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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―
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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。

註
  1 Patrick Monahan, Politics and the Constitution （Toronto; 

Carswell, 1987） at 245.
  2 ケベック・ナショナリズム関連については、岩崎美紀子『カナ
ダ現代政治』（東京大学出版会、1991）20－49頁、マイクル・
ビーヒルズ「ケベックとフランス系カナダ人」ダグラス・フラン
シス=木村和男編著『カナダの地域と民族』（同文舘、1993）99頁、
ジョン・セイウェル（吉田善明監修、吉田健正訳）『カナダの政
治と憲法［改訂版］』（三省堂、1994）101－117頁、ライゼイ・
クック（小浪充=矢頭典枝訳）『カナダのナショナリズム　先住
民・ケベックを中心に』（三交社、1994）、中野秀一郎『エスニ
シティと現代国家』（有斐閣、1999）、竹中豊「フランス系カナ
ダ人とケベック政治」畠山圭一=加藤普章編著『アメリカ・カ
ナダ』（ミネルヴァ書房、2008）209頁、古地順一郎「ケベック・
ナショナリズム」小畑精和=竹中豊編著『ケベックを知るため
の54章』（明石書店、2009）75－82頁など。また小畑精和「ケ
ベック州」日本カナダ学会編『はじめて出会うカナダ』（有斐閣、
2009）228－237頁。また、フランス系カナダ人問題についての
詳細な研究として、伊藤勝美『フランス系カナダ問題の研究―
―少数民族問題とカナダ連邦の試練――』（成文堂、1973）。

  3 Ronald I. Cheffin, “The Supreme Court of Canada: The Quiet 
Court in an Unquiet Country” 4 Osgoode Hall L. R. 259 （1966）.

  4 また、先住民に対する裁判所の対応も1982年カナダ憲法の成立
によって変わった。このことについては、河北洋介 ｢カナダ憲
法における先住民の権利に関する考察｣ 東北法学27号（2006）
41頁参照。さらに、この点についての司法積極主義の研究とし
て、Alex M. Cameron, Power without Law: The Supreme Court 
of Canada, the Marshall Decisions, and the Failure of Judicial 
Activism （Montreal and Kingston; McGill-Queen’s University 
Press, 2009）を参照。

  5 1970年から2003年までのカナダ最高裁の変容について実証的
に研究したものとして、Donald R. Songer, The Transformation 
of the Supreme Court of Canada: An Empirical Examination 
（Toronto; University of Toronto Press, 2008）がある。

  6 ［1998］1 S.C.R. 493.



106

3 2010.3

  7 ［1999］ 2 S.C.R. 3.
  8 Rory Leishman, Against Judicial Activism: The Decline of 

Freedom and Democracy in Canada（Montreal and Kingston; 
McGill-Queen’s University Press, 2006）.

  9 「1931年12月にイギリス議会が制定した自治領の地位を明確に
した法律。自治領議会の立法権をイギリスが侵害しえないとし
て、自治領の自立性を確認し、イギリスと自治領の平等性をう
たった」西川正雄ほか編『角川世界史辞典』（角川書店、2001）
111頁［木畑洋］。また、カナダの歴史については、大原祐子=
馬場信也編『概説カナダ史』（有斐閣、1984）、木村和男編『カ
ナダ史』（山川出版社、1999）参照。

 10 細川道久 ｢カナダ多文化主義研究試論―イギリス帝国史の文脈
から―｣ カナダ研究年報20号（2000）51頁。

 11 細川道久 前掲注（10）51頁。また、細川道久『カナダ・ナショ
ナリズムとイギリス帝国』（刀水書房、2007）参照。

 12 カナダ憲法改正に関する論争に関しては、伊藤勝美 ｢カナダに
おける憲法改正論争（一）（二）｣ 比較法政21号（1982）1頁・
同23・24号（1984）73頁。また1982年カナダ憲法に関して、
斉藤憲司 ｢1982年カナダ憲法―憲法構造と制定過程―｣ レファ
レンス381号（1982）74頁。

 13 英領北アメリカ法については、長内了「英領北アメリカ法（1867
年）」日本カナダ学会編『史料が語るカナダ［新版］』（有斐閣、
2008）58－61頁。

 14 ケネス・M・リシック「カナダ憲法―最近の展開―」森島
昭夫=ケネス・M・リシック『カナダ法概説』（有斐閣、1984）6頁。

 15 1982年カナダ憲法34条に「この章は、『権利および自由に関す
るカナダ憲章』と引用することができる」とあり、通常、「憲章」
と略されるために、本稿では、「憲章」と略す。また本稿におけ
るカナダ憲法の条文は、高橋和之編『世界憲法集［新版］』（岩
波文庫、2007）の佐々木雅寿訳を用いることにする。

 16 この点につき、マイケル・イグナティエフ（金田耕一訳）『ライ
ツ・レヴォリューション　権利社会をどう生きるか』（風行社、
2008）は、良き参考となる書物である。

 17 F. L. Morton and Rainer Knopff, The Charter Revolution and the 
Court Party （Peterborough; Broadview Press, 2000） at 13.

 18 Brian Dickson, “The Canadian Charter of Rights and Freedoms: 
Context and Evolution” in Gérald-A. Beaudoin and Errol 
Mendes eds., The Carter of Rights and Freedoms [Third Edition］ 
（Toronto; Carswell, 1996） at 1-3.

 19 ［1938］ S. C. R. 100.
 20 これについて、長内了「カナダ権利章典（1960年）」日本カナ
ダ学会編 前掲注（13）86－87頁参照。

 21 ［1970］ S. C. R. 282.
 22 Peter W. Hogg, Constitutional Law of Canada Volume 2 ［Fifth 

Edition］ （Toronto; Carswell, 2007） at 607. また、Hoggは、正当
な連邦の目的の法理には、2点問題があるとする。一つは、異
議が唱えられる規定を含む制定法が正当な連邦の目的を追求
したと裁判所は受け入れるけれども、その条件が何を意味する
のかを裁判所は決して明らかにしていなかった点。もう一つは、
異議の下にある特定の規定と正当な連邦の目的を関係付けてい
なかった点。この2点である（Ibid. at 607－608）。

 23 ［1974］ S.C.R. 1349.
 24 Ibid. at 1373.

 25 Bernard W. Funston and Eugene Meehan,  Canadian 
Constitutional Law in a Nutshell ［Third Edition］（Toronto; 
Carswell, 2003） at 167.

 26 因みに、初宿正典=辻村みよ子編『新解説世界憲法集』（三省
堂、2006）100頁において、訳者である中村英は、1982年カナ
ダ憲法（憲章）15条1項を、｢すべての個人は、法の前および
法の下に平等であり、とりわけ、人種、出身国もしくは出身民族、
皮膚の色、宗教、性別、年齢または精神的もしくは肉体的障害
により差別されることはなく、法による同様の

0 0 0

保護および利益
を受ける権利を有する｣ と訳している［傍点 :河北］。この点で、
前掲注（15）に記した書物における佐々木雅寿の訳の方が、カ
ナダにおける憲章の平等規定に関する議論との関係を考えると、
適切なように思われる。

 27 この4つの平等についての考察は、Anne F. Bayefsky, “Defi ning 
Equality Rights” in Anne F. Bayefsky and Mary Ebert, eds., 
Equality Rights and The Charter of Rights and Freedom 
（Toronto; Carswell, 1985）at 3－25を参照。また、中川純 ｢カ
ナダ憲法における社会・経済権と社会保障制度をめぐる司法審
査（1）｣ 中京法学40巻3・4号合併号（2006）164－165頁参照。

 28 Hogg, supra note 22 at 615.
 29 ［1989］ 1 S.C.R. 143.
 30 ［1989］ 1 S.C.R. 1296.
 31 Ibid. at 1334.

 32 Alexandre Morin, Le droit à l’égalité au Canada （Montréal, 
Québec; LexisNexis, 2008） à la p.69.

 33 Benner v. Canada （Secretary of State）, ［1997］ 1 S.C.R. 358 at 
para. 67.［傍点 :河北］

 34 ［1999］ 1 S.C.R. 497.
 35 なお、カナダ憲法における平等権判例の流れについては、河
北洋介 ｢カナダ憲法における平等権と性的指向問題の連関性｣
GEMC journal No. 1 （2009）53－56頁参照。

 36 なお、カナダ憲法における性的指向関連の判例の流れについて
は、河北洋介 前掲注（35）56－62頁参照。

 37 ［1995］ 2 S.C.R. 513.
 38 Robert Ivan Martin, The Most Dangerous Branch: How the 

Supreme Court of Canada Has Undermined Our Law and Our 
Democracy （Montreal and Kingston; McGill-Queen’s University 
Press, 2003）.

 39 Jason Pierceson, Courts, Liberalism, and Rights: Gay Law and 
Politics in United States and Canada （Philadelphia; Temple 
University Press, 2005）at 166.

 40 英領北アメリカ法が制定された1867年から1982年カナダ憲法
が制定されるまでのカナダ最高裁の歴史について分析した書物
として、James G. Snell and Frederick Vaughan, The Supreme 
Court of Canada: History of the Institution （Toronto; University 
of Toronto Press, 1985）が参考になる。

 41 Peter W. Hogg, Constitutional Law of Canada Volume 1 ［Fifth 
Edition］（Toronto; Carswell, 2007） at 240.

 42 佐々木雅寿『現代における違憲審査権の性格』（有斐閣、1995）
17頁。

 43 Peter McCormick, Canada’s Courts （Toronto; James Lorimer & 
Company Ltd., 1994） at 74.

 44 Pierceson, supra note 39 at 166.



カナダにおける司法積極主義 107

 45 Lorraine Pilette, La Constitution canadienne （Montréal, Québec; 
Boréal, 1993） à la p.26.

 46 Patrick J. Monahan, Constitutional Law ［Third Edition］
（Toronto; Irwin Law, 2006）at 82.

 47 Hogg, supra note 41 at 349.
 48 Leishman, supra note 8 at 3.
 49 Pierceson, supra note 39 at 167.
 50 Hogg, supra note 41 at 349.
 51 1982年カナダ憲法（憲章）24条1項は、｢何人も、この憲章で
保障する権利もしくは自由を侵害または否定された場合、管轄
権を有する裁判所に対し、裁判所が事情に応じて適正かつ正当
であると認める救済を求めることができる｣ と規定する。

 52 ここで、注意が必要であるが、違憲審査権を付与されたのは、
1982年カナダ憲法からではない。佐々木雅寿は、｢カナダにお
いては、1970年代に入るまで違憲審査権の正当性に対し疑問を
呈する議論があまり展開されていなかった。また、カナダ最高
裁判所は一般的な裁判管轄権を有しているため、連邦制度に由
来する裁判権の制約を受けることはない。それに加え、カナダ
憲法が厳格な権力分立原理を採用していないため、裁判所の権
限は『司法権』に限定されることもなかった。このような条件
のもと、カナダにおける違憲審査制は、基本的にはアメリカ型
の制度に属しつつも、人為的に制約されることなく自由に発展
し、客観的憲法秩序の保障を目的とした抽象的で独立的な違憲
審査を含むほど内容的に充実している｣ とし、さらに現在では、
｢制度面では、抽象的で独立的な違憲審査を可能にする照会制
度（勧告的意見の制度）が特徴的であるが、憲法問題を早期に
解決し、かつ、利害関係者や利害関係をもつ連邦や州が自己の
主張をするための手続的保障も整備されている。憲法訴訟の理
論に関しては、特定当事者の権利救済といった、私権保障の機
能を重視しつつも、憲法保障機能を十分に発揮するための理論
が確立している。特に、カナダ最高裁判所は、『法律の合憲性
の問題は、わが国においては常に司法判断に適した問題』であり、
憲法問題は常に裁判所が判断すべき問題であると説示し、憲法
問題の判断および憲法保障にかなり積極的な態度をとっている｣
（佐々木雅寿 前掲注（42）14頁）と指摘する。また、違憲審査
の起源と根拠について、佐々木雅寿 前掲注（42）16－20頁参照。

 53 Hogg, supra note 41 at 350.
 54 Morton and Knopff, supra note 17 at 13.
 55 1982年カナダ憲法（憲章）32条2項に｢第1項の規定にかかわらず、
第15条の規定は、本条施行後3年間は効力を有しない｣ と規定
されている。

 56 Hogg, supra note 22 at 612.
 57 1982年カナダ憲法（憲章）15条2項は ｢第1項の規定は、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
精神的もしくは身体的障害を理由に不利な状況にある者を含む、
不利な状況にある個人または集団を改善することを目的とする
法、計画もしくは事業を妨げるものではない｣ と規定する。

 58 Fay Faraday, Margaret Denike, and M. Kate Stephenson, “In 
Pursuit of Substantive Equality” in Fay Faraday, Margaret 
Denike, and M. Kate Stephenson eds., Making Equality Rights 
Real: Securing Substantive Equality under the Charter（Toronto; 
Irwin Law, 2006）at 12.

 59 Denise G. Réaume, “Discrimination and Dignity” in Fay 

Faraday, Margaret Denike, and M. Kate Stephenson eds., 
Making Equality Rights Real: Securing Substantive Equality 
under the Charter （Toronto; Irwin Law, 2006）at 125.

 60 「20世紀は『平等の世紀』と呼ばれることもあるが、……、抽
象的人間像から具体的人間像への変化は、平等の観念の関係で
いえば、抽象的な『機会の平等』から、人間の置かれている具
体的な状況に着目する『条件の平等』への転換ないし傾斜を意
味するものであった。この転換ないし傾斜は、また、『形式的平等』
から『実質的平等』へという表現をとっていわれることがある。
『「機会の平等」から「条件の平等」へ』ということが、真の機
会の平等をなすのは何かのレヴェルの表現なのに対し、『「形式
的平等」から「実質的平等」へ』という表現は、法が平等の要
請を満たしていると仮定して、その法の下において人は等しい
取扱いを受けるという点に平等の充足をみていた事態から、そ
の仮定を虚偽たらしめるような様々な要因……が自覚され、そ
の仮定を修正しようとすることに力点が置かれている事態への
推移を示そうとするものである」（佐藤幸治『現代国家と人権』（有
斐閣、2008）24頁）。

 61 Charles R. Epp, “Do Bills of Rights Matter? The Canadian 
Charter of Rights and Freedoms” 90:4 Am. Polit. Sci. Rev. 765 
（1996）at 768.

 62 Ibid. at 769.
 63 Ibid. at 772.
 64 Ibid. at 773.
 65 Leishman, supra note 8 at 135.
 66 Mark E. Rush, “Judicial Supervision of the Political Process: 

Canadian and American Responses to Homosexual Rights 
Challenge” in Patrick James, Donald E. Abelson, and Michael 
Lusztig eds., The Myth of the Sacred: The Charter, the Courts, 
and the Politics of the Constitution in Canada. （Montreal and 
Kingston; McGill-Queen’s University Press, 2002） at 67－96.

 67 517 U. S. 620 （1996）. またアメリカのゲイの権利についての歴
史的考察として、ジョージ・チョーンシー（上杉富之=村上隆
則訳）『同性婚―ゲイの権利をめぐるアメリカ現代史』（明石
書店、2006）参照。

 68 John Hart Ely, Democracy and Distrust: A Theory of Judicial 
Review （Cambridge; Harvard University Press, 1980）を指して
いる。この書物の邦訳本として、佐藤幸治=松井茂記訳『民主
主義と司法審査』（日本評論社、1990）。

 69 Rush, supra note 66 at 67.
 70 ここでのMadisonの構想については、A. ハミルトン=J. ジェイ

=J. マディソン（斎藤眞=中野勝郎訳）『ザ・フェデラリスト』（岩
波文庫、1999）の第10篇 ｢派閥の弊害と連邦制による匡正｣ を
参照。

 71 Rush, supra note 66 at 68.
 72 Ibid.
 73 Ibid. at 69.
 74 Ibid. at 70.
 75 Ibid. at 73.
 76 Ibid. at 74－75.
 77 なお、Elyの理論について、阪口正二郎『立憲主義と民主主義』（日
本評論社、2001）134－145頁の検討は、Rushの議論を理解す
る際の参考となる。



108

3 2010.3

 78 Rush, supra note 66 at 79.
 79 Ibid. at 90－91.
 80 Ibid. at 92.
 81 Rainer Knopff and F. L. Morton, “Canada’s Court Party” 

in Anthony A. Peacock ed., Rethinking the Constitution: 
Perspectives on Canadian Constitutional Reform, Interpretation, 
and Theory （Oxford; Oxford University Press, 1996）at 63.

 82 Morton and Knopff, supra note 17 at 24.
 83 Ibid. at 34. 
 84 Ibid. at 58.
 85 Ibid. at 74.
 86 Ibid. at 84.
 87 ［1991］ 2 S.C.R. 5.
 88 Morton and Knopff, supra note 17 at 114. 因みに、人権審判所
は、行政審判所の一つである。有名なのは、カナダ人権審判所
（Canadian Human Rights Tribunal）であり、それはカナダ人権
法（Canadian Human Rights Act）によって1977年に設立され
た行政審判所である。

 89 （1990） 109 N.R. 300 （F.C.A.）.
 90 （1992） 16 C.H.R.R. 226.
 91 Miriam Smith, Political Institutions and Lesbian and Gay Rights 

in United Stated and Canada（New York; Routledge, 2008） at 
96.

 92 参考として述べる。｢理論的には、人権委員会は、行政機関
であ｣ るが、｢明らかに、［人権 :河北］委員会は、政策作成お
よび実施という行政モデルを決定作成という司法モデルと一
致させるために、多目的であるように意図される｣（R. Brian 
Howe and David Johnson, Restraining Equality: Human Rights 
Commission in Canada （Toronto; University of Toronto Press, 
2000）at 38）。

 93 Morton and Knopff, supra note17 at 149.
 94 Ibid.
 95 Ibid. at 155.
 96 Peter W. Hogg and Allison A. Bushell, “The Charter Dialogue 

between Courts and Legislatures” 35 Osgoode Hall L. J. 75
（1997）.

 97 佐々木雅寿 ｢カナダにおける裁判所と立法府の対話｣ 法学雑誌
54巻1号（2007）15頁。

 98 Peter W. Hogg,  “Constitutional Dialogue under a Bill of Rights” 
23 N. J. C. L. 127 （2007）.

 99 Ibid. at 128.
100 Ibid. at 129.
101 Ibid. at 132.
102 Hogg and Bushell, supra note 96 at 80.
103 Ibid. at 82.
104 佐々木雅寿 前掲注（97）17頁。
105 佐々木雅寿 前掲注（97）18－22頁。
106 ［1988］ 2 S.C.R. 712.
107 これについては、矢頭典枝 ｢ケベック・フランス語憲章（1977
年）｣ 日本カナダ学会編 前掲注（13）94－95頁参照。

108 ここまでHogg, supra note 22 at 165－166およびFunston and 
Meehan, supra note 25 at 208－209参照。

109 Howard Leeson, “Section 33, The Notwithstanding Clause: A 

Paper Tiger?” in Paul Howe and Peter H. Russell eds., Judicial 
Power and Canadian Democracy （Montreal and Kingston; 
McGill-Queen’s University Press, 2001）at 322.

110 この点につき、Christopher P. Manfredi, “Strategic Behavour 
and the Canadian Charter of Rights and Freedom” in Patrick 
James, Donald E. Abelson, and Michael Lusztig eds., The 
Myth of the Sacred: The Charter, the Courts, and the Politics of 
the Constitution in Canada （Montreal and Kingston; McGill-
Queen’s University Press, 2002）at 147－167を参照。

111 Janet L. Hiebert, Charter Confl ict: What Is Parliament’s Role? 
（Montreal and Kingston; McGill-Queen’s University Press, 
2004）at 182.

112 Ibid. at 184－196.
113 Hogg and Bushell, supra note 96 at 83.
114 Ibid. at 105.
115 佐々木雅寿 前掲注（97）30頁。
116 1982年カナダ憲法（憲章）1条は ｢『権利および自由に関するカ
ナダ憲章』は、法で定められ、自由で民主的な社会において明
確に正当化することができる合理的制約にのみ服することを条
件に、この憲章で規定する権利および自由を保障する｣ と規定
する。

117 Supra note 6 at para. 129.
118 Ibid. at para. 130.
119 Ibid. at para. 131.
120 Ibid.
121 Ibid. at para. 132.
122 Ibid. at para. 134.
123 Ibid. at para. 135.
124 Ibid. at para. 136.
125 Ibid. at para. 137.
126 1982年カナダ憲法（憲章）7条において、｢何人も、生命、自由
および身体の安全に対する権利を有し、基本的正義の原理に基
づかなければこれらの権利を奪われない権利を有する｣ と規定
する。

127 Supra note 6 at para. 137. また佐々木雅寿 前掲注（96）32頁。
128 Ibid. at para. 138.
129 Ibid. at para. 139.
130 Ibid. at para. 140.
131 Ibid.
132 Ibid. at para. 142.
133 Ibid. at para. 176.
134 Supra note 7 at para. 78.
135 Ibid. at para. 328.
136 Supra note 6 at para. 176.
137 Supra note 7 at para. 78.
138 憲章27条について、佐々木雅寿 ｢カナダ憲法における多文化主
義条項｣ 法学雑誌53巻4号（2007）191頁参照。

139 Supra note 29 at 171.
140 梶田孝道 ｢多文化主義と民族的マイノリティの類型｣ 鴨武彦=
伊藤元重=石黒一憲編『リーディングス国際政治経済システム
3　相対化する国境Ⅱ』（有斐閣、1997）87頁。

141 Lorraine E. Weinrib, “This New Democracy… : Justice 
Iacobucci and Canada’s Rights Revolution” 57 Univ. of Toronto 



カナダにおける司法積極主義 109

L. J. 399, （2007）at 410.
142 ［1992］ 2 S. C. R. 731.
143 Ibid. at para. 250. ［傍点 :河北］
144 また、憲章27条が ｢多文化主義を承認するというカナダの長く
絶え間なく続く政策の憲法上の強化を規定する。それは、全て
の民族集団が承認と平等な保護を得る権利を与えることを承認
する。それは、カナダ民族集団の集団的権利の保護、その文化
的高潔（cultural integrity）そしてその尊厳を支援する。そうす
るとき、それ（=憲章27条 :河北）は、それらの集団のあらゆる
個々の成員の自尊心の感覚と尊厳を促進し、それによって全体
として社会をより良くする｣ とIacobucci裁判官たちは判示した
（ibid. at para. 187）。

145 Weinrib, supra note 141 at 412.
146 井上達夫は、｢立憲民主主義体制を維持発展させるためには、
裁判所は立法部や行政部とは異なった固有の役割を果たすこと
が要請されているのである。第一に、司法審査による人権保障
には、参政権や思想・言論の自由の保障のように、民主的政治
過程の健全な作動の前提条件を、この政治過程の産物である立
法や行政による侵犯に対して、保障するという機能がある。第
二に、健全に作動する民主的政治過程でさえ陥り易い多数の専
制に対して、個人や少数者の基本的な権利を保障するところに、
単なる多数者支配的民主主義とは異なる立憲民主主義の本領が
ある｣ とし、｢個人や少数者の人権の保障こそ、司法審査制の
根本的な存在理由である｣（井上達夫『法という企て』（東京大
学出版会、2003）177頁）としている。このように、日本にお
ける ｢立憲民主主義体制｣ においても、カナダと同様に議論が
なされているように見える。しかし、Vreind判決に現れた民主
主義像が興味深いのは、少数者である ｢マイノリティ｣ だけで
はなく、多数者である ｢マジョリティ｣ の双方の利益を、裁判
所だけではなく、立法府も考慮するべきであると論じているこ
とである。この点で、多文化的民主主義は、日本における議論
とは、若干異なっていると思われる。多文化的民主主義のカナ
ダにおいて、｢多数者支配的民主主義｣ は、すでに ｢民主主義｣
ではないのである。

147 Seymour Martin Lipset, Continental Divide: The Values and 
Institutions of the United States and Canada （New York; 
Routledge, 1990）at 8. 

148 Pierceson, supra note 39 at 170.
149 この問題について、Clare F. Beckton, “Section 27 and Section 

15 of the Charter” in Canadian Human Rights Foundation, 
Multiculturalism and the Charter （Toronto; Carswell, 1987）at 1
－13を参照。

150 Pierceson, supra note 39 at 165－166.
151 樋口陽一『憲法［第三版］』（創文社、2007）461頁。また、樋
口陽一『司法の積極性と消極性』（勁草書房、1978）。

152 朝日新聞［朝刊］ オピニオン2009年8月22日12版13頁。
153 河北洋介 前掲注（35）62頁。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.14286
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




