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Afﬁrmative Actionの
司法審査基準
茂木

洋平

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

Ⅰ . はじめに

アメリカにおける AA の司法審査基準に関する議論に
本稿の目的は、Affirmative Action（以下、AA）に

ついて積極的に紹介してきたのは、日本において裁判

適用する司法審査基準に関するアメリカの議論状況を

所が司法審査基準を意識した場合には、AA に如何な

考察することで、日本において、AA にどの司法審査

る司法審査基準を適用するのかによって、AA が合憲

基準が適用されるのか、そしてそれは如何なる理由か

か否かが大きく左右されると考えてきたためである。

ら判断されるのかについて示唆を得ることにある。

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

AA に如何なる司法審査基準を適用するのかという

られている 5。

論点は、アメリカの判例・学説で非常に重要なものと

日本の学説は、日本において AA に如何なる司法審

して取扱われた。それは、どの司法審査基準を適用す

査基準が適用されるべきかについて常に意識してきた

るのかにより、裁判で AA が認められるか否かについ

と言える。しかし、日本の学説は、AA に適用される

て結論が大きく左右されるからである。

司法審査基準が具体的にどのような内容のものなの

日本では、裁判所は司法審査基準を明確に意識して

か、そして AA に適用される司法審査基準が如何なる

いない。一方、学説は、平等違反が問題とされたとき、

理由により判断されるのかについては、あまり注意を

憲法上許容される合理的区別が如何に判断されるのか

払ってこなかった。勿論、司法審査基準の具体的内容

について基準が不明確であったことから、その基準を

を明らかにしようと試みる業績は存在する 6。AA に

客観化するために、アメリカの司法審査基準論を受容

適用される司法審査基準が如何なる理由により判断さ

していった。厳格度の高い司法審査基準が適用される

れるのかについても、意欲的に検討した業績は存在す

という意味で、日本国憲法一四条一項後段列挙事由（以

る 7。しかし、これらの点について検討する学説はま

下、列挙事由）が特別な意味を有するとする学説の流

だまだ少ない。本稿の目的は、これらの点についての

れが、1980 年代には有力になっていると指摘されて

検討を少しでも深めることにある。

1

2

おり 、現在では支配的となっていると指摘される 。
アメリカでは、1970 年代の中頃から、AA が裁判にお

現在、日本における AA の議論は、アメリカをはじ

いて問題とされ始めた。他方、この頃から、日本の学

めとする外国の議論の紹介にとどまらず、AA の導入

説は差別を是正する施策として AA に注目し、AA に

を具体的に検討する段階に来ている 8。かつて、AA

3

関するアメリカの議論が数多くの論稿で紹介された 。

は日本において導入するのは難しいとの指摘がなされ

アメリカの AA に関する主要な論点の一つは AA に如

ていたが 9、現在では、大学教員の採用の分野等では

何なる司法審査基準が適用されるのかという点であっ

実際に AA が実施されている 10。しかし、「現在の日

た。日本の学説は、アメリカの司法審査基準を裁判に

本の『平等』政策は、公権力自身が積極的に行ったり、

導入しようと試み、そして AA の日本への導入に関心

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、

ように同じ性質を共有する部分もある。故に、アメリ

日本では、AA は裁判において問題とされていない 11。

カの人種の AA に関する議論から日本の議論にいくら

もっとも、「日本の『平等』実現の遅れが指摘される

かでも示唆を得ることはできるのではないか、と考え

中、『平等』実現のために憲法や法律により強制力を

る。

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

上記の問題につき、本稿では、まず AA の司法審査

も AA が裁判の場で問題とされる可能性はある。しか

基準につき多くの議論のあるアメリカの判例・学説を

し、AA が裁判の場で問題とされたとしても、裁判所

参照し（Ⅱ）、次に日本で AA に適用される司法審査

が司法審査基準を意識していない状況にあっては、日

基準が何か、そしてそれが如何なる理由から判断され

本において AA の司法審査基準について論じることに

るのかについて考察する（Ⅲ）。

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

Ⅱ . アメリカにおける Afﬁrmative
Action の司法審査基準

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」
13

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

と指摘される 。以上の指摘のように、司法審査基準

く分類は本来的に差別的に用いられる可能性があると

について論じる際には、形式的レベルの議論にとどま

する「懐疑主義」に依拠し、AA の合憲性審査に関し

らず、原理的な議論について論じる必要がある。ある

て厳しい態度で臨む。「懐疑主義」に依拠する以上、

司法審査基準が AA に適用されると判断するとき、何

最高裁において AA への合理性の基準の適用は主張さ

故その基準を AA に適用するのかについて考察するこ

れていない。最高裁の裁判官は、例外的な場合を除い

とは、AA が憲法上如何に評価されるのかといった原

て 17、AA に対して違憲性の推定を働かせ、AA を策

理的な議論に必然的に結びつく。故に、AA の司法審

定・実施する側に AA が合憲であることを立証する責

査基準について論じることは、日本でも重要である。

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

本稿では、アメリカの議論については人種に関す

法目的がやむにやまれぬ利益を促進するものであり、

る AA を考察の対象とする。その理由は、アメリカの

選択された手段がこの目的の達成に向けて密接に仕立

AA が主として人種を対象としているということ、ア

てられていること」を立証する責任（立証責任①）を

メリカの連邦最高裁（以下、最高裁）において人種以

課すのか、「立法目的が重要であり、その目的と規制

外の AA が問題とされたのが Johnson 判決 14 のみであ

手段との間に実質的関連性があること」を立証する責

り、当該判決についても市民権法違反が問題とされ、

任（立証責任②）を課すのか、について争いがある。

憲法上の問題には触れられていないため、AA の司法

立証責任①を課す審査は、立証責任②を課す審査の

審査基準について最高裁において論じられている判例

AA への適用を主張する裁判官から、「理論上厳格で

が人種の AA に限られているということにある。現在

あるが、事実上致命的」な審査であると分析されてい

のところ、日本では、人種に関する AA は問題とされ

る 18。所謂、マイノリティに不利益を課す差別的な施

ておらず、過去においては同和対策事業、現在では主

策を違憲としてきた、典型的な意味での厳格審査であ

として男女共同参画の分野における性別に基づく AA

る。立証責任②を課す審査は、AA へのそれの適用を

が問題とされている。「積極的な差別是正措置それ自

主張する裁判官から、「理論上厳格であるが、事実上

体も、人種や性別など、審査基準を厳しくする事由に

致命的」ではない審査であり、それにもかかわらず厳

よる取扱いの区別を伴わざるをえない」15 ため、アメ

密かつ厳格な審査であると分析されている 19。当該審

リカの人種に関する議論が日本の議論に示唆を与える

査が懐疑主義に依拠し、違憲性を推定しており、厳格

のかについては疑問がある。しかし、日本の学説は列

な審査であると言える。そこで、本稿では、AA を策

挙事由に基づく異なる取扱に対して合理性の基準の適

定・実施する側に立証責任を課す審査を「厳格審査」、

用を排し、厳格度の高い司法審査基準を適用し、その

その中でも立証責任①を課す審査を「典型的な厳格審

理由を、アメリカの「疑わしい分類」の理論を参照して、

査」、立証責任②を課す審査を「緩やかな厳格審査」

列挙事由が差別の典型的な事由であることに求めてい

と呼ぶことにする。

る 16。列挙事由は事由ごとに性質を異にするが、この

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

を考慮することについて、人種を考慮するメディカ

する法律の合憲性が問題となった Adarand 判決におい

ル・スクールの入学選抜が問題とされた Bakke 判決

て、法廷意見により典型的な厳格審査を適用するとい

の Powell 裁判官意見は「優先的な施策は、個人の評

20

う結論が下され、終結した 。どちらの審査を AA に

価とは関係のない要素に基づいた特別な保護がなけれ

適用するのかについて判断する際には、AA が「疑わ

ば、一定のグループは成功することができない、とい

しい分類」を用いているか、どのような権利に関連す

うことを示す共通の固定観念を示すのみである」と述

るのか、AA を策定・実施する機関が尊重に値する権

べる 27。そして、上記の引用部分において、Powell 裁

限を有するのか、といった点が考慮される。以下では、

判官は、人種的マイノリティであることを考慮するロ

まず、疑わしい分類とは何か（1）、AA が疑わしい分

ー・スクールの入学選抜施策の合憲性が問題となった

類に基づいているのか否か（2）、AA であることが適

DeFunis 判決の Douglass 裁判官反対意見の次の部分を

用する司法審査基準を判断する際に如何なる影響を与

参照する。即ち、「黒人や褐色人種は、自らの個人的

えているのか（3）、について考察する。そして、AA

な能力によって成功することができないという想定は

に関連する権利の性質（4）、および AA を策定実施す

明らかに認められない。これは、州がいずれの法律家

る機関の有する権限（5）が AA に適用する司法審査

に置くことを許されない劣等性の烙印である。」28 以上

基準の判断に如何なる影響を与えているのかについて

のように、人種は不変的な特性であるが故に能力主義

考察する。

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

1. 疑わしい分類とは何か

じさせる不変的な特性は、人種だけではない。例え

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

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

ることができない不変の特性である、との理由から説

として理解されてこなかった。Powell 裁判官意見は、

明されてきた。というのも、不変的な特性に基づく判

その理由の一つとして、性別に基づく分類は人種に基

断は、そこから免れることができないため、特に不満

づく分類とは違い長く悲惨な差別の歴史を経験してい

22

を募らせることになるからである 。確かに、近代の

ない、ということを挙げる 29。もっとも、人種と比較

平等観が本人の力ではどうにもできない特性による差

して女性に対する差別の歴史が悲惨なものでなかった

別を禁止してきたことを考えれば、非転換性は疑わし

のかについては議論があり、女性にも人種と同じよう

い分類を考える上で重要である。

に長く悲惨な歴史が存在するとして、性別に基づく分

不変的な特性に基づく分類の使用は「『法的な負担

類を疑わしい分類だとする学説も存在する 30。しかし、

は個人の責任や不当な行為との何らかの関係から生じ

ここで重要であるのは、性別に基づく分類が疑わしい

るべき』という考えと、州により許容され、支持さ

分類であるかどうかではなく、疑わしい分類か否かを

れ、認められる［資源の］分配は、個人のメリットや

判断する際に、差別の歴史が考慮されていることであ

達成、少なくとも個人の統制の及ぶ要素に基づくべき

る。AA への典型的な厳格審査の適用を法廷意見によ

というのが理想である、という考えに反する」ことに

り確立した Adarand 判決で、人種が本来的に疑わしい

なる 23。しかし、不変的な要素を考慮することは常に

とする部分は、連邦契約のマイノリティへの留保の合

疑わしい分類とされるほど不公正でない。例えば、大

憲性が問題とされた Fullilove 判決の Stewart 裁判官反

学の入学選抜の際に、志願者がその大学の同窓生の子

対意見（Rehnquist 裁判官同意）を参照する 31。そして、

であることが考慮されることがある。同窓生の子でな

Stewart 裁判官反対意見の参照された部分は、人種に

い志願者は、本人の努力により同窓生の子となること

基づく分類が本来的に疑わしいと示す際に、人種差別

はできないが、このような分類は疑わしい分類とはさ

的な施策が問題とされた判決を数多く参照する 32。こ

れない。人種が不変的な特性であるとの理由のみでは、

れらの判決は、問題とされた施策が生じさせるスティ

24

疑わしい分類であることを十分に説明できない 。

グマの影響を理由に、それらの施策を違憲としていっ

故に､ 人種が他の特性と異なると言うためには、非

た。つまり、人種に基づく分類を用いる施策はマイノ

転換性に加え、特有の特徴を有すると説明せねばなら

リティを差別するために用いられてきた歴史があるた

ない 25。そして、それは過去の悲惨な差別の歴史とそ

めに、差別的な影響をもたらす危険が非常に高いと考

れに起因する根強い偏見のもたらす影響だと説明され

えられている。

26

る 。
地位の付与の判断の際に不変的な特性である人種
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2. Aﬃrmative Action と差別的な施策の区別
（1）判例

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

AA への典型的な厳格審査の適用を主張する裁判官

いる。前者については、例えばロー・スクールの入学

は、人種に基づく分類を用いる施策が差別的に用いら

選抜で、GPA や LSAT といった基準において自身の獲

れてきた歴史から、AA が実際には差別的に用いられ

得した評価が入学するのに通常要求されるそれらの基

るのではないかという懸念を非常に抱いている。そし

準における評価よりも低い場合、自身の人種が考慮さ

て、典型的な厳格審査を適用しなければ、人種に基づ

れた程度にかかわらず、それが自身の地位の獲得に影

く分類を用いる施策が良性のものか悪意ある差別であ

響しているため、自身の属する人種を劣等だと考える

33

るのかについて判断できない、としている 。人種に

可能性がある。故に、前者は心理的な面で差別的な影

基づく分類が潜在的に害悪をもたらす可能性があると

響を受ける可能性がある。さらに、AA がなければ地

する「懐疑主義」は AA への緩やかな厳格審査の適用

位を獲得できなかった者が地位を獲得しているという

を主張する裁判官によっても採られており、彼らは「疑

事実は、AA の対象者以外の者が AA の対象者を劣等

わしい分類」を用いる施策には典型的な厳格審査を適

だとみなし、そのような想定に基づいて行動するため、

用すべきとの立場をとる。彼らは、AA は「疑わしい

前者は有形的な面でも差別的な影響を受ける。

分類」を用いておらず、AA が良性の施策か悪意ある

後者は、自身の獲得した地位が AA によるものでな

差別であるのかについて典型的な厳格審査の下でなく

いため、自身が劣等であるとは考えず、自身を従属的

34

とも判断することができる、としている 。

な立場に置かず、心理的な面でスティグマによる害悪

AA への典型的な厳格審査の適用を支持する裁判官

から免れることができる。しかし、このような者も有

と緩やかな厳格審査の適用を主張する裁判官が見解を

形的な面では、差別的な影響から免れられない。とい

異にしたのは、AA が「疑わしい分類」を用いている

うのも、他者は、AA の対象者の中で地位を獲得した

かどうかについてである。言い換えるならば、前者は、

者が、AA がなければ地位を獲得できたのかできなか

AA が差別的な施策と同じくらい差別的な影響を生じ

ったのか、区別できないからである 38。そのため、タ

させる危険が高い、と判断している。後者は、AA が

イ・ブレーカーといった手段を採る場合を除いては、

差別的な影響を生じさせることは認めるが、AA は差

AA の対象者全員が劣等だとみなされ、他者はそれに

別的な施策よりも差別的な影響を生じさせる危険性が

基づいて行動するため、有形的な面での差別的な影響

低いと判断しているとも考えられる 35。差別的な影響

は、AA の対象者すべてに及ぶ。

を生じさせる危険の程度が AA にどの司法審査基準を

な影響を生じさせる危険が高いのか。この点について

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

は、AA に伴う負担を負う者と AA の対象者の観点か

審査の適用を否定する 39。それは何故か。

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

Adarand 判決 Stevens 裁判官反対意見は「マイノリ

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

ティ人種を差別するとのマジョリティの代表者による

位を獲得できなかったことから、地位を獲得できなか

判断は、不利な状況にあるマイノリティへの利益付与

った原因である自身の人種が劣等であると考えない。

のために代表を構成するマジョリティに対して付随的

AA は政治的な場でマジョリティである側に対して、

な費用を課すマジョリティの代表者の判断とは基本的

負担を負わせるものがほとんどである。政治的な場で

に異なる」と判示し、AA に関しては「立法者が、施

マジョリティである側が自身のグループを劣等である

策が受益者に利益よりも害悪をもたらすということに

と考えて負担を負わせることはない。故に、AA の犠

納得した場合には、我々は立法者に問題の是正を期待

牲者は心理的な面で差別的な影響を受けない。

することができる［が］…悪意ある差別ではこうはな

最高裁の判例において、AA がその負担を負う者に

らない」とする 40。差別的な施策に関しては、そもそ

スティグマを生じさせるとする見解は見られない。だ

も政策決定をした者達が不利益を被るグループに対し

が、AA はその対象者にスティグマを生じさせる危険

て敵意や偏見を抱いているため、それがスティグマに

37

性があるとする見解は見られる 。AA はその対象者

よる害悪を生じさせたとしても、政策決定過程での是

にスティグマによる害悪を生じさせるのか。

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

理を劣等性の烙印をおされることで生じるスティグマ

は AA の対象となるグループに敵意や偏見を抱いてい

による害悪を禁止するものとして理解する 48。Brest

るため、AA がその対象者に差別的な影響を被らせる

に依れば、スティグマによる害悪は、ある人種的グル

としても、政策決定過程での是正は期待できない。し

ープのメンバーに不利益を課す、人種に基づく分類を

かし、Stevens 裁判官は、政策決定者は、人種中立的

用いる判断から生じる有形的な害悪が相当程度蓄積す

な施策を用い、それがマイノリティに不利な影響を及

ることによって生じる、とする 49。つまり、Brest に

ぼすのであっても、そのような影響は意図しない結果

従えば、ある人種的グループのメンバーに不利益を課

であるとして悪意ある意図を容易に隠すことができる

す施策が、対象となったグループのメンバーが劣等で

が、AA に関しては、「マイノリティへの AA を装った

あるとのスティグマに基づいて策定されていなくて

役割をさせるが、マジョリティの支配を維持する法を

も、その施策がもたらす不利益により対象となったグ

制定するのはさらにより困難だと考えるべき」だとす

ループの当該分野に占める割合が著しく少なくなった

41

る 。この前提に立てば、AA がその対象者に差別的

とき、対象となったグループが劣等であり、当該分野

な影響をもたらす場合には、政策決定者は AA を採択

には不向きであるといった偏見が生じることになる。

せず、既に実施されている場合にはそれを放置しない

Brest の立場では、有形的な害悪の累積がスティグ

のであり、AA の対象者に対する差別的な影響の問題

マによる害悪を生じさせることになるため、有形的な

は政策決定過程での是正を期待できる。

害悪が相当程度に及んでいないのかについて警戒する

上記の理由の他に、Adarand 判決 Stevens 裁判官反

ことになる。Brest は、典型的な厳格審査の役割につ

対意見は、AA に典型的な厳格審査を適用しない理由

いて、「例外的な状況においてのみ人種に基づく判断

について、「確実に、私が以前に論じたように、前者

を認めることで、人種に基づく判断のスティグマと害

［差別的な施策］は実際上常に自由かつ民主的な社会

悪の累積から保護するもの」だと述べる 50。Brest の

の原則に反するが、後者［AA］はある状況において

立場では、典型的な厳格審査を適用するかどうかの判

42

は、平等の考えに完全に一致する」と判示する 。こ

断は、問題となった人種に基づく施策がスティグマに

こで「私が以前に論じたように」というのは、レイオ

基づくものであるのかどうか、問題となった人種に基

フに際してマイノリティを優遇する労働協約の合憲

づく施策が生じさせる有形的な害悪がスティグマを生

性が問題となった、Wygant 判決である。Wygant 判決

じさせる程度にまで達しているのか、に依ることにな

Stevens 裁判官反対意見（Ginsburg 裁判官同意）は、

る。Brest は、典型的な厳格審査を適用する指標とな

マイノリティを包含する判断は「［肌の色によって、

る疑わしい分類について、「不利な状態にあるマイノ

人々の間には重要な違いが存在するという］幻想を

リティを利することはほぼない、人種差別の伝統的な

なくす傾向」にあるが、［マイノリティに対して］排

形式に応じて発展してきた」のであるが「近年、良性

他的な判断はその幻想を促進するのみである、とす

に動機づけられた人種に基づく決定が重要性を増して

る 43。

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

（2）学説

基づく決定とは、雇用や入学選抜における優先的施策、

AA と差別的な施策との区別に関する判例の動向を

初等・中等学校等における人種統合策、人種を意識す

見てきたが、学説の動向はどうか。ここでは、反差別

る選挙区割であり、AA が含まれている。Brest は AA

原理の代表的論者である Paul Brest と反従属原理の代

に適用する司法審査基準について如何に考えているの

44

表的論者である Kenneth L. Karst の見解を考察する 。

だろうか。
上記のように、Brest の立場では、人種に基づく判

（a）Paul Brest

断に典型的な厳格審査が適用されるか否かについての

Brest は、反差別原理を「影響を受ける者の人種（ま

判断は、それらがスティグマによる害悪を生じさせる

たはエスニック的出自）に依拠する分類、決定、慣行

かどうかである。Brest は、「影響を被る白人の諸個人

45

などに反対する一般原則」だと定義する 。反差別原

の観点から、そのような［良性に動機づけられた人種

理は、基本的には、人種に基づく分類自体の使用を

に基づく］判断が、黒人が白人よりも優越している、

46

禁止するものとして理解される 。しかし、Brest は、

あるいは黒人に比して白人への慈悲や白人の望みを白

人種に基づく分類のすべてを禁止するものとして反差

人の政策判断者がえり好みをして無視している、とい

別原理を理解せず、偏見に根ざしていない客観的な統

う想定に基づくことは全くありそうにない」と述べ

計に基づいて人種による分類を使用する施策は憲法上

る 52。良性に動機づけられた人種に基づく施策は、近

47

禁止されない旨を示す 。そして、Brest は反差別原
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隣の学校に在籍すること、大学の定員枠、選挙区にお

ける影響力等、結果として各白人から望んだ利益を奪

Brest は AA への典型的な厳格審査の適用を否定す

うことになるが、Brest は「それらの事例では、［これ

るが、基本的には「人種に基づく良性の施策が基本的

らの利益の］剥奪に付随して、スティグマによる害悪

に正しいとしても、他の手段が同じ目的を達成しうる

53

は生じない」と言うのである 。しかし、Brest は「優

場合には、それらは支持されるべきでなく、避けられ

先的な入学選抜施策や雇用施策のみが、人種を理由に

るべき」との立場に立つ 60。故に、「政策決定者に対

白人に不利益を累積させる可能性や不変的な特性を理

しては、生じるであろう利益が害悪を上回るというこ

由に利益を否定された者の不満を募らせるいずれの可

と、利益が人種に基づく手段以外の手段によっては得

54

能性を提示する」と示し 、AA については、スティ

ることができないということ、施策が有害な結果を生

グマによる害悪を生じさせる可能性を示唆しているよ

じさせる可能性を最小限にするように描かれていると

うにも思える。だが、そのすぐ後に、Brest は「『逆差

いうことを結論づけさせるべきである」として、AA

別』が、白人の支配する我々の社会において、有害な

の合憲性審査に厳しい態度で臨むとしている 61。

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
55

（b）Kenneth L. Karst

浸透している、ということを私は疑う」 と述べてお

Karst は、修正一四条を解釈するための媒介原理と

り、AA のもたらす有形的な害悪が白人に劣等性の烙

して、各人に対する社会の十全たるメンバーとしての

印をおす程の規模でないとしている。

尊重に本質がある、とする平等な Citizenship の原理

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
56

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

を述べる 。政策判断者によるマイノリティ間での対

会に］参加していない者として、各人を取扱うことを

象者の選択は、政策判断者が人種を理由にえり好みを

禁止する」ものである 62。

し、対象外とされたマイノリティの望む利益を無視し

平等な Citizenship の原理は、各人を従属的な地位

た、ということはない。というのも、マジョリティで

に貶める行為を禁止する。そして、そのような行為を

ある政策決定者が他のマジョリティに比して、利益を

特に生じさせやすい分類が、典型的な厳格審査の適用

付与されなかったマイノリティ・グループに同情的で

の対象となる疑わしい分類である。Karst は、立法が

ないということが証明されていないからである。そう

各人を尊重しているかどうか、各人を社会に参加させ

した状況の下での非包含はスティグマによるものでは

ているかどうかについての判断により、疑わしさが判

ない。故に、AA が利益を付与されなかったマイノリ

断されるとして、「立法分類の疑わしさについて第一

ティ・グループを体系的に侵害しているとは思えない。

に考えるのは、犠牲者へのスティグマの考慮」だと述

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

べる 63。そして、「例えば、不変的であり、高度に可

に特別な保護を必要とするという想定を反映しうると

種や性別のような）一般的なカテゴリーに委ねる、固

いうことは考えられるが、そのようなことはほとんど

定観念に支配された思考体系に陥る」とする 64。人種

57

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

ない、とする 。だが、Brest は、AA が、マイノリテ

に基づく分類がスティグマを生じさせる危険があるこ

ィ学生のすべてが優先的に入学を許可され、おそらく

とを認識した上で、Karst は、初等教育の人種別学制

卒業するという白人共同体の考えを促進しうるという

の合憲性が問題とされた Brown 判決の Warren 首席裁

こと、AA が白人の人種的な潜在意識を誘因または促

判官意見の、黒人児童の人種に基づく分離は「共同体

進しうるということは少なからずあるということを認

における彼らの地位に関して、彼らの心と精神に悪影

識し、「反差別原理が違法な動機と同様に侵害的な結

響を及ぼす劣等性の感情を生じさせる」65 という部分

果に関心があるならば、それらの危険を無視しえない」

を引用し、「スティグマと固定観念への関心は、平等

とする 58。Brest は AA が受益者にスティグマによる害

な Citizenship の原理の核心である」と述べる 66。

悪をもたらす危険性指摘するが、スティグマが生じる

次に、Karst は、「分類の疑わしさに関する第二の理

可能性がわずかであることから、「［良性に動機づけら

由づけは、司法審査の二重の基準に関する Stone 裁判

れた人種に基づく施策の］目的と［そのような施策の］

官の初期の形式に由来する」と述べる 67。これは、政

直接的な影響がマイノリティを利する場合には、その

策決定の場で影響力を持たない「切り離され、孤立し

行為を、疑わしい分類の基準に依拠する基準に従わせ

た」マイノリティに対して、立法が不利益を課す場合

るのは不適切であるように思える」として、AA への

には、その立法が問題とされたとき、厳しい審査に

典型的な厳格審査の適用を否定する 59。

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

3. Aﬃrmative Action の考慮

従属的な地位に貶める危険が高いのかどうかについ

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

て、Karst は如何に判断しているのか。Karst は、AA

別することはできないとして、典型的な厳格審査の適

に伴う負担を負う者の観点と AA の対象者の観点から

用を主張する。同判決Ginsburg裁判官反対意見（Breyer

この点につき論じている。

裁判官同意）は、同法廷意見は「厳格な基準［典型的

んどが課されるとき、高められた司法審査が望ましい、
68

とする旨を述べる 。
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

まず、前者の観点から Karst が如何に論じているの

な厳格審査］と称されるものは、我々の社会で差別を

かにつき見ていく。Karst は、AA と差別的な施策の

被ってきたグループに負担を課す分類にとって、確実

違いについて、差別的な施策はそれにより排除された

に『致命的である』ということを強く示している」が、

者に劣等性の烙印を押すが AA はそれを押さないこと

他方で、人種統合を早める分類に対しては、「［典型的

70

にある、とする 。Karst は、AA に伴う負担を負う者

な］『厳格審査』が『事実上致命的』であるという概

は差別を強化する様々な要素に直面していないとする

念を壊している」と示した、とする 78。そして、同判

71

Brest の見解を支持し 、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。

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

次に、後者の観点から、Karst が如何に論じている

する法廷意見の柔軟な理解が良性の施策と悪意ある施

のかにつき見ていく。Karst は、AA がその対象者に

策との違いを考慮しているものだと考察している、と

劣等性の烙印を押すことになるとする見解に対して、

指摘する 79。Stevens 裁判官反対意見は、法廷意見が、

「そうした問題を提起する［AA により地位の獲得を］

典型的な厳格審査が関連する差異を考慮に入れること

拒否された白人志願者の主張は［根拠］薄弱である」

ができると示していることを指摘し、行為者の目的が

73

れていない。次に Karst は、AA がスティグマの発生

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、

を防止するという点につき述べる。Karst は、黒人の

同法廷意見は、典型的な厳格審査が良性の人種に基づ

実質的な人数が成功していない場合には、AA に伴う

く分類に適用されたときには、いくらか厳格度の低い

負担を主として負うことになる白人の中間層はグルー

ものとなることを示している、と指摘する 81。

プとしての黒人は劣等であり、野心がない、と考える

イノリティが過小代表となる］結果が、単純に、不利

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

な状態の『蓄積』の循環（そして、スティグマを課す）

おいて、同法廷意見が典型的な厳格審査の下でロー・

と述べる 。ただし、その理由については何ら述べら

74

ことになる、と述べる 。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

76

の例であるだろうことに疑いはない。」 一方で、AA

スクールの施策を支持しているため、「当該事例は、

はマイノリティに一定数の地位を与えるため、AA の

人種に基づく分類のすべてが不利益を被ってきたグル

対象者へのスティグマの発生を防止する。Karst が、

ープを利するまたは負担を課すことを意図しているか

AA が「人種的マイノリティにスティグマを課す公的

どうかにかかわらず、同じ審査基準に従わされるべき

な行為とは反対である」とするのも、このような理由

かについて、最高裁に再考を要求しなかった」と述べ

からだと考えられる。

る 83。さらに、Michigan 大学文芸科学部の人種を意識

以上のように、Karst は、AA に伴う負担を負う者

する入学選抜施策の合憲性が問題となった、Grutter

に対して、そして AA の対象者に対しても、AA はス

判決と同日に下された Gratz 判決で、Ginsburg 裁判官

ティグマによる害悪を生じさせず、AA はスティグマ

反対意見は、同じく Grutter 判決で法廷意見に同意し

の害悪の発生を防止すると考えている。故に、AA は

た Souter 裁判官と Breyer 裁判官の加わる部分におい

疑わしい分類を用いておらず、AA には典型的な厳格

て、「賢明に考えれば、十分な citizenship の資格を長

審査は適用されないとの見解に立つと思われる 77。

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

きない。最高裁では、基本的な権利を制限または疑わ

施策に位置付けられない」として、良性の施策と悪意

しい分類を含む政府の施策が典型的な厳格審査に服す

84

ある施策とを区別することができると判示する 。そ

るとされている 91。以上では AA が疑わしい分類を含

して、Grutter 判決の後、最高裁において人種に基づ

んでいるかどうかについて考えてきたが、AA がその

く分類の合憲性がはじめて問題とされた、Johnson 判

影響を被る者に対して権利や利益の重大な侵害を及ぼ

決で、Ginsburg 裁判官同意意見（Souter, Breyer 裁判

す危険性が高い場合には、典型的な厳格審査に服する

官同意）は、当該判決で問題とされた刑務所での人種

場合もある。

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

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。

分類の司法的考察を統制すべきでない」のであり、救

入学選抜の場において、AA により地位の獲得を否

済的な分類には典型的な厳格審査よりも厳格度の低い

定された志願者は、平等に取扱われる権利を侵害され

85

基準を適用すべきとする 。

た、と主張することになる。アメリカにおける平等保

また、Stevens 裁判官も、レイオフの判断に際して

護の一つの意味は、劣等性の烙印を押されないことで

人種的マイノリティであることを考慮する労働協約

ある。しかし、先述のように、AA はそれにより地位

の合憲性と市民権法第七編への抵触が問題とされた

の獲得を否定された志願者に劣等性の烙印を押す危険

Wygant 判決において、「彼あるいは彼女の肌の色を理

性はない（Ⅱ 2）。実際に、判例・学説において、AA

由にマイノリティ人種のメンバーを排除する判断とこ

がそれにより地位の獲得を否定された者に劣等性の烙

れを理由にマイノリティ人種のメンバーをより多く

印を押すことになるとの主張は見られない。AA によ

包含する判断との間には決定的な違いがある」と示

り地位の獲得を否定された者は、この意味において権

し 86、その後の判決でもこの見解を主張している 87。

利侵害を主張できない。

以 上 か ら、「Grutter 判 決 の 多 数 意 見 を 構 成 す る 5

AA により地位の獲得を否定された者は、成績や試

人 の 裁 判 官 の う ち 4 人 〜 Stevens, Souter, Ginsburg,

験の点数といった客観的な基準に基づいて評価される

Breyer 〜 は、人種に基づく AA は人種に基づく政策

権利がある、と主張することになる。これには、成績

判断の他の形式よりも厳格でない基準に従って審査さ

や試験の点数は各人の努力を示しており、社会は各人

88

れるべき」との立場にあることが分かる 。Grutter 判

の努力に報いるべき、との考えが背景にある。しかし、

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

えるとし、それは「努力に報いることが公正であると

89

Karst は、「我々は達成（achievement）に報奨」を与
考える」からだとするが、そうした理由がすべてでは

を適用すべきとする同法廷意見に同意していない 。

ない、とする 92。Karst に依れば、「社会が努力によっ

Grutter 判決 O’Connor 裁判官法廷意見には、AA へ

て生じるものを必要とすることから、達成は認められ

の典型的な厳格審査の適用を否定する裁判官が同意す

て」おり、「達成に報奨を与えるということは、ただ

る。さらに、同判決で反対意見を述べた裁判官達は、

努力に報いるのではない」のである 93。そして、Karst

同法廷意見の採用する典型的な厳格審査が典型的な厳

は「不意に分配され、［努力の結果として］得たので

格審査の従来の意味を歪めており、厳格度が低いこと

はない、生来的な才能にも報いる」と述べる 94。実際に、

を批判する 90。故に、同判決において O’Connor 裁判

入学選抜の際には、成績や試験の点数といった自己の

官が採用する典型的な厳格審査は実質的には厳格度の

統制の及ぶ要素以外にも、出身地域、同窓生の子であ

低い基準であることが分かる。O’Connor 裁判官は典

ること、等の要素が考慮される。既存の基準において

型的な厳格審査を如何に運用するのかについて判断す

優れた者の入学を許可するのは、それらの者が教育機

る際に、AA と差別的な施策を区別していると考えら

関や社会に利益をもたらすと考えられているからであ

れる。

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

4. Aﬃrmative Action に関連する権利の性質

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

AA に適用する司法審査基準を判断する際には、差

った既存の基準において優位な評価を獲得することが

別的な施策と AA であることが区別される。しかしな

できる志願者が、選抜者に既存の基準のみに基づいて

がら、AA が良性の目的に基づいていることのみを理

評価することを要求する権利は存在しない、との指摘

由に、AA への典型的な厳格審査の適用を否定し、緩

がなされている 97。例えば、Bakke 判決 Brennan 裁判

やかな厳格審査を一律に適用すると判断することはで

官意見（White, Marshall, Blackmun 裁判官同意）は、

Afﬁ rmative Action の
司法審査基準
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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

に基づいて人種を一要素として考慮することができる

示する 98。また、同判決で AA に典型的な厳格審査を

としても、既存の基準は重要な考慮要素であり、人種

適用するとした Powell 裁判官は、当該 AA が基本的な

が評価対象となるのは限られた範囲である 102。人種を

権利に関わることを理由としていない。故に、関連す

過大に考慮することになれば、志願者の地位を獲得す

る権利の性質をもって、高等教育の入学選抜における

る可能性はその者の人種によって大きく左右されるこ

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

とにもなり、AA により地位を獲得した志願者に対し
との劣等性が強く押されることになる。故に、AA に

それにより地位を否定された者に偏見を生じさせると

そのような危険性がどの程度存在するのかについて、

は主張できない。AA が実施されるのは当該分野にお

AA の実施方法、人種の考慮の程度等に着目して判断

いてマイノリティが過小代表であるからであり、AA

することになる。

ても、AA がなければ地位を獲得することができない

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

5. Aﬃrmative Action を策定・実施する機関
の権限
（1）高等教育機関の権限

権利があると主張することになる。この主張は、これ

大学の入学選抜における AA に適用する司法審査

らの既存の基準が地位の役割を果たすのに必要な要素

基準を判断する際には、大学の権限が考慮される。

である、という見解に基づく。故に、この主張を言い

Grutter 判決 O’Connor 裁判官法廷意見は典型的な厳格

換えるならば、地位の役割を果たすのに必要な要素に

審査を適用しながらも、実際には厳格度の低い基準を

基づいて評価される権利がある、ということになる。

採用していると、判例と学説において理解されている。

しかしながら、Robert K. Fullinwinder が示すように、

同法廷意見が厳格度の低い審査基準を適用した理由の

「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」
99

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

と考えられる 。既存の基準のみが地位の役割を果た

て、大学の憲法上の特別な権限を認める 104。そして、

すのに必要な要素となるのではなく、AA により地位

同法廷意見は、ロー・スクールが学生構成の多様性

を否定された者は、自身に優位に働く既存の基準のみ

というやむにやまれぬ利益を有すると示すにあたり、

に基づいて評価がなされるべきである、と主張する権

Bakke 判決 Powell 裁判官意見を参照する。同法廷意

利を有しない。

見は、「教育に関して判断をなす大学の自由は、学生

最高裁においても、雇用に関する AA の合憲性が問

組織の選抜を含む」105 という前提から、Powell 裁判官

題とされた事例で、問題とされた AA が基本的な権利

は「『意見の活発なやりとり』に最も貢献するだろう

に関連することを理由に典型的な厳格審査を課すとす

学生を選抜する権利」を主張することで、大学は「そ

る見解は見られない。例えば、マイノリティを優先す

の任務の達成において卓越した重要性を構成する目的

るレイオフに関する労働協約の合憲性と市民権法第七

の達成に努める」106 と論じた、とする 107。その上で、

編違反が問題とされた Wygant 判決の Powell 裁判官相

同法廷意見は「学生構成の多様性の達成がロー・スク

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

ールの機関としての適切な使命の核心であり、大学側

負担が非常に重い負担であることを強調する
かし、同相対多数意見（Rehnquist, O

100

。し

の『誠実性』が『反証』のない限り、推定される」と
する 108。

Connor 裁判官

大学に課せられた任務には、学問の発展、優秀な人

同意）には当該 AA が基本的な権利に関わると記す箇

材の社会への供給等が挙げられる。それらの任務を達

所はなく、当該 AA が「疑わしい分類」を用いている

成するためには、教室での意見の活発なやりとりが必

ことを理由に典型的な厳格審査を課している

101

。

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

以上のように、入学選抜と雇用に関する AA は基本

の達成に貢献するのかについて一概に判断することは

的な権利とは関係しない。しかし、AA により地位を

難しいと考えられるため、Grutter 判決 O’Connor 裁判

否定された者が評価者に対して既存の評価基準のみに

官法廷意見はロー・スクールの入学選抜の判断に尊重

よる評価を要求する権利を持たず、評価者がその権限

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

施する AA には典型的な厳格審査を適用することを

の任務の達成において卓越した重要性を構成する目的

法廷意見により確立した。しかし、後者の先例は連

に努める」際に、大学の入学選抜の判断を尊重してい

邦の公共事業契約のマイノリティへの留保の合憲性

る。大学の任務には、学問の発展や優秀な人材の社会

が 問 題 と さ れ た Adarand 判 決 で 覆 さ れ る。Adarand

への供給といったものが挙げられるが、大学が行う行

判 決 O’Connor 裁 判 官 法 廷 意 見（Scalia, Rehnquist,

為はそれに関連するものだけではない。例えば、大学
研究と公共サーヴィスという大学の一般的な目的を促

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

進するが、学術的な役割が病院のスタッフにより果た

対しても典型的な厳格審査が適用される、と判示し

される役割の中核ではないため、大学の入学選抜の

た 115。

病院の診療スタッフの多様性の増加を意図する AA は

判断と同程度の尊重を得ることはできない、とされ
110

AA に適用する司法審査基準を判断する際に、連邦

。また、契約に関する大学による差別の救済を意

の権限を尊重するという考えは現在の最高裁では多数

図する AA は、多くの契約の役割が大学にとって特有

を占めていない。しかし、裁判所が人種に基づく分類

のものでないため、大学の学術的な判断は尊重されな

を用いる施策に関する連邦議会への尊重を示してきた

る

い、とされる

111

。

ことを指摘して、「人種に基づく分類についての連邦

AA を策定・実施する機関が裁判所から尊重される

議会への尊重は、普遍的なものではなく限定的である

べき権限を有しているとしても、その機関が実施する

が、このことは［裁判所が］歴史上［連邦議会の権限

すべての行為について尊重がなされるわけではない。

を］尊重してきた分野において、Adadand 判決が命令

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

したことを、裁判所が撤回またはなくそうとするだろ

の任務に関連する場合に限られる。

れている 116。

う、ということを示している」との指摘も学説上なさ

（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

Ⅲ . 日本国憲法における
Afﬁrmative 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

見（White, Marshall, Blackmun, Stevens 裁判官同意）

を用いたものである。AA は過去の差別の救済や将来

は、当該事例で問題とされた AA に適用する司法審査

における差別の発生の防止といった理由から正当化さ

基準について以下のように結論づけた 113。FCC の実

れる 117。列挙事由を用いる分類に厳格度の高い司法審

施するマイノリティを優遇する施策は Croson 判決と

査基準が適用される一つの理由は、それらの事由が過

は異なり州・自治体ではなく連邦議会の立法によって

去に差別の対象とされた典型的な分類であり、将来に

支持されている。故に、修正一四条五節の下で連邦議

おいて特に差別的に用いられる危険性がある、という

会の有する広範な立法権限から、連邦が実施する AA

ことである 118。そのため、これらの事由は AA の対象

に対しては［典型的な］厳格審査ではなく、緩やかな

となる可能性が高い。日本の学説は、AA に対してど

厳格審査が妥当する。

のような司法審査基準を適用するとしているのか。

こ れ に 対 し、 同 判 決 O’Connor 裁 判 官 反 対 意 見

横田耕一教授は、平等原則の領域の「審査基準につ

（Rehnquist, Scalia, Kennedy 裁判官同意）は、憲法に

いては、米国の判例の発展に学ぶべき点が多い」とし

よる平等保障は、州と同じように連邦政府を縛るので

て、「疑わしい分類」による差別については「『厳格な

あり、人種に基づく分類の連邦による使用に厳格度の

審査基準』が適切である」とする 119。「疑わしい分類」

低い審査は適用されないとして、当該 AA に典型的な

の判定につき、横田教授は列挙事由を「ただちに『疑

厳格審査を適用した

114

。

わしい分類』と見なすことには疑問が多い」が、「こ

以上のように、最高裁は州・自治体の実施する AA

れらについては、その分類に入らないものについても、

には緩やかな厳格審査を適用することを、連邦の実

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

さ、人権抑圧の程度の少ない施策を違憲とし抑圧の程

準につき、「『疑わしい分類』による差別についても、

度のより高い施策を合憲にするという可能性があると

社会的弱者に実質的平等を保障するための『疑わしい

いう矛盾、立証責任が合憲を主張する側と違憲を主張

分類』を用いた差別（アファーマティヴ・アクション）

する側のどちらにあるのかについて曖昧にされている

については、合憲性を推定した上で、『合理性の基準』

点を指摘して、司法審査基準として妥当ではないと批

ないし『厳格な合理性の基準』をとるべきであろう」

判し 128、司法審査基準を三段階ではなく、厳格審査

とする 121。

と合理性の審査の二段階で捉える。先述のように、中

以上のように、横田教授は、AA については、列挙

間審査を違憲性の推定を働かせる基準として説明する

事由に、従来、適用される司法審査基準よりも厳格度

見解が存在する一方で、違憲性を推定するのかしない

の低い基準を適用する。列挙事由に基づく異なる取扱

のかが曖昧にされている見解も存在し、中間審査は基

と AA を区別する、このような考えに対して異論はな

準として分かりにくい。学説において中間審査が非常

い。しかし、「例えば、人種とか性別などによる実質

に広範に捉えられているならば、AA に中間審査を適

的平等保障立法は、かえって例えば過去の事実上の不

用すべきとの主張は、具体的にどのような基準を AA

平等を固定化したり、あるいは、保護される者（分類）

に適用すると言っているのかが分からず、何も言って

122

、AA への合理性の

いないのと同じではないか。君塚教授の指摘するよう

基準の適用は妥当でない。さらに、横田教授は AA へ

に、「もし、事案に違憲の疑いをかける審査方法とし

の中間審査の適用を示唆するが、その際、AA につい

て中間審査を捉えれば、その基準は厳格審査ではない

ては「合憲性を推定した上で」とする。横田教授は、

がそれに準ずる『緩やかな厳格審査』のようなもので

中間審査につき「『合理性の基準』よりは厳しく、『厳

あり、逆のものがあれば『厳格な合理性の基準』とで

格な審査基準』よりは緩やかに、立法目的や、目的と

も名付ければよく、この間に明快な一線があると言う

目的達成手段との関連性を審査する手法であ」り、
「こ

べき」である 129。

を劣等視せしめたり」するため

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

司法審査基準は二段階として捉えるべきであり、

該当するが、AA はそれにより影響を被る者に対して

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

差別的な影響を生じさせる危険性を含んでおり、審査

するかのように見える措置が差別を恒常化するもの、

に際して合憲性を推定するのは妥当でない

124

。

その意図は善意であっても逆効果であるもの、是正策

他の学説には、AA に合理性の審査の適用を示唆す

の存在を恒久化してしまうと思われることもままあ

る見解はない。他の学説は、AA に適用する司法審査

り、審査を始めなければそれが積極的差別是正か否か

基準を判断する際に、列挙事由に基づく異なる取扱と

は不明」であり、「厳格審査を適用し、必要最小限度

AA とを区別し、AA に対しては中間審査を下回らな

の手段として認められる手法のみが憲法上許容される

い程度で列挙事由に基づく異なる取扱に本来適用され

と考えるであるように思われる」と示し、AA への厳

る基準よりも厳格度の低い司法審査基準を適用する、

格審査の適用を主張する 130。そして、君塚教授は「こ

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『二重の基準論』への回帰の議論に対しては、

のような基準であるのかについて明確にしておらず、

旧来のアメリカ最高裁が陥った硬直的な二分法の二の

中間審査が問題とされた施策に違憲性を推定するか否

舞だとの批判もあろうが、そこまで硬直的に考えなけ

かについて曖昧にしている

126

。アメリカでは、ごく例

ればよい」のであり、「文字通り、やむにやまれぬ、

外的な場合を除いて、最高裁のすべての裁判官が AA

非常に重要な目的と、必要最小限の手段という要件を

に違憲性の推定をかけることに同意していた。列挙事

クリアしたものは合憲と考えれば、アファーマティブ・

由に基づく AA は、その意図に反して、差別的に用い

アクション（積極的差別是正）や名誉棄損的言論規制

られ、差別的な効果をもたらす危険性があることを考

を尽く違憲にするのかという批判にも耐えうる」とす

慮すると、アメリカの議論で見てきたように AA に対

る 131。君塚教授に依れば、「結局、厳格審査と合理性

しては違憲性を推定すべきである。

の基準を極度に硬直的にではなく使い分けることが妥

ところで、上記のように、日本の学説の多くが AA

当である」のである 132。

に対しては中間審査を下回らない程度で列挙事由に本

AA に対しては違憲性を推定して厳格審査を適用す

来適用される基準よりも厳格度の低い司法審査基準を

べきであるが、君塚教授の見解には異論がある。君塚

適用する、としているように、日本の学説は司法審査

教授は「審査を始めなければそれが積極的差別是正か

127

。これに対し、君

否かは不明」としているが、アメリカにおいて AA と

塚正臣教授は、中間審査について、その基準の曖昧

差別的な施策が区別されていたように、AA と列挙事

基準を三段階として捉えている

168

由に基づく異なる取扱は区別できる。確かに、AA は

については「必要最小限」という要件を課しているこ

その意図に反して、AA により地位を獲得できない者

とから、所謂、典型的な厳格審査の AA への適用を主

に対しては勿論のこと、その対象者に対しても差別的

張している。君塚教授は典型的な厳格審査を適用して

な効果をもたらす危険性がある。しかし、AA は過小

も AA は合憲となる場合があるとしているが、果たし

代表のグループの者に一定数の地位を与える施策であ

てそうか。

る。ある分野であるグループの者が過小代表である場

日本では AA が裁判で問題とされておらず、裁判所

合、そのグループの者はその分野に不向きであるとの

が司法審査基準を明確に意識していないため、アメリ

偏見や固定観念を生じさせることになる。AA により

カの最高裁の判例からこの点につき考察する。典型

過小代表のグループの者に地位が与えられると、その

的な厳格審査を AA に適用しても AA が合憲と判断さ

ような偏見や固定観念が減じられ、またそれらの発生

れる例として挙げられるのが、Grutter 判決 O’Connor

を防止する可能性がある。過小代表のグループの者に

裁判官法廷意見である 135。しかしながら、先述のよ

差別的な効果をもたらす、列挙事由に基づく異なる取

うに、当該判決で O’Connor 裁判官が採用する典型的

扱にはそうした可能性はない。この点において、列挙

な厳格審査は厳格度が低い。それ故、Stevens, Souter,

事由に基づく異なる取扱と AA とは区別できる。
あり、民主的政治過程を通じて是正することが可能で

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（Ⅱ 3）。Grutter 判決で反対意見を

あるという見解も、列挙事由に基づく異なる取扱と

述べた裁判官達は同法廷意見の典型的な厳格審査が従

また、AA はマジョリティが自らに課した不利益で

133

AA とを区別する理由の一つである 。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

来の典型的な厳格審査と異なり厳格度が低いと批判

判官は、人種中立的な施策については、マイノリティ

厳格審査は、最高裁の多数の裁判官が理解する典型的

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

に不利な影響を及ぼすことでマジョリティの支配の維

な厳格審査ではない。そして、Gruttter 判決 O’Connor

持のために使用される可能性があるが、AA はマジョ

裁判官法廷意見は、問題とされた施策の合憲性を判断

リティの支配の維持に用いられることはないという前

するに際し、それが必要最小限の手段であるのかにつ

提に立ち、立法者が、AA がその対象者に利益よりも

いて審査していない 137。

害悪をもたらすということに納得した場合には、立法

他 方、Gratz 判 決 で は、O’Connor 裁 判 官 と Grutter

者に問題の是正を期待することができるとしていた。

判決で反対意見を述べた裁判官（Rehnquist, Scalia,

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

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

リティの支配を強化しているとの批判もあるが、そも

見を形成していることから、当該判決では最高裁の多

そも、既存の評価基準の下ではマイノリティはほとん

数の裁判官が理解する、典型的な厳格審査により AA

ど地位を獲得できないためにその種の AA を行うので

の合憲性が審査されたと考えられる。そして Gratz 判

あり、マジョリティが自らの支配を強化するには差別

決の法廷意見は Grutter 判決よりも厳しい審査をし、

的な効果をもたらす中立的な施策を行えばよく、AA

問題とされた AA を違憲とした 138。Stevens 裁判官は

により一定数の地位をマイノリティに与えることが

Adarand 判決において、O’Connor 裁判官の採用する

マジョリティの支配を強化しているとは考えにくい。

典型的な厳格審査が厳格度の低いことを認識するが、

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

典型的な厳格審査とラベルづけされたものが AA を

利益よりも害悪をもたらすと判断すれば、その是正を

Gratz 判決は Adarand 判決で示した懸念を具体化する

134

不必要な危険に置くことになる、と懸念しており 139、

。施

判決であったと言える。紙面の関係上、両判決で問題

策の目的が良性であることは、適用する司法審査基準

とされた AA が憲法上望ましいものかどうかについて

を決定する判断において考慮されるべきである。

述べる余裕はないが、多数の裁判官が理解する典型的

政策決定過程において期待することができる

上記のように、君塚教授は AA に厳格審査を適用し、

な厳格審査の下では AA が合憲とされるのは困難だと

「文字通り、やむにやまれぬ、非常に重要な目的と、

思われる 140。また、典型的な厳格審査を O’Connor 裁

必要最小限の手段という要件をクリアしたものは合憲

判官のように緩やかに用いることに対しては、マイノ

と考えれば、アファーマティブ・アクション…を尽く

リティの保護という典型的な厳格審査の本来の意味を

違憲にするのかとの批判にも耐えうる」としている。

不明確にし、マイノリティを排除する施策を容易に合

目的について「やむにやまれぬ」と述べており、手段

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

中心に〜 」法学新報 112 巻 11・12 号 597 頁、113 巻 1・2 号 315
頁（2006）
。

。

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。

5 渋谷前掲（2）194-95 頁；長谷部恭男『憲法』＜第四版＞（新世社、
（有斐閣、2008）＜
2008）179-80 頁；松井茂記『日本国憲法』
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）
；安西後掲（77）
。
7 安西後掲（16）

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。

Ⅳ . おわりに

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

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

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

影響をなくし、差別の発生を防止する可能性があると

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

いう点で、列挙事由に基づく異なる取扱とは性質が異

（http：//www.Nagoya-u.ac.jp / index1-7.html）
。このように日

なり、典型的な厳格審査あるいは緩やかな厳格審査の

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

どちら適用するのかについて判断する際には、施策の

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

目的が良性であるか否かが考慮されるべきである。し

手段によって AA が実施されている（http://www.srp.kyushu-u.

かし、AA に対して緩やかな厳格審査を一律に適用す

。
ac.jp/wrpb_home/j_top.html）

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

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）

憲とされるか否かが大きく異なる、という前提に立っ

15 長谷部前掲（5）179 頁。

て議論を進めてきた。紙面の関係上、本稿ではどちら

（有斐閣、1990）325 頁以下；
16 戸松秀典『平等原則と司法審査』

の基準を適用するのかにより具体的にどのような違い

安西文雄「平等」樋口陽一編『講座憲法学 3 権利の保障［1］
』

が生じるのかについて詳細に検討することができなか

。
75 頁、86-87 頁（日本評論社、1994）

った。これについては、今後の課題である。

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
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。しかし、違憲性を推定するか否かが事例により変化す
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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

る学説もある（横田前掲（119）164 頁、195-196 頁）
。

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

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

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

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

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

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

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
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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」

号 17 頁（1958）
）
。しかし、伊藤教授が参照した時代より後のア

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

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

ィヴ･アクション 〜ミシガン州立大学二事件判決（2003 年）を

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

契機として〜 」帝京国際文化 18 号 111 頁、128 頁（2005）
）
。大

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

沢秀介教授は、Grutter 判決と Gratz 判決において明らかにされ

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

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

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

いる。大沢教授に依れば、違憲となる要件とは、
（1）特定の人

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

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

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

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

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

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

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

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

訴訟と『二重の基準』の理論」
『憲法訴訟の現代的展開』
（有斐閣、

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

。芦部教授は、
厳格な合理性の基準は
「二
1981）
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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

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

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

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

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

前掲（126）30 頁（強調省略）
）
、合理性の基準と厳格審査に厳

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

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。

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

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

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

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

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

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

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、

（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

。
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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

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

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

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

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

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

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

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

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」

限でなければならないとしていた。しかし、
Grutter判決O’Connor

ことになるだろう（平地前掲（11）86-87 頁）
。

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

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

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

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

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

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
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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

。
.）
After Grutter and Gratz, 85 Tex. L. Rev 517（2007）

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

138 See Ayres & Foster, supra note 137.

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

139 515 U.S. at 246 n.1.

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。

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.
）
。また、
2325（2003）, 4 Wyo. L. Rev. 439, 470（2004）
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
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