返しゲームであ
るとなっている。この点で、maneoのメカニズムはマ
イクロファイナンスとは大きく異なる。マイクロファ
イナンスが問題となる発展途上国などと違って、共同
体的な情報ネットワークに頼らずとも、情報技術・法
制度が発達して社会全体に情報ネットワークが構築さ
れている先進国であるがゆえの繰り返しゲームの仕組
み方ということになろう。

3. レンダーとの関係

続いて、レンダーとmaneoとの関係について詳し
く見ていきたい。まず、ボロワーとして登録をする際
にmaneo株式会社による審査が要求されるのと同様
に、レンダーとして登録をするためにも、maneo株式
会社による審査がなされる。もっとも、そこでなされ
るのは、本人確認や、反社会的勢力でない旨の宣誓等
に過ぎない。この意味で、レンダーの審査は、ボロワ
ーの審査ほど実質的なものではない。
レンダーとしての登録を認められると、レンダー
は、maneoマーケット株式会社による匿名組合契約出
資持分の募集に対し、maneoのウェッブサイトで行わ
れるオークションでの応札を通じて応募する。この際、
レンダー・ボロワーともに、IDによる表示がなされ、
相互に本名の開示を行うことはない（入札手続規則
10条3項 22参照）。応札時の個別のボロワー（に対す
る貸付を目的とした匿名組合契約）への出資可能金額
の上限は、20万円となっている（入札手続規則5条2
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項 23）のに対し、出資可能最低金額は1万円となって
いる。このように、出資可能金額が低額に抑えられて
いるのは、複数のボロワーに対する出資を検討するこ
とを通じて、個別のボロワーに集中して貸し出すこと
によって高まる信用リスクを分散・低下させる効果を
狙ったものとされている。
ウェッブサイト上でのオークションに際しては、レ

ンダーは、さまざまな情報を参照しつつ、ボロワーの
信用リスク―ボロワーのリスクタイプだけでなく、
貸出実行後のボロワーの行動をも含んだ―を判断す
ることになる。まず、maneoマーケット株式会社が、
maneo scoreのほかに、ボロワーおよびボロワーのプ
ロジェクトに関する属性情報を開示する（入札手続規
則3条1項参照）。そこで開示されるのは、次のよう
な属性情報である：
・借入目的
・経済状況
　– 収入
　– 支出
　–  以上の情報から、返済原資・要返済額、および、
返済余力が自動的に算出され、表示される

・属性情報
　– 性別
　– 家族構成
　– 子供の有無
　– 居住形態
　– 企業区分
　– 役職区分
　– 借入残高
以上のような属性情報に加えて、レンダーは、ボロ

ワーに対して質問を行うことができる。その質問内容
については、当該レンダーと当該ボロワーしか閲覧す
ることはできないが（入札手続規則10条1項 24）、質
問に対して行った回答については、ボロワーは、それ
を一般公開とするかどうかを選択することができる
（入札手続規則10条2項 25）。もっとも、レンダーがボ
ロワーに対して直接接触することは禁じられている
（入札手続規則10条3項 26）。
このようにしてレンダーたちとボロワーの間のマ

ッチングが成立すると、レンダーからmaneoエスク
ロー株式会社を経由してmaneo株式会社に対して匿
名組合契約出資持分が提供され、これを原資として、
maneo株式会社からボロワーに対して貸出が実行され
る。そして、maneo株式会社は、レンダーから出資を
受けた資金をもってボロワーに対して貸出を行う際
に、まず、「契約時報酬」として、出資金額の1.5%（プ
ラス税）を徴収する（匿名組合契約約款7条1項 27）。
さらに、ボロワーとの間の金銭消費貸借契約に基づい

て、ボロワーから支払われる利息（元利支払が遅延し
た場合には、遅延損害金）のうち、1.5%の利率相当
分を「期間報酬」として徴収する（匿名組合契約約款
7条2項 28）。
遅延損害金が発生している場合には、その遅延損
害金から、正常な弁済時の支払利息のうちの期間報
酬分と同じ割合で、期間報酬を徴収する 29。そして、
maneo株式会社は、このような報酬を差し引いた上で、
残額をレンダーに対して分配する（匿名組合契約約款
6条、8条、11条）。
なお、いったん貸出が実行された後は、ボロワーか
らmaneo株式会社に対する元利金の返済が滞ったと
しても、レンダーは、ボロワーに対して直接、返済の
督促を行うことはできない（匿名組合契約約款5条2
項 30）。また、ボロワーによる返済が滞った場合であ
っても、maneo株式会社からレンダーに対して債権譲
渡がなされることはないとされている 31。

Ⅳ. 金融規制との関係

maneoの展開している「市場」モデル型ソーシャル・
レンディングは、以上のような形を採用している。し
かし、この仕組みを見た者は、これがいくつかの金融
規制法規に抵触しないのだろうか、という疑念を抱く
だろう。実質的にレンダーからボロワーに対して貸付
をしていることを考えれば、レンダーが貸金業法の登
録をしなくてもよいのだろうか、という疑問が浮かぶ
し、maneo株式会社が多くのレンダーから資金を集め
てボロワーに対して貸付を行っている点に着目すれ
ば、出資法や金融商品取引法の適用はないのだろうか、
という疑問が浮かぶ。そこで本節では、maneoの「市場」
モデル型ソーシャル・レンディングサービスが、これ
らの金融規制法との関係をどのように克服しようとし
ているのかについて、見ていきたい。

1. 貸金業法

（1）貸金業法の規制

貸金業法は、貸金業を営む者について登録制度を実
施し、その事業に対し必要な規制を行うことを目的と
した法律である（貸金業法1条）。このため、貸金業
（貸金業法2条1項）を営もうとする者は、登録を受
ける必要がある（貸金業法3条1項）。maneoの「市場」
モデル型ソーシャル・レンディングサービスとの関係
で問題となるのは、反復継続してレンダーが出資を行
うことが、貸金業法上の「貸金業」を「営む」ことに
該当しないか、である。もし該当するのだとすると、
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maneo株式会社は、レンダーに対して、貸金業法上禁
じられている名義貸し（貸金業法12条）を行ってい
ることになってしまう。
貸金業法2条1項は、貸金業を、「金銭の貸付け又

は金銭の貸借の媒介（手形の割引、売渡担保その他こ
れらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方
法によってする金銭の授受の媒介を含む〔中略〕）で
業として行うもの」と定義する。maneoにおけるレン
ダーは、maneo株式会社との間に締結された匿名組合
契約について持分を出資しているだけであり、最終的
な借手であるボロワーに対して直接に「金銭の貸付け」
を行っているわけではない点に着目すれば、レンダー
は貸金業を営んではいないと言えそうではある。
しかし、maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レ

ンディングのように、中間的存在を間に介在させただ
けで、貸金業に該当せず、貸金業法の適用がないとい
う形式的な運用を行っていては、簡単に貸金業法の規
制が潜脱され、貸金業法の立法目的が達成できない結
果となりかねない。貸金業法2条1項における貸金業
の定義規定も、「その他これに類する方法」といった
実質的な基準によって貸金業該当性を判断しようとし
ていることから見て、直接的な金銭消費貸借契約の有
無という形式的基準のみによって貸金業該当性を判断
することには問題があろう。
そこで実質的にmaneoの「市場」モデル型ソーシ

ャル・レンディングを観察すると、レンダーは反復継
続してボロワーに対して貸付を行っていると評価する
こともできそうであり、そうするとレンダーは、実質
的に貸金業を営んでいると評価されそうである。しか
し、形式的には貸金業に該当しないものを実質的に評
価して貸金業に該当すると評価できるかどうかは、貸
金業法の規制目的に照らしてそのように評価すること
が妥当かどうかによって決まる。すなわち、貸金業法
が貸金業について登録制度を採用しているのは、貸金
業に対して様々な規制を実効的に行うためであるか
ら 32、レンダーを貸金業を営む者として評価すべきか
否かは、レンダーの行っている行為に対して、貸金業
法が設定しているそれらの様々な規制を適用すべきか
否かによって決まってくることになる。
では、貸金業法は、貸金業について登録制度を採用

することによって、どのような規制の実効的な運用を
目指しているのだろうか。貸金業法が要求しているの
は、次のような事項である：

1. 貸金業務取扱主任者の設置（貸金業法12条の3）
2. 従業者であることの証明書の携帯等（貸金業法

12条の4）
3. 暴力団員等の使用の禁止（貸金業法12条の5）
4. 不実告知等の禁止（貸金業法12条の6）

5. 生命保険契約等の締結に係る制限（貸金業法12
条の7）

6. 利息・保証料等に係る制限等（貸金業法12条の8）
7. 相談・助言に関する努力義務（貸金業法12条の9）
8. 返済能力の調査（貸金業法13条）
9. 過剰貸付等の禁止（貸金業法13条の2）
10. 基準額超過極度方式基本契約に係る調査等（貸
金業法13条の3、13条の4）

11. 貸付条件の掲示（貸金業法14条）
12. 貸付条件の広告に係る制限（貸金業法15条、16
条）

13. 契約締結前の書面等の交付（貸金業法16条の2、
16条の3）

14. 契約締結時の書面の交付（貸金業法17条）
15. 受取証書の交付（貸金業法18条）
16. 帳簿の整備（貸金業法19条、19条の2）
17. 特定公正証書に係る制限（貸金業法20条）
18. 公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限（貸
金業法20条の2）

19. 取立行為の規制（貸金業法21条）
20. 債券証書の返還（貸金業法22条）
21. 標識の掲示（貸金業法23条）
22. 債権譲渡・求償権等の規制（貸金業法24条、24
条の2、24条の3、24条の4、24条の5）

これらの規制は、貸金業者のガバナンスに関する規
制（1, 2, 3, 16, 21）、契約締結時の情報開示に関する
規制（4, 7, 11, 12, 13, 14, 15）、金銭消費貸借契約の
内容に関する規制（5, 6, 17, 18）、債務者の適合性に
関する規制（8, 9, 10）、取立行為に関する規制（19, 
20, 22）からなっている。この5類型のうち、貸金業
者のガバナンスに関する規制は、他の規制の実効性を
確保するための補助的な規制であり、より実体的な規
制は、それ以外の4つの類型の規制となる。これらの
規制の適用対象となるような行為を、貸金業登録を行
っているmaneo株式会社が全て行っていれば、貸金
業法の規制を潜脱しているとの評価を下されないこと
になるが、逆に、そのような行為をレンダーが行って
いれば、貸金業法の規制を潜脱しているものと評価さ
れやすくなることになる。
この残り4類型のうち、契約締結時の情報開示に関
する規制・金銭消費貸借契約の内容に関する規制・債
務者の適合性に関する規制の3類型は、いずれも、貸
手と借手の間で金銭消費貸借契約が締結される際に問
題となる、いわば、金銭消費貸借契約の締結に関わる
規制である。これに対し、取立行為に関する規制は、
金銭消費貸借契約が締結された後の、その履行段階に
関わる規制である。それぞれ順に見ていこう。
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（2）金銭消費貸借契約の締結に関わる規制

maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レンディン
グにおいては、金銭消費貸借契約は、maneo株式会社
とボロワーの間で締結され、その際の、情報開示・契
約内容・債務者の適合性の審査については、ボロワー
の呈示した借入条件（金利・期間・金額）にしたがっ
てmaneo株式会社が行う形になっている。このため、
レンダーが、貸金業法の規制の適用対象となるような
行為を、金銭消費貸借契約の締結において行っている
わけではない。唯一可能性があるのは、貸金業法が上
限を規制している金利の決定であるが、maneo株式会
社とボロワーとの間の金銭消費貸借契約において、こ
の金利は貸金業法の規制の範囲内に収まるようにされ
ているから 33、規制金利を超える金利での貸付はなさ
れない。このため、レンダーが貸金業法の規制対象と
なるような行為を直接行う余地はなくなっていると言
えよう。

（3）取立行為に関する規制

他方、取立行為に関しては、maneo株式会社の匿名
組合契約約款においては、レンダーは、maneo株式会
社による匿名組合の営業（＝主にボロワーに対する金
銭消費貸借）の遂行に一切関与することはできないし
（匿名組合契約約款5条2項）、レンダーは、営業に関
する財産について一切の持分を有しないものとされて
いる（匿名組合契約約款5条3項 34）。これらの規定に
よって、レンダーがボロワーに対して取立行為を行う
ことが匿名組合契約上禁じられている形になるから、
レンダーが貸金業法の規制対象となる行為を直接行う
ことはなさそうに見える。
もっとも、これらの規定だけでは、匿名組合契約に

おける営業担当者であるmaneo株式会社が破綻した
場合に、レンダーがmaneo株式会社の財産を差し押
さえて転付命令を受けることによって、レンダーがボ
ロワーに対する取立行為を直接行うことができてし
まう。そこで、レンダーがmaneo株式会社に対して、
匿名組合契約上有する債権回収を目的として 35差押等
の強制執行手続・保全命令の申立をすることが禁じら
れているし（匿名組合契約約款18条2項 36）、匿名組
合に未払い債務があった場合にはそもそもそれをレン
ダーが放棄することとされている（匿名組合契約約款
18条3項 37）。もっとも、以上のような規定でレンダ
ーによる直接の取立行為が完全に防げるかというと、
必ずしも明らかではない。
第一に、前述のようにレンダーによるmaneo株式
会社の財産の差押えが禁じられているとしても、たと
えばレンダーがボロワーに対して債権者代位権を行使
したりしてきた場合、ボロワーという第三債務者が、

maneo株式会社がレンダーに対して有しているこのよ
うな契約上の抗弁を現実に援用できるかは、必ずしも
確実ではない。ボロワーがこのような規定の存在を知
らず、抗弁を提出できない場合はあり得るだろう。
第二に、maneoマーケット株式会社が提供している
オークションシステムにおいては、レンダーもボロワ
ーも IDによって表示がなされ、レンダーによるボロ
ワーへの直接の接触が禁じられており（入札手続規則
10条3項）、匿名化が図られてはいる。しかし、実際
には、オークションの過程においてレンダーがボロワ
ーに対して行う質問によって、ボロワーの事実上の特
定ができてしまう可能性が高い。
たとえば、ボロワーが借入目的として提示している
プロジェクトが、あるビジネスを開始しようというも
のだったとしよう。このプロジェクトの収益性とリス
クがどのようなものなのかということは、このプロジ
ェクトが行われる地域、対象としているマーケット、
プロジェクトの規模、などの要因によって左右される。
レンダーがこれらの情報を得るために質問を繰り返し
ていけば、ボロワーが誰であるかは、事実上特定でき
てしまう蓋然性が高まるだろう。そうすれば、レンダ
ーとしては、ボロワーによるプロジェクトがうまくい
っているのか監視に行ったり、ボロワーによる元利金
の支払いが遅延した場合にはボロワーに対して支払の
督促に行ったりすることが事実上できてしまうことに
なる。
第三に、この匿名組合契約上の強制執行禁止条項お
よび持分放棄条項が、そもそも有効なのか、という問
題がある。このような条項が違法な投資勧誘ビジネス
などにおいて利用されれば、公序良俗違反（民法90
条）ないし不当条項（消費者契約法8条・10条）とし
て、違法無効とされる可能性がある。そうだとしたら、
maneoの匿名組合契約においても、これらの規定も違
法無効であり、レンダーは強制執行をなし得ることに
なるのだろうか。
第一の問題については、確かにそのような事実上の
問題はあり、この問題に対する実効的な解決策は考え
にくい。ボロワー側に立つ代理人が適切にmaneoの
匿名組合約款を見つけ出すことを期待するしかないだ
ろう。ただ、ここで問題にしたような事態が発生する
可能性がさほど高いものではないと言えるのであれ
ば、この点をだけをもって、maneoの「市場」モデル
型ソーシャル・レンディングサービスが、貸金業法の
規制を逸脱するものだと評価するまでもないのかもし
れない。
第二の問題については、レンダーが匿名組合契約
約款において禁じられている行為をした場合には、
maneo株式会社は、そのレンダーとの間の匿名組合契
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約を解除することができる（匿名組合契約約款16条1
項（4）（b） 38）。約款違反に対するかかるサンクショ
ンが設定されていれば、匿名組合契約に違反してまで
ボロワーに対する取立行為を行おうとするレンダーは
減るであろう。それにそもそも、maneoのシステム上、
レンダーが一人のボロワーに対して出資できる額の上
限は20万円という低額に設定されていることからす
れば、自らの出資額の回収のためにコストのかかるモ
ニタリングや支払の督促といった行動をレンダー自ら
が行うことは、合理的ではなくなる可能性が高い。
第三の問題については、まず、消費者契約法8条1
項1号から4号までにおいて禁止されているのは、事
業者による債務不履行ないし債務の履行に伴う不法
行為であるところ、maneo株式会社が提供しているサ
ービスは、匿名組合契約へと出資された資金の管理運
用であることに鑑みれば、ボロワーのデフォルトは、
maneo株式会社自身の債務不履行でもなければ不法行
為でもない。また、ボロワーの信用リスクが「隠れた
瑕疵」（消費者契約法8条1項5号）に該当するかにつ
いては、ボロワーの信用リスクの存在（匿名組合契約
出資が元本割れになりうること）があらかじめレンダ
ーに開示されていることから、「隠れた」瑕疵とは評
価されないものと思われる。残るは、一般条項（民法
90条・消費者契約法10条）該当性であるが、強制執
行禁止条項・持分放棄条項が貸金業法の適用を避ける
ための合理的な仕組みである、という点をどこまで重
視するかによって結論が変わってくるであろう。
とすれば、少なくとも、この条項が濫用されるおそ

れがなければ、問題がないように思われる。たとえば、
現在の匿名組合契約約款では「匿名組合契約に基づき
営業者に対して取得する債権」が強制執行禁止の対象
となっているが、この「匿名組合契約に基づき」とい
う文言を厳格に解釈し、maneo株式会社の債務不履行
や不法行為などに基づく損害賠償請求権を含まないよ
うに解釈すれば、違法無効とまで評価する必要はない
ように考えられる。
以上のように、取立行為に関する貸金業法上の規制

についても、maneoの「市場」モデル型ソーシャル・
レンディングにおいては、レンダーが規制の適用対象
となる行為を直接行う可能性を限りなく低くしている
ものといえる。maneoの「市場」モデル型ソーシャル・
レンディングが、貸金業法の規制の潜脱行為だと評価
されないのだとしたら、このような点が原因となって
いるものと考えられる。

2. 出資法

出資法（出資の受入れ、預り金及び金利等の取締り

に関する法律）との関係でmaneoの「市場」モデル
型ソーシャル・レンディングが問題になりそうな規制
は、① 出資金の受入の制限（出資法1条）、② 預り金
の禁止（出資法2条）、③ 金銭貸借の媒介手数料の制
限（出資法4条）、④ 高金利規制（出資法5条）、であ
る。以下、それぞれについて見ていこう。

（1）出資金・預り金

　まず、出資金の受入の制限について。出資金とは、「共
同の事業のために拠出される金銭であって、その目的
となる事業の成功を図るために用いられるもの」39を
言う。maneo株式会社とレンダーの間で締結される匿
名組合契約への出資は、この出資金に該当する。しか
し、出資法1条が禁じているのは、出資金の本来的性
格からすれば元本保証がないにもかかわらず、あたか
も元本保証があるかのように出資金を募り、一般大衆
に安全な利殖方法であると誤信させる方法を用いた出
資金の受入という誇大広告の規制である 40。maneoの
「市場」モデル型ソーシャル・レンディングにおいては、
maneo株式会社は、ボロワーがデフォルトした場合に
は出資金が元本割れになるリスクが存在することを明
示しているから（匿名組合契約約款14条1項参照）、
事業の成否を問わず確定的に出資した元本またはそれ
を上回る利益配当の支払を約束している 41わけではな
い。したがって、maneoの「市場」モデル型ソーシャル・
レンディングは、出資法1条に抵触するわけではない。
同じことは、預り金の禁止についても言える。出資
法2条で禁止されている「預り金」とは、元本の返還
を約束する金銭の受入で、価値ないし価額の保管をも
って主として預け人の便宜のために行われるもの 42で
ある。maneo株式会社とレンダーの間で締結される匿
名組合契約への出資は、元本が保証されていない以上、
「預り金」には該当せず、出資法2条は適用されない。

（2）媒介手数料

　では、金銭貸借の媒介手数料の制限についてはどう
か。出資法4条が規制対象としているのは、金銭消費
貸借契約、あるいは、手形の割引・売渡担保等（出資
法7条）の媒介である。しかるに、maneoの「市場」
モデル型ソーシャル・レンディングにおいては、金銭
消費貸借契約が成立しているのは、maneo株式会社と
ボロワーとの間であり、レンダーとボロワーとの間で
はない。そうすると、形式的には、maneoは、金銭消
費貸借契約等を媒介して成立させているわけではな
い。
ただ、出資法4条の「金銭の貸借」については、出

資法7条でこの概念を実質的に拡張していることか
ら分かるように、より実質的に解される 43可能性が
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ないわけではない。そのような解釈を採る場合には、
maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レンディング
においては、レンダーとボロワーの間で金銭消費貸借
がなされていることと実質的に等しいことに鑑みれ
ば、これが「金銭貸借の媒介 44」に該当する可能性が
出てくる。
その場合、maneo株式会社が受領する報酬は、「そ

の媒介に係る貸借の金額」の5%を超えてはならない
ことになる。媒介手数料は、媒介手数料に関する契約
ごとに徴収することができ、貸手・借手の双方から
媒介手数料を徴収する場合には、双方から5%まで徴
収しても、出資法4条違反にはならない 45。しかし、
maneo株式会社は、契約時報酬（匿名組合契約約款7
条1項）も期間報酬（匿名組合契約約款7条2項）も
ともに匿名組合員（レンダー）から徴収しているよう
であり、そうだとすると、両者の合計が5%の範囲に
おさまらないといけないことになる。
たとえば、100の資金を、最長の3年間ボロワーに

対して貸し付けるケースを考えてみよう。ボロワー
に対する貸出利率が年利5%複利の場合、まず、レン
ダーから1.5の契約時報酬をmaneo株式会社は徴収す
る。3年間のボロワーによるmaneo株式会社への支
払総額は、（100－ 1.5） ∗（1.053） = 114.0260625に
なる。この元利合計のうち、利息1.5%相当分である
（114.0260625－（100－1.5））∗（1.5/5） = 4.65781875
が期間報酬となる。そうすると、maneo株式会社が受
領する報酬総額が、金銭消費貸借契約の金額 46に占め
る割合は、（1.5 + 4.65781875）/（100 － 1.5） ∗ 100 = 
6.25%となり、5%を超える。
また、ボロワーに対する貸出利率が年利 20%複
利の場合、3年間のボロワーの支払総額が（100 －
1.5） ∗ （1.23） = 170.208となる。すると、期間報酬は、
（170.208 － （100 － 1.5）） ∗ （1.5/20） = 5.3781となり、
この期間報酬だけで5%を超える 47。そして、最終的
にmaneo株式会社が受領する報酬総額が、金銭消費
貸借の金額に占める割合は、（1.5 + 5.3781）/（100 
－ 1.5） ∗ 100 = 6.98%となる。
さらに、遅延損害金が発生している場合には、いっ

そう期間報酬額が高くなる可能性がある。たとえば、
元々ボロワーに対して5%の利率で貸出を行っていた
場合、年14.5%（金銭消費貸借契約約款5条）の割合
で付される遅延損害金のうち、1.5/5が期間報酬とし
て徴収されることになるから 48、遅延損害金の割合と
元々のボロワーに対する貸出金利によっては、maneo
株式会社が受け取る期間報酬は、金銭消費貸借の金額
の5%を大きく超える可能性がある。
このように、ボロワーに対する貸出利率を複利計算

しているとすると、年利率が十分に高くと貸出期間が

十分に長い場合には、期間報酬だけで金銭の貸借の金
額の5%を超えてしまうことがある。また、年利率が
低い場合や、単利計算を行った場合であっても、契約
時報酬と期間報酬とを、ボロワーとレンダーとに割り
振るのではなくともにレンダーから徴収しているとす
ると、貸出期間が十分に長い場合には合計額でやはり
5%を超えてしまうことがある。そうすると、maneo
の「市場」モデル型ソーシャル・レンディングは、出
資法4条違反になるということなのだろうか。
しかし、それにもかかわらず、maneoの「市場」モ
デル型ソーシャル・レンディングを、実質的には出資
法4条に抵触しないと考えるのであれば、出資法4条
がこれまで想定していた場面と、maneoの「市場」モ
デル型ソーシャル・レンディングとが異なるという評
価によらざるを得ないと思われる。
すなわち、出資法4条が伝統的に問題としてきたの

は、貸手と借手の間の金銭消費貸借契約の成立の時点
で、媒介者が5%を超える手数料を徴収してしまい、
事後に借手がデフォルトしようと媒介者の利害には何
ら影響しない 49ようなケースであったと思われる。
これに対して、maneoの「市場」モデル型ソーシャル・
レンディングにおいては、maneo株式会社が受け取る
報酬の額は、借手がきちんと債務を弁済するかどうか
に依存する。支払の中途でデフォルトしてしまうよう
な借手であれば、maneo株式会社は、自らの受け取る
報酬が減少してしまうから、maneoには、「デフォル
トしにくい借手」を見つけてくるインセンティヴがあ
る。この点で、出資法が従来念頭に置いていた古典的
な金銭消費貸借の媒介者とmaneoとは異なっている。
このようなmaneoの「市場」モデル型ソーシャル・
レンディングの合理性をも加味すれば、出資法が元来
想定していた取引形態と異なることからして、maneo
の「市場」モデル型ソーシャル・レンディングを必ず
しも出資法4条違反と評価する必要はないのかもしれ
ない。

（3）高金利規制

最後に、高金利規制については、貸金業法と同等の
規制内容なので、貸金業法について述べたことと同じ
ことが妥当する。

3. 金融商品取引法

最後に、以上に見てきたように、maneoの「市場」
モデル型ソーシャル・レンディングが、元本の保証さ
れない「出資金」を募る金融商品であるとしたら、そ
のリスクの内容についての十分な情報開示をした上で
募集を行わなければいけないのではないか、すなわち、
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金融商品取引法の情報開示規制との関係が問題となっ
てくる。
まず、maneoマーケット株式会社が募集する、

maneo株式会社との匿名組合契約出資持分は、金商法
2条2項5号のいわゆる集団投資スキーム持分（第2項
有価証券）に該当する。集団投資スキーム持分とは、
民法上の組合・商法上の匿名組合・投資事業有限責任
組合・有限責任事業組合・社団法人の社員権その他の
権利であって、出資した金銭を充てて行う事業から生
ずる収益の配当・財産の分配を受けることのできる権
利である。maneo株式会社との匿名組合契約出資持分
は、この定義に該当する上に、出資者（レンダー）の
全員が出資対象事業に関与する（金商法2条2項5号イ）
ことはないし 50、出資者（レンダー）が拠出額を超え
て配当または財産の分配を受ける（金商法2条2項5
号ロ）可能性があるし 51、保険契約・共済契約・不動
産特定共同事業契約に基づく権利（金商法2条2項5
号ハ）でもないし、金商法施行令1条の3の3に列挙
された権利（金商法2条2項5号ニ）にも該当しない
からである。
この集団投資スキーム持分（第2項有価証券）につ
いては、新たに発行される有価証券の取得の申込の勧
誘に応じることにより相当程度多数の者が当該取得勧
誘にかかる有価証券を所有することとなる場合には、
有価証券の募集に該当する（金商法2条3項3号）。既
発行有価証券の場合であれば、同等の基準によって、
有価証券の売出しに該当する（金商法2条4項2号）。
募集または売出しに該当すれば、有価証券届出を行わ
なければならず（金商法4条1項）、いわゆる発行開
示規制が適用されることになる。
もっとも、この第2項有価証券についての募集・売
出しの基準となる「相当程度多数」とは、所有者が
500名以上の場合となっている（募集について金商法
施行令1条の7の2、売出しについて金商法施行令1条
の8の3）52。maneoの「市場」モデル型ソーシャル・
レンディングにおいては、最低出資金額が1万円、最
高借入希望金額が200万円となっていることから、一
人のボロワーに対する貸出を行う、同種の匿名組合
契約について発生する出資者数の最大数は200名とな
る。このため、maneo株式会社との匿名組合契約出資
持分の募集は、有価証券の募集・売出しには該当せず、
有価証券届出をしなくてもよいことになる。
もっとも、maneoマーケット株式会社は、集団投資

スキーム持分たるmaneo株式会社との匿名組合契約
出資持分を募集していることになるから、第二種金融
商品取引業に該当し（金商法28条2項1号）、内閣総
理大臣の登録を受けなければならない（金商法29条）。
maneoマーケット株式会社は、第二種金融商品取引業

の登録を受けているから 53、この点はクリアされてい
る。
以上のように、maneoの「市場」モデル型ソーシャ

ル・レンディングは、金融商品取引法上も、問題はな
いことになる。

Ⅴ. maneoの機能

1.  「市場」モデル型ソーシャル・レンディング
に対する誤解
ソーシャル・レンディングの登場が、マイクロファ
イナンスへの着目に続いたこと、および、昨今の不況
で貧困層への貸出や多重債務が問題になっていること
から、ソーシャル・レンディングは、銀行のような伝
統的な金融仲介機関からの借入ができないような層が
借入を行うのに使えるのではないか、との期待を抱く
者もいたようである。実際、メディアでmaneoのソ
ーシャル・レンディングが紹介される際には、そのよ
うな方向性で紹介されることが少なくない54。しかし、
そのようなイメージは、正しい認識なのだろうか。
前述したように（Ⅱ . 2.）、銀行や消費者金融などの

伝統的な金融仲介機関が貸出を行うことができない層
が存在するのは、逆選択やモラル・ハザードといった、
貸手と借手の間の情報非対称の問題による。それらの
問題が深刻であるがために、借手に受け入れ可能な利
子率で貸出を行うことができなくなるのである。マイ
クロファイナンスは、このような問題を、共同体的な
社会的結合関係を活用することで克服しようとしてい
た。では、maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レ
ンディングは、この問題を克服できるのだろうか。

maneoのシステムにおいては、レンダーとボロワ
ーは、相互に IDによって匿名化されており、レンダ
ーによるボロワーへの接触も禁止されている。レン
ダーがボロワーに関する情報として取得できるのは、
maneoマーケット株式会社が提供するボロワーに関す
る属性情報と、オークションの過程でレンダーがボロ
ワーに対して行う質問しかない。ここで得られる情報
や弁済の強制力は、マイクロファイナンスが活用して
いた共同体的な社会的結合関係に比較して、ごく弱い
ものである。ましてや、銀行や消費者金融機関などの
伝統的な金融仲介機関が得られる情報に比較して、格
段に優れたものでもない。
そうだとすると、maneoの「市場」モデル型ソーシ
ャル・レンディングは、深刻な逆選択やモラル・ハザ
ードの問題を克服し、それによって「銀行から借り入
れることのできない」借手に対してファイナンスを受
ける可能性を開くものとして期待することは、正しい
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認識ではない。
確かに、メディアとしては、「弱者が救われる」と

いう「美談」に仕立てた方が視聴者に受けやすいと考
え、そのように報道を構成しようとするインセンティ
ヴがあることは理解できる。しかしそれでは、真実と
は異なるイメージを伝達してしまう結果になる。

2. 「市場」モデル型ソーシャル・レンディング
の機能

（1） 他の金融仲介機関との共通性

前述したような「市場」モデル型ソーシャル・レ
ンディングの限界は、maneo自身も認識している。
maneoは、ボロワーの登録時に、信用審査を行ってお
り、
・前年度税込み年収が300万以下であること
・外部信用情報機関において、延滞履歴等があるこ
と

・他の消費者金融会社からの借入残高が、年収の
1/3を超えること

・他の消費者金融会社から合計150万円以上の借入
があること

・その他（犯罪収益移転防止法関係など）
のいずれかに該当する者についてはボロワーへの登録
を認めない。これらのいずれかに該当する者は、銀行
や消費者金融などの他の伝統的な金融仲介機関におい
ても借入を受けることは難しいであろう。
この意味で、maneoは、「銀行から借り入れること

のできない」借手に対してファイナンスを受ける可能
性を開くものではなく、「銀行から借り入れることの
できる」借手に対して、新たな選択肢を提供するもの
であると言える。逆選択やモラル・ハザードといった
情報非対称の問題については、それが最も深刻なケー
スについてまで克服しようとするものではない。情報
非対称の問題があまり深刻ではない状況における、新
たな選択肢の提供を目的としているのである。
したがって、ボロワーから見たmaneoの「賢い」

利用方法とは、次のようになろう。まず、銀行や消費
者金融等の伝統的な金融仲介機関に対して、ローンの
申込みを行って、どのような条件で貸出を認めてくれ
るかを聞き出す。その上で、それと同じか、それより
少し借手に有利な条件で、maneoにおいてオークショ
ンを行ってみる。オークションがうまく成立すれば、
銀行などより低金利で借入を行うことができるし、仮
にオークションが成立しなければ、銀行などに戻って
当初の条件で借入を行うことになる。
これに加えて、maneo株式会社からの借入の事実お
よびその弁済状況に関する情報は、一般の消費者金融
からの借入と同様に、信用情報機関に対して提供され

る（金銭消費貸借契約約款10条2項3項4項）ことに
なっているから、債務者のタイプについての情報非対
称（逆選択）についてはともかく、債務者の行動につ
いての情報非対称（モラル・ハザード）についてはあ
る程度克服することができる。信用情報機関に対して
債務者の信用情報が登録されるということは、たとえ
その金融機関との取引が単発的なものであったとして
も、その他の金融機関と将来において取引する可能性
があれば、その金融機関との取引が反復継続される場
合と同じ性質を帯びてくる。そうすれば、ある金融機
関から借入をした後に機会主義的な行動に走れば、自
らの信用情報に傷がついて、将来において他の金融機
関からよい条件で借入を行うことが困難になるから、
機会主義的な行動をするインセンティヴが弱まる。

（2）他の金融仲介機関に対する優位性

しかし、以上のような貸手と借手の間の情報非対称
に対処するための仕組みは、maneoの「市場」モデル
型ソーシャル・レンディングだけが有しているわけで
はない。銀行や消費者金融などの他の伝統的な金融仲
介機関も活用している仕組みである―というよりは
むしろ、銀行や消費者金融などが最初に発達させた仕
組みをmaneoが活用している、と表現した方が適切
であろう。だとすれば、それだけでは、maneoの「市
場」モデル型ソーシャル・レンディングが他の金融仲
介機関に対して優位に立ち、「新たな選択肢を提供す
る」途を開いていることを説明できない。maneoの優
位性があるとしたら、それは、別の点に求められなけ
ればならない。

（a）伝統的な金融仲介機関による貸出の場合
今、銀行や消費者金融などの伝統的な金融仲介機関
が借手に対する貸出を行う際に、どのような形で貸出
の意思決定を行っているかを考えてみよう。借入希
望者がやってきた場合、金融仲介機関の貸出担当者
としては、まず、maneoがその信用調査およびmaneo 
scoreの設定において行ったのと同じような、借入希
望者の属性に関する調査を行う。すなわち、
・前年度税込み年収
・外部信用情報機関における延滞履歴等の有無
・他の消費者金融会社からの借入残高
・性別
・家族構成
・子供の有無
・居住形態
・企業区分
・役職区分
・支出
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・借入目的
といった情報を聞き出すであろう。その上で、当該金
融機関の内規にしたがって、当該借入希望者に対する
貸出可能額を算出し、その範囲内で貸出を行うか、あ
るいは、貸出を拒むかを決定する。そして、貸出を行
ってよいと考えたのであれば、そのことについて上司
の許可を得た上で貸出を実行することになる。この貸
出プロセスを、maneoの「市場」モデル型ソーシャル・
レンディングと比較してみよう。

（b）集合知
まず、伝統的な金融仲介機関においては、特に銀行

においては、金融庁のいわゆる検査マニュアルへの対
応という要請があることもあって、比較的定型的な審
査しか行うことはできない。前例のない借入目的（ビ
ジネスプロジェクト）に対しては、そのリスクと収益
性を判断することは難しいし、仮に貸出担当者が個人
レベルでそれを判断できたとしても、そのリスクと収
益性について上司などに対して客観的に説明可能な形
で提示し、その理解を得ることは必ずしも容易ではな
い。
これに対し、maneoの「市場」モデル型ソーシャル・
レンディングにおいては、そのような「硬直性」はな
い。レンダー一人一人が、自分が納得できるような形
でボロワーから説明を得られれば、出資を実行できる
のであり、保守的な内規に従ったり上司を説得したり
する必要はない。前例がなくとも、ボロワーの提示し
たプロジェクトのリスクと収益性が相当な範囲に収ま
っていれば、出資を決断することができる。
このような決断の際に効果的に機能するのが、「広

く、薄い」レンダーの層である。伝統的な金融仲介機
関が貸出を行う際には、その貸出に関する意思決定は、
少人数で、かつ、ジェネラリスト的な審査能力・傾向
を持つ者たちによってなされる。これに対し、maneo
の「市場」モデル型ソーシャル・レンディングにおい
ては、レンダーは、インターネット上に広範に分散し
ている。レンダーの中には、ボロワーの提示するプロ
ジェクトのリスクや収益性については、十分な知識を
持っていない者が大半であろうが、レンダーの数が増
えれば増えるほど、当該プロジェクトのリスクや収益
性について、ジェネラリストたる伝統的な金融仲介機
関の貸出担当者に比べると専門的な知識を持っている
者が存在する蓋然性が高まるだろう。そうだとすれば、
maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レンディング
は、いわゆる「集合知」を活用することで、伝統的な
金融仲介機関においては審査のしにくい（あるいは審
査を行うことに高いコストがかかる）プロジェクトに
対して、より安価なコストで審査を実現するメカニズ

ムだと言えよう。
もっとも、maneoの「市場」モデル型ソーシャル・

レンディングは、このような「集合知」のプラスの側
面だけを持つわけではない。それと同時に、ネガティ
ヴな側面も存在する。一般的な「集合知」において
は、単に知識を提供するだけで、知識を提供した者は
何らかのリスクの引き受けを行うわけではない。しか
し、maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レンディ
ングにおいては、単に知識を提供するだけではなく、
それと同時に出資額に応じたリスクも引き受けること
になる。もちろん、その分だけ真剣な知識の提供が
なされることになるが―ちょうど株式市場における
投資と同様に―、いわゆる「勝者の呪い（winners’ 
curse）」のリスクにもさらされる可能性があることに
なる 55。
勝者の呪いとは、オークションにおいて落札した者
が落札した原因が、当該落札者が、オークションの対
象物を最も「適切に」高く評価していたからではなく、
何らかの誤解や情報不足に基づいて、オークションの
対象物を他のオークション参加者よりも「誤って」高
く評価していたことにある可能性が高い、という現象
である。maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レン
ディングにおいても、あるボロワーの借入申込みに対
して、他の入札者にが応札しなかったにもかかわらず、
入札して落札してしまったレンダーたちは、彼らがボ
ロワーのプロジェクトのリスクや収益性を他のレンダ
ーよりも正確に評価できていたからではなく、そのプ
ロジェクトを誤って高く評価してしまったから落札で
きた可能性がある。

maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レンディン
グには、このような望ましくない側面もあるものの、
このようなシナリオが発生する蓋然性が十分に低い
か、あるいは、参加者（レンダー）たちがこのような
シナリオの可能性を十分認識しつつオークションに参
加していれば、「集合知」によるプラスの側面が強く
現れてくる可能性がある。

（c）審査者の機会費用
maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レンディン
グが、伝統的な金融仲介機関に対して優位に立てる可
能性があるもう一つの要因は、そのコスト構造である。
伝統的な金融仲介機関が貸出を行うためには、貸出担
当者やその上司などに対する人件費や、物理的な店舗
を持っている金融機関の場合には、その店舗の取得・
維持に関する費用など、多くの費用が発生する。
これに対し、maneoの「市場」モデル型ソーシャル・

レンディングにおいては、maneo株式会社では、形式
的な信用力審査を行うための最低限の人員と、ウェッ
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ブサイトの運営のための人員、出資金・貸出金の移転・
管理に携わる人員など、必要最小限の人員さえあれば
よい。そして、これらの人件費等は、maneo株式会社
が徴収する1.5%の手数料でカバーされることになる。
貸出における中心的かつ最もコストがかかる意思決定
部分である、ボロワーのプロジェクトのリスクおよび
収益性に関する審査については、maneo株式会社は、
担当していない。
もっとも、この審査をmaneo株式会社が担当しな
いにしても、その実質的な審査を行うレンダーたちが、
伝統的な金融仲介機関の貸出担当者と同じコストをか
けて審査をしていたら、結局、maneoの他の金融機関
に対するコスト面での優位性は生まれてこない。しか
るに、maneoの市場モデル型ソーシャル・レンディン
グにおいて審査を実行するのは、勤務時間中の貸出担
当者ではなく、自宅に帰宅して余暇を過ごしているレ
ンダーたちである 56。金融仲介機関の貸出担当者の労
働には、彼らの勤務についての機会費用が発生する。
けれども、自宅に帰って余暇を過ごしているレンダー
たちによる審査については、機会費用は大きいもので
はない 57。このため、伝統的な金融仲介機関において
は、借入希望者のプロジェクトについてそれ以上踏み
込んだ詳細な審査をすることについて多くのコストが
かかってしまい、踏み込んだ審査をすることがそれに
よって得られる利益（ないし利子率）に見合わないこ
とになったとしても、maneoの「市場」モデル型ソー
シャル・レンディングにおいては、より低コストで踏
み込んだ審査を行うことができるために、情報非対称
の問題をより解決しやすくなるのである。
特に、maneoにおいては、ボロワーの最大借入希望

額は200万円と低額に設定されている。金融仲介機関
が得られる利益は、貸出額に伴う利息支払い（の一部）
にすぎないから、このような低額の貸出において、貸
出担当者がプロジェクトのリスク・収益性について踏
み込んだ審査をしようとすると、たいていの場合は、
コスト倒れに終わってしまうであろう。しかし、前述
したように、maneoの「市場」モデル型ソーシャル・
レンディングにおいては、この踏み込んだ審査にかか
るコストが著しく低い（ないしは、そのコストを無視
できるようなレンダーがオークションに参加する）の
で、コスト倒れにならずに、情報非対称の問題を緩和
した上で貸出を実行することができる 58。この意味で、
maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レンディングは、
ちょうどグリッド・コンピューティングによく似たメ
カニズムを採用したものだと評価することもできよう。

（d）「紐付き」融資
さらに、以上の2点に加えて、maneoの「市場」モ

デル型ソーシャル・レンディングには、レンダーの心
理的な効用という面でも、伝統的な金融仲介機関に比
べて優位に立てる可能性がある。今、余剰資金を持つ
者の立場に立って、資金の運用の仕方として、伝統的
な金融仲介機関に預金することと、maneoに出資する
こと、の2つの選択肢しかなかったとしよう。この2
つの選択肢の間には、次のような違いがある。
まず、伝統的な金融仲介機関に預金した場合、（少
なくとも一定の範囲内では）元本が保証されており、
安全な資金運用先である。しかし、伝統的な金融仲介
機関ルートでは、前述したように、金融仲介機能の実
現に多くのコストが発生するから、どうしても預金利
子率は低くなる。さらに、資金拠出者には、最終的に
誰に対して貸出がなされているかは分からない 59。も
ちろん、そのことに応じて、リスクは減少するし、流
動性預金であれば預金を随時引き出すことができる。
これに対し、maneoを通じて資金を提供した場合、
ボロワーがデフォルトに陥ると元本割れになることが
あり、伝統的な金融仲介機関に預金した場合に比べて
リスクが高い。また、どのボロワーに対していくら出
資するかについて自ら熟考しなければならず、誰にい
くら貸出を行うかを貸出担当者の意思決定に委ねるこ
とができる伝統的な金融仲介機関への預金の場合に比
べて、出資金の管理にかかるコストが大きい。しかし、
このようなデメリットにもかかわらず、maneoへの出
資には伝統的な金融仲介機関への預金に比べて、2つ
のメリットがある。
第一に、伝統的な金融仲介機関への預金の場合に
は、当該金融仲介機関に対して、貸出先の決定やロー
ンの管理のために、多額の報酬（貸出金利と預金金利
―近時の低金利政策下では1%未満！―のスプレ
ッド）を支払う必要があるが、maneoへの出資の場合
には、1.5%という比較的安価な報酬ですむ。その代
わり、自ら貸出先の決定を行う必要が出てくるが、前
述したように、そのために費やすレンダーの作業に関
する機会費用が低いのであれば、レンダーにとっては
maneoへの出資の方が合理的な選択肢となることは十
分にあり得る。伝統的な金融仲介機関の介在を省略す
ることによって発生した社会的な余剰を、レンダーと
ボロワーとの間で分配していることになるのである。
第二に、伝統的な金融仲介機関への預金と異なっ
て、maneoへの出資の場合には、どのボロワーに対し
ていくらの資金提供を行うかを、レンダーが自ら決定
することができる。このことは、単にレンダーにコス
トを発生させるだけでなく、レンダーにベネフィット
を発生させるメカニズムでもあり得ることがある。す
なわち、maneoへの出資の場合、どのようなボロワー
のどのようなプロジェクトに対して自らの資金が提供
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され、その結果として、そのボロワーに対してどれだ
け援助を行うことができたのかが可視化されることに
なる。そのようないわば「人助け」を行うことによっ
て、レンダーが満足感を得られれば、それはレンダー
の効用を改善したことになる。いわば、maneoへの出
資は、伝統的な金融仲介機関への預金とは違った、「紐
付き」の出資であり、それによる追加的な効用の発生
が見込めるのである。

（3）社債との比較

以上に見てきたようなmaneoの「市場」モデル型
ソーシャル・レンディングは、社債とよく似た機能を
持っていると評価することもできる。
社債においては、（建前上は）多数に分割されて公
衆に対して起債がなされることで、資金調達がなされ
る。maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レンディ
ングにおいても、ボロワーは、借入プロジェクトを提
示した上で出資者を募り、多数のレンダーから借入を
行う。社債における募集証券会社の役割をmaneoマ
ーケット株式会社が引き受け、社債管理者の役割を
maneo株式会社が引き受けており、一般的な金融仲介
機関を経由するのではなく、市場からの直接金融を実
現することによって低い利率での借入を実現している
のだと捉えると、両者はよく似ている。
もっとも、両者の間には、いくつかの違いもある。

まず、社債は会社しか利用することしかできないのに
対し、maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レンデ
ィングは、もっぱら個人のボロワーが利用することが
想定されている。また、社債の場合には、借入条件が
あらかじめ固定されているのに対し、maneoの「市場」
モデル型ソーシャル・レンディングにおいては、ネッ
ト上におけるオークションの過程での質疑応答で非定
型的な追加的情報開示が可能であったり、借入条件の
変更が可能であったりと、柔軟な設計が可能である。
この点に関連して、現在の日本では、社債の利用は多
額の起債マストをカバーするために事実上大規模公開
会社に限定されているのに対し、maneoの「市場」モ
デル型ソーシャル・レンディングは、レンダー・ボロ
ワー間の情報非対称をより低コストで克服できるため
に、小規模の借入であっても、十分に機能する 60。
この意味で、maneoの「市場」モデル型ソーシャル・
レンディングは、従来、社債を事実上利用することの
できなかったような債務者に対して、社債類似のファ
イナンスの機会を開くものだとも評価することができ
る。そうだとすると、個人としてのボロワーだけでな
く、小規模企業をボロワーのターゲットとして設定し
ていくことで、より効率的な資金調達を実現し、社会
厚生を高めることも期待できよう 61。

3. 「市場」モデル型ソーシャル・レンディング
におけるエージェンシー問題

以上では、ボロワーとレンダーの間を仲介する存在
としてのmaneoの「市場」モデル型ソーシャル・レ
ンディングを見てきたが、レンダーからmaneoを見
ると、金銭消費貸借の実行・管理を委託したエージェ
ントとして位置づけられることになる。
エージェントたるmaneoは、ボロワーのデフォル
トのリスクを負担しない一方で、貸出総額に応じた手
数料を受け取ることから、できるだけ多くのボロワー
を受け入れ、多くの貸出を実現するインセンティヴが
ある。そうすると、ボロワーの登録申請に対する審査
を厳しく行わなかったり、貸出後のボロワーに対する
債権管理についても、積極的なモニタリングを行うイ
ンセンティヴが出てこなかったりしそうである。

maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レンディン
グとよく似た機能を持つ社債であれば、会社法（場合
によっては金商法）上の様々な規制が適用されること
でこの問題が緩和されるような仕組みが採られてい
る。これに対し、maneoの「市場」モデル型ソーシャル・
レンディングにおいては、そのような強行法的な規制
は存在せず、基本的にはmaneoとレンダーとの間の
契約によって全てが処理される形になっている。そう
すると、このようなエージェンシー問題に対する歯止
めが十分になされていないようにも思われる。
ただ、このようなエージェンシー問題については、

maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レンディング
の仕組み上、一定程度の歯止めが既に埋め込まれてい
ると言えそうである。
まず、ボロワーの登録申請に対する審査については、
そもそもmaneo株式会社による審査は形式的なもの
であり、実質的な審査は、レンダーによってなされる
形になっている。このため、maneo株式会社が登録審
査にあたって裁量を働かせる余地はほとんどなく、エ
ージェンシー問題があるにしても深刻なものにはなら
ない。また、貸出後のモニタリングのような債権管理
については、ボロワーに対する貸出に関する情報を信
用情報機関に対して登録することで、ボロワーの機会
主義的行動の余地を狭め、ここでもmaneo株式会社
の裁量の余地を狭めている。
もちろん、これらの仕組みだけで、エージェンシー
問題が完全に解決されるわけではない。たとえば、ボ
ロワーの登録申請時に、maneo株式会社が、偽造され
た申請書類を見抜けずに不注意で登録を認めてしまう
といった問題や、maneo株式会社が、ボロワーからき
ちんと取立を行わないといった問題は、発生しうる。
けれども、レンダーとの関係では、maneoは、繰り
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返しゲームの相手方として立ち現れる。ボロワーの中
にあまりに虚偽申請者が多かったり、取立があまりに
ずさんであったりすれば、レンダーはmaneoの「市場」
モデル型ソーシャル・レンディングから足を遠ざけて
いくであろう。この意味で、いわゆる「評判」メカニ
ズムによって、エージェンシー問題への対応は最終的
に担保されていることになる。
さらに、maneo株式会社が得る報酬のうち、期間報
酬は、ボロワーによる利息支払い（あるいは遅延損害
金の支払い）があって初めて発生する。そうだとすれ
ば、maneo株式会社は、デフォルトしやすいボロワー
よりも、デフォルトしにくいボロワーを集めてくるイ
ンセンティヴを持つはずであろう。
ともあれ、これらのエージェンシー問題への対処は、

社債のそれと比べて必ずしも十分かつ確実なものでは
ない。これらの対処が適切に機能するかどうかは、今
後のmaneoの運営状況を観察していかないと分から
ないであろう。

Ⅵ. maneoの持続可能性

本節では、以上のようなメカニズムを持ったmaneo
の「市場」モデル型ソーシャル・レンディングがビジ
ネスモデルとして成立しうるものなのか、さらにはそ
の将来性について検討したい。

1. maneoの収益構造

maneoの収益源は、レンダーの出資額の1.5%の報
酬をレンダーから受け取ることにある。他方、maneo
の費用は主に、従業員の人件費、事務所費用（賃貸料・
光熱費等）、信用情報機関に対して信用情報照会の際
などに支払う手数料からなる。これらの収益費用のう
ち、人件費と事務所費用は、変動の少ない額である。
これに対し、収益源たる報酬は、ボロワーとレンダー
によるオークションが成立した結果として実行される
貸出金額の総額に応じて変動する。また、信用情報機
関に対して支払う手数料は、基本的には、ボロワーと
しての登録を申請してきた件数に応じて変動する。
ということは、ボロワーとしての登録を申請してき

た件数のうち、ボロワーとして登録することができ、
それによってレンダーからボロワーへの出資額が増え
れば増えるほど、maneoの利益は増加する。これに対
し、ボロワーとしての登録を申請してきた件数のうち、
最初の信用力審査を通過することができず、登録を拒
絶される件数が増えれば増えるほど、費用のみが増え
て収益は全く増えないことになるので、maneoの利益

は減少することになる。そのようなボロワー登録申請
は、maneoにとってコストのみを発生させる。このコ
ストは、単にmaneoにとってのコストであるだけで
なく、社会的な死重損失（deadweight loss）でもあり、
maneoの経営を非効率にする最大の原因となる。

2. maneoの将来

ところが、前述したように、ボロワーとしての登録
申請件数のうち、信用力審査を通過して登録が認めら
れる割合が、現時点では10%を切っている 62。ウェッ
ブサイトに信用力審査を通過するために必要な情報は
明記されているにもかかわらず、その要件をクリアす
ることができない者によるボロワー登録申請が非常に
多いのが現状である 63。なぜ、このような事態になっ
てしまっているのだろうか。
まず考えられるのは、maneoのような「市場」モデ

ル型ソーシャル・レンディングに対して、それがどの
ような役割を果たしているのかについて、一般に誤解
が存在しており、その誤解を解こうとする者があまり
いないということである。前節で明らかにしたように、
maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レンディング
の特徴は、銀行や消費者金融などの伝統的な金融仲介
機関からも借入を行うことができる者に対して、それ
らの金融機関から借り入れるよりもより低利での借入
の可能性を開く点にある。そのような適切な理解が未
だ十分に普及していないのかもしれない。マスメディ
アにそうするインセンティブは少ない 64。
もう一つ考えられるのは、拒絶されることがあらか
じめ分かっているようなボロワー登録申請をしてくる
のは、多重債務者など、わらをもつかむ気持ちになっ
ている者であるかもしれない、という点である。すな
わち、ボロワー登録申請を拒絶される典型的な者は、
既に他の金融機関からの多額の借入がある者である。
このような者は、既存の多額の借入の返済に追われて、
maneoのウェッブサイト上の審査要件をチェックもせ
ず、「ひょっとすると自分が登録を受けられるかもし
れない」と考えるか、あるいは、審査要件の内容を認
識しているにもかかわらず、「運がよければ審査担当
者が見落としてくれるかもしれない」と考えて、ボロ
ワー登録申請をしてくる可能性がある。
この後者のタイプのボロワー登録申請は、常に一定
数存在し、それがなくなることはないであろう。しか
し、前者のタイプの誤解が解消して、より多くの人が
maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レンディング
について正しい認識を持つようになり、「適切」なボ
ロワー登録申請が増えてくれば、後者のタイプのボロ
ワー登録申請が占める割合は次第に減って行くであろ
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う。そして、死重損失に終わってしまうようなボロワ
ー登録申請の拒否事例が減る一方で、貸出金額が増え
ていけば、安定した利益が見込めるようになるであろ
う 65。その意味で、現時点におけるmaneoの苦しい状
況は、スタートアップ時の知名度の低さに原因がある
ものの、maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レン
ディングの思想が普及すれば、その運営は安定し、大
きな先行者利益も得られる余地がある。

Ⅶ. 終わりに

以上に見てきたように、maneoのような「市場」モ
デル型ソーシャル・レンディングは、既存の金融仲介
機関によっては実現されることのなかった新たな金融
手法を提供している。そして、この新たな金融手法は、
既存の金融仲介機関が多大なコストをかけて展開して
きた活動をより低コストで実現し、それによって発生し
た社会的余剰を、資金の拠出者と受領者との間で分配
するという意味で、効率的であり、社会厚生を大きく
改善する可能性を持ったシステムであると評価できる。
資金の拠出者は、銀行に預金するよりも、よい利率

で資金を運用できるチャンスを与えられることにな
る。資金の需要者は、まずは銀行など伝統的な金融仲
介機関に対して借入を申し込んだ後で、そこで提示さ
れた条件より低い金利でmaneoにおいて入札を行い、
maneoにおいてその利率で資金調達ができればmaneo
経由で資金調達すればよいし、応札が十分に集まらな
かったならば、あきらめて伝統的な金融仲介機関から
借入を行えばよい。
現時点では、maneoの「市場」モデル型ソーシャル・
レンディングに対する理解が十分に行き渡っていない
ことから、その活動は必ずしも成功しているとは言い
がたい。けれども、日本以外に目を向けてみると、海
外では、ソーシャル・レンディングが既に大きな産業
に育っている国が、たとえば米国などのように、存在
している。日本においても、maneoの「市場」モデル
型ソーシャル・レンディングについての適切な理解が
普及すれば、将来的には、このようなメカニズムがよ
り積極的に活用され、社会厚生の改善に貢献していく
ことが期待できるだろう。
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註
 1 もっとも、日本における「知人」モデル型ソーシャル・レンデ
ィングサービスの一つであるAQUSHは、クレジット・スコアリ
ングを利用した分散投資型の金融仲介サービスを開始すること
を企画しているようである。AQUSHのウェッブサイトに記載さ
れている情報から判断する限り、借手をクレジット・スコアに
応じて分類した後、貸手を募り、貸手は希望するクレジット・
スコアのランクの借手のプールに対して貸出を行い、当該ラン
クのプールからのリターンを借手に対して分配する、というア
レンジメントのようである。

 　このようなアレンジメントには、確かに、個別の借手に対す
る貸出と違って、多数の借手に対して一度に貸出を行う形にな
るため、リスク分散効果（借手の一人がデフォルトしても、他
の借手がデフォルトしなければ損失は限定的になる）が見込め
るというメリットがある。住宅ローン債権などの証券化が狙っ
ているものと同じメカニズムである。しかし、クレジット・スコ
アだけで借手のリスクを判断するのでは、情報非対称によるい
わゆるレモン市場問題（逆選択問題）が発生し、うまく機能し
ないのではないかと思われる。ことに、「よい」借手が既に他の
金融仲介機関から借入をできているとしたら、新たな金融仲介
サービスに向かってくる借手は、その平均的な質が低くなって
しまう蓋然性は高いであろう。クレジット・スコアリングを利用
した貸出を率先して行っていた新銀行東京のビジネスモデルが
失敗に終わったことは、我々の記憶に新しい。

 　もし、このようなアレンジメントが消費者金融などと比べて
優位に立てるとしたら、広告コスト・店舗設置運営コストをか
けずに済む点であろう。これらのコスト分だけ貸出利率を減少
させることができたとして、それと前述した逆選択効果による
利率上昇分と、どちらの影響がより大きいのかで、このような
アレンジメントの成否が決まってくるものと考えられる。

 2 貸手の側が貸出条件を提示し、借手がビッドする、というオ
ークション形式も、理論的にあり得ないわけではない。しかし、
金銭消費貸借契約の締結において中心的な関心事は、借手の事
業内容・財務内容である以上、借手がその内容を提示した上で、
貸手がビッドするオークション形式の方が普通は合理的であろ
う。

 3 ボロワーは、1日・3日・7日・10日・14日のいずれかを入札期
間として設定できる（入札手続規則4条1項）。

 4 Ghatak and Guinnane （1999）.
 5 もちろん、日本においても、執行免脱のための様々な手法があ
ることは周知の通りであり、借手がデフォルトを宣言したときの
借手の財務状態に関する監査コストは低いものではないし、常
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に強制執行が成功するわけでもない。しかし、法制度インフラ
ストラクチャーの未整備な発展途上国に比較すれば、状況は遙
かによい。

 6 この点について詳しくは、森田（2009）第5章を参照。
 7 これに対し、AQUSHのような「知人」モデル型ソーシャル・
レンディングにおいては、これらの問題は深刻なものにはなら
ない。なぜなら、「知人」モデル型ソーシャル・レンディングに
おいては、知人や親族など、既に社会的な結合関係にある貸手・
借手間の金銭消費貸借契約の締結・履行に助力することがサー
ビス内容となるので、貸手はこのような社会的な結合関係を利
用して2つの情報非対称の問題を克服できているからである。

 8 東京都知事（1）第30795号。
 9 関東財務局長（金商）第2011号。
10 maneo株式会社は、東京都千代田区千代田区霞が関3丁目6番

5号、maneoマーケット株式会社は、千代田区霞が関3丁目7番
4号。ごく近接しているが、一応別の建物になる。

11 たとえば、ボロワーにとって9.5%の利率、レンダーにとって
8%の利率という貸出条件でマッチングが成立した場合、maneo
は、まず最初の貸付時に貸付金総額の1.5%を契約時報酬とし
て徴収するほか、ボロワーからレンダーへの利息の弁済時に、
この9.5%の利息のうちの8/9.5をレンダーへの分配に回し、残
る1.5/9.5を期間報酬として徴収することになる。

12 匿名組合契約約款やmaneo取引約款にはあまりはっきりと書か
れてはいないが、「本借入人」（maneo取引約款2条1項（4）・
匿名組合契約約款2条1項（3））は、単独人を前提としている
ようである。

13 「当社の定める入札手続規則に従い、お客様の本匿名組合契約
申込条件が本借入人の借入申込条件と合致し、かつその内容を
営業者が承認し、その旨の通知をお客様にした場合には、本貸
付契約及び本匿名組合契約が成立したものとします。本貸付契
約に対する出資者が複数ある場合に成立する本匿名組合契約と
その他匿名組合契約は、別個の匿名組合契約とし、お客様とそ
の他匿名組合員の間には、組合関係その他一切の直接の契約関
係は成立しないものとします。」

14 「貸付人は、借入人から貸付契約の申込みがなされた場合には、
貸付人が加盟する信用情報機関に対する借入人の信用情報照会
その他あらかじめ貸付人が定める内規に従い審査を行い、貸付
人が適当と判断する申込みについて、maneo scoreを付与した
うえ、maneoマーケットに本匿名組合契約出資持分の募集の取
扱いを委託するものとし、maneoマーケットはこれに基づき本
匿名組合契約出資持分の募集のため入札手続に付するものとし
ます。」

15 「借入人は、本貸付契約に際し、貸付人が、借入人の返済能力
に関する情報（以下「信用情報」といいます。）の提供を信用
情報機関に依頼することについて同意するものとします。」

16 「営業者は、本匿名組合員に対し、本匿名組合契約が締結され
る日において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であるこ
とを表明し保証します。但し、営業者は、下記の各号に掲げる
事項のほかは、本営業の成功又は本匿名組合員に対する本匿名
組合員出資金の全額の返還を含め、明示又は黙示を問わず、一
切の表明又は保証をしません。
（1） 営業者は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続す

る株式会社であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組

合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するため
に必要な完全な権利能力及び権利を有していること。

（2） 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規
定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図され
る取引の実行は、営業者の事業の目的の範囲内の行為であ
り、営業者は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並び
に当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規
程において必要とされる一切の手続を履践していること。

（3） 本匿名組合契約は、その締結により、営業者の適法で有効
かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可
能なものであること。

（4） 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規
定する各義務の履行及び同契約により企図される取引の実
行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若し
くはかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要と
するものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、
判決、決定、令状、営業者の定款その他の内部規程、営業
者自身が当事者となっている契約又は営業者若しくは営業
者の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合
意に違反し、又は、抵触するものではないこと。

（5） 営業者の財務、経営の状況又は営業者による本匿名組合契
約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行若しく
は本匿名組合契約により企図される取引の実行に対し、悪
影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手
続も係属していないこと。

（6） 営業者は支払不能ではなく、かつ営業者について、破産手
続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他営
業者に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、
かかる申立の原因は存在しないこと。」

17 このほか、maneoにおいては、保証会社（オリックス・クレジ
ット株式会社）による保証が付された金銭消費貸借契約である、
“G-loan”も利用可能であるが、こちらについては以上とは異な
る貸出条件の決定がなされる。この点については、金銭消費貸
借契約約款3条4項以下参照。

18 「借入人は、貸付人に対し、入札手続の結果決定される借入利
率（G-loanの場合には、貸付人及び借入人の合意する借入利率）
により、貸付金に対する利息を支払うものとします。」

19 「以下のいずれかの事由が発生した場合、借入人は、同事由発
生の日が前月28日（同日を含みます。）から当月15日（同日を
含みません。）までの場合には当月15日の到来により、同事由
発生の日が当月15日（同日を含みます。）から当月28日（同日
を含みません。）の場合には当月28日の到来により、当然に、期
限の利益を喪失するものとし、債務の全額を直ちに弁済するも
のとします。
（1） 借入人が、本貸付契約の元利金の支払債務の全部又は一部

の履行を、約定返済日の翌々月の28日の到来時点まで遅滞
した場合

（2） 借入人につき、支払の停止、借入人が振り出し、若しくは
引き受けた手形の不渡り、手形交換所の取引停止処分、租
税公課を滞納したことによる督促手続又は破産手続、民事
再生手続、特定調停若しくはこれらに類似する倒産処理手
続（将来制定されるものを含む。）の開始の申立があった場
合、又は借入人が支払不能若しくは債務超過に陥った場合
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（3） 借入人につき仮差押、保全差押、仮処分、滞納処分、差押、
競売手続の開始又は公売手続の開始があった場合

（4） その他債権保全を必要とする重大な事由が生じたと貸付人
が合理的に判断した場合」

20 「第2項　借入人は、貸付人が、本貸付契約に係る信用情報を
提供することについて、同意するものとします。

 第3項　借入人は、前項に従い信用情報機関に提供された信用
情報が、当該信用情報機関に加盟する他の貸金業者に提供され、
返済能力の調査に利用されることについて、同意するものとし
ます。

 第4項　借入人は、第2項に従い信用情報機関に提供された信
用情報が、他の信用情報機関の依頼に応じ、当該他の信用情報
機関に加盟する貸金業者に提供され、返済能力の調査に利用さ
れることについて同意するものとします。」

21 実際、maneoからの借入については、消費者金融からの借入と
同様に信用情報機関に登録されるということを知ると、ボロワ
ーになることを思いとどまる者が相当数存在するという。

22 「出資者は、出資者質問の方法によるほか、借入申込人に対して
直接接触することはできないものとします。」

23 「入札単位は1万円とし、出資者の出資可能金額の範囲は上限を
20万円（G-loanに係る本入札手続の場合は50万円とします。）、
下限を1万円とします。」

24 「出資者は、借入人入札情報及びmaneo scoreに加え、借入申込
人に対して、本オークションページを通じて質問（以下「出資
者質問」といいます。）をすることができるものとします。但し、
かかる出資者質問の内容は、当該出資者及び借入申込人しか閲
覧できないものとします。」

25 「貸主は、出資者質問があった場合には借入申込人に通知する
ものとし、借入申込人は、出資者質問に対して回答する場合に
は、回答内容を一般に公開するか否かを決定した上で、同ペー
ジに入力する方法により貸主に通知するものとします。貸主は、
借入申込人の回答内容を、公開希望の有無に応じて、本オーク
ションページ上に表示させることにより、出資者に知らしめるも
のとします。」

26 「出資者は、出資者質問の方法によるほか、借入申込人に対して
直接接触することはできないものとします。」

27 「本匿名組合員は、営業者に対し、本匿名組合契約締結日に、
本匿名組合員出資金の1.5％相当額に消費税及び地方消費税を
付加した金額を支払うものとします（以下「契約時報酬」とい
います）。」

28 支払利息の1.5%という計算ではなく、支払利息のうち、その利
率のうちから1.5%に相当する額（たとえば、8%の支払利息で
あれば、その1.5/100ではなく、その1.5/8）という計算なので、
規定の書きぶりは複雑だが、次のようになっている：

 「営業者は、本営業における各計算期間の末日に、下記金額を
取得するものとします（以下「期間報酬」といい、契約時報酬
と併せて「営業者報酬」といいます。）。但し、同時点において
期間報酬に充てるべき現金がない場合には、期間報酬の支払い
は繰り延べられるものとします。

 記
 遅延損害金が発生しない場合
 期間報酬の金額＝a－c
 a＝ 本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金

額
 b＝ レンダーレート÷本貸付契約の年利率（百分率表示）×（本

貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額）
 c＝ 各匿名組合員について（b×本匿名組合出資金÷匿名組合

出資金）として算出した金額の合計
 遅延損害金及び約定利息が発生する場合
 期間報酬の金額＝a－c
 a＝ 本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息及び

遅延損害金の金額
 b＝ レンダーレート÷本貸付契約の年利率（百分率表示）×

本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金
額＋レンダーレート÷（1.5％＋レンダーレート）×遅延損
害金

 c＝ 各匿名組合員について（b×本匿名組合出資金÷匿名組合
出資金）として算出した金額の合計

 遅延損害金のみが発生する場合
 期間報酬の金額＝a－c
 a＝遅延損害金の金額
 b＝レンダーレート÷（1.5％＋レンダーレート）×遅延損害金
 c＝ 各匿名組合員について（b×本匿名組合出資金÷匿名組合

出資金）として算出した金額の合計」
29 たとえば、ボロワーへの貸出利率が5%の場合には、遅延損害

金の額のうち、3.5/5をレンダーに分配し、1.5/5をmaneo株式
会社が期間報酬として徴収することになる。

30 「本営業は、営業者の判断において行い、営業者は、本営業の
遂行につき、本約款に明示的に定める場合を除き、本匿名組合
員の同意を要しないものとします。また、本匿名組合員は、本
約款に明示的に定める場合を除き、本営業の遂行に一切の関与
をすることはできないものとします。本匿名組合員は、訴訟上、
訴訟外を問わず、本借入人に対して、直接本貸付契約に基づく
貸付金の返済その他の請求又は連絡をしないものとします。」

31 もっとも、maneo株式会社が、ほかのサービサー業者に対し
て、債権回収を委託したり、債権譲渡したりすることはありうる。
匿名組合契約約款9条1項、10条1項参照。

 9条1項「本匿名組合員は、本借入人が、本貸付契約の各約定
返済日の翌日（同日を含む。）以後約定返済をしない場合その他
営業者が合理的に必要と認める場合には、営業者が当該貸付債
権につき債権管理回収業者、弁護士その他の第三者（以下「債
権回収受託者」といいます。）にその回収を委託することを、予
め承諾するものとします。」

 10条1項「本匿名組合員は、本貸付契約において、本借入人が、
約定返済日の翌々々月の28日（同日が営業日でない場合にはそ
の翌営業日）経過後も約定返済をしない場合その他営業者が合
理的に必要あるものと認める場合には、営業者が当該貸付債権
につき第三者に譲渡する場合があることを、予め承諾するもの
とします。」

32 日弁連（2007）3頁。
33 そして、maneoマーケット株式会社が行うオークションの際
には、この貸金業法の規制の範囲内に収まっている金利から、
maneoが徴収する1.5%の金利を差し引いた金利が、レンダー
に対して呈示されることになる。

34 「本貸付契約に基づく貸付債権その他本営業に基づく一切の財
産は、営業者に帰属するものとし、本匿名組合員は、これに対
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して一切の持分を有しないものとします。」
35 もちろん、匿名組合契約とは別にレンダーがmaneo株式会社に

対して債権を有している場合には、それに基づいて差押・仮差
押をすることはできることになる。

36 「本匿名組合員は、本匿名組合契約に基づき営業者に対して取
得する債権の回収を図るため、営業者のいかなる財産について
も差押、仮差押その他の強制執行手続の開始又は保全命令の申
立を行わないものとします。」

37 「本匿名組合員は、第15条第1項による契約終了の時点又は第
17条に基づく清算の終了時点において、本匿名組合契約に基
づく未払債務が残存する場合には、当該未払債務に係る請求権
を当然に放棄したものとみなされることに同意するものとしま
す。」

38 「前条の規定にかかわらず、以下のいずれかの事由が発生した
場合には、営業者は、本匿名組合員に通知した上で、本匿名組
合契約を解除することができるものとします。

 （中略）
（4） 本匿名組合員について、以下の各号の事由が発生した場合

 （中略）
（b） 本匿名組合契約に規定したその他の約束又は合意を履行し

なかった場合。但し、その治癒が可能である場合には、か
かる懈怠又は違反の治癒を求める書面による通知が営業者
から本匿名組合員に対して行われた後30日間かかる懈怠又
は違反が継続した場合」

39 齋藤（2000）51頁。
40 齋藤（2000）51頁。
41 齋藤（2000）55頁。
42 齋藤（2000）66頁、木村（2006）143頁以下。
43 齋藤（2000）132頁。
44 「媒介」の意義については、必ずしも両当事者から依頼を受ける
必要はないものの、双方の当事者に働きかけることが必要であ
る、という見解と、借手と貸手の間に介在して貸借関係を成立
せしめるために行う加功・幇助行為は、貸手・借手の双方に直
接働きかけ、金銭貸借関係成立の全過程または過程の大部分に
わたって介入する行為のみならず、その一環としての部分のみ
に実質的に介入・加功し、これにより結局終局的に金銭貸借関
係の成立を容易ならしめる行為を含む、とする見解とが存在す
る（齋藤（2000）133頁）。しかし、いずれの見解に立つにせよ、
maneo株式会社およびmaneoマーケット株式会社は、レンダー・
ボロワー間の（実質的）金銭消費貸借の成立にあたって、双方
に働きかけつつ決定的な役割を果たしており、「媒介」に該当す
ることに変わりはない。

45 齋藤（2000）136頁。
46 齋藤（2000）135頁によれば、分母となるのは、媒介によって
成立した貸借の名目額である。

47 年利20%の場合にこのように期間報酬が多額になるのは、複利
によって支払利息額が増えるからである。

48 前掲注28を参照。
49 もちろん、媒介者の評判に対しての影響はあり得る。
50 匿名組合契約約款5条3項。
51 ボロワーがデフォルトせずに元利支払を履行すれば、レンダー
は、拠出した元本以上の額の支払いを受けられる。

52 これは、第2項有価証券については、金商法2条1項に規定され

た第1項有価証券のように商品内容が確定しておらず、一般に、
その組成において、投資者の需要等を踏まえながらその内容を
確定させていく方法がとられる場合が多いという事情に基づい
ている。近藤＝吉原＝黒沼（2009）122頁。

53 関東財務局長（金商）第2011号。
54 たとえば、NHK総合「ゆうどきネットワーク」2009年6月29日

放送分。
55 このほか、オークションに伴うフリーライド問題も、もちろん

発生する可能性がある。すなわち、レンダーの中で専門知識を
持っていない者であったとしても、専門知識を持つレンダーの
応札を追う形で応札していけば――たとえば他のレンダーより
0.05%低い希望運用金利（希望運用金利のビッド幅は0.05%刻
みである。入札手続規則5条1項）で応札する――、リターン
を得られることになる。そうすると、専門知識を持つ者が応札
のための審査をするコストをかけるインセンティヴを失うので
はないか、という問題である。

 　しかし、このように他者を出し抜くような応札行動を採用し
ていると、まさに本文で述べるような勝者の呪いに捉えられて
しまう危険性がある。このような応札によって得られる利益は
ごくわずかであるのにもかかわらず、デフォルトが発生した場
合の損失は大きい。

 　また、maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レンディン
グにおいては、レンダー一人のボロワー一人に対する出資額
の上限が20万円となっており、そもそも審査コストを負担に
思うようなレンダーであれば、その投資に見合ったリターン
がごく小さくなってしまうことから、そもそもオークション
に参加しないであろう。むしろ、maneoの「市場」モデル型
ソーシャル・レンディングの特徴は、専門知識を持たないレ
ンダーによるフリーライドを促す点にあるとすら言える。

 　逆に、もしそのようなフリーライド行動が発生するのだとし
たら、専門知識を持っているレンダーといえども、合理的なリ
スク・リターンが見込めるボロワーに対しては積極的に応札し
ていかないと、他のレンダーによる応札が発生して、そのボロ
ワーに対する出資のチャンスを逃してしまうことになりかねな
い。この意味で、わずかながらであっても、自らの審査コスト
という投資に対するリターンを獲得するためには、専門知識を
持つボロワーは、積極的に応札していくインセンティヴを持つ。

56 レンダーが、その本業の勤務時間中にmaneoのオークションに
参加していたら、通常は雇傭契約上の職務専念義務違反である。

57 もちろん、余暇時間において、休息をとらずに、PCの画面とに
らめっこをしていることによって、かなりのコストは発生するだ
ろう。しかし、本文で後述するように、maneoの「市場」モデ
ル型ソーシャル・レンディングに参加することによって、レンダ
ーは主観的な満足感という効用を得ていることが多いと考えら
れるから、このようなコストは必ずしも深刻なものではないだろ
う。

58 逆に、レンダーがmaneoを通じて貸出活動を大量に行い、それ
を主たる生計の糧にしようとしても、非常に難しい。このため、
レンダーは、自らの事業としてmaneoの「市場」モデル型ソー
シャル・レンディングに参加することは困難である。レンダーは、
あくまで余暇時間における趣味程度としてmaneoに参加するこ
とが求められることになる。

 　maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レンディングにおける、
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レンダーによる個別のボロワーに対する出資額の制限（20万円）
は、元来は、出資ポートフォリオを形成することでリスク分散
を実現することを目的としていた。しかし、この制限は、それ
と同時に、事業として出資を行うことを制約する機能を持って
いることになる。

59 もちろん、いわゆるCSR投資ファンドや、投資先セクターを限
定した投資ファンドのように、最終的な資金先の範囲が一定目
的にしたがって限定される場合や、共同組織金融機関の場合
のように、構成員にしか貸出がなされない場合はある。しかし、
それらの場合でも、具体的に、個別の貸出先にいくらの貸出が
なされるかの決定について、資金拠出は関与することはできない。

60 むしろ、小規模である方が、レンダーがその適否を判断しやす
く、オークションが成立しやすいという意味で、maneoの「市場」
モデル型ソーシャル・レンディングには適しているとさえ言え
るかもしれない。

61 もっとも、現状においても、企業の代表者が個人としてボロワ
ーになれば、事実上企業としての借り入れができるのであるか
ら、本文で述べたことについては、maneoの側での特段の変化
は必要ではないだろう。

62 現在のmaneoの問題は、レンダーは十分に存在するにもかかわ
らず、良質のボロワーが決定的に少ない点である。

63 特に、前掲注54の番組の放映以後、そのようなボロワー登録申
請が増えているとのことである。

64 メディアがこのような「誤解」を解くような報道をしないのは、
それが従来の「美談」と違って純粋なビジネスモデルの話であり、
一般視聴者受けがしにくいということによるのであろう。それ
は、メディア自身の行動としては合理的であるが、社会全体の
利益には反する行動であるといえる。

65 そうなれば、現在、1.5%徴収している報酬を、将来的には減額
することも可能になるかもしれない。

＊ 本稿は、maneo株式会社の創業者の一人であるC. Jeffrey Char
氏（現ジェイ・シード株式会社）へのインタビューに多くを負
っている。貴重な時間を割いてインタビューに応じて頂き、さ
らには、その内容を本稿へと反映させることについてご承諾を
くださったChar氏に深く感謝申し上げる。また、本稿の執筆に
あたっては、浅妻章如、小粥太郎、小塚荘一郎、白井正和の各
氏に貴重なコメントをいただいた。感謝申し上げる。なお、本
稿は、平成21年度科学研究費若手研究（B）21730070「商取
引における共同体・ネットワークの機能と法制度の役割の実証
分析」による研究成果の一部である。
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Ⅰ.	 転換期における韓国の移民政策

周知の通り戦後の韓国は、植民地、南北分断、戦争
という近代化の苦痛を乗り越え、世界で唯一分断の状
態が続いている国である。近代化の過程における苦し
みを耐えしのぎ立ち上がった韓国は、経済発展と民主
主義の土着化という点において、他の追随を許さない
程の ｢圧縮成長｣ 1を繰り返してきた国である。筆者
は、経済成長と民主主義に加え韓国におけるもう一つ
の ｢圧縮成長｣ が見られる領域が、まさに多文化政策
ではないかと思う。多文化に関する論議は、今後も韓
国において社会的イッシューとして継続する可能性が
高い。

2002～2007年までの盧武鉉政権下における多文化
政策は、急増する外国人労働者、結婚移民者、未登録
外国人のための人権保護に始まり、短期間で制度が整
備された。主要中央省庁としては、法務部、労働部、
保健福祉家族部、行政安全部、教育科学技術部が直
接関与する中、本格的な多文化政策を推進してきた。
2008年末現在、246の地方政府の中ですでに7割を超
える自治体において居住外国人のための支援条例が制
定されており、京畿道安山市では2008年11月未登録
外国人のための外国人人権条例を別途制定して、公聴
会を開いている。

2008年の李明博政府発足後、多文化に関するイッ
シューは人権に国家競争力という観点が加わり、より
重要な社会イッシューとして浮上している。何より
も、経済協力開発機構（OECD） の加盟国の中で最も
出生率の低い韓国は大きな危機意識の中にある。新し
い成長エンジンを模索する李明博政府は、グローバル
人材の誘致と、熟練した外国人労働者の滞在延長案

を積極的に検討している (国家競争力委員会報告書　
2008.4)。法務部は、2009年5月に傘下機関として韓
国移民政策発展財団を設置した。
筆者は、次のいくつかの点から韓国の多文化政策

がいわゆる転換期に突入したと考えている。第一に、
1980年代末の移住外国人労働者や結婚移民者の流入
から20年、1995年 ｢世界化宣言｣ により都市国際化
や投資誘致が始まって15年、そして2006年から集中
的に構築してきた韓国政府の多文化政策が、これまで
の成果をひとまず点検すべき時期をむかえているから
である。近年に入り中央政府や地方政府は競争的に多
文化政策のための法律や条令を制定しており、かなり
の人材や財源が投資され一定の成果を収めているとい
えよう。しかし、政策の過剰や重複投資が論議をかも
し、その結果2009年6月には多文化関連法を調整す
るための国会議員らによる研究会「多文化フォーラム」
が発足した。2なお、韓国政府も同年12月に国務総理
室の傘下に多文化家族政策委員会を設置することを発
表している。
韓国において多文化に関する論議はより多様化・深
層化している。社会学、社会福祉、人類学、教育学、
行政学、新聞放送学、地理学などの多様な分野にわた
って研究結果が蓄積されている。韓国社会の多文化現
象や問題点に関して政界、官界、学会、マスコミなど
で知識や情報が共有され、または拡散している。韓国
社会は果たして多文化社会であるか、または韓国社会
が多文化をどの程度受け容れることができるか、政府
の多文化政策が現場や空間にどれだけ反映されている
か、などの本質的な論議が再活性化している。
同時に地方や現場中心の多文化論議が展開されてお
り、現場論、空間論、移住民の目線に焦点を合わせた
傾向も現れている。多文化の理論や現場が錯綜したり、
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梁　　起豪
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空間論やガバナンス構築が課題として台頭したりもし
ている。マスコミを通した多文化社会市民教育の活性
化、多文化専門人材の養成と政策課題などが研究テー
マとなっている。これは、韓国の多文化論議が政策や
談論において分化する傾向があり、新しい転換期に入
っていることを暗示するものである。
第二に、国家競争力の観点から多文化が浮上し始め
ている。2008年4月、国家競争力委員会はグローバ
ル高級人力の誘致方案を発表した（教育科学技術部・
法務部・行政安全部・知識経済部・労働部・国家競争
力強化委員会、2008）。外国人人材に対する門戸を果
敢に開放し、二重国籍を許容することで優秀な人材を
確保するということである。国内の労働市場、人材養
成システム、兵務行政などに及ぼす影響を総合的に検
討し、人材誘致を通した経済成長を実現しようという
のである。韓国政府のグローバル政策に刺激を与えた
代表的な事例は、シンガポールであろう。シンガポー
ルは、外国人の人的資源が集中することから、多国籍
の人材を誘致し国家競争力の資源としてきた典型的な
事例といえよう。
人材移動のグローバル化による外国人誘致のため、
シンガポール政府は高度の熟練技術を備えた専門家や
資本力のある企業人の流入を増やすため、彼らに対
する雇用許可権や永住権を提供してきた。1999年に
始まった21世紀人材計画（The Manpower 21 Plane）
は、考え方、知識、革新や交換 3の核心となる才能資
本（talent capital）の流入を拡大させるためのプラン
である。
計画の骨子は、21世紀における産業の成長をリー

ドする医療、化学、バイオ、電子、環境、サービス、
財政、健康、コミュニケーション、デジタル・メディ
ア、海洋産業部門で働く能力のある熟練労働者に対す
る需要が増加することを見込み、シンガポールが今後
目指す知識基盤産業を中心に新しい経済体制へと移行
するため必要なコアとなる人材を最大限誘致すること
である。そのために、南部アジアのみならずイギリス、
オーストラリア、ニュージーランド、ドイツ、フラン
ス、スイスなど他の西欧国家まで含めた高級人材を受
け入れ、誘致対象の国籍を多様化している。4

韓国政府は2008年7月、グローバル人材誘致と同
時に雇用許可制における外国人労働者の3年滞在資格
を延長し、熟練工に関しては5年まで滞在できるよう
にする外国人勤労者雇用法の改正を立法予告した。改
正内容は、必要な外国人労働力を迅速に導入したり、
外国人労働者支援策を強化するものである。熟練工を
必要とする韓国の中小企業の場合、滞在期間3年を満
了した外国人労働者が１ヶ月間出国しなければならな
い従来の条項を廃止し、最大2年未満まで継続して雇

用することができるようになっている。国籍法第5条
の一般帰化条件には、5年以上韓国の住所がなければ
ならないという条項があり、永住権取得条件を充足さ
せることになる。つまり、永住防止を原則としていた
韓国の雇用許可制が、結果的には国籍取得後永住する
移民労働者を量産する可能性を高めている。トルコ人
労働者を短期循環原則のもとで受け入れ、後になって
永住権を許容したドイツの状況が再発することを懸念
する人々も多い。
第三に、深刻な人口減少と出生数低下に備えるため、
多文化がもたらす成長と活力という側面からのメリッ
トが次第に浮き彫りになっている。韓国は、全世界で
過去50余年間の出生率が最も大きく落ち込んだ国で
ある。新生児の数は1970年代の100万人レベルであ
ったが、2000年には45－50万人へと減少している。
合計出産率は2005年1.08で最低を記録した。2003年
以降は合計出生率1.3以下で超低出産時代に進入し、
足踏み状態にある。韓国は、2000年65歳以上の高齢
化比率が7％である高齢化社会から2026年20％の超
高齢化社会まで、わずか26年しかかからないだろう
と予測される。韓国の高齢化社会は、フランス、アメ
リカ、ドイツは勿論、日本や中国より早いスピードで
進んでいる。これからの40年間、総人口の減少に備
えるための純粋移民の適正流入規模は、最低104.5万
人、最高293.8万人に及ぶものと予測される。
国際結婚が増えるなか、教育の面からも多文化現

象は大変早いスピードで進んでいる。国際結婚は、
1990年0.5万件（1.2%）から増加し2000年には1.2万
件（3.7％）に達している。2005年には4.2万件（13.5%）
でピークに達したが、2006年から若干減少し2008年
には3.6万件（11.05％）となっている。国際結婚や外
国人労働者の流入は、自然に多文化子女の増加につな
がり、2029年には新生児3人に1人は多文化家庭の子
女になるだろうと予想される。2008年4月現在、多
文化子女は約5.8万人であり、2006年2.5万人、2007

年4.4万人から大きく増加している。
多文化子女を年齢別に見ると、6歳以下が57.1％で

幼年層が多い。小中高に在学中の多文化子女は2008

年現在20,180人（多文化家庭子女18,778人、外国人
労働者子女1,402人）で前年対比約4割増加している。
韓国の外国人留学生の数は、地方大学が新入生減少に
備え中国人留学生を積極的に誘致することで、2003

年 12,314人から 2006年 32,557人、2008年 63,952人
と急増している。多文化子女や外国人留学生に対する
教育支援は早急に対応すべき課題として認識されてい
る。
出入国管理から移民政策へと変化する動き、国際競
争力強化のための多文化政策の積極的な導入の検討、
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韓国社会が深刻な問題として認識している出生率低下
や補充移民として結婚移民者や外国人労働者の受け入
れは、韓国移民政策の変化を端的に現している。
このようなことで、新しい転換期に入った韓国の移
民政策は、次第に外国人の選別的人員補充から社会統
合政策へと変化している。グローバル人材の誘致と二
重国籍の許容、熟練工外国人労働者の長期居住や永住
権取得可能性、国際結婚と多文化子女、留学生の急増
は、韓国がこれまで外国人労働者の循環交代と結婚移
民者社会適応にとどまっていた水準から脱し、一段ア
ップグレードした社会統合政策を要求している。そこ
で韓国政府は、結婚移民者、多文化子女、そして外国
人労働者を対象とした社会統合政策を慎重に検討し始
めている。

Ⅱ.	 社会統合の国際比較

国境を越えた移住人口は2005年1.9億人で、世界人
口の3％に達している。韓国の外国人住民が総人口の
中に占める割合は、2010年2.8％（2008年ポルトガル2.8

％）から、2020年5％（2008年デンマーク5％）に達
し、2050年には何と9.8％（2008年ドイツ9.2％）に
達するものと予測される。増加する移住民の韓国社会
適応支援や長期居住・永住権付与に備えた社会統合プ
ログラムの充実化に対する期待、国籍取得と社会統合
履修制の結合など、移住民の社会統合に対する関心が
高まっている。移住外国人のための国際連合規範とし
て、1985年に移住民人権に関する宣言、1990年には｢す
べての移住労働者および家族構成員の権利保護に関す
る国際協約｣が制定された。国際連合は、2001年を｢人
種主義、人種差別、外国人嫌悪、及び関連する非寛容
を撲滅する国際移住の年｣、｢寛容と多様性を尊重する
多様な文明間の対話の年｣ と定めた。2007年に国連
の人種差別撤廃委員会は、韓国政府に人種差別撤廃の
ために努力することを勧告している。
在韓外国人処遇基本法第1条の目的には、移民者の

社会統合政策の概念は移民者が自分の能力を十分発揮
し、出生国家で取得した文化価値や韓国の文化価値を
リンクさせ、より発展的な文化価値を創出することが
できるよう政府が支援することと定義されている。韓
国政府の移民者に対する社会統合の基本的な方向性
は、多文化主義を加味した同化主義に近いものといえ
よう。移民者の多様な文化価値を抱擁し、韓国の伝統
的な文化価値とリンクさせることで、世界人類の文化
価値を創出する方向へ進むべきであるというのであ
る。多文化主義政策だけを樹立したり施行する場合、
ともすると移民者を主流社会から隔離し貧困層へと転

落させてしまう危険性があると指摘している（ジャン・
ジピョ、2008.6.4）
よって、韓国の多文化政策は同化主義や多文化主義
を並行させながら、出入国管理から社会統合へと移行
する段階にあると評価することができる。国内居住外
国人の社会統合に関する論議は、主に結婚移民者を中
心に展開してきた。2006年4月、国政課題として女性
結婚移民者と混血人移住者の社会統合対策が発表され
た。2008年6月の法務部の出入国外国人政策本部が
実施した多文化社会統合プログラム構築のための公聴
会でも、社会統合プログラム履修制導入の主要関心対
象は結婚移民者であった。雇用許可制のもとでは、未
だ外国人労働者は3年で帰国させられる被雇用者の立
場におかれているだけなのである。しかし、外国人労
働者の滞在期間が5年に延長されたことから、国内に
居住する外国人労働者や彼らの子女教育のための社会
統合プログラムが切実に要求されているのが実情であ
る。
このような点から、主要先進国の移住民のための社
会統合政策は多くの示唆を投げかけている。移民国家
としてスタートしたオーストラリア、カナダなどは、
人種や民族の多様性を社会の基本秩序として受け入
れ、引いては国家競争力の主要エンジンとするため多
文化主義政策を積極的に推進してきた。韓国と同じよ
うに民族的同質性を重視し外国人の受け容れを保守的
に統制してきた日本、ドイツなどでも、近年労働力需
要や結婚移民者が増えたことで、移民政策に関する政
府介入が増えている。各国の事例は、雇用許可制や5

年滞在期間延長が永住権取得につながり、外国人住民
の定住化可能性を示唆していることを証明するもので
ある。
韓国の現実に照らし合わせて、社会統合プログラム
の目標は究極的にどこを目指しているかが大変重要で
ある。ドイツの事例は大変示唆に富む。ドイツは、移
住民の初期社会生活への適応を支援する社会統合コー
スを運営している。ドイツは、高度成長期に雇用許可
制を導入し、韓国と同じく外国人労働力は国内人材を
雇用することができない場合に限って最長3年までの
範囲で一時的に雇用し政府機関を通して導入すること
で、労働者送出における不正予防や外国人労働者の長
期滞在を防止した。しかし生産性が向上し、外国人労
働力の帰国を反対する事業主の主張にぶつかり、一旦
は外国人の滞在許可を延長した。ドイツでは、1965

年の外国人法制定後、滞在期間が5年を超える外国人
に無期限滞在許可が与えられ、長期滞在外国人労働者
のみならず配偶者や子女の招請、ドイツにおける外国
人子女出生率が増加し、1960年代後半からは外国人
の数が急増している。
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ドイツが外国人労働者や家族を社会的に統合する必
要性を感知したのは、外国人労働力を大挙導入してか
ら15年が過ぎてからであった。ドイツは、外国人の
社会統合を家族プロジェクトとして認識し始めた。す
でに400万人を超えた外国人に対する社会統合教育が
要求され、学校、幼稚園、青少年会館の拡張、職業教
育の促進、相談所が設置された。地方政府は、ドイツ
語教育、文化活動支援、外国人の関心事に関する公示、
悩み事相談サービスを提供したが、社会統合はドイツ
語の学習を提供する言語的統合、転職教育と労働の創
出、自営業創業を内容とする労働市場への統合、国籍
取得を容易にする社会的統合で構成されている。
デンマークは1999年1月に、世界で初めて移民問

題を解決するための社会統合法を制定している。デン
マークは社会統合法により、18歳以上の外国人は地
方政府の主導のもとで社会入門プログラムを受講し、
これに従わなければならない。デンマーク内の外国人
労働者は、入国後1年間は補助金を受けながら、言語
と社会教育＞インターン制＞会社勤務を経験すること
ができる。公的企業や一般企業のほとんどの外国人は
4週間の職業訓練を受け、特別な事情がある場合は13

週間まで職業訓練を受けることができる。外国人を雇
用した企業は就業補助金を受けることができ、この特
恵は最大1年までである。外国人が受講する社会入門
プログラムは、一週間に37時間を基本とする（カン・
ジュヒョン、2008：119-120）。フランスも過去に簡
単な申告だけで国籍取得が可能であったが、2006年7

月に移民統合法を制定してからフランス語や市民教育
を義務的に履修しなければ国籍を取得することができ
ないようになっている。
イギリスは、雇用許可制で子女同伴や永住権取得を
許可するケースである。雇用許可制を実施するイギリ
スでは、雇用許可所持者が合法的に就業する限り、配
偶者や18歳未満の子女は入国許可を取得してからイ
ギリスで就業活動をすることができる。雇用許可によ
り入国した外国人労働者は、イギリスでの実質的な滞
在期間が48ヶ月を超えれば、ほとんどの場合は永住
権を取得する。一旦永住権を取得した移住民は、イギ
リスで就業活動やビジネスを営むにおいて何ら制約が
なく、イギリス滞在においては時間的制限もなくなる
（ユ・ギルサン他、2004：119）。
日本は、地方政府における結婚移民者のためのプロ
グラムを充実させている。外国人労働者のための研修
生適応教育は、韓国より充実している。外国人研修生
は、送出国の現地で日本入国に先立ち160時間以上に
及ぶ日本語や研修に必要な基礎情報、技能などの教育
を受ける。外国人研修生は、日本入国後3ヶ月間は非
実務研修を受け、その後配属された企業で実務研修を

受ける。非実務研修は必ず研修期間の1/3以上実施し
なければならず、研修手当てや生活費は日本側が提供
する。研修期間の1年後には勤労者の資格で2年間技
能実習生として勤務することができ、最長3年間滞在
可能である。日系ブラジル人（日系人）は、1～3年
間の滞在資格を取得して入国するが、特別な理由がな
い限り滞在期間を継続して延長することができる。日
系人に対する企業別雇用制限はないため、すべて市場
機能に委ねられており、所得も日本人労働者と同一レ
ベルとなっている。

Ⅲ.	 対象別社会統合政策

1.	結婚移民者

韓国における本格的社会統合プログラムは、主に結
婚移民者を対象としたものであり、2009年から社会
統合教育履修制が積極的に導入されてきた。結婚移民
者は、これまでは韓国人と結婚して2年後に国籍取得
を申請することができ、書類審査期間2～3年経過後
に国籍を取得できた。日常生活に必要な小学校4年生
レベルの韓国語能力が要求されるが、韓国語能力は初
級レベルにも達しない場合が少なくない。2007年に
は、2年の居住後婚姻を通した帰化申請者15,167人の
中で韓国系中国人が9,801人で64％、ベトナム、フィ
リピンなどの東南アジア出身の結婚移民者が残りを占
めている。2007年9月の2年以上滞在結婚移民者100

人の平均点は47.1点で、筆記テスト合格率42％、特
にベトナム国籍の結婚移民者は平均点28.6点で合格
率18.5％にとどまり大変低調であった。2年以上滞在
した永住権者75人は、韓国語と韓国文化に関する筆
記テストの平均点が49.7点で合格率30.6％、23人が
合格している（ジャン・ジピョ、2008.6：4）。
結婚移民者の韓国社会適応が遅い理由は、社会統合
プログラムが選択制であるため十分活用されていない
ことにある。2006年11月の調査結果によると、女性
結婚移民者の3/4は過去１年間、相談（カウンセリン
グ）や教育を受けるため公共機関や民間支援機関を訪
問した経験が一度もなく、特に家族の反対により支援
率が低迷している。全体の結婚移民者の10.5%に当た
る移民者だけが社会適応プログラムに参加している。
2007年7月に実施された法務部アンケート調査の分
析資料によると、結婚移民者が支援措置に参加したく
ても家族の反対で参加することができないと答えた人
が少なくなかった。全体結婚移民者の10.5％だけが社
会適応プログラムに参加しており、全国1,014の社会
適応プログラム受講生の割合は、全体外国人の1.65％
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に過ぎない（表１参照）。また、2007年結婚移民者の
就業率は34％にとどまっている。5

よって、国籍取得と社会統合との連携が必要だと
の認識が拡がり、2009年１月に社会統合プログラム
履修制が導入された。改正された国籍法の施行規則
（2008.09.03）第4条の帰化適格審査によると、法務
部長官が定めて告示する韓国語と多文化理解などに関
する教育や情報提供などを内容とする社会統合プログ
ラムを履修した者は、筆記テストが免除される。筆記
テストには韓国の歴史・政治・文化・国語および風習
の理解など、韓国の国民になるため備えるべき基本的
教養に関する事項を審査することで、10～20項目が
出題されると規定されている。面接審査では、国語能
力および韓国の国民としての姿勢や自由民主的基本秩
序に対する信念など、国民として備えるべき基本条件
を審査すると記されている。
法務部の社会統合プログラム履修制は、帰化申請者
と国民を対象に2009年１月から選択・適用され帰化
筆記テスト免除の特恵を付与するものであり、履修者
の特恵事項としては国籍取得待機期間が現行3年6ヶ
月から1年程度短縮された2年6ヶ月となり、帰化面
接審査などに反映するものである。帰化申請者の配偶
者や家族は、事前に多文化社会を理解するための教育
を受講する。移民者プログラムは、韓国語と多文化社
会の理解を中心に運営され、国民に対しては多言語や
多文化社会の理解を中心に運営される。多文化社会統
合地域拠点（ABT）大学の卒業生は、2008年12月19

日付けで12大学から20人ずつで合計240人輩出され
ている。またモデル機関が指定され、全国20の機関
で近隣に居住する外国人を対象に教育することが可能
となっている。
社会統合プログラム師範運営機関の教育課程を調べ
てみると、韓国語は初級、中級、高級があり、多文化
社会の理解活動は教育とボランティア活動、生活情報、
多様性活動などであり、結婚移民者や一般移民者にわ
かれ、結婚移民者には1,2,5段階のみを、一般移民者
には1－5段階を運営している。一般教育科目は、移
民者には韓国の歴史、風習と文化、政治行政制度、多

文化の意思疎通、韓国の家族生活、多文化社会、多文
化理解と適応、韓国の基礎経済活動、韓国の教育制度、
基礎法律、企業の異文化経営、保健福祉、同胞社会な
どがある。配偶者である韓国民の受講科目は同胞社会
の理解、難民の理解、国際結婚家庭の理解、外国人労
働者の理解、多文化社会の理解、人種差別予防などの
人権保障、企業の異文化経営などがある。

2.	外国人労働者

韓国において外国人労働者は多文化や社会統合の面
からしばしば排除されており、彼らの社会不適応、差
別と排除によるカルチャーショックや犯罪の増加が連
鎖的に起きている。2007年から雇用許可制のもとで
一元化されたものの、外国人労働者のための社会統合
政策は全く不十分である。単に慢性的な単純労働力
不足や熟練工の技術活用という面から、滞在期間の
延長のみが検討されているといっても過言ではない
だろう。国連の人間開発指数（United Nations Human 

Development Index）が相対的に高い韓国が、外国人
労働者の社会統合プログラムを開発することは当然の
ことである。国連の人間開発指数は、平均寿命、識字
率、教育成就度、一人当たりの国内総生産などの変数
を考慮し算出された指数であり、韓国は2008年0.928

で0.935のドイツ、0.937の香港より若干低く、シン
ガポールよりやや高かった。
韓国では、外国人労働者の社会不適応による否定的
効果の見られる事例が多数発生しており、外国人同士
の犯罪や、外国人の内国人に対する社会犯罪も増加
傾向を見せている。最近の4年間、外国人による犯罪
は実に2倍以上増えており、2004年9,103件から2006

年12,657件、2008年には20,623件と増加している。
外国人犯罪の最多発生地域は、やはり外国人の密集
居住地である安山市ダンウォン区で、2007年1月－
2008年8月までに1,173件発生している。続いて、九
老区、竜山区、慶尚南道の金海市で、やはり外国人居
住率が高いほど犯罪件数はそれに比例して増加してい
る。6

表1　登録外国人の国籍別プログラム参加率

国　家 ベトナム フィリピン タイ カンボジア モンゴル

登録外国人 63,234 42,642 31,536 4,372 20,166

受講生数 3,726 2,271 442 292 247

参加率 5.8% 5.3% 1.4% 6.6% 1.2%

（2007.10 法務部実態調査）
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外国人労働者が密集する安山市に居住する外国人の
中で未登録外国人は3.8万人に達している。彼らは未
登録移住民という理由だけで人間としての最小限の権
利すら認められず、低賃金や長時間労働、賃金支払遅
延や過酷行為に苦しめられている。釜山人権委員会の
調査を見ると、登録労働者の半分以上が矯正施設収容
者の居住面積の半分にも満たない箱部屋で生活し、1

日9時間以上労働しているが、災害率は韓国人の5倍
以上であり、半分以上が賃金支払遅延などの勤労契約
不履行を経験している。7安山市の社会統合プログラ
ムは、韓国語教育21課程620人、帰還に備えた技術
教育5課程168人、コンピューター教育8課程400人
に達しているが、韓国社会や文化教育は提供されてい
ない。
外国人労働者や結婚移民者が、社会統合政策や移民
政策を連携させた教育を通して早期に韓国社会に適応
する可能性が高いことは疑う余地がないだろう。実際
の経験から、移民政策や社会統合政策を連携しない場
合、対象者を教育に参加させる動機がないため実効性
に限界があり、特に結婚移民者の早期社会適応を誘導
するには力不足であった。結婚移民者の社会統合プロ
グラム履修制は、日常生活や子女教育において必ず必
要なものであり、2009年から本格的に導入されてき
た。しかし、日常生活において韓国語を使用し、子女
を養育しなければならない結婚移民者や、職場で韓国
語をほとんど使わない単純職である上に3年後には循
環帰国しなければならない外国人労働者は、社会統合
プログラム履修制に対する需要そのものに大きな差が
ある。そこで、外国人労働者のための新しい社会統合
プログラムのトラックを設置・制度化する必要がある。
外国人労働者が社会統合プログラム履修制を通して就
業や賃金引上げなどの面で有利なインセンティブが得
られるよう検討する必要がある。
雇用許可制は、関連法11条 ｢外国人就業教育｣ に

おいて、｢第１項　外国人勤労者は入国後労働部令が
定める期間内に大統領令が指定する機関において外国
人就業教育を受けなければならない。第2項　使用者
は外国人労働者が外国人就業教育を受けられるように
しなければならない。第3項　外国人就業教育の時間
や内容などは労働部令で定める。｣ と規定されている。
外国人労働者の社会統合の目的は、居住生活を支援す
るよりは、就業教育の内容を補うことに焦点をおいて
いる。
現在雇用許可制の下で実施されている韓国語能力
試 験（EPS-KLT: Employment Permit System-Korean 

Language Test）は、外国人求職者の韓国語能力や韓
国社会、産業安全に関する理解を評価するテストであ
り、国内企業主のための求職者名簿作成時に活用され

ている。テストの施行は、外国人労働者を送出する国
で実施され、志願は18－39歳で禁固以上の犯罪経歴
がないこと、50項目200点満点の80点以上をとった
ものを成績順で選抜している。韓国入国後の社会統合
教育は短期教育であり、ほとんど効果を見せていない
ため、事実上社会統合プログラムは不在状態である。
韓国産業人力公団が外国人労働者のための入国後教
育プログラムを提供しているが、3日間通う教育や2

泊3日の合宿教育だけを提供しており、内容や期間が
かなり不十分な実情である。入国後の就業教育でない
社会統合のための韓国語や韓国文化教育、心理相談や
支援、またはインターン制度の導入などは全く実施さ
れていない。現在の雇用許可制は、送出前の教育の重
要性を強調しており、韓国での教育は十分に行われて
いない。日本は、滞在期間の1/3以上を職業場でない
講義室において非実務研修を受講するよう規定してい
る。結果、事前訓練が徹底的に行われている。今後の
改善案としては、日本の研修制を韓国にも応用し、外
国人労働者が入国後最低2ヶ月以上韓国で非実務研修
を受け、１ヶ月以上実務研修を受ける方式を導入し、
費用は企業と政府が1/2ずつ分担するのが望ましいだ
ろう。

3.	多文化子女

多文化家庭や子女の急増にもかかわらず、教育科学
技術部や各自治体の政策、学校当局の対策はこのよう
な状況に十分対応していない。言語、文化的背景の違
い、社会経済的に脆弱な父母の地位、韓国語がうまく
話せない結婚移民者である母親の養育不足により、学
習の遅れは深刻な状態にある。多文化子女は、外見や
言葉遣いなどの違いによるイジメを経験することで、
消極的な性格になってしまう。多文化家庭の子女が疎
外される主な理由は、母親が外国人だから（34.1%）、
意思疎通がうまくできないから（20.7%）、特に理由
はない（15.9%）、態度や行動の違い（13.4%）、外見
の違い（4.9%）などである。また、アイデンティテ
ィーの混乱を経験することで、結婚移民者は韓国語や
文化を知らないため韓国と母国の狭間で帰属感や文化
的アイデンティティーの不一致により精神的なストレ
スを経験している。
多文化子女の急増に対応し、中央政府である教育科
学技術部も対策を講じている。2006年から毎年「多
文化家庭子女教育支援計画」を立て、ソウル大学に中
央多文化教育センターを設立したり、ソウル教育大学
に多文化教育講座を開設している。また、2009年か
ら ｢多文化家庭の学生教育支援中長期対策｣ を設け、
2009－2012年までに約700億ウォンを投資する計画
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である。公共教育の内容にも多文化の理解に関する教
育講座を開設し、改正された教育課程に多文化理解と
尊重、偏見克服などを含んでおり、未登録外国人子女
も小学校に容易に入学できるよう関連書類の提出条件
を緩和している（ジョン・ウホン、2009.6：85-90）。
教育科学技術部は「学びと理解により共に生きる多

文化社会の構築」をビジョンとし、１）多文化家庭の
学生の教育格差の解消、2）多文化家庭の父兄の社会
的力量の強化、3）多文化教育基盤の強化と理解の普
及、の3つを政策目標としている。主要課題１）現場
に合った教育をするため、韓国語が不十分な多文化子
女のためのプログラム開発、水準別韓国語教材の開発
と普及、代替教師を活用したメンターリング支援、多
文化家庭のための生涯教育プログラムの開発、多文化
家庭の両親のための相談支援と学校生活情報を含めた
案内冊子の発刊、教師研修プログラムなどを開発して
いる。8

主要課題2）に対しては、多文化教育基盤の構築の
ためソウル大学に設置された中央多文化教育センター
の運営を支援し、学校現場と連携した研究開発を遂行
したり、市道教育庁の多文化家庭を理解する講座を受
講させ、地域別教育大学に講座を設けた。課題3）と
して、多文化理解の向上や拡大のために多文化家庭の
両親を活用した多文化理解教室を設置し、多文化家庭
の両親が出身国の文化や風習などを紹介するよう勧告
している。多文化理解教育コンテンツの開発のため、

フィリピン、カンボジア、ベトナム、タイ出身の結婚
移民者である主婦を招聘し、小学生に教育を実施する
こともある。また、多文化家庭の多数を占めるアジア
－韓国文化理解のための資料を開発し、優秀事例を中
心に映像の開発を推進している。

4.	多文化家族

多文化家族が増えることで（表2参照）、中央政府
である保健福祉家族部は2008年10月30日、結婚移民
者や子女など多文化家族の社会統合を支援するため、
多文化家族のライフサイクル別オーダーメイド型支援
強化対策を発表した。多文化対策は、4大政策目標と
3大政策推進方向を提示している。政策目標は、政策
対象別に１）結婚移民者の早期定着と自立力量の強化、
2）多文化家族の安定的な生活の維持、3）子女の健
全な成長とグローバル人材の育成、4）国民の多文化
社会に対する理解増進である。政策方向は、１）結婚
移民者と子女、配偶者などの家族構成員全体を対象に
政策を体系化し、2）家族のライフサイクル別オーダ
ーメイドサービスの提供、3）官民協力による効率的
サービス伝達体系の構築である。対策は多文化家族の
ライフサイクルにあわせ7大政策課題、21の細部推進
課題、66の細部事業内容（新規事業20、拡大・強化
40、従来の政策6）で構成される。
推進課題の主な特徴は、家族ライフサイクル全般に

表2　韓国の多文化家族人口、2006-2008年 単位 :名

年度
多文化家族 結婚移民者 Aの子女

（A+B+C） （A+B） 非帰化者（A） 婚姻帰化者
（B） （C）

2006 130,014 104,768 65,243 39,525 25,246

2007 171,213 126,955 87,964 38,991 44,258

2008 202,392 144,385 102,713 41,672 58,007

資料:行政安全部、『国内居住外国人の実態調査結果』、各年度。

表3　家族ライフサイクル別7大政策課題、2008年

周　期 政策課題
結婚準備期 結婚仲介脱法防止および結婚予定者の事前準備支援
家族形成期 結婚移民者の早期適応および多文化家族の安定的な生活の支援
子女養育期 多文化家族の子女妊娠・出産・養育支援
子女教育期 多文化児童・青少年の学習発達および力量開発の強化
家族力量強化期 結婚移民者の経済・社会的自立力量の強化
家族解体時 解体した多文化家族子女および片親家族の保護・支援
全段階 多文化社会履行のための基盤構築

保健福祉家族部、『多文化家族生涯周期別支援強化対策』、2008。
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わたり配偶者教育、家族統合教育、父母子女プログラ
ムなど、家族全体を対象とする事業を体系化し、拡大・
多様化しながら特に今後韓国社会の柱となる子女の健
全な成長を支援するための養育・保育・成長支援政策
に比重をおいている（表3参照）。
また、結婚移民者の経験する最も大きな問題である
意思疎通問題を解消するため、通訳・翻訳支援事業を
本格的に実施する対策を含んでいる。サービス登録と
提供システム、多文化家族支援センターを中核伝達体
系として拡大設置、多様な機関との連携と協力体系の
構築などを通して、多文化行政サービス死角地帯の解
消とサービスの重複を防ぎ、事業効率化と需要者の体
感度を高めることに焦点を置いている（韓国移民政策
発展財団,2009.05:30-33）。

Ⅳ.	 対策の模索

韓国の社会統合は未だ初期段階にとどまっており、
今後も幾つかの点に留意しながら、発展させていくべ
き課題を抱えている。第一に、先進国の事例を参照し
ながら、結婚移民者、外国人労働者、多文化家族を全
体的に包括する総合的社会統合プログラム履修制を通
して、韓国語教育や韓国社会・文化教育をより強化す
る必要がある。韓国語が可能な朝鮮族同胞や韓国文化
になじみのない東南アジア出身の外国人結婚移民者や
単純労働者が同時に存在するため、並列的かつ多様な
社会統合の対策が要求される。長期居住しながら多文
化子女を養育しなければならない結婚移民者と、今後
長期間滞在する可能性のある外国人労働者のための会
統合プログラムを提供しなければならない。9

第二に、結婚移民者・外国人労働者ともに、より長
期的かつ安定的に社会統合プログラムを履修すること
ができるようインセンティブを提供する必要がある。
結婚移民者に関しては、今後も国籍取得や社会統合プ
ログラム履修制をより強化し、両方を並行させていく
べきである。これまで社会統合プログラム履修制の効
率が大変低迷であった現実を鑑み、農村地域に分散居
住する結婚移民者や週末以外に時間的余裕のない外国
人労働者であっても容易にプログラムを履修すること
ができるよう、受講時間や場所を増やしたり、インタ
ーネット受講の機会を提供すべきである。農村地域で

あるためアクセスが難しかったり職場に勤務しなけれ
ばならないため、社会統合プログラムを履修すること
ができない現実を考慮すべきである。
外国人労働者に対しては、韓国入国後の訓練期間を
少なくとも90日以上に延長し、学習費用については
中央政府がそのかなりの部分を負担する方法を検討す
る必要がある。入国後、初期段階で韓国語や韓国文化
を教育することが、後になって分散的に教育するより
もずっと効果的である。また、就業後一定期間が経過
した後に再教育課程を履修する必要があり、そのため
の教育バウチャーや補助金の支給を考慮する必要があ
る。次のような図１に基づき社会統合プログラムの履
修時期を多様に検討すべきである。
第三に、結婚移民者や外国人労働者のための初期プ

ラットフォーム制度や相談（カウンセリング）制度を
運営する必要がある。劣悪な経済環境の中で結婚や育
児をしたり、勤務開始後社会統合プログラム履修が現
実的に困難であることを考えると、入国後約１ヶ月は
集中的に社会統合プログラムを履修させることが望ま
しい。多文化家族での理解や企業主の了解の下で果た
してどれだけ社会統合プログラムを履修することがで
きるか、事前に調査する必要がある。結婚移民者にと
って社会統合は国籍取得につながるものであるが、外
国人労働者には直接のインセンティブとなるものがな
い。そこで、正規の外国人労働者を雇用する雇用主が
プログラムの履修を申請し完了した場合、税制優遇や
補助金を与える必要がある。
第四に、モデル地域を指定し外国人住民と共に市民
を対象に多文化教育を拡大し、多文化社会統合プログ
ラムの案内サービスを集中的に強化する作業が必要で
ある。首都圏地域に結婚移民者や外国人労働者が集中
している。ソウル市内のABT（Active Brain Tower）
大学 や放送通信大学制度を活用し、結婚移民者プロ
グラムの履修制を拡大したり、城東区や京畿道安山市
をモデル地域と定め、外国人労働者の社会統合のため
のプログラム履修制を実施してみることが望ましい。
これまでの外国人対策は、きわめて法律や制度形成を
中心に偏ってきたが、実際の事例や費用対比効果を測
定・反映する過程が十分でなかったのが事実である。
よって、新しい社会統合履修制を開発し、外国人住民
が居住する地域でモデル事業として実施してみる必要
がある。

 1ヶ月  6ヶ月 2年 3年 5年
　送出国家>>　 入国後>>　 入社後>> 　就業中教育>> 　再教育>> 　帰国前再就業教育

図1　社会統合プログラム履修時点
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Ⅴ.	 結論

長期的に見る場合、外国人対策と社会統合政策を連
携していくべきとの意見に反論の余地はない。中央政
府は結婚移民者に対する福祉政策を積極的に増やし、
外国人労働者の長期滞在に対応して、より積極的な社
会統合政策を模索する必要がある。同時に地方政府、
大学機関、市民団体、外国人代表者が集まり、居住環
境の改善や社会統合を持続的に推進していくための具
体的対策を模索する会議を構成する必要があり、常設
機構として設置する事が望ましい。
移住民のための社会統合の目的は何なのか、社会統
合において外国人労働者、結婚移民者間の差異は何な
のか、社会統合の内容はどのように構成されるべきか、
社会統合のための担当機関が配置されるべきか、従来
のプログラムと再調整はどのようにすべきか、外国人
と内国民との連携教育または参加教育への対策はある
のか、などについて深く論議されるべきである。
結婚移民者や外国人労働者の社会統合教育の適切な
時期はいつか、多文化家族と企業主の参加程度、自発
的であるべきか或いは義務的であるべきか、選択的で
あるべきかまたは統合式の一貫教育であるべきかなど
も、細かく検討されるべきである。例えば、結婚移民
者の社会統合プログラム履修制をより発展・拡大させ
外国人労働者に適用していく事は、今後重要な課題と
なるのではないかと思う。
李明博政府の外国人政策には、二重性が垣間見られ
る。より積極的に外国人労働力や在外韓国人などの人
材を誘致したり、国内にすでに居住している外国人熟
練労働者を少しずつ受け入れる一方で、未登録外国人
労働者に対して本格的な取締りを断行し、彼らを本国
に送還させることで国内雇用を増やし、同時に外国人
犯罪を事前に防ごうとしている。しかし、多国籍の外
国人対策という観点から離れ、不利な状況で差別を受
ける少数者の権利保護という観点から、結婚移民者や
多文化子女、外国人労働者の社会統合を考慮する必要
がある。
また、制度や政策として国家機関だけでなく地方政

府や企業団体の共同責任も考慮されるべきである。持
続的かつ安定的な社会統合政策を展開することで、結
婚移民者の国内定着とともに、熟練した技術を備えた
外国人労働者や有能な外国人人材の国内定住を促進す
ることができるのである。二重的な政策基準よりは、
普遍的で信頼できる対策が設けられるべきである。中
央政府の政策の進展や転換に合わせ、地方政府も各地
域に構築された社会統合プログラムを推進し、大学な
どと連携して諸施策の効率性を高める対策を模索すべ

きである。
農村や地方に分散している結婚移民者や、時間の余
裕がない外国人労働者がより容易にプログラムに参加
することができるように配慮し、未登録外国人も間接
的には社会統合の対象とすべきである。外国人住民の
社会統合は、単純な教育プログラム提供や制度変更で
は解決することができず、中央政府の移民政策、労働
政策、社会統合政策が調和を成し、地方政府や大学機
関、市民団体がこれをバックアップしてこそ可能なの
である。
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個の大学が指定を受けている。
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Ⅰ. はじめに

1. 研究の目的と背景

　本稿の目的は、日本における男女共同参画の状況
を定量的に把握するため、ノルウェー国統計局によ
って行われている男女平等度指標（Gender Equality 
Index）を参考に、日本における男女平等度指標を開
発するための基礎資料を整理することである。
　1999年に男女共同参画社会基本法（以下「基本法」）
が公布・施行され、日本においては男女共同参画社会
の実現のためにさまざまな取り組みが行われてきた 1。
男女共同参画社会実現への取り組みは、この基本法制
定以前から行われてきたことは言うまでもない。古く
は戦前の婦人参政権運動から始まり、1946年の日本
国憲法における「両性の平等」（第24条）、「参政権の
規定における性別差別禁止」（第44条）として、法制
度として明示されている。

日本国憲法

第24条　婚姻は、両性の合意のみに基いて成立
し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、
相互の協力により、維持されなければならない。
2　配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、
離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に
関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平
等に立脚して、制定されなければならない。

第44条　両議院の議員及びその選挙人の資格は、
法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、
社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて

差別してはならない。

　しかし、日本国憲法の中で、男女の性の平等にかか
わる直接的な規定は上記の2つに限られていた。その
後、労働基準法、教育基本法、母子福祉法等により個
別の分野では男女共同参画社会の実現のための施策が
行われたものの、包括的な男女共同参画社会実現のた
めの制度的整備が待たれていた。

2. 指標開発の意義

　先に述べた「基本法」制定以後10年が経過し、男
女共同参画社会のための施策は、その施策の必要性を
啓蒙する段階から施策の実施の段階へと進展してきた
といえる。ここにおいて、日本の男女平等度指標を開
発・推計する意義として、以下の2点をあげることが
出来る。第1に、各種施策の実施は男女共同参画社会
の実現のために必要なアクションであるが、それはイ
ンプットであり、アウトプットである男女共同参画社
会の「実現」が保障されているわけではないというこ
とである。そこで、本稿で扱う男女平等指標によって、
各種施策のインプットによってどの程度まで男女共同
参画社会が実現したかを知る必要がある。第2に、男
女平等度指標をより具体的かつ身近な指標として把握
する必要があるということである。これまでも、日本
の男女共同参画社会の状況をおいて定量的に把握する
指標がないわけではない。
　この指標の第1としては、「男女共同参画基本計画
数値目標」の指標があげられる。付表1には、男女共
同参画基本計画（第2次）第2部における数値目標の
フォローアップ結果が示されている。この指標は、各
項目の進捗状況を把握するためには有益である。しか

日本における
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し、項目相互間の有機的関係は考慮されておらず、個々
の指標が独立して示されているという限界がある。ま
た国際的な比較を意識した指標としては、HDI（人間
開発指数）、GEM（ジェンダー・エンパワーメント指
数）、GGI（ジェンダー・ギャップ指数）などがあげ
られる。付表2に示された各指標の2008年の結果に
ついて見てみると、HDIについては、179か国中日本
は第8位と健闘しているといえるが、GEMについて
は108か国中58位と中位以下にランクされ、さらに
GGIに至っては130か国中98位とかなり下位に位置
する状況となっている。これらの指標に基づいて日本
の男女共同参画の状況について国際的なポジションを
改善することは、もちろん必要である。しかし、この
指標は日本国全体レベルでマクロ的な視点で集計され
た指標であり、日本国内の地域的なばらつきなどを知
ることはできない。日本国全体の状況を改善するため
には、男女共同参画をいっそう推進するべき地域はど
こであるのかというボトムアップの指標により、施策
実行の優先地域を明確化し、施策を効率的に実行する
必要がある。また、地域間で男女共同参画社会実現の
程度に差異があるということは、地域間の公平性の観
点からも解消されるべき問題である。そこで、本研究
では日本国内の男女平等度指標に関して地域別に推計
を行うことによって、いま述べた男女共同参画社会の
実現のための施策推進のための効率性・公平性の観点
から有益な資料を提供するものである。

Ⅱ. ノルウェーにおける男女平等度
指標の内容

1. 推計結果

　本節では、ノルウェー統計局公表の男女平等度指標
の結果について紹介を行う 2。ノルウェー統計局では
1999年よりノルウェーのmunicipalitiesについて、地
域別に男女平等指標を公表している。municipalities
は基礎自治体を意味し、日本では市町村に相当する。
その後、指標については改良が施され、2009年に指
標の追加と指標の複合化が行われている。その結果は
付表3および図1に示されている。
　統計局報告書によれば、もっとも平等度の高い基
礎自治体は東部ノルウェーの中央および内陸地域で
あるとされている。特に Sogn og Fjordane, Troms 
and Finnmark地域の基礎自治体で平等度が高く、ま
た Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, 
Tromsø の6つの大都市および町村で平等度が高いと
されている。

図1　ノルウェーにおける男女平等度指標結果（2009年）

出典：Statistics Norway（http://www.ssb.no/likekom_en/
fi g-2009-12-17-01-en.html）

2. 指標の構成と推計方法

　ノルウェー統計局の男女平等度指標は以下の6つの
次元とそれを構成する12の基礎データから成り立っ
ている。

（1）  Institutional and structural frameworks for 

local equality

　これは、地域における平等度の制度的・構造的フレ
ームワークを示すのものである。この指標のコンポ
ーネントとしては、（a）潜在的な平等性への地方政府
の政策的援助（Governmental facilitating of potential 
equality）と（b）産業と教育のパターン（Structure 
of industry and educational patterns）を基準に構成さ
れている。具体的には以下のデータを用いている。
（a） 潜在的な平等性への地方政府の政策的援助
　この指標は、保育施設（kindergarten）に通う1歳
から5歳までの子供の比率のデータを用いている。全
ての子供が保育施設に通う場合は1点、保育施設の子
供が0の場合は0点のスコアが与えられる。
（b） 産業と教育パターン
　この指標は、
　・男女のバランスの取れた産業の比率（下1桁まで）
　・公共部門における男女比（min（p, 1-p）/0.5）
　・私的部門における男女比（min（p, 1-p）/0.5）
　・ 高等学校（upper secondary school）における男

女共学プログラムの生徒比率
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のデータを用いている。このうち、男女のバランスの
取れた産業の比率については以下のような指標の作成
方法を用いている。その地域に存在する産業の数をk
とし、そのうち第 i番目の産業での労働者数niの中で
の女性の比率をpiとすると、その第 i番目の産業の男
女平等度指標はqiは、qi=min（p, 1-p）/0.5によって
算出される。このqiをk種類の産業について算出した
後に、最終的なスコアはΣ（niqi）/Σniという加重平
均の形で得られる。高等学校における男女共学プログ
ラムの生徒比率も同様に計算されている。

（2） Men and women's local adaptations

　この指標は地域における男女平等施策の適用状況
を示す指標で、（a）生活時間、仕事、育児ケアの配分
（Distribution of time, work/care）と（b）個人における
資源とその影響力 （Distribution of individual resources/
infl uence）、（c）政治的影響力（Distribution of political 
infl uence）、（e） 経済力（Distribution of money）から
構成されている。それぞれの指標の内容は以下のとお
りである。
（a）生活時間、仕事、育児ケアの配分
　この指標では、
　・ パートタイム（非常勤）雇用の男女比

（min（p男/p女, p女/p男））
　・ 父親の育児休暇（法定およびそれに追加したもの）

の取得率 3。ここでは、2005年に父親になった者
の2005-2007年の3年間の取得率、2006年に父親
になった者の2006-2008年の3年間の取得率を用
いている。

　・ 労働力率における男女比率（min（p男/p女, p女/p男））
のデータを用いている。
（b）個人における資源とその影響力
　 この指標では、
　・ 高等教育における男女比（min（p男/p女, p女/p男））
　・ 女性管理職（managers）の比率

（min（p, 1-p）/0.5）
がデータとして用いられている。
（c）政治的影響力
　この指標では、データとして地方議会における女性
の比率が用いられている。ここでは、女性議員比率を
pとして、min（p, 1-p）/0.5の形で指標が構成されて
いる。ここで、1-pは男性議員比率を示しているため、
min（p, 1-p）によってp>0.5となって女性議員比率が
50%超えた場合でも、高い点数があたえられるわけ
ではないことがわかる。すなわち、もしp=0.75で女
性議員比率が75%の自治体があった場合は、1-pが0.25
となり、min（p, 1-p）=min（0.75, 0.25）=0.25とな
る。これを0.5で除するため、この自治体の政治的影

響力に関する男女平等度スコアは0.25/0.5=0.5となり、
0.75/0.5=1.5ではない。最も高いスコアを得るために
は、p=0.5となり男女議員比率か完全に均等となって
いることが必要となる。
（d） 経済力
　この指標では男女の平均総賃金（gross income）の
比率（min（Y男/Y女, Y女/Y男））が用いられている。
　以上にあげられた6次元12指標のうち、男女のバ
ランスの取れた産業の比率はその指標結果（以下の式
のI8）を2で除し、公共部門における男女比指標結果（I9）
および私的部門における男女比の指標結果（I10）はそ
れぞれ4で除し、他の指標はそのままの値で総合計し、
10で除して最終的に総合的なインデックスが算出さ
れる。

　それぞれの指標において、各自治体は0点から1
点までのスコアが与えられる。ここで、最も平等度
が高い（男女が完全に平等である）場合は1点のス
コアが与えられることになる。2009年の公表結果で
は、総合的な地域別平等度指標は0.538点から0.776
点までの間で分布していた。この結果から、ノルウ
ェー統計局は「指標が 0.5を下回った自治体が 1つ
もないことから、平等度の最も小さい自治体でも一
定の男女平等が達成されていることを意味している。」
としている。さらに「最も平等度の高い自治体であっ
ても全ての項目に1点（満点）を取れているわけでは
ない」としている。

Ⅲ. 日本における男女平等度指標の
推計結果

1. ノルウェー指標との違い

　次に日本における地域別男女平等度指標について述
べる。ここでは、ノルウェー統計局で行われている男
女平等度指標を参考に日本における指標を算出するわ
けであるが、以下にあげる2つの点で前節のノルウェ
ーの推計結果と異なっている。
　第1点は、地域のスケールに関する基準の相違であ
る。ノルウェーの場合は基礎自治体の数が400余と小
さいため市町村レベルでの推計を行っている。しかし、
日本の場合は基礎自治体の数が2005年4月1日時点で
3,100であり、いわゆる平成の大合併が推進された後、
2009年4月1日時点でも1,777である 4。このため、全
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ての市町村についてインデックスを作成することは作
業量の上で膨大であること、また日本の現状の社会統
計データの公表状況では、市町村レベルではインデッ
クス作成に十分な基礎的数値データが得られないこと
の理由から、本稿では都道府県レベルでインデックス
を作成することとしている。
　ノルウェーの男女平等度指標と本稿の推計値の第2
の相違点は、推計時点と推計項目である。ノルウェー
の最新の男女平等度指標は2009年12月に公表された
ものである。また、先に述べたとおり、1999年か t行
われた指標の推計方法が2009年時点で大きく改正さ
れている。しかし、本稿の推計作業はそれ以前であっ
たため、ノルウェーの2008年時点の推計方法に基づ
いている 5。2008年の推計方法では、指標作成の推計
項目も限定されており、
（a） Kindergarten coverage for children aged 1-5 
（2007）:保育施設に通う1-5歳の子供の比率

（b） Number of women per 100 men aged 20-39 
（2007）:20-39歳の男性100人に対する女性人
口比

（c） Education levels for women and men （2007）:
男女の高等教育受けている比率

（d） Labour force participation for women and men 
（2007）:女性の労働参加率

（e） Income for women and men （2007）:女性の対
男性相対所得

（f） Percentage of female municipal council members 
（2007）:女性地方議員の比率

の6つの指標のみからインデックスが構成されてい
る。また、総合指標についても各インデックスを重み
付けなしで足し合わせ6で除すというシンプルな方法
によって算出されている 6。このため、本稿ではこの
2008年基準の推計方法に基づき、上記の6指標を使
って相対評価によってスコアを算出している。

2.基礎データ

　統計の入手可能性により必ずしもノルウェーと同様
の定義のデータが得られない場合は、近似のデータで
代用している。具体的には、以下のような基礎データ
を使用した。

（1）義務教育前教育普及率

　ノルウェーの指標では「1歳~5歳までの子どもに占
める幼稚園児・保育園児の割合」となっているが、日
本の統計に同様のデータが見当たらなかったので、「小
学校入学者に占める幼稚園修了者・保育園修了者の割
合」を求め、この値を「義務教育前教育普及率」と定

義した 7。

（2）高等教育卒業者率

　ノルウェーの指標の「Percentage of women/men 
aged 16 and over with higher education 17,4/16,3」を
基に、「15歳以上人口に占める高等教育を卒業した者
の割合」のデータを用いて「高等教育卒業者率」と定
義した 8。

（3）人口性比

　ノルウェーの指標では「男性100人に占める女性の
数」となっていた。ここでは、15歳~64歳人口で同
様のデータを集計した 9。

（4）労働参加率

　ノルウェーの指標では、「20歳から66歳の者のうち
労働に参加している者の割合」を男女別に集計してい
る。同様の統計が見当たらなかったので、「生産年齢
人口（15歳~64歳）の者のうち労働に参加している
者の割合」を男女別に求め、「労働参加率」と定義し
た 10。

（5）男女別給与額

　ノルウェーの指標と同様のデータを用いて算出し
た 11。

（6）女性議員の割合

　ノルウェーの指標と同様のデータを用いて算出し
た 12。

　このうち、（2）の教育指標と（4）の雇用指標そし
て（5）の給与の指標は、男女の相対的データに基づ
くランキング結果と女性単独の地域間ランキングの両
方を加味して指標を算出しているとされている 13。こ
のため男女の相対値からのランキングのスコアと、女
性単独の地域間ランキングからのスコアを足して2で
除する形でスコアを求めている。

Ⅳ. 結果と考察

　前節までの準備の下に実際に日本の都道府県別の試
算を行った結果は付表4および図2に示されている。
図2を見ると、おおむね中部地方、近畿地方ならびに
中国・四国地方で男女平等度が高いという結果が得ら
れている。これに対して、北海道、東京都を除く関東
地方、九州地方では平等度指標の値が小さくなってい
る。また、図3ではスコア別に都道府県数の分布を示
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している。指標の定義により、理論上の最低点は1点、
最高点は4点となる。付表4を見ると、大部分の自治
体が総合スコアで最高点4点の半分である2点を超え
ており、著しく男女平等度に問題のある地域は存在し
ないことがわかる。
　さらに、付表5では保育、教育、人口、労働、給与、
議員の各項目間の相関係数が示されている。これを見
ると、各指標間に必ずしも正の相関があるわけではな
いことがわかる。このことは、特定の地域で全ての指
標が連関して悪くなるという負の連鎖が起こっていな
いことを意味する。すなわち、各指標はある程度独立
性が強く、他の指標との関係に縛られることなく改善
可能であることを示唆しているといえる。

Ⅴ. まとめと今後の課題

1. まとめ

　本研究の目的は、ノルウェー統計局の男女平等度指
標の手法を参考に、日本の都道府県別の男女平等度指
標を開発するべく推計することであった。その結果、
以下の3つの知見が得られた。
（1） 地域的には、中部地方、近畿地方そして中国・

四国地方で男女平等度指標に高い数値が得ら
れている。

（2） 総合指標のスコアの分布を見ると大部分の理
論スコアの満点である4点の半分である2点を
超えており、日本においては各地域で一定レベ
ルの男女平等度が達成されていることを示し
ている。

（3） 各指標間の相関は強くなく、全ての項目が連鎖

図2　日本の地域別男女平等度指標（2008年）

注:筆者作成。
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して悪化している地域が存在するわけではない。

2. 今後の課題

　次に、今後の課題について述べる。第1に、推計
方法の改良が考えられる。本文中で述べたとおり、
2009年にはノルウェー統計局はこの男女平等度指標
をかなり改善している。これに対応した推計を日本の

データで行い、日本の男女平等度指標を近代化、精緻
化することがあげられる。第2に、男女平等度の測定
の多角化があげられる。ノルウェー当局の報告書でも
「男女平等度はさまざまな方法によって継続が可能で
ある。新たに改良された指標もいくつかの考えられる
バリエーションのうちの1つである。」と述べられて
いる。今後は、男女共同参画の効果をより適切に表す
指標の検討も行う必要がある。

目 標 直近値 調査時点 出 典
１． 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大
⑴ ・社会のあらゆる分野において，２０２０年までに，指導的地位に女性が占

める割合が，少なくとも３０％程度になるよう期待する。そのため，政府
は，民間に先行して積極的に女性の登用等に取り組むとともに，各分野
においてそれぞれ目標数値と達成期限を定めた自主的な取組が進められ
ることを奨励する。

－

・平成２２年度頃までの政府全体としての採用者に占める女性の割合の目
安として，国家公務員Ⅰ種試験の事務系の区分試験（行政，法律，経済）
については３０％程度（平成１７年度２１．５％），その他の試験については，Ⅰ
種試験の事務系の区分試験の目標を踏まえつつ，試験毎の女性の採用に
係る状況等も考慮して，できる限りその割合を高めることを目標とする。

２４．２％ 平成２０年度 総務省・人事院「女
性国家公務員の採
用・登用の拡大状況
等のフォローアップ
の実施結果」

・育児休業，介護休暇等の取得促進を図り，代替要員の確保に努めると
ともに，各制度についての情報提供と理解促進に努める。特に，育児休
業については，育児休業取得率の社会全体での目標値（男性１０％）等を
踏まえ，育児休業取得率の低い男性職員の取得率の向上を図る。（平成
１６年度０．９％）

１．３％ 平成１９年度 人事院「一般職の国
家公務員の育児休業
等実態調査」

⑵ ・「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」に基づく
任期付短時間勤務職員の活用による代替要員の確保等により，地方公務
員の育児休業，育児のための部分休業，介護休暇（時間単位のものも含
む。）等の取得促進に向けた職場環境の整備を図るとともに，各制度に
ついての職員に対する情報提供に引き続き努めるよう要請する。特に，
育児休業については，育児休業取得率の社会全体での目標値（男性１０％）
等を踏まえ，育児休業取得率の低い男性職員の取得率の向上を図るよう
要請する。（平成１５年度０．５％）

０．８％ 平成１９年度 総務省「平成１９年度
地方公共団体の勤務
条件等に関する調査
結果」

⑶ ・国立大学協会報告書において策定した「２０１０年までに女性教員の割合
を２０％に引き上げる」という達成目標も踏まえ，各国立大学法人におけ
る女性教員の割合向上などの取組を要請する。（平成１０年度６．６％）

１０．１％ 平成２０年度 文部科学省「学校基
本調査」

２． 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し，意識の改革
⑵ ・「男女共同参画社会」という用語の周知度を平成２２年までに１００％にす

る。（平成１６年５２．５％）
７９．６％ 平成１９年 内閣府「男女共同参

画社会に関する世論
調査」

３． 雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保
⑴ ・ポジティブ・アクションに取り組む企業の割合を平成21年度までに

４０％にする。（平成15年度２９．５％）
２０．７％ 平成18年度 厚生労働省「女性雇

用管理基本調査」
⑷ ・就業人口に占めるテレワーカーの比率を平成22年までに２０％にする。

（平成14年６．１％）
１０．４％ 平成17年

（平成１７年１２月～１８
年１月）

国土交通省「平成１７
年度テレワーク実態
調査」

５． 男女の職業生活と家庭・地域生活の両立の支援
⑴ ・概ね平成２６年度までに育児休業取得率を男性１０％，女性８０％にするこ

とを目指し，育児休業取得率の向上を図る。（平成１６年度男性０．５６％，
女性７０．６％）

１．５６％（男性）
８９．７％（女性）

平成１９年度 厚生労働省「雇用均
等基本調査」

・概ね平成２６年度までに小学校就学の始期までの勤務時間短縮等の措置
の普及率を２５％にすることを目指し，普及率の向上を図る。（平成１６年
度１０．５％）

１９．２％ 平成１９年度 厚生労働省「雇用均
等基本調査」

・長時間にわたる時間外労働を行っている者を平成２１年度までに１割以
上減少させる。（週労働時間６０時間以上の雇用者の割合 平成１６年
１２．２％）

１０．０％ 平成２０年 総務省「労働力調査」

・企業全体に係る労働者一人平均年次有給休暇の取得率を平成２１年度ま
でに少なくとも５５％以上にする。（平成１６年度４６．６％）

４７．７％ 平成１９年度 厚生労働省「就労条
件総合調査」

・ファミリー・フレンドリー企業の表彰企業数を平成２１年度までの累計
で７００企業にする。（平成１７年度までの累計２７０企業）

３２３企業 平成２０年度 厚生労働省資料

・次世代育成支援対策推進法に基づく認定企業（男性の育児休業取得実績
がある企業）の割合を平成２１年度までに計画策定企業の２０％以上にする。

２．１％ 平成２０年１２月末 厚生労働省資料

・一般事業主行動計画を策定し，次世代育成支援に取り組む大企業の割
合を平成２１年度までに１００％にする。

９８．０％ 平成２０年１２月末 厚生労働省資料

⑵ ・「待機児童ゼロ作戦」を推進し，待機児童５０人以上の市町村を中心に，
平成１９年度までの３年間で集中的に受入れ児童数の拡大を図り，平成２１
年度に２１５万人の受入れ児童数の拡大を図る。（平成１６年度２０３万人）

２１２万人 平成２０年４月 厚生労働省資料

・延長保育を推進し，平成２１年度までに１６，２００か所の保育所での実施を
図る。（平成１６年度１２，７８３か所）

１５，０７６か所 平成１９年度 厚生労働省資料

・休日保育を推進し，平成２１年度までに２，２００か所の保育所での実施を
図る。（平成１６年度６６６か所）

８７５か所 平成１９年度 厚生労働省資料

・夜間保育を推進し，平成２１年度までに１４０か所での実施を図る。（平成
１６年度６６か所）

７４か所 平成１９年度 厚生労働省資料

・放課後児童クラブについて平成２１年度までに１７，５００か所での実施を図
る。（平成１６年度１５，１３４か所）
→ 放課後児童クラブについて，「放課後子どもプラン」に基づき，平
成２１年度までに，原則として，すべての小学校区での実施を目指す。
（平成１７年５月１５，１８４か所）※平成１８年５月目標を改定

１７，５８３か所 平成20年度 厚生労働省資料

付表1 男女共同参画基本計画（第２次）第２部における数値目標のフォローアップ
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目 標 直近値 調査時点 出 典
・子育て中の親子が相談，交流，情報交換できる場を身近な場所に整備
するつどいの広場事業（平成１９年度からは，地域子育て支援拠点事業の
うち，ひろば型）を推進し，平成２１年度までに１，６００か所での実施を図
る。（平成１６年度１５４か所）

１，２５３か所 平成２０年度 厚生労働省資料

・保育所等において，専業主婦等が育児不安について専門家に相談した
り，地域の育児サークル活動を行うことのできる地域子育て支援セン
ター事業を推進し，平成２１年度までに４，４００か所での実施を図る。（平成
１６年度２，７８３か所）

３，４７８か所 平成１９年度 厚生労働省資料

・急な残業や子どもの急病等に対応し，臨時的，突発的な保育等を地域
における相互援助活動として行うファミリー・サポート・センター事業
の拡充を進め，平成２１年度までに７１０か所での実施を図る。（平成１６年度
３６８か所）

５７９か所 平成２０年度 厚生労働省資料

・保護者の疾病や育児疲れ，恒常的な残業などの場合における児童養護
施設等での児童の一時的な預かりを推進する。平成２１年度までにショー
トステイ事業について８７０か所，トワイライトステイ事業について５６０か
所での実施を図る。（平成１６年度それぞれ３６４か所，１３４か所）

５８４か所
（ショートステイ）

３０１か所
（トワイライトステイ）

平成１９年度 厚生労働省資料

・母子家庭等就業・自立支援センターを平成２１年度までに全都道府県・
指定都市・中核市に設置する。

１０３か所 平成２０年度 厚生労働省資料

・母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業を平成２１年度までに全都道府
県・市等で実施する。

７８４か所 平成２０年度 厚生労働省資料

・母子家庭等高等技能訓練促進費事業による資格取得者総数を平成２１年
度までに１，３００人にする。（平成１６年度３５９人）

２，５４３人 平成１９年１２月 厚生労働省資料

７． 女性に対するあらゆる暴力の根絶
⑴ ・夫婦間における「平手で打つ」（平成１５年７３．７％）「なぐるふりをして，

おどす」（平成１５年５５．５％）の各行為について，暴力と認識する人の割
合を１００％に近づけることを目指す。

５８．４％
（平手で打つ）

５２．５％
（なぐるふりをして，
おどす）

平成２０年 内閣府「男女間にお
ける暴力に関する調
査」

８． 生涯を通じた女性の健康支援
⑴ ・成人の週１回以上のスポーツ実施率を平成２２年度までに５０％にする。

（平成１６年３８．５％）
４４．４％ 平成１８年 文部科学省資料

⑵ ・妊娠・出産について満足している者の割合を平成２２年までに１００％に
する。（平成１２年８４．４％）

９１．４％ 平成１７年度 厚生労働省資料

・母子保健の国民運動計画である「健やか親子２１」に掲げられた「妊娠
１１週以下での妊娠の届け出率を平成２２年までに１００％にする。（平成８年
６２．６％）」という目標の実現に向けた施策の推進を図る。

７０．１％ 平成１８年度 厚生労働省「平成１８
年度地域保健・老人
保健事業報告」

・母子保健の国民運動計画である「健やか親子２１」に掲げられた「母性
健康管理指導事項連絡カードを知っている妊婦の割合を平成２２年までに
１００％にする。（平成１２年度６．３％）」という目標も踏まえ，母性健康管理
指導事項連絡カードの活用を促進し，妊娠中及び出産後の女性労働者に
対する適切な母性健康管理の推進を図る。

１９．８％ 平成１７年度 厚生労働省資料

・母子保健の国民運動計画である「健やか親子２１」に掲げられた「不妊
治療を受ける際に，患者が専門家によるカウンセリングが受けられる割
合を平成２２年までに１００％にする。（平成１３年度２４．９％）」という目標の
実現に向けた施策の推進を図る。

４０．５％
（不妊カウンセラー）

３５．３％
（不妊コーディネーター）

平成１６年度 厚生労働省資料

・不妊専門相談センターを平成２１年度までに全都道府県・指定都市・中
核市で整備する。（平成１６年度９５か所中５１か所）

５６都道府県市 平成１９年度 厚生労働省資料

・特定不妊治療費助成事業を平成２１年度までに全都道府県・指定都市・
中核市で実施する。（平成１６年度９５か所中８７か所）

１０３都道府県市 平成２０年４月現在 厚生労働省資料

・周産期医療ネットワークを全都道府県で整備する。（平成１６年度２８都
道府県）

４５都道府県 平成２０年５月末現在 厚生労働省資料

⑶ ・HIV／エイズ及び性感染症について，児童生徒が正しい知識を身につ
けることができるように，啓発教材を作成し，平成22年までに全ての中
学生・高校生に配布する。

全ての中学生，高校
生に啓発教材を配布
済み

平成20年度 文部科学省資料

・薬物乱用の有害性について，児童生徒が正しい知識を身につけること
ができるように，啓発教材を作成し，平成２２年までに全ての中学生・高
校生に配布する。

全ての中学生，高校
生に啓発教材を配布
済み

平成20年度 文部科学省資料

・母子保健の国民運動計画である「健やか親子２１」に掲げられた「妊娠
中の喫煙・飲酒を平成２２年までになくす。（平成１２年喫煙率１０．０％，飲
酒率１８．１％）」という目標の実現に向けた施策の推進を図る。

７．３％，７．９％，８．３
％（喫煙率：それぞ
れ，３，４か月，１歳
６か月，３歳児健診
時 の 調 査 結 果）
１４．９％，１６．６％，１６
．７％（飲酒率：それ
ぞれ，３，４か月，１
歳６か月，３歳児健
診時の調査結果）

平成１７年度 厚生労働省資料

１０． 男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実
⑵ ・２０００年のミレニアム国連総会で合意された，２０１５年までにすべての教

育レベルにおける男女格差を解消することを達成目標としている「ミレ
ニアム開発目標」の実現に努める。

－

１２． 新たな取組を必要とする分野における男女共同参画の推進
⑴ ・女性研究者の採用の促進を図るため，総合科学技術会議基本政策専門

調査会の報告に示された目標値（各研究組織毎に，当該分野の博士課程
（後期）における女性割合等を踏まえつつ，自然科学系全体として２５％
（理学系２０％，工学系１５％，農学系３０％，保健系３０％））を目安とし，
各研究組織毎に，女性研究者の採用の数値目標の設定，達成のための努
力，達成状況の公開などが行われることを期待する。国は，各大学や公
的研究機関における取組状況や職階別の女性割合等を把握し，公表す
る。

１６％
（研究開発独法（２９
法人）全体で研究者
採用人数全体に占め
る割合）

平成１９年度 内閣府「独立行政法
人，国立大学法人等
の科学技術関係活動
に関する調査結果」

⑵ ・消防団における女性の活躍を促進し，全国の女性消防団員を将来的に
１０万人以上にする。（平成１６年１．３万人）

１．７万人 平成２０年 消防庁資料

出所：平成21年『男女共同参画白書』（内閣府）pp.175-177.
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付表2　HDI，GEM，GGIにおける日本の順位 

<1>HDI（人間開発指数） <2>GEM
（ジェンダー・エンパワーメント指数）

<3>GGI
（ジェンダー・ギャップ指数）

順位 国名 HDI値 順位 国名 GEM値 順位 国名 GGI値
1 アイスランド 0.968 1 スウェーデン 0.925 1 ノルウェー 0.824
2 ノルウェー 0.968 2 ノルウェー 0.915 2 フィンランド 0.820
3 カナダ 0.967 3 フィンランド 0.892 3 スウェーデン 0.814
4 オーストラリア 0.965 4 デンマーク 0.887 4 アイスランド 0.800
5 アイルランド 0.960 5 アイスランド 0.881 5 ニュージーランド 0.786
6 オランダ 0.958 6 オランダ 0.872 6 フィリピン 0.757
7 スウェーデン 0.958 7 オーストラリア 0.866 7 デンマーク 0.754
8 日本 0.956 8 ドイツ 0.852 8 アイルランド 0.752
9 ルクセンブルク 0.956 9 ベルギー 0.841 9 オランダ 0.740
10 スイス 0.955 10 スイス 0.829 10 ラトビア 0.740
11 フランス 0.955 11 カナダ 0.829 11 ドイツ 0.739
12 フィンランド 0.954 12 スペイン 0.825 12 スリランカ 0.737
13 デンマーク 0.952 13 ニュージーランド 0.823 13 英国 0.737
14 オーストリア 0.951 14 英国 0.786 14 スイス 0.736
15 米国 0.950 15 シンガポ－ル 0.782 15 フランス 0.734
16 スペイン 0.949 16 トリニダード・トバゴ 0.780 16 レソト 0.732
17 ベルギー 0.948 17 フランス 0.780 17 スペイン 0.728
18 ギリシャ 0.947 18 米国 0.769 18 モザンビーク 0.727
19 イタリア 0.945 19 オーストリア 0.748 19 トリニダード・トバゴ 0.714
20 ニュージーランド 0.944 20 ポルトガル 0.741 20 モルドバ 0.724
21 英国 0.942 21 イタリア 0.734 21 オーストラリア 0.724
22 香港（中国） 0.942 22 バハマ 0.730 22 南アフリカ 0.723
23 ドイツ 0.940 23 アイルランド 0.727 23 リトアニア 0.722
24 イスラエル 0.930 24 アラブ首長国連邦 0.698 24 アルゼンチン 0.721
25 韓国 0.928 25 アルゼンチン 0.692 25 キューバ 0.720
26 スロベニア 0.923 26 ギリシャ 0.691 26 バルバドス 0.719
27 ブルネイ 0.919 27 コスタリカ 0.690 27 米国 0.718
28 シンガポ－ル 0.918 28 キューバ 0.674 28 ベルギー 0.716
29 クウェート 0.912 29 イスラエル 0.662 29 オーストリア 0.715
30 キプロス 0.912 30 エストニア 0.655 30 ナミビア 0.714
31 アラブ首長国連邦 0.903 31 チェコ 0.650 31 カナダ 0.714
32 バーレーン 0.902 32 マケドニア旧ユーゴスラビア 0.644 32 コスタリカ 0.711
33 ポルトガル 0.900 33 ラトビア 0.644 33 ベラルーシ 0.710
34 カタール 0.899 34 スロバキア 0.638 34 パナマ 0.710
35 チェコ 0.897 35 バーレーン 0.627 35 エクアドル 0.709
36 マルタ 0.894 36 ペルー 0.627 36 ブルガリア 0.708
37 バルバドス 0.889 37 スロベニア 0.625 37 エストニア 0.708
38 ハンガリー 0.877 38 クロアチア 0.622 38 タンザニア 0.707
39 ポーランド 0.875 39 ポーランド 0.618 39 ポルトガル 0.705
40 チリ 0.874 40 ナミビア 0.616 40 モンゴル 0.705
41 スロバキア 0.872 41 キプロス 0.615 41 キルギス 0.705
42 エストニア 0.871 42 リトアニア 0.614 42 ロシア 0.699
43 リトアニア 0.869 43 バルバドス 0.614 43 ウガンダ 0.698
44 ラトビア 0.863 44 ブルガリア 0.605 44 ジャマイカ 0.698
45 クロアチア 0.862 45 エクアドル 0.605 45 カザフスタン 0.698
46 アルゼンチン 0.860 46 スリナム 0.604 46 クロアチア 0.697
47 ウルグアイ 0.859 47 メキシコ 0.603 47 ホンジュラス 0.696
48 キューバ 0.855 48 タンザニア 0.600 48 ペルー 0.696
49 バハマ 0.854 49 パナマ 0.597 49 ポーランド 0.695
50 コスタリカ 0.847 50 ホンジュラス 0.590 50 コロンビア 0.694
51 メキシコ 0.842 51 ウガンダ 0.590 51 スロベニア 0.694
52 リビア 0.840 52 セントルシア 0.590 52 タイ 0.692
53 オマーン 0.839 53 レソト 0.589 53 マケドニア 0.691
54 セーシェル 0.836 54 ハンガリー 0.586 54 ウルグアイ 0.691
55 サウジアラビア 0.835 55 ガイアナ 0.586 55 ウズベキスタン 0.691
56 ブルガリア 0.834 56 セルビア 0.584 56 イスラエル 0.690
57 トリニダード・トバゴ 0.833 57 ベネズエラ 0.577 57 中国 0.688
58 パナマ 0.832 58 日本 0.575 58 エルサルバドル 0.688
59 アンティグア・バーブーダ 0.830 59 キルギス 0.573 ･･･ ･･･ ･･･
60 セントクリストファー・ネーヴィス 0.830 60 ドミニカ共和国 0.561 98 日本 0.643
出典：平成21年版『男女共同参画白書』（内閣府）ｐ.60、第1-1-14表。
注：原資料は内閣府が1．国連開発計画（UNDP）「Human Development Indices: A statistical update 2008」及び世界経済フ
ォーラム「The Global Gender Gap Report 2008」より作成したもの。測定可能な国数は，HDIは179か国，GEMは108か国，
GGIは130か国。
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　 1 2 2b 3 4 4b 5 5b 6 　 　

年 2006 2000 2000 2006 2005 2005 2007 2007 2007 　 　

義務教育
前教育
修了率

高等教育
（女性／
男性）

女性の
高等教育
卒業者率

人口性比
（15～64
歳）

労働
参加率
（女性／
男性）

女性労働
参加率

相対給与
（女性／
男性）

女性
給与額

女性議員
の割合

総合
インデックス

　 スコア スコア スコア スコア スコア スコア スコア スコア スコア 順位
北 海 道 1 1 2 4 1 1 1 1 3 1.917 46
青 森 県 1 2 1 3 3 3 4 2 1 2.083 42
岩 手 県 1 4 1 3 3 4 4 2 4 2.833 11
宮 城 県 2 2 2 2 2 2 3 4 3 2.417 27
秋 田 県 1 2 1 3 1 2 3 3 3 2.167 37
山 形 県 1 2 1 2 4 4 4 4 3 2.583 19
福 島 県 2 3 1 2 3 3 4 2 4 2.667 17
茨 城 県 2 2 2 1 1 2 3 4 3 2.167 37
栃 木 県 3 2 2 1 3 3 2 2 2 2.167 37
群 馬 県 4 3 3 1 2 3 1 2 2 2.333 30
埼 玉 県 2 1 4 1 1 2 1 2 2 1.750 47
千 葉 県 2 1 4 1 1 2 3 3 3 2.167 37
東 京 都 4 3 4 1 3 1 3 4 4 3.000 6
神奈川県 1 2 4 1 1 1 2 3 4 2.083 42
新 潟 県 2 1 1 2 3 3 4 4 2 2.333 30
富 山 県 4 1 3 2 4 4 1 2 1 2.417 27
石 川 県 4 2 3 2 4 4 2 4 2 2.917 8
福 井 県 4 1 2 2 4 4 4 4 1 2.750 16
山 梨 県 1 4 3 1 3 4 4 4 4 2.833 11
長 野 県 3 1 3 2 4 4 3 4 4 3.083 2
岐 阜 県 4 2 3 3 3 4 1 3 2 2.833 11
静 岡 県 3 1 3 1 4 4 2 3 3 2.583 19
愛 知 県 3 3 4 1 3 4 1 3 2 2.500 24
三 重 県 4 3 2 2 2 3 1 2 1 2.250 34
滋 賀 県 3 3 4 1 2 3 1 1 4 2.500 24
京 都 府 4 4 4 3 2 2 1 2 4 3.083 2
大 阪 府 4 4 4 3 1 1 2 4 2 2.833 11
兵 庫 県 2 4 4 4 1 1 1 1 4 2.667 17
奈 良 県 3 4 4 4 1 1 1 1 4 2.833 11
和歌山県 2 3 2 4 1 1 3 2 1 2.167 37
鳥 取 県 3 3 2 2 4 4 4 3 4 3.167 1
島 根 県 3 3 1 2 4 3 3 3 2 2.583 19
岡 山 県 3 4 4 3 2 2 3 4 3 3.083 2
広 島 県 3 4 4 3 2 2 2 3 3 2.917 8
山 口 県 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2.417 27
徳 島 県 4 4 3 3 3 1 4 4 1 2.917 8
香 川 県 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3.083 2
愛 媛 県 3 4 3 4 1 1 2 1 2 2.500 24
高 知 県 2 4 2 3 4 3 4 2 1 2.583 19
福 岡 県 2 2 3 4 2 1 2 3 1 2.250 34
佐 賀 県 2 2 1 4 4 4 2 1 1 2.333 30
長 崎 県 1 3 1 4 2 2 3 1 3 2.333 30
熊 本 県 1 1 2 4 4 3 4 3 2 2.583 19
大 分 県 3 2 2 4 2 2 2 1 1 2.250 34
宮 崎 県 1 1 1 4 4 3 3 1 1 2.083 42
鹿児島県 1 1 1 4 2 2 3 1 2 2.000 45
沖 縄 県 4 4 3 2 3 1 4 1 4 3.000 6

注：筆者推計。

付表4　日本の地域別男女平等度指標（2008年）
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註
 1 男女共同参画社会実現のための施策の歴史的経緯については、
『男女共同参画白書』（内閣府）を参照。

 2 Statistics Norway, “Gender equality index for Norwegian 
municipalities 2009,” http://www.ssb.no/likekom_en/ 

 3 ノルウェーでは育児休暇についてパパ・クオータ（法定で約1
ヶ月程度の父親のへの育児休暇所得の割り当て）制度が存在す
る。

 4 総務省統計局資料 http://www.soumu.go.jp/gapei/pdf/090624_
01.pdf

 5 “Tromsø is Norway's most gender equal municipality,” http://
www.ssb.no/likekom_en/arkiv/art-2008-12-16-01-en.html 
(16.12.2008)

 6 そのほか、各インデックスも2009年では0-1の間で基準化され
ているが、2008年では1点から4点までの数値を相対指標で与
えられていた。すなわち、ローデータから求められた値に基づ
いて各自治体を並べ変え、四分位 (上位から25%)毎に4点、3
点と相対評価のスコアが与えられていた。

 7 http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001016668
&cycode=0

 8 http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000000030587
&cycode=0

 9 http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001016651
&cycode=0

10 http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020101.do?_openTclass_
&tstatCode=000001007251&tclass1=000001007398&tclass2=00
0001007399&tclass3=&tclass4=&tclass5=&accesstime=013457
#t2_000001007399

11 http://wwwdbtk.mhlw.go.jp/toukei/kouhyo/indexkr_1_13.html
12 http://www.gichokai.gr.jp/newhp/075gaikyo/index.htm
13 2008年当時の指標の作成方法の説明によれば、“With regard to 

education, employment and income the municipalities have been 
ranked both by women's education level and the relative levels 
of education for women and men. The total is divided by two, 
so that the maximum and minimum point values are 4 and 1 

respectively. The total value is subsequently divided by the total 
number of indicators, i.e. 6, which gives the index a maximum 
value of 4 and a minimum value of 1.”とされている。

付表5　各指標の相関係数

義務教育前
教育修了率

高等教育
（女性／男性）

人口性比
（15～64歳）

労働参加率
（女性／男性）

相対給与
（女性／男性）

女性議員
の割合

義務教育前
教育修了率 1

高等教育
（女性／男性） 0.47601 1

人口性比
（15～64歳） -0.24779 -0.09215 1

労働参加率
（女性／男性） 0.105421 -0.38992 -0.2551 1

相対給与
（女性／男性） -0.10088 -0.17682 -0.2796 0.329771 1

女性議員
の割合 -0.09181 0.37953 -0.28245 -0.16266 0.056814 1

注：筆者作成。
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Ⅰ. はじめに

1. 初期のカナダ司法権―忘れられた制度

1987年に出版された書物の中で、非常に興味深い
記述がある。「112年の歴史の殆どの間、カナダ最高
裁判所は、カナダ政治の忘れられた制度であった」1。
つまり、カナダ最高裁判所（以下、カナダ最高裁）が、
少なくとも1987年までは、政策を大きく変えるよう
な判例を提示していなかったということである。

1950年代にケベック・ナショナリズムが誕生し、
1960年代にはケベック・ナショナリズムは高揚した。
ケベック州におけるケベック自由党の Jean Lesage政
権の下での ｢静かな革命（La Révolution tranquille）｣
と言われる一連の社会改革により、ケベック社会の近
代化が進むにつれ、これまでの防衛的ナショナリズム、
つまりフランス的な文化や伝統を守るという自らの存
続（survivance）ための防衛的で内向的で外部からの
脅威におびえるナショナリズムから、より積極的な自
己主張と諸権利の確保に努めるという積極的な思想に
変わり、そのようなナショナリズムからケベック州の
カナダからの分離独立ということを主張するようにな
った。この分離運動には、René Lévesque率いるケベ
ック党（1968年結成）のように、選挙によって独立
を獲得すべきとするグループと、ケベック解放戦線
（FLQ）による10月危機（1970年）のような、テロ
リズムに訴えるべきとするグループの2つがあった 2。
このように、カナダ国内の政治情勢は非常に重大な

危機を持ちながらも、司法権の最高機関であるカナダ
最高裁は、そのような政治的状況に殆ど影響を与える
ことはなかった。Ronald I. Cheffi nsの言葉を借りれば、

「騒がしい国家における静かな裁判所」3というのが、
当時のカナダ最高裁の形容として、とても適切なもの
であった。
そのような「静かな裁判所」を変える出来事が、

1982年に起こった。1982年カナダ憲法の制定である。

2. 本稿の目的

Ⅱで概観するが、1982年カナダ憲法の制定によっ
て、カナダが憲法的独立を果たし、カナダ最高裁は政
治的議論のある事柄について司法としての積極的な態
度を示すようになった。もう ｢静かな裁判所｣ ではな
くなったのである 4・5。しかし、このような司法積極
主義（Judicial Activism）には批判が多い。特に、Ⅱ
で概説する性的指向（sexual orientation）関連の判例
であるVriend v. Alberta（以下、Vriend判決）6とM. v. 
H. （以下、MH判決）7の両判決が出されたことにより、
カナダにおいて司法積極主義への批判は高まっていっ
た。Rory Leishmanの書物のタイトルを借りれば、『司
法積極主義に対抗して :カナダにおける自由と民主主
義の衰退』8というように、カナダにおける司法積極
主義には強い批判がある。
本稿の目的は、カナダにおける司法積極主義につい
て、Vriend判決とMH判決を媒介としながら、考察
することにある。そこで、本稿では、最初に1982年
カナダ憲法成立の意義と特徴を明らかにしたうえで
（Ⅱ）、カナダ最高裁の変容について概観した後（Ⅲ）、
司法積極主義批判の論者の見解を取り扱い（Ⅳ）、司
法積極主義批判への批判としての対話理論について検
討する（Ⅴ）。

カナダにおける司法積極主義
―性的指向関連判例を素材にして―

河北　洋介
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Ⅱ. 1982年カナダ憲法の成立と
平等権の展開

1. 司法権の覚醒

1931年のウェストミンスター憲章（Westminster 
Statute）9によって、カナダは実質的には独立をする
ことになった。しかし、カナダにおいては、第二次
大戦期まで、｢アングロ・コンフォーミティ（Anglo-
Conformity）論｣ という新しく創造された価値への同
化ではなく、イギリス文化への同化の論理が長く残存
していた。しかも、この ｢アングロ・コンフォーミテ
ィ論｣ は、アメリカでは第一次大戦までであったにも
かかわらず、カナダでは第二次大戦まで支配的な考え
方であった 10。では、なぜそうであったのか。確かに、
前述のウェストミンスター憲章によって、カナダの国
家的自立は確実に進み、他方アメリカの影響を強く受
けるようになったのは事実である。しかし、カナダ人
にとっては、英帝国の存在は、別個の存在ではなく、
彼らの帰属している ｢想像の共同体｣ であり続け、｢英
帝国に属しているという意識の存続は、イギリス系カ
ナダ社会への同化を説く『アングロ・コンフォーミテ
ィ論』の『延命』を可能にした｣ 11のである。このこ
とは、カナダにおいて、1960年代以前まで、包括的
な憲法改正についてあまり討議されなかったことから
も言えよう 12。また、1867年に制定された「英領北ア
メリカ法」が事実上存在し 13、「憲法的独立」はなさ
れていなかった。つまり、「1867年の原憲法（=英領
北アメリカ法 :河北）およびその後のいくつかの憲法
上の法制定は英国の制定法であったため、多くの重要
な規定……は正式には英国国会によってのみ修正され
ることができた。すなわち、1982年まで、カナダ憲
法のきわめて重要な部分が、法的には英国において変
更されることができたにすぎなかったのである」14。
その点において、1982年に憲法を移管（patriation）
して、1982年カナダ憲法を制定したことは、カナダ
が「憲法的独立」を果たしたことも意味した（英領北
アメリカ法は、「1867年カナダ憲法」となった）。特
に、1982年カナダ憲法の第1章「権利および自由に
関するカナダ憲章」（以下、憲章） 15に人権規定を設け
たことは重大な転換点であった。このことを、カナダ
では、憲章革命（Charter Revolution）や権利革命（Rights 
Revolution）と呼ぶように、「静かな裁判所」を変え
る革命的なものであった 16。「1982年に権利および自
由に関するカナダ憲章を採用して以来、カナダ政治は
変質させられている」17と言われるほどである。

2. 憲章不在の時代における平等権

憲章が不在であった時代においても、カナダ最高
裁は、1867年カナダ憲法の中に、「黙示的権利章典
（implied bill of rights）」を見付け出していた。つま
り「カナダ最高裁は、1930年代から 1950年代を通
じて、所謂黙示的権利章典理論を展開した」18のであ
る。例えば、Reference Re Alberta Statutes - The Bank 
Taxation Act; The Credit of Alberta Regulation Act; 
And the Accurate News and Information Act19で、Duff
首席裁判官は、基本的自由が責任ある政府を適切に
機能させるために必要である故に、基本的自由を侵
害しようとする政府権力には制限があるとした。ま
た、1960年に、連邦にのみ適用される形で、「カナ
ダ権利章典」20が制定された。その下で、The Queen 
v. Drybones 21において、カナダ最高裁は、インディ
アンが保留地の外のあらゆる場所で公然と酩酊状態
になることに対する禁止規定であるインディアン法
（Indian Act）94条（b）が、個人の「法の前の平等」
を保障する権利章典1条（b）と一致しないと判示し
た。しかし、その後、「カナダ最高裁は、［カナダ権利
章典 :河北］1条（b）の下で、平等の一貫した定義を
展開し始めた。その定義は、『正当な連邦の目的』と
いう謎の概念（cryptic notion）に依拠した。ある法
が正当な連邦の目的を追求した場合、それは1条（b）
の違反にならな」22いという考えになった。さらに、
Attorney General of Canada v. Lavell23において、カナ
ダ最高裁は、「権利章典の下での法の前の平等は、法
執行権限（the law enforcement authorities）とその土
地の通常裁判所の前で、カナダの諸法の適用と実行に
おける取り扱いの平等を意味する」24と判示したこと
からも分かるように、極めて形式的な平等理解を行っ
ていた。そのため、「カナダ権利章典は、州に適用さ
れず、それが包含する諸権利を保護するときに、殆ど
有効性がなかった」25と言われる。

3. 憲章における平等権

このように、憲章が不在であった時期においても、
「黙示的権利章典」であったり、「カナダ権利章典」で
あったりと、人権に関する意識はあった。しかし、そ
れでも、憲章は、明確に人権規定を置き、また連邦の
みならず州に対しても適用されるために、大きな影響
力を持った。その中でも、特に影響を与えたのが憲
章15条の平等権規定であった。憲章15条1項は、「す
べての個人は、法の前および法の下において平等であ
り、差別されることなく、特に、人種、出身国もしく
は出身民族、皮膚の色、宗教、性別、年齢または精神
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的もしくは身体的障害を理由に差別されることなく、
法の平等な保護および平等な利益を受ける権利を有す
る」と規定する 26。ここでは、｢法の前の平等｣、｢法
の下の平等｣、｢法の平等な保護｣、｢法の平等な利益｣
というように、平等を4つ方法で表している 27。「平等
の理念の4つの定式化（formulations）を持つ理由は、
カナダ権利章典1条（b）において使われている文言
である『法の前の平等』という文言の下でカナダ最高
裁によって提起された厳格な解釈を変えるためであっ
た」28とされる。
では、実際は、どうであったのか。1989年、カナ

ダ最高裁によって、平等権が初めて扱われた事案が、
市民権（citizenship）の有無を指標とする差別的取り
扱いの合憲性が問われたAndrews v. Law Society of 
British Columbia（以下、Andrews判決）29である。そ
こで、Andrews判決において、憲章15条1項の射程
は、同条に「列挙されたあるいはそれに類似する事由」
でない限り問題とならないとし、広く平等というもの
を指示するのではなく、緩く制限された形で、解釈
する枠組みを提示した。また、R v. Turpin30における
Wilson裁判官のAndrews判決のまとめを借りれば、「15
条は、Andrews判決において当該裁判所によって着手
されたように、1） 疑義が唱えられた立法により創設さ
れた区別が平等権の侵害をもたらすか、そうである場
合、2）区別がその目的ないし効果において差別的で
あるかを決定するために、事案ごとの分析を命じる」31

ものであった。そして、1995年の所謂「平等三部作
（Equality trilogy）」の時代を迎え、さらに平等三部作
で現れたAndrews判決を踏襲する見解、Andrews判決
を修正する見解と第三の見解という3つの見解を融合
する時期、Alexandre Morinの言葉を借りれば、「問わ
ない（peu importe）」時代を迎える 32。つまり、平等
三部作で示した諸見解について、「この上告における
結果は、私の意見では、どの基準が適用されるかを問

0

わず
0 0

、同じである」33と示されるように、3つの見解の
和解が見られるようになる。そして、1999年、年齢に
よる差別を取り扱ったLaw v. Canada（以下、Law判
決）34によって、平等権の審査基準が確立された。Law
判決は、Andrews判決を踏襲した上で、｢本質的な人
間の尊厳｣ という要件を新たに設けた。つまり、カナ
ダにおける平等権の審査では、憲章15条1項が保障す
る「列挙されたあるいはそれに類似する事由」にあた
る場合だと考え、その重要な要素が、Andrews判決で
も指摘されたように、「不変」の特性である個人ある
いは集団の人格的特性であった。そして、Law判決で
も明らかになったように、人間の尊厳を侵しているか
否かを判断する。それは、ある法律が人間の尊厳を害
するかを決定するときに助けとなるいくつかの状況的

要素（contextual factors）を提示する。それは、①以
前から存在する不利益、②区別と請求者の特性あるい
は境遇との間の調和、③他の集団についての向上的な
（ameliorative）目的ないしは効果の存在、④影響を及
ぼされる利益の性質の4つの要素から成る 35。
このような平等権の審査基準の発展は、性的指向
問題の判例にも多大なる影響を与えた 36。まず、Egan 
and Nesbit v. Canada（以下、Egan判決）37において、｢性
的指向｣ が憲章15条1項に「列挙されたあるいはそ
れに類似する事由」にあたると判断し、また、Vriend
判決において、禁止される差別事由として性的指向
を含んでいないアルバータ州個人権保護法（Alberta 
Individual Rights Protection Act）への異議を申し立て、
憲章15条に反するとして当該法律を無効とするので
はなく、性的指向を禁止された差別事由として当該法
律に読み込むことによって、立法不作為から救済する
手段をとった。さらに1999年、Law判決から間もな
く出されたMH判決により、「配偶者」という語に同
性カップルを含まないことは、憲章15条1項に反す
るという判決を出した。
このような平等権判例の展開、特にVriend判決や

MH判決が、カナダにおける司法積極主義批判として
現れるようになった。では、カナダ最高裁はどのよう
な変容を遂げ、司法積極主義に至ったのか。Ⅲでは、
カナダ最高裁の変容について論じていきたい。

Ⅲ. カナダ最高裁の変容

Robert Ivan Martinが ｢最も危険な部門｣ 38として現
在のカナダ最高裁を形容するが、「1980年代以前、カ
ナダの諸裁判所は政策作成者（policy makers）ではな
く、カナダ最高裁は……弱く乏しい正当性しかなかっ
た」39というように、当初からカナダ最高裁が政治部
門として存在感のある部門ではなかった 40。

1. イギリス枢密院司法委員会

1867年カナダ憲法101条によって、カナダ議会は｢上
訴裁判所（General Court of Appeal）の設置｣ の権限
を持っていた。そして、1875年、カナダ最高裁は設
立された。しかし、通常の連邦法によって設置された
ものであったために、｢理論上、その裁判所（=カナ
ダ最高裁 :河北）は、連邦議会の一方的な決定によっ
て廃止され得｣ 41る存在であった。またカナダ最高裁
は、｢最高｣ とは名ばかりで、真の ｢最高｣ ではなか
った。なぜならば、｢1867年憲法制定後から1949年
までカナダの最上級裁判所として機能していた枢密院
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司法委員会および州の裁判所は、カナダの連邦または
州の議会が制定した法律の有効性を審査する権限を
もつと解していた｣ 42からである。つまり、｢最高裁の
判決それ自体が司法委員会に上訴され得ただけではな
く、両当事者が同意する場合、最高裁を完全に迂回し
て、ある州の最上級裁判所からロンドンへ直接行くこ
とは、しばしば上訴において可能なことであった。こ
れらの跳躍的上訴は、かなり頻繁に生じた。実際、第
一次大戦後まで、司法委員会の前での大抵のカナダの
事案がこの道筋に沿って進んだ｣ 43のである。

2. 議会主権

1949年、枢密院への上訴の廃止がなされた。しか
しながら、まだカナダ最高裁が政治部門において重要
な役割を果たすことはなかった。何故か。それは、カ
ナダの政治的伝統にあった。つまり、｢議会主権を重
要視する、カナダの政治的伝統も、司法審査を殆ど
支持しなかった｣ 44のである。イギリスの植民地であ
ったカナダでは、イギリスと同様に、議会主権という
考え方があった。確かに、Lorraine Piletteが指摘する
ように、イギリスの議会主権より、「カナダにおける
議会主権の運命は、緩和されたものであるように思わ
れ」45ていた。しかし、Patrick J. Monahanが指摘する
ように、｢カナダのコンテクストにおいて、議会優位
の法理は修正されたけれども、1982年4月以前、裁判
所は、［議会 :河北］主権の法理がカナダ憲法の解釈に
とっていくつかの関連性と意義を持つということを考
え｣ 46ていた。そして、｢一定の教育権と言語権を除い
て、権利章典（=所謂 ｢人権規定｣ :河北）は英領北ア
メリカ法に組み込まれなかった。これは、議会あるい
は立法府が市民的自由を減ずるための権力において制
限されなかったことを意味した｣ 47のである。このよ
うな議会主権の伝統から考えても、カナダ最高裁の権
限は決して強いものではなかった。｢憲章以前、［連邦：
河北］議会と州立法府が最高位であった｣ 48のである。

3. 憲章成立後のカナダ最高裁―司法積極主義

｢あらゆるものが1982年後に変わった｣ 49といわれ
るように、司法積極主義の萌芽は、1982年にあった。
なぜならば、｢1982年における権利および自由に関す
るカナダ憲章の採用は、今、連邦議会と州立法府に、
市民的自由を減ずる権力についての一連の制限を課し
ている｣ 50からである。1982年カナダ憲法52条1項に、
｢カナダ憲法は、カナダの最高法規であって、憲法の
規定に反するいかなる法律も、その抵触する範囲にお
いて効力を有しない｣ と規定されていることからも、

伝統的な議会主権という考え方は変更せざるを得ない
ものになった。つまり、明確な形で裁判所に違憲審査
権が与えられ 51、議会主権という原則は変更されなけ
ればならなくなったのである 52。Peter W. Hoggによ
れば、｢それゆえに、1982年以来、［連邦：河北］議
会と［州：河北］立法府は、自らの権力について、次
の2つの主要な一連の憲法的制約に服している。すな
わち、（1）大部分1867年から始まっている、連邦の
諸価値を保護するために意図される連邦の制約、（2）
1982年から始まっている、市民的自由尊重の諸価値
を保護するために意図される憲章上の制約、この2つ
である｣ 53とされる。そして、現在、｢議会の優位とい
う長い伝統は、司法の優位に近い憲法の優位という体
制（regime）によって取って代わられている｣ 54ので
ある。
ところで、平等権を定める憲章15条は、3年間効力
を有しなかった 55。つまり、1985年4月17日から効
力を有することになった。その目的は、連邦政府と各
州が自らの法律を見直し、15条と一致するようにそ
の法律に必要な修正をするための時間を提供すること
にあった56。また、憲章15条2項は、アファーマティブ・
アクションの規定を置いている 57。このような状況か
ら、カナダ権利章典のような形式的平等で判断する枠
組みから、憲章では実質的平等を重視する枠組みに変
わった。つまり、｢憲章の下での実質的平等権のため
の基礎は、15条それ自体の文言とAndrews判決にお
けるカナダ最高裁の最初の15条判断に基づき確立さ
れる｣ 58のである。そして ｢実質的平等は不利な集団
の成員たちの生の実際の条件に注意を払う｣ 59ことに
なる。したがって、カナダでは、実質的平等を重視す
る枠組みで審査するために、｢具体的人間像｣ という
新しい人間像 60を描いていると考えることができる。
そのために、性的指向の問題についても、憲章15条
の問題となる。
Ⅱでも記したことであるが、Egan判決によって、

性的指向も憲章15条1項の ｢列挙されたあるいはそ
れに類似する事由｣ に含まれるとし、さらにVriend
判決では、禁止される差別事由として性的指向を含ん
でいないアルバータ州個人権保護法への異議を申し立
て、憲章15条に反するとして当該法律を無効とする
のではなく、性的指向を禁止された差別事由として当
該法律に読み込むことによって、立法不作為から救
済する手段をとった。そして、MH判決で、｢配偶者｣
という語の中に、同性カップルも含めるということま
で認めた。これは、カナダ最高裁が議会の優位という
議会主権的考え方から、積極的に司法において問題を
解決しようとする司法積極主義的考え方に変容したこ
とが大きい。しかし、カナダに現れた司法積極主義に
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ついては、批判も多い。Ⅳでは、その問題について扱
っていきたい。

Ⅳ. 司法積極主義批判

Charles R. Eppによれば、｢法可動化のためのカナ
ダの支援構造（Canadian support structure for legal 
mobilization）は、1960年代後半に成長し始め、1980
年代を通じて強化し続けた。1975年において、カナ
ダ最高裁は、そのアジェンダ（agenda）に対するほ
ぼ完全な自由裁量の指揮権（discretionary control）を
得た。1982年に、国家は権利章典（=憲章 :河北）を
採用した。そして、1980年代中頃に、司法の自由主
義者たちが当該裁判所において多数派を得た｣ 61とさ
れ、｢法可動化のためのカナダの支援は、1965年と
1990年の間、憲章の採用より先に起きる発展ととも
に、劇的に成長した｣ 62とされる。また、｢多くの局面
において、裁判所のアジェンダにおける重大な変化は、
1970年代初期に始まり、憲章が1982年に採用された
その時点で、大部分相変わらず同じままの割合で続い
た｣ 63とされる。さらに、Eppは、｢憲章の採用は、権
利要求のための支援の裁判所のレベルに影響を及ぼし
たかもしれないが、もしそうであるなら、その効果は
はっきりしないし劇的ではなかった｣ 64と指摘する。
他方、Leishmanは、近年のカナダにおけるゲイの

権利が信教の自由をよりも勝る状態などを批判的に分
析して、議会民主政を再興させるように主張する。そ
の中で、Leishmanは、｢権利および自由に関するカナ
ダ憲章が1982年に憲法の中に組み込まれて以来、カ
ナダ最高裁は司法の抑制を廃止している。政府の立法
部門によって制定され、司法府の諸判例において定義
されたものとして当該法律や憲法を是認するのではな
く、カナダのトップの裁判所で働く裁判官たちが、当
該部門から彼らの私的な政治的選好を押しつけること
に専念している｣ とし、｢憲章以前、選挙された立法
者の法制定の権能に基づく選挙されていない裁判官に
よる、そのような独断的な侵害は、考えられなかった。
今日、想像もつかないことが日常になっている｣ と指
摘する 65。
憲章を採用してから司法積極主義になったのか否か

は別にして、カナダにおける司法積極主義の流れがあ
ることは事実である。そして、それが明確な形で批判
されるようになったのは、憲章以後であった。そこで
は、司法積極主義に批判する論者たちの多くにとっ
て、Leishmanのように、民主主義というのが最大の
論点であった。しかしながら、少し別の観点から、カ
ナダにおける司法積極主義を批判する論者もいる。こ

こでは、Mark E. Rushの見解とF. L. MortonとRainer 
Knopffの見解の2つについて、性的指向関連判例を基
に、概観する。

1. Mark E. Rushの見解

Rushは、ホモセクシュアルの権利に対するカナダ
とアメリカとの比較をして、カナダの政治プロセスに
おける司法の優位に対して批判的に考察を行ってい
る 66。ここで、Rushは、比較対象として、前述した
カナダのVriend判決と同性愛者の市民権を剥奪する
コロラド州憲法の修正第2条が違憲であると判断した
アメリカのRomer v. Evans（以下Romer判決）67を選
び出す。何故ならば、｢両裁判所は、ホモセクシュア
ルを裁判所が特に案じるべき模範的な『切り離され孤
立したマイノリティ（discrete and insular minority）』
として選び出した John Hart Elyの著述（1980）68にそ
れらの判決の基礎を置いた｣ 69からである。

Rushによれば、Elyの理論は政治的紛争の James 
Madison的な構想 70を受け入れるとされる。Madison
的構想とは、｢統治している政党が政治的変化の道筋
を妨害しない限り、競い合うマイノリティの政治的
アジェンダ（political agendas）を犠牲にしてもなお、
マジョリティたちが統治する資格がある｣ 71というも
のである。また、Rushによれば、Romer判決は依然
としてMadisonとElyの両者に忠実なままであるとさ
れる。しかし、｢カナダの裁判所は、ElyとRomer判
決をVriend判決において引用したが、それは、Elyの、
そしてアメリカの裁判所の推論と対極にある結論に達
した。この結末は、Elyの誤読だけではなく、彼（=Ely:
河北）とMadisonが同意しないであろう公平な政治プ
ロセスと自由の構想を受け入れることによるものであ
った｣ 72とされる。このことから、アメリカの裁判所
を立憲主義のリベラルな構想であり、カナダの裁判所
を立憲主義のポストリベラルな構想であると位置づけ
る。そして、｢ポストリベラルな裁判所は、明らかに
定められた憲法上の諸規定を侵害する立法を無効にす
ることだけではなく、マジョリティのアジェンダによ
って収められない可能性がある特定のマイノリティの
諸利益を代表して立法の内容（substance）を変える
ことに前向きである｣ 73とされる。さらに、カナダの
裁判所が、｢結果として、交渉と折衝という政治プロ
セスが公平な条件で行われることを単に保障する以上
に関係している。Vriend判決は、政治プロセスの公平
性とあらゆる別々の政治的紛争の解決があらゆる明確
な一連の基本原則に基づいて評価され得ることが、裁
判官の多数派によって否定されることを指し示す。代
わって、公平性の裁判所の基準は、特定の紛争への諸
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当事者の性質と政治的紛争の結末の内容（substance）
に依拠する暫定的な基準である｣ 74とされる。

Rushは、カナダの裁判所とアメリカの裁判所との
分岐の結果には、①公平な政治プロセスの両裁判所の
定義、②各々の裁判所が特に気遣うべき集団の数とタ
イプ、③その各々の憲法システムにおいて、反多数決
主義的な力として果たすように両裁判所が選ぶ役割と
いう3点において、明確な相違があるとする。Romer
判決とVriend判決を考えるとき、前者は政治プロセ
スへの平等な参加の権利を侵害していることが違憲で
あるとしたが、後者は立法不作為に対してアルバータ
州個人権保護法の中に性的指向を読み込むという解決
策を採った。しかし、Vriend判決のような解決法に
は、憲法解釈への予測不可能性の要素を加えることに
なり、立法府の権限を侵食することになるのではない
か。また、裁判所の気遣いが特定の集団にある場合、
立法の一部が裁判所と衝突するか、あるいはどのよう
に衝突するかを予想できない。さらに、Ⅱで論じた
Andrews判決以来、カナダの裁判所のアプローチは、
法令上あるいは憲法上に列挙されていない集団による
要求の承認を含むために、立法府は特定の集団が裁判
所の是認を得るかどうかをどうしても知ることができ
ない。対照的に、Romer判決におけるアメリカの裁判
所の解決策は、明確な憲法上の制限条項がない限り、
統治するためのマジョリティの権利にもっと気遣って
いた。｢カナダの裁判所のVriend判決は、マジョリテ
ィたちが立法を生み出すときにマイノリティの要求を
考慮に入れなければならないとする一方で、アメリカ
の裁判所は、……そうすることが憲法上に列挙された
権利の逸脱という結果にならない限り、マジョリティ
たちに統治させておく｣ 75のである。この点で、カナ
ダの裁判所はElyの理論との親和性はない。つまり、
Elyの ｢構想は、裁判所の法体系を特徴づけるポスト
リベラルな考え方と相反する｣ 76のである。
このことを前提に、Rushは、Elyの理論を論じ 77、
またElyの理論がRomer判決に与えた影響、Romer判
決とElyの理論との間の概念的問題などについて検討
を加える。Rushは、カナダにおける文脈を、Elyの理
論とRomer判決を基に検討する。その中でも、Elyの
行った区別が重要であろう。つまり、｢Elyは、切り
離され孤立したマイノリティたちに対して、その時不
公平に差別し創設する法律と彼らの諸利益を単に考慮
しない法律との間を区別する｣ 78のであり、Romer判
決におけるような前者の場合、Elyの理論における救
済の道を開くのであり、Vriend判決におけるような後
者の場合は含まない。ElyがRomer判決に現れるよう
なシナリオとVriend判決に現れるようなシナリオを
区別しているという事実にもかかわらず、Vriend判決

においてカナダの裁判所は、アルバータ州個人権保護
法の異議を唱えられた部分を無効にするために、Ely
の著述とRomer判決を引用したのである。この点で、
カナダの裁判所は民主主義のポストリベラルな構想を
促進したわけである。その一つに、Ⅱでも記したMH
判決があるのだろう。そのように、｢アメリカの裁判
所は、……立法がひとつの全く異なった政治集団を創
設することはできないということを主張した。カナダ
の裁判所の推論はまさしくその反対である。……それ
は、立法府がひとつの集団を創設し（あるいはもっと
正確に言えば、承認し）、そしてそれに報いなかった
場合、ひとつの集団を承認し、立法を無効にした（あ
るいは書き直した）｣ 79ということである。
結論として、Rushは、｢いったん私たちが裁判所を

政治的アクターとしてみなすと、それ（=裁判所のア
ジェンダ :河北）は立法を違憲であると宣言するあら
ゆる判決が裁判所の集合的バイアスを反映するだろう
と言うことなしに進むために、裁判所のアジェンダ
の内容（substance）に異議を唱えることはもっと困
難になる｣ 80とし、裁判所の政治プロセスという法体
系は、立法府の交渉プロセスだけではなく、代議政治
のプロセスをも妨害すると示唆する。Rushの議論は、
最終的には、民主主義を問題にしていると考えること
ができる。

2. F. L. MortonとRainer Knopff の見解

カナダにおける司法積極主義批判を象徴する言葉と
して、｢裁判所党（Court Party）｣ という言葉がしばし
ば出される。これを主張したのが、MortonとKnopff
である。では、裁判所党とは何か。MortonとKnopff
によれば、「言うまでもなく、裁判所党は、自由党あ
るいは改革党のような、選出公職を得るために競争す
るように組織化された政党（party）ではない。それ
は、その言葉の18世紀的意味における『政党（party）』
のようにより見える。つまり、派閥（faction）であ
る。この派閥は、利益団体と『社会運動』という広い
基礎を代表することを意図するにもかかわらず、エ
リート（élite）である」81とされる。また、｢憲章革命
は、政策立案機関（司法府）とその熱心な支持者（裁
判所党）の両方のカナダの公的生活における増大する
顕著さ（the rising prominence）によって特徴づけら
れる｣ 82とされる。さらに、｢解釈的裁量（Interpretive 
discretion）と予言者的な法廷（oracular courtroom）
―これらがカナダの憲章革命の主な構築物の2つで
ある｣ 83とされる。そして、｢今、最高裁は、裁判所よ
りも、事実上立法府の第三の議院のように機能する｣ 84

とされる。
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このような裁判所党は、①国家統一の主張者
（national unity advocates）、②市民的自由至上主義
者（civil libertarians）、③平等を求める人（equality 
seekers）、④社会工学者（social engineers）、⑤ポスト
唯物論者（postmaterialists）などから構成される。①
は、ケベックの独立の危機から国家分裂の危機を防ぐ
ため憲章を作ってきた人々を指す。②は、憲章によっ
て、自由を求めていく人々を指す。③は、憲章によって、
平等を求める人々を指す。④は、｢この世界の社会的
悪は、人間の性質によってではなく、不完全な社会
制度によってもたらされる｣ 85と考え、憲章によって、
不完全な社会構造の広範囲な再編成を求める人々を指
す。⑤は、具体的には、フェミニスト、民族的マイ
ノリティ、環境保護主義者、刑法改革者、反核 /平和
主義の集団などを指す。そのような ｢裁判所党は、司
法権力の組織的かつ政策志向の使用に関心がある｣ 86。
つまり、議会に訴えることによって自らの主張を叶え
るのではなく、裁判所に訴えることによって自らの主
張を叶えるのである。
また、MortonとKnopffは、民主主義的支配ではなく、

司法による支配であるということを、皮肉を込めて、
｢司法支配（Jurocracy）｣ という造語により表現する。
ここで本稿の目的との関係で興味深いのは、行政審
判所（Administrative Tribunals）の役割である。1991
年、Cuddy Chicks Ltd. v. Ontario （Labour Relations 
Board）87において、憲章の下で、最高裁は、法を解
釈する権限を与えられた行政審判所は、その法が憲
法的に有効かどうかを決定するための付随する権限
を持っていると判示した。そして、MortonとKnopff
は、憲章 ｢15条が性的指向を含んで解釈されるべき
という最も初期の決定は、人権審判所（human rights 
tribunals）と行政審査員に由来した｣ 88とする。実際、
1990年のVeysey v. Correctional Services of Canada89

や1992年のHaig and Birch v. Canada90において、裁
判所は、連邦人権立法から性的指向を排除することは
憲章の保障する権利を侵害するとした。そして、｢連
邦の人権規則の執行者である、カナダ人権委員会は、
それ自体、その範囲内で性的指向を含むことへの強い
支持をし、1992年以後、性的指向に基づく200以上
の不服申し立てを受け入れることにより、Veysey判
決とHaig and Birch判決との密接な関係をただちに承
認した｣ 91。しかし、行政審判所や人権委員会は、行
政機関である 92。そのため、MortonとKnopffは、｢司
法審査の権限の行政審判所への拡大は、理論において
も、実践においても間違っている。それは、議会と行
政官僚との間の通常のヒエラルキーを逆さまにする。
理論において、議会は法を制定し、官僚はそれを執行
する。最高裁の決定の結果として、今、行政機関は、

行政機関を創設する立法府の判断を裁く。実践の問題
として、この憲章実施の権限のラディカルな分散化は、
不当に傷ついた利益が（そしてそれらの官僚政治の共
鳴者たちが）、政府の政策を挫折させ得る規制プロセ
スにおいて、殆ど無数の拒否点（veto points）を創設
する｣ と指摘する。つまり、議会で決定した政策につ
いて、行政府が拒否するという構造を持つことになる。
そして、それを支える根拠として、裁判所の判決があ
ったわけである。
このような裁判所党や司法支配について、Morton
とKnopffは批判的に考察する。MortonとKnopffは、
｢憲章革命への私たちの根本的な異議は、それが、反
多数決主義であるという単純で明白な意味においてだ
けではなく、代表民主政の慣例と気質を侵食させると
いうより深刻な意味においても、深く根本的に非民主
的であるということである。法廷のライツ・トークの
成長は、慎み深い自由民主的政治の基本的必須条件を、
ことによると侵食する｣ 93とする。そして、｢裁判所党
によって促進される法廷政治の種

しゅ

は、要するに、プロ
セスにおいてだけではなく、もっと危うい、精神にお
いても、権威主義的である｣ 94とする。また、｢裁判所
党プロジェクトの現実の効果は、現に存在する権利の
基本的な中核を保護することではなく、司法による新
たな権利の創造を通して公的政策を変えることが目的
である特定の主義に偏った行使、権利要求を促進する
ことであり、あらゆる基本的な意味において権利を保
護することではない｣ 95とする。基本的に、Mortonと
Knopffの議論でも、重要な問題は、民主主義である
ように思われる。

Ⅴ. 対話理論

Ⅳで概観したように、司法積極主義に対する根本的
な問題点は、裁判所という非民主的な機関によって
政策立案がなされているのではないか、というもの
であり、所謂 ｢民主主義｣ というのが最大の問題点で
あったことが分かる。そのような反民主的との批判
に対して反論をする論文が1997年にHoggとAllison 
A. Bushellによって出された ｢裁判所と立法府の間の
憲章対話｣ という論文である 96。この論文でHoggと
Bushellは、憲章の下での違憲審査は、政治部門の判
断に対する拒否権ではなく、裁判所と立法府の間にお
ける人権に対する対話の始まりであり、民主的正当性
に基づく憲章に対する批判は維持できないと結論付け
る。これを ｢対話理論｣という。この理論については、
既に、佐々木雅寿の論文（以下、佐々木論文）97によ
って、詳細かつ綿密な考察がなされている。そのため、
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本稿では、佐々木論文に依拠しつつ、Vriend判決と
MH判決を中心に論じていきたい。

1. 対話理論の概説

Hoggが2007年に公表した論文 98に従えば、古くか
らのコモンウェルスであるイギリス、オーストラリ
ア、カナダ、ニュージーランドの4カ国における人権
保護の歴史を見たときに、やはり重要であったのは、
｢議会主権｣ という考え方であった。カナダとオース
トラリアは、連邦国家であり、中央議会と州議会の
両方について憲法上の制約がある場合のみ機能する、
連邦制を保護するために統制された憲法（controlled 
constitutions）を持たなければならなかった。これは、
アメリカの連邦制という先例に従いつつも、アメリカ
憲法のように人権規定を置くものではなかった。そし
て、イギリスとニュージーランドは、連邦制も採用し
ていなかった。そのため、イギリスとニュージーラン
ドにおける議会主権は、真に、法、特に憲法において、
統制されなかった。このように、｢4カ国全てで、全
面的にあるいは部分的に憲法の統制を受けないという
特徴は、人権が、大部分において、選挙された立法議
会の権力に服することを意味した｣ 99のである。つま
り、｢『古くからの』コモンウェルスにおいて、統制さ
れない憲法（uncontrolled constitution）に対する選好
は、長い間続いた｣ 100のである。
このような国家であったカナダにおいて、人権規定

を憲法に持ったこと、すなわち1982年カナダ憲法の
制定が、大きな分岐点となった。つまり、人権が憲法
上の権利となったために、連邦および州議会は、人権
規定に逸脱しないように法を制定しなければならず、
常に統制された憲法としての特質を持つことになった
のである。このような状況になったカナダにおいて、
Hoggは、｢カナダ議会および州議会が、カナダ最高裁
によって取り消された諸法律を再制定することに、か
なり多くの立法的時間を費やしていることに気付い
た｣ 101のである。このことから、Hoggは対話理論を
案出した。ここには、人権について、統制された憲法
の中で、議会主権の伝統を受け入れつつも司法審査を
行うという、折衷的構想を看取できると思われる。

HoggとBushellによれば、｢ある法律を無効にする
司法判決が、立法過程によって、覆され、修正され、
回避され得る場合のみ、民主的決定に至る対話が起こ
り得る｣ 102とされ、｢『対話』は、憲章の根拠に基づき、
ある法を無効とする司法判決が、管轄権を有する立法
府による何らかの行為によって追跡されるそれらの諸
事案で構成される｣103とされる。佐々木論文によれば、
対話の具体的内容とは、｢①多くの場合、法律等を違

憲無効とする裁判所の判決を、通常の立法過程によっ
て、覆し、修正し、回避することができる、②通常、
幾分異なる立法手段を採用しつつも、違憲とされた法
律の立法目的を実質的に実現することができる他の立
法的選択肢が立法府に利用可能である、③カナダ最高
裁が法律等を違憲無効とする場合、同裁判所は、しば
しば、憲法上の問題点を解決するためにどのように法
律等を修正すべきかについて示唆を与えている、④立
法府は、当該示唆に従ったり、または、憲法上の問題
を回避しうる当該示唆とは異なる法律を制定してき
た、⑤実際、人権憲章違反を理由に法律等が違憲無効
とされた65判決のうち、3分の2にあたる44の事案
において、立法府が違憲とされた法律を修正した、⑥
ほとんどの事案では、人権憲章の要請に従うために、
比較的小規模の法改正のみが必要とされており、そこ
では違憲とされた法律の立法目的について妥協する必
要はなかった、⑦違憲とされた法律等に含まれている
憲法上の欠陥を修復することが不可能な事案は稀有で
ある、⑧人権憲章は、人権と自由に関して、司法府と
立法府とが双方向的に意見交換することを促進するこ
とができ、人権憲章が民主的機関の意思に対する絶対
的障害物となることは稀有である、⑨通常、立法府の
応答は迅速である、⑩法律等が合憲とされた時であっ
ても対話は生じる｣ 104などとされる。

HoggとBushellは、対話理論を促進する特徴として、
いくつかのことを挙げる 105。ただ、対話理論は、カナ
ダ憲法に特有の規定を問題としないかぎり、成立しな
い理論なのではないかという疑問も生じる。特に、憲
章33条が問題となる。憲章は、その33条に、憲章の
適用除外規定を置いている。つまり、立法府は、違憲
判決を覆すことができる規定を置いているのである。
憲章33条は以下のような規定である。

33条 ①連邦議会または州の立法府は、連邦議会の
法律または州の立法府の法律において、こ
の憲章の第2条または第7条から15条の規
定にかかわらず、当該法律またはその一つ
の条項が適用される旨、明示的に宣言する
ことができる。

 ②本条に基づき有効な宣言がなされた法律も
しくはその一つの条項は、当該宣言で指摘
されたこの憲章の規定がないものとして適
用される。

 ③第1項の規定に基づいてなされた宣言は、
それが施行されてから5年後、または当該
宣言においてそれよりも早い日が定められ
ている場合はその日に、失効する。

 ④連邦議会または州の立法府は、第1項の規
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定に基づく宣言を再度行うことができる。
 ⑤第3項は、第4項の規定に基づく再度の宣

言に対しても適用される。
　
この規定は、憲章草案の最初から記されていた規定

ではなかった。憲章33条は、憲章が諸州の立法府の
主権を制限するという理由でその時まで憲章に反対
であった諸州の合意を保障する1981年11月5日の連
邦とケベック州を除いた諸州との協定の決定的要素
であった。この規定の鍵となる判例が1988年のFord 
v. Quebec （Attorney General）106であった。これは、
1983年のケベック・フランス語憲章 107を改正する法
律、すなわちケベック州議会が商業標示におけるフラ
ンス語以外の言語の使用を禁止する法律の合憲性が争
われた事案である。カナダ最高裁は、商業標示におけ
るフランス語以外の言語を禁止する法律が表現の自由
という憲章上の権利を侵害するとし、憲章33条につ
いては、遡及的に適用除外を行使するケベックの立法
府の試みを憲章33条の違法で正当性のない適用であ
るとした。そのため、ケベック州議会は、この判決の
後、屋外の標示について、禁止条項を再制定し、適用
除外条項を用いて新たな禁止条項を保護した。5年後
の1993年、ケベック議会は、英語標示の禁止を止

や

め、
フランス語が支配的であるべきということだけを要求
する立法に取って代わった。この新たな法律は、憲章
33条を用いなかった 108。
憲章 ｢33条は、今、こけおどし（paper tiger）であ

ると思われる｣ 109と指摘されるように、憲章33条は、
せいぜい空

から

の約束である 110。実際、Vriend判決の後に、
憲章33条を行使すべきだという意見も出たが、結局、
行使はしなかった 111。また、MH判決の際も、結局連
邦もどの州も憲章33条を行使することはなかった 112。
そのため、HoggとBushellも、憲章 ｢33条は相対的
に重要ではなくなっている｣ 113とする。このように考
えれば、対話理論は、憲章33条によるカナダ憲法だ
けの特殊な理論ではなく、より一般的な理論として受
容可能であると思われる。
結論として、HoggとBushellは、以下のように述べ

る。｢私たちの結論は、民主的正当性に基づく憲章の
批判は維持され得ないということである。確かに、カ
ナダ最高裁は、選挙で選ばれていない責任がない初老
の法律家たちの組織である。確かに、それは、時々、
選挙で選ばれた責任がある代表である立法府の制定法
を無効にする。しかし、裁判所の判決は、殆ど常に、
立法の応答の余地を与え、それらは、通例、立法の応
答を受け取る。結局、民主的意思がそこにある場合、
立法目的は、個人の権利および自由を保護するための
何らかの新たな予防措置を持つにもかかわらず、それ

でも実現されることができるだろう。司法審査は『国
の政治に対する拒否権（veto over the politics of the 
nation）』ではなく、むしろ全体として共同体の利益
のために社会・経済的政策の達成と憲章の個人主義的
価値を調和させるための最善の方法についての対話の
始まりである｣ 114。
対話理論については、さまざまな意見が出されてお
り、Ⅳで論じたRush、MortonとKnopffも対話理論に
批判的な立場にいる。｢対話理論は、民主主義に貢献
するか、また、対話的違憲審査は、司法が優位する違
憲審査制度または立法府が優位する制度よりも、より
民主的で、より好ましいといえるのか、といった問
題には、未だ結論が出されていない｣ 115のが現状であ
る。しかしながら、カナダ最高裁は、多くの判決にお
いて、対話理論を採用している。本稿で素材としてい
るVriend判決とMH判決も対話理論を採用している。
カナダで司法積極主義批判を呼び起こしたVriend判
決とMH判決において、対話理論が用いられているこ
とは、興味深い。そこで、ここからは、Vriend判決と
MH判決に現れる対話理論について見ていくことにす
る。

2. Vriend判決とMH判決における対話理論

Vriend判決の多数意見において、権利および自
由に関する制限規定である憲章 1条 116を検討した
Iacobucci裁判官は、｢救済について議論する前に、憲
章の時代における立法府と裁判所の間の関係の一般的
問題について｣ 117語ることの必要性を指摘する。

Iacobucci裁判官は、｢憲章の下で、裁判所は間違っ
て立法府の役割を権限なしに用いるという効果への何
らかのコメントや批判なしに一日が過ぎることはほ
とんどないと思われる。［しかし :河北］この主張は、
1981年から1982年に私たちの国が憲章を採用した時
に、何が起こったのか、そして何が意図されたのかを
誤解している｣ 118とし、｢憲章が導入された時に、カ
ナダは議会の優位のシステムから憲法の優位へと移行
した｣ 119とする。そして、Iacobucci裁判官は、｢各カ
ナダ人は、政府と立法府が奪い去ることができない個
人の権利および自由を与えられた。しかしながら、権
利および自由が絶対的ではないように、政府と立法府
は、憲章1条の下で、これらの憲法上の諸権利の制限
あるいは侵害を正当化することができた。権利の意味
あるいはそれら（=政府および立法府の権利制限 :河
北）の正当化についての論争は解決されなければな
らないだろうし、ここで司法府の役割は、これらの
論争を解決することに加わる｣ 120とし、｢それは、違
憲立法の無効を宣言するように［1982年カナダ憲法 :
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河北］52条の下でそれら（=州および連邦立法府 :河
北）に命じ、裁判所に解釈の役割を割り当てるべき
憲章を採用する際の、私たちの州および連邦立法府
の熟議の選択であったということを私たちは思い出
すべきである｣ 121とした。また、Iacobucci裁判官は、
｢私たちの憲章の導入と裁判所の重要な救済的役割は、
私たちの民主主義の再定義の一端として選挙で選出さ
れた代表者たちを通してのカナダの人々の選択であっ
たことは、再び強調されるべきである。私たちの憲法
構想は、今後は、立法府と行政府が、新たに与えられ
た憲法上の権利および自由に従って、それら（=立法
府と行政府 :河北）の役割を果たさなければならない
国家に作り直された｣ 122とし、｢だから、受託者ある
いは決定者の役割である裁判所は、裁判所の名にお
いてではなく、民主的に選択された新たな社会契約
のその諸利益において、立法府と行政府の仕事を必
然的に吟味しなければならない｣ 123とした。さらに、
Iacobucci裁判官は、｢裁判所は行政府と立法府から独
立しているので、たとえ特定の判決が普遍的に公式に
認められないとしても、憲法の命令に従って、筋の通
った信念に基づいた判決を下すために、訴訟当事者と
市民は概して裁判所を当てにすることがある。これら
の義務を遂行するときに、裁判所は立法府や行政府に
後でとやかく言うべきことはない。……むしろ裁判所
は、憲法を支持するべきであり、憲法それ自体によっ
てその役割を果たすように明確に勧められる。しかし、
立法府と行政府の役割への裁判所による尊重は、他の
部門が各々の他の役割と裁判所の役割を尊重すること
を保障することと同じくらい重要である｣ 124とした。
このことを前提として、Iacobucci裁判官は、本格

的に対話理論について語ることになる。Iacobucci裁
判官は、前述のような ｢この相互の尊重は、一定の憲
法上の権利の文言によって示されるように、いくつか
の点で、私たちの憲法の規定において、表明されてい
る｣ 125とし、憲章7条 126は法と立法府の行為を含む基
本的正義の原理に基づかなければ生命、自由および身
体の安全に対する権利を奪われないと規定し、憲章1
条は立法府の行為を尊重することを保障しており、憲
章に反する国家行為に対する救済方法を決定する際に
裁判所が立法府の役割について十分考慮すべきであ
り、憲章33条の適用除外規定は ｢私たちの憲法構造
における最後の言葉（fi nal word）が、事実、裁判所
ではなく、立法府に残されるということを確立する｣
とした 127。また、Iacobucci裁判官は、｢憲章は、統治
諸部門の間のよりダイナミックな相互作用を生じさせ
る。この相互作用は、『対話』として適切に描かれて
いる。……憲法上の正当性を保障するために立法府の
法令と行政府の決定を審査するときに、裁判所は立法

府と行政府に語りかける。……憲法の検査を通過しな
いで維持される大抵の立法は、類似の目的を成し遂
げるように仕組まれた新たな立法によって従われる。
……これをすることにより、立法府は、裁判所に応答
する。それゆえに、諸部門の間の対話が成り立つ｣ 128

とした。そして、Iacobucci裁判官は、｢司法審査と諸
部門の間のこの対話の重要な価値は、諸部門の各々が
他の部門に幾分か責任を持つことができる。立法府の
仕事は裁判所により審査され、その判決における裁判
所の仕事は立法府により新たな立法を（あるいは憲章
33条の下での最も重要な法律さえ）通すことで対処
され得る。諸部門の各々の責任とそれらの間の対話は、
民主的なプロセスを促進する効果を持っており、それ
（=民主的プロセス :河北）を否定するものではない｣ 129

とした。加えて、Iacobucci裁判官は、｢民主的価値を
促進する司法審査のもう一つの側面がある。裁判所が
立法を正当ではないとすることは、通常、マジョリテ
ィの意思を否定することを意味するけれども、民主主
義の概念は、……マジョリティの観念よりも広範であ
ることを、私たちは思い出さなければならない｣ 130と
し、｢ほんの数例を挙げると、人間の人格の本来的尊厳・
社会正義への係り合い・平等に対する尊重、広範囲に
わたる様々な信念、文化的および集団的アイデンティ
ティに対する尊重、そして社会における諸個人と諸集
団の参加を促進する社会的および政治的制度における
信頼を具体化するために……裁判所は、自由で民主的
な社会に本質的な価値と原則によって導かれなければ
ならない｣ 131とし、｢憲章の下での民主的価値と原則
は、立法府と行政府がこれらを考慮することを要求す
る｣ 132とした。

Iacobucci裁判官は、民主主義の概念についても言
及している。Iacobucci裁判官によれば、｢民主主義の
概念は、マジョリティの規範以上を意味する。……民
主主義は、彼ら（=立法者たち :河北）がした決定に
よって影響を及ぼされるだろう全てのマジョリティと
マイノリティの諸利益を立法者たちが考慮することを
必要とする。マイノリティの諸利益が考慮を否定され
ている場合、特にその集団が歴史的に偏見と差別の的
であった場合、司法の介入は不当に行っている民主的
プロセスを是正するために保障される｣ 133とされる。

MH判決の多数意見において、Iacobucci裁判官は、
Vriend判決における自らの見解を再確認し、｢憲章の
導入は、『私たちの民主主義の再定義』をもたらした。
この民主主義の構想の中核をなすのは、裁判所と立法
府の間の相互尊重という対話である｣ 134とした。また
Bastarache裁判官も、HoggとBushellの論文に依拠し
て、対話理論について肯定的に言及している 135。
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3. 多文化的民主主義

Vriend判決とMH判決に現れた対話理論は、基本
的にはHoggとBushellの主張と同じである。しかし、
前述したように、Vriend判決において、Iacobucci裁
判官は、｢民主主義の概念は、マジョリティの規範以
上を意味する。……民主主義は、彼ら（=立法者たち :
河北）がした決定によって影響を及ぼされるだろう全
てのマジョリティとマイノリティの諸利益を立法者た
ちが考慮することを必要とする。マイノリティの諸利
益が考慮を否定されている場合、特にその集団が歴史
的に偏見と差別の的であった場合、司法の介入は不当
に行っている民主的プロセスを是正するために保障さ
れる｣ 136とした。また、MH判決で、Iacobucci裁判官は、
｢憲章の導入は、『私たちの民主主義の再定義』をもた
らした。この民主主義の構想の中核をなすのは、裁判
所と立法府の間の相互尊重という対話である｣ 137とし
た。このようなカナダにおける ｢民主主義の再定義｣
として裁判所によって示された対話理論の根底にある
民主主義像は、非常に興味深い。というのも、司法積
極主義批判をする論者が問題としていた民主主義につ
いて、裁判所が、対話理論を論じる際に、一定の回答
を示しているからである。憲章27条は、｢この憲章は、
カナダ国民の多文化的伝統の維持および発展と一致す
る方法によって解釈されなければならない｣ と規定す
る 138。裁判所は、常に、多文化主義的解釈というも
のを念頭に置かなければならない。例えば、Ⅱで述べ
たAndrews判決において、McIntyre裁判官が、憲章
15条の平等権規定を定義する過程において憲章27条
を適用し、憲章15条の下での平等の促進が区別の単
なる排除以上になお一層明確な目的を有することを論
証するために憲章27条に言及したことを挙げること
ができる 139。梶田孝道は、｢現代のカナダに目を向け
た場合、多様なアイデンティティないしは帰属のあり
方が存在しており、しかも、それらは相互に並列的に
存在するものではない。それゆえ多文化主義という場
合、どの側面を強調するかによって、異なった多文
化主義が登場する｣ として、このような状況は ｢マル
チ・マルチカルチュラリズム（multi-multiculturalism）｣
と呼ぶにふさわしいと指摘する 140。そのような中で、
カナダ最高裁は、前述したような民主主義像を提示し
た。これは、裁判所が念頭に置く多文化主義像と言い
換えても良いのかもしれない。カナダにおける多文化
主義という実験の中で、カナダ最高裁は、対話理論と
それに付随する民主主義像を提示することによって、
多文化主義的解釈についての一定の回答を提示してい
ると思われる。
このことは、以下のことからも補強できる。Lorraine 

E. Weinribは、｢Iacobucci裁判官は、権利保障のカナ
ダの仕組みが社会政策および民主的機能を蝕むかも
しれないという懸念を当初は表明したけれども、最終
的には、彼は、この枠組みがカナダにおける民主的
取り組みの平等を改善するという見方になった｣ 141と
指摘する。この一例を、1992年のR v. Zundel（以下、
Zundel判決）142におけるCory裁判官と Iacobucci裁判
官（以下、Iacobucci裁判官たち）の反対意見の中に見
ることができる。Zundel判決では、公益に法益侵害ま
たは損害をもたらすあるいはもたらすと思われる虚偽
の陳述あるいはニュースの故意による公表を禁じる刑
法181条の合憲性が争われ、多数意見は、刑法181条
が表現の自由に反するため違憲であると判断した。こ
のZundel判決で反対意見を記した Iacobucci裁判官た
ちは、興味深い指摘をしている。｢虚偽の言論によって
もたらされる害を妨げ、そのことにより多文化的民主

0 0 0 0 0 0

主義
0 0

（multicultural democracy）における人種的かつ
社会的寛容を促進するとき、意図的な嘘であると知ら
れていることの故意による公表の禁止は、公益を保護
することの重要性と比例している｣ 143・144。Weinribに
よれば、｢国家がもはや『良き生の単一の構想』を明示
しあるいは押し付けることはできないが、しかし公序
の定式化について理路整然とした討論のための公的な
公開討論の場を後押しするという、憲章の企ての中核
をなすものとして以前に分類された考え方と、カナダ
民主主義のこの構想を、当該反対意見は結び付ける｣ 145

とされる。このように、Zundel判決に現れた ｢多文化
的民主主義｣ という民主主義の構想が、Vriend判決と
MH判決において多数意見を論じた Iacobucci裁判官に
はあった。そのことからも、Vriend判決とMH判決に
現れたカナダ最高裁の民主主義像の中には、多文化主
義的解釈についての一定の回答を提示していると推察
できるだろう 146。

Ⅵ. おわりに

これまで、カナダ最高裁の変容を概観した後に、司
法積極主義批判について性的指向関連判例を基に考察
し、司法積極主義批判の批判としての対話理論を概説
した後に、Vriend判決とMH判決に見られる対話理論
およびそれに付随して裁判所によって示された民主主
義像について論じてきた。このように、カナダの司法
積極主義というのは、複雑な側面を持つものと言えよ
う。
ただ、カナダで司法積極主義が生じているのは、社
会文化の違いにあるのかもしれない。Seymour Martin 
Lipsetは、カナダとアメリカを比較して、非常に興味
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深い指摘をしている。｢カナダは、アメリカよりも、
より階層を意識して、エリート主義的で、遵法的で、
集合志向的で、そして個別主義（集団志向的な）社会
であったし、今もそうである｣ 147。そのような社会で
は、個別主義の反対語である普遍主義とは一定の距離
を置き、特定の集団に対して配慮する姿勢も出てくる。
そのために、カナダでは、アメリカや日本の憲法と同
様、｢全般的に言えば、憲章は、伝統的にリベラルな
個人の消極的権利の要素の混合をもたらす｣ だけでは
なく、｢憲章は、他の価値、特に、強い平等規定と集
団に対する明確な保護をもたらす｣ のである 148。憲
章27条の規定と平等を定める憲章15条とが矛盾なく
解釈されなければならないカナダにおいて 149、多様
性を承認するような解釈、実質的平等を志向するのも、
カナダの社会文化が影響しているのかもしれない。し
かし、「カナダは、異なった、より進歩的な政治文化
を持っており」、｢権利および自由に関するカナダ憲章
によって権限を与えられたカナダ裁判所は、ゲイの権
利の方へ政策を押し進めている豊かなリベラリズムを
実行している｣ と言うこともできるのではないか 150。
そのように考えれば、カナダという国家に現れた司法
積極主義に関する議論は、日本においても何らかの示
唆を与えるものになるように思われる。
樋口陽一は、日本の ｢最高裁は、たしかに違憲判断

には消極的だが、憲法判断をすること自体について
は、全体としてむしろ積極的であり……、その結果と
して合憲判断を下すことに積極的｣ 151であるとし、憲
法判断積極主義ではあるが、違憲判断消極主義である
とする。この診断そのものは、非常に妥当なものであ
る。しかし、政治部門の憲法運用に関して何かしらの
指針を最高裁が示すことは、重要なことのように思わ
れる。その点で、泉徳治元最高裁判事が非常に興味深
い発言をしている。｢国会は、国民全体の福祉を考え
る。裁判所は、国民一人ひとりの権利を守るのが仕事
です。特に①思想や表現など、精神的な自由が制約さ
れていないか②民主主義社会のシステムが滞りなく機
能しているのか③多数派原理では守られない、社会的
に孤立した少数者の権利が守られているのか―とい
う問題について、最高裁は厳しく審査しなければなら
ない｣ 152。
性的指向に関して、例えば同性婚のような問題に関

して、日本では殆ど社会問題にもなっていない。しか
し、同性愛者たちは、まさに ｢多数派原理では守られ
ない、社会的に孤立した少数者｣ である。カナダにお
ける司法積極主義、特に立法府と司法府の対話理論お
よびそれに付随して裁判所によって示された民主主義
像は、この点においても示唆的である。
かつて私は、以下のように指摘した。｢多様性を承

認するということは、個人に内在する異性愛規範と社
会に内在する異性愛規範とを峻別することが重要であ
るのかもしれない。社会の中で異性愛規範を瓦解させ
ることは、重要である。しかし、個人の中の異性愛規
範を瓦解させることは、容易ではない。勿論、理想的
には、個人に内在する異性愛規範を取り除いていくこ
とも重要である。しかし、社会に内在する異性愛規範
は、そもそも多様性の中を生きる個人を承認するため
に、許されるべきではない。カナダに現れた多文化主
義というものは、社会の中の多様性を認めるというご
く常識的なことを示唆しているのかもしれない｣ 153。
カナダにおける司法積極主義というのは、カナダに
現れた多文化主義のなかで生まれた共生のための一つ
の作法であるといえるであろう。
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Ⅰ. はじめに　－米国の経験：
9・11と第2次大戦－

本稿では、米国の連邦最高裁判所（以下、連邦最高裁）
の2008-2009年開廷期、2009年5月18日に下された
Ashcroft v. Iqbal判決 1（以下、Iqbal判決）を取り上げ、
「対テロ戦争」におけるアラブ・ムスリムに対する差
別という文脈に判決を位置づけ、判決の論理・射程に
ついての若干の考察を試みる。
法は社会の中に存する。ある組織化された複雑な社

会において、その構成員が行動するにあたっては、一
定の規則に従うことが求められる。一定の規則がその
社会の規範として強行されるためには、その社会にお
ける強制力が担保されていなければならない。法は、
その社会の公的な

4 4 4

権力によって定立され、公的な
4 4 4

権力
によって実現を保障される。したがって、法は一面に
おいて、その社会の公的な

4 4 4

権力が内に抱いている価値
判断によって形成され、その社会を取り巻く情勢とと
もに変化する。裁判所による裁判は、公的な

4 4 4

権力によ
る法の実現の保障の手段としてもっとも重要なものの
一つである。
米国についていえば、新大陸の発見以来、社会の価

値判断としての「人種（race）」は法にとって決定的
な要素として定義されてきた。ヨーロッパから新大陸
にやってきた「ヨーロッパ人」は、新たな社会を構築
する上で、「ヨーロッパ人（白人）」、「アフリカ系アメ
リカ人（黒人）」、「ネイティヴ・アメリカ人」に序列
をもうけ、それぞれに異なる法を適用する制度を作り
上げた。米国の歴史の歩みとともに、これらの序列を
法によって積極的に定義することは否定されてきた
が、米国の社会には「人種」をめぐる不寛容は依然と

して根強く残っている。「移民の国」は、これらの「人種」
をめぐる継続的な対立に加えて、社会の激しい揺れに
よって引き起こされる、ある特定の「人種」に対する
苛烈な差別を経験してきた。それは、ときには「日系人」
に対するものであったし、そして、「9・11」はその
矛先を「アラブ・ムスリム」に向けることとなった。

2001年9月11日の事件は、米国という社会に大き
な衝撃を与え、矢継ぎ早に「対テロ戦争」法制が整備
された 2。9・11の直後からBush大統領は、9・11と
第2次大戦をオーバーラップさせている。2001年9月
20日、Bush大統領は、連邦議会における演説の中で
次のように述べた。

9月11日、自由の敵が、我々の国に対して戦争行
為（act of war）を行った。アメリカ人は戦争を
経験している。しかし、過去136年間、それらは
外国の地におけるものであった。ただ、1941年
のある日曜日を除いては。アメリカ人は戦争の犠
牲者を経験している。しかし、平和な朝の大都市
の中心部においてではなかった。アメリカ人は奇
襲を経験している。しかし、これまでは何千人も
の民間人に対するものではなかった。たった一日
のうちに、これらのすべてが我々にもたらされた。
そして、変わり果てた世界、自由そのものが攻撃
にさらされる世界に夜が訪れた。3

「1941年のある日曜日」に始まる戦争は、米国に
人種差別の影を落とした。1941年12月8日の日本軍
によるハワイの真珠湾攻撃にともない、1942年2月、
Franklin D. Roosevelt大統領は行政命令9066を発し、
国防長官に「軍事地域」を指定する権限、ならびに、
当該領域からの退去を命ずる権限を授権した。この

「対テロ戦争」における
アラブ・ムスリムに対する差別

―米国連邦最高裁判所Ashcroft v. Iqbal判決の
意味するところ―

木村　　元
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命令に基づき、多くの日系人が移転を命じられ、強
制収容所において拘禁された 4。1944年12月18日、
Korematsu v. United States判決 5（以下、Korematsu判
決）において連邦最高裁は、日系人に対する強制退去
命令は憲法に反するものではないと判示した。

切迫していた現実の軍事的危険性に言及する
ことなく、この事件を人種による偏見（racial 
prejudice）の枠にはめることは、ただ争点を混乱
させるものにすぎない。Korematsuは、彼ないし
彼の人種に対する敵意を理由として軍事地域から
排除されたのではない。彼は、我々が大日本帝国
と戦争中であるがゆえに排除されたのである。適
切に構成された軍事当局が、我々の西海岸への侵
略を危惧し、適切な防衛措置をとらざるを得ない
と感じたがゆえに排除されたのである。［軍事当局
が］、事態の軍事的緊急性により、すべての日系
人（Japanese ancestry）市民を一時的に西海岸か
ら分離することが必要であると決定したがゆえに
排除されたのである。そして、最後に、連邦議会は、
戦時において、当然のこととして我々の軍の指導
者の信頼に応え、まさにこの［措置をとる］権限
を有するべきであると決定したがゆえに排除され
たのである。幾人かの［日系人］については不忠
誠の証拠も存在しており、軍事当局は、行動をと
る必要性が高く、時間も限られていると考えてい
た。我々は、大局の見えてきた今になって、これ
らの行動が不当であったということはできない。6

もちろん、Korematsu判決は人種を理由とする差別
を許容しているわけではない。Black裁判官は、法廷
意見の冒頭において「一人種の市民的権利を減ずるよ
うなすべての法的制限は、直ちに疑われてしかるべき
ものである。［しかしながら、］そのような制限のすべ
てが違憲となるわけではない。裁判所は、［そのよう
な制限に対しては］厳格な審査を行うべきである。時
として、公共の必要性からそのような制限の存在が正
当化される場合もあるかもしれないが、人種的な対立
が［そのような制限の存在を］正当化することはない」
7と述べ、「人種」ではなく、「公共の安全に対する差
し迫った重大な危険（the gravest imminent danger）」8、
「危急の（direst emergency and peril）状況」9を強調す
ることで軍事当局の行動を正当化したのである 10。

1983年1月19日、Fred Korematsuは、カリフォル
ニア州北部地区連邦地方裁判所に自己誤審令状（writ 
of coram nobis）の請求を提起した。連邦地裁のPatel
裁判官は、「連邦最高裁の［Korematsu］判決は、今
日においていかなる先例的価値を有しているかにかか

わらず、なおも本件の法として有効である」としなが
らも、Korematsuの自己誤審令状の請求を認め、次の
ように述べた。

Korematsu判決は、我々の法的および政治的歴史
の一頁に残っている。今日においては、法的な先
例としての適用は、非常に限られたものにとどま
るものとして認識されている。歴史的先例とし
て、［Korematsu判決］は不断の警告を与えている。
戦時ないし宣言された軍事的必要性のときであっ
ても、我々の制度（institutions）は、油断するこ
となく、憲法上の保障が守られるようにしなけれ
ばならない。危機のとき（in times of distress）で
あっても、軍事的必要性および国家安全保障は、
綿密な（close）審査および説明から政府の行動
を守るために用いられてはならない。11

しかし、Korematsu判決から65年を経た2009年、「対
テロ戦争」においてテロリストとの関係が疑われる者
を拘禁する際に、アラブ・ムスリムに対する差別が
あったかどうか（後にみるように事件の論点はよりテ
クニカルである）が問題となったとき、連邦最高裁は
Korematsu判決と瓜二つのレトリックを披露した。

9月11日の攻撃は、アル・カイダというイスラム
原理主義集団に通ずる19名のアラブ・ムスリム
のハイジャック犯によって行われたものであっ
た。アル・カイダはOsama bin Ladenというアラ
ブ・ムスリムによって率いられており、その大部
分は彼を信奉するアラブ・ムスリムによって構成
されている。政策の目的がアラブないしムスリム
を標的とするものではなかったとしても、攻撃に
関係があると疑われる個人を逮捕および拘禁す
ることを法執行官に指示する正当な（legitimate）
政策が、まったく異なる（disparate）、偶発的な
（incidental）影響をアラブ・ムスリムにもたら
したとしても驚くべきことではない。被上訴人
［Iqbal］が主張する事実において、合衆国に違法
に所在し、テロリストの行為を行った者と潜在
的なつながり（potential connections）を有して
いた外国人を拘禁するにあたって、［連邦捜査局
（FBI）長官］Muellerに差別的意図がなかったの
であれば、Muellerが監督していた逮捕は合法な
ものとして正当化されるであろう。12

本稿の構成について簡単に説明しておく。まずⅡで
は、この Iqbal判決の検討に先立ち、Iqbal事件が「対
テロ戦争」の奈辺に位置するのかを示す。Ⅲでは、事
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件の経過および連邦最高裁判決の概要を説明する。Ⅳ
では、判決の論理を分析し、そこから生ずる問題点を
指摘する。最後に、Iqbal判決がもたらす影響につい
て展望する。

Ⅱ. 「対テロ戦争」と人種差別

本稿で考察する Iqbal事件は、9・11後の米国にお
ける「アラブ・ムスリム」に対する差別の問題の一断
面である。では、ここでいう「アラブ・ムスリム」と
はいかなる人々を指すのか。
「アラブ・ムスリム」という表現はやや複雑である。
「アラブ」はアラビア語を母語とする集団を指す人種
的ないし民族的要素であり、「ムスリム」はイスラム
教徒を指す宗教的要素である。そもそも Iqbal事件の
原告たる Iqbalはパキスタン国民のムスリムであって、
アラブ人ではない。Iqbal事件の連邦控訴裁は、この
点について次のように説明している。

Iqbalはパキスタン国民のムスリムであって、ア
ラブ人ではない。それにもかかわらず、彼の請求
は、厳密には人種分類（racial classifi cation）に
基づく不法な待遇について主張するものではない
としても、彼の民族性（ethnicity）に基づく不法
な待遇について主張するものとして正当に理解す
ることができる。そして、アラブ・ムスリムに対
して何が行われたかという彼の主張は、［政府の］
官吏が、おそらく彼の外見

4 4

（強調筆者）および彼
の民族性を理由として彼はアラブ人であると信じ
ていたがために、彼に対して不法な行為が行われ
たということを意味するものとして正当に理解す
ることができる。13

2002年6月6日、前司法長官Ashcroftは、「この新
しい戦争において、観光客、学生、労働者に溶け込ん
だ敵のプラトーンは、国境を越えて［我が国に］侵入し、
我々の都市を、近隣を、公共空間を人目につかないよ
うに徘徊している」と述べて 14、「内なる敵」の存在
を唱えた。「対テロ戦争」はアフガニスタンで、世界
の各地でグローバル

4 4 4 4 4

に展開される一方、よりローカル
4 4 4 4

に米国の国内においても進められることとなった。ロ
ーカルな「対テロ戦争」の主眼は、テロリストの発見
および拘束・拘禁にある。そこでローカルな「対テロ
戦争」を戦うFBIや移民帰化局（INS）は「テロリスト・
プロファイリング」に基づいて捜査を開始し、9月11
日から2ヶ月の間に、テロ攻撃に関係するとして、1,200
人以上の米国市民、外国人を拘束した 15。

Muneer I. Ahmadは、9・11後に米国で起きた事
象を観察したならば、「ムスリムのように見える
（Muslim-looking）」人という新たな人種概念（new 
racial construct）が創出されているという 16。Ahmad
の説明によれば、政府のプロファイリングの論法は、
①9・11のテロリストはすべてアラブ人かつムスリム
であった、②アラブ人の大多数はムスリムである、③
テロリストはその行動に関して宗教的動機を主張す
る、④すべてのアラブ人およびすべてのムスリムはお
そらくテロリストであろう（are likely to be terrorists）
というものであるという 17。その他の人種プロファイ
リングと同様に、この概念は、ある特定の認識可能な
一体性をもつ集団の個性を特定の好ましくない行為と
結びつけて単純化する。人種プロファイリングの下で
は、アフリカ系アメリカ人やラテン・アメリカ人の外
見は犯罪性、ラテン・アメリカ人の外見は違法な国境
侵犯、アジア人の外見は裏切りというように、ある一
体性を共有していると見える人々は、結果として、現
実のないし想像上の疑念の対象となる。ここでの「ム
スリムのように見える」という概念も宗教的用語であ
ると同時に、暴力的な活動という疑念を惹起するもの
であるにもかかわらず、宗教に基づくものでも行為に
基づくものでもない 18。むしろ、このプロファイリン
グにおいては、支配的ではないにせよ、信念ないし行
動よりも人種という表象が優先されることになる。「ム
スリムのように見える」という概念が包含する人種は、
「アラブ・ムスリム」のみならず、「キリスト教徒のア
ラブ人」「（パキスタン人やインドネシア人のような）
非アラブ・ムスリム」、「非アラブ・南アジア人」、さ
らには「ラテン・アメリカ人やアフリカ系アメリカ人」
にまでおよび、さらに、そこに「典型的なテロリスト」
という表象が加味される。すなわち、「ムスリムのよ
うに見える（Muslim-looking）」という語のうち、効
力を有する（operative word）のは、「ムスリム」とい
う語ではなく、「ように見える」という語である 19。
このAhmadの説明は、司法省監察総監部（Offi ce 

of Inspector General）の報告書 20（以下、OIG報告書）
とも符合する。2003年 4月の報告書によれば、9・
11に関係があるとして拘禁されている762名のうち、
254名（33%）がパキスタン人であり、111名がエジ
プト人、そして、トルコ人、ヨルダン人、イエメン人、
インド人、サウジ・アラビア人、モロッコ人、チュニ
ジア人、シリア人と続く21。また、2003年7月の報告書、
2004年9月の報告書では、Ahmadがいうところの「ム
スリムのように見える」という概念に該当するような
人々に対するFBIや INSの官吏による人権侵害の事例
が列挙されている 22。

Iqbal事件は、このローカルな「対テロ戦争」の一
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事例である。

Ⅲ. Ashcroft v. Iqbal事件

1. 事実の概要

2001年9月11日のテロリストによる攻撃の後、FBI
および司法省のその他の機関は、攻撃者を発見し、さ
らなる攻撃を阻止するために広範囲におよぶ調査を
開始した。FBIはこの任務に多くの人員を割き、9月
18日までには、「FBIに96,000以上もの秘密情報や潜
在的手がかりが寄せられた」23。続く数ヶ月間、FBI
は、9月11日の攻撃、または、より一般的にテロリ
ズムと関係があると疑われる1,000名以上の人々を尋
問した 24。そのうち 762名は不法入国（immigration 
charges）につき抑留され、184名は「高度な利益を有
する（of ‘high interest’）」グループとして取り調べら
れることとなった 25。高度な利益を有する者であると
決定された被拘禁者は、一般の囚人や外界との接触を
遮断された制限的な状態において抑留された 26。
本件の原告たるEhab Elmaghrabyはエジプト国民

のムスリム、Javaid Iqbalはパキスタン国民のムスリ
ムである 27。Elmaghrabyは、2001年9月30日、偽造
物の製造および取引につき逮捕され、2002年2月13
日に有罪を認め、2002年 7月 22日に 24ヶ月間の自
由刑を言い渡された 28。Iqbalは、2001年 11月 2日、
FBIおよび INSの官吏によって、合衆国に対する虚
偽（defraud）の共同謀議および身分証明書に関する
詐欺につき逮捕され 29、2002年4月22日に有罪を認
め、2002年9月17日に16ヶ月間の自由刑を言い渡さ
れた 30。彼らは、これらの罪についての審理の係属中
に、ニュー・ヨーク市ブルックリンのメトロポリタン
拘禁センター（Metropolitan Detention Center: MDC）
に収容された。彼らは、2001年9月11日のテロ攻撃
の調査に「高度な利益」を有する者であると決定さ
れ、メトロポリタン拘禁センター内のADMAX SHU
（Administrative Maximum Special Housing Unit）（最
高度特別監禁房）として知られるセクションに置か
れることとなった 31。ADMAX SHUは連邦刑務所統
制局（Federal Bureau of Prison）の下で許容される
最大警備体制をとっている。ADMAX SHUの被拘禁
者は、1日のうち23時間は独居房において監禁され、
独居房から外に出る1時間は4名の看守の同行の下、
手錠および足枷をはめられた 32。Elmaghrabyは、メ
トロポリタン拘禁センターにおいて拘禁されていた
2001年10月1日から2002年8月28日までの期間のす
べてをADMAX SHUにおいて監禁された。Iqbalは、

2002年 1月 8日に一般房（general population）から
ADMAX SHUに移され、2002年7月末までの期間を
ADMAX SHUにおいて監禁された後に再び一般房に
戻された 33。2003年1月15日、Iqbalはメトロポリタ
ン拘禁センターから解放され、その後、パキスタンへ
と送還された 34。

2004年5月、彼らは、前司法長官 John Ashcroftお
よびFBI長官Robert Muellerら34名の現職ないし前
職の連邦官吏および19名の身元不詳の（“John Doe”）
看守を相手どって、ニュー・ヨーク州東部地区連邦
地方裁判所に訴えを提起した 35。原告は、合衆国憲法
第1修正、第4修正、第5修正、第6修正、第8修正に
反するとしてBivens請求 36を提起するとともに、外国
人不法行為法（Alien Tort Statute: ATS）、信教の自由
回復法（Religious Freedom Restoration Act: RFRA）、
合衆国法典第42編§1985（3）（市民的権利剥奪の共
同謀議）、連邦不法行為請求法（Federal Tort Claims: 
FTCA）の下での請求を提起している。
彼らは次のような請求を提起している :

1 メトロポリタン拘禁センターの刑務所長およ
びその他の看守は、ADMAX SHUにおける監禁
状態、ならびにそのような状態を改善する措置を
とらなかったことにつき、第5修正上のデュー・
プロセスの権利を侵害した。
2 Ashcroft、FBIの官吏、刑務所統制局の官吏、
メトロポリタン拘禁センターの刑務所長およびそ
の他の看守は、継続的な行政拘禁を争う機会を原
告に与えることなくADMAX SHUにおいて監禁
するという政策につき、第5修正上のデュー・プ
ロセスの権利を侵害した。
3-4 メトロポリタン拘禁センターの前刑務所長
Dennis Hastyおよびその他の看守は、原告が受け
た意図的な殴打、ならびにそれら殴打を防止する
措置をとらなかったことにつき、第5修正上のデ
ュー・プロセスの権利を侵害し、残虐かつ異常な
刑罰を禁ずる第8修正に反した。
5 Hastyおよびメトロポリタン拘禁センターの
その他の看守は、原告が弁護人を利用することを
妨害するという政策につき、第6修正上の弁護人
の援助を受ける権利を侵害した。
6-7 メトロポリタン拘禁センターの医療補助者
（physician's assistant）Nora Lorenzoおよびその
他の看守は、十分な健康診断および医療を否定し
たことにつき、第5修正上のデュー・プロセスの
権利を侵害し、残虐かつ異常な刑罰を禁ずる第8
修正に反した。
8 メトロポリタン拘禁センターの刑務所長およ
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びその他の看守は、ADMAX SHUにおける監禁
状態、ならびにそのような状態を改善する措置を
とらなかったことにつき、残虐かつ異常な刑罰を
禁ずる第8修正に反した。
9 前刑務所統制局長官Kathleen Hawk Sawyer、
メトロポリタン拘禁センターの刑務所長およびそ
の他の看守は、不合理な衣類の剥奪や体の穴の検
査に服せしめるという政策、ならびにそのような
政策を改善する措置をとらなかったことにつき、
不合理な捜索を禁ずる第4修正に反した。
10 メトロポリタン拘禁センターの刑務所長およ
びその他の看守は、原告の宗教上の慣行を妨害す
るという政策、ならびにそのような政策を改善す
る措置をとらなかったことにつき、第1修正上の
信教の自由の権利を侵害した。
11 Ashcroft、FBIの官吏、刑務所統制局の官吏、
メトロポリタン拘禁センターの刑務所長およびそ
の他の看守は、原告の宗教的信条を理由として厳
しい監禁状態に服せしめるという政策、ならびに
そのような政策を改善する措置をとらなかったこ
とにつき、第1修正上の権利を侵害した。
12 すべての被告は、原告の人種を理由として厳
しい監禁状態に服せしめるという政策、ならびに
そのような政策を改善する措置をとらなかったこ
とにつき、平等保護を受ける権利を侵害した。
13 すべての被告は、原告の宗教的信条を理由と
して厳しい監禁状態に服せしめるという政策、な
らびにそのような政策を改善する措置をとらなか
ったことにつき、原告の宗教上の慣行に実質的な
負担を課しており、信教の自由回復法に違反した。
14 メトロポリタン拘禁センターの刑務所長およ
びその他の看守は、原告の宗教的道具を没収し、
日常の祈りを恒常的に妨害し、金曜日の共同の祈
り（Friday communal prayers）を利用することを
否定するという政策、ならびにそのような政策を
改善する措置をとらなかったことにつき、信教の
自由回復法に違反した。
15 Hastyおよびメトロポリタン拘禁センターの
その他の看守は、原告の宗教的信条を理由として
容赦なく殴打し、言葉によって虐待し、ならびに
そのような虐待を改善する措置をとらなかったこ
とにつき、原告の宗教上の慣行に実質的な負担を
課しており、信教の自由回復法に違反した。
16-17 被告ら（various defendants）は、原告
の宗教的信条、人種、出身国（national origin）
を理由として法の平等な保護、平等な特権および
免除を奪うことに同意したことにつき、合衆国法
典第42編§1985（3）に違反した。（1）とりわ

け、AshcroftおよびMueller、刑務所統制局の官
吏、メトロポリタン拘禁センターの刑務所長は、
デュー・プロセスなしに、原告を不必要で厳しい
監禁状態に服せしめることに同意した。（2）とり
わけ、刑務所統制局の官吏、メトロポリタン拘禁
センターの刑務所長は、原告を不必要で極端な衣
類の剥奪や体の穴の検査に服せしめることに政策
上の問題として同意した。（3）メトロポリタン
拘禁センターの刑務所長およびその他の看守は、
ElmaghrabyがADMAX SHUに収容されている
間、彼の宗教上の慣行に実質的な負担を課すこと
に同意した。
18-20 Iqbalが受けた殴打、ならびにそのよう
な殴打を防止しなかったこと、医療過誤、彼に継
続的な極度の心理的苦痛をもたらした残酷な行為
は、不法行為を構成し、連邦不法行為請求法に
基づき、Iqbalは補償的損害賠償（compensatory 
damages）を求めることができる。
21 原告が受けた残酷な、非人道的な、品位を傷
つける待遇は国際法に違反するものであり、外国
人不法行為法の下、原告はすべての被告に対して
損害賠償を求めることができる。37

彼らは、以上の21の訴訟原因（cause of action）に
おいて、逮捕ないしメトロポリタン拘禁センターの
一般房（general prison population）における監禁に
ついては争っておらず、むしろ、その訴訟原因は、
ADMAX SHUにおいて監禁されていた間の彼らに対
する待遇に集中している 38。

2. 連邦地裁判決

証拠開示（discovery）に先立ち、被告Ashcroftお
よびMullerは、連邦民事訴訟規則第 12条（b）（6）
に基づき、原告Elmaghrabyおよび Iqbalの訴えを却下
するよう求めた。第12条（b）（6）の下、被告は、原
告の訴状において「救済が認められることを示す請
求が述べられていない（failure to state a claim upon 
which relief can be granted）」ことを理由として訴え
の却下を求めることができる。一方、第8条（a）（2）
は、訴状には、「訴答者が救済を受ける権利を有す
ることを示す、請求の簡潔で平易な陳述（short and 
plain statement of the claim showing that the pleader is 
entitled to relief）」含まれていなければならないと規
定している。AshcroftおよびMullerは、限定的免除
（qualifi ed immunity）の抗弁を行い、明白に確立した
憲法上の権利を侵害する行為に彼らが関与したという
立証は十分になされてはいないと申し立てた。
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2005年9月27日、ニュー・ヨーク州東部地区連邦
地裁のGleeson裁判官は被告の申立を否定する判断を
下した。連邦地裁は、「第12条（b）（6）の下での却
下の申立を審理するにあたっては、連邦裁判所は、訴
状における事実の主張を真実として受け入れ、すべて
の合理的推論を原告を利するように解釈することを要
求される」39として、Conley v. Gibson判決 40（以下、
Conley判決）の基準に従い、「却下が認められるの
は、救済を受ける権利を有することを示すに際し、原
告が、その請求を支持するいかなる事実も示してはい
ない（prove no set of facts）ことが疑いもなく明らか
である場合に限られる」41とする。この基準を適用し、
連邦地裁は、AshcroftおよびMullerの限定的免除の
抗弁を否定した。連邦地裁によれば、「我々の国に特
有の複雑な法の執行（law enforcement）および2001
年9月11日の攻撃の結果として［もたらされた］安
全保障上の難問（security challenges）によって、憲
法上の権利の侵害に対する救済を排除することが許さ
れることはない。このことは、争われている行動が生
じた文脈はまったく無関係であるということを意味す
るのではない。むしろ、その状況において官吏の行動
がその当時の法に照らし明らかに不法である場合を除
いて、限定的免除の基準は、文脈を考慮して官吏を責
任から免れせしめるものである。しかしながら、限定
的免除の基準は、司法長官が国家安全保障の役割を果
たすにあたり、その責任（personal liability）の一切
を軽視することを許すものではない」42。連邦地裁は、
2003年4月のOIG報告書を参照し、「9・11後の文脈
は、被告が拘禁政策の立案および（and/or）実行に関
与したとする原告の主張を支持する」43として、「原告
は、被告の関与についての証拠開示を認めるのに十分
な事実を主張している」44と判示した。

3. 連邦控訴裁判決

連邦地裁判決後、Elmaghrabyは30万ドルの支払で
合衆国と和解した 45。AshcroftおよびMuellerは、付
随的命令の法理（collateral-order doctrine）を援用し、
第2巡回区連邦控訴裁判所に中間上訴（interlocutory 
appeal）請求を提起した。

2007年 6月 14日、連邦控訴裁もAshcroftおよび
Muellerの却下の申立を否定する判決を下した 46。本件
を担当した裁判官は、Newman裁判官、Cabranes裁判官、
Sack裁判官である。Newman裁判官が法廷意見を執筆
し、Cabranes裁判官およびSack裁判官のいずれもこれ
に同調している。なお、Cabranes裁判官が同意意見を
書いている。
この上訴の係属中に、連邦最高裁がBell Atlantic 

Corp. v. Twombly判決 47（以下、Twombly判決）を下
し、Conley判決の基準を否定したために 48、連邦控訴
裁は、訴状が請求の却下を求める申立に耐え得るか
否かを判断する基準は「相当に不確か（considerable 
uncertainty）」49であるとして、本件におけるTwombly
判決の適用可能性を検討することとなった。そして、
Twombly判決は、「事実訴答を高める一般的な基準
（universal standard of heightened fact pleading）」を
要求してはいないが、「柔軟な妥当性の基準（fl exible 
‘plausibility standard’）を要求しており、訴答者
（pleader）は、請求を妥当なものとするために詳述が
必要とされる文脈において、いくらかの事実的主張を
詳細に展開しなければならない」と結論づけた 50。
却下の申立を否定する連邦地裁命令に対する上訴に
おいて、被告は、その根拠を限定的免除に求めている。
連邦控訴裁は、被告の限定的免除の抗弁を、①原告は
明らかに確立した権利の侵害を主張してはいない、②
原告は争われている行動に被告が個人的に関与したこ
とを十分に主張してはいない、③原告の主張はあまり
にも確証のないものである、④被告の行動は客観的に
みて合理的であったという4点に整理する。そして、
被告の限定的免除の抗弁は、9・11の攻撃の直後とい
う文脈は被告の立場にとって有利な（favorably）判
断材料となると主張するものであると指摘する 51。し
かし、連邦控訴裁は事態の重大さや緊急時における例
外を認めつつも、「原告が主張する権利の多くは状況
によって変化するものではなく、不必要に厳しい監禁
状態、過大な力の行使、人種ないし宗教を理由とする
差別［は認められない］。・・・それらの権利はすべて
9・11より以前に明らかに確立しており、［9・11とい
う］恐ろしい出来事の直後であってもなお明らかに確
立したままである」52と述べた。
そして、被告AshcroftおよびMuellerについて、連

邦控訴裁は、「司法省の高官が、9・11の直後にニュ
ー・ヨーク市地域において連邦の官吏によって逮捕さ
れた者の拘禁に関する政策を認識しており、それらの
政策の実行について知っており、黙認し、ないしは（or 
otherwise）個人的に関与していたと信ずるのは妥当
である」と判示した 53。とりわけ、人種、民族（ethnic）、
宗教に基づく差別についての請求を検討するにあた
り、連邦控訴裁は、AshcroftおよびMuellerは差別を
黙認し、同意したという Iqbalの主張は、「これらの高
官は、9・11の直後に、連邦法の下での罪につきニュ
ー・ヨーク市地域で逮捕され、「高度な利益」を有す
る者であると決定された者の監禁に対処する政策の立
案（formulation）および実行に関係していたという
蓋然性（likelihood）を理由として」、これ以上の「補
完的な事実（subsidiary facts）」を主張せずとも妥当
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性の基準を満たすものであると述べた 54。
なお、Cabranes裁判官はその同意意見において、
本件の結果、連邦政府の国家安全保障プログラムおよ
び政策によって損害を受けたとして、連邦の官吏に対
してさらなる訴えが提起された場合に、連邦地裁の裁
判官が証拠開示手続を十分に処理できるかどうかにつ
いての懸念を表明した 55。

4. 連邦最高裁判決

連邦最高裁における本件の争点は、刑務所における
厳しい待遇が憲法上の権利を侵害するものであるか否
かという問題ではなく、被上訴人（連邦地裁における
原告）は、もしそれが真実であるならば、確立した憲
法上の権利を上訴人らによって侵害されたという事実
を主張したか否かというより限定的な問題である。

2009年5月18日、連邦最高裁は原判決を破棄し、
本件を差し戻した。
裁判官の判断は 5対 4に分かれ、Kennedy裁判官
が法廷意見を執筆し、これにRoberts首席裁判官、
Scalia裁判官、Thomas裁判官、Alito裁判官が同調し
ている。Souter裁判官の反対意見にはStevens裁判官、
Ginsburg裁判官、Breyer裁判官が同調している。なお、
Breyer裁判官はSouter裁判官の反対意見に加わると
ともに自身も反対意見を書いている。

Iqbalの主張のうちここで関係するのはただ一点の
みである 56。訴状において Iqbalは、上訴人Ashcroft
およびMuellerが Iqbalを彼の人種、宗教、出身国
（national origin）を理由として高度な利益を有する
者であると決定したことは、第1修正および第5修正
に反すると主張する 57。訴状によれば、「被告Mueller
の指揮の下、［FBIは］9月11日の事件を調査するな
かで何千人ものアラブ・ムスリムを逮捕および拘禁
し」、さらに、「9・11後の被拘禁者をFBIが『許可す
る（cleared）』まで高度に制限的な監禁状態において
抑留するという政策は、2001年9月11日から数週間
以内に被告AshcroftとMuellerによる審議において是
認されたものである」という 58。Iqbalは、「Ashcroft
およびMuellerはそれぞれ、彼を厳しい監禁状態に服
せしめることを知っており、それを黙認し、意図的
に（willfully and maliciously）同意しており、これら
は刑務所を管理する上での正当な利益によるもので
はなく、ただ彼の宗教、人種、出身国のみを理由と
する政策上の問題としてなされたものであった」と
断定する 59。そして、Iqbalは、Ashcroftをこの政策
の「主要な立案者（principal architect）」として名指
しし、Muellerをこの政策の「採用（adoption）、普
及（promulgation）、実行（implementation）の媒介者

（instrumental）」とみなしている 60。

（1）付随的命令の法理による上訴

Iqbalは連邦控訴裁において、連邦控訴裁が請求の
却下を求める申立てを否定する連邦地裁の命令を維持
する事物管轄権（subject-matter jurisdiction）を有す
るか否かについて争っているが、連邦控訴裁がこの問
題について議論することはなかった。連邦最高裁はこ
の問題を黙過することはできないとして、その職権に
おいて、まず初めにこの問題に言及する 61。事物管轄
権は、没収されるないし放棄されることの許されるも
のではなく、相当に疑いがある場合には検討されなけ
ればならない 62。Iqbalは、請求の却下を求める申立
てを否定した連邦地裁の命令は、付随的命令の法理の
下、上訴できるものではないと主張したが、連邦最高
裁はこれに同意しなかった 63。
いくらかの例外はあるものの、連邦議会は、連邦控
訴裁に「連邦地裁のすべての終局決定からの上訴管
轄権」を与えている 64。制定法は終局性を要求してお
り、「中間上訴は例外であって原則ではない」65が、「す
べての判決前命令の審査」が妨げられるわけではな
い 66。付随的命令の法理の下、「終局判決が下されて
はいなくとも」、ある一定の限定的な連邦地裁の命令
については上訴が認められるのである 67。
連邦最高裁は、政府の官吏の限定的免除の請求を否
定する連邦地裁の決定は、「終局判決が下されてはい
なくとも」、上訴可能な限定的類型の範囲内のものと
することができるという 68。「なぜならば、・・・限定
的免除は、責任に対する抗弁であると同時に、法廷に
立つことないし訴訟のその他の負担に直面することを
免れせしめるための限定的な権利（entitlement）であ
るからである。もしそれが『法的な問題として決せら
れる（turns on an issue of law）』のであれば、限定的
免除を否定する連邦地裁の命令は、被告に、『概念上、
原告の請求の実体的事項とは異なる』証拠開示責任
（burden of discovery）を負わせることを『最終的に
決定する』ものとなり、終局判決からの上訴において
は実質上審査することができないものとなるだろう」
69。そして、連邦最高裁は、「限定的免除の文脈にお
ける付随的命令の法理の適用可能性は十分に確立して
おり、連邦最高裁は、慎重にも、請求の却下を求める
申立の手続段階において限定的免除を否定する連邦地
裁の命令は、合衆国法典第28編§1291の意味におけ
る『終局決定』であると述べてきた」70ことを確認する。
以上より、連邦最高裁は、限定的免除の抗弁を否定
する連邦地裁の命令は「即時的上訴に服する」終局決
定であり、本件において連邦控訴裁は上訴管轄権を有
していたと結論づけた 71。
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（2）訴状において必要とされる要素

連邦最高裁は、Twombly判決において連邦最高裁が
最初に訴状によって示された反トラストの原則につい
て議論することが必要であるとしたことに照らし、本
件においては、「限定的免除の抗弁を主張する権利を
有する官吏に対して、憲法に違反する差別についての
請求を提起するにあたって原告が主張しなければなら
ない要素を書き記すことから始める」72とする。本件
における連邦最高裁の理由づけは、Twombly判決に始
まりTwombly判決に終わる。すなわち、連邦最高裁
によれば、「我々のTwombly判決は『すべての民事訴訟』
における訴答の基準を解釈したのであって、［この基
準は］反トラスト訴訟に限らず、差別の訴訟において
も適用される」73という。
次に、連邦最高裁は、当事者によって争われてはい
ない点について言及する。連邦最高裁はBivens判決
において、「市民の憲法上の権利を侵害したとして連
邦の官吏に対する黙示の私的損害賠償請求訴訟を提
起することを初めて認めた」74。ここで、Bivens請求
が憲法上のいかなる権利に拡張されるのかについて
は議論があるものの、しかしながら、上訴人Ashcroft
およびMuellerがこの点について争ってはいないこと
から、連邦最高裁は、「決定することなしに（without 
deciding）」、被上訴人 Iqbalの第1修正についての請求
はBivens請求の下で提起することのできるものであ
るとみなした75。第二に、連邦最高裁は、「確立した我々
の先例に基づき、代位責任（respondeat superior）の
理論の下、政府の官吏は、その部下（subordinate）に
よる憲法上の権利を侵害する行為につき責任を負うも
のではないということは被上訴人も正しく認めてい
る」76ことを確認した。この2点から、連邦最高裁は、
「Bivens訴訟ないし合衆国法典第42編§1983の訴訟
においては代位責任（vicarious liability）は適用不可
能であることから、原告は、それぞれの政府の官吏た
る被告が、その自らの個人的な行動によって憲法上の
権利を侵害したことを主張しなければならない」77と
して本件の争点を整理する。
そして、「Bivens請求における違反を認定するにあ

たって必要となる要素は、憲法上のいかなる規定が問
題となるかによって異なる」として、連邦最高裁は、
「我々の決定が明らかにするように、第1修正および
第 5修正に違反する差別（invidious discrimination）
についての請求においては、原告は被告の差別的意
図（discriminatory purpose）を立証し、主張しなけ
ればならない」と述べる 78。ここで、「意図的な差別
（purposeful discrimination）であるというためには、
『意思作用（volition）としての意図ないし結果の認識
（awareness of consequences）としての意図』以上の

ものが要求される」79。連邦最高裁はこの基準を本件
の Iqbalの訴状における事実の主張に適用し、「被上訴
人［Iqbal］は、上訴人［AshcroftおよびMueller］が
中立的な取り調べ上の理由のためではなく、人種、宗
教、出身国を理由として差別することを目的として、
本件で問題となっている拘禁政策を採用、実行したと
いうことを立証するのに十分な事実を主張しなければ
ならない」80とする。
したがって、連邦最高裁は、「『代位責任（supervisory 

liability）』の理論の下、AshcroftおよびMuellerは、
その部下が被拘禁者の分類を決定するにあたって差別
的基準を用いたことを知っており、それを黙認したこ
とにつき責任を有するという」Iqbalの主張を否定し、
「§1983の訴訟ないしBivens請求においては、『代位
責任（supervisory liability）』という語を用いること
は誤りであり、・・・その部下による憲法に反する差
別につきBivens責任を負わせるためには、［それを］
知っていたこと（knowledge）ではなく、［Ashcroft
およびMueller自身がその違法行為を］意図していた
こと（purpose）が要求される」81と判示した。

（3）訴状における主張の妥当性

被上訴人 Iqbalの訴状を検討するに先立ち、連邦最
高裁はTwombly判決の基準を詳らかにする。連邦民
事訴訟規則第8条（a）（2）項の下、訴状には「訴答
者が救済を受ける権利を有することを示す、請求の
簡潔で平易な陳述（short and plain statement of the 
claim showing that the pleader is entitled to relief）」が
含まれていなければならない。Twombly判決によれ
ば、「訴答規則第8条が示す訴答の基準においては『事
実的主張の詳述』が要求されているわけではないが、
簡素な記述以上のもの、被告により不法に損害を受
けたという起訴事実が要求されている」82。そして、
「請求の却下を求める申立てに耐え得るためには、訴
状は、真実として受け入れられたならば、『救済のた
めの文面上明らかに妥当な（plausible on its face）請
求を述べる』事実的事項を含んでいなければならな
い。・・・妥当性の基準は『蓋然性の要求（probability 
requirement）』と類似のものではないが、妥当性の基
準においては被告が不法に行動したというまったくの
可能性以上のものが求められる」83。
連邦最高裁は、「Twombly判決においては、2つの
作用原理（working principles）が基礎となっている」
とする 84。第一に、「裁判所は訴状に含まれるすべて
の主張を真実として受け入れなければならないとい
う教義（tenet）は、法的結論に適用することのでき
るものではない。訴訟原因についての単なる推論に過
ぎない陳腐な説明（threadbare recitals）では十分では



118

3 2010.3

ない」85。第二に、「請求の却下を求める申立てに耐え
得るのは、妥当な請求を提起する訴状のみである」86。
連邦最高裁によれば、「訴状が救済のための妥当な請
求を提起しているか否かを決定するのは、文脈に特有
の作業（context-specifi c task）であり、これを審査す
る裁判所は司法的経験および良識（judicial experience 
and common sense）を生かすことを要求されるであ
ろう」87。連邦最高裁が提示したこのTwombly判決の「2
つのアプローチ（two-pronged approach）」88は、次の
ように整理することができる。

① 「法的結論（legal conclusion）」には真実の推
定（assumption of truth）が与えられることはない。
② 法的結論は訴状の枠組を提供するが、それは
事実的主張（factual allegations）によって支持さ
れていなければならない。事実的主張が十分にな
されている（well-pleaded）場合には、裁判所は
それを真実であるとみなし、それらが妥当に救済
の権利を生ぜしめるものであるか否かを決定する
ことになる。89

さらに加えて、連邦最高裁は、訴状段階における判
断は、「証拠開示手続における制御（controls）」によ
って決まるものではなく 90、「政府の官吏たる被告が
限定的免除の抗弁を行う権利を有するような訴訟に
おいては」、とりわけ、「［証拠開示手続における］慎
重な事件処理アプローチ（careful-case-management 
approach）」を否定することが重要であると述べる 91。
以上の「Twombly判決における第 8条の解釈

（construction）」（①および②）を Iqbalの訴状に適用
し、連邦最高裁は、彼の訴状は、「『あり得るものか
ら妥当なものへと線を越えて（across the line from 
conceivable to plausible）』、差別についての『［彼の］
請求を進める（nudged [his] claims）』ものではない」
と結論づけた 92。
まず、Iqbalは、AshcroftおよびMuellerはそれぞれ、

彼を厳しい監禁状態に服せしめることを知っており、
それを黙認し、意図的に同意しており、これらは、刑
務所を管理する上での正当な利益によるものではな
く、ただ彼の宗教、人種、出身国のみを理由とする政
策上の問題としてなされたものであって、「Ashcroft
はこの政策の『主要な立案者』であり、Muellerは
この政策を採用し、実行する『媒介者』であったと
主張する。しかし、連邦最高裁によれば、これは
Twombly判決における共同謀議と同様に「単なる主張
（bare assertions）」であって、「要素のありふれた列挙
（formulaic recitation of the elements）」にすぎない 93。
すなわち、Iqbalは、「［AshcroftおよびMueller］は、

ある特定の集団に対して敵意ある効果がもたらされる
『にもかかわらず（in spite of）』政策を採用したとい
うことのみならず、ある特定の集団に対して敵意ある
効果をもたらす『ために（because of）』政策を採用し
たということ」を主張しなければならない 94。したが
って、連邦最高裁は、Iqbalの主張は「確証のないも
の（conclusory）」であって、真実であるとみなすこ
とはできないと判示した 95。
次に、Iqbalは、「被告Muellerの指揮の下、［FBI

は］9月11日の事件を調査するなかで何千人ものアラ
ブ・ムスリムを逮捕および拘禁し」、さらに、「9・11
後の被拘禁者をFBIが『許可する（cleared）』まで高
度に制限的な監禁状態において抑留するという政策
は、2001年9月11日から数週間以内に被告Ashcroft
とMuellerによる審議において是認されたものである」
と主張する。しかしながら、連邦最高裁は、「よりふ
さわしい説明（more likely explanations）」を加えた
ならば、これらの主張は妥当ではないと判示した。

9月11日の攻撃は、アル・カイダというイスラム
原理主義集団に通ずる19名のアラブ・ムスリム
のハイジャック犯によって行われたものであっ
た。アル・カイダはOsama bin Ladenというアラブ・
ムスリムによって率いられており、その大部分は
彼を信奉するアラブ・ムスリムによって構成され
ている。政策の目的がアラブないしムスリムを標
的とするものではなかったとしても、攻撃に関係
があると疑われる個人を逮捕および拘禁すること
を法執行官に指示する正当な（legitimate）政策が、
まったく異なる（disparate）、偶発的な（incidental）
影響をアラブ・ムスリムにもたらしたとしても
驚くべきことではない。被上訴人［Iqbal］が主
張する事実において、合衆国に違法に所在し、テ
ロリストの行為を行った者と潜在的なつながり
（potential connections）を有していた外国人を拘
禁するにあたって、Muellerに差別的意図がなか
ったのであれば、Muellerが監督していた逮捕は
合法なものとして正当化されるであろう。96

また、連邦最高裁は、訴状において事実の主張が十
分になされ、Iqbalの逮捕が憲法に反する差別の結果
によるものであると推定することができるとしても、
Iqbalは、「上訴人［AshcroftおよびMueller］が、9・
11後の被拘禁者を人種、宗教、出身国を理由として
『高度な利益』を有する者に分類する政策を意図的に
採用したことを妥当に立証する事実」を主張してはい
ないと判示した 97。連邦最高裁によれば、Iqbalが主
張しているのは、AshcroftおよびMuellerが9・11後
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の被拘禁者をFBIが「許可する（cleared）」まで高度
に制限的な監禁状態におくことを是認する政策を採
用したことのみであって、Iqbalの「訴状は、上訴人
［AshcroftおよびMueller］が人種、宗教、出身国を理
由として意図的に被拘禁者をADMAX SHUに収容し
たということを立証していないばかりか、ほのめかし
てもいない」98。そして、連邦最高裁の理解するとこ
ろ、「［Iqbalの訴状が］妥当に示しているのは、破壊
的なテロリストの攻撃の結果として、国の最高位の法
執行官ら（Nation’s top law enforcement offi cers）が、
テロリストの疑いのある者をテロリストの活動と関係
がないと判断されるまで可能な限りもっとも安全な状
態において抑留しようとしたということのみであり」、
Iqbalはそのような「動機（motive）」が憲法に反する
と主張してはおらず、主張できるものでもないとい
う 99。

Iqbalはこの動機についても、連邦民事規則第9条の
下、AshcroftおよびMuellerの差別的意図について「一
般的に（generally）」主張することができると反駁し
たが、連邦最高裁は、この主張は「事実の文脈を参照
しない限り」確証のないものであるとして、第8条は、
原告がいわゆる「一般的な主張（general allegation）」
を行うことを認めてはいないと述べた 100。
なお、連邦最高裁は、下級の官吏については本件の

当事者ではないとして判断を留保した 101。

Ⅳ. Ashcroft v. Iqbal判決の分析

1. 訴答

英米法の伝統たるコモン・ロー訴訟方式（common 
law forms of action）の下でのコモン・ロー訴答
（common law pleading）においては、訴訟の告知、事
実の提示、争点形成などがすべて訴答の目的とされて
いたために、非常に技術的な手続が定められ、引受訴
訟、動産侵害訴訟、特殊主張侵害訴訟などの訴訟方式
において原告はそれぞれに応じた法的な定型文言を用
いて細かく主張することを求められた 102。
このように厳格で複雑なコモン・ロー訴答に対す

る反発から、David Dudley Field により起草された
1848年のニュー・ヨーク州民事訴訟法典（いわゆる
Field法典）や1912年の連邦エクイティ規則（Federal 
Equity Rules）など19世紀の典型的な民事訴訟法典は
訴答の機能を訴訟の告知と事実の提示に限定し、「そ
れぞれの訴訟原因を構成する事実の平易で簡明な陳
述」のみを要求するようになった 103。そして、裁判官
はこの規定における「事実」とは「基本的事実（ultimate 

facts）」であって、「法的結論（conclusions of law）」
や「証拠的事実（evidentiary facts）」ではないと解し
た 104。原告はその訴状において「基本的事実」のみ
を主張すればよく、その「事実」に法を適用するのは
裁判所の任務であるとされたのである。しかしなが
ら、この民事訴訟法典のアプローチには疑問が突きつ
けられることとなった。このアプローチにおいては、
「平易でありのままの現実の事実（dry, naked, actual 
facts）」は、そこに適用される法原則ないしそこから
生ずる法的権利や法的義務から切り離して陳述する
ことができるはずであるという推定が働いている 105。
この推定に対して、Walter Wheeler Cookは、「事実の
陳述」と「法的結論」との間には明らかな「科学的相違」
が存在するという推定は実際上存在し得るものではな
いと反論した 106。Cookによれば、実際の経験を抽象
化および分類するという過程を経ることなくして事実
を陳述することはできず、訴訟である以上、当然のこ
ととして「事実の陳述」は法的概念を必要とする 107。
すなわち、「事実の陳述」と「法的結論」との間には
「論理的相違」は存在せず、相違があるとすればそれ
は事実の特定性の程度である108。Cookは、したがって、
訴状においてどのような事実を主張すれば認められ、
どのような事実を主張するだけでは認められないのか
という基準は、「公平性および便宜性の概念に基づき」、
訴答制度の目的に照らして判断されるべきであるとし
た 109。
このような批判を受け、1938年に採択された連邦
民事訴訟規則は、訴答手続の簡素化を徹底させ、もは
や訴答には告知機能さえあればよく、事実の提示機能
も不要とした110。連邦民事訴訟規則第8条（a）（2）は、「事
実」という語を用いることなく、訴状には、「訴答者
が救済を受ける権利を有することを示す、請求の簡潔
で平易な陳述（short and plain statement of the claim 
showing that the pleader is entitled to relief）」が含ま
れていなければならないとのみ規定することで「事実」
と「法的結論」との間の相違を解消したのである。こ
の告知訴答（notice pleading）の下では、事実の提示
機能および争点形成機能は後の証拠開示手続に委ねら
れ、救済の請求を提起するにあたって、訴答者は請求
の合理的な告知を求められるが、具体的事件に関する
請求の記載においては相当の自由が与えられる 111。告
知訴答の目的は、請求の実体的事項についての訴訟に
焦点を当て 112、請求の性質および基礎ないし根拠を相
手方に公正に告知することにある 113。例えば、過失事
件についての訴答では、連邦民事訴訟規則附属の定型
11の例に倣って次のように主張すれば十分である 114。

いつ、どこで、原告に対して被告が自動車を運転
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するにあたって過失があった。
On date, at place, the defendant negligently drove 
a motor vehicle against the plaintiff.

もし、訴状にこのような主張が十分に記載されて
いない場合には、第 12条（b）（6）に基づき、「救
済が認められることを示す請求が述べられていな
い（failure to state a claim upon which relief can be 
granted）」として、その訴えは却下される。

2. 連邦最高裁の先例

（1）Conley v. Gibson判決

連邦民事訴訟規則における訴答について、もっと
も早く言及した事件の一つがConley v. Gibson判決 115

である。Conley判決は、告知訴答の下で訴訟当事者
が従うべき訴答の基準をもっとも直截に表現してい
る 116。Conley判決において連邦最高裁は、市民的権
利の侵害を主張する訴状における十分性について議論
した。連邦最高裁は、原告の主張を検討するにあたっ
て、裁判所は、訴状の「却下が認められるのは、救
済を受ける権利を有することを示すに際し、原告が、
その請求を支持するいかなる事実も示してはいない
（prove no set of facts）ことが疑いもなく明らかであ
る場合に限られる」という原則を適用しなければなら
ないと判示した 117。この基準を提示することで、連
邦最高裁は、訴答規則に則ることは、「弁護人の一つ
の踏み誤りが結果にとって決定的となるような技術の
駆け引き」を意味するものではなく、「訴答の目的は、
実体的事項において適切な決定を下すことを容易にす
ることにある」ということ強調する 118。Conley判決
は、新しく定められた連邦民事訴訟規則の訴答では告
知機能のみが必要とされていることを基礎においてい
る 119。この告知訴答基準の下では、原告はただ請求の
基本的な告知のみを主張すればよい。
このConley判決の「いかなる事実も示してはいな

い」という文言は、連邦裁判所が、連邦民事訴訟規則
第12条（b）（6）に規定される却下の申立を審理する
にあたって長らく参照されてきた。

（2）Bell Atlantic Corp. v. Twombly判決

Twombly事件は、シャーマン法§1の下、合衆国の
4つの最大通信会社に対して提起された反トラストの
クラス・アクションである。原告は、被告が、地域を
分割し、それぞれの市場に入らないことおよびその他
の新規参入に抵抗することについて同意し、新規参入
を阻止したとして、共同謀議を主張した。
連邦最高裁は、訴状は救済が認められることを示

す請求が述べられていないとして、連邦民事訴訟規
則第 12条（b）（6）に基づく却下の申立を認めた。
Souter裁判官が執筆し、6名の裁判官が同調した法廷
意見は、Conley判決の基準に代えて新たに「妥当性
（plausibility）」の基準を提示した 120。

Twombly判決によれば、妥当な請求は「特定の事
実訴答を高める基準を要求するものではない」121が、
妥当性の基準の下では、「法的結論以上のものが要求
され、訴訟原因の要素のありふれた列挙では十分で
はない」122。したがって、却下の申立に耐え得るため
には、原告は、「救済のための文面上明らかに妥当な
（plausible on its face）請求を述べる十分な事実」を主
張しなければならない。そして、訴状のすべての主張
が事実であるという推定の下で、訴状においては推論
にすぎないレベル以上の十分な事実が述べられていな
ければならないとして訴状を却下した 123。

3. 妥当性の基準

Conley判決の下では、裁判所は、連邦民事訴訟規
則第12条（b）（6）に基づいて訴えを却下するという
段階においては、「救済を受ける権利を有することを
示すに際し、原告が、その請求を支持するいかなる
事実も示してはいない（prove no set of facts）ことが
疑いもなく明らかである」かどうかのみを確認すれ
ばよかった。しかしながら、2007年のTwombly判決
は、このConley判決の基準を「［“David Copperfi eld”
に登場する］Micawber」に譬えてあまりにも緩やか
に過ぎるとして批判し 124、「専門家を50年にわたって
悩ませてきた」この有名な記述は引退を求められてい
ると述べた 125。すなわち、この基準に従えば、「請求
の陳述がまったく確証のないものであったとしても、
原告が、『なんらかの［開示されていない］事実』を
後に提示する可能性が残されているならば、原告の
訴えは却下の申立に耐え得ることになり、・・・原告
は、『合理的な根拠のある見込み（reasonably founded 
hope）』を示さずして、訴訟を進めることができるこ
とになる」126という。このような懸念から、Twombly
判決は、「あり得る（conceivable）」請求と「妥当な
（plausible）」請求との間に敷居を設け 127、請求を「妥
当なもの」とするためには、訴状において「十分な事
実的事項（enough factual matter）」が述べられていな
ければならないと判示し、Conley判決の基準に代え
て新たにこの「妥当性の基準」を導入したのである。

Twombly判決において連邦最高裁が、50年間維持
されてきたConley判決の訴答基準を否定したことに
対し、Stevens裁判官は反対意見において、Twombly
判決は、「［妥当性の基準を導入することによる］代価
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（costs）を熟考することなく、［合衆国］の民事訴訟
法の教科書を書き直し、多くの州の訴答規則に疑問を
生ぜしめる」128判決であるとしてその行き過ぎを諫め
た。このTwombly判決の妥当性の基準は、被告に比
して原告に重い負担を果たすことを要求し、裁判所の
扉を狭めるものであるとして多くの論者からの批判に
さらされることとなった 129。
さらに、Stevens裁判官は、「［Twombly判決は、］反

トラストの 3倍賠償（treble-damages）事件におけ
る被告のみを益するものであるのか、それともまた
は、すべての民事訴訟における被告を益するもので
あるのか、その答えは未だ知られざる彼方にある（a 
question that the future will answer）」130と述べた。論
者のなかには、Twombly判決の妥当性の基準は反ト
ラストの事件に限定されるとの見解を示す者も見受
けられた 131。しかしながら、2009年の Iqbal判決は、
「Twombly判決は『すべての民事訴訟』における訴答
の基準を解釈したのであって、［この基準は］反トラ
ストの訴訟に限られるものではない」132ことを明らか
にしたのである。
では、Iqbal判決はこの「妥当性の基準」をどのよ

うに適用したのか。
Iqbal判決は、Twombly判決において示された「妥

当性の基準」を次の「2つの作用原理」からなるアプ
ローチであると捉えている。

① 「法的結論（legal conclusion）」には真実の推
定（assumption of truth）が与えられることはない。
② 法的結論は訴状の枠組を提供するが、それは
事実的主張（factual allegations）によって支持さ
れていなければならない。事実的主張が十分にな
されている（well-pleaded）場合には、裁判所は
それを真実であるとみなし、それらが妥当に救済
の権利を生ぜしめるものであるか否かを決定する
ことになる。

連邦最高裁は、この基準を当てはめ、Iqbalの主張
のうち、AshcroftおよびMuellerはそれぞれ、Iqbalを
厳しい監禁状態に服せしめることを知っており、それ
を黙認し、意図的に同意しており、これらは、刑務所
を管理する上での正当な利益によるものではなく、た
だ彼の宗教、人種、出身国のみを理由とする政策上の
問題としてなされたものであって、「Ashcroftはこの
政策の『主要な立案者』であり、Muellerはこの政策
を採用し、実行する『媒介者』であった」との主張は、
Twombly判決における共同謀議と同様に「単なる主張」
であって、「要素のありふれた列挙」にすぎないとし
た 133。したがって、連邦最高裁は、この主張は「確

証のないもの」であって、真実とみなすことはできな
いと判示した。ここで重要なのは、連邦最高裁は、こ
の Iqbalの主張に「妥当性の基準」を当てはめたわけ
ではないという点である。ここでの判断には、「2つ
の作用原理」の①が働いている。
「妥当性の基準」が登場するのは、Ashcroftおよび

Muellerの差別的意図のくだりである。ここでの判断
には、「2つの作用原理」の②が働いている。連邦最
高裁は、「9月11日の事件を調査するなかで何千人も
のアラブ・ムスリムが逮捕および拘禁された」が、9
月11日の攻撃と国家安全保障の文脈においたとき、
「まったく異なる、偶発的な影響」がアラブ・ムスリ
ムにもたらされたとしても、それだけでは差別的意図
を示すものとして妥当ではないと結論づけている。
さて、ここでTwombly判決に立ち返ったならば、
同様の分析を摘出することができる。Twombly判決は、
足並みをそろえる行動が行われたという、共同謀議
の「単なる主張」では十分ではく、その行動を行うこ
とについての「同意」を立証する「確証のある」主張
を展開しなければならないと述べている。Iqbal判決
が、Twombly判決の「妥当性の基準」を適用したのだ
とすれば、Iqbalの主張は「妥当ではない」として却
下されたのではなく、「確証のないもの」であるとし
て却下されたということになる。Iqbal判決がいうと
ころの「Twombly判決の『2つの作用原理』」の下では、
まずその主張が「確証のあるもの」であるか否かが検
討され、次に、その主張が妥当であるかどうかが検討
される。しかし、その主張が「確証のあるもの」であ
る限りにおいて、その主張が妥当であるか否かを検討
する必要はなく、その主張は真実として受け入れられ
る。「2つの作用原理」の②では、確証のある主張は
真実とみなされ、それが妥当に救済の権利を生ぜしめ
るものであるか否かが問題となる。確証のある主張を
展開できなかった場合、その訴状はたとえ妥当に救済
の権利を生ぜしめる請求を含んでいたとしても却下さ
れる。この論理を整理すれば次のようになる。

① 訴訟原因についての確証ある主張が含まれて
いない請求は却下される。
② 請求には、訴訟原因についての確証のある主
張が含まれていなければならない。

訴状において、すべての請求について確証のある主
張が含まれているのならば、その請求が妥当であるか
否かを検討する必要はない。「2つの作用原理」は意
味をなさなくなるのである。
このことは、Souter裁判官の反対意見からも明らか
であろう。Souter裁判官によれば、「多数意見の見解
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の誤り（fallacy）は、関連する主張を切り離して（in 
isolation）検討したことにあり」、「訴状を全体として
（as a whole）検討すれば、［Iqbalは、］Ashcroftおよ
びMuellerに対し『何を根拠とする請求であるかにつ
いての公正な告知（fair notice）』を与えている」134。
さらに、Twombly判決の法廷意見を執筆したSouter

裁判官が、「Twombly判決は、請求の却下を求める申
立の手続段階において裁判所は、事実的主張が蓋然
的真実（probably true）であるか否かを検討すること
を要求してはいない」と述べていることは重要であ
る 135。Souter裁判官が、この原則の唯一の例外として
挙げるのは、「宇宙人」や「冥王星への旅行」、「タイム・
トラベル」といったまったく真実性を欠く非現実的な
主張である 136。
以上より、Iqbal判決の「妥当性の基準」はその実、

裁判所が「司法的経験および良識」137に従って、請求
の却下を求める申立の手続段階において、原告の主張
を単に「確証のないもの」として却下することを可能
ならしめるものであるといえる。そして、連邦最高裁
は、「対テロ戦争」の文脈という「よりふさわしい説明」
を加えることで、Iqbalの請求を却下したのである。

4. 証拠開示

連邦民事訴訟規則は、訴答手続を簡素化すること
で、事実の提示機能および争点形成機能は証拠開示
（discovery）手続に委ねている。この手続によって、
訴訟当事者はそれぞれにとって有利な情報も不利な情
報もあらかじめ相手方と共有しなければならず、証拠
開示は、実体的真実を発見するための強力な装置と
なっている 138。しかしながら、ひとたびTwombly判
決の妥当性の基準を反トラスト事件の文脈から離れて
「すべての民事訴訟」、すなわち、「差別の訴訟」にま
で適用したとき 139、証拠開示はもはや「絵に描いた餅」
となってしまう。Iqbal判決は、まさにこのことを例
証している。

Swierkiewicz v. Sorema, N. A.判決において連邦最高
裁は、原告が、訴状における主張を支持するために、
証拠開示手続を利用してまだ知られてはいない差別の
証拠を明らかにすることができるであろうと述べた
140。そして、もし差別の直接の証拠が開示されたなら
ば、原告が実体的事項においてその請求を通すために
提示するような事実以上のものを、却下の申立を耐え
得るために、差別の直接の証拠をまだ有してはいない
訴状段階において主張することを要求することは矛盾
している（incongruous）と指摘した 141。
差別的意図の証拠となるような発言や会話、メモを、

原告が訴状段階で手に入れることは、多くの場合、実

際上おおよそ不可能である。原告は、証拠開示手続を
利用しない限り、そのような情報を手にいれることは
できない。Twombly判決の妥当性の基準を「差別の訴
訟」にまで適用したならば、訴答と証拠開示との間に
は次のようなパラドックスが生じ、「差別の訴訟」の
原告は八方塞がりの状況におかれる 142。

原告は訴状において十分な事実を主張していな
い。なぜならば、原告は文書や証言を利用するこ
とができないからである。
原告は文書や証言を利用することができない。な
ぜならば、原告は訴状において十分な事実を主張
していないからである。

「AshcroftおよびMuellerが、9・11後の被拘禁者を
人種、宗教、出身国を理由として『高度な利益』を有
する者に分類する政策を意図的に採用した」という以
上の事実的主張を展開するためには、証拠開示という
装置を利用し、AshcroftおよびMuellerがこの政策に
おいて実際に果たした役割を明らかにする必要があ
る。

V. おわりに
―Iqbal判決の「一人歩き」―

Iqbal判 決 を Korematsu判 決 と 並 べ た と き、
Korematsu判決の Jackson裁判官の反対意見の次の一
節は示唆に富んでいる。

軍事命令は、たとえそれがどれほど違憲であった
としても、軍事的緊急事態より長く続くことは
適切ではない。たとえその期間であったとして
も、次の司令官はそれを完全に廃止することがで
きる。しかし、ひとたび裁判所が、それは憲法に
一致することを示すものとしてそのような命令を
正当化する、または、それどころか、憲法はその
ような命令を承認することを示すものとして憲法
を正当化するならば、連邦最高裁は、常に、刑事
手続における人種差別の原理およびアメリカ市民
を移転させる原理を有効であると認めることにな
る。そして、その原理は、装填された銃武器のよ
うに、緊急の必要という妥当な請求を提出するこ
とのできる当局の手に委ねられる。あらゆる反復
は、その原理を我々の法および思考に深く埋め込
み、そして、それを新たな目的に拡張する。裁判
所の仕事を注意して見る者なら誰でも、Cardozo
裁判官が「原理はそれ自体としてその論理の限界
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まで拡張する傾向にある」と描写したことになじ
みがある。軍の司令官は合憲性の境界を踏み越え
るかもしれない、そして、そのような出来事が起
こったのである。しかし、もし、我々が審査し、
是認するならば、その出来事は憲法の法理となる。
そこでは、それは特有の生殖力をもち、それが作
り出すものはすべてそれ自身の像の中のものとな
る。143

Twombly判決が、下された直後から訴答の事件に
おいてもっとも頻繁に引用される判決となったよう
に 144、2009年5月18日から現在までの間に Iqbal判決
もまた非常に多く引用されている。そして、Iqbal判
決は「対テロ戦争」におけるアラブ・ムスリムに対す
る差別の文脈を離れ、多くの「差別の訴訟」が訴答段
階で却下されるという結果をもたらしている。例え
ば、アフリカ系アメリカ人が、強姦事件の捜査におい
て地元警察がアフリカ系アメリカ人男性のDNAばか
りをランダムに採取したことは平等保護条項に反する
と訴えたが、裁判所は「Iqbal判決において連邦最高
裁は、何千人ものアラブ・ムスリムが取り調べを受け
たにもかかわらず、このことは正当な取り調べ手続き
を違憲とするのに十分ではないと判断した」として、
この訴状を却下している 145。Iqbal判決によって、裁
判官は、訴訟をその入り口で処理することができるよ
うになった。Iqbal判決は、Korematsu判決の反対意
見において Jackson裁判官が警鐘を鳴らしていたよう
に、「対テロ戦争」の文脈を越えて「新たな目的に拡
張され」146、今や「一人歩き」を始めたのである。今後、
Iqbal判決の「妥当性の基準」がさらにどのように展
開していくのか、または、どのように修正されるのか
を注視していく必要がある。
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146 Korematsu, 323 U.S. at 246 （Jackson, J., dissenting）.
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Ⅰ. はじめに

近年、国際組織は自身の「アカウンタビリティー」
（Accountability）を確保しながらその活動を行わなけ
ればならないという認識が一般化しつつある 1。しか
し、「国際組織」の「アカウンタビリティー」を確保
するといっても、その意味するところは必ずしも明確
ではない。すなわち、「国際組織のアカウンタビリテ
ィー」とは、誰の、誰に対する、いかなる内容の責
任なのか 2。「国際組織のアカウンタビリティー」に関
して包括的な研究を行った国際法協会（International 
Law Association）（以下 ILA）の最終報告書（以下
ILA最終報告書）3によれば、同概念は文脈によって異
なる3つのレベルから構成されており、そこには法的
責任だけでなく政治的、倫理的等のさまざまな責任が
含まれるものとされる 4。
「アカウンタビリティー」の重要性が特に指摘され
る国際組織の活動分野の1つとして、開発途上国の経
済、社会の発展や福祉の向上を目的として行われる資
金および技術の提供、すなわち開発援助がある。世界
銀行 5に代表される、開発援助を任務とする国際開発
金融機関（Multilateral Development Banks）6は、査
察パネル 7（Inspection Panel）制度や、オンブズマン
（Ombudsman）制度を設け、自らの活動の「アカウン
タビリティー」を確保することに積極的な姿勢を見せ
ている 8。1993年の世界銀行における査察パネル（The 
World Bank Inspection Panel）9の導入から現在までに、
国際金融公社（以下 IFC）、多国籍投資保証機関（以
下MIGA）といった普遍的組織だけでなく、アジア
開発銀行（Asian Development Bank）（以下ADB）、
米州開発銀行（Inter-American Development Bank）

（以下 IDB）、欧州復興開発銀行（European Bank for 
Reconstruction and Development）（以下EBRD）、ア
フリカ開発銀行（African Development Bank）（以下
AfDB）といった地域的組織を含め、全ての国際開発
金融機関に以下のような一定の共通性をもった制度が
導入されている。すなわち、それらに共通する特徴は、
①国際開発金融機関の内部に設置され、②国際開発金
融機関が融資を行ったプロジェクトにより被害を被っ
たと主張する私人からの申立を受けつけ、③国際開発
金融機関が自ら策定した特定の規範を遵守していたか
否かを調査してその結果を各機関の理事会に報告する
権限、または実質的な問題の解決に向けて私人、借入
国の関係当局および国際開発金融機関事務局の三者間
の仲介を行う権限を付与された、④各国際開発金融機
関の事務局から独立した制度であるという点である。
本稿ではこれら4つの要件を満たす諸制度を「独立
査察制度」と定義する 10。一般的に、欧州司法裁判所
（European Court of Justice）の様な例を除けば、国際
組織の活動から損害を被った私人が出訴可能な司法的
フォーラムは存在していない。したがって、現時点で
は、独立査察制度は、国際組織である国際開発金融機
関の外部の第三者 11である私人が利用できるほぼ唯一
の救済手続でもある。
こうして、独立査察制度は国際開発金融機関に広
く導入され、国際開発金融機関の「アカウンタビリ
ティー」確保に重要な役割を果たすものとして位置
づけられることとなった。ここでの独立査察制度が
確保する国際開発金融機関の「アカウンタビリティ
ー」とは、組織外の第三者、特にプロジェクトから
影響を被った私人（主にプロジェクト実施地域に居
住する借入国国民）といった国家以外の行動主体 12

に対する「アカウンタビリティー」として説明され

佐俣　紀仁

国際開発金融機関の
独立査察制度における

「アカウンタビリティー」概念の展開
―借入国による国際法の履行確保を中心に―
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ることが多い 13。しかし、近年の独立査察制度の実
行において注目に値するものとして、借入国が環境
条約や人権条約上の義務を遵守したのか否かを争点
とする事例が挙げられる。こうした事例は、独立査
察制度が借入国による国際法上の義務の履行を確保
し、またそこで果たされるという国際開発金融機関の
「アカウンタビリティー」という概念が、上記の様な
「国際組織が私人に対して負うアカウンタビリティー」
を意味するにとどまらず、更なる広がりをもつ概念と
して発展しつつあることを示唆している。独立査察制
度とそこでの「アカウンタビリティー」の新たな機能
を国際法の観点から評価することは、近年盛んに論じ
られる「国際組織のアカウンタビリティー」という多
様性をもつ概念の一側面を明らかにするという観点か
らも重要であると思われる。
以上のような問題に関して、とりわけ我が国におい

ては、個別の独立審査制度自体については比較的詳細
な研究が蓄積されつつあるものの 14、国際法の観点、
特に国際法規範の履行確保においてこれら諸制度が果
たす役割といった視点からの問題の検討は現在までの
ところ必ずしも十分になされているとは言えない状況
にあると思われる 15。そこで本稿では、独立審査制度
の手続の詳細等に関する検討は他の論稿に譲り、同制
度を通じて確保される「国際開発金融機関のアカウン
タビリティー」概念の意味内容について、特に近年研
究が進んでいる「国際組織のアカウンタビリティー」
概念との異同などを念頭に置きながら、検討を行う。
この問題に関しては、独立審査制度の実行や関連す

る学説とともに、先に挙げた ILAによる「国際組織の
アカウンタビリティー」に関する一連の研究が法的問
題の整理と検討に有益な素材を提供するものと考えら
れる。本稿では、これら近年の動向を踏まえつつ、独
立査察制度における国際開発金融機関の「アカウンタ
ビリティー」という概念の意味内容の拡大を明らかに
し、また関連する論点の整理を行うこととしたい。

Ⅱ. 独立査察制度が確保する国際開
発金融機関の「アカウンタビリ
ティー」

1. 「国際組織のアカウンタビリティー」概念
―ILAの「国際組織のアカウンタビリティー」
に関する報告書を中心に―

独立査察制度が確保する国際開発金融機関の「アカ
ウンタビリティー」という概念を検討するためには、

より一般的な概念である「国際組織のアカウンタビリ
ティー」の意味内容を確認しておく必要がある。「国
際組織のアカウンタビリティー」については、近年で
は数多くの先行研究が蓄積されているが 16、その中で
も特に注目に値するのは、国際法の観点から国際組織
一般に妥当しうる「アカウンタビリティー」概念の明
確化を目指した ILA最終報告書である。そこで、本稿
の対象である国際開発金融機関の「アカウンタビリテ
ィー」に関する具体的検討に入る前提として、ここで
まず「国際組織のアカウンタビリティー」の意味内容
を、ILA最終報告書を素材としてごく簡単に整理する
こととしたい。その際、「国際組織のアカウンタビリ
ティー」の主体と客体（誰の、誰に対する「アカウン
タビリティー」か）、およびその性質（法的性質の責
任か、それ以外の責任か）に注目する。その上で、本
稿の検討対象である独立査察制度が確保する国際開発
金融機関の「アカウンタビリティー」の「国際組織の
アカウンタビリティー」概念における位置づけを確認
する。

（1）ILAによる研究作業の概要

ILA総会は、2004年8月にベルリンで開催された
第71回大会において、ILAの国際組織のアカウンタ
ビリティーに関する委員会が提出した「国際組織の
アカウンタビリティーに関する最終報告書」を採択
した 17。ここには、「国際組織のアカウンタビリティ
ー」に関する全4部から構成される「勧告的規則・慣
行草案」（Recommended Rules and Practices）（以下
RRPs）が注釈とともに添付されている。
なお、このRRPsについては、以下の2点に留意を

する必要がある。第1に、RRPsは、国際的な民間団
体である ILAという1つの学会 18により提案された文
書であり、政府間の外交交渉や政府代表から構成され
る国際会議等において採択された法的文書ではない。
したがって、その性質はあくまでも勧告的なものにと
どまる。ILA最終報告書がこのようなRRPsという方
式を採用したのは、委員会が「国際組織のアカウン
タビリティー」に関する実際的（pragmatic）かつ実
現可能（feasible）なガイドラインの成文化を目指し
たためである 19。また、第2に、上記の勧告的な性質
とも関係するが、同報告書では既に存在する法（lex 
lata）と将来成立すべき法（lex ferenda）の区別が厳
密にはなされていない20。これらの点に注意しながら、
以下では ILA最終報告書の具体的な内容を見ていくこ
ととしたい。
（2）「国際組織のアカウンタビリティー」概念

①誰の、誰に対する「アカウンタビリティー」か
「国際組織のアカウンタビリティー」といった場合、
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そこには、国際組織が加盟国や第三者などに対して負
う「アカウンタビリティー」と、加盟国や第三者が国
際組織に対して負う「アカウンタビリティー」とい
う2つの問題が含まれうる 21。しかし、ILAの一連の
研究作業では、その検討の対象は前者の問題、すなわ
ち国際組織が何者かに対して負う「アカウンタビリテ
ィー」に限定された 22。ILAの研究作業から「加盟国
や第三者が国際組織に対して負うアカウンタビリティ
ー」の問題が除外された理由は、国際組織による事実
認定および加盟国の行為に対する監督といった問題が
伝統的な国際法上のメカニズムの範疇に属するためで
あると説明されている 23。
この様に、ILAの作業では、国際組織が負う「アカ
ウンタビリティー」という意味での「国際組織のアカ
ウンタビリティー」が検討されることとなった。しか
し、「アカウンタビリティー」を負うのは国際組織で
あるとしても、それは誰に対して負う「アカウンタビ
リティー」であるのかという疑問が提起される。この
点について、ILA最終報告書では、国際組織に対して
「アカウンタビリティー」を追及しうる主体、言いか
えれば国際組織が「アカウンタビリティー」を負う相
手（ILA最終報告書はこれを名宛人（addressee）と
表現する）は、国際社会（international community）
の全ての構成員（all component of entities）であると
された 24。すなわち、ILA最終報告書が検討の対象と
したのは、政府間国際組織の職員、加盟国、非加盟国、
組織内の監督機関、国内裁判所、各国の議会、NGO、
法人及び自然人を含む私人等すべてに対して、国際組
織が負う「アカウンタビリティー」である 25。

②「アカウンタビリティー」の性質
最終報告書では、「国際組織のアカウンタビリティ

ー」を以下の3つのレベルに分けて整理している。
第1のレベルの「アカウンタビリティー」とは、「各
組織の設立文書によって定められた任務の遂行に際
して、国際組織が対象となり、または自ら実施する
べき、内部的および外部的な調査（scrutiny）と監督
（monitoring）についての形式（forms）の程度」であ
る 26。この第1のレベルの「アカウンタビリティー」
に関するRRPsは最終報告書の第1部で検討されてお
り、国際組織が従うべき具体的なRRPsとして、全て
の国際組織に共通する諸原則（principles）に由来す
る法的・政治的なルールが提案されている。ここで国
際組織に共通するものとして理解されている諸原則と
は、「グッド・ガバナンス（good governance）」、「信
義誠実（good faith）」、「合憲性及び組織間の均衡性
（constitutionality and institutional balance）」、「監督及
び統制（supervision and control）」等の原則である 27。

第 2、第 3のレベルの「アカウンタビリティー」
とは、問題となる個別の法的関係に対する適用法
規（applicable law）から生じる国際組織の法的責
任（liability/responsibility）を指す 28。ここで第 3の
レベルの「アカウンタビリティー」であるとされる
responsibilityとは、人権法や人道法の違反といった国
際法の違反、またはいわゆる国際組織による権限踰越
（ultra vires）、または雇用関係を規律する法の違反と
いった組織法（institutional law）の違反の結果として
生じる責任のことを意味している。これに対して、第
2のレベルのアカウンタビリティーとして位置づけら
れる liabilityとは、宇宙活動や原子力発電といった合
法な活動から生じた重大な損害に関連して生じる賠償
責任であるという 29。両者の差は、ある法の実体規定
（bodies of law）の不遵守から生じるか否かという点
にあると説明されている 30。第2、第3のレベルの「ア
カウンタビリティー」に関するRRPsは、ILA最終報
告書も認めるように、国際組織の設立条約や、法の一
般原則、条約、国際慣習法といった国際法規範、そし
て場合によっては国内法規範にその基礎を持ち、責任
発生の要件、責任の内容、追及手続といった諸要件が
法によって定められている 31。法規範を淵源とする責
任という意味で、これらのレベルの「アカウンタビ
リティー」は法的な責任であると理解できよう。こ
れら第2、第3のレベルの「アカウンタビリティー」
は、最終報告書の第2部、第3部において、国際組織
の法的責任（liability/responsibility）に関する1次法
規（“primary rules”）と2次法規（“secondary rules”）
に分けて検討されている 32。1次法規を扱う第2部で
は、国際組織と職員との関係、国際組織と第三者との
関係、国際組織と第三者との間の契約関係（contractual 
relations）および非契約賠償責任（non-contractual 
liability）に関するRRPsが提示され 33、さらに、国際
組織による平和維持、平和強制活動、また経済制裁や
領域の暫定統治といった状況を念頭におき、国際組織
が上記分野で活動を行う場合の国際人権法及び国際人
道法の遵守に関する諸規則が検討されている 34。第3
部においては、国際法上の国家責任レジームとの対比
において、国際組織の法的責任に関するレジームの特
徴が検討されている。ここでは、国際組織に対する国
際違法行為の帰属といった、国際法上の国際責任理論
に関するRRPsが成文化されている 35。

③  ILA最終報告書における「アカウンタビリティー」
の概念の特徴
以上に見た ILA最終報告書における「国際組織の

アカウンタビリティー」概念の最大の特徴は、その概
念の広さと多義性である。同報告書が対象とする「国



国際開発金融機関の独立査察制度における
「アカウンタビリティー」概念の展開 129

際組織のアカウンタビリティー」は、国際組織が国
際社会の全ての構成員に対して負うものとされてお
り、極めて多様な主体がそこでの名宛人として想定さ
れていた。さらに、ここでの「アカウンタビリティ
ー」概念には法的、政治的、行政的、財政的といった
異なる形態の「アカウンタビリティー」が含まれう
る 36。既に指摘した通り、第2、第3のレベルの「ア
カウンタビリティー」は、法をその淵源とするとい
う意味で法的責任としての性質を見出すことができ
る。特に最終報告書第3部は、国際組織の国際違法行
為（internationally wrongful act of an IO）から生じる
国際法上の責任の問題を論じており、現在国連国際法
委員会（International Law Commission）（以下 ILC）
が進めている「国際組織の責任」（Responsibility of 
international organizations）に関する法典化作業にも
重要な影響を及ぼすものと考えられる 37。また、第2
のレベルの「アカウンタビリティー」では、国際組織
の任務遂行に関する合法な活動から生じた損害に対す
る賠償責任の問題も扱われており 38、国際法上の合法
行為責任論との関連性を見出すことができる 39。この
ように、第2、第3のレベルの「アカウンタビリティー」
の内容には、国際法学において伝統的に研究が深めら
れてきた国際組織の国際法上の責任に関する議論と重
複する部分がかなりの程度見受けられる。
これに対し、第1のレベルの「アカウンタビリティ

ー」について言えば、国際組織の法的責任である第2、
第3のレベルの「アカウンタビリティー」と比べると、
その性質―すなわち、法的責任といえるのか、それと
も政治的、倫理的その他の責任であるのか―はやや曖
昧である。最終報告書は、第1のレベルの「アカウン
タビリティー」に関するRRPsは「必ずしも、国際組
織の法的義務を反映したものではない」と述べるにと
どまり、第1のレベルのアカウンタビリティーが法的
責任と同義である可能性を完全には排除していないよ
うにも見える。しかし、他方でその「アカウンタビリ
ティー」の淵源は法ではなく「諸原則」にあるとし、
国内法や国際法を淵源とする「アカウンタビリティ
ー」を別個に独立して検討するという構成を採用して
いる 40。これらの点を考慮すると、第1のレベルの「ア
カウンタビリティー」には、倫理、慣習、政治的原則
といった法以外の諸要素を淵源とする「アカウンタビ
リティー」も相当程度含まれているものと考えるべき
であろう。また、第1部で検討されている諸原則の多
くが、欧州共同体（EC）や欧州連合（EU）といった
ヨーロッパ諸国間での地域統合の経験を通じて確立さ
れてきた概念であることから、「ヨーロッパの地域的
機構にとどまらず国連や専門機関等の普遍的国際機構
においても一般的に妥当するものといえるかについて

は、疑問の余地がある」という重要な指摘には留意す
る必要がある 41。

2. 国際開発金融機関の「アカウンタビリティー」
と独立査察制度

以上、1では、ILAの最終報告書を素材として、「国
際組織のアカウンタビリティー」という包括的な概念
の全体像を把握することを目指した。では次に、本稿
の具体的な検討対象である独立査察制度が確保する国
際開発金融機関の「アカウンタビリティー」について、
「国際組織のアカウンタビリティー」という包括的な
概念におけるその位置づけを探ることとしたい。まず、
国際開発金融機関が、その「アカウンタビリティー」
を確保するという目的の下に独立査察制度を導入する
に至る経緯を確認する。その後、ILA最終報告書や諸
学説がこれらの独立査察制度とそこで確保される「ア
カウンタビリティー」の性質をいかに理解しているの
かを検討することとしたい。

（1） 「アカウンタビリティー」確保を目指した独立審

査制度の導入

周知の通り、1980年代後半から1990年代前半にか
けて、世界銀行は、そのプロジェクトが途上国の経済
発展に十分に貢献していないばかりか、途上国国内の
環境を破壊し、またプロジェクトにより移住や転職等
を強いられる国民の生活に深刻な悪影響を及ぼしてい
るとの厳しい批判にさらされた。これらの世界銀行批
判はインドのナルマダ・ダムプロジェクトをめぐっ
て最高潮に達した 42。こうした批判を受け、世界銀行
は1993年に査察パネルを設置するに至る 43。査察パ
ネルの手続は、プロジェクトから被害を被った私人か
らの申立を受付けて、世界銀行（具体的には事務局
職員）側が「業務上の政策および手続（Operational 
Policies and Procedures）（以下業務政策）」という事
務局職員を規律する内部法 44を遵守していたか否かを
審査し、その結果を銀行の理事会に報告するというも
のである。査察パネルの設立以降、プロジェクトによ
り被害を被った私人からの申立を一定の中立性を保っ
た機関により処理するといった制度、すなわち独立査
察制度を国際開発金融機関の中に確立しようという
動きが盛んになる。1990年代には IDB45、ADB46、そ
して IFCとMIGA47が、2000年代に入るとEBRD48と
AfDBが 49、それぞれの組織内部に独立査察制度を設
置した 50。
通常、これらの独立査察制度は、国際開発機関の「ア

カウンタビリティー」という概念と不可分のものとし
て扱われる。例えば、世界銀行については、査察パネ
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ルは銀行の「アカウンタビリティー」を確保、強化す
るための制度であると位置づけられ 51、またアジア開
発銀行（ADB）の独立査察制度には、その名称に「ア
カウンタビリティー」という語そのものが用いられて
いる52。ここでの「アカウンタビリティー」という語は、
厳密な定義づけをなされておらず、極めて多義的に用
いられうる。しかし、一般に、これらの制度の最大の
革新性は、後に詳しく見るように、「プロジェクトに
より影響を被った私人に対して国際開発金融機関が負
うアカウンタビリティー」を確保するための制度であ
るという点に見出されている 53。
こうして、今日までに全ての国際開発金融機関に、

「アカウンタビリティー」を確保するために独立査察
制度が導入されるに至った。それぞれの独立査察制度
の機能は、申立事案を処理する際に重視する点に応じ
て遵守審査 54と問題解決 55に分類することが可能であ
る 56。以下、本稿では、独立査察制度の機能のうち事
実解明および業務政策 57に照らした法的判断を行う遵
守審査機能に焦点を絞り、独立査察制度における業務
政策の解釈適用の具体的な実例を素材に国際開発金融
機関の「アカウンタビリティー」の意味内容を検討す
る 58。したがって、以下で独立査察制度という語を用
いる場合には、原則として独立査察制度の遵守審査機
能のみを意味し、そこに問題解決機能に関わる手続
（CAOのオンブズマン手続等）は含まないものとする。

（2） 独立査察制度が確保する「アカウンタビリティー」

の位置づけを巡る諸見解

これまでに見た様に、現在の国際開発金融機関では、
「アカウンタビリティー」という概念と、独立査察制
度は不可分の関係をもつものとしてみなされている。
そこで次に問題となるのは、この独立査察制度が確保
する国際開発金融機関の「アカウンタビリティー」の
性質である。先に見たように、「国際組織のアカウン
タビリティー」という概念には、法的責任にとどまら
ず、それ以外の何らかの責任も包含されていた。本稿
の対象とする独立査察制度が確保する「アカウンタビ
リティー」についても、「アカウンタビリティー」と
いう多義性をもつ概念の中での位置づけを検討する必
要がある。

①ILA最終報告書

ILA最終報告書の第4部では、国際組織が何らかの
意味で「アカウンタビリティー」を負うと考えられ
る場合に、その「アカウンタビリティー」を実際に
追及するための方法が「国際組織に対する救済手続
（remedies against international organizations）」という
表題の下に検討されている 59。ILA最終報告書におけ

る「アカウンタビリティー」概念の多様性を反映して、
「国際組織のアカウンタビリティー」追及の方法も、
加盟国による国際組織への拠出金支払停止といった政
治的手段から、法的救済手続の代表的な例である司法
手続まで、問題となる「アカウンタビリティー」の性
質に応じた多元的な救済手続の活用がRRPsとして提
示されている。そこで、ここではまず、本稿の検討対
象である独立査察制度を通じて実現される「アカウン
タビリティー」が ILAによる「国際組織のアカウンタ
ビリティー」概念の中にいかに位置づけられているの
かを確認することとしたい 60。

ILA最終報告書において独立査察制度に対する言
及が見られるのは、非司法的救済手続（Non-judicial 
remedial action）に関する第4部第4節である 61。同節
は、問題となる「アカウンタビリティー」の性質、申
立人の種類（加盟国か、私人か、NGOか等）、保護さ
れるべき権利及び利益に応じた救済手続を組み合わせ
ることで「国際組織のアカウンタビリティー」は最大
限に確保されると述べ、「国際組織のアカウンタビリ
ティー」に関するレジームにおける固有の1部分とし
て、非司法的救済手続の創設を提案している 62。ここ
では、非司法的救済手続は、特に、第1のレベルの「ア
カウンタビリティー」を処理するために有効な手続
であるとして位置づけられている 63。このような非司
法的救済手続の中でも、独立査察制度の代表例である
世界銀行査察パネルは、私人またはその他の国家以外
の行動主体 64（other non-state entities）に対して、司
法手続に代わる適切な救済手続を提供するものとして
その意義が強調されている。すなわち、従来、私人
は、国際組織が多くの場合に国内裁判管轄権から免除
されるためにその国内法上の賠償責任を国内裁判所に
おいて追及することもできず、または国際平面におい
ても当事者適格を有さないことを理由として、組織の
国際法上の組織的責任（organisational responsibility 
under international law）を追及することが困難であっ
たが、世界銀行査察パネルは私人といった国家以外の
行動主体の救済に関するそのような欠陥を補完しうる
という 65。そして、査察パネルが追及する「アカウン
タビリティー」の性質について、ILA最終報告書は、
「パネルの調査権限（investigatory powers）は、政治
的、行政的、および法的（political, administrative and 
legal）な種類のアカウンタビリティーから成る。そ
の認定は、政治的過程（a political process）によって
再検討され、または変更されることはない」と述べて
いる 66。
このように、ILA最終報告書において、独立査察制

度が確保する「アカウンタビリティー」の名宛人（国
際組織が「アカウンタビリティー」を誰に対して負う
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のか）は、国際組織の活動から被害を被った私人など
の国家以外の行動主体であるとされている。また、そ
こでの「アカウンタビリティー」の性質は、第1のレ
ベルの「アカウンタビリティー」（法的または政治的、
行政的などの法以外を淵源とする「アカウンタビリテ
ィー」を含む）として整理されている。

②諸学説における位置づけ

（i）誰が、誰に対して負う「アカウンタビリティー」か
次に、インスペクション・パネルといった独立審査

制度の法的基礎をなす文書や、同制度が確保する「ア
カウンタビリティー」の内容を論じる諸学説に目を向
けることとしたい。まず、ILA最終報告書がいうとこ
ろの「アカウンタビリティー」の名宛人の問題につい
て、学説は、独立審査制度が確保する最も重要な「ア
カウンタビリティー」は、国際開発金融機関が融資を
行ったプロジェクトにより被害を被った私人といった
国家以外の行動主体に対して負う「アカウンタビリテ
ィー」であるという理解で一致している 67。この点に
ついて、ILA最終報告書の立場と学説に相違はないよ
うに思われる。しかし、学説では、この「国際開発金
融機関が国家以外の行動主体に対して負うアカウンタ
ビリティー」以外の「アカウンタビリティー」が、独
立査察制度により確保されうることが指摘されてい
る。
第 1に、独立査察制度を通じて、「各機関の事
務局が国際開発金融機関の意思決定機関である
理事会に対して負うアカウンタビリティー」が
確保されているという評価がある 68。これは、業
務政策の名宛人である各機関の事務局による業
務政策の遵守の有無を審査し、意思決定機関で
ある理事会にその認定を報告するという独立査
察制度の性質を重視する見解である。ここでの
「事務局が理事会に対して負うアカウンタビリティー」
は、国際組織の内部機関の相互関係に関する問題であ
り、広い意味で「国際開発金融機関のアカウンタビリ
ティー」の一類型として整理することが可能であると
考えられる 69。他方で、このような国際組織の内部機
関相互の関係に関する問題は、内部機関の権限配分に
関する設立条約の解釈といった国際法学において伝統
的に議論が蓄積されてきた分野に属する。したがって、
この点は独立査察制度特有の機能ではないということ
には留意が必要である 70。
第2に、独立審査制度は、「借入国が国際開発金融
機関に対して負うアカウンタビリティー」に関する問
題を扱うことができる。代表的な独立審査制度である
世界銀行査察パネルの事項的管轄の範囲を定める設
立決議14項（a）には、借入国の義務に関する次のよ

うな1節がある。「このような業務上の政策及び手続
に関連する借入人の貸付協定上の義務を、銀行が継
続的に管理しなかった（failed in its follow up on the 
borrower’s obligations under loan agreements）と主張
されるような事態も含まれる」71。これは、借入国に
よる貸付協定（借入人たる借入国と国際開発金融機関
が締結する貸付の法的基礎をなす条約）72上の義務の
不履行に関する問題についても、査察パネルの事項的
管轄が及ぶことを根拠づける規定であると理解されて
いる 73。したがって、パネルでは、借入国が国際開発
金融機関に対して負う貸付協定上の義務の不履行とい
う問題―これは ILAが今回の「国際組織のアカウンタ
ビリティー」の研究作業から除外した「加盟国が国際
組織に対して負うアカウンタビリティー」に属する問
題である―が審査されうる。
第3に、資金供与者たる国際開発金融機関の協力と

監督の下、借入人（borrower）74が直接プロジェクト
を実施するという基本的な構造をもつ開発援助の分野
においては、プロジェクト実施の過程において生じ
た、借入人としての借入国による自国民に対する人権
侵害、環境破壊といった問題が、独立査察制度に提起
されうる。こうした事態においては、借入国政府が自
国民に対して負う国内法違反の責任、借入国政府が自
国の政治慣習に違反した結果負う自国民に対する政治
的責任、さらには、借入国の人権、環境に関する多数
国間条約上の責任といった様々な問題―ここでは仮
に「借入国が国際開発金融機関以外に対して負うア
カウンタビリティー」と呼ぶ―が独立査察制度にお
ける論点となりうる。しかし、各国際開発金融機関
は、これらの借入国の行為に直接的に起因する諸問題
は独立査察制度の対象外であるとしている。例えば
世界銀行の査察パネル設立決議は、先に述べた、「借
入国が世界銀行に対して負うアカウンタビリティー」
の問題を除いて、「借入国または潜在的な借入国とい
った、（銀行以外の）第三者の責任に帰し、かつ銀行
による作為または不作為を含まない行為に関する申
立」をパネルの管轄から明示的に除外している 75。国
際法の観点から興味深いのは、査察パネル設立決議の
起草過程における次のような議論である。長年世界銀
行で法律顧問を務めたShihataによれば、開発金融機
関の独立査察制度の先駆けとなった世界銀行査察パネ
ルの設立決議起草過程では、特に、借入国が人権や環
境に関する条約を遵守しているかを審査する権限をパ
ネルに付与するべきであるか否かが議論されたとい
う。しかし、世界銀行は通常これら条約の当事者では
なく、また借入国に条約の遵守を強制できる「超国家
的（supranational） な機関」ではないという理由から、
借入国による条約の遵守に関する一般的な問題はパネ
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ルの管轄外とされた 76。他方で、当時既に借入国の環
境条約上の義務に違反するプロジェクトには融資をし
ないと定める業務政策が存在していたことから、借入
国による環境条約の遵守に関する問題は、ごく限定さ
れた範囲でパネルの審査が及びうるものと了解された
という 77。また、Suzukiは、国際法上の国内管轄不干
渉原則を根拠に、独立査察制度の管轄はプロジェクト
のオーナーである借入国がその責任を果たしている
か、いかにプロジェクトを管理、実施しているのかと
いった「借入国のアカウンタビリティー（borrower’s 
accountability）」に関する問題には及ばず、「国際開
発金融機関のアカウンタビリティー」の問題に限定さ
れると述べる 78。このように、独立査察制度の設立経
緯や学説では、「借入国が国際開発金融機関以外に対
して負うアカウンタビリティー」に関する問題、特に
借入国による人権、環境条約違反といった問題は、一
般的には独立査察制度の管轄外であるとの理解がなさ
れているものと思われる。

（ii）いかなる性質の「アカウンタビリティー」か
ILA最終報告書において、独立査察制度が確保す

る「アカウンタビリティー」は国際開発金融機関の
私人に対する第1のレベルの「アカウンタビリティ
ー」に属するとされた。この「私人に対する国際開
発金融機関のアカウンタビリティー」の性質につい
て、特に、それが国際違法行為の結果生じる国際責任
（international responsibility）と同義であり得るのか否
かという点で学説上の評価が分かれている。
最も研究が蓄積されている査察パネルにより確保さ

れる「アカウンタビリティー」の性質について、多
数説は、それは、世界銀行の国際責任とは区別され
るべきであるという立場を取る。例えばSchlemmer-
Schulteは、パネルが確保する「一般的なアカウン
タビリティーおよび非国家アクターに対するアカウ
ンタビリティー（accountability in general and vis-à-
vis non-state actors）」は、それらの者に対する賠償
や原状回復を義務付ける国内法上の賠償責任（legal 
liability under domestic law）や国際法上の国際責任と
は異なる概念であると主張する。特に国際責任と区
別するべき理由の1つとして、パネルが認定する世界
銀行による業務政策違反は、必ずしも世界銀行によ
る国際法違反を意味しないという点を挙げる 79。また
Shihataも、業務政策は、国際法規範そのものではなく、
場合によっては国際法規範よりも詳細な要件を設定し
ていることもあると述べており、業務政策の違反は世
界銀行による国際法上の義務違反と同義ではないとい
う立場を採っているものと理解される 80。
他方でOrakhelashviliは、世界銀行による業務政策

の違反は、世界銀行の国際責任を発生させると理解す
る 81。これは、Orakhelashviliが、業務政策はその内容
を遵守するという国際法上の義務を世界銀行に課して
いるという前提を立てるためである。Orakhelashvili
の理解によれば、業務政策は、拘束力ある一方的宣言
としてまたは既存の国際慣習法と重複する範囲で、第
三者に対する世界銀行の国際法上の義務を創設すると
いう。したがって、世界銀行による業務政策の違反を
認定する査察パネルは、世界銀行の国際法上の義務違
反をも認定していることになる。このため、パネルに
よる業務政策違反の認定は世界銀行に対する国際請求
の根拠となるという 82。彼がここで念頭に置く世界銀
行の国際責任とは、第1次的にはプロジェクトにより
被害を被った私人の国籍国に対する責任である 83。し
かし、違反された義務が対世的義務（obligations erga 
omnes）である場合には、国籍国以外の国家がパネル
の認定を根拠に世界銀行の責任を追及することが可能
であるという 84。

（3）小括

このように、独立査察制度が確保する「アカウンタ
ビリティー」については、それが主として国際開発金
融機関がプロジェクトにより被害を被った私人に対し
て負うものであると言う点には見解の一致が見られ
る。他方で、それが私人の国籍国等に対する国際開発
金融機関側の国際責任と同義であるかについては争い
がある 85。
また、国際開発金融機関の加盟国たる「借入国の国
際開発金融機関以外に対するアカウンタビリティー」
は独立査察制度の管轄外であるという点にも異論は見
られない。特に、査察パネルについては、その設立過
程の議論において、借入国が条約を遵守したか否かと
いう問題は最も慎重な取扱いを要するものであり、パ
ネルが評価を下すべき事項ではないとの認識があっ
た。しかし、近年の実行に注目すると、査察パネルを
はじめとする独立審査制度が、加盟国たる借入国によ
る人権、環境条約上の義務などの違反の問題を審査し、
さらにそのような独立査察制度の実行の是非が国際開
発金融機関内部で議論を生じさせることがある。以下
では、そうした事例を取り上げ、独立査察制度が確保
する「アカウンタビリティー」の意味内容の展開とそ
の意義を検討することとしたい。



国際開発金融機関の独立査察制度における
「アカウンタビリティー」概念の展開 133

Ⅲ. 国際開発金融機関の「アカウンタ
ビリティー」概念の展開とその意義

1. 国際法の遵守と尊重を定める業務政策

業務政策の内容の調和化（Harmonization）が進
む 86各国際開発金融機関において、国際法の観点から
注目されるのが、国際法規範の遵守を定める業務政策
の規定である 87。これらは大きく以下の2つに分類さ
れる。まず、国際開発金融機関は「借入国の国際法
上の義務に違反するプロジェクトには融資を行わな
い」と定めるものがある。次に、特定の条約規定を明
示し、それらの条約の趣旨及び目的が果たされること
を「支援する（support）」ことを宣言するものがある。
前者は国際開発金融機関に共通するものであるが 88、
後者のタイプの業務政策を導入する機関は現段階では
EBRDに限られている 89。
業務政策を適用法規とする独立査察制度の実行にお

いては、国際法規範に言及する業務政策の解釈適用が
問題となる事例が散見される。これらの事例におい
て、独立査察制度は、借入国が自身の環境や人権に関
する条約上の義務を適切に履行してプロジェクトを実
施することの重要性を強調してきた。また、国際開発
金融機関が業務政策を遵守したかという問題の前提と
して、借入国がこれらの条約上の義務を履行したのか
が問題となる事態が生じている。借入国による国際法
規範の不遵守が問われるこのような事例は、独立査察
制度により確保される国際開発金融機関の「アカウン
タビリティー」が、借入国による国際法上の義務履行
にも関わる概念であることを示唆している。以下では、
独立査察制度が確保する国際開発金融機関の「アカウ
ンタビリティー」の意味内容について、国際法に言及
した業務政策の解釈が問題となった事例を具体的に取
り上げ検討することとしたい。

2. 独立査察制度の実行

（1）世界銀行

①チャド・カメルーン石油パイプラインプロジェクト

2001年に査察パネルに申立が付託されたチャド・
カメルーン石油パイプラインプロジェクトは、査察パ
ネルが借入国による人権侵害の有無を審査の対象とす
ることを明言し、その活動の「新しい境地を開いた
（broke new ground）」と評価されている事例である 90。
本件プロジェクトはアフリカ大陸最大規模のエネル

ギーインフラ開発プロジェクトであり、IDAの支援の
下、チャド南部のDoba油田からカメルーン沿岸部ま
で全長1100Kmにもおよぶ石油パイプラインの建設が

予定されていた。2001年3月、チャドの野党議員で
あるNgarlejy Yorongar（以下、申立人）は、パイプ
ライン建設によって生活環境に影響を被るチャド国内
のプロジェクト実施地域の住民を代表して、パネルに
申立を提出した。申立人は、その主張の一部として、
世界銀行の借入国国内の「適切なガバナンス（Proper 
Governance）」 お よ び「 人 権 の 尊 重（Respect for 
Human Rights）」に関する業務政策の違反を指摘して
いた 91。パネルは、チャド国内の人権保障の状況に関
する様々な報告書を参照し、申立人がチャド政府によ
る拷問の対象となっていたことに留意している 92。そ
の上で、チャド国内のガバナンスと人権の問題を一般
的に評価することはパネルの管轄外であることを認め
ながらも、パネルは、「チャド国内のガバナンスの問
題や人権侵害がプロジェクトを業務政策に合致した形
で進めることを妨げるほどのものであるか否かを検討
しなければならない」と述べた 93。
本件でパネルは、設立条約で経済的事項のみを融資
の基準とすることを定める世界銀行のプロジェクトに
おいても、借入国による人権保障の状況は重要な関心
事項であり、またその妥当性を審査できると判断し
た 94。パネル報告書では特定の業務政策と国際法規範
との関係には触れられていないが、当時のパネルの
委員長（chair person）であったEdward S. Ayensuは、
一般論として「借入国国内の人権に関する問題が業務
政策には埋め込まれている（embedded）」と述べてい
る 95。借入国による人権の尊重という最も微妙な扱い
を要する問題に踏み込むことを一般的に肯定し、これ
以降のパネルの活動を方向づけた事例として、本件は
注目に値する。

②コロンビア上下水道環境管理プロジェクト

コロンビアの上下水道環境管理プロジェクトでは、
環境アセスメントに関する諸条件を規定する業務政策
であるOD4.01と借入国の国際法上の義務との関係が
問題となった。本プロジェクトでは、コロンビアのカ
ルタヘナ都市圏における下水道設備の改善を目的と
し、IBRDの支援の下、カルタヘナからカリブ海沿岸
に伸びる約24Kmの下水道管、更にポンプ施設、下水
処理施設そして海底排出口（submarine outfall）の建
設が予定されていた 96。2004年4月20日、査察パネ
ルに対し、The Corporación Cartagena Honesta （以下
CCH）と称するカルタヘナのNGOより申立が提出さ
れた。本稿の問題意識との関係で重要なのは、CCH
によるOD4.01に関する主張である。OD4.01の3項
は、「借入国の環境条約上の義務に違反するプロジェ
クトに対して、銀行は融資を行わない」と定めるが、
CCHは、本件プロジェクトはコロンビア政府が加盟
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する「拡大カリブ地域の海洋環境の保護及び開発の
ためのカルタヘナ条約（以下カルタヘナ条約）97と、
陸上起因汚染源に関する同条約の議定書（以下LBS
議定書）98」に違反するものであるとし、したがって
OD4.01に違反していると主張した 99。パネルは、カ
ルタヘナ条約が既に発効しており、同条約の加盟国で
あるコロンビアを拘束するが、しかし他方で、同条約
の議定書は現段階で未発効であり、さらにコロンビア
政府が未批准であるために同議定書は現段階ではコ
ロンビアを法的に拘束しないと述べた 100。本件では、
コロンビアによる条約違反を理由とするOD4.01違反
が存在するか否かに関する結論は明らかにされなかっ
た。しかし、本件において「国内法および将来的にコ
ロンビアが加盟国となる国際合意から生じる全ての基
準」に適合した形でプロジェクトを実施することが確
約されている点に留意し、また将来的にLBS議定書
が発効した場合には、同議定書の遵守がプロジェクト
において重要な意味をもつことをパネルは確認してい
る 101。
本件は、OD4.01の遵守審査に際して、カルタヘナ
条約およびLBS議定書が加盟国に課している義務の
内容を詳細に確認した上で、コロンビアにより、同国
が拘束されている、または将来的に拘束される可能性
がある条約にしたがって本件プロジェクトを進めるこ
とが誓約されている点を確認している。このようなパ
ネルの姿勢は、コロンビアによるこれらの条約違反が
あればOD4.01の違反が存在するとの判断を前提とし
ているものとも理解できる。これまで、環境アセスメ
ントに関する業務政策が借入国の環境条約上の義務の
遵守を要求していることは指摘されていたが、その規
定は極めて抽象的であると評価されていた102。本件は、
OD4.01がプロジェクトにおける借入国による環境条
約違反を禁止しており、そのような条約違反があった
場合にはOD4.01違反が生じうることを明らかにした
点で意義を有する。

③ホンジュラス土地管理プロジェクト

本件では、業務政策と先住民族の人権との関係に
関する問題がパネルにおいて論じられた。パネル
は、業務政策には国際労働機関（International Labor 
Organization）（以下 ILO）の「独立国における先住民
族および種族民に関する条約第169号（以下 ILO169
号条約）」103の基本理念と条文が反映されていると述
べ、借入国による ILO169号条約違反の疑いについて
踏み込んだ判断を下している 104。
ホンジュラス土地管理プロジェクトは、ホンジュラ

スでの不動産登記制度の整備等を目指し、IDAの支援
の下に開始された。2006年1月3日、本プロジェクト

における法制度の体系化、プロジェクト実施地域にお
ける土地の所有関係の明確化と登記の実施について、
パネルに The Organización Fratenal Negra Honduras
（以下OFRANEH）と称するNGOからの申立が提出
された。OFRANEHは、その申立の一部で、プロジ
ェクトに関連してホンジュラス政府が制定した新財産
法はホンジュラス政府が加盟する ILO169号条約に違
反すると主張し、また「新財産法の適用と履行を支持
したことにより、結果的に銀行は ILO169号条約の不
遵守を促進している」と指摘する 105。パネルは、プ
ロジェクトの承認に関する業務政策であるOMS2.20
を根拠に、次のように述べた。「本プロジェクトに適
用可能な銀行の業務上の政策および手続によれば、銀
行は、プロジェクトの計画が国の環境、市民の健康と
福祉に関連する国際合意に調和し、またプロジェクト
がこれらの国際合意に違反することのないよう確保し
なければならない」106。その上で、パネルは ILO169
号条約の趣旨および個別の条項を検討し、「ILO169号
の基本理念とその条文は（本件に適用される、先住民
族に関する業務政策である）OD4.20」に広く反映さ
れていると述べ、本件において「銀行はプロジェクト
の内容が ILO169号条約に合致したものであるか否か
を適切に審査しなかった」と結論づけた（括弧内筆
者）107。
本件パネルの判断によれば、業務政策は、「環境、

市民の健康と福祉に関連する国際合意」から生じる借
入国の義務に合致する形でプロジェクトを実施するこ
とを要求しているという。すなわち、業務政策の遵守
審査では、問題となる借入国が加盟している範囲で、
プロジェクトにおいて環境条約だけでなく人権と先住
民族の権利に関する条約上の義務違反が存在するかが
問題となる 108。このことは、借入国が自身の人権条
約上の義務を履行しているかという問題も、業務政策
の遵守審査の過程でパネルにより審査されうることを
意味している。事実、本件においてパネルは、プロジ
ェクトの枠組においては新財産法の改正またはその適
用を制限することは不可能であること等の理由によ
り、本件プロジェクトは先住民族の権利を十分に保障
できず、OD4.20の違反を構成すると述べている 109。
これは、ホンジュラス新財産法が改正されることなく
そのまま適用されれば、「ILO169号条約を反映した」
OD4.20の違反が生じることを意味しており、ホンジ
ュラス政府による同条約の違反を強く示唆しているも
のと理解できる。環境条約だけでなく、借入国による
人権分野に関する条約の履行状況についても査察パネ
ルの審査対象になりえることを業務政策の解釈を根拠
に示した事例として、本件は極めて重要であると考え
られる 110。
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（2）欧州復興開発銀行（EBRD）

①アルバニア・ブローレ火力発電プロジェクト

ブローレ火力発電プロジェクトでは、EBRD、
IBRD等の機関からの融資の下、アルバニアの国有電
力事業体であるKorporata Elektroenergjetike Shqiptare
により同国内のブローレ（Vlore）に火力発電施設の
建設が予定されていた。2007年4月、プロジェクト
により影響を被る地域で商業活動を行う実業家のグ
ループを代表して、Gani Mezini（以下、申立人）が
EBRDの独立査察制度である Independent Recourse 
Mechanism（以下 IRM）に遵守審査および問題解決
のための仲介を要請した。以下では、IRMが本件に
ついて実施した遵守審査について述べる。申立人の主
張によれば、本件プロジェクトにおいて「持続可能
な開発」に関するEBRD環境政策の1項から3項、予
防原則に関する同6項、更に情報開示および公開協議
（public consultation）に関する同11項、26項の違反
があったという 111。本稿の問題意識との関係では、特
に環境政策11項に関する議論が注目に値する。同項
は、「EBRDは、EBRD設立協定1条に定められた任
務の遂行に際して、『環境問題における情報の取得機
会、意思決定における公衆参加および司法へのアクセ
スに関する条約 112（以下オーフス条約）』の精神、そ
して究極的な目的を支援する（support）」ことを定
める。IRMは、この11項が遵守されていたかという
問題を審査するにあたり、オーフス条約の加盟国で
あるアルバニア当局により実施されたプロジェクト
に関する公開協議が同条約上の義務違反に当たるか
否かを検討している。本件プロジェクトについては、
オーフス条約の遵守審査委員会（Aarhus Convention 
Compliance Committee）（以下ACCC）が、アルバニ
ア当局により実施された公開協議手続は同条約3条1
項、6条、7条上の義務違反を構成すると認定してい
た 113。IRMは、ACCCの報告書を引用しながらアル
バニアによる同条約違反の問題を検討し 114、これらの
アルバニアによる条約違反等の全ての関連する事実お
よび状況を考慮して、本件プロジェクトにおいて環境
政策11項が遵守されていなかったと認定した 115。

3. 独立査察制度が確保する「アカウンタビリテ
ィー」の展開とその意義

（1）借入国による条約遵守の促進

2で検討した事例においては、国際法の尊重を定め
る業務政策が解釈適用される際には、借入国による環
境あるいは人権条約違反の有無が独立査察制度によっ
て審査されていた。これらの業務政策の規定は、借入
国が自身の環境、人権条約上の義務を履行しているか

を独立査察制度が審査するための根拠として援用され
ているとも言える。開発金融機関の独立査察制度の先
駆けとなった世界銀行査察パネルの設立決議の起草過
程でも、借入国が人権や環境に関する条約を遵守して
いるかを審査する権限をパネルに付与するべきである
か否かが議論され、結果としてそうした権限は付与さ
れなかった 116。しかし、これまで見てきた事例では、
パネルは、環境条約のみならず、借入国の人権条約違
反の疑いについても審査の対象とし、借入国によるそ
れらの条約違反を示唆するようになっている。借入国
がプロジェクトに関連して行った国際法違反を指摘
し、それを根拠に業務政策違反を認定するという実行
は、ブローレ火力発電プロジェクトに関連して見たよ
うに、EBRDの IRMについても同様に見てとれる。
独立査察制度による業務政策違反の認定は国際開発
金融機関による貸付金支払停止等の制裁措置発動の根
拠となりえるため 117、借入国が継続的な金銭援助を求
める限りで、一般的には、借入国の側には業務政策違
反の理由となった条約違反を是正するための一定のイ
ンセンティブが働くものと思われる 118。この点を踏ま
えれば、独立査察制度が借入国の人権、環境条約の不
遵守状態を指摘することは、借入国による違反状態の
自発的な是正を促進するための契機となりうる。すな
わち、国際開発金融機関の独立査察制度は、借入国に
よる環境や人権条約上の義務違反を指摘することで、
その義務違反状態の是正と義務の履行を促進する機能
を有していると考えることができよう。
これまで、独立査察制度は、「国際組織が私人とい
った国家以外の行動主体に対して負うアカウンタビリ
ティー」との関連で注目を集めていたとはいえ、その
制度趣旨自体は業務政策の違反を認定することにあっ
た。このために、独立査察制度は、国際組織の内部法
たる業務政策の遵守確保を主眼に置く制度であると評
価できる。したがって、違反状態が是正され、遵守が
確保される法規範に着目すれば、独立査察制度が確保
する「アカウンタビリティー」とは、法的には、国際
組織の内部法秩序の維持と回復に関する限定的な概念
であった。しかし、借入国が加盟している国際法規範
を尊重すると述べる業務政策を独立査察制度が厳格に
適用することで、そこで確保される「アカウンタビリ
ティー」は、借入国による国際法の遵守という、いわ
ば外部的 119な履行確保を意味する概念へと拡張する
可能性を含んでいると考えられよう 120。独立査察制
度が取り上げた借入国による人権条約、環境条約の違
反に関する問題は、各条約の条約実施機関において審
議された論点とほぼ一致しているという事実も、こう
した意味での「アカウンタビリティー」概念の展開を
裏付ける 121。
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また、こうした独立査察制度における「アカウンタ
ビリティー」概念の展開は、同制度における業務政策
の解釈、適用を通じて生じているという点に注目する
必要がある。これまで、国際組織の内部的な基準（法
規範以外にもガイドライン的性質のものを含む）やそ
の解釈、適用の実行をはじめとして、国際組織の活動
が国際法規範の形成過程に影響を与えうるという点は
多くの論者により指摘されてきた 122。特に国際開発
金融機関については、その業務政策が、国際法規範の
みならず、加盟国の国内法規範さらにはその他の国際
開発金融機関や二国間援助の実施機関内部の規範形成
にも直接的な影響を及ぼしていることが論じられてい
る 123。本稿の分析からは、業務政策は、上記のよう
な法形成への影響にとどまらず、国際法規範の履行過
程においても一定の意義を果たしていることが指摘で
きる。すなわち、国際法規範（特に借入国が加盟して
いる人権条約や環境条約）を取り込んだ業務政策は、
それが貸付協定の中に融資条件として組み込まれるこ
とで、既存の国際法の国内的履行を促進する媒介要素
となっている。このように、業務政策と独立査察制度
を通じたその解釈、適用に関する実行は、開発援助分
野における国際法秩序、国内法秩序、さらに国際開発
金融機関の内部法秩序といった三者の法秩序間の交錯
と相互作用を如実に反映していると理解できよう 124。

（2）設立条約中の「政治活動の禁止」規定との関係

プロジェクト実施の過程で生じた借入国による人
権・環境条約の違反に対して開発金融機関の独立査察
制度が厳格な対応をとるという近年の実行の背景に
は、国際開発金融機関における人権や環境への関心の
高まりがある。しかし、人権保障や環境保護の推進と
いった事項そのものを、国際開発金融機関の本来的な
任務として理解することはできるのだろうか。国際開
発金融機関は、それぞれの設立条約にその法的基礎を
もつ国際組織として、基本的には加盟国により「付
与された権能（compétence d’ attribution; attributed 
competence）」125のみを行使することができる。した
がって、こうした独立査察制度の実行は、国際開発金
融機関に「付与された機能」の一部として正当化され
るかが常に問われることになろう。
上記の問題は、国際開発金融機関の設立条約におけ

る「政治活動の禁止（Political Activity Prohibited）」
規定と不可分の関係にある。国際連盟や国連のように
一般的で広範な権限を付与された国際組織の場合、こ
れまで国家の専属的な管轄権内にあると考えられてき
た分野に国際組織が介入することに対する具体的で明
確な歯止めを設ける必要性が加盟国の側からは認識さ
れた。そこで、これらの組織では設立条約中に加盟国

の「国内管轄権（domestic jurisdiction）」を留保する
といった趣旨の規定が置かれ、上述の「付与された機
能」の原則に加えて、国際組織の権限拡大に対抗し自
国の国家管轄権を擁護するために加盟国側から援用さ
れる法的根拠として機能している 126。国際開発金融
機関の場合、国際開発金融機関の権限拡大から加盟国
の国家管轄権を保護するために置かれた規定は、国
際開発金融機関による「加盟国の政治問題への不干
渉（non-interference in member’s political affairs）」を
定める「政治活動の禁止」と題された規定である 127。
これまでも、この「政治活動の禁止」規定と国際連
盟や国連における「国内管轄権」規定との相違点は
盛んに論じられてきた 128。EBRDを除いて、「政治活
動の禁止」を定める規定は全ての国際開発金融機関に
導入されており、機関の活動に際して借入国国内の人
権保障状況といった加盟国の政治問題に関与してはな
らず、その決定に際して経済的事項のみを考慮するこ
とを国際開発金融機関に求めている 129。しかし、こ
れらの規定が定める「政治活動の禁止」義務は、実際
上は相当柔軟に解釈されてきた 130。学説においても、
国際開発金融機関が借入国国内の民主化、法の支配の
確立等の支援を宣言していることを重視し、むしろ人
権、環境といった特定の「政治問題」に配慮して融資
活動を行うことが国際開発金融機関の任務であると主
張する見解もある。Handlは、徐々に形成されつつあ
る「持続可能な開発（sustainable development）」概
念の規範的な含意が、国際開発金融機関の設立文書が
禁止する政治活動（political activity）の意味を変容さ
せてきたと主張し、各機関は「持続可能な開発」を考
慮に入れて任務を遂行する義務を負うという見解を示
す 131。Handlによれば、持続可能な開発の内容には、
人権の尊重や民主主義の促進といった要素が含まれて
おり、国際開発金融機関が借入国内の人権保障状況を
考慮し、それを改善するためのコンディショナリティ
ーを付与するといったことは、「持続可能な開発」概
念の導入により拡大した「『経済的』考慮（economic 
considerations）」として、許容されるだけではなく、
むしろそうすることを国際開発金融機関は義務づけら
れているという 132。また、Chinkinも、貧困削減とい
う国際社会共通の目標を達成する過程において人権規
範を重視するという観点から、国際開発金融機関の業
務に人権概念が導入されることを肯定的に評価し、ま
たそのような実行は、各機関が「それら（国際開発金
融機関）もまた、人権から生じる義務に拘束されてい
るという事実を受け入れる（括弧内筆者）」ための重
要な一歩となりえると指摘する133。我が国においては、
横田洋三教授が、世界銀行による環境への配慮につい
て「世界銀行が1970年代から徐々に環境への配慮を
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するようになったこと自体は、もはや世界銀行協定第
4条10項（IBRDの「政治活動の禁止」を定める規定）
違反とは言えないという慣行が確立しているとみてよ
い（括弧内筆者）」と述べている 134。
代表的な国際開発金融機関である世界銀行では、上

記の諸学説で指摘されているような「政治活動の禁止」
原則の変容と軌を一にする法律顧問の見解が、独立査
察制度が自ら借入国の人権保障状況を審査することを
正当化するために用いられることがある。先に見た、
査察パネルの「新たな境地を拓いた」と評価されるチ
ャドの事例で、パネルは、次のような趣旨の世界銀行
法律顧問の法律意見を引用した 135。すなわち、政治
的な原因を有し、また政治的な要素と関係する事項で
あっても、「直接的かつ明白な経済的な結果をもたら
す場合」には、世界銀行は「経済的配慮」としてそれ
らをその決定に際して考慮できる 136。また、「国際的
に承認された人権の侵害（violation of internationally 
recognized human rights）」といった「経済的、技術
的な評価に影響を及ぼす政治的な要因を、銀行は考慮
しないわけにはいかない」137。
しかし、ホンジュラスの事例に関連して出された法

律意見は、直接的に IBRD協定4条10項に関連するも
のではないが、借入国による ILO169号条約違反の疑
いといった問題を査察パネルが審査することに対して
消極的な姿勢を示している。法律意見を出した法務部
側は、パネルが判断できるのは、借入国による環境条
約の違反に関する問題に限定されるという立場をと
った 138。パネルが借入国の「政治問題」に過度に介
入することへの法務部側の躊躇と懸念が、ここに示さ
れているものと理解できる。しかしながら、パネルは
法律意見の内容を厳しく批判し、既に見た様に、最終
的には借入国による人権条約遵守の問題に対して踏み
込んだ判断を行った。独立査察制度が借入国の条約違
反を審査することに対する国際金融機関内部の懸念は
EBRDの IRMの実行においても見てとれる 139。その
設立条約上、「政治活動の禁止」に関する規定を有し
ていないEBRDであっても、加盟国との関係におけ
るその権限は無制限ではない。この点、IRMの実行
はEBRDの権限の範囲を考える上で興味深い。また、
特に借入国による人権保障の問題について言えば、か
つて世界銀行査察パネルの委員を務めたvan Puttenが
研究者やNGOおよび国際開発金融機関に勤務する専
門家などを対象に実施した聞き取り調査では、そもそ
も国際開発金融機関は人権問題を処理する機関ではな
く、独立査察制度の任務に人権問題は含まれるべきで
はないといった、独立査察制度が借入国による人権侵
害を審査することに対する根強い懸念もあることが明
らかにされている 140。また、同じくvan Puttenの調査

によれば、世界銀行のチャドの事例で査察パネルが引
用した、借入国による人権条約上の義務遵守は銀行の
関心事になりうるという趣旨の法律意見は、現在では、
銀行の法務部内部で評価が分かれるところであるとい
う 141。独立査察制度の任務の範囲に関する国際開発
金融機関の内外におけるこうした議論は、設立条約に
より付与された国際開発金融機関の権限と加盟国の国
家管轄権との関係といった、根本的な法的問題に対す
る一致した認識が、少なくとも現段階では存在してい
ないことを反映しているように思われる。142独立査察
制度は、今後、借入国が拘束されている条約の解釈や
適用に関する判断をどの程度進め、深めていくのか、
そしてそれに対して国際開発金融機関の内部諸機関や
加盟国がいかなる反応を示すのか、注目されるところ
である。

Ⅳ. おわりに

以上、本稿では、「国際組織のアカウンタビリティ
ー」に関する ILA最終報告書や諸学説を出発点とし、
独立査察制度を通じて確保される国際開発金融機関の
「アカウンタビリティー」という概念の拡大を論証し、
その意義を考察してきた。
従来、独立査察制度は、「国際開発金融機関が私人
や国家以外の行動主体に対して負うアカウンタビリテ
ィー」との関係で注目を集めてきた。しかし、近年の
実行では、国際開発金融機関の「アカウンタビリティ
ー」という概念において、私人や国際開発金融機関に
比べると注目を集めることが少なかった、借入国の作
為不作為が重視されている。すなわち、そこでの「ア
カウンタビリティー」には、借入国による環境や人権
条約の適切な履行の確保を目的とした、それら条約の
履行状況に対する独立査察制度による一定の評価が含
意される場合がある。元来、国際開発金融機関の内部
法である業務政策とその遵守確保制度として設計され
た独立査察制度は、国際法規範を取り込んだ業務政策
の遵守を確保することを通じて、国際法規範の履行過
程においても一定の役割を果たしている。こうした独
立査察制度の実行における展開は、業務政策の解釈適
用を媒介としてなされる、国際法の履行確保の一形態
として認識されうる。
しかし、国際開発金融機関が設立条約上を通じて付
与された権限との関係で、こうした独立査察制度が確
保する「アカウンタビリティー」概念の拡大を危惧す
る声は根強く存在している。独立査察制度を通じた借
入国による国際法の履行確保がより一般化し、さらに
拡大、発展していくかは、今後の実行の蓄積を見守る
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必要があろう。
最後に、本稿で十分に論じることができなかった諸

問題について触れておきたい。本稿では、国際開発金
融機関の設立条約上付与された権限といった国際組織
法的な側面から、独立査察制度が確保する「アカウン
タビリティー」概念の拡大という現象の評価を試み
た。しかし、遵守が確保される条約とその条約を中心
とする条約制度からの評価―環境、人権といった個別
分野を規律するいわゆる「国際制度」ないし「国際
レジーム」143の側から、国際開発金融機関の関与を通
じた国家による条約の履行確保をいかに位置づけうる
か―が、この現象のより正確な理解には不可欠となろ
う。さらに、国際開発金融機関とその任務遂行に関連
する全体的な法の枠組―そこでは、国際法、国内法、
そして国際開発金融機関の内部法が複雑に交錯してい
る―それ自身が、ある種の「国際制度」や「レジーム」
を構築しうるかといった問題も検討の余地がある 144。
また、国際開発金融機関の活動を通じた、国際法、国
内法、国際開発金融機関の内部法という3つの法秩序
の交錯と相互作用は、「グローバル行政法」論といっ
た、必ずしも伝統的な国際法規範に分類されない法の
機能をも分析対象とし、国境を超えた多層的な規制秩
序を説明しようとする分析枠組み145、またいわゆる「管
理モデル」等の遵守論にも、興味深い示唆を含むもの
と考えられる。これらの諸点に関する詳細な検討は、
筆者自身の今後の検討課題としたい。
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Activities of International Development Banks”, 308 Recuil de 
Cours, （2004）, pp. 26-29がある。 国際開発金融機関と類似の
概念として、International Financial Institutions（IFIs）という
用語があり、我が国では横田洋三教授が「国際金融機関」と訳
出している。横田教授が使用する「国際金融機関」という概念
は、本稿の国際開発金融機関という概念と重複する部分もある
が、前者には国際通貨基金（International Monetary Fund）（以
下 IMF）といった開発プロジェクトに対する融資を任務としな
い国際組織が含まれ、他方、後者には含まれない点で異なる。
詳しくは、横田洋三『国際機構の法構造』（国際書院、2001年）
259頁（注1）及び（注2）を参照。

  7 我が国では“inspection”いう概念には、特に“international 
inspection system”に関連して「査察」という訳語が当てられ
てきた。「国際査察制度（international inspection mechanism）」
とは、「国際法上の義務の履行確保のため、その履行状況を現
認する国際制度」であり、「狭義には現認手段である（現地）
査察のみを指すが、広義には、査察を含む履行確保制度全体
（いわゆる国際管理）を意味する」。国際法学会編『国際関係法
辞典　第2版』（三省堂、2005年）284頁「国際査察制度」の
項目（森田章夫執筆）を参照。本稿で検討する「独立査察制度
（independent inspection mechanisms）（後掲注10を参照）」は、
国際開発金融機関による「業務政策（後掲注44を参照）」違反
の疑いについて、関係国の同意に基づいて現地査察を行い、ま
た場合によっては国家の国際法上の義務の履行確保に関わる等、
「国際査察制度」における「査察」概念と重なる場合もあること
から、本稿でも inspectionの訳語として「査察」をいう語を使
用する。

  8 例えば、世界銀行では、査察パネル設立10周年、15周年を記念
した刊行物には、そのタイトルに「アカウンタビリティー」とい
う語が使用されている。See, World Bank, Accountability at the 
World Bank: The Inspection Panel 10 Years On （World Bank, 
2003） ［hereinafter 10 Years On］ ; World Bank, Accountability at 
the World Bank: The Inspection Panel at 15 years （World Bank, 
2009）［hereinafter 15 Years］.また、そこでは、「IFC、MIGA
のCompliance Advisor Ombudsman（以下CAO）（CAOについ
て詳しくは後述のⅡ. 2.（1）特に注55を参照のこと）ととともに、
査察パネルは、公的、私的機関がアカウンタビリティーの問題
をいかに扱いうるかという点について重要な模範であり続けた
（括弧内筆者）」と述べられている。See, ibid（15 Years）, p. v.

  9 International Bank for Reconstruction and Development 
（IBRD）, Resolution 93-10（1993） International Development 
Association （IDA）, Resolution 93-6（1993）［hereinafter 
Resolution establishing the Inspection Panel］, reprinted in 34 
International Legal Materials（1995）［hereinafter ILM］, p. 
520. 世界銀行査察パネルについては数多くの先行研究が存
在するが、網羅的なものとしては世界銀行法律顧問を務めた
Shihataによる著作が有益である。See, Ibrahim F.I. Shihata, The 
Inspection Panel: In Practice （2nd edition, Oxford University 
Press, 2000）. 

 10 本稿での「独立査察制度」の定義は、「国際開発金融機関の
アカウンタビリティー」の問題について豊富な研究を重ね、ま
た国際開発金融機関の実務にも積極的な提言を行っている
Bradlowによる“Independent Inspection Function/Mechanisms”
の定義に示唆を受け、本稿の問題意識に合わせて若干の修正
を加えたものである。Bradlowによる上記概念の定義について
は Daniel D. Bradlow, “Private Complainants and International 
Organizations: A Comparative Study of the Independent 
Inspection Mechanisms in International Financial Institutions”, 
36 Georgetown Journal of International Law （2005）, p.410-411
を参照。 

 11 国際組織の第三者とは、一般的には、本文で述べた私人（法人
等の私的団体を含む）の他にも、国家（非加盟国、場合により
加盟国も含む）、他の国際組織等が考えられる。国際組織の加
盟国は、当該組織との関係において、当該組織の構成員として
の地位と当該組織の第三者としての地位という二面性をもつ点
に留意する必要がある。植木俊哉「国際組織の国際違法行為と
国際責任―国際責任法への一視座―」国際法外交雑誌90巻4
号（1991年）76-77頁（注37）参照。

 12 世界銀行査察パネル等の諸制度が主たる救済の対象としてい
る「プロジェクトから影響を被った私人」とは、国際開発金融
機関の第三者たる私人の中でも、特に、国際開発金融機関との
間に雇用や調達等に関する契約関係を一切持たない者である。
BradlowとSchlemmer-Schulteは、査察パネルがこういった私
人を救済の対象としたことを、「世界銀行が、国家を介さずに
私人との間に「法的に重要な非契約的関係（legally signifi cant, 
non-contractual relationship）」を築 いたと述 べ る。Daniel 
D. Bradlow & Sabine Schlemmer-Schulte, “The World Bank 
Inspection Panel: A Constructive Step in the Transformation of 
the International Legal Order”, 54 Zeitschrift für ausländisches 
öffentliches Recht und Völkerrecht/The Heidelberg Journal of 
International Law （1994）, p. 395.

 13 後述Ⅱ.2.（2）を参照。
 14 世界銀行の査察パネルの制度概要については、我が国でも数多
くの先行研究がある。例えば、段家誠「世界銀行とNGO―
インスペクション・パネル制度と課題」国際連合学会編『国連
研究第6号　市民社会と国連』（国際書院、2005年）71-104頁
などを参照。また、世界銀行、ADBの独立査察制度とその実
行を詳細に紹介したものとして、松本悟『被害住民が問う開発
援助の責任―インスペクションと異議申し立て―』（築地書館、
2003年）がある。国際行政学の観点から世界銀行、IFCの独立
査察制度を分析したものとして、城山英明『国際援助行政』（東
京大学出版会、2007年）245-256頁を参照。

 15 国際法の観点から世界銀行査察パネルを分析の対象とした先
駆的研究として、桐山孝信教授や松隈潤教授による著作がある。
桐山孝信「世界銀行における開発と人権の相克―先住民族に関
する業務政策とインスペクション―」国際法外交雑誌102巻4
号（2003年）23頁以下、松隈潤「独立審査パネルとムンバイ
都市交通プロジェクト」西南学院大学法学論集39巻1号（2009
年）11-19頁を参照。

 16 国際組織に対する様々な救済手続を、「国際組織のアカウン
タビリティー」という観点から包括的に分析した代表的な
研 究 と し て、Karel Wellens, Remedies against International 
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Organizations （Cambridge University Press 2002） を 参 照。 
Wellensは、ILAの研究作業においてもMalcolm Shawと共に
共同報告者を務めており、Wellensの同書は ILA最終報告書に
も影響を及ぼしているものと考えられる。また、国連やNATO
による平和維持活動といった、個別の活動分野における国際
組織のアカウンタビリティーを分析したものとして、Marten 
Zwanenburg, Accountability of Peace Support Operations 
（Martinus Nijhoff Publishers, 2005）を参照。

 17 ILAの国際組織のアカウンタビリティーに関する委員会は、
1996年に設置され、最終報告書の提出までに、1998年の台北
での第68回総会に第1報告書を、2000年にロンドンで開催され
た第69回総会で第2報告書を、2002年のニューデリーでの第
70回大会に第3報告書を提出している。

 18 ILAは、国際法、国際私法分野に関する国際的な学会であり、
1873年に設立された。現在はロンドンに本部を持ち、日本をは
じめ世界各地に支部をもつ「世界最古かつ最大の国際的な法律
家の民間団体」と評される。国際法学会編『国際関係法辞典（第
2版）』（三省堂、2005年）316頁「国際法協会」の項目（石本
泰雄執筆）を参照。

 19 See, Final Report, supra note 3, p. 6.
 20 Ibid., pp. 6-7.
 21 Ibid., p. 4.
 22 Ibid.
 23 Ibid. 最終報告書で検討対象から除外された加盟国の国際組織
に対するアカウンタビリティーに関する実例として、国連と受
入国が締結する地位協定（status-of-forces agreement; SOFA）
に受入国が違反した場合に国連側がとりうる対応が挙げられて
いる。加盟国側が国際組織との間の相互的条約上の義務に違反
した場合に、国際組織が行使しうるこうした監督権限は、国際
組織の能動的アカウンタビリティー（active accountability）と
表現されており、国際組織が respondentになる受動的アカウン
タビリティー（passive accountability）と区別されている。See, 
ibid. ILA最終報告書が検討対象としたアカウンタビリティーは、
この受動的、能動的という区分を用いるとすれば、国際組織が
負うアカウンタビリティーという意味では受動的アカウンタビリ
ティーにあたる。

 24 Ibid., pp. 5-6.
 25 Ibid.
 26 Ibid., p. 5.
 27 Ibid., pp. 8-17. 本文に挙げた諸原則から導かられる具体的な
ルールとしては、例えば、「グッド・ガバナンス」の原則から
は、国際組織の意思決定手続及び決定の実施における透明性
（transparency）、意思決定過程における参加の確保、情報への
アクセス等が検討されている。See, ibid., pp. 8-12.

 28 Ibid., p. 5.
 29 Ibid.
 30 International Law Association, Third Report consolidated, 

revised and enlarged version of Recommended Rules and 
Practices（“RRP-S”）, Committee on Accountability of 
International Organizations （2002） ［hereinafter 3rd Report］,, 
available at, <http://www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm/
cid/9 > （last visited 15 November 2009）, p. 9.

 31 See, ibid., p.8.

 32 1次法規とは、「広く国際関係において国家が負う国際法上の義
務」を定め、法的責任が発生する根拠となる規範を指し、また
2次法規とは、「1次法規の違反、不履行の事後救済のための手
続・制度」を規律する規則をいう。山本草二『国際法（新版）』（有
斐閣、2004年）625-626頁。

 33 Final Report, supra note 3, pp. 18-22.
 34 Ibid., pp. 22-25.
 35 Ibid., pp. 26-31.
 36 Ibid., p. 5.
 37 ILCは、2002年 に「 国 際 組 織 の 責 任（Responsibility of 

International Organizations）」を法典化作業のテーマとして取
り上げることを決定し、Giorgio Gajaを特別報告者として作
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Supplement No.10 , UN Doc. A/64/10, pp. 14-19を参照。
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 39 国際法における合法行為責任について、ILCの研究作業が議論
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Non-Binding Norms in the International Legal System- （Oxford 



国際開発金融機関の独立査察制度における
「アカウンタビリティー」概念の展開 141

University Press, 2000）［hereinafter, Operational Standards］, 
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Bradlowの比較研究が極めて有益である。See, Bradlow, supra 
note 10.

 51 前掲注8を参照。
 52 ADBの独立査察制度であるアカウンタビリティー・メカニズム
（Accountability Mechanism）」について、前掲注46を参照。

 53 後掲注67の文献を参照。
 54 全ての独立査察制度は、プロジェクトの実施に際して国際開発
金融機関が特定のルールを遵守していたか否かを審査する機能
を有している。本稿では、この機能を遵守審査機能と呼ぶ。こ
の遵守審査機能を制度の主軸に据える制度として、中立的な専
門家集団により「業務政策」違反があったか否かを審査するこ
とを目的とする世界銀行の査察パネルがある。なお、近年では、
世界銀行内部でも、遵守審査機能だけではなく、後述する問題
解決機能を査察パネルに付与することの重要性が指摘されてい
る。詳しくは、15 years, supra note 8, pp.51-55を参照。
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る国際開発金融機関の事務局による業務政策違反といった、業
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 57 独立査察制度が、遵守審査を行う際に判断の基準とし、各国
際開発金融機関による違反認定を行う規範、すなわち適用法規
は、それぞれの独立査察制度により名称が異なる（世界銀行に
おける「業務政策」、EBRDにおける「環境政策（Environmental 
Policy）」等）。しかし、それらの法的性質は、各機関の事務局
を拘束する「国際組織の内部法」としての共通点を有する（前



142

3 2010.3

掲注44を参照）。本稿では、それぞれの独立査察制度が適用す
る法を、便宜上、世界銀行査察パネルの適用法規の名称になら
い、「業務政策」と統一して使用する。

 58 独立査察制度が問題解決機能を行使する場合には、実質的な
問題解決に特化した柔軟かつ多様な手続が活用される。しか
しながら、この場合、非公式的かつ非公開の手続が採用され
ることが多く、問題解決に致るまでの過程を分析することは必
ずしも容易ではない。CAOを素材にこのような独立査察制度
の問題解決機能の特質とその意義を論じるものとして、Andres 
Rigo Sureda, Process Integrity and Institutional Independence 
in International Organizations: The Inspection Panel and 
The Sanction Committee of The World Bank, in Laurence 
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上げたホンジュラスの新財産法案について、ILOの「条約適用
および勧告に関する専門家委員会（the Committee of Experts 
on the Application of Conventions and Recommendations）」は、
「（ILO169号）条約の履行に不可欠な原則を含む（括弧内筆者）」
ものとして、ホンジュラス政府に対して追加的な情報提供を要

請している。See, International Labour Conference, 98th Session, 
2009, Report of the Committee of Experts on the Application of 
Conventions and Recommendations（2009）, p. 681. また、ブ
ローレ火力発電プロジェクトにおいて IRMが扱った論点は、
ACCCにおいて検討されたアルバニアによるオーフス条約違反
の問題と完全に同一の問題であった。See, supra note 113, 114.

122 国際法規範の形成を、多様な過程、主体、文書という観点から
分析した近年の代表的な研究として Alan Boyle and Christine 
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Chinkin, The Making of International Law （Oxford University 
Press, 2007）がある。

123 世界銀行の業務政策が国際法規範の形成に及ぼす影響を論じた
ものとして、Kingsbury, supra note 87を参照。また、国内法規
範およびその他の国際組織の内部法などへの影響を論じたもの
として、Boisson de Chazournes, Operational Standards, supra 
note 44, p. 299を参照。なお、国際開発金融機関において業務
政策の調和化が進む理由として、Suzuki教授は、特定の諸国
家が全ての機関の意思決定機関において強い影響力を有してい
る点を指摘する。特に、先進国首脳会議での決定事項は、全て
の国際開発金融機関の政策に重要な影響を及ぼしているという。
See, Suzuki supra note 78, p. 185.

124 Boisson de Chazournesは、業務政策が、国際環境法を遵守し、
それを実施することの必要性に対する借入国側の認識を強化す
ると述べる。See, Boisson de Chazournes, ibid, p. 298.また、桐
山教授は、先住民族をめぐる世界銀行の業務政策と査察パネル
の活動を例に、業務政策が各国の国内基準として機能する可能
性を指摘し、世界銀行プロジェクトにおいて生じる国際制度と
国内体制の交錯を論証している。桐山孝信「先住民族の権利
をめぐる世界銀行・国家・非国家アクターの交錯」ジュリスト
1299号（2005年）54-55頁を参照。桐山教授の次の指摘は、国
際開発金融機関の活動において生じている国際制度と国内体制
の交錯の本質的な特徴とその問題点を捉えており、極めて重要
である。「国際制度は、国際機構と非国家アクターとの協働によ
って、ある場合には国家をバイパスして、別の場合には国家を
事実上拘束する形で、進展した。しかしここで注意するべきこ
とは、世界銀行の活動に限れば、バイパスされたり、拘束され
たりするのは発展途上国であり、すべての国家ではないという
ことである。とりわけ、世界銀行内部での意思決定が、先進国
中心であることは周知のことであり、表決制度にせよ機関の構
成にせよ、その民主化が要請されていることも事実である」。桐
山「同上」56頁。

125 一般に、国際組織の権限は、基本的には当該組織の加盟国によ
り「付与された」（attribué; attributed）ものに限定される。これ
は、「付与された権能」の原則と呼ばれ、国際組織の権限に関
する問題を検討する際の基本原則として一般的に承認されてい
る。See, Henry G. Schermers & Niels M. Blokker, International 

Institutional Law: Unity within diversity, （4th revised edition, 
Marfi nus Nijhoff Publishers, 2003） pp. 155-157; Interpretation of 
the agreement of 25 March 1951 between the WHO and Egypt, 
Separate Opinion of Judge Gros, I.C.J. Reports., 1980, p. 103. 付
与された範囲を超えた国際組織の活動は権限踰越（ultra vires）
の行為となると理解される。Ibid.

126 詳しくは、植木俊哉「国家管轄権と国際機関の権限の配分」村
瀬信也・奥脇直也編『国家管轄権―国際法と国内法―　山本草
二先生古稀記念』（勁草書房、1998年）83頁以下、及び森川幸
一「国内管轄事項とその国際標準化」『同上書』111頁以下を参照。
また、国際連合や国際連盟以外でもこのような「国内管轄権」規
定をもつ国際組織設立条約としてユネスコ憲章1条3項等がある。

127 Rigo Sureda, supra note 6, pp. 192-193.
128 IBRD協定4条10項は次のように定める。「銀行及びその役員
は、加盟国の政治問題に関与してはならず、また、決定を行う
に当って関係加盟国の政治的性格に影響されてはならない。そ

の決定は、経済的事項のみを考慮して行うものとし、これら
の事項は、第1条に掲げる目的のため公平に考慮されなければ
ならない」。この条項の起源は、1943年4月にイギリスのJohn 
Maynard Keynesが発表した「国際清算同盟案」に見出せる。「国
際清算同盟案」は、戦後の国際経済秩序を担う国際組織設立構
想―このような構想の下に設立された国際経済秩序は、その後、
IMFと世界銀行を中核とするブレトン・ウッズ体制と呼ばれる
ことになる―を明らかにしている。そこでは、戦後創設される
べき新たな国際組織は、「各国の国内政策に対する干渉は能う
かぎりこれを避けるべきである」と明示している。堀江薫雄『国
際通貨基金の研究』（岩波書店、1962年）321頁参照。ここから、
この条項に期待されていた機能の1つは、国連や国際連盟の国
内管轄権規定と同じく、加盟国の国家主権の保護にあったと考
えられる。横田洋三「国際機構と国内事項不干渉原則」国際問
題318号（1986年）50-51頁、同「世界銀行の『非政治性』に
関する一考察（一）」国際法外交雑誌70巻1号（1977年）25-31
頁参照。同様に、これらの規定が「加盟国の主権国家としての
性格」の尊重を世界銀行に義務付けるという理解を示すものと
して、Rigo Sureda, supra note 6, p. 193を参照。横田教授によ
れば、連盟規約や国連憲章の関連規定と比較すると、IBRD協
定の4条10項が禁じる干渉の範囲は最小限度にとどまり、世界
銀行の実行には「世界銀行協定（IBRD協定）違反とは必ずし
も言えないが、（国連憲章や連盟規約が定める）いわゆる国内
事項不干渉の原則には抵触すると思われる活動が相当にみられ
る」という（括弧内筆者）。横田「国際機構と国内事項不干渉原則」
31頁参照。

129 EBRD設立条約において他の国際開発金融機関の「政治問題不
干渉」原則に相当する規定は、「銀行の国際的性格（International 
Character of the Bank）」と題された同32条である。しかし、同
条はEBRD任務の国際的性格を強調するのみで、加盟国の政治
問題に関与することを禁止するわけではない。EBRD協定にお
いては、むしろ加盟国の国内体制を特定の方向に導くことを積
極的に肯定するような規定が存在する。例えば、前文では、複
数政党制民主主義（multiparty democracy）の原則、法の支
配、人権尊重及び市場経済の重要性が強調され、さらに「中央
及び東ヨーロッパ諸国がこれらの原則を実施することを歓迎す
る」と述べられている。また、同1条、2条、8条では、EBRD
の任務として、借入国への融資または加盟国国内の民間セク
ターへの融資を通じて、加盟国経済体制の転換を支援するこ
と等が明記されている。See, The Agreement establishing the 
European Bank for Reconstruction and Development, 29 ILM 
（1990） p.1077; Ibrahim F. I. Shihata, The European Bank for 

Reconstruction and Development: A Comparative Analysis of 
the Constituent Agreement （Martinus Nijhoff Publishers, 1990）, 
pp. 2-4. これらのEBRD設立条約に見られる特徴は、冷戦終結
に伴う旧ソ連崩壊後の旧共産圏諸国の経済体制を改革し、立て
直すという、EBRD創設の背景にある政治的な動機が密接に関
連している。See, Rigo Sureda, supra note 6, p 193.

130 詳しくは、横田洋三「前掲論文（世界銀行の『非政治性』に関
する一考察（一））」（注127）19-45頁、同「世界銀行の『非政
治性』に関する一考察（二）」国際法外交雑誌70巻3号（1977年）
32-77頁参照。See also, Rigo Sureda, supra note 6, pp. 194-200.

131 Gunter Handl, “The Legal Mandate of Multilateral Development 
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Banks as Agents for Change toward Sustainable Development”, 
92 American Journal of International Law（1998）［hereinafter, 
Legal Mandate］, pp. 642-665. See also, Gunter Handl, 
Multilateral Development Banking-Environmental Principles 
and Concepts Refl ecting General International Law and Public 
Policy （W, Kluuer Lan International, 2000）.

132 Handl, Legal Mandate, supra note 131, pp. 644-651.
133 Christine Chinkin, “The United Nations Decade for the 

Elimination of Poverty: What Role for International Law?”, 54 
Current Legal Problems （2002）, pp. 553-589, especially, pp. 571-
573. 

134 横田洋三「開発援助と環境―世界銀行における環境問題の取り
扱いの法的分析を中心として―」国際法学会編『日本と国際法
の100年　第6巻―開発と環境』（三省堂、2001年）232頁。

135 Chad Investigation Report, supra note 91, pp. 62-63, paras. 215, 
217; 10 Years On, supra note 8, p. 96.

136 Ibrahim F.I. Shihata, World Bank Legal Papers （Martinus 
Nijhoff Publishers, 2000）, p. 281.

137 Ibid., pp. 229, 235.
138 拙稿「前掲論文」（注58）87-88頁参照。
139 ブローレ火力発電プロジェクトで IRMは、各国が国際法上の義
務を遵守しているか否かについて独立した立場からの法的意見
を得ることを検討するべきであると事務局に勧告している。し
かし、事務局は、EBRDは各プロジェクトにおいて加盟国に適
切に国際法上の義務を履行させるという広範な注意義務を負う
わけではないと反論している。See, Compliance Review Report, 
supra note 111, pp. 39-40.

140 Maartje van Puttern, Policing the Banks: Accountability 
Mechanisms for the Financial Sector, McGill-Queen’s 
University Press, 2009）, pp. 264-267.国際開発金融機関による
人権問題の取り扱いを、国連体制とブレトン・ウッズ機構的発
想を有する諸機関（世界銀行とIMFに限らず、他の国際開発金
融機関を含む）という基本的な理念を異にする両体制間の衝突、
調整の問題として捉える見解として、吾郷眞一「グローバリゼ
ーションと国際社会の組織化――グローバリゼーションと国際
化（インターナショナリゼーション）の相克――」世界法年報
24号（2005年）24-48頁を参照。本稿で見た、独立査察制度に
おける人権問題の取り扱いは、吾郷教授の言うところの国際開
発金融機関側による「国連体制への歩み寄り」の1つとして評
価する余地があると思われるが、これが両体制の「有機的連関」
を経た衝突の本質的な克服に結び付くかは、事態の推移を注意
深く見守る必要があるだろう。

141 Ibid., p. 266.
142 借入国による環境・人権条約の違反といった政治問題としての
性質を、もつ事柄に独立審査機関がどの程度踏み込めるかとい
う問題は、国際開発金融機関の権限と加盟国の権限との関係を
規律する国際法規範により決定される。そして、このような国
際法規範の内容は、チュニス・モロッコ国籍法事件でPCIJが国
際連盟規約における「国内管轄権」概念に関連して指摘したよ
うに、国際関係の発展に依存し変化しうる相対的なものである
と考えられる。See, Nationality Decrees in Tunis and Morocco, 
1923, P.C.I.J. Series B, No.4, pp. 23-24.

143 「国際制度」や「国際レジーム」といった分析枠組みを用いる研

究は数多い。国際経済秩序、環境といった個別分野における我
が国の代表的な先行研究として、小寺彰『WTO体制の法構造』
（東京大学出版会、2000年）、村瀬信也「国際環境レジームの法
的側面―条約義務の履行確保―」世界法年報19号（2000年）2頁、
特に4-5頁を参照。「国際制度」の国際法秩序全体における位置
づけを分析するものとして、吉田脩「国際法における『国際制度』
の新展開」国際法外交雑誌99巻3号31-61頁を参照。

144 国際開発金融機関の融資条件と一定の共通性を有すると考えら
れるIMFのコンディショナリティー（Conditionality）を「緩や
かな国際制度」と捉え、その有効性を検討した研究として、古
城佳子「緩やかな国際制度と遵守―IMFのコンディショナリテ
ィーを事例として―」国際法外交雑誌100巻2号（2001年）35
－62頁がある。古城教授は、①国際制度としてのコンディショ
ナリティーの厳格化とその遵守の向上は直接的には結びつかず、
②厳格化により生じる国際制度と国内政治の結びつきの強化が、
国内社会における利害対立を生じさせること、③国際制度の遵
守を高めるためには、制度の正統性が重要であること（コンデ
ィショナリティーについて言えば、コンディショナリティーに対
する融資対象国の「所有意識（Ownership）」の向上などが重要
となる）、の3点を指摘する。独立査察制度において見られる借
入国の環境や人権条約違反に対する厳格な姿勢は国際開発金融
機関における融資条件厳格化の一側面として理解することがで
きる。しかし、上記の指摘を踏まえれば、こうした姿勢が借入
国による融資条件の遵守に直接的に結び付くかは検討の余地を
残していると言えよう。

145 「グローバル行政法（Global Administrative Law）」論とは、近
年ニューヨーク大学の国際法研究者を中心に立ち上げられた
研究プロジェクトである。代表的な文献として以下の文献を参
照。See, Benedict Kingsbury, Nico Krisch, Richard B. Stwert, 
“The Emergence of Global Administrative Law”, 68 Law and 
Contemporary Problems, （2005） pp. 15-61; Simon Chesterman  
“Globalization Rules: Accouhtability, Power, and the Prospects 
for Global Administrative Law”, 14 Global Governance （2008）, 
pp. 39-52; Benedict Kingsbury, “The Concept of ‘Law’ in 
Global Administrative Law （2009）”, 20, no. 1 The European 
Journal of International Law, pp. 23-57. また、グローバル行政
法に関する邦語の文献として、宮野洋一「『グローバル行政法論』
の登場」横田洋三、宮野洋一編『グローバルガバナンスと国連
の将来』（中央大学出版部、2008年）323-338頁を参照。業務政
策とその遵守を確保する独立査察制度は、「グローバル行政法」
を分析枠組みとする論者の論稿においてたびたび取り上げられ
ている。See e.g., Benedict Kingsbury, Nico Krisch, Richard B. 
Stewart, Jonathan B. Wiener,“Foreword: Global Governance 
as Administration̶National and Transnational Approaches 
to Global Administrative Law”, 68 Law and Contemporary 
Problems, （2005）, p. 2.
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Ⅰ. はじめに

本稿は、民主主義において、マイノリティの利益が
表出され、実現に至るまでの政治過程を分析するため
のモデルの提示を試みるものである。
いうまでもなく民主主義とは、多数の声を反映する

意思決定方式である。この考えに対しては、プラトン
以降、多数者の参加を「衆愚政治」として危惧する声
が常に存在してきた。しかし近年、この「多数者によ
る決定」は、エリート論的見解からではなく、マイノ
リティの声を取り上げないという理由から問題視され
るようにもなってきた（川崎・杉田 2006： 158-161）。
では、多数の声が取り上げられやすい民主主義にあっ
て、マイノリティの声が取り上げられうる機会がある
とするなら、それはいかなる過程を経るのだろうか。
従来、ニュー・ポリティクスや、あるいは単一争

点で価値推進にかかわるような問題が社会的に取り
上げられる過程として、グラスルーツ・ロビイング
（間接ロビイング）や、新しい社会運動（New Social 
Movements）といった形態が指摘されてきた（伊藤・
田中・真渕 2000）。
また、記憶に新しいところでは、2009年11月の肝
炎対策基本法成立に大きく貢献した福田衣里子氏のよ
うに、当事者が議員となり、自らの所属する集団の利
益を実現するという形態がある 1。血友病患者の当事
者として薬害エイズや薬害肝炎の問題に取り組む家西
悟氏や、1997年5月の「アイヌ文化の振興並びにア
イヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法
律」（以下、アイヌ文化振興法）の成立に尽力した萱
野茂氏などもそうだろう。
他方で、そういった社会運動やマイノリティの当事

者が議員となって利益を代表するかたちとは異なる例
として、2003年7月16日に成立した「性同一性障害
者の性別の取扱いの特例に関する法律」（以下、特例法。
翌2004年7月16日施行）がある。特例法は、性同一
性障害（Gender Identity Disorder：GID）2と診断され
た者のうち特定の条件を満たす者に対して、家庭裁判
所の審判を経ることによって法令上の性別の取り扱い
を性自認（gender identity）3に合致するものに変更す
ることを認め、戸籍上の性別記載を変更できるものと
した法律である。医療の現場がGID問題に取り組み、
公式に性別適合手術を実施し始めたのは1998年のこ
とであり、5年遅れて、ようやく法制度の整備が追い
ついてきたかたちとなった。
日本において、国内初となる公式な医療手術とし
ての性別適合手術が行われたのは、1998年10月16
日、埼玉医科大学の同医大総合医療センターにおいて
である 4。女性から男性への性別変更のケースであっ
た。国内では、1969年、男性三人に性転換（性別適
合）手術をした医師が「故なく、生殖を不能にするこ
とを目的とし」た手術を禁じた優生保護法（現在の母
体保護法）違反で有罪判決を受けた「ブルーボーイ事
件 5」以降、手術はタブー視されてきたとされる（吉
永 2000：68）。この事件から26年後の、1995年5月、
埼玉医科大学の教授であった原科孝雄氏が、性転換手
術の倫理的な判断を同医大倫理委員会に申請した。同
委員会は1996年7月に、「性同一性障害という疾患が
存在し、性別違和に悩む人がいる限り、その悩みを軽
減するために医学が手助けすることは正当なことであ
る」と答申し、性転換手術を「正当な医療」と容認した。
同年9月に、日本精神神経学会が「性同一性障害に関
する特別委員会」を設置し、1997年5月には、患者
の診断と治療に関するガイドライン「性同一性障害に

マイノリティをめぐる政治過程
分析のための理論的考察

竹田　香織
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関する答申と提言」を発表し、手術を条件付きで認め
る治療指針をまとめた。これを受けて同大倫理委は翌
1998年5月、手術の実施を承認したのである 6。
特例法の成立へと政治が動き出したのは、2000年

9月11日に自民党の参議院議員を中心として発足し
た「性同一性障害勉強会」が端緒であった。発起人は
参議院議員の南野千惠子氏である。この勉強会は、途
中2年の空白を挟みながらも、2003年3月まで6回に
わたって開催され、延べ20人近い国会議員をはじめ、
多数の当事者、官僚等の参加を得た。その後、第6回
勉強会から約3か月後の2003年5月13日、当時の与
党であった自民党、公明党、保守新党の議員によって
「与党性同一性障害に関するプロジェクトチーム」が
結成されるが、特例法は、それからわずか40日あま
りで成立をみている。2003年の特例法成立は、一方で、
それまで30年の間、事実上の沈黙を続けてきたGID
の法的取扱いを大きく転換させたのみならず、それを
約40日という短期間で実現したという点で注目に値
する出来事だと考えてよい。
特例法の成立に至る過程において、当事者による運

動が世論を一定程度喚起したとか、戸籍の性別記載の
変更の必要性に関して周知の度合いを格段に高めた、
というような現象は観察されない 7。とりわけ、技術
的な戸籍の性別記載の変更については、当事者、関連
する分野の専門家、それから政治家の間で議論が展開
していったという印象を受ける。また、セクシュアル・
マイノリティを公表した議員が国政の場に存在し、実
現に向けて活動したという例にも該当しない。
このように、特例法の成立過程は、マイノリティの

利益の表出、実現の過程を考える上で興味深い事例の
一つといえる。特例法の例が示すように、ある集団の
利益を集約し、代表し、実現へとつなげるのが、必ず
しも当該集団に属している者であるとは限らない。例
えば、女性の利益の拡大に貢献しやすいと思われがち
な内閣府男女共同参画局において、初代局長を務めた
のは男性である福田康夫氏であった。他にも、同じ
属性を持たずとも、強い信念や何らかの誘因により、
誰かがある集団の利益のために行動するという例は、
NPOやNGOの活動などにも多く見られるように、想
像に難くないだろう。では、マイノリティ集団の利益
が実現に至る過程において、何が重要な要素となるの
だろうか。
以上のような問題関心から、本稿では、マイノリテ

ィの問題に焦点をあてた政策の政治過程を分析するた
めの理論枠組みについて検討する。マイノリティの権
利に関する政策が積極的に取り上げられる条件は何
か、また、それが政策として実現に至る条件は何かを
提示することを目的とする。

以下、本稿の構成を述べておく。まず、次節では、
「マイノリティ」8概念に関する近年の見解を参考に、
社会学における「マイノリティ」概念と政治学におけ
るマイノリティ概念との異同について検討する。これ
を受けて、第3節では、マイノリティに関する政策の
実現に向けて行動する議員像を、合理的選択論の立場
から考察する。第4節では、マイノリティの利益表出、
実現の過程を促進する要素として、イシュー・セッテ
ィングについて取り上げる。第5節では、本稿を通し
て得られた結論とインプリケーションについて示す。

Ⅱ. マイノリティとは何か

本稿が扱うのは、民主主義におけるマイノリティの
権利実現の過程である。そこでまず、マイノリティと
は誰を含むのかについて、本稿の関心上、主にセクシ
ュアル・マイノリティとの関連に特に注目して整理を
試みる。

1. 社会学における「マイノリティ」概念

マイノリティとはいったい誰を指すのであろうか。
岩間・ユ（2007）の「マイノリティ」研究を主な手
がかりとして、社会学における「マイノリティ」概念
から見ていくこととする。
「マイノリティ」を考えるにあたっては、まず、こ
の概念が歴史的にみて、ヨーロッパ諸国における少数
者の取り扱いを定めた国際条約の文脈において発展し
てきた、ということをおさえておく必要がある。実
際、「マイノリティ」をめぐる法的取扱いは国際人権
法の萌芽として取り扱われてきているのである（田畑 
1948）。その上で、国際人権法の「マイノリティ」規
定に依拠すれば、ナショナル（national）、エスニック
（ethnic）、宗教（religious）、言語（linguistic）の4つ
の特性のいずれかにおいて、多数派とは異なる特性を
持つと考えられる少数派が「マイノリティ」という概
念に含まれる（岩間・ユ 2007：5）。これが第一義的
な「マイノリティ」である。
岩間・ユ（2007）によれば、「マイノリティ」の概
念は「限定型」・「拡散型」・「回避型」の3つに分類され、
日本は「拡散型」に位置付けられる。このタイプの特
徴は、国際人権法が定める「マイノリティ」特性である、
ナショナル、エスニック、宗教や言語を取り立てて重
視せず、「弱者」一般を「マイノリティ」と見なすこ
とである。ゆえに、「拡散型マイノリティ」における「マ
イノリティ」の概念は多義的であり、①国際人権法上
の「マイノリティ」に加えて、②「社会的弱者」とし
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ての「マイノリティ」が含まれる。セクシュアル・マ
イノリティや心身障害者は、「社会的弱者」として「マ
イノリティ」に位置付けられる。
日本のほかには、アメリカや韓国も同じく「拡散型

マイノリティ」のグループにまとめられる（岩間・ユ 
2007：序章）。しかしながら、アメリカとの決定的な
違いとして、アメリカの「マイノリティ」概念の中核
には、アフリカ系アメリカ人等のエスニック・マイノ
リティが存在するという点がある。そのため、同じ「拡
散型マイノリティ」であっても、日本において生じて
いるとされるような「マイノリティ」概念の混乱とい
う現象はみられないという（岩間・ユ 2007：33）。
これに対して、「限定型マイノリティ」においては、

セクシュアル・マイノリティなどは、ナショナル、エ
スニック、宗教、言語のいずれも基盤としてはいない
ため、これら「真正」な「マイノリティ」に比べて二
義的な位置を与えられることとなる 9。
日本に対しては、この国際人権法が各国に求める

「マイノリティ」の権利擁護への取り組みが不十分で
あるとして、国際的な批判が強いとされる（岩間・ユ 
2007：4、57；Diene 2006=2006）。岩間・ユ（2007）
は、その背景には、日本が「マイノリティ」に対して
公的認定を付与しておらず、その結果、「マイノリテ
ィ」の言葉でイメージされる諸々の集団において、エ
スニック・マイノリティやナショナル・マイノリティ
が埋没してしまっていることを指摘する（岩間・ユ 
2007：序章、第1章）。このように、岩間・ユ（2007）
は、日本において「マイノリティ」概念が拡散し、混
乱していることをとらえて、批判的な議論を展開して
いる。

2. 民主主義におけるマイノリティ

しかしながら、国際人権法を規範とした価値判断を
切り離して、政治学的な観点から見た場合、政治過程
の文脈に持ち込むことで別の論点が見えてくる。「マ
イノリティ」の中身が、国際人権法上の「マイノリテ
ィ」にとどまるか、あるいは（差別される）「社会的
弱者」をも含むのかという問題は、さほど重要なもの
ではなくなってくる。民主主義においては絶えず、多
数派としてのマジョリティとそれに含まれない少数派
としてのマイノリティが意識される。本稿の冒頭部分
でも言及したが、多数派が多数であることにまかせて
独善的な決定を行い、少数派が排除されてしまう「多
数者の専制」や「数の暴力」は、民主主義に付随する
危惧の一つである（田村 2007：ⅰ、9；吉田 2000：
129）。齋藤（2008）が、「現状を少し振り返れば、『市民』
としての法的地位をもちながらも、政治的存在者とし

て処遇されているとはいいがたい人々も視野に入って
くる。行為や意見が他者の応答を失う政治的無力は、
リベラル・デモクラシーを謳歌しているはずの社会で
もごくありふれた光景になっている」（齋藤 2008：5）
と述べるような「政治的存在者」として処遇されない
状態に、少数派であるマイノリティが陥りやすいこと
は想像に難くない。こういった現象が生じるのは、「国
民国家」という枠のみでとらえられる、国際人権法の
積極的な保護の対象となる存在に限られず、あらゆる
場面においてである。
ゆえに、①②の「マイノリティ」概念にこの観点を
持ち込み、マイノリティの概念の範囲を広げることは
可能であり、かつ、現状把握においても、他のマイノ
リティとの比較可能性という研究上の面においても、
有意義であるといえよう。このことは、日本における
国際人権上の権利擁護が不十分であるという問題を政
治学が軽視するということではなく、また、責任回避
の意図を持つものでもない。むしろ、「リベラル・デ
モクラシー」において「政治的存在者」として声を上
げることができない存在を決定過程へと包摂するとい
う意味で、マイノリティ概念の拡散には、一定の意義
が認められると考えられる。国際人権法の定める特定
の「マイノリティ」の重要性を損ねることなく、「社
会的弱者」としてのマイノリティと同じ文脈で議論す
ることの可能性が示唆される。こうしたことから、本
稿では、マイノリティ概念をより広い文脈においてと
らえることとする。

3. 「社会的弱者」としてのGID

以上のことをふまえて、本稿が対象とするGIDの、
マイノリティとしての二重性について考えてみたい。
GIDは性に関わるものであることから、セクシュアル・
マイノリティの中の一つとして位置付けられる。セク
シュアル・マイノリティとは、性自認や性指向、規範
的な性のあり方から逸脱していると考えられる少数派
の人々を総称する言葉である。インターセックス、ト
ランスジェンダー、トランスセクシュアル、トランス
ヴェスタイト、ゲイ・レズビアン、バイセクシュアル
等が含まれる 10。トランスセクシュアルの中でも、身
体の性に違和感を持つ人が治療を必要とし、診断基準
を満たしたものがGIDということになる 11。GIDは、
性的少数者として、他のセクシュアル・マイノリティ
と同様にカテゴライズされる一方で、現時点において
は、国際的にも国内的にも、精神疾患として分類され
ている 12。よって、GIDには、セクシュアル・マイノ
リティのみならず罹患という側面が伴うことになる。

GIDは病気である、という認識の是非については、
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当事者間においてもさまざまな議論があるが、一方で
は性規範におけるマイノリティとして、他方では罹患
者として、二つの面から「社会的弱者」というマイノ
リティに位置付けられうることを示す。他のセクシュ
アル・マイノリティや、他の罹患者と比べた場合、こ
のようなGIDを取り巻く特殊性をいかに考えたらよ
いのであろうか。
本稿では、少数であることをもってマイノリティの

問題として、他と同様に位置付けられると考える。罹
患であることやセクシュアル・アイデンティティに関
わることといった個別具体的な内容は、後述するよう
に、イシュー・セッティングの問題として落とし込む
ことが可能であると考えられるため、GIDも他のセ
クシュアル・マイノリティと同じ、マイノリティの問
題として位置付けることができる 13。このことは、人
種や民族等のマイノリティに関する研究に加え、同性
愛者の権利や利益に関する研究によって得られた知見
が、適応できる可能性を意味するのである 14。その研
究上のメリットは大きいといえよう。

4. マイノリティの利益の実現

民主主義におけるマイノリティの問題は、前述のよ
うに、多数者による決定過程から少数者が排除されて
しまうおそれがあることである。そもそも、この問題
の難しさは、マイノリティであるがゆえに、基本的に
当該マイノリティに属する以外の人には直接には関わ
りのないものとされることが多く、社会の中で可視化
されにくいことにある。
しかしながら、どの世界においても、マイノリティ

の意見が完全に無視され、淘汰されてきた、と見るこ
とは現実にそぐわないだろう。歴史を振り返れば、そ
の道のりが決して容易ではなくとも、マイノリティの
声が決定過程に取り込まれるという事象は生じている
はずである。
では、可視化されにくく、排除されやすいはずのマ

イノリティの声が決定過程に取り込まれるのは、どの
ような条件のもとで可能となるのだろうか。
本稿では、合理的な議員の存在と、イシュー・セッ

ティングの二つを取り上げ、マイノリティの声が政治
過程に反映される条件を考察する。一つには、議員の
合理的行動の結果、マイノリティの声が反映される場
合であり、もう一つが、イシューの設定の仕方がそれ
を促進する場合である。
マイノリティの問題は、その声の小ささゆえに、社

会において可視化されにくい。だが、いったんイシュ
ーとして取り上げられたなら、マイノリティであるか
らこそ、とりわけ他のアクターと利害が激しくぶつか

らない限りにおいて、政策としては結実しやすいとい
う可能性があるのではないだろうか。すなわち、マジ
ョリティの関心にかかわらない問題であることが、マ
イノリティの利益の実現に資するかたちで作用する場
合も考えられるのである。たしかに、民主主義におけ
るマイノリティの声とは、それまでの「リベラル・デ
モクラシー」が前提し要求してきた「理性的人間（=
マジョリティ）」の声に対する「異議申し立て」であり、
「異なる声を聞く」ことが重要であるとする考えはあ
る（川崎・杉田 2006：159-61）。しかし、現実におい
ては、マイノリティの問題は単なる「異議申し立て」
を超えて、具体的な救済や利益実現が必要となる状況
がある。民主主義が集団的意思決定の側面を持つ以上、
その際には、利益の実現を推進するような決定がなさ
れることが求められるのである。マイノリティの利益
がマジョリティの関心に積極的に抵触しない、という
ことは、その意味においても戦略的に重要である。
規範的な側面から考えれば、このことは、マイノリ
ティがマイノリティとして定着してしまう、というお
それにつながりかねない。この点については十分留意
が必要だが、マイノリティの利益が実現されるための
契機にはなりうる。

Ⅲ. 議員の行動

マイノリティの問題は、「弱者」や「少数」である人々
にかかわる事柄であるがゆえに、社会において基本的
には可視化されにくい。しかし、現実において、マイ
ノリティに関する政策や議論が、まったく皆無である
というわけではない。立法を担うアクターとしての議
員は、どのような条件下において、マイノリティに関
する政策の実現に向けて行動するのだろうか。本節で
は、合理的である議員像を想定し、その条件について
考察することで、マイノリティをめぐる政治過程を考
える足がかりとしたい。

1. 合理的な議員

合理的な存在として想定される議員は、再選
（reelection）、昇進（power inside congress）、政策の
実現（good public policy）の3つを目標として行動す
るということが広く指摘されている（Fenno 1978）。
この3つの目標は、独立の存在ではなく、相互に連関
している。議員は、再選されることでキャリア・アッ
プが見込め、理想とする政策の実現へとつながる機会
を得ることができる。昇進は、議員の活躍の場を広げ、
再選に有利に作用する。また、これによって、理想と
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する政策を実現するために必要な影響力が備わるだろ
う。政策の実現は、それに対する評価が選挙において
プラスになる可能性を持ち、議員としての実力をつけ
ることで昇進につながりうる。
このように、相互に連関性があると考えられる議員

の目標であるが、合理的選択論を用いた議員研究にお
いては、説明の節倹性（parsimony）の点から、他の
2つの目標に対して再選目標が優先するものされ、し
ばしば再選目標のみが前提として取り上げられる（建
林 2004）。再選されなければ、議員にはなれず、他の
2つの目標のいずれについても実現の可能性が摘まれ
てしまうという側面は、確かに大きいといえる。よっ
て、本稿においても、基本的にはこの考えに依拠して
考察を進める。

2. 国民の関心と議員の行動

上述のような議員の再選目標という観点から、政策
の決定過程を説明する議論は、国民の関心の高さと議
員の行動とを結びつける。
イシュー・セイリアンス（issue salience）という概
念もその一つである。イシュー・セイリアンスとは、
「イシューが顕在化すれば、政策変化は起こりやすく
なるという主張である」（松田 2005：105）。イシュー・
セイリアンスと政策変化との関係は必ずしも明白でな
い、と指摘する松田（2005）は、両者を繋ぐ媒介変
数として、議員によるイシュー・セイリアンスについ
ての認知を提示する。「イシュー・セイリアンスや国
民の関心の高さは必ずしも客観的に明確ではなく、む
しろ主観的に認識される」（松田 2005：109）。すなわ
ち、イシュー・セイリアンスの高まりは、現実の社会
あるいは世論のレベルと議員の認識のレベル、2つの
次元で別々に起こる動きであり、両者が必ずしも常に
連動するとは限らない、ということである。
また、岩井（1988）は、選挙はいかに議員の活
動に影響を与えているのかについて分析を行った
Warren E. MillerとDonald E. Stokesの研究を紹介し、
「議員をコントロールする方法としては、有権者の態
度に近い議員を選ぶよりも議員に有権者の態度を認知
させ再選を保障する方が有効であることが示された」
（岩井1988：193）とする。この点に関連しては、後
述のHaider-Markel, Joslyn and Kniss（2000）の議論
とも、親和的である。
以上の示唆により、実際に問題の規模が大きいかど

うかとは別の要素として、議員がどのように問題を認
知するかが、議員行動に影響することが導かれる。
他方で、議員がイシュー・セイリアンスについて、

正確に認知できるか否かを別にしても、もちろん、す

べての問題および政策に対して有権者の強い関心が払
われているわけではない。議員が、いかに国民の関心
について認知するかにかかわらず、イシュー・セイリ
アンスが高くない、すなわち、議員が有権者の拘束を
比較的受けにくくなるとき、あるいは受けにくくなる
ような問題というものがあるはずである。この点に関
して、岩井（1988）は、John W. Kingdonの研究に依
拠しながら、「有権者の関心の低い分野では議員は有
権者の動向をさほど考慮せず、自らの信念にもとづ
いて行動するといえる」と述べている（岩井1988：
193）。このような場合、議員の持つ3つの目標のうち、
再選の相対的優位性が低くなると考えることができ
る。議員が、イシュー・セイリアンスが高くないと認
知したならば、3つの目標のうち、昇進か政策の実現
のどちらかを、再選に対して優先させる可能性が生じ
るということになる。
もちろん、再選目標の優位性の点からも、マイノリ
ティに関する政策の実現をめざす議員の行動を説明す
ることはできる。一見、マイノリティ集団がマイノリ
ティという位置付けである限り、その集団の利益を実
現するような政策を実現させたところで、直接に選挙
での票につながるというわけではないかもしれない。
が、マイノリティに目を向けた政策を実現することに
より、政治家としてのイメージアップにつながること
は十分に考えられる。多くの有権者の関心が集まり、
評価が高まれば、再選目標の実現に一歩近づくことに
なる。また、政策立案者としての実力が備わることで、
党内や議会内における影響力が大きくなるかもしれな
い。このように、マイノリティの問題に関しても、議
員の3つの目標は同じように常に連関しているのであ
る。
しかしながら、合理的な議員を想定したとしても、
問題がマイノリティに関する以上、議員の間で自然発
生的にイシューとして問題が認識されていくとは考え
難い。そこには、立法過程のなかでイニシアティブを
取る人物が必要となる。そこで、本稿では、政治的企
業家（political entrepreneur）の概念に着目する。政
治的企業家とは、集団全体の目的のために、時間や労
力、財源やロジスティックスの資源において大きな貢
献をする人を指す（Shepsle 2006：31）。彼らは、他
者よりも多くの負担を引き受ける。それは、単に当該
集団の目的に熱心だというだけでなく、自身の貢献か
ら何らかの個人的報酬を引き出す選択的誘因が働くた
めである。
政治的企業家としての議員を想定する場合、その選
択的誘因の中には当然、再選に利することが含まれる。
政治的企業家の理念型としては、政治的企業家自身が
当該問題に真に関心を持ち、知識を持っているかどう
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かというのは重要ではない（Shepsle 2006：31；真渕・
北山 2008：315-317）。政治的知名度をあげるなどの
他の選択的誘因が働くならば、問題に対する個人的関
心や情熱の有無に関係なく、手段として当該問題に関
して中心的な役割を演じることが想定される。が、こ
の点については、真渕・北山（2008）も指摘してい
るように、演繹的に導かれた理念型としての政治的企
業家の概念と、経験的に浮かび上がる実像との間には、
乖離が生じている。実際に、特例法の文脈に即して見
るならば、南野氏が自民党内に勉強会を立ち上げ、イ
ニシアティブを取ったことの背景には、大いに助産婦
としての経験や知識が影響しているように思われる。
ここで、選挙を舞台とした、議員と有権者による繰

り返しゲームを想定する、という試論が考えられる。
このゲームは、理念型の政治的企業家として想定され
る議員が、明らかに興味も関心もないと思われるよう
な分野で政治的言動を繰り返している、と有権者が認
識した場合、有権者は彼 /彼女への投票をやめる、と
いうある種のトリガー戦略として展開される。もちろ
ん、現実には有権者が特定の候補を支持しない理由は
他にもいくらでもある。理念型の政治的企業家に比べ
ると、現実にはより当該問題に関心があり、造詣が深
い人物像である可能性を、概念として組み込む必要が
ある。

Ⅳ. イシュー・セッティングの問題

前節では、マイノリティ集団と、当該マイノリティ
集団には属さない議員を対置させて検討を進めてき
た。では、マイノリティが議員として選出されている
場合、かつ、政策対象者が当該マイノリティである場
合はどうだろうか。マイノリティの利益を代表するの
は誰か、という問題に関しては、人種やジェンダー等
の側面から既に研究がある 15。
アメリカの地方におけるドメスティック・パート

ナーシップに関する立法を対象とし、マイノリティ
の利益と政治的代表との関連について分析を行った
Haider-Markel, Joslyn and Kniss（2000）は、同性愛
者の議員の存在が重要であることを確認している。特
例法の政治過程において、議会内アクターにGID当
事者（少なくともカミングアウト済みのアクター）は
いなかったため、彼らの見解を特例法の事例に直接
当てはめることはできない。しかしながら、Haider-
Markelらの研究から示唆される重要な点は、同じパ
ートナーシップに関わる政策であっても、登録に関す
る政策（domestic partner registration）に比べ、宗教的、
あるいは道徳的な面においてより論争の小さい手当に

関する政策（domestic partner benefi t）の成立に関し
ては、協力的な議員の存在が果たす役割が、同性愛者
の議員よりも大きいということである 16。この点を考
慮に入れるなら、公職におけるセクシュアル・マイノ
リティの割合が、まだそれほど高くない日本において
も、宗教上または道徳上の議論との関連が薄い争点に
関しては、マイノリティの利益が実現される可能性が
高いといえる。問題は、議員の協力をどれだけ取り付
けることができるかにかかっている、ということにな
るだろう。
このように、政治的企業家以外の議員の協力を得る
ためにも、マジョリティの利害と抵触しないようにイ
シューを設定することが、重要な側面を担うというこ
とである。本節では、アイヌ文化振興法を例として取
り上げ、マジョリティとの利害対立を回避する形での
イシュー・セッティングのあり方を検討する。
アイヌ文化振興法は、1997年に成立した 17。従来の

北海道旧土人保護法（1899年制定）のもとでは、現
実にアイヌの文化は無視され、同化政策が推し進めら
れてきた。同法が有していた生活保護的な側面さえ
も、立法府や行政府による一方的な変更により、空文
化していたとされる。アイヌ民族の先住権を実現する
必要が訴え続けられる中、1995年に、「ウタリ対策の
あり方に関する有識者懇談会」が官房長官の諮問機関
として設置され、翌年に提出された報告書において、
アイヌ民族の先住性と独自の民族性が承認された。し
かしながら、アイヌ民族が先住権を持つか否かについ
ての明確な判断は避けられたのであった。この理由
は、現実の必要性を踏まえ、「可及的速やかに立法作
業が開始されることが見込まれていたために、直ちに
実現可能な範囲での提言を行うことが望まれた」（常
本 1998：178）ためだとされる。この報告書を参考と
して、1997年にアイヌ文化振興法が成立するのであ
るが、法文中においては、先住性については触れられ
ておらず、法案可決の際の付帯決議によって認められ
るという術が取られた。
すなわち、先住権についての議論は論争を呼び、立
法による対処が速やかに行えなくなることが想定され
たために、回避されたのである。エスニシティの問題
として捉えるならば、先住権の認否についてはアイデ
ンティティに関わる重要な点の一つであったはずであ
るが、戦略上、法案として通すことを優先したかたち
といえる。
以上のアイヌ文化振興法の例から示唆されるのは、
マジョリティとの利害抵触の有無という側面が、イシ
ュー・セイリアンスの高さ以上に影響をもたらす可能
性がある、という点である。したがって、政治過程の
なかでマイノリティの利益の実現を考えるとき、当該
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イシューに着目した議員や政治的企業家の存在に加え
て、取り扱われるイシューそのものがどのような属性
や特徴を備えているかを考慮する必要があるのであ
る。また、当該イシューに同定されるような特徴を備
えさせた背景に着目して、それぞれのアクターの動き
をとらえることが重要といえよう。

Ⅴ. 小括

本稿では、マイノリティの利益に関する政策が実現
するための条件について、マイノリティ、議員、イシ
ューの3つの側面に着目して考察してきた。これまで
の考察により得られた知見を、特例法にひきつけつつ、
まとめておく。
マイノリティの利益実現のためには、当該マイノリ

ティ問題への寄与が、合理的存在である議員の目標実
現にかなうこと、そして、イシューがマジョリティの
利害に抵触しないことが挙げられる。つまり、そのよ
うなイシュー・セッティングを行うことが大事である。
では、ここでいう「利害に抵触しない」とは、どの

ようなことを意味するのだろうか。セクシュアル・
マイノリティの文脈においては、｢性｣ という秩序を
乱さない、ということだと考えられる。異性愛規範
（Heteronormativity）という言葉があるが、これは、
男 /女の2つの性のみが受け入れられるという二分法
に基づくジェンダー・システムのことをいう（ジョー・
金城 2006：127-128）。私たちは、通常、性別二元論
の中を生きている。そのため、性別二元論を崩壊させ
るようなおそれのある問題がイシューとして取り上げ
られる場合には、必然的に世間の注目が高まり、議論
も紛糾すると考えられる。例えば、同性婚のようなセ
クシュアル・オリエンテーションにかかわる問題は、
婚姻概念の変更を余儀なくし、異性愛規範の象徴的な
システムを崩壊させる可能性がある。しかし、GID当
事者の性別変更を認めることは、異性愛規範からなん
ら外れるものではない。「変更後の性別の明確化」（竹
田 2009：100）は、性別を越境することを認めたうえ
でなお、性別変更後は性別二元論に沿い、十分にその
枠組みの中におさまることになる。こうしたGIDの
ようなセクシュアル・マイノリティの場合、いったん
イシューとして取り上げられたなら、マイノリティで
あるがゆえに、とりわけ他のアクターと利害が激しく
ぶつからない範囲においては、政策としては結実しや
すくなるという可能性が考えられるのである。
議員の点については、率先してイニシアティブを発

揮する議員の存在が重要となる。2001年に放映され
た、GIDの生徒が登場するテレビドラマ等の影響も

あって、それ以前に比べればGIDに関して知る人も
増えていたであろうが、必ずしも、世間の意識が高ま
っていたというほどではない。イシュー・セイリアン
スはそれほど高まっていなかったのではないかと思わ
れる。特例法の事例において、政治的企業家であると
思われる南野千惠子氏自身、「特に、性同一性障害に
対する社会的な理解がある程度進んだとはいえ、まだ
まだ十分ではないところで、政治が先行し、世論をリ
ードするかたちで…」という認識を持っていた（南野 
2004：12）。そのような認識の中で、法案の成立に向
けて尽力したのである。
このように、マイノリティの問題に関して、イニシ
アティブを発揮する議員の条件としてはどのようなも
のが考えられるだろうか。いずれも直接的なものでは
ないが、列挙してみたい。
まず、その問題を取り上げることが、再選、昇進、
政策の実現の議員自身の3つの目標のうち、いずれか
にかなう場合である。この場合、表明された政策選好
が、いかなる目標に規定されているかは問題にしない。
再選目標の優先性は肯定しうるが、いずれも相互に連
関性があることから、政策実現に取り組むことで、議
員自身の扱うことのできる政策の幅が広がることと、
マイノリティに目を向けることでイメージの良さをア
ピールできることをメリットと感じることが考えられ
る。
外在的条件としては、参議院議員であることや、比
例区選出議員であることが考えられる。南野千惠子氏
は参議院議員である。参議院議員には解散がなく、任
期も6年であることから、衆議院議員に比べて、選挙
に対してはややゆとりを持って行動することができる
という特徴があるかもしれない。また、比例区選出議
員であることから、非拘束名簿式の比例代表にとって、
全国的な知名度を得ることは、再選の目標にかなって
いるともいえるのである。このように考えるならば、
マイノリティの権利の実現のためにリーダーシップを
とることは、合理的な行動となりうるといえる。
政治的企業家以外の周囲の議員が協力的になるの
は、イシュー・セイリアンスが高いと認知する場合か、
あるいは、イシュー・セイリアンスが低く、かつマジ
ョリティの利害と抵触しない問題であると判断する場
合である。当該問題に対して、賛成または反対するこ
とによる政治家としてのイメージもまた、議員の行動
を左右するだろう。特例法の事例では、全会一致で可
決されたため、賛成することがとりわけプラスになる、
ということにはならなかったが、仮に、反対が極めて
少数意見として上がっていた場合は、浮き立った存在
として、他の議員とは異なる何らかの評価を受けるこ
とになるのである。
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本稿で検討してきた知見が妥当といえるかどうか、
ケース・スタディが必要である。また、そのためには、
より詳細なモデルの検討も一緒に行わなくてはならな
いが、それについては今後の課題とする。
マイノリティの利益の実現のために、問題をどのよ

うに設定するかが重要な鍵の一つになることは既に述
べた。具体的に思考を進めていくと、大きな問題に直
面する。すなわち、利益を政策として結実させるため
に、マジョリティの利害に関係しないような問題設定
を行えば、マイノリティとしての地位が固定化される
こととなる。かたや、マイノリティというレッテルを
打破すべく問題設定を行うなら、それは、マジョリテ
ィの反対を乗り越えなくてはならないという試練を受
けることになる。この逆説的な限界は、まさにこれこ
そが多数派であることの強みを示している。マイノリ
ティにとって、どちらも克服できるような第三の選択
は、果たして存在するのだろうか。

註
 1 もちろん、この問題が薬害として国家の責任にかかわる問題で
あり、マイノリティとは別の、特筆すべき側面があることには
注意を要する。

 2 日本語においては「性同一性障害」と称されるのが一般的であ
るが、「障害」であると認めることについての批判や、「障害」
という日本語への抵抗感から、広く英語表記の略称である「GID」
が用いられていることを受けて、本稿でも「GID」を用いるこ
ととする。「性同一性障害者」については、「GID当事者」とする。

 3 「性自認」とは、「ジェンダー・アイデンティティ」ともいわれ、
自らの性について、他者による規定ではなく、自らが認識する /
している性のありようをいう（田中 2006：11）。

 4 実際は10月11日に行われる予定であったが、93年に同医科大で、
「子宮内膜症」と診断された女性患者の子宮・卵巣を摘出する
手術が、学内の倫理委員会に諮らずに行われていたことが発覚
した。この女性は、自分の性に強い違和感を抱き、男性への性
別変更を望んでいたため、当該手術が非公式での性転換（性別
適合）手術にあたるのではないかと問題になったことを受けて、
16日に延期となった。この問題については、執刀医である同医
科大形成外科教授の原科孝雄氏が、「当時は性同一性障害の研
究を始めたばかりで知識も乏しく、性転換という意識はまった
くなかった」と話している（『朝日新聞』1998年9月7日付）。同
医科大は9月7日、「産婦人科の治療として行われ、性転換手術
ではなかった」とする見解をまとめた（『朝日新聞』1998年9月
8日付）。なお、現在では「性転換」よりも「性別適合」あるい
は「性別変更」を用いるのが通例であり、本稿もそれにならうが、
引用の場合や時代描写として適当と考えた場合については「性
転換」という表現をそのまま用いている。

 5 東京地裁の判決および東京高裁の控訴棄却の判決要旨とも、決
して性転換手術を全面的に否定したわけではなかった。しかし、
「懲役2年および罰金40万円、執行猶予3年」という有罪判決
が医師に対する判決としては大変に重いものであったことから、

性転換をタブー視する認識が医療当事者の間に広がっていった
という（吉永 2000：67-81）。実際には、優生保護法違反に加え
て麻薬取締法にも違反していたため、それと合わせた量刑にな
っていた（吉永 2000：80-81；石原・大島 2001：176-182；『判
例タイムズ』233号：231）。また、GIDおよび治療としての性
別適合手術の問題をめぐる公の議論が長く封印されてきたのは、
この裁判によって、事実上、性転換手術が違法なものとして禁
止されたという誤解が浸透したためだとされる（吉永2000：
79）が、吉永自身も述べているように。なぜ30年もの間、GID
に関する公の議論が沈黙を保ったままだったのかについて、明
示的な説明を付したものはない（吉永 2000：79；後藤 2005：
73）。

 6 『朝日新聞』1998年10月16日付。
 7 当事者らによる社会運動が活発でなかったという意味ではない。
例えば、90年代中頃から当事者団体が立ち上げられ始めたこと
や、当事者である虎井まさ衛氏による性別適合手術の経験をふ
まえた著作の発行など、当事者側の活動が90年代から行われて
きていることは承知している。しかしながら、性同一性障害に
ついて知ってもらうことがまずは課題であり、2000年代になっ
ても政治過程に直接作用するほどのインパクトを世論に対して
持ちえたかという点においては肯定しきれない。

 8 本稿では、社会学および国際法上の文脈で用いる場合には括弧
をつけ、「マイノリティ」とし、それ以外では、括弧をつけずに
単にマイノリティと表記する。

 9 ちなみに、「回避型」とは、「マイノリティ」という言葉の使用
を極力回避する国を指し、フランスが含まれるとされる。

10 セクシュアルマイノリティ教職員ネットワーク（2003）の説明
を参照。

11 この点については、竹田（2009：95）を参照。
12 同性愛が精神疾患であるとされていた時代もあった。角田（2001）
によると、「1973年にアメリカ精神医学会が同性愛は精神障害
ではないことを明確にしたのを皮切りに、多くの研究の結果、
現在では同性愛はいかなる意味でも病気でも異常でもないこと
が明らかになった。その結果、WHOの国際疾病分類（ICD-10）
でも性的指向はいかなる意味でも病気ではないことが確認され、
日本精神神経学会もその基準を受け入れている」（角田2001：
23）。

13 竹田（2009）が述べるように、GIDをめぐっては、「障害化」
が特例法の成立に大きく寄与した可能性が考えられる（竹田
2009：100-101）。セクシュアル・マイノリティと罹患の二重の
意味においてマイノリティである点は、やはり特別といわざる
を得ないが、それは同じ枠組みで分析することを妨げるもので
はないと考える。

14 特例法は、性別適合手術を受けたGID当事者が、術後、社会
生活を営むのに十分な権利を付与するための政策であると考え
ることができる。例えば、このことを価値の再分配ととらえる
ことで、道徳政策（morality policy）の一つとして位置付ける
こともできる。現に、Haider-Markel and Meier（1996）は、同
性愛の権利に関する政策について、再分配政策（redistributive 
policy）に類似する特徴を有しているが、再分配されるのは財
ではなく価値であるとして、Joseph R. Gusfi eldに倣い、道徳政
策（morality policy）に位置付けている。

15 例えば、Swain（1993）等。



156

3 2010.3

16 Haider-Markelらは、手当に関する政策（domestic partner 
benefi t）は、地方政府に莫大な支出を強いるけれども、登録に
関する政策（domestic partner registration）よりも、論争の余
地が小さい可能性を指摘している。登録に関する政策について
は、同性愛カップルの関係と異性愛者間の婚姻関係とを同等に
扱うことを、政府が公に認めるということを意味するため、激
しい抵抗を引き起こす可能性があるということである（Haider-
Markel, Joslyn and Kniss 200：571）。

17 アイヌ文化振興法の政治過程に関する詳細については、主に河
北（2005：序）を参照した。
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Ⅰ. はじめに

本稿の目的は、Affi rmative Action（以下、AA）に
適用する司法審査基準に関するアメリカの議論状況を
考察することで、日本において、AAにどの司法審査
基準が適用されるのか、そしてそれは如何なる理由か
ら判断されるのかについて示唆を得ることにある。

AAに如何なる司法審査基準を適用するのかという
論点は、アメリカの判例・学説で非常に重要なものと
して取扱われた。それは、どの司法審査基準を適用す
るのかにより、裁判でAAが認められるか否かについ
て結論が大きく左右されるからである。
日本では、裁判所は司法審査基準を明確に意識して

いない。一方、学説は、平等違反が問題とされたとき、
憲法上許容される合理的区別が如何に判断されるのか
について基準が不明確であったことから、その基準を
客観化するために、アメリカの司法審査基準論を受容
していった。厳格度の高い司法審査基準が適用される
という意味で、日本国憲法一四条一項後段列挙事由（以
下、列挙事由）が特別な意味を有するとする学説の流
れが、1980年代には有力になっていると指摘されて
おり 1、現在では支配的となっていると指摘される 2。
アメリカでは、1970年代の中頃から、AAが裁判にお
いて問題とされ始めた。他方、この頃から、日本の学
説は差別を是正する施策としてAAに注目し、AAに
関するアメリカの議論が数多くの論稿で紹介された 3。
アメリカのAAに関する主要な論点の一つはAAに如
何なる司法審査基準が適用されるのかという点であっ
た。日本の学説は、アメリカの司法審査基準を裁判に
導入しようと試み、そしてAAの日本への導入に関心

を寄せていたため、アメリカにおける司法審査基準に
関する議論を積極的に紹介してきた 4。日本の学説が
アメリカにおけるAAの司法審査基準に関する議論に
ついて積極的に紹介してきたのは、日本において裁判
所が司法審査基準を意識した場合には、AAに如何な
る司法審査基準を適用するのかによって、AAが合憲
か否かが大きく左右されると考えてきたためである。
現在では、有力な論者の体系書においても、AAに如
何なる司法審査基準が適用されるべきかについて論じ
られている 5。
日本の学説は、日本においてAAに如何なる司法審

査基準が適用されるべきかについて常に意識してきた
と言える。しかし、日本の学説は、AAに適用される
司法審査基準が具体的にどのような内容のものなの
か、そしてAAに適用される司法審査基準が如何なる
理由により判断されるのかについては、あまり注意を
払ってこなかった。勿論、司法審査基準の具体的内容
を明らかにしようと試みる業績は存在する 6。AAに
適用される司法審査基準が如何なる理由により判断さ
れるのかについても、意欲的に検討した業績は存在す
る 7。しかし、これらの点について検討する学説はま
だまだ少ない。本稿の目的は、これらの点についての
検討を少しでも深めることにある。

現在、日本におけるAAの議論は、アメリカをはじ
めとする外国の議論の紹介にとどまらず、AAの導入
を具体的に検討する段階に来ている 8。かつて、AA
は日本において導入するのは難しいとの指摘がなされ
ていたが 9、現在では、大学教員の採用の分野等では
実際にAAが実施されている 10。しかし、「現在の日
本の『平等』政策は、公権力自身が積極的に行ったり、
私人に対して法的に義務づけるというよりも、私人に
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対して推進を期待する穏健な形態をとって」いるため、
日本では、AAは裁判において問題とされていない 11。
もっとも、「日本の『平等』実現の遅れが指摘される
中、『平等』実現のために憲法や法律により強制力を
持たせた政策が必要とされるのも、そう遠くないのか
もしれない」のであり 12、将来的には、日本において
もAAが裁判の場で問題とされる可能性はある。しか
し、AAが裁判の場で問題とされたとしても、裁判所
が司法審査基準を意識していない状況にあっては、日
本においてAAの司法審査基準について論じることに
実益があるのかとも考えられる。日本の学説がAAの
司法審査基準について論じてきた状況については、「多
くの憲法学者は平等についても立法の違憲審査基準の
問題に熱中して」おり、「一体何を、そして何故それ
を平等にするのかという原理的問題を棚上げにしたま
ま所与の立法目的と立法手段との整合性という形式的
レベルの議論に関心を集中しているようにも見える」
と指摘される 13。以上の指摘のように、司法審査基準
について論じる際には、形式的レベルの議論にとどま
らず、原理的な議論について論じる必要がある。ある
司法審査基準がAAに適用されると判断するとき、何
故その基準をAAに適用するのかについて考察するこ
とは、AAが憲法上如何に評価されるのかといった原
理的な議論に必然的に結びつく。故に、AAの司法審
査基準について論じることは、日本でも重要である。

本稿では、アメリカの議論については人種に関す
るAAを考察の対象とする。その理由は、アメリカの
AAが主として人種を対象としているということ、ア
メリカの連邦最高裁（以下、最高裁）において人種以
外のAAが問題とされたのが Johnson判決 14のみであ
り、当該判決についても市民権法違反が問題とされ、
憲法上の問題には触れられていないため、AAの司法
審査基準について最高裁において論じられている判例
が人種のAAに限られているということにある。現在
のところ、日本では、人種に関するAAは問題とされ
ておらず、過去においては同和対策事業、現在では主
として男女共同参画の分野における性別に基づくAA
が問題とされている。「積極的な差別是正措置それ自
体も、人種や性別など、審査基準を厳しくする事由に
よる取扱いの区別を伴わざるをえない」15ため、アメ
リカの人種に関する議論が日本の議論に示唆を与える
のかについては疑問がある。しかし、日本の学説は列
挙事由に基づく異なる取扱に対して合理性の基準の適
用を排し、厳格度の高い司法審査基準を適用し、その
理由を、アメリカの「疑わしい分類」の理論を参照して、
列挙事由が差別の典型的な事由であることに求めてい
る 16。列挙事由は事由ごとに性質を異にするが、この

ように同じ性質を共有する部分もある。故に、アメリ
カの人種のAAに関する議論から日本の議論にいくら
かでも示唆を得ることはできるのではないか、と考え
る。

上記の問題につき、本稿では、まずAAの司法審査
基準につき多くの議論のあるアメリカの判例・学説を
参照し（Ⅱ）、次に日本でAAに適用される司法審査
基準が何か、そしてそれが如何なる理由から判断され
るのかについて考察する（Ⅲ）。

Ⅱ. アメリカにおけるAffi rmative 
Actionの司法審査基準

アメリカでは人種に基づくAAが主として問題とさ
れている。アメリカの最高裁の裁判官達は人種に基づ
く分類は本来的に差別的に用いられる可能性があると
する「懐疑主義」に依拠し、AAの合憲性審査に関し
て厳しい態度で臨む。「懐疑主義」に依拠する以上、
最高裁においてAAへの合理性の基準の適用は主張さ
れていない。最高裁の裁判官は、例外的な場合を除い
て 17、AAに対して違憲性の推定を働かせ、AAを策
定・実施する側にAAが合憲であることを立証する責
任を課すことではほぼ意見が一致している。争いがあ
るのは、立証責任の厳格度についてである。即ち、「立
法目的がやむにやまれぬ利益を促進するものであり、
選択された手段がこの目的の達成に向けて密接に仕立
てられていること」を立証する責任（立証責任①）を
課すのか、「立法目的が重要であり、その目的と規制
手段との間に実質的関連性があること」を立証する責
任（立証責任②）を課すのか、について争いがある。
立証責任①を課す審査は、立証責任②を課す審査の
AAへの適用を主張する裁判官から、「理論上厳格で
あるが、事実上致命的」な審査であると分析されてい
る 18。所謂、マイノリティに不利益を課す差別的な施
策を違憲としてきた、典型的な意味での厳格審査であ
る。立証責任②を課す審査は、AAへのそれの適用を
主張する裁判官から、「理論上厳格であるが、事実上
致命的」ではない審査であり、それにもかかわらず厳
密かつ厳格な審査であると分析されている 19。当該審
査が懐疑主義に依拠し、違憲性を推定しており、厳格
な審査であると言える。そこで、本稿では、AAを策
定・実施する側に立証責任を課す審査を「厳格審査」、
その中でも立証責任①を課す審査を「典型的な厳格審
査」、立証責任②を課す審査を「緩やかな厳格審査」
と呼ぶことにする。

AAにどちらの審査を適用するのかについての争い
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は、連邦契約におけるマイノリティへの留保を規定
する法律の合憲性が問題となったAdarand判決におい
て、法廷意見により典型的な厳格審査を適用するとい
う結論が下され、終結した 20。どちらの審査をAAに
適用するのかについて判断する際には、AAが「疑わ
しい分類」を用いているか、どのような権利に関連す
るのか、AAを策定・実施する機関が尊重に値する権
限を有するのか、といった点が考慮される。以下では、
まず、疑わしい分類とは何か（1）、AAが疑わしい分
類に基づいているのか否か（2）、AAであることが適
用する司法審査基準を判断する際に如何なる影響を与
えているのか（3）、について考察する。そして、AA
に関連する権利の性質（4）、およびAAを策定実施す
る機関の有する権限（5）がAAに適用する司法審査
基準の判断に如何なる影響を与えているのかについて
考察する。

1. 疑わしい分類とは何か

人種に基づく分類は不公正だと考えられている 21。
それは、人種という特性がその特性を有する者が免れ
ることができない不変の特性である、との理由から説
明されてきた。というのも、不変的な特性に基づく判
断は、そこから免れることができないため、特に不満
を募らせることになるからである 22。確かに、近代の
平等観が本人の力ではどうにもできない特性による差
別を禁止してきたことを考えれば、非転換性は疑わし
い分類を考える上で重要である。
不変的な特性に基づく分類の使用は「『法的な負担

は個人の責任や不当な行為との何らかの関係から生じ
るべき』という考えと、州により許容され、支持さ
れ、認められる［資源の］分配は、個人のメリットや
達成、少なくとも個人の統制の及ぶ要素に基づくべき
というのが理想である、という考えに反する」ことに
なる 23。しかし、不変的な要素を考慮することは常に
疑わしい分類とされるほど不公正でない。例えば、大
学の入学選抜の際に、志願者がその大学の同窓生の子
であることが考慮されることがある。同窓生の子でな
い志願者は、本人の努力により同窓生の子となること
はできないが、このような分類は疑わしい分類とはさ
れない。人種が不変的な特性であるとの理由のみでは、
疑わしい分類であることを十分に説明できない 24。
故に､ 人種が他の特性と異なると言うためには、非

転換性に加え、特有の特徴を有すると説明せねばなら
ない 25。そして、それは過去の悲惨な差別の歴史とそ
れに起因する根強い偏見のもたらす影響だと説明され
る 26。
地位の付与の判断の際に不変的な特性である人種

を考慮することについて、人種を考慮するメディカ
ル・スクールの入学選抜が問題とされたBakke判決
のPowell裁判官意見は「優先的な施策は、個人の評
価とは関係のない要素に基づいた特別な保護がなけれ
ば、一定のグループは成功することができない、とい
うことを示す共通の固定観念を示すのみである」と述
べる 27。そして、上記の引用部分において、Powell裁
判官は、人種的マイノリティであることを考慮するロ
ー・スクールの入学選抜施策の合憲性が問題となった
DeFunis判決のDouglass裁判官反対意見の次の部分を
参照する。即ち、「黒人や褐色人種は、自らの個人的
な能力によって成功することができないという想定は
明らかに認められない。これは、州がいずれの法律家
に置くことを許されない劣等性の烙印である。」28以上
のように、人種は不変的な特性であるが故に能力主義
との緊張関係を生じさせ、その結果、スティグマを生
じさせることになる。
地位の付与の際に考慮されることでスティグマを生
じさせる不変的な特性は、人種だけではない。例え
ば、性別もそれに該当する。しかし、性別に基づく分
類は、典型的な厳格審査の対象となる疑わしい分類
として理解されてこなかった。Powell裁判官意見は、
その理由の一つとして、性別に基づく分類は人種に基
づく分類とは違い長く悲惨な差別の歴史を経験してい
ない、ということを挙げる 29。もっとも、人種と比較
して女性に対する差別の歴史が悲惨なものでなかった
のかについては議論があり、女性にも人種と同じよう
に長く悲惨な歴史が存在するとして、性別に基づく分
類を疑わしい分類だとする学説も存在する30。しかし、
ここで重要であるのは、性別に基づく分類が疑わしい
分類であるかどうかではなく、疑わしい分類か否かを
判断する際に、差別の歴史が考慮されていることであ
る。AAへの典型的な厳格審査の適用を法廷意見によ
り確立したAdarand判決で、人種が本来的に疑わしい
とする部分は、連邦契約のマイノリティへの留保の合
憲性が問題とされたFullilove判決のStewart裁判官反
対意見（Rehnquist裁判官同意）を参照する 31。そして、
Stewart裁判官反対意見の参照された部分は、人種に
基づく分類が本来的に疑わしいと示す際に、人種差別
的な施策が問題とされた判決を数多く参照する 32。こ
れらの判決は、問題とされた施策が生じさせるスティ
グマの影響を理由に、それらの施策を違憲としていっ
た。つまり、人種に基づく分類を用いる施策はマイノ
リティを差別するために用いられてきた歴史があるた
めに、差別的な影響をもたらす危険が非常に高いと考
えられている。
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2. Affi  rmative Actionと差別的な施策の区別

（1）判例

AAへの典型的な厳格審査の適用を主張する裁判官
は、人種に基づく分類を用いる施策が差別的に用いら
れてきた歴史から、AAが実際には差別的に用いられ
るのではないかという懸念を非常に抱いている。そし
て、典型的な厳格審査を適用しなければ、人種に基づ
く分類を用いる施策が良性のものか悪意ある差別であ
るのかについて判断できない、としている 33。人種に
基づく分類が潜在的に害悪をもたらす可能性があると
する「懐疑主義」はAAへの緩やかな厳格審査の適用
を主張する裁判官によっても採られており、彼らは「疑
わしい分類」を用いる施策には典型的な厳格審査を適
用すべきとの立場をとる。彼らは、AAは「疑わしい
分類」を用いておらず、AAが良性の施策か悪意ある
差別であるのかについて典型的な厳格審査の下でなく
とも判断することができる、としている 34。

AAへの典型的な厳格審査の適用を支持する裁判官
と緩やかな厳格審査の適用を主張する裁判官が見解を
異にしたのは、AAが「疑わしい分類」を用いている
かどうかについてである。言い換えるならば、前者は、
AAが差別的な施策と同じくらい差別的な影響を生じ
させる危険が高い、と判断している。後者は、AAが
差別的な影響を生じさせることは認めるが、AAは差
別的な施策よりも差別的な影響を生じさせる危険性が
低いと判断しているとも考えられる 35。差別的な影響
を生じさせる危険の程度がAAにどの司法審査基準を
適用するのかについての判断にとって重要であり「ス
ティグマを押し付ける危険の大きさに応じて、司法審
査基準のレベルが高くなってゆく」36と分析されてい
る。では、AAは、差別的な施策と同じくらい差別的
な影響を生じさせる危険が高いのか。この点について
は、AAに伴う負担を負う者とAAの対象者の観点か
ら考察する必要がある。

AAに伴う負担を負う者は、AAによって自身が地
位を獲得できなかったことから、地位を獲得できなか
った原因である自身の人種が劣等であると考えない。
AAは政治的な場でマジョリティである側に対して、
負担を負わせるものがほとんどである。政治的な場で
マジョリティである側が自身のグループを劣等である
と考えて負担を負わせることはない。故に、AAの犠
牲者は心理的な面で差別的な影響を受けない。
最高裁の判例において、AAがその負担を負う者に

スティグマを生じさせるとする見解は見られない。だ
が、AAはその対象者にスティグマを生じさせる危険
性があるとする見解は見られる 37。AAはその対象者
にスティグマによる害悪を生じさせるのか。

地位を獲得したAAの対象者の中には、AAがなけ
れば地位を獲得できなかった者と、AAがなくとも既
存の基準において地位を獲得する評価を得られる者が
いる。前者については、例えばロー・スクールの入学
選抜で、GPAやLSATといった基準において自身の獲
得した評価が入学するのに通常要求されるそれらの基
準における評価よりも低い場合、自身の人種が考慮さ
れた程度にかかわらず、それが自身の地位の獲得に影
響しているため、自身の属する人種を劣等だと考える
可能性がある。故に、前者は心理的な面で差別的な影
響を受ける可能性がある。さらに、AAがなければ地
位を獲得できなかった者が地位を獲得しているという
事実は、AAの対象者以外の者がAAの対象者を劣等
だとみなし、そのような想定に基づいて行動するため、
前者は有形的な面でも差別的な影響を受ける。
後者は、自身の獲得した地位がAAによるものでな
いため、自身が劣等であるとは考えず、自身を従属的
な立場に置かず、心理的な面でスティグマによる害悪
から免れることができる。しかし、このような者も有
形的な面では、差別的な影響から免れられない。とい
うのも、他者は、AAの対象者の中で地位を獲得した
者が、AAがなければ地位を獲得できたのかできなか
ったのか、区別できないからである 38。そのため、タ
イ・ブレーカーといった手段を採る場合を除いては、
AAの対象者全員が劣等だとみなされ、他者はそれに
基づいて行動するため、有形的な面での差別的な影響
は、AAの対象者すべてに及ぶ。

AAへの典型的な厳格審査の適用を支持する裁判官
はAAが偏見や固定観念を生じさせることをもって
AAと差別的な施策を同じ審査基準に服させる。他方、
Stevens裁判官は、AAがスティグマによる害悪を生
じさせることを認めながらも、AAへの典型的な厳格
審査の適用を否定する 39。それは何故か。

Adarand判決Stevens裁判官反対意見は「マイノリ
ティ人種を差別するとのマジョリティの代表者による
判断は、不利な状況にあるマイノリティへの利益付与
のために代表を構成するマジョリティに対して付随的
な費用を課すマジョリティの代表者の判断とは基本的
に異なる」と判示し、AAに関しては「立法者が、施
策が受益者に利益よりも害悪をもたらすということに
納得した場合には、我々は立法者に問題の是正を期待
することができる［が］…悪意ある差別ではこうはな
らない」とする 40。差別的な施策に関しては、そもそ
も政策決定をした者達が不利益を被るグループに対し
て敵意や偏見を抱いているため、それがスティグマに
よる害悪を生じさせたとしても、政策決定過程での是
正を期待することはできない。AAに関しても、AA
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が良性を装った差別だと考えるならば、政策決定者
はAAの対象となるグループに敵意や偏見を抱いてい
るため、AAがその対象者に差別的な影響を被らせる
としても、政策決定過程での是正は期待できない。し
かし、Stevens裁判官は、政策決定者は、人種中立的
な施策を用い、それがマイノリティに不利な影響を及
ぼすのであっても、そのような影響は意図しない結果
であるとして悪意ある意図を容易に隠すことができる
が、AAに関しては、「マイノリティへのAAを装った
役割をさせるが、マジョリティの支配を維持する法を
制定するのはさらにより困難だと考えるべき」だとす
る 41。この前提に立てば、AAがその対象者に差別的
な影響をもたらす場合には、政策決定者はAAを採択
せず、既に実施されている場合にはそれを放置しない
のであり、AAの対象者に対する差別的な影響の問題
は政策決定過程での是正を期待できる。
上記の理由の他に、Adarand判決Stevens裁判官反

対意見は、AAに典型的な厳格審査を適用しない理由
について、「確実に、私が以前に論じたように、前者
［差別的な施策］は実際上常に自由かつ民主的な社会
の原則に反するが、後者［AA］はある状況において
は、平等の考えに完全に一致する」と判示する 42。こ
こで「私が以前に論じたように」というのは、レイオ
フに際してマイノリティを優遇する労働協約の合憲
性が問題となった、Wygant判決である。Wygant判決
Stevens裁判官反対意見（Ginsburg裁判官同意）は、
マイノリティを包含する判断は「［肌の色によって、
人々の間には重要な違いが存在するという］幻想を
なくす傾向」にあるが、［マイノリティに対して］排
他的な判断はその幻想を促進するのみである、とす
る 43。

（2）学説

AAと差別的な施策との区別に関する判例の動向を
見てきたが、学説の動向はどうか。ここでは、反差別
原理の代表的論者であるPaul Brestと反従属原理の代
表的論者であるKenneth L. Karstの見解を考察する 44。

（a）Paul Brest

Brestは、反差別原理を「影響を受ける者の人種（ま
たはエスニック的出自）に依拠する分類、決定、慣行
などに反対する一般原則」だと定義する 45。反差別原
理は、基本的には、人種に基づく分類自体の使用を
禁止するものとして理解される 46。しかし、Brestは、
人種に基づく分類のすべてを禁止するものとして反差
別原理を理解せず、偏見に根ざしていない客観的な統
計に基づいて人種による分類を使用する施策は憲法上
禁止されない旨を示す 47。そして、Brestは反差別原

理を劣等性の烙印をおされることで生じるスティグマ
による害悪を禁止するものとして理解する 48。Brest
に依れば、スティグマによる害悪は、ある人種的グル
ープのメンバーに不利益を課す、人種に基づく分類を
用いる判断から生じる有形的な害悪が相当程度蓄積す
ることによって生じる、とする 49。つまり、Brestに
従えば、ある人種的グループのメンバーに不利益を課
す施策が、対象となったグループのメンバーが劣等で
あるとのスティグマに基づいて策定されていなくて
も、その施策がもたらす不利益により対象となったグ
ループの当該分野に占める割合が著しく少なくなった
とき、対象となったグループが劣等であり、当該分野
には不向きであるといった偏見が生じることになる。

Brestの立場では、有形的な害悪の累積がスティグ
マによる害悪を生じさせることになるため、有形的な
害悪が相当程度に及んでいないのかについて警戒する
ことになる。Brestは、典型的な厳格審査の役割につ
いて、「例外的な状況においてのみ人種に基づく判断
を認めることで、人種に基づく判断のスティグマと害
悪の累積から保護するもの」だと述べる 50。Brestの
立場では、典型的な厳格審査を適用するかどうかの判
断は、問題となった人種に基づく施策がスティグマに
基づくものであるのかどうか、問題となった人種に基
づく施策が生じさせる有形的な害悪がスティグマを生
じさせる程度にまで達しているのか、に依ることにな
る。Brestは、典型的な厳格審査を適用する指標とな
る疑わしい分類について、「不利な状態にあるマイノ
リティを利することはほぼない、人種差別の伝統的な
形式に応じて発展してきた」のであるが「近年、良性
に動機づけられた人種に基づく決定が重要性を増して
おり、反差別原理とそれらとの調和が問題となる」と
述べる 51。Brestの言う良性に動機づけられた人種に
基づく決定とは、雇用や入学選抜における優先的施策、
初等・中等学校等における人種統合策、人種を意識す
る選挙区割であり、AAが含まれている。BrestはAA
に適用する司法審査基準について如何に考えているの
だろうか。
上記のように、Brestの立場では、人種に基づく判

断に典型的な厳格審査が適用されるか否かについての
判断は、それらがスティグマによる害悪を生じさせる
かどうかである。Brestは、「影響を被る白人の諸個人
の観点から、そのような［良性に動機づけられた人種
に基づく］判断が、黒人が白人よりも優越している、
あるいは黒人に比して白人への慈悲や白人の望みを白
人の政策判断者がえり好みをして無視している、とい
う想定に基づくことは全くありそうにない」と述べ
る 52。良性に動機づけられた人種に基づく施策は、近
隣の学校に在籍すること、大学の定員枠、選挙区にお
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ける影響力等、結果として各白人から望んだ利益を奪
うことになるが、Brestは「それらの事例では、［これ
らの利益の］剥奪に付随して、スティグマによる害悪
は生じない」と言うのである 53。しかし、Brestは「優
先的な入学選抜施策や雇用施策のみが、人種を理由に
白人に不利益を累積させる可能性や不変的な特性を理
由に利益を否定された者の不満を募らせるいずれの可
能性を提示する」と示し 54、AAについては、スティ
グマによる害悪を生じさせる可能性を示唆しているよ
うにも思える。だが、そのすぐ後に、Brestは「『逆差
別』が、白人の支配する我々の社会において、有害な
差別により影響を受ける規定が反差別原理の十分な対
応を受ける程の害悪の累積や不満を生じさせる程度に
浸透している、ということを私は疑う」55と述べてお
り、AAのもたらす有形的な害悪が白人に劣等性の烙
印をおす程の規模でないとしている。
そして、Brestは、AAがその対象とならなかった
マイノリティに対してもたらす害悪について次の旨
を述べる 56。政策判断者によるマイノリティ間での対
象者の選択は、政策判断者が人種を理由にえり好みを
し、対象外とされたマイノリティの望む利益を無視し
た、ということはない。というのも、マジョリティで
ある政策決定者が他のマジョリティに比して、利益を
付与されなかったマイノリティ・グループに同情的で
ないということが証明されていないからである。そう
した状況の下での非包含はスティグマによるものでは
ない。故に、AAが利益を付与されなかったマイノリ
ティ・グループを体系的に侵害しているとは思えない。

Brestは、次に、AAの対象者の観点から、AAがス
ティグマを生じさせるのかについて論じる。Brestは、
AAが、マイノリティが本来的に劣等であり、それ故
に特別な保護を必要とするという想定を反映しうると
いうことは考えられるが、そのようなことはほとんど
ない、とする 57。だが、Brestは、AAが、マイノリテ
ィ学生のすべてが優先的に入学を許可され、おそらく
卒業するという白人共同体の考えを促進しうるという
こと、AAが白人の人種的な潜在意識を誘因または促
進しうるということは少なからずあるということを認
識し、「反差別原理が違法な動機と同様に侵害的な結
果に関心があるならば、それらの危険を無視しえない」
とする 58。BrestはAAが受益者にスティグマによる害
悪をもたらす危険性指摘するが、スティグマが生じる
可能性がわずかであることから、「［良性に動機づけら
れた人種に基づく施策の］目的と［そのような施策の］
直接的な影響がマイノリティを利する場合には、その
行為を、疑わしい分類の基準に依拠する基準に従わせ
るのは不適切であるように思える」として、AAへの
典型的な厳格審査の適用を否定する 59。

BrestはAAへの典型的な厳格審査の適用を否定す
るが、基本的には「人種に基づく良性の施策が基本的
に正しいとしても、他の手段が同じ目的を達成しうる
場合には、それらは支持されるべきでなく、避けられ
るべき」との立場に立つ 60。故に、「政策決定者に対
しては、生じるであろう利益が害悪を上回るというこ
と、利益が人種に基づく手段以外の手段によっては得
ることができないということ、施策が有害な結果を生
じさせる可能性を最小限にするように描かれていると
いうことを結論づけさせるべきである」として、AA
の合憲性審査に厳しい態度で臨むとしている 61。

（b）Kenneth L. Karst

Karstは、修正一四条を解釈するための媒介原理と
して、各人に対する社会の十全たるメンバーとしての
尊重に本質がある、とする平等なCitizenshipの原理
を主張する。この原理は「組織化された社会に対し、
劣等もしくは従属的なメンバーとして、あるいは［社
会に］参加していない者として、各人を取扱うことを
禁止する」ものである 62。
平等なCitizenshipの原理は、各人を従属的な地位
に貶める行為を禁止する。そして、そのような行為を
特に生じさせやすい分類が、典型的な厳格審査の適用
の対象となる疑わしい分類である。Karstは、立法が
各人を尊重しているかどうか、各人を社会に参加させ
ているかどうかについての判断により、疑わしさが判
断されるとして、「立法分類の疑わしさについて第一
に考えるのは、犠牲者へのスティグマの考慮」だと述
べる 63。そして、「例えば、不変的であり、高度に可
視的である特性に基づく分類は、しばしば、そのよう
に分類された者への劣等性を含みながら、個人を（人
種や性別のような）一般的なカテゴリーに委ねる、固
定観念に支配された思考体系に陥る」とする 64。人種
に基づく分類がスティグマを生じさせる危険があるこ
とを認識した上で、Karstは、初等教育の人種別学制
の合憲性が問題とされたBrown判決のWarren首席裁
判官意見の、黒人児童の人種に基づく分離は「共同体
における彼らの地位に関して、彼らの心と精神に悪影
響を及ぼす劣等性の感情を生じさせる」65という部分
を引用し、「スティグマと固定観念への関心は、平等
なCitizenshipの原理の核心である」と述べる 66。
次に、Karstは、「分類の疑わしさに関する第二の理
由づけは、司法審査の二重の基準に関するStone裁判
官の初期の形式に由来する」と述べる 67。これは、政
策決定の場で影響力を持たない「切り離され、孤立し
た」マイノリティに対して、立法が不利益を課す場合
には、その立法が問題とされたとき、厳しい審査に
従わせられる、というものである。そして、Karstは、
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政治の場で影響力を持たず、立法者がその望みを無視
する対象となるグループに対して、立法の負担のほと
んどが課されるとき、高められた司法審査が望ましい、
とする旨を述べる 68。
以上から、Karstは、「分類の疑わしさの程度は、尊

重され、責任があり、［社会に］参加しているメンバ
ーとして取扱われる利益を、その分類が侵害する程度
で判断される」と結論づける 69。では、AAが各人を
従属的な地位に貶める危険が高いのかどうかについ
て、Karstは如何に判断しているのか。Karstは、AA
に伴う負担を負う者の観点とAAの対象者の観点から
この点につき論じている。
まず、前者の観点からKarstが如何に論じているの
かにつき見ていく。Karstは、AAと差別的な施策の
違いについて、差別的な施策はそれにより排除された
者に劣等性の烙印を押すがAAはそれを押さないこと
にある、とする 70。Karstは、AAに伴う負担を負う者
は差別を強化する様々な要素に直面していないとする
Brestの見解を支持し 71、それらの者はAAによりステ
ィグマを課されないとする 72。
次に、後者の観点から、Karstが如何に論じている
のかにつき見ていく。Karstは、AAがその対象者に
劣等性の烙印を押すことになるとする見解に対して、
「そうした問題を提起する［AAにより地位の獲得を］
拒否された白人志願者の主張は［根拠］薄弱である」
と述べる 73。ただし、その理由については何ら述べら
れていない。次にKarstは、AAがスティグマの発生
を防止するという点につき述べる。Karstは、黒人の
実質的な人数が成功していない場合には、AAに伴う
負担を主として負うことになる白人の中間層はグルー
プとしての黒人は劣等であり、野心がない、と考える
ことになる、と述べる 74。そして、Karstは人種中立
的な基準に全面的に基づくとマイノリティを排除する
結果になることを認識する 75。Karstの見解では「［マ
イノリティが過小代表となる］結果が、単純に、不利
な状態の『蓄積』の循環（そして、スティグマを課す）
の例であるだろうことに疑いはない。」76 一方で、AA
はマイノリティに一定数の地位を与えるため、AAの
対象者へのスティグマの発生を防止する。Karstが、
AAが「人種的マイノリティにスティグマを課す公的
な行為とは反対である」とするのも、このような理由
からだと考えられる。
以上のように、Karstは、AAに伴う負担を負う者
に対して、そしてAAの対象者に対しても、AAはス
ティグマによる害悪を生じさせず、AAはスティグマ
の害悪の発生を防止すると考えている。故に、AAは
疑わしい分類を用いておらず、AAには典型的な厳格
審査は適用されないとの見解に立つと思われる 77。

3. Affi  rmative Actionの考慮

AAに適用する司法審査基準についての争いは、
Adarand判決において典型的な厳格審査を適用すると
いうことで終結した。しかし、AAへの典型的な厳格
審査の適用を主張する裁判官の中でも、O’Connor裁
判官はAAと差別的な施策とを区別している。

Adarand判決O’Connor裁判官法廷意見は、典型的
な厳格審査を適用しなければAAと差別的な施策は区
別することはできないとして、典型的な厳格審査の適
用を主張する。同判決Ginsburg裁判官反対意見（Breyer
裁判官同意）は、同法廷意見は「厳格な基準［典型的
な厳格審査］と称されるものは、我々の社会で差別を
被ってきたグループに負担を課す分類にとって、確実
に『致命的である』ということを強く示している」が、
他方で、人種統合を早める分類に対しては、「［典型的
な］『厳格審査』が『事実上致命的』であるという概
念を壊している」と示した、とする 78。そして、同判
決Stevens裁判官反対意見（Ginsburg裁判官同意）は、
Ginsburg裁判官反対意見は、典型的な厳格審査に対
する法廷意見の柔軟な理解が良性の施策と悪意ある施
策との違いを考慮しているものだと考察している、と
指摘する 79。Stevens裁判官反対意見は、法廷意見が、
典型的な厳格審査が関連する差異を考慮に入れること
ができると示していることを指摘し、行為者の目的が
AAの合憲性の判断に関連する、と指摘している 80。
このように示した上で、Stevens裁判官反対意見は、
同法廷意見は、典型的な厳格審査が良性の人種に基づ
く分類に適用されたときには、いくらか厳格度の低い
ものとなることを示している、と指摘する 81。

Grutter判決O’Connor裁判官法廷意見（Stevens, 
Souter, Ginsburg, Breyer裁判官同意）はAdarand判決
の立場を踏襲し、AAに対しては典型的な厳格審査を
適用する 82。しかし、同法廷意見に同意するGinsburg
裁判官は、同判決の同意意見（Breyer裁判官同意）に
おいて、同法廷意見が典型的な厳格審査の下でロー・
スクールの施策を支持しているため、「当該事例は、
人種に基づく分類のすべてが不利益を被ってきたグル
ープを利するまたは負担を課すことを意図しているか
どうかにかかわらず、同じ審査基準に従わされるべき
かについて、最高裁に再考を要求しなかった」と述べ
る 83。さらに、Michigan大学文芸科学部の人種を意識
する入学選抜施策の合憲性が問題となった、Grutter
判決と同日に下されたGratz判決で、Ginsburg裁判官
反対意見は、同じくGrutter判決で法廷意見に同意し
たSouter裁判官とBreyer裁判官の加わる部分におい
て、「賢明に考えれば、十分な citizenshipの資格を長
い間否定されてきたグループへの負担を意図する行為
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が確固とした差別とその影響が根絶される日を早める
施策に位置付けられない」として、良性の施策と悪意
ある施策とを区別することができると判示する 84。そ
して、Grutter判決の後、最高裁において人種に基づ
く分類の合憲性がはじめて問題とされた、Johnson判
決で、Ginsburg裁判官同意意見（Souter, Breyer裁判
官同意）は、当該判決で問題とされた刑務所での人種
分離に対しては典型的な厳格審査が適用されるとする
が、「同様の審査基準があらゆる公的な人種に基づく
分類の司法的考察を統制すべきでない」のであり、救
済的な分類には典型的な厳格審査よりも厳格度の低い
基準を適用すべきとする 85。
また、Stevens裁判官も、レイオフの判断に際して

人種的マイノリティであることを考慮する労働協約
の合憲性と市民権法第七編への抵触が問題とされた
Wygant判決において、「彼あるいは彼女の肌の色を理
由にマイノリティ人種のメンバーを排除する判断とこ
れを理由にマイノリティ人種のメンバーをより多く
包含する判断との間には決定的な違いがある」と示
し 86、その後の判決でもこの見解を主張している 87。
以上から、「Grutter判決の多数意見を構成する 5
人の裁判官のうち 4人 ～ Stevens, Souter, Ginsburg, 
Breyer～ は、人種に基づくAAは人種に基づく政策
判断の他の形式よりも厳格でない基準に従って審査さ
れるべき」との立場にあることが分かる 88。Grutter判
決O’Connor裁判官法廷意見に同意した裁判官達は、
Grutter判決の結果に同意したのであり、AAに適用す
る司法審査基準については、AAに典型的な厳格審査
を適用すべきとする同法廷意見に同意していない 89。

Grutter判決O’Connor裁判官法廷意見には、AAへ
の典型的な厳格審査の適用を否定する裁判官が同意す
る。さらに、同判決で反対意見を述べた裁判官達は、
同法廷意見の採用する典型的な厳格審査が典型的な厳
格審査の従来の意味を歪めており、厳格度が低いこと
を批判する 90。故に、同判決においてO’Connor裁判
官が採用する典型的な厳格審査は実質的には厳格度の
低い基準であることが分かる。O’Connor裁判官は典
型的な厳格審査を如何に運用するのかについて判断す
る際に、AAと差別的な施策を区別していると考えら
れる。

4. Affi  rmative Actionに関連する権利の性質 

AAに適用する司法審査基準を判断する際には、差
別的な施策とAAであることが区別される。しかしな
がら、AAが良性の目的に基づいていることのみを理
由に、AAへの典型的な厳格審査の適用を否定し、緩
やかな厳格審査を一律に適用すると判断することはで

きない。最高裁では、基本的な権利を制限または疑わ
しい分類を含む政府の施策が典型的な厳格審査に服す
るとされている 91。以上ではAAが疑わしい分類を含
んでいるかどうかについて考えてきたが、AAがその
影響を被る者に対して権利や利益の重大な侵害を及ぼ
す危険性が高い場合には、典型的な厳格審査に服する
場合もある。

AAは高等教育の入学選抜や雇用の場で行われる
が、その種のAAは基本的な権利に関わるのか。
入学選抜の場において、AAにより地位の獲得を否
定された志願者は、平等に取扱われる権利を侵害され
た、と主張することになる。アメリカにおける平等保
護の一つの意味は、劣等性の烙印を押されないことで
ある。しかし、先述のように、AAはそれにより地位
の獲得を否定された志願者に劣等性の烙印を押す危険
性はない（Ⅱ2）。実際に、判例・学説において、AA
がそれにより地位の獲得を否定された者に劣等性の烙
印を押すことになるとの主張は見られない。AAによ
り地位の獲得を否定された者は、この意味において権
利侵害を主張できない。

AAにより地位の獲得を否定された者は、成績や試
験の点数といった客観的な基準に基づいて評価される
権利がある、と主張することになる。これには、成績
や試験の点数は各人の努力を示しており、社会は各人
の努力に報いるべき、との考えが背景にある。しかし、
Karstは、「我々は達成（achievement）に報奨」を与
えるとし、それは「努力に報いることが公正であると
考える」からだとするが、そうした理由がすべてでは
ない、とする 92。Karstに依れば、「社会が努力によっ
て生じるものを必要とすることから、達成は認められ
て」おり、「達成に報奨を与えるということは、ただ
努力に報いるのではない」のである 93。そして、Karst
は「不意に分配され、［努力の結果として］得たので
はない、生来的な才能にも報いる」と述べる94。実際に、
入学選抜の際には、成績や試験の点数といった自己の
統制の及ぶ要素以外にも、出身地域、同窓生の子であ
ること、等の要素が考慮される。既存の基準において
優れた者の入学を許可するのは、それらの者が教育機
関や社会に利益をもたらすと考えられているからであ
る。とすると、ある人種の者が他の人種の者ではもた
らさない利益を教育機関や社会のもたらすと考えるこ
とができる 95。故に、人種といった特性も能力を評価
する基準になることがある 96。成績や試験の点数とい
った既存の基準において優位な評価を獲得することが
できる志願者が、選抜者に既存の基準のみに基づいて
評価することを要求する権利は存在しない、との指摘
がなされている 97。例えば、Bakke判決Brennan裁判
官意見（White, Marshall, Blackmun裁判官同意）は、
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問題となったAAは基本的な権利にかかわらないと判
示する 98。また、同判決でAAに典型的な厳格審査を
適用するとしたPowell裁判官は、当該AAが基本的な
権利に関わることを理由としていない。故に、関連す
る権利の性質をもって、高等教育の入学選抜における
AAが典型的な厳格審査に服することはない。
雇用の場におけるAAについてはどうか。AAによ
り採用、昇進あるいは在職を否定された者は、AAが
それにより地位を否定された者に偏見を生じさせると
は主張できない。AAが実施されるのは当該分野にお
いてマイノリティが過小代表であるからであり、AA
の負担を負う者は過小代表ではない。偏見は過小代表
のグループに属する者に対して生じるのであり、AA
の負担を負う者は偏見の対象とはならない。

AAにより地位を否定された者は、試験の点数、在
職年数等の客観的な既存の基準に基づいて評価される
権利があると主張することになる。この主張は、これ
らの既存の基準が地位の役割を果たすのに必要な要素
である、という見解に基づく。故に、この主張を言い
換えるならば、地位の役割を果たすのに必要な要素に
基づいて評価される権利がある、ということになる。
しかしながら、Robert K. Fullinwinderが示すように、
「実際には、個人のあらゆる特性が職務遂行に関連す
るものとなりうる」のであり、「理論上、個人のあら
ゆる面を就業能力として考慮することに異論はない」
と考えられる 99。既存の基準のみが地位の役割を果た
すのに必要な要素となるのではなく、AAにより地位
を否定された者は、自身に優位に働く既存の基準のみ
に基づいて評価がなされるべきである、と主張する権
利を有しない。
最高裁においても、雇用に関するAAの合憲性が問
題とされた事例で、問題とされたAAが基本的な権利
に関連することを理由に典型的な厳格審査を課すとす
る見解は見られない。例えば、マイノリティを優先す
るレイオフに関する労働協約の合憲性と市民権法第七
編違反が問題とされたWygant判決のPowell裁判官相
対多数意見のRehnquist首席裁判官の同意する部分は、
AAの対象とならなかった者に対するレイオフという
負担が非常に重い負担であることを強調する 100。し
かし、同相対多数意見（Rehnquist, O’Connor裁判官
同意）には当該AAが基本的な権利に関わると記す箇
所はなく、当該AAが「疑わしい分類」を用いている
ことを理由に典型的な厳格審査を課している 101。

以上のように、入学選抜と雇用に関するAAは基本
的な権利とは関係しない。しかし、AAにより地位を
否定された者が評価者に対して既存の評価基準のみに
よる評価を要求する権利を持たず、評価者がその権限

に基づいて人種を一要素として考慮することができる
としても、既存の基準は重要な考慮要素であり、人種
が評価対象となるのは限られた範囲である 102。人種を
過大に考慮することになれば、志願者の地位を獲得す
る可能性はその者の人種によって大きく左右されるこ
とにもなり、AAにより地位を獲得した志願者に対し
ても、AAがなければ地位を獲得することができない
との劣等性が強く押されることになる。故に、AAに
そのような危険性がどの程度存在するのかについて、
AAの実施方法、人種の考慮の程度等に着目して判断
することになる。

5. Affi  rmative Actionを策定・実施する機関
の権限

（1）高等教育機関の権限

大学の入学選抜におけるAAに適用する司法審査
基準を判断する際には、大学の権限が考慮される。
Grutter判決O’Connor裁判官法廷意見は典型的な厳格
審査を適用しながらも、実際には厳格度の低い基準を
採用していると、判例と学説において理解されている。
同法廷意見が厳格度の低い審査基準を適用した理由の
一つは、AAの実施に関する大学の権限を尊重してい
ることにある 103。

O’Connor裁判官法廷意見は、修正第一条に基づい
て、大学の憲法上の特別な権限を認める 104。そして、
同法廷意見は、ロー・スクールが学生構成の多様性
というやむにやまれぬ利益を有すると示すにあたり、
Bakke判決Powell裁判官意見を参照する。同法廷意
見は、「教育に関して判断をなす大学の自由は、学生
組織の選抜を含む」105という前提から、Powell裁判官
は「『意見の活発なやりとり』に最も貢献するだろう
学生を選抜する権利」を主張することで、大学は「そ
の任務の達成において卓越した重要性を構成する目的
の達成に努める」106と論じた、とする 107。その上で、
同法廷意見は「学生構成の多様性の達成がロー・スク
ールの機関としての適切な使命の核心であり、大学側
の『誠実性』が『反証』のない限り、推定される」と
する 108。
大学に課せられた任務には、学問の発展、優秀な人
材の社会への供給等が挙げられる。それらの任務を達
成するためには、教室での意見の活発なやりとりが必
要となる。大学側は大学の任務の達成に貢献する学生
を選抜することになる。どのような学生が大学の任務
の達成に貢献するのかについて一概に判断することは
難しいと考えられるため、Grutter判決O’Connor裁判
官法廷意見はロー・スクールの入学選抜の判断に尊重
を示したと考えられる 109。
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Grutter判決O’Connor裁判官法廷意見は、大学が「そ
の任務の達成において卓越した重要性を構成する目的
に努める」際に、大学の入学選抜の判断を尊重してい
る。大学の任務には、学問の発展や優秀な人材の社会
への供給といったものが挙げられるが、大学が行う行
為はそれに関連するものだけではない。例えば、大学
病院の診療スタッフの多様性の増加を意図するAAは
研究と公共サーヴィスという大学の一般的な目的を促
進するが、学術的な役割が病院のスタッフにより果た
される役割の中核ではないため、大学の入学選抜の
判断と同程度の尊重を得ることはできない、とされ
る 110。また、契約に関する大学による差別の救済を意
図するAAは、多くの契約の役割が大学にとって特有
のものでないため、大学の学術的な判断は尊重されな
い、とされる 111。

AAを策定・実施する機関が裁判所から尊重される
べき権限を有しているとしても、その機関が実施する
すべての行為について尊重がなされるわけではない。
AAに適用する司法審査基準を判断する際に機関の権
限が考慮されるのは、問題とされたAAが機関の特有
の任務に関連する場合に限られる。

（2）連邦の権限

公共事業契約のマイノリティへの留保に関する自
治体の条例の合憲性が問題とされたCroson判決の
O’Connor裁判官法廷意見（Rehnquist, White, Stevens, 
Kennedy裁判官同意）は、AAに対して典型的な厳格
審査を適用するとした 112。
放送事業免許の付与においてマイノリティを優先す

る連邦放送委員会（FCC）の施策の合憲性が問題とさ
れたMetro Broadcasting判決のBrennan裁判官法廷意
見（White, Marshall, Blackmun, Stevens裁判官同意）
は、当該事例で問題とされたAAに適用する司法審査
基準について以下のように結論づけた 113。FCCの実
施するマイノリティを優遇する施策はCroson判決と
は異なり州・自治体ではなく連邦議会の立法によって
支持されている。故に、修正一四条五節の下で連邦議
会の有する広範な立法権限から、連邦が実施するAA
に対しては［典型的な］厳格審査ではなく、緩やかな
厳格審査が妥当する。
これに対し、同判決O’Connor裁判官反対意見

（Rehnquist, Scalia, Kennedy裁判官同意）は、憲法に
よる平等保障は、州と同じように連邦政府を縛るので
あり、人種に基づく分類の連邦による使用に厳格度の
低い審査は適用されないとして、当該AAに典型的な
厳格審査を適用した 114。
以上のように、最高裁は州・自治体の実施するAA

には緩やかな厳格審査を適用することを、連邦の実

施するAAには典型的な厳格審査を適用することを
法廷意見により確立した。しかし、後者の先例は連
邦の公共事業契約のマイノリティへの留保の合憲性
が問題とされたAdarand判決で覆される。Adarand
判決O’Connor裁判官法廷意見（Scalia, Rehnquist, 
Thomas, Kennedy裁判官同意）は、連邦のAAと州・
自治体のAAとに異なる審査基準を課すことは調和性
を欠いていることを理由に、連邦の実施するAAに
対しても典型的な厳格審査が適用される、と判示し
た 115。

AAに適用する司法審査基準を判断する際に、連邦
の権限を尊重するという考えは現在の最高裁では多数
を占めていない。しかし、裁判所が人種に基づく分類
を用いる施策に関する連邦議会への尊重を示してきた
ことを指摘して、「人種に基づく分類についての連邦
議会への尊重は、普遍的なものではなく限定的である
が、このことは［裁判所が］歴史上［連邦議会の権限
を］尊重してきた分野において、Adadand判決が命令
したことを、裁判所が撤回またはなくそうとするだろ
う、ということを示している」との指摘も学説上なさ
れている 116。

Ⅲ. 日本国憲法における
Affi rmative Actionの司法審査
基準

Ⅲでは、日本国憲法上、AAに対して如何なる司法
審査基準が適用されるべきであるのかについて若干考
察する。
日本国憲法上、特に問題とされるAAは、列挙事由
を用いたものである。AAは過去の差別の救済や将来
における差別の発生の防止といった理由から正当化さ
れる 117。列挙事由を用いる分類に厳格度の高い司法審
査基準が適用される一つの理由は、それらの事由が過
去に差別の対象とされた典型的な分類であり、将来に
おいて特に差別的に用いられる危険性がある、という
ことである 118。そのため、これらの事由はAAの対象
となる可能性が高い。日本の学説は、AAに対してど
のような司法審査基準を適用するとしているのか。
横田耕一教授は、平等原則の領域の「審査基準につ
いては、米国の判例の発展に学ぶべき点が多い」とし
て、「疑わしい分類」による差別については「『厳格な
審査基準』が適切である」とする 119。「疑わしい分類」
の判定につき、横田教授は列挙事由を「ただちに『疑
わしい分類』と見なすことには疑問が多い」が、「こ
れらについては、その分類に入らないものについても、
少なくとも中間審査基準である『厳格な合理性の基準』
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がふさわしい」とする 120。そして、AAの司法審査基
準につき、「『疑わしい分類』による差別についても、
社会的弱者に実質的平等を保障するための『疑わしい
分類』を用いた差別（アファーマティヴ・アクション）
については、合憲性を推定した上で、『合理性の基準』
ないし『厳格な合理性の基準』をとるべきであろう」
とする 121。
以上のように、横田教授は、AAについては、列挙

事由に、従来、適用される司法審査基準よりも厳格度
の低い基準を適用する。列挙事由に基づく異なる取扱
とAAを区別する、このような考えに対して異論はな
い。しかし、「例えば、人種とか性別などによる実質
的平等保障立法は、かえって例えば過去の事実上の不
平等を固定化したり、あるいは、保護される者（分類）
を劣等視せしめたり」するため 122、AAへの合理性の
基準の適用は妥当でない。さらに、横田教授はAAへ
の中間審査の適用を示唆するが、その際、AAについ
ては「合憲性を推定した上で」とする。横田教授は、
中間審査につき「『合理性の基準』よりは厳しく、『厳
格な審査基準』よりは緩やかに、立法目的や、目的と
目的達成手段との関連性を審査する手法であ」り、「こ
の場合、立証責任は原則的に立法府の側に置かれてい
る」と説明する 123。とすると、AAは例外的な場合に
該当するが、AAはそれにより影響を被る者に対して
差別的な影響を生じさせる危険性を含んでおり、審査
に際して合憲性を推定するのは妥当でない 124。
他の学説には、AAに合理性の審査の適用を示唆す
る見解はない。他の学説は、AAに適用する司法審査
基準を判断する際に、列挙事由に基づく異なる取扱と
AAとを区別し、AAに対しては中間審査を下回らな
い程度で列挙事由に基づく異なる取扱に本来適用され
る基準よりも厳格度の低い司法審査基準を適用する、
とする 125。しかしながら、学説の多くは中間審査がど
のような基準であるのかについて明確にしておらず、
中間審査が問題とされた施策に違憲性を推定するか否
かについて曖昧にしている 126。アメリカでは、ごく例
外的な場合を除いて、最高裁のすべての裁判官がAA
に違憲性の推定をかけることに同意していた。列挙事
由に基づくAAは、その意図に反して、差別的に用い
られ、差別的な効果をもたらす危険性があることを考
慮すると、アメリカの議論で見てきたようにAAに対
しては違憲性を推定すべきである。
ところで、上記のように、日本の学説の多くがAA

に対しては中間審査を下回らない程度で列挙事由に本
来適用される基準よりも厳格度の低い司法審査基準を
適用する、としているように、日本の学説は司法審査
基準を三段階として捉えている 127。これに対し、君
塚正臣教授は、中間審査について、その基準の曖昧

さ、人権抑圧の程度の少ない施策を違憲とし抑圧の程
度のより高い施策を合憲にするという可能性があると
いう矛盾、立証責任が合憲を主張する側と違憲を主張
する側のどちらにあるのかについて曖昧にされている
点を指摘して、司法審査基準として妥当ではないと批
判し 128、司法審査基準を三段階ではなく、厳格審査
と合理性の審査の二段階で捉える。先述のように、中
間審査を違憲性の推定を働かせる基準として説明する
見解が存在する一方で、違憲性を推定するのかしない
のかが曖昧にされている見解も存在し、中間審査は基
準として分かりにくい。学説において中間審査が非常
に広範に捉えられているならば、AAに中間審査を適
用すべきとの主張は、具体的にどのような基準をAA
に適用すると言っているのかが分からず、何も言って
いないのと同じではないか。君塚教授の指摘するよう
に、「もし、事案に違憲の疑いをかける審査方法とし
て中間審査を捉えれば、その基準は厳格審査ではない
がそれに準ずる『緩やかな厳格審査』のようなもので
あり、逆のものがあれば『厳格な合理性の基準』とで
も名付ければよく、この間に明快な一線があると言う
べき」である 129。
司法審査基準は二段階として捉えるべきであり、

AAに対しては違憲性を推定する厳格審査を適用すべ
きである。君塚教授は、AAは「マイノリティを優遇
するかのように見える措置が差別を恒常化するもの、
その意図は善意であっても逆効果であるもの、是正策
の存在を恒久化してしまうと思われることもままあ
り、審査を始めなければそれが積極的差別是正か否か
は不明」であり、「厳格審査を適用し、必要最小限度
の手段として認められる手法のみが憲法上許容される
と考えるであるように思われる」と示し、AAへの厳
格審査の適用を主張する 130。そして、君塚教授は「こ
のような『二重の基準論』への回帰の議論に対しては、
旧来のアメリカ最高裁が陥った硬直的な二分法の二の
舞だとの批判もあろうが、そこまで硬直的に考えなけ
ればよい」のであり、「文字通り、やむにやまれぬ、
非常に重要な目的と、必要最小限の手段という要件を
クリアしたものは合憲と考えれば、アファーマティブ・
アクション（積極的差別是正）や名誉棄損的言論規制
を尽く違憲にするのかという批判にも耐えうる」とす
る 131。君塚教授に依れば、「結局、厳格審査と合理性
の基準を極度に硬直的にではなく使い分けることが妥
当である」のである 132。

AAに対しては違憲性を推定して厳格審査を適用す
べきであるが、君塚教授の見解には異論がある。君塚
教授は「審査を始めなければそれが積極的差別是正か
否かは不明」としているが、アメリカにおいてAAと
差別的な施策が区別されていたように、AAと列挙事
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由に基づく異なる取扱は区別できる。確かに、AAは
その意図に反して、AAにより地位を獲得できない者
に対しては勿論のこと、その対象者に対しても差別的
な効果をもたらす危険性がある。しかし、AAは過小
代表のグループの者に一定数の地位を与える施策であ
る。ある分野であるグループの者が過小代表である場
合、そのグループの者はその分野に不向きであるとの
偏見や固定観念を生じさせることになる。AAにより
過小代表のグループの者に地位が与えられると、その
ような偏見や固定観念が減じられ、またそれらの発生
を防止する可能性がある。過小代表のグループの者に
差別的な効果をもたらす、列挙事由に基づく異なる取
扱にはそうした可能性はない。この点において、列挙
事由に基づく異なる取扱とAAとは区別できる。
また、AAはマジョリティが自らに課した不利益で

あり、民主的政治過程を通じて是正することが可能で
あるという見解も、列挙事由に基づく異なる取扱と
AAとを区別する理由の一つである133。先述のように、
Stevens裁判官はAAと差別的な施策とを区別する際
に同じ理由を用いていた（Ⅱ 2）。その際、Stevens裁
判官は、人種中立的な施策については、マイノリティ
に不利な影響を及ぼすことでマジョリティの支配の維
持のために使用される可能性があるが、AAはマジョ
リティの支配の維持に用いられることはないという前
提に立ち、立法者が、AAがその対象者に利益よりも
害悪をもたらすということに納得した場合には、立法
者に問題の是正を期待することができるとしていた。
有資格者に高い能力を要求するAAには、AAはマイ
ノリティに一定数の地位しか与えないことで、マジョ
リティの支配を強化しているとの批判もあるが、そも
そも、既存の評価基準の下ではマイノリティはほとん
ど地位を獲得できないためにその種のAAを行うので
あり、マジョリティが自らの支配を強化するには差別
的な効果をもたらす中立的な施策を行えばよく、AA
により一定数の地位をマイノリティに与えることが
マジョリティの支配を強化しているとは考えにくい。
AAはマイノリティへの利益付与を主として意図して
いるのであり、政策判断者が、AAがマイノリティに
利益よりも害悪をもたらすと判断すれば、その是正を
政策決定過程において期待することができる 134。施
策の目的が良性であることは、適用する司法審査基準
を決定する判断において考慮されるべきである。
上記のように、君塚教授はAAに厳格審査を適用し、

「文字通り、やむにやまれぬ、非常に重要な目的と、
必要最小限の手段という要件をクリアしたものは合憲
と考えれば、アファーマティブ・アクション…を尽く
違憲にするのかとの批判にも耐えうる」としている。
目的について「やむにやまれぬ」と述べており、手段

については「必要最小限」という要件を課しているこ
とから、所謂、典型的な厳格審査のAAへの適用を主
張している。君塚教授は典型的な厳格審査を適用して
もAAは合憲となる場合があるとしているが、果たし
てそうか。
日本ではAAが裁判で問題とされておらず、裁判所
が司法審査基準を明確に意識していないため、アメリ
カの最高裁の判例からこの点につき考察する。典型
的な厳格審査をAAに適用してもAAが合憲と判断さ
れる例として挙げられるのが、Grutter判決O’Connor
裁判官法廷意見である 135。しかしながら、先述のよ
うに、当該判決でO’Connor裁判官が採用する典型的
な厳格審査は厳格度が低い。それ故、Stevens, Souter, 
Ginsburg, Breyer裁判官は、AAへの典型的な厳格審
査の適用には反対するが、Grutter判決ではO’Connor
裁判官に同意した（Ⅱ3）。Grutter判決で反対意見を
述べた裁判官達は同法廷意見の典型的な厳格審査が従
来の典型的な厳格審査と異なり厳格度が低いと批判
し、従来の意味での典型的な厳格審査を適用すべき
と主張する 136。O’Connor裁判官の採用する典型的な
厳格審査は、最高裁の多数の裁判官が理解する典型的
な厳格審査ではない。そして、Gruttter判決O’Connor
裁判官法廷意見は、問題とされた施策の合憲性を判断
するに際し、それが必要最小限の手段であるのかにつ
いて審査していない 137。
他方、Gratz判決では、O’Connor裁判官とGrutter
判決で反対意見を述べた裁判官（Rehnquist, Scalia, 
Kennedy, Thomas裁判官）により法廷意見が形成され
た。Grutter判決で反対意見を述べた裁判官が法廷意
見を形成していることから、当該判決では最高裁の多
数の裁判官が理解する、典型的な厳格審査によりAA
の合憲性が審査されたと考えられる。そしてGratz判
決の法廷意見はGrutter判決よりも厳しい審査をし、
問題とされたAAを違憲とした 138。Stevens裁判官は
Adarand判決において、O’Connor裁判官の採用する
典型的な厳格審査が厳格度の低いことを認識するが、
典型的な厳格審査とラベルづけされたものがAAを
不必要な危険に置くことになる、と懸念しており 139、
Gratz判決はAdarand判決で示した懸念を具体化する
判決であったと言える。紙面の関係上、両判決で問題
とされたAAが憲法上望ましいものかどうかについて
述べる余裕はないが、多数の裁判官が理解する典型的
な厳格審査の下ではAAが合憲とされるのは困難だと
思われる 140。また、典型的な厳格審査をO’Connor裁
判官のように緩やかに用いることに対しては、マイノ
リティの保護という典型的な厳格審査の本来の意味を
不明確にし、マイノリティを排除する施策を容易に合
憲にする危険性を招くため、AAに典型的な厳格審査
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を適用すべきでない、との批判が学説上もなされてい
る 141。

AAに典型的な厳格審査を一律に適用することは、
形骸化した「機会の平等」を実質化し、実質的平等を
達成するために真に必要な種のAAまでをも不必要な
危険に置くことになる。また、典型的な厳格審査を柔
軟に運用することは、差別的な施策を容易に合憲する
危険性を含むことにもなる 142。

Ⅳ. おわりに

列挙事由が差別的に用いられる危険性が高い分類で
ある以上、それに基づくAAに対しては違憲性の推定
をし、厳格審査を適用すべきである 143。AAは差別の
影響をなくし、差別の発生を防止する可能性があると
いう点で、列挙事由に基づく異なる取扱とは性質が異
なり、典型的な厳格審査あるいは緩やかな厳格審査の
どちら適用するのかについて判断する際には、施策の
目的が良性であるか否かが考慮されるべきである。し
かし、AAに対して緩やかな厳格審査を一律に適用す
べきということにはならない。問題とされた権利の性
質、AAを策定・実施する機関の権限等の要素を考慮
した上で、AAが差別的な効果をもたらす危険性が高
ければ、典型的な厳格審査を適用すべきである 144。
本稿では、典型的な厳格審査と緩やかな厳格審査の

どちらをAAに適用するのかにより、AAが裁判上合
憲とされるか否かが大きく異なる、という前提に立っ
て議論を進めてきた。紙面の関係上、本稿ではどちら
の基準を適用するのかにより具体的にどのような違い
が生じるのかについて詳細に検討することができなか
った。これについては、今後の課題である。

註
  1 藤井俊夫『憲法訴訟と司法審査基準』（成文堂、1985）213頁。
  2 渋谷秀樹『憲法』（有斐閣、2008）193頁。
  3 阪本昌成「優先処遇と平等権」公法研究45号98頁（1983）；
横田耕一「平等原理の現代的展開 ～Affi rmative Action の場合
～ 」『現代国家と憲法の原理　小林直樹先生還暦記念』（有斐閣、
1983）643頁；西村裕三「アメリカにおけるアファーマティヴ・
アクションをめぐる法的諸問題」大阪府立大学経済研究業書66
冊（1987）等参照。

  4 特に詳細に論じるものとして以下の文献を参照。吉田仁美「ア
メリカにおけるアファーマティブ･アクションの合憲性審査基準
の動向」同志社法学53巻7号566頁（2002）；山内久史「アメ
リカにおける平等権の史的展開と司法審査」帝京法学24巻1号
81頁（2005）；宮原均「不平等に対する積極的是正策と司法審
査（1）（2） ～高等教育の入学制度に関する合衆国最高裁判例を

中心に～ 」法学新報112巻11・12号597頁、113巻1・2号315
頁（2006）。

  5 渋谷前掲（2）194-95頁；長谷部恭男『憲法』＜第四版＞（新世社、
2008）179-80頁；松井茂記『日本国憲法』（有斐閣、2008）＜
第三版＞376頁参照。

  6 植木淳「平等原則における厳格審査基準の再検討 ～厳格審査
における『真意探求』と『費用便益分析』～」六甲台論集46巻
3号1頁（2000）。

  7 安西後掲（16）；安西後掲（77）。
  8 辻村みよ子「ポジティヴ･アクションの手法と課題 ～諸国のク
ォータ制の合憲性～ 」辻村みよ子編『世界のポジティヴ･アク
ションと男女共同参画』（東北大学出版会、2004） 1頁等参照。

  9 戸松秀典「性における新しい平等 ～男女平等の新しい展開と憲
法論議～ 」ジュリスト884号171頁（1987）；戸松秀典「平等
原則とアファーマティブ・アクション」1069号185頁（1996）。

 10 名古屋大学は、公募人事ホームページの冒頭に「名古屋大学は
業績（研究業績、社会的貢献、人物を含む）において同等と認
められた場合には、女性を積極的に採用します」と示している
（http：//www.Nagoya-u.ac.jp / index1-7.html）。このように日
本ではAAが弱い手段によって実施されていたが、九州大学は
教員の採用について女性限定の公募を行っており、非常に強い
手段によってAAが実施されている（http://www.srp.kyushu-u.
ac.jp/wrpb_home/j_top.html）。

 11 平地秀哉「平等理論 ―『審査基準』の行方 」法律時報81巻
12号80頁（2009）。

 12 同論文、80頁。
 13 長谷部恭男「平等」星野英一・田中成明 編『法哲学と実定法
学の対話』（有斐閣、1989）98頁、100-01頁。

 14 Johnson v. Transportation Agency of Santa Clara County, 480 
U.S.616 （1987）.

 15 長谷部前掲（5）179頁。
 16 戸松秀典『平等原則と司法審査』（有斐閣、1990）325頁以下；
安西文雄「平等」樋口陽一編『講座憲法学3 権利の保障［1］』
75頁、86-87頁（日本評論社、1994）。

 17 Wygant v. Jackson Board of Education, 476 U.S. 267, 292 
（O’Connor J concurring in part and concurring in the judgment） 
（1986）；Grutter v. Bollinger, 539 U.S. 306, 330 （O’Connor J 
jointed by Stevens, Souter, Ginsburg & Breyer JJ., majority 
opinion） （2003）.

 18 Regents of the University of California v. Bakke, 438 U.S. 265, 
362 （Brennan J jointed by White, Marshall & Blackmun JJ., 
opinion） （1978）；Fullilove v. Klutzunick, 448 U.S. 448, 491-
92 （Burger C.J., jointed by White, Powell JJ., plurality opinion） 
（1980）.

 19 438 U.S. at 362-63.
 20 Adarand Constructor, Inc v. Pena, 515 U.S. 200 （1995）. AA に
適用する司法審査基準についての最高裁の判例動向については、
吉田前掲（4）；山内前掲（4）108頁以下参照。

 21 Bakke, 438 U.S. at 355.　疑わしい分類が何かについては以下の
文献を参照。阪本昌成「優先処遇と平等原則 ～審査基準と実
体的価値～ 」Law School 28号27頁、31-32頁（1981）；植木
淳「疑わしき区分 ～平等保護条項は何に反対するのか～ 」神
戸法学雑誌51巻2号91頁（2001）。



Affi rmative Actionの
司法審査基準 171

 22 Paul Brest, The Supreme Court 1975 Term, Foreward：in 
Defense of the Antidiscrimination Principle, 90 HARV L. REV 
1, 10（1976）. 

 23 438 U.S. at 360-61 （internal citation omitted）. 引用文中の［］は
筆者の補足である。以下に出てくる［］についても同様である。

 24 See Laurence H.Tribe, American Constitutional Law, 1524
（1988）；J.M. Balkin, The Constitution States, 106 YALE.L.J 
2313, 2366 （1997）.

 25 See Cass R Sunstein, The Anticaste Principle, 92 MICH 
L.REV.2410, 2443（1994）.

 26 スティグマのもたらす害悪については、拙稿「Affi rmative 
Actionと平等保護」東北法学31号107頁（2008）五章参照。

 27 438 U.S. at 298.
 28 DeFunis v. Odegaard, 416 U.S.312, 343 （1974）.
 29 438 U.S. at 302-03.
 30 君塚正臣『性差別司法審査基準論』（信山社、1996）72-75頁参照。
 31 515 U.S. at 223.
 32 448 U.S. at 524-25 .
 33 See City of Richmond v. J.A.Croson, Co., 488 U.S. 469, 493 
（O’Connor J jointed by Rehnquist, White, Stevens & Scalia JJ., 

majority opinion） （1989）. 但し、Stevens裁判官はAAへの典型
的な厳格審査の適用には反対している。

 34 See Bakke, 438 U.S. at 357-60 （Brennan J jointed by White, 
Marshall & Blackmun JJ., opinion） （1978） ; Adarand, 515 U.S. 
at 242-46 （Stevens jointed by Ginsburg, J., dissenting ） （1995）.

 35 See Adarand, 515 U.S. at 247 n.5.
 36 安西前掲（16）87頁。
 37 Adarand, 515 U.S. at 241.
 38 Grutter, 539 U.S. at 373 （Thomas jointed by Scalia J., 

dissenting）.
 39 Fullilove, 448 U.S. at 545 （Stevens J., dissenting） ; Adarand, 515 

U.S. at 247 n.5 （Stevens jointed by Ginsburg J., dissenting）.
 40 515 U.S. at 247 n.5.
 41 Id. at 246.
 42 Id. at 247-48.
 43 476 U.S. at 316.
 44 反差別原理と反従属原理について詳しくは、拙稿前掲（26）三
章参照。

 45 Brest, supra note 22, at 1.
 46 See Owen M. Fiss, Group and the Equal Protection, 5 PHIL 

& PUB. AFF 107, 129-130 （1976）；Ruth Colker, Anti-
Subordination Above All：Sex, Race, and Equal Protection, 61 
N.Y.U.REV 1003, 1006（1986）.

 47 Brest, supra note 22, at 7.
 48 Id. at 8.
 49 Id. at 8-12.
 50 Id. at 15.
 51 Id. at 16.
 52 Id. at 16-17.
 53 Id. at 17.
 54 Ibid.
 55 Ibid.
 56 Id.at 17-18. John Hart Elyも、このような観点から、良性に動

機づけられた人種に基づく施策がスティグマを生じさせるか否
かについて論じている。ElyはAAが対象とならなかったマイ
ノリティにスティグマをもたらす可能性について示唆する。Ely
は、このような危険性は疑わしい分類を支持するものではない
が、その警戒に手を緩めてはならないとする（John Hart Ely, 
Democracy and Distrust : A Theory of Judicial Review 170-72 
（1980）（邦訳、佐藤幸治・松井茂記 訳『民主主義と司法審査』（成
文堂、1990）270-72頁））。

 57 Brest, supra note 22, at 18.
 58 Id. at 18-19.
 59 Id. at 19.
 60 Ibid.
 61 Ibid （citation ommitted）.
 62 Kenneth L.. Karst, Forward：Equal Citizenship Under the 

Fourteenth Amendment, 91 HARV.L.REV 1, 3 （1977）.
 63 Id. at 23.
 64 Ibid.
 65 Brown v. Board of Education, 347 U.S.483, 494 （1954）.
 66 Karst supra note 62, at 23-24.
 67 Id. at 24.
 68 Id. at 24-25.
 69 Id. at 26.
 70 Kenneth L.. Karst, Belonging to America 158-159 （1989）.
 71 Brest, supra note 22, at 17.
 72 Karst, supra note 62, at 53.
 73 Id. at 53 n.290. 
 74 Karst, supra note 70, at 149.
 75 Karst, supra note 62, at 53 n.290.
 76 Ibid.
 77 BrestとKarstは、AAはそれの負担を伴う者とその対象者に対
して差別や偏見を生じさせないということを理由に、AAへの典
型的な厳格審査の適用を否定する。しかし、両者とも、AAが
その対象者に対して差別や偏見を生じさせない理由について明
確に述べていない。この点については、日本の論者が詳細な検
討を加えている。

 安西文雄教授は、AAがその対象者にスティグマをもたらす
との見解は資質の形成される背景・歴史にあまり考慮を払わ
ず、現在の資質の扱われ方に焦点を当てるという前提で、ステ
ィグマの問題を考えていると指摘し、スティグマに関する問題
は、現在の資質の扱われ方と、その資質の形成される背景・歴
史の双方に注意を向けて考察すべきであると主張する。安西教
授は、「多くの白人は資質の形成過程においてそれほど不利益を
被ってこなかった」のであり、「彼らが資質の形成過程に寄せる
関心は、実体験にもとづいたものではない」とする。そして、「こ
のような前提に立つ限り、資質の劣る黒人を優先的に採用する
場合、黒人は本来的に劣等であるから特別の援助を与えなけれ
ば白人と対等に伍してゆくことができないという、白人側のス
テレオタイプと結んで理解される可能性が高い」とする。しかし、
安西教授は「過去の差別の蓄積により、資質が形成される背景・
環境が黒人に不利になっていることは否定しがたい」として、「と
すれば、たとえ黒人の資質が劣っていたとしても、それは彼の
責めに帰すべき事由によるのではなく、むしろ劣悪な家庭環境・
学校教育という不利な資質形成環境のゆえであることが理解さ



172

3 2010.3

れる」とする。そして、安西教授は「こういった環境が向上す
れば、彼らの資質もまた向上するはずであ」り、「このように資
質形成環境が相当程度、現在の資質を規定していることを理解
すれば、黒人は本来劣等であるというステレオタイプが当ては
まらないことが理解されてくる」とする。そして、「そうであれば、
優先処遇が受益者の自尊を侵害する危険は、それほど大きいと
はいえなくなる」と結論づける。（安西文雄「法の下の平等につ
いて（四・完）」国家学会雑誌112巻3・4号69頁、98-99頁。）

 以上の安西教授の分析は、過去に差別がなければマイノリテ
ィは既存の基準において高い評価を獲得していたという考え
に依拠している。このような見解は最高裁の判例において見る
ことができるが（DeFunis, 416 U.S. at 331, 341 （Douglass J., 
dissenting）；Bakke, 438 U.S. at 365-366 （Brennan J jointed by 
White, Marshall & Blackmun JJ., opinion））、「このような飛躍
はアメリカの公衆によって決して認められてこなかった」と指
摘される（Richard D. Kahlenberg, The Remedy：Class, Race, 
and Affi rmative Action 18 （1996））。先述のように、最高裁に
おいて、AAへの緩やかな厳格審査の適用を主張する裁判官は、
AAがその対象者にスティグマの害悪を及ぼすことを認めてお
り、安西教授のように考えていない。

 78 515 U.S. at 275.
 79 Id. at 243 n.1.
 80 Ibid.
 81 Ibid.
 82 539 U.S. at 326.
 83 Id. at 346.
 84 Gratz v. Bollinger, 539 U.S. 244, 301 （2003）.
 85 Johnson v. California, 543 U.S. 499, 516 （2005）.
 86 476 U.S. at 316. 
 87 Adarand, 515 U.S. at 246.
 88 R. H. Fallons Jr, Strict Judicial Scrutiny, 54 UCLA L Rev. 1267, 

1323 （2007）.
 89 Grutter判決とGratz判決においては、「人種に基づく分類は疑
わしく、その分類を用いるプログラムは平等保護条項との関係
において、敵意に基づくか、善意に基づくか、どの集団に有利
になるか、負担を強いるのかを問わず、［典型的な］厳格審査の
対象となること…については、裁判官の間に認識の同意がある」
との分析がなされているが（紙谷雅子「大学とアファーマティ
ヴ･アクション」アメリカ法2004－1　53頁、66頁）、本文中に
示したように全ての裁判官がAAへの典型的な厳格審査の適用
に同意しているわけではない。

 90 539 U.S. at 378 （Rehnquist C.J jointed by Scalia, Kennedy & 
Thomas JJ., dissenting） ; Id. at 387 （Kennedy J., dissenting）.

 91 Bakke, 438 U.S. at 357. 
 92 Karst, supra note 70, 162.
 93 Ibid.
 94 Ibid.
 95 See J.Arthur, The Limit of  Equality in The Unfinished 

Constitution : Philosophy and Constitution 242, 252-253 （1989）.
 96 中林暁生「アファーマティヴ・アクションとメリット」辻村みよ
子 編『世界のポジティヴ・アクションと男女共同参画』（東北
大学出版会、2004）321頁；愛敬浩二「リベラリズムとポジテ
ィブ・アクション」田村哲樹・金井篤子 編『ポジティブ・アク

ションの可能性』（ナカニシヤ出版、2007）41頁、49-51頁参照。
 97 Arthur, supra note 95, at 254.
 98 438 U.S. at 357.
 99 Robert K. Fullinwinder, THE REVERSE DISCRIMINATION 

CONTROVERSY 73-74 （1982）.
100 476 U.S. at 282-285.　Powell裁判官相対多数意見は、雇用にお
けるAAはレイオフの外には、採用や昇進に関係するが、その
中でもレイオフは重い負担であると捉えている。しかし、同意
見は、憲法は厳格にシニオリティに基づいたレイオフを要求し
ない、としている（Id. at 282 n.10）。

101 Id. at 273-274.
102 拙稿「Affi rmative Actionと能力主義」GEMC Journal 1号138
頁（2009）参照。

103 宮原均教授は、Grutter判決O’Connor裁判官法廷意見が修正一
条の学問の自由を尊重したことは、やむにやまれぬ利益の達成
という目的と手段がその目的の達成のために密接に仕立てられ
ている、という典型的な厳格審査の枠組に入りにくい、と指摘
する（宮原前掲（4）「不平等に対する積極的是正策と司法審査
（1）」353頁）。そして、宮原教授は、最高裁が大学の自治に対
して尊重を示してきたことを指摘して、大学の自治に関わる問
題への審査方法として典型的な厳格審査を用いることには問題
がある、と指摘する（同論文、355頁）。

104 539 U.S. at 329.
105 438 U.S. at 312.
106 Id. at 313.
107 539 U.S. at 330.
108 Ibid.
109 憲法上の特別の地位や学術的な判断の専門性から、最高裁はロ
ー・スクールの判断を尊重したが、初等・中等教育機関につい
てはどうか。Angelo N. Anchetaはこの点につき以下の旨を述べ
ている。

 初等・中等教育機関には、高等教育機関のような憲法上の特別
な地位は認められず、教育に関する判断についても、等級が低
くなるごとに規格化され、制度化されたものとなる。しかしな
がら、最高裁はそれらの機関にも有意な尊重を与えている、と
される。その理由は学究的な事由に基づかず、それらの機関の
教育問題における専門性と地域の事情についての詳細な知識を
理由としている。各機関はその専門性を理由に尊重を受けるが、
大学に認められる修正第一条の利益とそれと関連する他の憲法
上の利益が存在しなければ、大学に認められたのと同程度の
尊重を受けることができない（Aneglo N. Ancheta, Contextual 
Strict Scrutiny and Race-Conscious Policy Making, 36 Loy. U. 
Chi. L.J. 21, 47-48（2004））。

110 Id. at 47.
111 Ibid.
112 488 U.S. at 493-494.
113 Metoro Broadcasting Inc. v. FCC, 497 U.S. 547, 565 （1990）.
114 Id. at 603-610.
115 515 U.S. at 226-227.
116 Ancheta, supra note 109, at 37-39.
117 拙稿「Affi rmative Actionの正当化理由（1）・（2）～過去向き
のAffi rmative Actionと将来志向のAffi rmative Action～  」東
北法学33号49頁、同34号249頁（2009）参照。



Affi rmative Actionの
司法審査基準 173

118 野中俊彦教授は、列挙事由「による差別（区別）については
『不合理な差別（区別）』の推定を認めるべきであり、その推定
は列挙事由以外による差別（区別）についても拡げる余地があ
る（どのような場合にまで拡げるかについては、さらに検討が
必要である）」と述べる（野中俊彦「『合理性の基準』の再検
討」Law School 28号4頁、12頁（1981））。これに対し、厳格
度の高い司法審査基準を列挙事由に基づく異なる取扱に限定し
ようとする見解があるが（伊藤正己『憲法』＜第三版＞（弘文
堂、1995）250頁）、列挙事由は「あくまでも歴史的な経験から
みて差別の原因となりやすい事由を列挙したという意味を持つ
にとどまり、個人の人間としての平等および法的取扱いの平等
を保障する上では、これらの列挙事由だけが本質的な意義を有
しているわけではない」（藤井俊夫『司法権と憲法訴訟』（成文堂、
2007）191頁）のであり、差別の原因となり易い他の事由につ
いても、厳格度の高い司法審査基準を適用する対象となる。

119 横田耕一「合理性の基準」芦部部信喜 編『講座 憲法訴訟2』（有
斐閣、1987）161頁、195頁（脚注省略）。

120 同論文、196頁（脚注省略）。
121 同論文、195-196頁（脚注省略）。
122 藤井前掲（1）219頁（脚注省略）。
123 横田前掲（119）164頁。
124 野中前掲（118）13頁。
125 中村睦男「法の下の平等と『合理的差別』」公法研究45号27頁、

40-41頁（1983）；有澤知子「合衆国最高裁判所の積極的平等施
策に対する二つのアプローチ ～メトロ対連邦通信委員会判決を
中心に～ 」大阪学院大学法学研究19巻1・2号1頁、41頁（1993）；
渋谷前掲（2）194-195頁；長谷部前掲（5）179-180頁；松井
前掲（5）376頁。

126 中間審査について、違憲性の推定をする基準である、と説明す
る学説も存在する（藤井前掲（1）231頁；芦部信喜『憲法学Ⅲ 
人権各論（1）』＜増補版＞（有斐閣、2000）30頁；渋谷前掲（2）
194頁）。しかし、違憲性を推定するか否かが事例により変化す
る学説もある（横田前掲（119）164頁、195-196頁）。

127 アメリカの司法審査基準論を早い段階から日本の平等審査への
導入を試みたのは伊藤正己教授であり、伊藤教授は厳格審査と
合理性の審査の二段階として司法審査基準を捉えた（伊藤正己
「法の下の平等 ―その解釈をめぐる若干の問題― 」公法研究18
号17頁（1958））。しかし、伊藤教授が参照した時代より後のア
メリカでは、二段階の司法審査基準はどちらの基準を適用する
のかによって合憲か違憲かの結論が決まるという硬直的な状況
に陥り、双方の基準の中間に位置する基準が登場する。この流
れを受けて、芦部信喜教授は日本においても「新しい『厳格な
合理性』基準によって修正された二重の基準説の考え方を憲法
一四条の法の下の平等に関する憲法訴訟に取り入れ、我が国の
通説がいう『合理的な差別』の論証を、広汎な立法裁量論を前
提とする『明白性の原則』と結びついて説かれるきわめて重要
な課題であることを指摘したい」と主張した（芦部信喜「憲法
訴訟と『二重の基準』の理論」『憲法訴訟の現代的展開』（有斐閣、
1981）65頁、112-113頁）。芦部教授は、厳格な合理性の基準は「二
段階審査方式の硬直性を是正し、差別事由ないし権利の性質の
相違に応ずる実質的な司法審査を可能にする」と評価し（芦部
前掲（126）30頁（強調省略））、合理性の基準と厳格審査に厳
格な合理性の基準を加えて司法審査基準を三段階として捉える。

芦部教授によって展開された三段階の司法審査基準は学説上広
く受け入れられていくことになる（司法審査基準を三段階とし
て捉える学説は、君塚正臣「二重の基準の応用と展望」横浜国
際経済法学17巻2号1頁、2-5頁（2008）に整理されている）。

128 君塚正臣「司法審査と平等権 ～性差別事例を中心として～ 」
自由人権協会編『憲法の現在』（信山社、2005）23頁、55-60頁；
君塚前掲（127）5-6頁。

129 君塚前掲（127）6頁。
130 同論文、22頁 注7；君塚正臣「司法審査基準 ― 二重の基準論
の重要性」公法研究71号88頁、93頁（2009）。

131 君塚前掲（127）7頁（脚注省略）。
132 同論文、7頁。君塚教授は、芦部教授が「私の言う『実質的な
合理的関連性』基準は、具体的適用の場では」厳格審査「とほ
とんど異なるところはない」と述べている部分（芦部前掲（126）
46頁 注15）を注に示し（君塚前掲（127）25頁 注49）、本文中
で「高められた中間審査と緩和された厳格審査とを日本では一
体化させても、大きな問題は生じない」と示す（同論文、7頁）。

133 長谷部前掲（5）179-180頁；松井前掲（5）376頁。
134 もっとも、アメリカでは、人種的マイノリティが地域によっては
政治の場においてマジョリティであることもあり、彼らは自身
のグループをAAの対象とすることもある（Kahlenberg, supra 
note 77, at 217 n.19 ）。例えば、Croson判決（488 U.S. 466）では、
人種的マイノリティの所有する業者を公共事業契約において優
遇するRichmond市の条例の合憲性が問題となったが、市議会
の定数9のうち5人が黒人であった。しかし、AAの対象者が政
治の場でマジョリティであるという状況は、アメリカにおける人
種構成の複雑さから生じる問題である。

135 君塚前掲（130）93頁。
136 539 U.S. at 378 （Rehnquist C.J jointed by Scalia, Kennedy & 

Thomas JJ., dissenting） ; Id. at 387 （Kennedy J., dissenting）.
137 山内久史教授は、Grutter判決において問題とされた入学選抜施
策が合憲とされ、Gratz判決において問題とされた入学選抜施
策が違憲とされたのは、「要するに、入学者選抜プログラムが人
種や民族の要素を志願者個人の有利な1要素として評価するも
のになっているのか、それとも人種や民族を属性としてもつそ
の集団に有利な配慮をする評価システムになっているのか、こ
の違いが手段の正当性の判断の分岐点になったように思われる」
と指摘する（山内久史「高等教育における人種的アファーマテ
ィヴ･アクション ～ミシガン州立大学二事件判決（2003年）を
契機として～ 」帝京国際文化18号111頁、128頁（2005））。大
沢秀介教授は、Grutter判決とGratz判決において明らかにされ
た、AAが合憲となる要件と違憲となる要件について分析して
いる。大沢教授に依れば、違憲となる要件とは、（1）特定の人
種の志願者に予め合格者を割当てる制度をとること、（2）一般
の選考とは異なる特別の入学選考を特定の人種の志願者につい
て行うこと、（3）他の諸要素を考慮せず、ただ機械的に特定の
人種に属するということで優遇すること、である。そして、合
憲となる要件とは、（1）個々の志願者について、その能力のす
べてについて判断し、大学の求める多様性に対する貢献度によ
り優遇する場合、（2）志願者の人種を他の諸要素に対する判断
に加えてプラス要素にとどめる場合、（4）人種を意識した入学
選抜方式が永続的なものではなく、将来的には一定期間続くに
止まるとされている場合、（5）多様性を持った学生集団の確保
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のために、「意味があるほどの多数」の、しかしあらかじめ固定
された数ではないマイノリティ学生が求められている場合、で
ある（大沢秀介「法の下の平等とアファーマティヴ・アクショ
ン」大沢秀介・小山剛編『東アジアにおけるアメリカ憲法 ～憲
法裁判の影響を中心に～ 』（慶応義塾大学出版会、2006）169頁、
193頁）。

 以上の分析から分かるように、Grutter判決で合憲とされた入学
選抜施策は、必要最小限の手段であることを理由に、合憲とさ
れたのではない。従来の典型的な厳格審査は、密接に仕立てら
れているためには、目的達成のために採られた手段が必要最小
限でなければならないとしていた。しかし、Grutter判決O’Connor
裁判官法廷意見の採る典型的な厳格審査は、密接に仕立てられ
ている要件を、手段が必要最小限であることから各人が個別に
評価されていることへと変えた、との指摘がなされている（Ian 
Ayres & Sydney Foster, Don’t Tell Don’t Ask : Narrow Tailoring 
After Grutter and Gratz, 85 Tex. L. Rev 517（2007）.）。

138 See Ayres & Foster, supra note 137.
139 515 U.S. at 246 n.1.
140 学説上、典型的な厳格審査はAAの文脈においては「理論上
厳格であるが事実上致命的」であるとの指摘がなされている
（Libby Huskey, Constitutional Law-Affirmative Action-Strict 
in Theory, Intermediate in Fact ? Grutter v. Bollinger 123 S.Ct. 

2325 （2003）, 4 Wyo. L. Rev. 439, 470 （2004））。また、O’Connor
裁判官の採用する典型的な厳格審査が適用された場合でも、緩
やかな厳格審査が適用された場合よりもAAが合憲とされるの
は困難となる。Grutter判決に限らず、O’Connor裁判官の採用
する典型的な厳格審査は従来の典型的な厳格審査よりも厳格度
が低いと指摘されてきたが、O’Connor裁判官の採る典型的な
厳格審査と緩やかな厳格審査との間には、「将来のアファーマテ
ィヴ・アクションかなり異なる方向に導くような、実質面での重
要な相違がある」と考えられ、「その相違は、アファーマティヴ・
アクションが必要であるとする州あるいは地方自治体の判断に
対して、どの程度の敬意を払うべきか、具体的には、社会的差
別［の救済］を理由としたアファーマティヴ・アクションを政
府が行うことに対して、どのような態度をとるのかという点で
あり、さらに社会的差別［の救済］をアファーマティヴ・アク
ションの正当化理由として認めえないとしても、差別行為の立
証についてどの程度の厳密さを求めるのか、という点に存在す
る」のである（大沢秀介「最近のアファーマティヴ･アクション 
～クロソン判決を素材に～ 」法学研究63巻12号223頁、253
頁（1990））。Croson判決O’Connor裁判官法廷意見は、典型的
な厳格審査の下で、救済の対象となる差別を限定的に捉えてい
る（拙稿（117）二章六節参照）。

141 Id. at 472-475 .  O’Connor裁判官はAAへの典型的な厳格審査
の適用を主張するが、AAを実施・策定する側に立証責任を課
していない場合があり（参照 注（17））、O’Connor裁判官の採
用する典型的な厳格審査が厳格審査の枠組の中にあるのかにつ
いてもそもそも疑問がある。

142 Adarand判決O’Connor裁判官法廷意見が典型的な厳格審査を
従来の典型的な厳格審査よりも緩やかにしていることに対して、
君塚教授は「これが［典型的な］厳格審査そのものの修正であ
るなら、いわゆる人種差別事例や思想に基づく表現規制の事例
でも合憲判断を導く結果にならないか警戒されよう」と述べて

おり、典型的な厳格審査の厳格度を低くすることの危険性につ
いて認識している（君塚正臣「人種のアファーマティヴ･アク
ションと審査基準」東海大学文明研究所紀要17号27頁、34頁
（1997））。

143 日本においてAAが裁判において問題とされたとしても、日本
の裁判所は司法審査基準を意識しておらず、実際には、「裁判
所はこれまで、公権力の行為の平等違反が問われた場合、公権
力側に裁量の範囲を広く認め、緩やかな『合理性の審査』基準
を適用してきており、これを前提にすれば、ポジティブ・アク
ションに対しても緩やかな『合理性の審査』基準が適用される」
ことになるだろう（平地前掲（11）86-87頁）。

144 AAに関係する権利の性質を理由に、典型的な厳格審査を適用
するか否かが問題となるのは、おそらくは、選挙に関わるAA
である。この分野のどのようなAAに典型的な厳格審査が適用
されるのかについて具体的に考えるにあたっては、選挙権と被
選挙権の権利の性質、問題とされたAAがそれらの権利の行使
を妨げているのか、といった点が問題となる。本稿では、この
点について詳述する余裕がないので、機会を改めて検討したい。
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プロソフトデータで作成してください。原則として
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