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1.序 論

 今期の研究会では、「権力分立 とは何なのか」をテーマに判例 を読み解 いてきた。権力分

立には水平的な面 と垂 直的 な面があると考 えられる。水平的な権力分立 とは、立法権、執

行権、司法権をそれぞれ別の政府機関に付与 していることを指す。垂直的な権力分立 とは

連邦制によ り、連邦政府 はあくまで憲法 によって授権 された権 限のみを有 してお り、州政

府が有するよ うな一般 的な統治権 を有 していない ことを指す。 それぞれ の権限をめぐって

対立があ り、私 は今学期 、偶然水平的な面 と垂直的な面の両方の判例を担 当 した。その中

で本 レポー トでは、水平的な権力分立について争点 となってい るHumphreys Executor v.

United States,295 U.S.602(1935)を 取 り上げたい。理由は二点ある。一つ 目は、この判

例は大統領 による罷免権へ の制約 について、過去の判 旨を大 きく修正 した ものであ り、ア

メ リカの憲法歴 史上重要な判例であるといえるためである。そ して、二つ 目は、私が今期

の研 究会の中で もっ とも印象 に残 っている言葉 「責任の所在」について特に考 えさせ られ

る判例であったためであ る。本 レポー トでは、まず大統領 の罷免権 をめぐり起 こった訴訟

を整理 し、行政権 、執行権 とは何か、Humphreyケ ースにおいて責任 の所在 はどこにある

のかとい うことを中心に考察 していきたい。

2.本 論

2・1.ケ ー スの事実お よび事件 の概 要

 合衆国憲法は、第1条 で立法権 を連邦政府 に、第2条 で執行権を大統領 に、第3条 で司

法権を最高裁 をは じめ とす る裁判所に付与 しているが、実際には不明確 な点が多く訴訟 も

多い。本ケースは、一言 で言 うと、大統領の罷免権 に対す る制限をめぐる判例だが、 これ
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につ いて もい くつ か 関連 ケー ス が あ る。 そ こで、Humphreyケ ー ス よ り前 に大 統領 の罷 免

権 に対 す る制 限 をめ ぐって争 われ たMyers v. United States,272 U.S.52(1926)に 触れ た

い。

 まず本件で合憲性 が争われた1876年 法について簡単に述べる。同法は、第一級 、第二級 、

第三級の郵便局長 は上院 の助言 と同意を得た上で大統領 によって任命 されかつ解任 され る

と定めていた。Myersは この第一級郵便局長に任命 され、その任期は四年間の予定であっ

た.し か し、任期途 中で大統領は、 自分の気に入 る人を任命す るため、上院の助言 と同意

を得 ないまま、Myersを 罷免 した。 これに対 し、法廷意見は大統領 による罷免権への制約

が記 されている1876年 法 を違憲 とした。その理 由は、大統領 の罷免権 については憲法の明

文は存在 しないが、合衆国憲法第二条の執行権、任命権 との関係 か ら、罷免権 は行政権に

不可欠な ものであ り、任命権は罷免権を随伴 しなけれ ばな らない と述べた。Myersケ ース

により、大統領は公務員 の罷免権 をほぼ独 占的なもの としたのである。

 しか し、その 後Myersケ ース の判 旨は大 き く修 正 され る こ ととな った。 それ が、

Humphreyの 判決である。本件 では、連邦取引委員会法(FTC Act)に おける罷免事由の

制限の合憲性 が争われた。William E. Hump hreyは 、上院か ら承認 を得 て、 Hoover大 統

領か ら連邦取引委員会(FTC)の 委員に任命 された。その任期 は7年 間 の予定だった。 し

か し、Roosevelt大 統領就任後、法律所定の罷免事由に該 当 していないに もかかわらず、政

策上の不一致を理 由にHumphreyは 辞職す るよ うに求められた。Humphreyは 抵抗 したが、

罷免 されて しまった。Humphreyは これに従 うことなく、一年 当た り$10000の 給料 を受 け

取る権利があると主張 し続 けた。 その後、Humphreyは 亡くなったため、 Humphreyの 遺

言執行者が、解任権の濫用を理 由に合衆国に対 して、残任期間の歳費(1933年10月8日

～1934年2月14日 の分)を 請求するため合衆国請求裁判所 に訴えた。合衆国請求裁判所

は大統領 の解任権 をめぐる法的問題 についての意見確認 を連 邦最高裁判所 に求めた。以上

が 且umphreyケ ースの概要である。

2・2.事 件 の争 点

 且umphreyケ ースにおいて争点は、判決文の中に質問(question)と して以下の二点が

記載 されてい る。

1. 大統領 の罷免権 が認 め られ るのは、委員が連邦取引委員会法に書 かれている罷免事

   由に該 当す る場合 に制 限され るか。

II. 質問1の 答 えがyesな らば、その制限は憲法違反の干渉であるか。

 Myersケ ースで、大統領の罷免権に対す る制限をかけることは違憲 となってい る。もし、

Myersケ ー スと本件で事実に関 して、明確な違いがなければ先例拘束を受 け、本件 でも違

憲 となる。つま り、Myersケ ース と違いはあるのか どうかが重要なポイン トとなる。 この

違いについて考 える上で、連邦取 引委員会 とは どういった機関であ り、その委員の業務の

性質 はどうい ったものにあたるのかを、明 らかに しな くてはな らないだろ う。
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2-3.連 邦取引委員会 とは

 連邦取引委員会(Federal made Commission)は 、連邦の独 占禁止法 と消費者保護法を

管轄する組織である。

 また、大統領 の指揮権 か ら独立 している独立行政委員会であ り、違反事件について 自ら

審査 ・審判す る権 限をもつ専門機 関である。独 立行政委員会が設置 され た理由 としては、

①政治的動 向か ら独立 した法運用、②専門性、③迅速性、④行政の継続性、があげられて

いる。

 連邦取引委員会は、5名 の委員(う ち1人 は委員長)と 、競争 、消費者保護 、経済の三つ

の事務局か ら構成 され る。委員については大統領が上院の助言 と承認 を得て任命する。

 連邦取引委員会 は、特定事件 について審査を開始す るときには、職員の中か ら審査官を

指定 し、これに審査を行わせ る。審査官は連邦取引委員会法9条 の個別的調査権限に基づ

き、文書提 出令状 、証人喚問令状 による強制捜査 を行 う。以上が連 邦取引委員会の主な業

務内容である。

2.4.判 旨

 Sutherland判 事 は以 下 の法 廷意 見 を述べ た。

 まず 一 つ 目の質 問 で あ る 「大統領 の罷免 権 が認 め られ るの は 、委 員 が連 邦 取 引委 員会 法

に書 かれ て い る罷免 事 由 に該 当す る場 合 に 限定 され るか」 につ いて 考 え たい。 政 府側 の主

張 は、Shurtleff vとUnited Statesが 元 にな ってい るた め、 このケー スにつ い て言及 したい

と思 う。 この ケ ー ス は1890年 に 制 定 され た 法 律 を も と に、 一 般 商 業 評 価 官(General

appraiser of merchandise)に 対 す る大統領 の罷免権 に関 して判 決 を 下 した もの であ る。そ

の法律 に よる と、一 般 商業 評 価官 は、 上院 の助 言 と同意 を得 た上 で大 統領 に任命 され る。

た だ し、無能 力(inefficiency)、 職 務 怠慢(neglect of duty)、 も しくは職務 中の不法 行為

(malfeasance in office)の いずれ か に該 当す る場合 、大 統領 に よって罷 免 され うる、 とあ

る。一般 商 業評価 官 だ っ たShurtleffは 罷免事 由に該 当 しない に もか か わ らず 、大統領 か ら

罷免 され た た め訴 え を起 こ した。Shurtleffは 、 「expression unius est exclusion alterius

(あ る事柄 に言 及す る とい うこ とは他 のす べ て を除外す る こ とを意 味す る)」 とい う格言 に

示 され る原則 の適 用 を求 めた。 つ ま り、 法律 に罷免 事 由が書 い て あ る とい うこ とは、 それ

以外 の 書 いて い ない理 由 に よ り罷 免 す る こ とは認 め られ ない 、 とい う意 味 で あ る。 これ に

対 し、 当時 のThe Court of Claimsは 以 下の よ うな意 見 を述 べ た。

 もしShurtleffの 主張 どお りに原則 にそって法律 を解釈す ると、一般商業評価官

がその法律に記 されている罪になるような ことをしない限 り、生涯 にわた り官職

につ く権利 を得 るこ とになって しま う。そ して この特定の官職 の在任期間に関す

ることは、言外の意味 によって一般的な官職 の在任期間 にも大きな影響 を及 ぼす

だろ う。 このよ うに推論か ら官職 の在任期間に関す る規則 を大き く変えるとい う
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議会の意図は受 け入れ ることはできない。

 結果的に、The Court of ClaimsはShurtleffの 訴えを退け、法律 に明記 され た罷免事由

以外の理由による大統領の罷免権 を認めた。

 しか し、 この格 言が適用 され ないShurtleffケ ースは例外 的な もので ある と最高裁は

Humphreyケ ースで捉える。 Shurtleffケ ースは特定の官職 につ く任期 を生涯 にわた り認 め

るものであるが、且umphreyケ ースの連邦取引委員会法では、委員についての条項 は連邦

取引委員会の性質、立法過程か ら明確 に定められた ものである。

 まず 、性質 とい う側面か ら見る と、連邦取引委員会の委員 は、不偏不党、中立的に活動

しなくてはな らない。 また、職務は政治的でも執行的で もな く、準司法的、準立法的なも

のである。 さらに、専門性が求め られ ているため、長い任期 が必要 とされ る。

 次に、立法過程 とい う側面か ら見 ると、連邦取引委員会法は大統領の指揮、命令 を委員

に受け させ ない ことによって同委員会を政治的支配や統制か ら自由にす るために定め られ

たことは明 白である。

 以上の理由から、Humphreyケ ースにおいて、大統領 の罷免権が認 められ るのは、委員

が連邦取引委員会法 に書かれてい る罷免事 由に該当する場合 に制限 され る。

 では続いて、二つ 目の 「この制限は憲法違反の干渉であるか」 とい う質問 に移 りたい。

争点で述べたよ うに、Myersケ ースと違いがあるのか どうかが重要なポイ ン トである。そ

こで、まずMyersケ ース との関連について述べ る。 Myersケ ー スで決定 したのは、あくま

で第一級郵便局長 は大統領 が上院の助言 と同意な しに罷免できる、 とい うこ とである。郵

便局長 とい うのは、本件で争点 となってい る連邦取引委員会の委員 とは異なるものであ り、

先例拘束性 は受けない とい うのが法廷意見であった。郵便局長 は、執行作用のみを担当す

る公務員であ り、立法権や司法権の責任 を負 う立場ではない。一方、連 邦取引委員会は、

行政機関である。つ ま り連邦取引委員会は、議会権限によ りつ くられた準立法的、準司法

的な補助機 関であ り、純然な執行作用 を行使す る機関ではないため、大統領が付与 してい

る執行権 の支配か らは 自由でなけれ ばな らない。

 結果的に、大統領の罷免権 が認め られるど うかは、その機関の性質によって異な り、Myers

判決は純然 な執行作用 を担当す る公務員にのみ適用 され ることとなった。 よって大統領 の

罷免権 を制限す る連邦取引委員会法は合憲である。

2-5.行 政権 、執行権 とは何 か ～ 日本 の行 政権 との比較 か ら～

 本ケースでは、機 関や職務 の性質が重要なポイ ン トとなっている。 上で述べた とお り、

連邦取引委員会は、独立行政委員会である。独立行政委員会は ウィル ソンが設立 した新 し

い行政組織 であ り、広範な裁量権 を与えている。その機能は行政的な ものに とどま らず、

準立法、準司法的機能 も果た している。

 結局行政権、執行権 とは何 を指すのだろ うか。私は、この判例 を読み、行政権 、執行権
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は他の立法権や 司法権 と比べて もあいまいな ものに感 じられた。 そこで、 日本の行政権 と

比較 を しながら、アメ リカの行政権、執行権について考察 したい。

 まず、私 は本 レポー トで行政権 と執行権 を区別 してい る。文献に よって さまざまな見解

があるようだが、本 レポー トでは、行政権は第4の 権力であると定義す る。そのため、憲

法第2条 が大統領 に付与 している権力は、執行権 と書いてい る。 したがって 日本の行政権

がアメ リカの執行権にあた る。

 日本 では、行政権 とは国家 の権 限の うち、立法で も司法でもない もの、 とい う考 え方が

支配的である。 しか しアメ リカ にこの定義 を当てはめるのは難 しい。なぜ な ら、アメ リカ

は連邦制をとってい るためである。修正憲法第10条 には、 「この憲法がアメ リカ合衆国に

委譲 していない権限 あるいは諸州 に委譲す ることを禁止 していない権限は、それぞれ州 ま

たは国民に留保す る」 と明記 され てい る。つま り、アメ リカで大統領に与え られてい る執

行権 とは、アメリカ合衆国憲法に明文化 された権限だけである といえる。

 次に帰属 については、 日本では行政権 は内閣に、アメリカでは執行権は大統領 に帰属 し

ている とされている。 そのた め、アメリカでは大統領は閣僚 よ り他の組織 に依存す ること

が多い。 リンカー ンな ど閣僚 を無視 した事例 もある くらいだ。 この違いは、アメ リカ合衆

国憲法に内閣に関す る規定が明記 されていないために生 じている。内閣の位置づけも構成

も不明確 である。誰を内閣の構成員 にす るかも大統領の 自由裁量 に任 されてい る。また、

日本 では国会や裁判所 な ど内閣以外の機関が行政権 を行使 し得 ない ことは意味 しているが、

それ は実際に内閣が具体的 に行政権 を行使 しなけれ ばな らない ことを意味す るものではな

い 。

 ここで問題 となるのが独立行政委員会の存在である。 日本ではア メ リカに習い、戦後、

独立行政委員会が導入 され たが、結局 日本にはな じまず重要性は失 って しまった。しか し、

日本 の連邦取引委員会 である公正取引委員会、人事院な どは依然 として重要な役割を担 う

独立行政委員会 である。かつては、行政委員会の存在は、憲法上内閣に付与 された行政権

を侵害するものではないか とい う意見 もあった。 しか し、 日本 では行政権が幅広 く考 えら

れていること、憲法に よる内閣へ の行政権の付与は行政が実際に内閣に よって行われ るこ

とを想定 した ものではなか った ことか ら憲法違反ではない と考え られている。 また、独立

といえ ども、予算上の権 限は内閣が握 っている。そ して、公正取 引委員会 な どは中立な立

場でいること、専門的な知識 を行使す るこ とが求め られているため、独立行政委員会には

存在意義があるとされ ている。

 アメ リカでは、この よ うな行政委員会 が行使す る権限は、議会 が特定の領域で立法権、

司法権類似の権 限を有す る 「行政機 関」をつ くり、法律の執行を委ねた段階で形成 された

ものである。大統領 は、委員 の任命権は有 していて も、委員会の権限行使 には口出 しす る

ことができない。 そ して、アメ リカでも日本同様 さまざまな意見はあるが、行政委員会の

存在は、大統領の執行権 を侵害するものではな く、また権力分立原則 に反す るもので もな

い とされている。 アメ リカでは、 このよ うな行政委員会の権限 を、大統領 の執行権 と区別
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している。それが行政権 とい う概念 となっている。

 実際に、法律 の執行 は、特定領域 における法律の執行のために議会が設 けた独 立行政委

員会 によって行 われてきた。独立行政委員会は、準立法、準司法的 といわれ るが、それは

連邦議会によって裁判所 のよ うな裁決権 と、立法府の ような一般的ルール を定 める規則制

定権 を与 えられてい るためである。

 この ように、執行権、行政権があいまいであることからMyersやHumphreyの よ うな裁

判が起 こった といえるだろ う。

2-6.そ の後 の大統領 の罷免 権 をめ ぐる判決

 Humphreyケ ースの後 も大統領の罷免 に関す る訴訟は起 こっている。 Humphreyケ ース

か ら23年 後に起 こった訴訟がWiener v. United Statesで ある。 この事件の概要は以下の

とお りである。第二次世界大戦中、日本軍によって人身的、財産的損害を被った被拘留者 、

捕虜、宗教団体の補償請求 を法令 に したがって受理 し、裁決す る戦災補償請求委員会 とい

うものがつ くられた。戦災補償請求委員会は、委員会の構成 についての取 り決めはあった

が、委員の解任については取 り決 めがなかった。その後Eisenhower大 統領が 自分の気に入

る人を任命するた め、Wienerら 三人 を委員会が解散す る前 に上院の助言 と同意 を得 ないま

ま罷免 した。Wienerは 罷免権の濫用を理由に、解任時から委員会解散時までの歳費の支払

いを合衆国請求裁判所 に請求 した。

 大 統領 の罷 免権 が 及ぶ か否 か は、機 関 の職 務 の性 質 に よ って決 定 す る。 これ は 、

Humphreyケ ースで明確化 された ことである。戦災補償請求委員会は裁決機関であ り、 こ

れは司法的であるとい える。証拠 と法的思考 に基づいて裁決 を行 う機関は大統領 と連邦議

会の双方 の支配か ら自由でなければな らない。 よって大統領 に罷免権は与えられていない、

とい う判決が下され た。

 この判決の結果、大統領 は司法作用を行使する公務員を罷免す ることはできない、また、

連邦議会 も罷免 に介入 してはならない ことが明確になった。

 この後 も大統領の罷免権 をめぐるい くつかのケースが存在す る。代表的なケースとして、

Morrison v. Olsonが ある。詳細 は省略す るが、 この判決では過去 と判断基準が異なってい

る。過去の判断基準である職員が執行的権限を行使 してい るか、ではな く、大統領が執行

権 と、法律が誠 実に執行 され るよ う配慮す る権 限を行使す ることを連邦議会が阻害 したか

どうかが問題 だとしたのだ。 このようにケースによって判断基準は異なっている。

3.結 論

 最後に、冒頭で述べた 「責任の所在」について考えたい と思 う。そ もそも起草者 たちは、

執行権、行政権が あいまいで あることで問題が起 こると予想 できなかったのだろ うか。そ

こで起草者たちの考 えを探 りたい。起草者たちは、政府 による専制 を防止 し自由を確保す

るため、権力の分立は不可欠だ と考 えていた。 しか し、起草者 たちはそれぞれの権力を厳
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格に分けるのではな く、連邦議会、大統領、最高裁 をは じめ とす る裁判所が権力の一部 を

共有 して、互いに調整、抑制 し合 うことによって、権力の均衡 を保 と うとしたのだ。 たと

えば、連邦議会は法案 を審議 し、法律 を制定する立法機関である。 しか し、大統領が提議

す る行政府書簡が全法案 の75%に も達 していることを考 えると、大統領 もまた立法機関と

しての役割 を果た してい る。 また、連邦最高裁 の主要な職務は法解釈である。 しか し、多

くの刑事事件や民事事件で法解釈の機能を果た してきた連邦最高裁は、連邦議会 を しのぐ

立法機 関になっているのだ。最高裁では、厳格な権力分立 をすべきか、柔軟な権力分立を

すべ きかで揺れてお り、判決に一貫性 はあ るとは言いがたい。私 は、 この柔軟な権力分立

とい う考 え方は興味深 い と感 じた。起草者たちは三権 をめ ぐって問題が起こることは、悪

いこ とではない と考えていたのかも しれない。憲法 で完全 に型をきめて しま うと、その後

時代の変化 に柔軟 に対応 してい くこ とはできない。結局行政権、執行権 とい う部分 はあえ

て 「責任の所在」 をはっき りさせ ていない と解釈することもできる。

 しか し、考 え方 は興味深いが 「責任の所在」があいまいなままで物事は うま く進 まない。

だか らこそ、裁判所が一つ一つのケースについて 「責任の所在」を明 らかにす ることは意

味があるのだろ う。 日本で独立行政委員会が廃れて しまったのは、 「責任の所在」 を明確に

する機会がなかったか らだ と思 う。 日本 の場合 は、行政権 は幅広 く考 え られてお り、アメ

リカ とは違 った意味で権力 を共有 している部分 もあるはずだ。 しか し、共有す ることで抑

制 し合い、権力の均衡 を保 ってい るとは思 えない。 む しろ権力 を共有す ることで安心感が

生まれ、お互いに責任を転嫁す ることも多い。

 アメ リカでは、きっ とこれ か らもこうした権力 を共有 している部分 で訴訟が起 きること

はあるだろ う。そ して最高裁 はその都度、 「責任の所在」 を明 らかにす る役割 を担 うのであ

る。
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