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Ⅰ　はじめに

1　執筆にあたって

2012年12月26日、第二次安倍晋三政権誕生を皮切りに、安倍首相はアベノミク



250　政治学研究55号（201６）

スと呼ばれる一連の経済政策から、国内の経済成長を推進してきた。それに加え

て首相は、憲法改正にも意欲を見せてきた。その端緒は、2014年 4月の自由民主

党（以下、自民党と表記）による全11章110か条にわたる日本国憲法改正草案の発

表となって表れている。本草案について自民党が、「結党以来、自主憲法制定を

党是としています。占領体制から脱却し、日本を主権国家にふさわしい国にする

ため、これまで憲法改正に向けて多くの提言を発表してきました。」1）とコメント

していることからも、自民党が、国民の民意を反映した日本国憲法の改正に向け

て積極的にコミットしてきたことは明らかであろう。この発表を皮切りに、憲法

9条から導かれる日本の安全保障政策は、国民の議論の的となっている。

安倍首相は世間の注目を浴びながら、2014年 5月15日、11法案からなる安全保

障関連法案を国会に提出し、 7月 1日に、憲法 9条から導かれる解釈としては集

団的自衛権の行使が違憲であるとする従来の解釈から、それを容認する解釈へと

変更した。そして、2015年 7月16日に衆議院本会議で賛成多数により可決し、 9

月19日には関連法案の成立へと漕ぎ着け、野党の反対の中で憲法 9条を改正する

ことなく解釈改憲を強行した。しかし、本法案の不透明かつ曖昧な内容と、それ

を巡って僅かにしかなされなかった議論を理由に、野党からの猛反対・国会前で

の民衆（SEALDs等）の大規模なデモを引き起こし、「戦争法案」、「立憲主義を破

壊しかねない行為である」などの非難が相次いでいる。

ところで、ここでいう「立憲主義」は、日本を含むすべての法治国家において

大切にされてきた概念である。これは中世に国家形成が始まる頃から、国家統治

のあり方に対して膨大な血とエネルギーを代償としながら獲得されてきたもので

あり、現在では「近代主権国家の成立を前提として、その権力を憲法によって制

限し、それにより国民の権利と自由を確保する思想」2）を通説とした考え方となっ

ている3）。少なくとも戦後日本の歴代首相及び内閣は、日本国憲法を基に、立憲

主義に則った執政（法の支配）を進めてきた。

しかし、現在日本の外交関係は、対米・対中などに限らない数多くの国家に広

がり、極めて広範な世界情勢にまで神経を行き届かせなければならないフェーズ

に入っている。こうした世界情勢を引き金として、国連憲章51条と集団的自衛権

を制約する条文の不在等を理由に、安倍政権は集団的自衛権容認とその行使を可

能にする安全保障関連法の成立に踏み切ることで、外交対策を講じている4）。で

は、こうした世界情勢に影響を受けた安倍政権の安保法制、特に集団的自衛権に

まつわる見解や動向を、憲法学的な観点から捉えたとき、これらは立憲主義およ



251

び法の支配を遵守しているのだろうか。本論考では、この点についてまず考察を

進めていくことにする。

2　問題の所在

（ 1 ） 安倍政権の集団的自衛権の動向

集団的自衛権の詳細な検討に入る前に、まずは安倍政権の憲法改正及び集団的

自衛権における動きを簡単に紹介しておこう。2006年 9月26日、第一次安倍内閣

の組閣時の所信表明演説では、首相は憲法改正について次のように述べている。

「国の理想、かたちを物語るのは、憲法です。現行の憲法は、日本が占領されて

いる時代に制定され、既に60年近くが経ちました。新しい時代にふさわしい憲法

の在り方についての議論が、積極的に行われています。与野党において議論が深

められ、方向性がしっかりと出てくることを願っております。まずは、日本国憲

法の改正手続に関する法律案の早期成立を期待します。」5）

このように安倍首相は、首相就任当時から憲法改正について、具体的な議論は

避けたものの強い関心を表明していた。そして、その意志は、2014年 4月の自民

党による日本国憲法改正草案の発表という形で明確に表された。中でも、憲法 9

条の解釈を巡る集団的自衛権の問題に関しては、2007年 4月に首相の私的諮問機

関として、「安全保障の法的基盤に関する懇親会」（以下、安保懇と表記）が発足

した。安保懇は安倍内閣退陣後に一時的にたなざらしとなるものの、第二次安倍

内閣組閣後に首相は、憲法改正に向けた安保懇を2013年 2月に再発足させると、

集団的自衛権を中心とする憲法解釈の改正に向けた動きを加速させた。そして、

2014年 5月15日に安保懇は集団的自衛権容認の内容を含む報告書6）を提出し、そ

の報告書発表後に、安倍内閣は 7月 1日の集団的自衛権の行使は違憲とする判断

を変更し、容認する旨を閣議決定した。そして、 9月19日参議院本会議で賛成多

数をもって可決され、これにより自衛隊の海外での集団的自衛権行使に道を開く

法案が成立した。

（ 2 ） 自衛権解釈の大転換

この集団的自衛権容認における安倍政権の動向は、様々な問題を孕んでいると

して国民はおろか憲法学者からも強い批判を受けている。その一例として、長谷

部恭男教授は「この変更は、憲法 9条の存在意義をほとんど無に帰すばかりでな

く、憲法によって政治権力を制約するという立憲主義を覆すものである」7）と発
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言している。

そのような批判が持ち上がる理由の一つとして、今回の変更によって集団的自

衛権における議論が大きく転換した点が挙げられる。日本政府のこれまでの否認

論は、戦力の行使を全面的に否定している憲法 9条について、日本を防衛するた

めの必要最小限度の実力の保持とその行使を禁ずるものではないとして、個別的

自衛権を肯定すると共に、集団的自衛権を否定するという趣旨であった。例えば、

1972年10月、政府が参議院決算委員会に対して提出した文書において政府は、「自

衛の措置は国民の権利を守る必要最小限度の範囲にとどまるべきで、集団的自衛

権の行使は許されない」8）という判断を示していた。また、1990年代に入り湾岸

戦争を機に日本で「国際貢献」が叫ばれた時代に、当時条約局長であった柳井俊

二（現安保懇座長）も、衆議院外務委員会において「従来より……集団的自衛権

の行使は憲法上認められないという政府の一貫した立場がございます」9）という

答弁をしている。

このような反対論に対して現在の容認論は、以下の 4点を容認の前提として提

示している。つまり、 9条解釈に係る憲法の根本原則としての、①基本的人権と

根幹としての平和的生存権及び生命・自由・幸福追求権、②国民主権、③国際協

調主義、④平和主義である。そして、憲法前文の「われらは、全世界の国民が、

ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有する」という箇所

と憲法13条の生命、自由、幸福追求権を引用することで、「これらは他の基本的

人権の根幹ともいうべき権利である。これらを守るためには、我が国が侵略され

ず独立を維持することが前提条件であり、外からの攻撃や脅迫を排除する適切な

自衛力の保持と行使が必要不可欠である。つまり、自衛の保持と行使は、憲法に

内在する論理の帰結でもある。」10）と述べている。この議論は、憲法前文の平和

的生存権11）と憲法13条を基に、集団的自衛権の容認を導いているのであるが、

それが可能であるかという議論はさて置いて、安倍政権が単独でこのような容認

論を持ち出したことそれ自体に注目したい。集団的自衛権は認められないとして

きたこれまでの政府の見解を突然、しかも安保懇による曖昧な法理論を参考に変

更することは、その安倍政権の議論が納得いくものであったとしても、各政府の

判断次第で行政活動を正当化するのが可能であることを想起させるものである。

そのため、長谷部教授のような批判が出て来るのは当然の帰結であると思われる。
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（ 3 ） 内閣法制局の人事変更

以上のような集団的自衛権の解釈転換に付随する重大な問題としては、安倍内

閣による集団的自衛権容認に向けた内閣法制局長官の人事異動が挙げられる。集

団的自衛権は勿論のこと、政府の行政活動全般における憲法解釈は、内閣が単独

で理論を構築している訳ではない。憲法と矛盾することなく、かつ円滑に実施で

きるような法的枠組みを整備する内閣法制局という組織に依って、時々の政権は

円滑に立案することが可能となっている。また、内閣法制局は、法令案の法的審

査（審査事務）及び首相・大臣に法律問題の意見を提言（意見事務）しており、こ

の組織に依って日本の立法レベルの整合性や一貫性が保たれ、その程度は極めて

高いと言われてきた12）。しかし、その法制局において2013年 8月 8日、集団的自

衛権に反対を唱えていた山本庸幸内閣法制局長官は内閣の命により退任する事と

なり、安倍内閣は後任に、集団的自衛権賛成派の元外務省国際法局長で駐仏大使

の小松一郎を任命するという人事異動があった。しかし、これには集団的自衛権

容認の議論をスムーズに行うための趣旨が隠されているのではないかとして物議

を醸すこととなった13）。

何故なら、歴代内閣法制局長官の「第一部長→内閣法制次長→長官」という昇

進ルートに、小松一郎前駐仏大使は全く沿わないものだからである14）。この昇進

ルートを、「内閣法制局長官というポストは法制局での一定期間のキャリアを要

する」ことを意味するという前提で考えるのであれば、法制局のキャリアを積ん

でいない外務省の官僚を抜擢したことが、いかに異例事態であったかが分かる。

以上のような内閣の内閣法制局に対する人事変更について、南野森教授は、「集

団的自衛権行使を実現する手段は、法的に正当化できるものでなければならない

以上、法の専門家の意見に耳を傾ける必要がある。政策上の必要性から、過去半

世紀の歴代内閣の憲法解釈は誤っていたなどと嘯くことほど大きな誤りはないだ

ろう。」15）との批判的な意見を述べている。つまり、今回の更迭人事が、天皇を

主権者としていた大日本帝国憲法から国民を主権者とする日本国憲法の変遷の中

で培われてきた、「人の支配から法の支配へ」という考えに逆行するような内閣

の強行と捉えられることは必至というわけである。

ここまで、集団的自衛権の立憲主義的観点から見た問題点を提起した。これま

での集団的自衛権に関する議論の焦点は、（その他の政治的なテーマについても似た

ような傾向があったが）政府の見解や動向および、集団的自衛権の解釈論につい

てであった。勿論、それも重要な論点の一つではある。しかし、先述したように、
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行政府（内閣）主導の憲法解釈の優位性や、内閣による法制局への一方向的な憲

法解釈の要請（人事変更等）もまた、集団的自衛権を巡る重要な論点ではないか

と思われる。

そこで本論考では、集団的自衛権における行政府の憲法解釈を考える上で、ま

ず、日本において憲法解釈の権力を持つ三権（行政権、司法権、立法権）の関係に

ついて検討を加え、行政府の憲法解釈権力の実効性を指摘する（第Ⅱ章）。そして、

行政府でも法令解釈において重要な役割を果たす内閣法制局が抱える二面性―

「法の番人」と「権力の侍女」―を明らかにする（第Ⅲ章）。最後に、その法制

局の二面性の打開策を検討して、集団的自衛権の憲法解釈問題における内閣法制

局の憲法解釈の在るべき姿勢を考察する（第Ⅳ章）。

Ⅱ　憲法解釈権力の所在

本章では憲法解釈について考察を進めるが、そもそも憲法は三権（司法、立法、

行政）にそれぞれ責務を与えている（三権分立）16）点に触れておきたい。日本の政

治において、司法府は憲法解釈に基づいて司法権を、行政府は憲法解釈に基づい

て執政権を、立法府は憲法解釈に基づいて立法権を行使している。このように三

権はそれぞれ憲法によって、その権限を与えられ、各々が憲法解釈を行うことで、

権力の一点集中を回避している。

蟻川恒正教授は、「憲法解釈」より更に踏み込んで、「憲法解釈権力」という新

たな用語を持ち出している。そして、「憲法制定権力」17）や「憲法改正権力」と

はその意味を異にしていることを前提とした上で、憲法解釈権力を「強い意味で

は、ある国家機関が行う憲法解釈に他の国家機関を、たとえ後者の国家機関が前

者の国家機関の憲法解釈を誤りであると解しているとしても、従わせることがで

きる権威（authority）ないし権力を有していること」18）であると説明し、集団的

自衛権におけるこの権力の検討の重要性を述べている。では、日本の三権におけ

る憲法解釈権力はどのような実態となっているのか、本論考では、司法と行政の

憲法解釈に焦点を絞って議論を展開したいと思う19）。

1　最高裁判所説

（ 1 ） 法的根拠

憲法解釈と言われて一番馴染みあるのは、司法権の最高権力である最高裁判所
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が条文の字義解釈を行うことであろう。最高裁判所は、第76条 1項「すべて司

法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属す

る。」および、第81条「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法

に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」という憲法

上の規定によって、憲法解釈権が保障されている。

この二つの条文から、法律上の訴訟を法の適用解釈によって解決することが、

司法権の役割であるといえる20）。これに加えて佐々木惣一教授は、最高裁判所が

憲法裁判所として、法令の合憲性を巡る争いに決着をつける上で重要な役割を果

たしていることについて次のように述べている。「或る国家行為について、それ

が憲法に適合するかしないかの、疑義が起こったときは、これを決定する国家機

関がなくてはならぬ。国家行為の審査の結果が、合憲性そのことについては、他

のものによりて従われるべきである、ということである。（中略）かかる合憲性

決定権は最高裁判所のみがこれを有する。」21）。ここから、最高裁が憲法裁判所と

捉えられるかについては疑問があるものの、最高裁が少なくとも通常の事件を解

決することに付随して憲法解釈を行うことは確かであり、最高裁判所が制度上の

合憲性決定権を有している（＝制度上の憲法解釈権力を有している）ことが確認で

きるであろう。

（ 2 ） 司法消極主義からの検討

ここまで、最高裁判所が制度上の憲法解釈権力を有していることを確認した。

しかし、現実政治に目を向けると、最高裁判所は司法消極主義をとっていると言

われている。司法消極主義とは、法令の違憲審査を慎重に行い、「立法府・行政

府という政策決定者の決断は最大限度の『敬譲と敬意』をもって扱うべきだよと

いう立場」22）をとるものである。実際に、日本の最高裁の違憲判決数が現時点ま

でで10件ほどに過ぎず、違憲審査の先進国であるドイツやアメリカと比較してか

なり少ないことからもそれは明らかである23）。

この司法消極主義は、前述の佐々木説の「最高裁が憲法裁判所たりうるのか」

という議論を焦点とするところに結びついており、この点に関する最高裁の判断

について第二代最高裁長官である田中耕太郎時代の「警察予備隊違憲訴訟」を例

に挙げて説明したい。この事件は、1950年の朝鮮戦争においての警察予備隊の組

織や編成が、「警察」以上の実力を持っており、憲法 9条 2項に反するとして争

われた訴訟である。この裁判で、原告側は次のように述べた。「最高裁には、地
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裁や高裁といった通常裁判所の最上級の裁判所として、一般の事件を最終的に判

断する役割がもちろんある。他方、最高裁には、具体的な事件を離れて、抽象的

に法律などが憲法に適合するかどうかを判断する役割もある。」24）しかし、田中

長官以下13人はこれに対し真っ向から否定し、訴えを却下した。その理由として、

「最高裁判所は、具体的な事件が提訴されないのに、憲法や法律などの解釈に対

する疑義・論争に関し、抽象的な判断を下すことはできない。」25）と述べた。そ

してこの判旨は、最高裁が憲法裁判所の役割を持たないことを宣言したものであ

る、と一般には理解されている。この事件以後、法令の違憲審査権の消極的な行

使の態度が現れるようになり、吉田内閣時の解散に異議を唱えた「苫米地事

件」26）においては、「統治行為論」という考えを最高裁は示すに至ったのである。

このように最高裁判所が、統治行為論、立法裁量論、憲法判断回避など様々な

用語を用いて司法消極主義をとる理由の一つに、行政府の法令審査を行っている

内閣法制局との役割の類似化がある（内閣法制局の役割については第Ⅲ章）。例えば、

2003年に山口繁元最高裁判所長官は内閣法制局が事前に、最高裁判所は事後に違

憲審査を行うという点を強調した上で次のように述べている。「法律案は大半が

内閣提出法案でありましたために内閣法制局による法案審査がなされます。そこ

で厳密な合憲性の検討がなされておりますので、違憲ではないかという問題提起

がなされるような法令自体が少なかったのであります。」27）。

ただし、これは法制局の審査の質が高いこと、そして内閣法制局も最高裁判所

も異なる機関でありながらも、法令審査における憲法解釈論的には、どちらも同

質であるのを認めているということを意味している。そしてそれは極論として、

裁判所による違憲審査が不要であることにも繫がりかねない。

（ 3 ） 司法府の事前審査の限定性

前項では、内閣法制局との役割の類似化を起因とする最高裁の司法消極主義か

ら、現実政治における実効的な憲法解釈権力の欠如について検討した。前項の違

憲審査における法制局との類似化の議論の中で、最高裁判所は事後的に違憲審査

を行うとする議論を展開したが、事前審査の役割も実質的に示しており、例えば、

行政解釈によって国民の権利利益に不利益がある場合の、行政権に対する事前の

司法統制としての予防訴訟があげられる28）。ただし、最高裁判所は予防訴訟の許

容性に関して、かなり限定的な態度を示している。その例として「勤評長野方式

事件」における最高裁判示に次のような記述がある。「具体的・現実的な訴訟の
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解決を目的とする現行訴訟制度の下においては、義務違反の結果として将来何ら

かの不利益処分を受ける恐れがあるというだけで、その処分の発動を差し止める

ため、事前に右義務の存否の確定を求めることが当然許されるわけではなく、当

該義務の履行によって侵害を受ける権利の性質およびその侵害の程度、違反に対

する制裁としての不利益処分の確実性およびその内容または性質等に照らし、右

処分を受けてからこれに関する訴訟の中で事後的に義務の存否を争ったのでは回

復しがたい重大な損害を被る恐れがある等、事前の救済を認めないことを著しく

不相当とする特段の事情がある場合は格別、そうでないかぎり、あらかじめ右の

ような義務の存否の確定を求める法律上の利益を認めることはできないものと解

するべきである」29）。このような最高裁判所の判示から、「現行法上、予防訴訟は

要件をかなり絞って、極めて例外的に許容されるに過ぎない」30）と考えるべきで

ある。

予防訴訟が認められた例として、頭髪の強制剪剃の差し止めを求めた訴えがあ

げられる。東京地方裁判所は、「頭髪の剪剃は、いったん実施されれば、原状に

回復することは不可能であり、その意味において、事前の差し止めを認めないこ

とによる損害は回復すべからざるものであり、現行法上、事前の差し止めを訴求

する方法以外に他に適切な救済方法もない」31）と述べて適法としたのである。

以上までの検討から、最高裁判所の司法統制について次のように言うことがで

きる。国民が行政権による憲法および法律の解釈に対する司法審査を求めるため

には、行政権による解釈に基づく具体的な行為が求められるということである。

しかし、当該法解釈そのものを直接行政訴訟とすることは、原則として認められ

ていない。また、「行政権の法解釈によって、国民の権利・利益に不利益が発生

する虞のある時、予防訴訟を提訴することは、「特段の事情」がある場合に極め

て例外的に許容されるに過ぎないというべきであろう」32）。

以上までの議論から、司法府は憲法から導かれる制度上の憲法解釈権力を有し

ているものの、事後的審査かつ司法消極主義の観点から（事前審査も極めて例外的

にしか認められないため）、最高裁判所の実効的な憲法解釈権力は極めて小さいこ

とが確認できるだろう。

2　行政説

次に、行政府の憲法解釈権力についての議論を紹介する。蟻川恒正教授は、内

閣（行政府）が先述した強い意味での憲法解釈権力を有してはいないとしている。
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しかし、「自己の職権行為として憲法解釈を行いうる（＝合憲性の審査を自らの職

権行使として行うことができる）」33）国家機関を弱い意味での憲法解釈権力と定義し

ている。そして、内閣による合憲性の審査は、「様々な政府の行為の憲法適合性

を」「法案作成段階」で「確保」する上で必要とされるが34）、一般的または特別

的な行政の事務については、内閣の職務を定めた憲法73条その他により、また、

法律案の提出については、憲法72条その他により、どちらも内閣の職掌（憲法65

条）に属すると考えることができるため、内閣の憲法解釈は、内閣の職権の行使

としてなされるものということができる。よって、内閣は自らの職権行為に合憲

性の審査があり、弱い意味での憲法解釈権力を有している35）と論じている。た

だし、集団的自衛権容認に向けた議論においては、「法案作成段階」よりも更に

前段階において、首相の理想とするイメージをそのまま憲法解釈へ結びつけてい

ることが、正当な根拠と呼べるのだろうかという議論の余地も残している36）。

3　若干の検討―行政府の優位について

ここまで、司法府（最高裁判所）と行政府（内閣）の憲法解釈及び憲法解釈権

力について確認してきた。そもそも、憲法解釈の関係性における議論が起こる理

由としては、憲法そのものが、憲法によって拘束されるはずの者によって解釈・

運用されざるを得ないためである。それはつまり、憲法は憲法政治の実践の場で

初めてその意味を与えられることを意味している37）。

これを踏まえて日本での憲法解釈に目を向けると、行政府は、憲法99条に規定

されている公務員の憲法尊重擁護義務の下、憲法条文のルールを執政権の行使と

いう形で明らかにする（＝実践する）役割を主に担っている。加えて、内閣法制

局による数多くの閣法の事前の憲法解釈まで行っているのである。その一方で司

法府は、憲法の条文解釈を明らかにする役割を担い、制度上の憲法解釈権力を有

している。しかし、その憲法解釈は消極的かつ限定的なものに過ぎない。

以上から、司法府（最高裁）に憲法上強い意味での憲法解釈権力が最終的に付

与されていたとしても、行政府（内閣）による憲法解釈の方が―最高裁が異なっ

た解釈を示さないかぎり現実を支配する力を持っているという意味で―司法府

の憲法解釈より実効性がある38）（＝司法府よりも大きな憲法解釈権力を有している）

ということになるだろう。

本章では、日本の現実政治における行政府の司法府に対する憲法解釈権力の優

位性について検討した。次章では、内閣の法的部門として法理論に道筋を立てて
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きた内閣法制局に着眼する。行政府における法制局の機能及び内閣との関係性の

検討から、内閣法制局の憲法解釈について考察していきたい。

Ⅲ　内閣法制局の憲法解釈

1　内閣法制局の沿革と所掌事務

まず、内閣法制局の歴史的沿革について述べると、明治維新後に日本が法治国

家として歩み始めるとともにスタートしている。原型としては、太政官制が発足

した明治 6年に太政官正院参議の下にあるとされているが、法制局は、内閣制度

の創設に合わせて「内閣総理大臣ノ管轄ニ属」する組織として法制局が設置され

た明治18（1885）年12月23日を創設記念日とする39）。戦後には GHQの命令によ

り一時的に解体され、その機能が法務庁（その後法務府）に移管されたが、日本

の独立の回復と同時に法制局設置法が制定されて、今日にまで至っている40）。

法制局の人員配置は、長官が 1人、他に、①長官を助け、局務を整理する内閣

法制次長が 1人（内閣法制局設置法 5条 1項、 2項）、②命を受け、所掌事務をつ

かさどる内閣法制局参事官（法 5条 1項、 3項）と、③命を受け、事務を整理す

る内閣法制局事務官が置かれている。また、参事官の人員については、兼職者を

除き、各部を通じて24人を超えることができない（同法施行令 8条）。

内閣法制局の職責については、主に①審査事務と②意見事務の 2つがある。そ

れぞれ、内閣法制局設置法は次のように規定している。「①閣議に附される法律

案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、

内閣に上申すること（内閣法制局設置法 3条 1号）、②法律問題に関し内閣並びに

内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること（同条 3号）」。

まずは、①の審査事務について言及する。内閣法制局が審査を行う対象は、法

律案及び政令案と国会の承認が必要となる条約案である。法律案の審査では、憲

法適合性、他の現行法制との整合性、立法内容の法的妥当性といった内容面につ

いての検討は勿論であるが、題名、章立て、条文の配列等の全体の構成の適否な

どに至るまで相当な時間を要する。換言すれば、「下は文章の付け方から、上は

憲法を始め他の法令との対照、抵触の排除に及ぶもの」41）である。そして、この

審査事務は法制局における第二部から第四部までに所属する内閣法制局参事官に

よって行われている42）。審査の仕事は、法律案の全体像を一切の漏れなく理解し

た上で、大小さまざまな問題点を検討する必要があるため、大変手間のかかるも
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のであることが分かるかと思われる。

次は②の意見事務についてである。法令の合憲性の最終的な判断については、

前章での最高裁判所説で触れたように、憲法81条に基づき最高裁判所が行うこと

とされている。しかし、憲法99条が公務員の憲法尊重擁護義務を定めていること

等を考えれば、行政府が日々その権限を行使するにあたって、憲法を適切に解釈

することが必要だと思われる43）。憲法の各規定は各府省の所掌する仕事と深く関

係しており、その解釈が一貫性を欠くことは許されない。やはり、統一した憲法

解釈が必要になるのである。勿論、この憲法解釈は最終的に内閣の責任により行

われるが、当初の各省府による憲法解釈に疑義がある場合や関係省庁間において

争いがあるような場合には、内閣法制局が意見事務を行うことでそれを解決して

いるのである。この意見事務は、法制局の第一部に属する内閣法制局参事官に

よって行われている。

この 2つの事務に関連して、国会で答弁を述べる事務（大石眞教授は、「答弁事

務」と呼ぶ）44）について補足しておく。この職務は、①意見事務をしている関係上、

国会において憲法解釈における法的問題で意見を求められた際に、法制局は答弁

を述べる、②審査事務をしている関係上、法制局の審査を終えた閣法が委員会に

渡った際に、これについての質疑を法制局が答弁する、といったものである。

以上、内閣法制局設置法や法制局の所掌事務である 2つの事務及び、答弁事務

について簡単に説明を加えたが、法制局が政府の立法に係る事務を円滑かつ効率

的に運営するために大きな役割を果たしていることを確認した。次節では、内閣

法制局の所掌事務について更に考察を進め、法制局の憲法解釈における役割の重

要性を検討したい。

2　所掌事務の更なる考察―「法の番人」としての法制局

所掌事務の更なる考察にあたって、審査事務を素材にし、日本の立法過程につ

いて話を進めたい。日本では、毎年多くの法律が制定されており、平成10～19年

までの10年間で1,574件、平成20年から安倍内閣が成立した平成24年までの 5年

間では、合計498件の法律が公布されている45）。国会で可決される法律案は国会

議員が提出する「議員立法」と、政府が提出する「閣法」に分類される。そして、

公布された法律案全体の 7～ 8割は閣法であり、これは、政府の提出法案の成立

率が議員提出法案のそれを大きく上回っていることに起因する（政府提出法案の

成立率は 9割に達している）。
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そして、政府は法律でなければ決められない内容、すなわち国民の権利・義務

に関する事柄をその中に含まないものは法案として国会に提出しないこととして

いる46）。結果的に、税法や会社法のように内容が複雑なもの、憲法との関係性が

問題となるもの等は、政府から提出されている。そして、この閣法の原案は省庁

により作成され、内閣法制局の審査事務によるチェックの後に閣議決定され、内

閣総理大臣から国会に提出される47）。つまり、内閣法制局は各省庁が作成する法

案をすべて審査している。そして、通常国会での100件近い閣法に対し、法律案

の一言一句、句読点まで細かく、厳格な審査をしているのである48）。以上から、

内閣法制局は、日本における重要な法案の殆どを審査する重大な責任を背負って

おり、日本の行政活動に対する一貫した法理論に大きな影響を与えていることが

確認できる。

こうした厳格な審査を行う法制局の憲法解釈の姿勢は、政府による政策転換が

あったとしても、基本的に憲法解釈から導かれる結論は一つでなければならない

という理由から、みだりに変更されることはない。それは、1978年 4月 3日参議

院予算委員会で真田秀夫内閣法制局長官が、次のように述べていることからも明

らかである。「憲法をはじめ法令の憲法解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等

に即しつつ、それが法規範として持つ意味内容を論理的に追求し、確定すること

であるから、それぞれの解釈者にとって論理的に得られる正しい結論は当然一つ

しかなく、幾つかの結論の中からある政策に合致するものを選択して採用すれば

よいという性質のものではないことは明らかである。」49）

内閣法制局のこのような憲法解釈における厳格性と一義性への執着姿勢は、最

高裁判所との役割の類似化（第Ⅱ章 1節 2項）や、最高裁から下される僅かな違

憲判決数を導いており、行政府の「法の番人」と言わしめている所以であろう。

3　内閣と内閣法制局の関係性―「権力の侍女」としての法制局

ここまで、内閣法制局の所掌事務の検討から、行政府での法令審査における重

要性を確認すると同時に、法令審査における厳格な姿勢についても確認した。し

かし、法制局の「法の番人」たる姿勢はその一方で、新しい考えや政策が出にく

いとの指摘を受けており50）、結果的に集団的自衛権の議論において内閣との緊張

関係を引き起こした。内閣の法制局に対する人事異動の断行や内閣主導での憲法

解釈の変更は、その具体的事例である。こうした現状から、集団的自衛権の議論

における、内閣の内閣法制局に対する憲法解釈の優位性を確認できるのであるが、
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元内閣法制局長官の阪田雅裕は、この二つの憲法解釈の関係性について次のよう

に述べている。「憲法は、特定の省庁が所管をしているわけではなく、また、同

じ憲法の規定について省庁によって理解が異なるようなこともあってはならない

から、政府において憲法に関わる問題が生じたときの第一義的な対応には、内閣

法制局が当たらざるを得ないことになる。その結果往々にして、あたかも内閣法

制局が憲法を所管してでもいるかのような印象を持たれることがあるが、内閣法

制局はあくまでも内閣の補佐機関に過ぎないから、憲法解釈に関しても、政府と

しての最終的な判断は、内閣そのものによって行われることは論を待たない。」51）

ここから、内閣法制局は内閣の補佐機関として法令審査を行う役割に留まり、法

の確定権限は内閣が有しているということが確認できる。その為、集団的自衛権

を含む安保法制の議論を巡って、内閣が憲法 9条解釈を変更する度に内閣法制局

は内閣の補佐機関として、苦しい法理論を立てなければならなかったのである。

このような内閣法制局の姿勢は、まさしく「権力の侍女」52）的な役割であり、野

党から、内閣の憲法解釈を後押しするだけの「三百代言」だという批判を受ける

のも仕方のないことである。

内閣法制局の「権力の侍女」の役割を肯定することは、内閣にとっては大変都

合がいいかもしれないが、こうした状況は、内閣が変わる度に憲法の解釈が変わ

り、法律が変わることを意味する。そうなると、憲法をはじめとした法そのもの

の安定は根本的に覆され、もはや法治国家とは言えなくなる可能性が生じてくる。

例えば、大森政輔元法制局長官は、憲法解釈の変更について国会答弁を求められ

た際に、憲法解釈には全体の整合性や論理性が必要であるとし、政策的見地から

変更を行うことは政府の憲法解釈の権威を弱め、法秩序を損なうと述べており、

その危険性について警鐘を鳴らしている53）。

4　内閣法制局と政治主導

前節までで、内閣と内閣法制局との関係性から導かれる内閣法制局の二面性か

ら、集団的自衛権における「内閣主導」の憲法解釈転換の危険性について確認し

た。しかし、内閣と内閣法制局の緊張関係は問題点とされるどころか、過去には、

政党内において内閣法制局が政治において不必要なのではないか、という議論ま

でもが飛び交った。そのハイライトが、自民党政権から政権交代により民主党政

権が誕生した2009年である。それはまず、内閣法制局長官の国会答弁の禁止と

なって現れた。民主党政権の「政治指導」方針は、小沢一郎民主党幹事長（当時）
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が自由党時代に出した「日本一新11法案」にその原点がある。11法案の中には、

「国民主導政治確立基本法案」もあり、「官僚が国会審議や議員の活動に口を出す

ことを禁止し、政治家自身が政策を立案・決定する本来の制度に改め」54）ると

あった。また、行政機関職員と国会議員との接触制限も定められ、違反した時に

は懲戒処分の対象になり、更に、「内閣法制局廃止法案」まで準備される始末で

あった。民主党政権時に行われた法制局長官の答弁禁止が持つ制度的な問題点は、

その答弁が行われれば、内閣が法制局の意見を国会がチェックしていたにも拘わ

らず、それを行うことができなくなってしまうということになる。

内閣法制局はこのように内閣や政党から、法制局の存在意義について問われる

こととなったのだが、法制局の存在意義を明確に示したものとして、1998年 5月

8日第142回国会衆議院行政改革特別委員会において村岡官房長官は、次のよう

に述べている。「内閣法制局は、内閣がその職務として憲法72条に基づき法律案

を国会に提出し、または憲法73条に基づき政令を制定することとされていること、

及び国務大臣がその職責を果たすにあたり憲法の尊重擁護義務があることにかん

がみ、法治主義の観点からこれらが適切に行われることを確保するため、法律専

門家としての立場の立場において内閣を直接補佐することを主な任務としてい

る。」55）。ここで、内閣法制局の存在意義に、法治主義や国務大臣の憲法尊重擁護

義務の確保を挙げている点が重要である。内閣が法制局の意見を尊重しないで、

独自の憲法解釈を行ったとき、国務大臣の憲法尊重擁護義務違反の問題も生じる

であろう。やはりこうした発言からも分かるように、内閣法制局は、我が国にお

いて正しく憲法を理解し、法律を誠実に執行する上で非常に重要な機関であり、

立憲主義を根底とした法の支配においてその存在意義は大きなものであることを

改めて強調しておきたい。

5　小　括

本章では、行政府の中の内閣法制局の憲法解釈について、内閣との関係性から

考察を進めてきた。内閣法制局は意見事務・審査事務・答弁事務といった職掌か

ら、行政府の憲法解釈における法理論を長年確立してきた。特に法令審査におけ

る憲法解釈の論理性の高さから、法制局は、行政府の「法の番人」と呼ばれてき

た。その一方で、内閣法制局設置法から制度上導かれる「内閣法制局の補佐機関」

としての立場から「権力の侍女」とも呼ばれ、この二面性に対する批判が相次い

だ。
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例えば、「憲法の番人」の側面に対しては、その法への硬直的な審査体質につ

いて、「法制官僚の法制機能をとおしての各省庁支配は、またその法制官僚なる

がゆえの保守的気質と結合することによって、行政の前進的施策を大きく阻害す

る結果をまねいている」56）といった批判が加えられている。その一方、「権力の

侍女」の側面に対しては、「時の内閣の政策的意図に盲従し、何が政府にとって

好都合であるかという利害の見地に立ってその場をしのぐというような無節操な

態度ですべきではない」57）という批判が存在する。これを踏まえた上で、次章で

は、内閣法制局の相反する二面性を確認した上で、この二面性をどのように打開

していくかについて考察したい。

Ⅳ　内閣法制局の打開策

1　内閣法制局の憲法解釈モデル

この議論を進めるにあたって、横大道聡准教授のアメリカの OLC（司法省法律

顧問局）を巡る議論から、内閣法制局の解釈態度の在り方について言及した論文

を参照したい。当該論文では、内閣法制局の憲法解釈に関する三つのモデルを提

示している。一つは、内閣と法制局との関係を「弁護士と依頼人の関係に類する」

ものとして、法制局が内閣の望む通りの解釈を行うアドボケートモデル。二つ目

は、内閣法制局が「（理想的な意味での）司法と同じように客観的に正しい法の意

味内容を探る」とする司法モデル。三つ目は、「政治的・政策的考慮を持ち込まず、

可能な限り客観的に法の意味を探求」するような法解釈の準司法モデルである58）。

そしてまず、内閣法制局のアドボケートモデルについて、①内閣の決定に合わ

せて、その正当化された行為を「法の支配」の枠内とすることの違和感、②徹底

的な法案審査と法的整合性への拘りから導かれる法制局の権威を失墜させる可能

性から、この解釈モデルの可能性を否定している59）。

次に、司法モデルについては、来栖三郎教授の「法解釈とは、複数ある解釈の

うち解釈者の選択によって選ばれる主観的作用であって、客観的かつ一義的に

「正しい」意味を認識する作用ではない」60）という議論を根拠として、法制局の

論理的で一義的な憲法解釈の可能性に疑問を呈している。また、仮に内閣法制局

が裁判官と同様の憲法解釈を必要とするなら、行政府内に憲法解釈機関を設置す

ることについての違和感を指摘した上で、「勧告的意見」の可能性に言及してい

る61）。
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この勧告的意見は、日本の付随的審査制度の枠組みの下、新たに違憲審査制度

を活性化させる訴訟類型の一つとして注目されており、実際にアメリカ・カナダ

では採用されている。特にカナダでは、照会制度という制度で、勧告的意見が進

歩しており、通常の訴訟事件と同様の方法で審理されることから、完全に「司法

化」されていると評されている62）。佐々木雅寿教授は、この勧告的意見の日本に

おける導入について、憲法上、立案政策上も可能であるとする意見を述べてい

る63）。但し、現在の集団的自衛権の議論の中においては、即刻この制度が導入さ

れることは不可能であると考えられるため、勧告的意見導入の詳細な検討はここ

では行わないことにして、紹介に留めておくことにする。

ここまで、アドボケートモデルと司法モデルについて議論した上で、内閣法制

局は執行府の一機関としての自覚を持ち64）「国会議論における先例や議論の積み

重ね、歴史的実践を踏まえながら、執行府の憲法解釈として、よりよい解釈をな

すべきことが求められている」65）として、横大道准教授は、準司法モデルを推奨

すべきであると述べている。

2　コンセィユ・デタの検討

続いて、内閣法制局のモデルとなったフランスのコンセィユ・デタ内における

行政部66）の在り方を参照し、内閣法制局の憲法解釈について更なる検討を行い

たい。

この行政部は、フランス政府内部における一般的諮問機関であり、政府から義

務的・任意的になされる諮問に答申する役割を与えられている。この答申にあ

たって、答申担当者は、あらゆる方面から資料・意見を求め、行政部や訴訟部の

スタッフ・学者から意見を聞かなければならない。このような詳細な検討から答

申は、法的審査のみならず事実判断の領域にも立ち入り、審査については、本案

の実体に加えて手続的・形式的な側面にも触れる。こうした審査を行う行政部で

あるが、「政治的な選択に関して意見を述べることを自らに禁じ」て、「政治的な

目的の選択は政府の仕事であり、政府が選択した目的の実現のために用いる手段

の適法性あるいは妥当性を審理することが、行政部の仕事」としている。そして、

このような行政部の諮問制度は、各議会の審議において十分に尊重され、政府か

らの信頼を得ていた67）。
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3　考　察

以上まで、内閣法制局の二面性の打開策に向けて、三つの憲法解釈モデルとコ

ンセィユ・デタ内における行政部の答申や審査について紹介した。これを基に、

集団的自衛権における内閣法制局の憲法解釈の在り方を考察する。

1節で紹介した三つの憲法解釈についてであるが、内閣法制局は準司法モデル

での解釈を行うことが望ましいと考える。まず、アドボケートモデルについてで

ある。Ⅲ章でも確認したように、内閣法制局は日々、憲法と関係する閣法の法令

審査を厳格かつ詳細に検討することで、法令解釈に一貫性を持たせている。その

ため、アドボケートモデルを採用することは、政府の集団的自衛権における憲法

9条解釈に振り回され、法令解釈に一貫性を持たせる上で法制局の首を絞めるこ

とを意味する。それはつまり、内閣法制局の「憲法の番人」として、事前の法令

審査を担う意義を失い、日本の立憲主義に基づく法の支配を崩壊させることに繫

がりかねない。以上から、アドボケートモデルの可能性を否定する。

次に、司法モデルについてであるが、これを検討するにあたって、内閣法制局

と最高裁判所の存在意義の違いについて確認したい。大林啓吾准教授は司法と行

政の憲法解釈の違いについて、「①憲法条文の言語的意味を明らかにする作用は

司法および政治部門の両方が行うが、……司法は主に②その法的内容を明らかに

する作用を担い、政治部門は主に③憲法条文の法的ルールを明らかにする作用を

担う」68）と述べている。この点を敷衍すると、最高裁判所は言語的意味を明らか

にする役割を担い、内閣法制局は憲法条文の法的ルールを明らかにする役割を

担っているために、それぞれの機関が存在していると考えるのが自然である。そ

のため、内閣法制局が、「（理想的な意味での）司法と同じように客観的に正しい

法の意味内容を探る」司法モデルをとることは、政治的要素を斟酌することなく、

集団的自衛権における憲法 9条解釈を一義的にしか捉えないことになる。それは、

戦後から積み重ねてきた行政府の集団的自衛権の議論を無下にすることを意味す

るのである。以上から、横大道准教授と同様に、内閣法制局は「行政府の司法審

査を行う立場」としての準司法モデルでの憲法解釈が望ましいと考える。

また、「行政府の司法審査を行う」準司法モデルの内閣法制局として、「条文の

法的ルールを明らかにする」役割を担うには、政治という動態的なものに適応し

た憲法解釈が必要である。それには、コンセィユ・デタの行政部の審査のように、

①これまでの条文に対する解釈の確認と条文に関するあらゆる意見の集約を行う
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こと、そして②「法令審査を行うのであり、政治的批判を行うのではない」とい

う政治的介入としての職務に対する線引きを行うこと、の二点が重要であると考

える。

以上まで、内閣法制局の二面性の打開策として、コンセィユ・デタの行政部の

ように手続的・形式的な側面にまで及ぶ法案の審査から、「行政府の司法審査を

行う立場」の準司法モデルでの憲法解釈を行うことの重要性を示唆した69）。した

がって、集団的自衛権の議論において、内閣法制局は、憲法 9条の解釈を頑迷に

一義的に捉えるべきではなく、かといって、政府の見解に適合するように解釈す

るわけでもない、という観点から、法の論理において安全保障関連法案の憲法適

合性を審査すべきであると言えるだろう70）。

Ⅴ　おわりに

本論考では、集団的自衛権を起点に、行政府および内閣法制局の憲法解釈につ

いての考察を深めてきた。Ⅱ章では、司法府に対する行政府の実効性ある憲法解

釈について確認することで、司法府に対する行政府の憲法解釈権力の大きさを導

いた。集団的自衛権の議論において、司法府と行政府の関係は強く結びついてい

る。そのため、私たちは今後も集団的自衛権の議論において、この二権に注目し

なければならないし、また、三権の憲法解釈の関係性についても混乱したものに

ならないよう注目していく必要がある71）。そして、三権の憲法解釈を一つ一つ確

認し、各々の憲法解釈を「対話」させることを期待したい。Ⅲ章では、実効性あ

る憲法解釈を行う行政府における内閣法制局の所掌事務と制度上の確認から、

「憲法の番人」と「権力の侍女」という二面性を指摘し、Ⅳ章では、その二面性

の打開策について、横大道准教授の三つの憲法解釈態度とコンセィユ・デタ内の

行政部の答申制度から考察を深めていった。以上までの考察から、集団的自衛権

の議論における内閣との関係性が問題となる中で、内閣法制局は改めて「行政府

の法令審査部門」の役割に立ち返り、その役割を全うすることが重要であること

を強調した。

勿論、内閣法制局の二面性の打開は即座に解決されるものではなく、それは法

制局員が法令審査を行う上で常に痛感しているところであるはずだ。しかし、難

しい立場に置かれた法制局が、代表機関として実効的な憲法解釈権力を有する行

政府の憲法解釈に立憲主義的側面を付与する重要な役割を担っていることは確か
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である。そのため、集団的自衛権の議論を有意義にする大きな可能性を内閣法制

局に感じたため、その期待を込めて本論考では法制局の考察を進めた次第である。

さて、行政府における論考を進めたその一方で、私たち国民は、集団的自衛権

のような複雑な論点が絡む政治的問題について、代表機関との乖離＝他者性72）

を理由に、国民の間での議論を疎遠にしている。しかし驚くことなかれ、憲法12

条では「自由と権利」の不断の保持責任を国民に課している73）。つまり、この集

団的自衛権の問題の傍観は、国民による自由と権利の不断の保持責任の放棄（＝

立憲主義の放棄）を意味する。最高裁判所や内閣法制局が「憲法の番人」として

君臨し、それぞれの役割を果たそうと努めているが、国民一人一人もまた「憲法

の番人」なのであり、立憲主義を守る役割を担っていることを理解すべきである。

つまり、私たち国民は集団的自衛権の議論において、行政府の実効的な憲法解釈

権力の大きさに端を発する立憲主義的問題点を理解し、そして、代表機関に「憲

法の番人」の役割を委ねるばかりでなく、国民も意見を戦わせることで、「憲法

の番人」としての役割を全うする必要性があることを強く認識するべきではない

だろうか。
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