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　2018年３月、内閣総理大臣の妻と親交があった人物に対する国有地の払い

下げの問題で、その交渉内容を記した決裁文書が財務省の職員によって改ざ

んされたという事件が明らかになった。６月、謝罪の記者会見をした財務大



－133－

成　澤　孝　人

信州大学経法論集　第10号

臣は、自身の辞任を否定するとともに、改ざんの動機を聞かれて、「それが

わかりゃ苦労せんのです」と答えた。

　もし、90年代にはじまる統治構造の変革前であったら、このような発言は

通用したであろうか1。おそらく、責任を現場の公務員に押し付けようとす

る担当大臣の発言を問題にする大きな声が社会からあがり、国会で責任を問

われる事態となったのではないだろうか。90年代の統治構造の変革につい

て、さまざまな評価はあろうが、大臣が国会に対する責任を通じて社会に対

して責任を負うという規範が決定的に衰退したことだけは否定できないので

はないだろうか2。

　ところで、日本の政治構造が、その規範を衰退させることになったのは、

90年代の選挙制度の改正と行政権の機能強化によってイギリスの統治構造を

模倣したからである。本稿の関心は、そのイギリスにおいて、大臣責任制は

どういう状況にあるのか、である。日本の改革論者が憧れた強力な行政権だ

けでなく、行政権が国会に責任を負うという責任政治の規範もまたイギリス

憲法の特徴の一つだからである。

　議院内閣制において責任政治を確保する憲法規範が大臣責任制（ministe-

rial responsibility）である。イギリスの憲法の概説書をみていると、大臣責

任制の箇所には、連帯責任（collective responsibility）と個別責任（individual 

responsibility）が記述されている3。しかし、日本国憲法の概説書では、憲

法に条文がないからであろうが、個別責任については「憲法上否定されてい

ない」という消極的な記述にとどまるのが常である4。大臣の個別責任が、

学説において、どう位置づけられているのかははっきりしない5。
   1 藤本一美『国会機能論－国会の仕組みと運営』（法学書院、1990）は、政治改革直前

のダイナミックな日本の国会状況を伝えてくれる。
   2 ここでは、「お答えは差し控える」という答弁が簡単に通用するようになったことを

指摘すれば十分であろう。「『控える』答弁、80回近く　首相ら学術会議巡り48回　臨時
国会序盤」朝日新聞2020年11月10日朝刊。

   3 A W Bradley, K D Ewing and C J S Knight, Constitutional and Administrative Law, 
17th ed. (Pearson, 2018), pp. 106―119.

   4 たとえば、辻村みよ子『憲法〔第６版〕』（日本評論社、2018）422頁。
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　わたしは、これまで、内閣の連帯責任制について、関心をもって研究して

きた6。その研究過程で、国会による行政権の統制の鍵は、連帯責任制より

も個別責任制にあるのではないかと考えるようになった。そのような問題関

心から、本稿は、イギリスの大臣の個別責任制について検討する7。

　本稿で検討するように、イギリスにおける大臣の個別責任は、90年代に生

じた行政府と立法府のせめぎあいの中で概念がより明確化され、今日に至っ

ている。ことは議院内閣制の理解に関わるのであり、イギリスにおける個別

責任制の内容を明らかにすることは、日本国憲法の解釈にも寄与するのでは

ないかと考える8。

第一章　大臣の個別責任の射程

１　歴史的前提

　大臣責任制の起源は、17世紀にある。大臣の連帯責任と個別責任のうち、

   ５ 日本の憲法学説における大臣の個別責任制の位置づけを検討した業績として、田中孝
和「わが国における大臣個別責任に関する一考察――憲法六六条三項の連帯責任との関
係――」阪大法学54巻３号（2004）。

   6 成澤孝人「イギリス型議院内閣制の憲法的基盤と連立内閣」倉持孝司、松井幸夫、元
山健編『憲法の「現代化」―ウェストミンスター型憲法の変動』（敬文堂、2016）。

   7 イギリスにおける大臣の個別責任については、すでに、田中孝和「行政組織における
大臣の責任――イギリスにおける大臣個別責任の内容と範囲――」阪大法学53巻１号
（2003）において詳しい検討がなされている。本稿が田中の業績に何かくわえることが
できているかどうかについては正直自信がないが、もし、本稿に何らかの意義があると
すれば、問題意識が国会による行政権の統制という観点で貫かれている点であろう。そ
の視点は、共和主義的統治構造を解明するというわたしの問題意識から派生している。
成澤孝人『共和主義とイギリス憲法』信州大学法学論集第19号（2012）。その課題には
別に取り組む予定であるが、ここで要点だけを述べれば、内閣の連帯責任制が政党制と
結びついて行政権を強化していくことに対するカウンターバランスとしての国会の統制
が成功するかどうかは、国会議員の政党からの独立性とともに、内閣を構成する国務大
臣に対する統制が鍵となるということである。

   8 本稿が検討するイギリスの大臣の個別責任制の規範は、「議会における個々の大臣の
アカウンタビリティの果たす意義・役割」に注目する高見勝利の議論と方向性を同じく
する。高見勝利「『この国のかたち』の変革と『議院内閣制』のゆくえ」公法研究62号
（2000）16―17頁。
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先に成立したのは個別責任であった。17世紀の憲法闘争を経て、イギリスに

おいては、国王が、両院の同意を得て統治をおこなうという体制が確立す

る。こうして、国王に官職を与えられた大臣が、国会の監視のもと、国王に

代わって行政権をふるうことになるのである。「内閣」が登場するのは、18

世紀初頭であるが、それが、制度として確立していくのは、18世紀の末ごろ

である。ただし、連帯責任制が確立するのはもう少し後で、19世紀初頭であ

るといわれている9。

　連帯責任制が確立する前に、個々の大臣が、庶民院によって弾劾されると

いうことがあった。そのうち、大臣は、弾劾を受ける前に辞職するようにな

る。こうして、大臣の個別責任制が成立する。つまり、個々の大臣は、権力

行使について庶民院に対して説明責任を負い、庶民院の支持を失えば辞職し

なければならないという憲法規範が成立するのである10。

　ただし、18世紀には、行政機構が未発達であった。したがって、行政機構

が整備拡大されていく19世紀になって、個々の大臣が、設置された省庁の担

当大臣であるという仕組みが確立していくのである。

　こうして19世紀半ばには、議院内閣制の確立とともに個別責任の憲法習律

が成立したと考えてよい。第三代グレイ伯は、18５8年に次のように述べた。

「議院内閣制（Parliamentary Government）のはっきりとした特徴は、

国王に属している諸権力が大臣たちを通じて行使されるということであ

る。大臣たちは、権力が使用されるやりかたについて責任を負い、ま

た、彼らは国会議員であることが期待されている。……大臣たちは、国

会、特に庶民院の信任を得ている間のみ、彼らの職を維持する。」11

   9 成澤・前掲（６）162-165頁。
  10 Diana Woodhouse, Ministers and Parliament : Accountability in Theory and Practice 

(Clarendon Press, 1994), pp. 7―8. 本文の以下の歴史的素描は、同書５―23頁を参考にし
た。
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　ここには、議院内閣制における個別責任の特徴がはっきりと示されてい

る。特に注目すべきは、大臣が庶民院の信任を得ている必要があると考えら

れていることである。

　注意しておかなければならないのは、19世紀半ばは、内閣の連帯責任制が

発展する時期でもあるということである。そのことは、1832年から67年にか

けて、10の内閣が庶民院の支持を得られず総辞職したことに表れている。そ

の後、ダイシーやバジョットが、庶民院の信任を失った内閣は総辞職しなけ

ればならないという考えを公にし始めるのである12。

　連帯責任制が確立していく過程とは、政党政治が発展していく過程であ

る。そして、連帯責任制は、省の活動の責任を大臣がとるという大臣の個別

責任を弱める効果をもつ。個々の大臣の失政を、内閣の連帯責任が引き受け

ることによって、個別責任を隠ぺいすることが可能になるからである。その

結果、辞任という形で大臣が責任を取ることは減少した。

　それにもかかわらず、個々の大臣が、庶民院に対し自己の省の活動を説明

し、その支持を受けなければならないという規範それ自体は存続した。この

ようなことが可能であったのは、19世紀半ば、国会議員は自律性を有してい

たからである。こうして、19世紀半ばにおいて、連帯責任、個別責任とも

に、機能していたのである。

　それが、19世紀後半に入り、政党制が本格的に確立していくと、連帯責任

も個別責任も規範としての力を失っていく。大臣責任制が機能したのは、庶

民院議員が独立した立場で政府を批判していくことが可能だったからであ

る。政党制が本格的に確立し、有権者が政党を通じて国会議員を選んでいく

ようになると、個々の議員は政党に従属することになる。こうして、20世紀

に入ると、与党議員は内閣を支持するマシーンと化し、内閣は国会を支配す
  11 The Third Earl Gray, “Parliamentary Government, 1858”, in H. J. Hanham, The 

Nineteenth Century Constitution : Documents and Commentary (Cambridge University 
Press, 1969), p. 13.

  12 バジョットの『イギリス憲政論』は、1967年、ダイシーの『憲法序説』は、1885年で
ある。
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るようになる。その結果、個別責任においても連帯責任においても大臣責任

制の機能は著しく低下するのである。

　それにもかかわらず、大臣の個別責任の規範は、イギリス憲法の中核部分

に存在し続けている。その状況を次にみてみよう。

２　憲法習律としての個別責任制の諸相

⑴　「典型例」としてのクリチェルダウン事件

　イギリスで大臣の個別責任が問題になる際、必ず言及される事件がある。

それが、クリチェルダウン事件である。戦前空軍が軍用地として強制的に購

入した土地が、戦後、農業水産省に譲渡された。農業水産省は、農地委員会

の決定に従い、手に入れた土地を以前のように分割することなく、一体とし

て耕作した方がよいと判断し、その土地を国家（国王）の所有とすることを

決めた。それに対して、以前の所有者が買戻しを要求したが、退けられた。

しかし、この決定に対して議会内外から激しい批判が起きた。19５4年７月20

日、農業水産大臣ダグデール（Thomas Dugdale）は、決定を覆し、大臣を

辞任したのである13。

　この事件がなぜ重要かといえば、その後、ダグデールの辞任こそが個別責

任制の模範例だという理解が広まり、現在でもそのような形で言及されるこ

とがあるからである。つまり、ダグデールは、自分の判断とは全く関係のな

い公務員のおこなった誤りの責任をとって辞任したと考えられたのである。

　ダグデールの辞任が個別責任の典型例と考えられた背景として、それが、

当時のイギリスの憲法学の見解と一致していたということがある。ダイシー

もジェニングズも、国王の行為はすべて大臣を通じて行われると考えていた

のであって、当該公務員の行為も農業水産大臣ダグデールの行為とみなされ

るのである14。したがって、当時のイギリスの公法学説からすれば、ダグ

デールが公務員の責任を取って辞任するのは、憲法上の個別責任の規範を遵

  13 クリチェルダウン事件の概要について、田中・前掲（７）277頁。また、J.A.G.Griffith, 
“The Crichel Down Affair”, Modern Law Review, vol. 18(6) (1955), pp. 557‒568.
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守した称賛されるべき行為、ということになる15。

　この考え方に対して、当時の内務大臣マックスウェル・ファイフ（David 

Maxwell-Fyfe）は、大臣の個別責任制は、中立的な公務員制度を維持する

ためには必要であるが、それは、すべての公務員のミスについて、大臣が責

任を取って辞任するということを意味しない、と主張した16。彼によると、

大臣の個別責任が問題になる場合には、次の４つの類型が存在する17。

　まず、公務員が大臣による明確な命令にしたがった場合である。この場合

には、大臣は、その公務員を保護しなければならない。次に、公務員が、大

臣が考案した政策にしたがって適切に行動した場合である。この場合にも、

大臣は、その公務員を保護し、擁護しなければならない。この二つの類型

は、大臣の判断が間違っていた場合であるので、公務員ではなく、大臣が責

任を負うのは当然である18。

　マックスウェル・ファイフが示した残りの二つの類型は、大臣ではなく公

務員が間違いを犯した場合である。第三の類型は、そのような場合でも、政

策における重要問題ではなく、人の権利の要求と深刻にかかわっていないと

きである。彼は、この場合には、大臣が誤りを認めて責任（responsibility）

を受け入れるべきと主張する19。

　大臣が責任を引き受けなくてよいのは、第四の類型である。大臣が承諾せ

  14 A.V.Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 10th edn., ed. 
E.C.S. Wade (Macmillan, 1959), p. 25 ; Sir Ivor Jennings, The Law and the Constitution, 
5th edn. (University of London Press, 1959), p. 208.

  1５ ファイナーは、19５6年の論文において、「トマス・ダグデール氏のクリチェルダウン
事件をめぐっての辞任は、憲法習律の時宜にかなった適用として、そして、憲法違反に
対する修復の喜ばしい実践として広く称賛されてきた」と述べる。S. E. Finer, “The 
Individual Responsibility of Ministers”, in Geoffrey Marshall ed., Ministerial 
Responsibility (Oxford University Press, 1989), p. 115.

  16 HC Deb 20 July 1954, vol 530, cols 1285―1286.
  17 マックスウェル・ファイフの４つの類型について、田中・前掲（７）278頁に紹介が

ある。
  18 HC Deb 20 July 1954, vol 530, col 1286.
  19 Ibid.
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ず、または、事前に知らない行為をある公務員がおこない、その公務員の行

為が非難されるべきものである場合、大臣は、この行為を擁護する義務はな

い。ただし、この場合にも、間違いが生じたという事実について、大臣は、

国会に憲法上責任があり（responsible）、大臣だけが国会に事実を報告し、

彼の省庁で起きたことについて説明をすることができる20。

　大臣が、担当する省庁に所属する公務員のすべての行為に対して責任を負

うという個別責任の解釈は、身代わり（vicarious）理論と呼ばれている。ク

リチェルダウン事件から導かれる法理（以下、クリチェルダウン法理）は、

身代わり理論である。それに対して、マックスウェル・ファイフは、大臣が

承諾せず、または、事前に事実を知らない行為で、非難されるべき行為まで

も大臣が責任をとって辞めなければならないというのは、大臣に対する負荷

が大きすぎるという理由で、クリチェルダウン法理に限定をかけたのだと考

えられる。

⑵　個別責任の有無についての論争

①　ファイナーによる憲法習律性の否定

　クリチェルダウン事件は、19世紀に確立した大臣の個別責任制の憲法習律

が、20世紀後半にも通用していたことを明らかにした21。その内容は、省庁

に属する公務員の行為に問題がある場合、大臣が国会に対し責任を負い、そ

の問題に適切に対処できなければ辞任するということである。ただし、当時

の内務大臣マックスウェル・ファイフによると、問題が重大であり、大臣

が、公務員の行為に賛同せず、または、その事実を知らなかったという例外

的場合には、大臣は辞任しなくてよい。

　このクリチェルダウン法理に対して、そもそもそのような憲法習律は成立

していないと主張したのが、19５6年のファイナー（S.E.Finer）論文であっ

  20 HC Deb 20 July 1954, vol 530, cols 1286―1287.
  21 クリチェルダウン事件に関する庶民院での議論において、この習律が存在しているこ

とについて疑われていない。
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た22。ファイナーは、大臣の個別責任制は、次の二つの意味で語られてきた

という。第一に、公務員の行為について、大臣が国会で説明しなければなら

ないという規範である。第二に、大臣は、彼に与えられた義務について答え

られなければならず、場合によっては、辞任を申し出なければならない、と

いう規範である。そして、このような先例が実際に存在するのかを問題にす

るのである23。

　かくして、ファイナーは、18５５年からの100年間の個別責任の事例を検討

した結果、辞任については、その基準が不明確であることを指摘する24。大

臣が辞任するかどうかは、個人的な事情、政治的な事情の偶然的な重なり合

いの結果なのであって、どのような場合に辞任すべきかについての基準は存

在しない。憲法習律もルールである以上、明確性をもっていなければならな

い。ファイナーは、大臣が公務員に代わって国会で説明するという規範は

ルールとして成立しているが、大臣が公務員の行為について責任を負い、辞

任という罰が与えられるとする規範は存在していないと主張するのであ

る25。

　すでに明らかなように、ファイナーは、辞任に関する個別責任の規範の存

在そのものを否定している。ファイナーが問題にしたのは、憲法習律という

からには、明確性がなければならないということであった。どのような場合

に辞任しなければならないのかが不明である限りは、憲法習律とはいえない

というのである。

②　マーシャルによる個別責任制の再構成

　ファイナー論文から30年後、個別責任制の憲法習律の存在を控えめながら

確認したのは、マーシャル（Geoffrey Marshall）であった。「控えめながら」

と表現したのは、マーシャルが、個別責任制の規範について、重大な修正を

  22 Finer, supra note 15.
  23 Ibid., p. 118.
  24 Ibid., pp. 118―120.
  2５ Ibid., pp. 124―125.
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おこなっているからである。マーシャルは、クリチェルダウン事件で、ダグ

デールはその政策決定に関与しており、したがって、まったく彼があずかり

知らぬところで公務員がおこなった行為の責任を取ったわけではないと指摘

する。したがってマーシャルによれば、クリチェルダウン事件は、多くの人

が考えてきたように、大臣が公務員の判断ミスの責任をとった事件ではない

のである26。

　このクリチェルダウン法理の修正を前提に、マーシャルは、個別責任制を

次のように要約する。「19５4年のクリチェルダウン事件で明らかになった土

地の処分に関する農業省の政策の失敗をめぐるダグデール大臣の辞任には、

個別の判断ミスに関わり、彼の同僚から省の組織を効果的に運営できていな

いとみなされた大臣に、個人的に責任があるという想定がある。」27すなわち、

マーシャルによると、憲法習律上の大臣の個別責任とは、省庁の失政に自ら

関与したことに対する大臣の個人的な責任なのである。

　マーシャルは、個別責任制を、上のように再解釈し、戦後の事例におい

て、同様の法理によって辞任に追い込まれた大臣が二人存在することを指摘

する。まず、フォークランド紛争に関してアルゼンチンの動向をとらえそこ

なったキャリントン（Lord Carrington）外務大臣のケースである（1982

年）28。もう一人は、ヘリコプター製造会社ウェストランド社への支援をめ

ぐる政権内部の対立の際、法務総裁がヘーゼルタイン防衛大臣に宛てた書簡

をメディアにリークした、ブリタン（Leon Brittan）貿易産業大臣のケース

である（1986年）29。

　以上のように、マーシャルは、個別責任制の規範を、大臣が自らが関わっ

た政策決定によって何か深刻な問題が発生したときには、責任をとって辞任

するという意味に再構成し、明確な先例を「発見」した。マーシャルの仕事
  26 Geoffrey Marshall, Constitutional Conventions (Clarendon Press, 1984), p. 65.
  27 Ibid.
  28 Ibid., pp. 65―66, 
  29 Ibid., pp. 223―224.　ウェストランド事件について、小川晃一『サッチャー主義』（木

鐸社、200５）173-180頁。
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が、要件が不明確だとして個別責任制の習律の成立を否定したファイナー論

文を意識したものであることは疑いない。このような限定的な理解に立て

ば、確かに、個別責任の憲法習律は存在するといってよいだろう。

③　マーシャル説の問題点

　辞任を導く習律の規範としての不明確性を主張し、個別責任制をまるごと

否定したファイナーに対し、マーシャルは確かに個別責任制が辞任に至る明

確な先例を発見し、憲法習律として提示することに成功したといえるだろ

う。しかし、そのために見失われた視点があるように思われる。

　マーシャルは、クリチェルダウン法理を、大臣が失政に関与した事例とし

て読み直した。この読み直しによって、公務員の行為について、大臣がすべ

ての責任を負うという身代わり理論が否定された。しかし、マックスウェ

ル・ファイフの個別責任の限定は、身代わり理論が原則であって、例外的

に、大臣が知らなかったり承認していない場合には責任を負わないという理

論であるように思われる。それに対して、マーシャルの発見した法理は、大

臣が関与していた場合には辞任という効果が導かれるというものである。す

なわち、マーシャルの定義では、大臣は失敗した政策に関与していなければ

責任を負わないのであって、責任を免れる範囲が広すぎるという問題を抱え

ていると思われる。

⑶　ウッドハウスによる個別責任の規範の再評価

①　ウッドハウス説の骨格

　ファイナーの議論もマーシャルの議論も、憲法習律としての個別責任制の

規範としての効力にこだわったものであった。ファイナーの議論に対して、

マーシャルが、個別責任制の規範を発見したことは、とても重要であったと

考える。それにもかかわらず、マーシャル説が、規範としての厳格さを優先

した結果、発見された個別責任の機能は非常に限定されたものになった感は

否めない。

　この点、個別責任の規範をより広いパースペクティブから捉えなおし、そ
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の機能を再評価したのが、ウッドハウス（Diana Woodhouse）であった。以

下では、彼女の1994年の著書を簡単に紹介しよう。

　ウッドハウスは、個別責任論の歴史的検討を踏まえて、19世紀に確立した

大臣の個別責任が、20世紀初頭における政党内閣制の成立によって一旦弱

まった後、1980年代に復活してくる現象に注目する30。彼女によると、第二

次大戦から1979年までのおよそ40年間のうち、個別責任を問われて辞任した

大臣は11名にとどまるのに対し、1980年から90年代初頭のおよそ10年で、ほ

ぼ同じ数の大臣が辞任している31。

　問題は、この辞任をどう捉えるかである。ウッドハウスも、これらの辞任

において、政治的な事情が重要な要因の一つであることを認めている32。彼

女が強調するのは、だからといって、憲法上の要求が辞任に関係がなかった

わけではないということである。彼女の分析によると、憲法上の要求と政治

的な事情が合致した場合に、大臣の辞任という現象が起きるのであり、80年

代には、この一致が起きたのである33。

　それでは、ウッドハウスの分析をみてみよう。ウッドハウスは、個別責任

による辞任の例を大臣個人の失敗と行政の深刻な失敗との二つに分類する。

大臣個人の失敗には、不適切発言のような政治的な失敗と不倫のような私的

な失敗の二つがある。したがって、辞任には、三つの類型があることにな

る。最後に、ウッドハウスは、政治的な状況のおかげで辞任を免れた例も検

討する。順にみていこう。

　まず、大臣個人の政治的な失敗による辞任である。この類型にあてはまる

のは、1982年のニコラス・フェアバーン（Nicholas Fairbairn）スコットラ

ンド副大臣、1988年のエドウィナ・カリー（Edwina Currie）保健副大臣、

1990年のニコラス・リドレィ（Nicholas Ridley）貿易産業大臣のケースであ

  30 Woodhouse, supra note 10, pp. 25―26.
  31 Ibid., p. 43.
  32 Ibid., p. 14.
  33 Ibid., p. 45.
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る。

　フェアバーンは、スコットランドの新聞の取材に答えて、グラスゴーで起

きたレイプ事件で拘束された三人を起訴しないと述べて、問題となった。こ

こでは、起訴しないという判断に加えて、そのことを国会より先にメディア

に答えたことが問題とされた。野党は、フェアバーンの辞任を要求し、政府

もバックベンチャーも反対しなかったので、フェアバーンは辞任せざるをえ

なかった34。

　カリーは、テレビ局のインタビューで、「残念ながら、この国の卵生産は、

サルモネラ菌に侵されている」と述べて問題となった。保守党首脳部は彼女

を守ろうとしたが、卵業界の反発を恐れた保守党議員の多くがカリーの辞任

を要求し、サッチャーも最終的には同意した35。

　リドレィは、スペクテイター誌のインタビューで、EC がドイツに支配さ

れているとして、EC に主権を渡すことはアドルフ・ヒットラーに主権を渡

すようなものだと述べ、反ドイツ感情をむき出しにしたことが、多くの国会

議員の不評を買い、サッチャーが引導をわたした36。

　第二のカテゴリーは、不倫のような私的な不適切行為による辞任である。

このカテゴリーにあてはまるのは、妻がいるにも拘わらず愛人と長期にわ

たって関係を続けていたセシル・パーキンソン（Cecil Parkinson）貿易産業

大臣の辞任（1983年）、また、妻がいるにも拘わらず、３か月にわたって女

優と関係を続けていたディビッド・メラー（David Mellor）文化遺産大臣の

辞任（1992年）である37。

　第三のカテゴリーは、省庁による政策の失敗である。すでにみたように、

このカテゴリーこそが、大臣の個別責任の中核といってよい。ここでウッド

ハウスが挙げるのは、マーシャルと同様、キャリントン外務大臣とブリタン

  34 Ibid., pp. 47―53.
  3５ Ibid., pp. 53―65.
  36 Ibid., pp. 65―71.
  37 Ibid., pp. 72―86.
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貿易産業大臣である38。さらに、ウッドハウスは、フォークランド問題にお

けるリチャード・ルース（Richard Luce）外務副大臣、ハンフェリー・アト

キンス（Humphrey Atkins）外務副大臣の辞任を加える39。

　そして、大臣の個別責任の機能に注目する彼女の分析のパースペクティブ

は、個別責任を追及されながらも辞任を免れた大臣にも注目する。まず、

フォークランド紛争の際、キャリントンらと同様に批判を受けながらも、政

権に対する影響を恐れたサッチャーが守ったジョン・ノット（John Nott）

防衛大臣の事例である。彼は、戦争が終結したのち辞任をしているので、実

質的には、個別的責任の規範が及んだものとみてよい40。もう一例は、メイ

ズ監獄事件での北アイルランド大臣ジェームズ・プライアー（James Prior）

の事例（1983）である。このときには、議会内外から辞任を求める声が大き

くあがったのだが、プライアーは、のちに述べる政策（policy）と執行

（administration）の区別を主張し、サッチャーが彼を辞任から守った41。

　最後にウッドハウスは、個別責任が問題とならなかった事例を検討する。

まず、ロード・ヤング（Lord Young）貿易産業大臣である。1988年５月か

ら1989年11月までの貿易産業省の失政に対する批判が高まっていた。ヤング

は、最大の問題になりそうだったローパーの売却問題が問題になる前に辞任

している42。

  38 Ibid., pp. 87―120.
  39 Ibid., pp. 87―106.　もちろん、マーシャルが彼らのことを忘れているわけではない。

Marshall, supra note 26, p. 65.　副大臣が憲法上の責任を負うかという問題がある。ウッ
ドハウスによると、フェアバーンとカリーのように、私的な責任の場合には、個人が責
任を負うことに問題はない。議論になるのは、省庁の政策のミスの場合である。この場
合、基本的には、国会に対してすべての責任を負うのは、あくまでも大臣である。ただ
し、フォークランド問題において、外務大臣キャリントンは貴族院議員であり、庶民院
において責任を負っていたのはルースであった。したがってルースが責任を負って辞任
したことは、個別責任制の規範が直接及んだものと考えられる。それに対して、アトキ
ンスは、必ずしも憲法上辞任が求められていたわけではない。Woodhouse, supra note 
10, pp. 170―171.

  40 Ibid., pp. 121―124.
  41 Ibid., pp. 124―135.



－146－

現代イギリス憲法における大臣の個別責任

　もう一つは、1991年に起きたブリクストン監獄脱獄事件での内務大臣ケネ

ス・ベイカー（Kenneth Baker）の事例である。ベイカーは、８年前のメイ

ズ監獄事件のプライアーと同様、政策と執行という概念を立てて、責任を刑

務所の長官におしつけることに成功したが、その後、入閣することはなかっ

た43。

　以上の検討を通じ、ウッドハウスは、「1980年代と1990年代初頭の事例は、

個別責任制の習律が、大臣の辞任を要求するという多くの証拠を提供した」、

「これらの辞任は、憲法上の要因と政治的な要因の関係、この二つの要因が

重なりあい、相互に補強することを示した」という結論を示したのであ

る44。

②　ウッドハウス説における「責任」の観念

　大臣の個別責任制を、辞任という効果と結びつけることが難しいのは、そ

れが政治的状況に左右されることが不可避だからである。すでにみたよう

に、ファイナーは、この点に注目して辞任に関する憲法習律を否定したのに

対して、マーシャルは、大臣の個人的関わりを強調することによって、憲法

習律であることを確認したのである。

　この点、ウッドハウスは、憲法規範と政治状況が合致したときに辞任が生

じることを示すことによって、憲法規範を政治状況から解放した。憲法規範

としての個別責任制は、各省庁の長たる大臣は、省庁の失政または個人的な

問題が原因で、庶民院の支持を失ったときには辞任するというものである。

政党政治が発達した現代においても、この規範が存在していることは、数々

の事例が証明しているとおりである。ただし、政治的な要因が働く結果、い

つ、どのような場合に、辞任という効果が発生するかは、非常に不明確だと

いう問題があった。ウッドハウスの視点は、憲法規範と政治的要因とを分離

することによって、規範の存在を確認するという斬新なものであり、大臣の

  42 Ibid., pp. 143―153.
  43 Ibid., pp. 153―161.
  44 Ibid. p. 162.
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個別責任制の憲法規範の現実的機能を巧妙に説明する注目すべき見解と考え

る。

　検討しなければならないのは、ウッドハウス説とマーシャル説との差異で

ある。ウッドハウスは、クリチェルダウン事件の再解釈を受け入れ、身代わ

り理論を否定したマーシャル説を「おそらく最も安全な見解」と評価す

る45。しかし、わたしには、両説には、微妙な差異があるように思われる。

　すでに検討したように、マーシャル説は、省庁による失政に自分が関与し

ている場合には、辞任という責任を負わなければならないというものであ

る。それに対し、ウッドハウスは、辞任すべき場合を、大臣が関与し、また

は大臣が知っているか、もしくは知るべきだった省庁の失政とする46。ここ

で、大臣が「知っている」ことに加えて、「知るべきだった（should have 

known）」という要件が加わっているところに注目すべきである。

　それでは、大臣が「知るべきだった」とは、どのような場合なのか。1994

年の著書においては、この点について深く掘り下げられていない。しかし、

ウッドハウスは、2002年の論文において、H. L. A ハートの議論に依拠して、

憲法上要求される責任を原因責任（causal responsibility）ではなく、役割

責任（role responsibility）として提示した47。

　原因責任とは、失政に対し大臣の直接的関与がある場合に、大臣の責任が

発生するという考え方である。しかし、大臣の関与と省庁の失政との間に因

果関係を求めるこの立場は、後述する政策／執行の二分論、また、アカウン

タビリティ／リスポンシビリティの二分論が理論に入り込む余地を生み、大

臣の個別責任制を骨抜きにする危険性があるとウッドハウスは指摘する48。

　それに対し、役割責任とは、大臣の個人的な責任ではなく、大臣という役

職から発生する責任である。大臣は、憲法上、その担当する省庁に対して責
  4５ Ibid., p. 37.
  46 Ibid., p. 38.
  47 Diana Woodhouse, “The Reconstruction of Constitutional Accountability”, 〔2002〕  

Public Law, pp. 73―90.
  48 Ibid., p. 73.
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任がある。それは、政治家としての彼の地位が、彼に対してある義務を課

し、大臣はそれを果たす責任があるからであって、彼が省庁の失敗した政策

に関与したからではない49。

　大臣としての役割責任の中心は、省庁に対する監督責任であり、失政が生

じたとき、大臣が自己の担当する省庁を適切に監督していたかどうかが問わ

れるのである。具体的には、大臣に情報が適切に伝わる仕組みを構築し、十

分な人的財政的な資源を確保し、適材適所に人材を配置し、間違いが最小に

なるようなシステムを構築する義務が大臣にはある（積極的責任）。また、

省庁に対して介入するべき時に介入しなかったり、知るべきことを知らない

ということがあってはならないという責任（消極的責任）も大臣には課され

ている。さらに、事態が悪化したとき、それを国会に説明し、修復する行動

をとることも大臣の義務である。そして、大臣がこれらの義務を果たさない

ときに、辞任という憲法上の責任が発生するのである50。

　すでに明らかなように、マーシャルの憲法習律は原因責任である。それに

対して、ウッドハウスの想定する憲法習律は、最初から、原因責任よりも広

かったはずであり、2002年の論文ではそれが役割責任として示された。両説

の差異は明らかだといえよう。

３　小括

　本章で明らかになったことをまとめよう。

　イギリス憲法では、すべての国家権力の源泉は、国王にある。しかし、国

王は悪をなしえず、すべての行政権の行使は大臣によって行われるというの

が、立憲君主制の原理である。その大臣の集合が内閣であり、大臣と内閣

は、国会のコントロールを受けるというのが、議院内閣制である。

　以上の議院内閣制の原理に照らすならば、省庁のすべての行政権の行使

は、大臣によってなされると解されなければならない。そうでなければ、国

  49 Ibid., p. 77.
  ５0 Ibid., pp. 78―79.
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会のコントロールが及ばない領域ができてしまうだろう。そして、その行政

権の行使について、大臣は国会に責任を負うのである。これが、クリチェル

ダウン事件で示された憲法原理である。

　問題は、大臣の意向に反したり、大臣が知らなかった行政権の行使につい

てまで、大臣が責任を取らなければならないのかである。これが、マックス

ウェル・ファイフが提起した問題である。そして、そのような場合に大臣に

辞任をさせるのは、やはりおかしいだろう。

　こうして、大臣の個別責任制の理解としての身代わり理論は否定されたと

いうのが、多くの評価なのだが、重要なのはその先である。身代わり理論＝

クリチェルダウン法理が否定されたとして、それでは、どのような場合に、

大臣の責任を問題にしうるのか。

　この点で、辞任に関する基準があいまいであり、規範としては成立しない

と考えたのが、ファイナーであった。

　それに対し、マーシャルは、クリチェルダウン法理自体を読み替えて、大

臣が問題の政策に関わった場合に、その責任をとるのが大臣責任制だと解し

た。マーシャルは、クリチェルダウン事件に続く二つの先例を発見した。

マーシャルによって、個別責任と辞任が再び結びつけられた。

　しかし、マーシャルによるクリチェルダウン法理の修正は、ウッドハウス

のいう原因責任なのであり、そこから多くの例外が入り込む余地がある。結

局において、個別責任制の規範を弱めてしまいかねない。

　それに対しウッドハウスは、大臣の個別責任の習律と政治状況の二つが合

致したときに辞任という効果が生ずると主張した。この説明は、個別責任の

習律の存在を肯定しながら、政治的事情によっては辞任が導かれないとする

もので、大臣の個別責任を厳密な意味での憲法習律論から切り離すものであ

る。こう説明することによって、ファイナーのように個別責任の規範の存在

を否定してしまうことなく、かといって、マーシャルのように狭く解するこ

ともなく、個別責任の純粋な形態を抽出することが可能になったように思わ

れる。
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　ただ、身代わり理論を否定した以上、具体的にどのような場合に辞任する

のか、という問題が残っていた。ウッドハウスが到達したのは、大臣には、

省庁を監督する役割があり、その役割を果たせない場合には辞任の責任が生

じるという見解であった。

　本章で確認してきたのは、大臣がどのような場合に辞任しなければならな

いか、という古典的な問題であった。しかし、大臣責任制が、行政権に対す

る国会による統制という機能を果たすための規範であるとすれば、辞任とい

う局面のみで個別責任論を語るのでは不十分である。なぜなら、大臣の個別

責任には、大臣がその権限行使について国会に説明するという重要な役割が

あるからである。この説明責任と辞任との関係が、次章の課題である。

第二章　大臣の個別責任の内容

１　個別責任制の構造～説明責任と辞任

　19世紀中葉に成立した個別責任制においては、大臣が、その管轄する省庁

の活動について国会で答えることが前提とされていた。すでに紹介した19世

紀中葉のグレイの言葉が示すように、大臣が職にとどまるには庶民院によっ

て信任されている必要があった。信任の前提として、庶民院は、政府のおこ

なうすべてのことがらについて大臣に説明させる能力をもつと考えられてい

たのである51。

　この点について、現代の個別責任制の議論ではどう考えられているのだろ

うか。ウッドハウスは、大臣の国会に対する責任を５つの段階にわける。ま

ず、ⅰ国会議員からの質問をしかるべきところに送る責任である。次に、ⅱ

管轄する行政の領域で何が起こったのか国会に報告する責任である。次に、

ⅲその省の活動について、国会に説明する責任である。次にⅳ内部調査の実

行や再発防止の方策の策定など、失敗を修復する責任である。最後に、ⅴ辞

任という形で、省庁の失政の犠牲になる責任である52。

  ５1 Woodhouse, supra note 10, p. 5.
  ５2 Ibid., pp. 28―38.　この点に関して、田中・前掲（７）53―55頁。
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　以上のように、ウッドハウスにおいて、辞任は、政府が行政活動について

国会に説明責任を果たすという規範の延長線上にある。ここにおいて、ⅱの

報告とⅲの説明が重要である。ⅱは、省で何が起きたのか事実の報告であっ

て、その詳しい説明がⅲになる。ウッドハウスは、ⅲを、大臣の国会に対す

るアカウンタビリティの中心と位置づける。説明責任は、国会と公衆が期待

しているのであって、ウェストランド事件に関する庶民院防衛特別委員会の

報告書を引きながら、責任を認めながら起きたことについて説明を拒むこと

は許されないと指摘する53。しかし、ウェストランド事件においても大臣は

十分に説明したとはいえず、この規範はしばしば遵守されないことがあると

述べる54。

　ウッドハウスのこの指摘は、1994年の著書においてのものである。彼女の

著書が世に出た後、現実のイギリス政治においては、大臣責任制と説明責任

を結びつける大きな出来事がおきる。これこそが、90年代初頭に発覚したイ

ラクに対する武器輸出問題に端を発するスコット調査委員会の報告書（1996

年２月）であった55。以下では、スコット報告書の憲法的な意義を分析する

トムキンスの著書56に依拠しながら、報告書の内容を検討する。

  ５3 The Fourth Report from the Defence Committee: Westland plc: The Government's 
Decision-Making, HC (1985-86) 519, para. 235.　同パラグラフは、「大臣は、単に一般的
な責任（responsibility）を認めて、状況によっては辞任するというだけでは、彼の国会
に対する説明責任（accountability）を果たすとはいえない。説明責任は、大臣として
の活動を詳しく説明することを含む」と述べている。

  ５4 Woodhouse, supra note 10, p. 30.
  ５５ Report of the Inquiry into the Export of Defence Equipment and Dual-Use Goods to 

Iraq and Related Prosecutions, HC (1995―96) 115.　イラク武器輸出問題の経緯およびス
コット報告書の概要について、岡久慶「【短信：イギリス】2002年輸出管理法：新しい
戦略的輸出管理」外国の立法 No.215（2003）。また、小栗実「内閣制度と大臣責任制」
戒能通厚編『現代イギリス法事典』（新世社、2003）164―165頁。田中孝和「イギリスに
おける大臣行為規範の変容」阪大法学58巻３＝４号（2008）889―890頁。

  ５6 Adam Tomkins, The Constitution after Scott : Government Unwrapped (Clarendon 
Press, 1998).　以下のスコット報告書の検討は、トムキンスの分析に多くを負っている。
したがって、注ではトムキンスの著書をあげ、スコット報告書の該当箇所は本文に括弧
書きで示すことにする。
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２　イラク武器輸出問題とスコット調査委員会

⑴　委員会設置の経緯

　イラク武器輸出問題における核心は、３人の副大臣が、イランとイラクへ

の武器輸出に対するガイドラインを勝手に緩和したにもかかわらず、国会に

対してそのことを隠していたという問題である。その新しいガイドラインに

基づいて、複数の企業がイラクに軍事物資を輸出していた57。

　そうこうしているうちに、湾岸戦争が起き、イラクに武器を輸出していた

企業の責任が厳しく問われた。そのうちの一つマトリックス・チャーチル社

の幹部が起訴された。彼らは、政府がイラクへの武器輸出を承認をしていた

のであるから、自分たちは無罪であると主張した。弁護士は、無罪を証明す

るために、政府の文書の提出命令を裁判所に求めた。４人の大臣が、当該文

書について public interest immunity（PII）（公益に基づく秘匿特権）の主

張をおこなったが、裁判所は、一部を除いて開示の決定をおこなった。その

結果もあり、裁判では、政府、とりわけアラン・クラーク（Alan Clark）貿

易産業副大臣がマトリックス・チャーチル社とイラクとの取引を知っていた

だけでなく、それを暗黙に承認していた疑いがあることが明らかになった。

こうして、マトリックス・チャーチル社の幹部に対する刑事裁判は維持でき

なくなったのである58。

　こうして、副大臣がガイドラインを勝手に変更し、武器輸出を奨励したと

いう問題、そのことを国会において説明しなかったという問題、そして、そ

のことが裁判で明るみになるのを避けるために、公益に基づく秘匿特権の主

張をし、市民に責任をおしつけようとしたという問題が、メディアによって

厳しく追及された。1992年11月、メージャー首相は、事態を重く見て、当時

控訴院判事であったスコット卿を中心とする調査委員会を設置したのであ

る59。

　委員会の調査では、サッチャー元首相、メージャー首相、ロビン・バト

  ５7 Ibid., p. 3.
  ５8 Ibid., pp. 4―6.
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ラー（Robin Butler）官房長に加えて、80年代後半から90年代前半に活躍し

た保守党の大物政治家が次々と調査対象となった。また、公務員に対する調

査がおこなわれ、関連する文書も提出された。そして、94年３月には大臣の

聴取がほぼ終わり、それから２年後の1996年２月1５日、報告書が公刊された

のである。

⑵　スコット報告書の概要

①　ガイドラインの策定と変更

　イラン・イラク戦争が始まった当初、サッチャー内閣は、どちらの国にも

殺傷能力をもつ（lethal）武器、兵器、弾薬を輸出しないという決定をして

いた。しかし、実際には、「防衛」を理由とした武器がイラクの側に多く売

られ、「殺傷能力」という文言は狭く解釈されていた（para. D1. 10）。1984

年、この二つの方針の整合性が問題になり、ガイドラインを作成することに

なった。これが、ハウ・ガイドラインである（para. D1. 37）60。

　ハウ・ガイドラインは、以下の内容をもっていた（para. D1. 59）。ⅰ殺傷

能力をもつ装備を供給しないという方針は維持される。ⅱ現在の契約と義務

は履行するよう努力する。ⅲいずれかの国に対して、戦闘を長引かせ、また

は悪化させる能力を大幅に高めるような防衛装備を認める新しい命令は、将

来においても認めない。ⅳイランとイラクへの防衛装備の輸出許可を厳しく

審査することを継続する。このガイドラインは、198５年10月、庶民院におい

て、野党議員の質問に文書で答える形で明らかにされた61。

　まず、問題になるのは、このガイドラインは政策（policy）かどうかであ

る。この点、政府は、ガイドラインは政策ではなく、政策が個々のケースに

  ５9 スコット委員会は、国王大権に基づく特別の委員会であり、証拠の提出を強制した
り、宣誓に基づき証拠調べをおこなう権限は与えられなかった。しかし、メージャー首
相の全面的な協力の下、すべての大臣と公務員は、調査に協力するよう命じられ、調査
が要求するすべての資料は利用できるとされた。Ibid., p. 6.

  60 Ibid., p. 26.
  61 Ibid., pp. 26―27.
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どう適用されるべきかについての公務員に対する指針だと主張した（para. 

D1. 80）。報告書は、そのような説明は言葉の遊びだと指摘し、政策である

ことを認めた（paras. D1. 82, 83）。したがって、ガイドラインの変更は政策

の変更ということになる62。

　報告書によると、1988年12月、外務省のウォルドグレイブ（William 

Waldgrave）副大臣、貿易産業省のクラーク副大臣、防衛省のトレフガン

（Lord Trefgarne）副大臣の三人は、ガイドラインⅲを変更することで合

意した（para. D3. 36）。彼らが策定した新しいガイドラインⅲでは、「いず

れかの国が、攻撃的な作戦を実行するのを直接的、実質的に助力するよう

な」輸出は禁止されるべきと規定された（paras. D3. 30, 60）。ウォルドグレ

イブは、新しいガイドラインは、オリジナルのものを変更したわけではな

く、それの解釈にすぎないと主張したが、報告書はこの主張を認めなかった

（paras. D3. 73, 90）63。

　次の問題は、この政策の変更が国会を通じて公的に報告されたかである。

この点、３人は、この変更が一時的で仮のものだという理由から、「公的に

知らせるべきでない」という意見で一致していた（paras. D3. 40, 43）。その

結果、1989年の後半まで、閣僚にも首相にも、この変更は正式に知らされな

いままだったのである（para. D3. 65）。そうこうしているうちに、イラクの

クウェート侵攻がはじまり、国連がイラクとの貿易を禁止したため、ガイド

ラインは完全に意味のないものになった64。

　もう一つ問題になったのは、イギリスのある会社がイラクによる武器開発

計画のための長距離砲の部品を製造していたことを政府が知っていて黙認し

ていたのではないかということである。その会社の役員は、当該物資を輸出

するのに許可が必要がどうか政府に確認しようとし、1989年６月、保守党の

ハル・ミラー（Hal Millor）議員が貿易産業省の貿易担当大臣にそのことを

  62 Ibid., p. 28.
  63 Ibid.
  64 Ibid., p. 29.
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電話で尋ねている（para. F2. 20）。また、諜報機関もこれらの会社の情報を

つかんでいた（paras. F2. 61, 88）。1990年４月に税関が当該部品を港で押収

したことが庶民院で議論された時、リドレィ貿易産業大臣は、貿易産業省は

数日前までその商品が武器の部品とは知らなかったと答弁した（para. F4. 

27）。その答弁に対して、ミラー議員が２年前にその可能性を伝えてあると

議場で発言し、政界に動揺が走ったのである（para. F4. 30）65。

②　大臣たちの国会での答弁

　スコット報告書は、イラク武器輸出問題に関する大臣の国会での答弁、お

よび書簡による説明が、不正確で誤解をまねくものであったと指摘した。

　まず、国会質問において、武器の輸出のように、詳細について詳しく説明

しないのが、歴代政府の慣例になっている領域があり、そのことはアースキ

ン・メイとして知られる議院先例集でも認められていたが（para. D1. 28）、

報告書は、そのような慣例は、今や正当化できないと指摘する（para. D1. 

29）66。

　次に、報告書は、不正確で誤解をまねく答弁がいくつもなされているこ

と、また、回答が遅れてなされたことを厳しく批判する。その際、報告書が

依拠したのは、「大臣行為規範（Questions of Procedure for Ministers）」か

ら導かれる一般原理である（paras. D1. 160, D4. 57, 58）67。1992年にはじめ

て公開された大臣行為規範のパラグラフ27には、大臣の義務として、「国会

と公衆に対して、政府の政策、決定、行動について可能な限り十分な情報を

与え、国会と公衆を欺いたり、誤解させない（mislead）」ことを規定してい

た68。
  6５ Ibid., pp. 29―31.
  66 Ibid., pp. 31―32.
  67 Ibid., pp. 32-33.　大臣行為規範とは「政府内部の組織および運営に関し大臣が従うべ

き規則や慣習をまとめたもの」であり、内閣総理大臣が定め、組閣時に大臣に手渡す。
上田健介『首相権限と憲法』（成文堂、2013）14―15頁。また、田中誠「英国の大臣行為
規範」レファレンス554号（1997）、イギリスにおける大臣行為規範の歴史的展開を概観
する田中・前掲（55）も参照。

  68 Tomkins, supra note 56, p. 33.
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　報告書は、198５年の４月と５月には質問がなされていたのにもかかわら

ず、ハウ・ガイドラインの公表が10月まで遅れたことを、この原理に反する

とした（para. D1. 161）。また、ガイドラインの変更後の1989年に、ウォル

ドグレイブ、クラーク両副大臣が、ガイドラインが当初の形態で依然として

適用されているかのような答弁をしたことを、不十分であり、不正確で誤解

させるものだと認定した（paras. D4. 26―29）。さらに、1989年４月に、「攻

撃的な能力を拡大するどんな武器もイラクには輸出しないという現在の政策

を変更することを要求するか」と質問されたサッチャー首相が、「政府は、

イラクへの防衛のための武器の輸出についての政策を変更していない」と答

えたことを不正確で誤解させるものだと結論づけている（para. D4. 30）69。

　これらの国会答弁に対する報告書の批判は、非常に厳しいものである。

「国会質問に対する答弁は、‥国会に対し、イラクに対して殺傷能力のある

武器を輸出しないという政府の政策の現在の状況を知らせていなかった。こ

の不作為は、意図的なものであり、より要件が緩和された政策を採用する決

定について、公衆には知らせないという三人の副大臣の合意の必然的な結果

である。‥【この合意の―引用者】一番の決定的な目的は、制限を緩めるこ

とに反対する強力な世論を恐れてのことであった、というのが、わたしの結

論である。」（para. D4. 42）70

　また、報告書は、副大臣たちが、省庁を代表して、国会議員に対して書い

た書簡での説明も問題にする。たとえば、ウォルドグレイブ外務副大臣は、

1989年の３月から７月までに、「イランとイラクへのイギリスの武器の供給

は、引き続き、ガイドラインの厳格な適用によってなされています」という

文章を含んだ38通の書簡に署名をしており、中には、「政府は、イランとイ

ラクに対する防衛物資に関する政策を変更しておりません」とする書簡も

あった（paras. D4. 2, 3）。報告書は、ガイドラインに関するこれらの叙述は

不正確であり、ウォルドグレイブは、この不正確さについて気づいているべ

  69 Ibid.
  70 Ibid.
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きだったと指摘したのである（para. D4. 4）。

　また、報告書は、長距離砲問題についてのリドレィの説明について、ハル

議員が伝えていたにもかかわらず、大臣が知らなかったのは問題だと指摘し

た（paras. F4. 30-33）。さらに、報告書は、政府がこの問題について「最近」

知ったとの答弁を問題にする（para. F4. 28）。「最近」とは、「政府が可能な

限りすぐに対応しなかったという批判を避けようとする試みに親和的」であ

り、「その語は意図的に選択されたのであり、その使用は、誤解させる疑い

がある」とされたのである（paras. F4. 39, 43）。71

⑶　スコット報告書の評価と国会の対応

　以上のように、「戦闘を長引かせ、または悪化させる能力を大幅に高める

ような防衛装備」の輸出は認めないというガイドラインの内容が、「攻撃的

な作戦を実行するのを直接的、実質的に助力するような」輸出は認めないと

いう内容に変更された。要件は、明らかに緩和されており、この新しいガイ

ドラインに基づいて、イラクへの武器輸出がおこなわれたのである。それに

もかかわらず、ガイドラインを変更した副大臣たちは、国会においてそのこ

とを認めず、あたかも従前どおりに規制されているかのような答弁を繰り返

していたのである。

　トムキンスが指摘するように、スコット報告書の内容から判断するなら

ば、問題の大臣たちは憲法に違反して行動したと評価されるべきであろ

う72。大臣は、憲法上、国会に対して説明責任があるのであって、不十分な

答弁、不正確な答弁、誤解させるような答弁をすることは、その責任を果た

していないことになり、したがって、憲法に反するということになるのであ

る。

　三人の副大臣のうち、報告書が刊行されたときにメージャー内閣の閣僚

  71 Ibid., pp. 34―35.
  72 Ibid., p. 35. ただし、スコット報告書それ自体は、大臣たちの行動が憲法違反かどう

かについて明確な判断を示さなかった。Ibid., p. 12. 
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だったのは、ウォルドグレイブのみであった。ウォルドグレイブに対して、

辞任すべきだとの声があがったが、メージャー内閣はその要求を拒否した。

この点について、報告書は、ウォルドグレイブは国会をだまそうとする意図

はなかったと認定しており（D3. 124）、内閣は、それを根拠に、ウォルドグ

レイブの責任を認めなかったのである73。1996年２月26日、スコット報告書

に対する政府の弁明は、庶民院で320対319という一票差で支持された。こう

して、ウォルドグレイブの憲法上の責任は否定され、彼は辞任を免れたので

ある74。

３　スコット報告書と大臣の個別責任

　前章で検討したように、大臣の個別責任制の憲法習律には、その内容が不

明確だという批判が常につきつけられてきた75。スコット報告書を検討した

トムキンスは、この習律の定義の難しさを認めながら、「憲法習律にとって

は異例のことであるが、大臣責任制の場合は、少なくとも、何が習律であり

うるか――少なくとも現在の政府による習律の理解はどんなものか――につ

いて、わたしたちがより明確な内容をえるために参照できるテキストがあ

る」と述べる。それが、スコット報告書も参照した、1992年の「大臣行為規

範」である。トムキンスによると、これは、確かに内閣府の文書であるが、

その中には、「大臣の憲法上の地位全般について、また、特に大臣責任制に

ついて重要な宣言を含んでいる」のである76。

　トムキンスが注目するのは、スコット報告書と同様、パラグラフ27であ

る。繰り返しになるが引用しよう。

  73 Adam Tomkins, Public Law (Oxford University Press., 2003), p. 153.
  74 Tomkins, supra note 56, pp. 13, 34―36
  7５ Finer, supra note 15; G. Drewry and T. Butcher, The Civil Service Today, 2nd ed. 
(Blackwell, 1991), pp. 153―1５4.　また、ジューン・バーナム／ロバート・パイパー著、
稲継裕昭監訳『イギリスの行政改革―「現代化」する公務』（ミネルヴァ書房，2010）
161-164頁。

  76 Tomkins, supra note 56, p. 39.
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　「大臣は、国会において、その権力と義務の行使について説明し、大

臣としての権限においてなしたことおよび省庁がなしたことについて、

国会に対して説明する義務があるという意味において、国会に対して説

明責任がある。このことは、省庁別特別委員会を含む国会と公衆に対し

て、政府の政策、決定、行動について可能な限り十分な情報を与える義

務、国会と公衆を欺いたり、誤解させない義務を含む」77

　トムキンスは、「大臣が、彼らの担当する省庁の活動について情報を与え

ることによって大臣の説明責任の義務を果たすのを怠るならば、民主的なプ

ロセスを弱める」というスコット報告書を引用し（para. K8. 3）、大臣行為

規範パラグラフ27が定める大臣の義務を、民主主義における中核的な重要性

をもっているものと高く評価する。そして、より具体的に、もし、大臣が国

会において問題になっている事柄について情報提供を留保するならば、報告

書のいうとおり、「それは、十分な説明になっておらず、大臣の説明責任の

義務は果たされていないと推定される」（para. K8. 3）と述べる。さらに、

「大臣がある事柄について責任を認めながら、起きたことの説明を拒否する

ことは、受け入れられないし、憲法違反である」という内容のウェストラン

ド事件における庶民院防衛特別委員会の報告書を挙げ、パラグラフ27はこの

見解を踏まえていると指摘する78。

　以上のように、トムキンスは、スコット報告書をてがかりに、イギリス憲

法の中核に大臣の個別責任制を位置づけ、それを説明責任と結びつけた。説

明責任とは、大臣が担当する省庁と大臣自身の活動について、国会に対し

て、十分に、正確に、迅速に、誤解を与えることなく情報を提供することで

あり、情報提供を留保すること、また、不十分、不正確、遅れた情報提供も

義務に違反し憲法違反である。

　こうして、スコット報告書とトムキンスの見解によって、大臣の個別責任

  77 Ibid., p. 40.
  78 Ibid.　同報告書について、前掲（53）。
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の中核に位置する説明責任の具体的な内容が示された。要するに、大臣は、

国会が納得するよう十分に、正確に、迅速に説明しなければならないのであ

る。

　次に問題となるのは、この義務違反の法的帰結である。スコットの問題意

識は、大臣責任制に関するこれまでの議論が辞任にばかり焦点が当たりすぎ

ており、その結果、大臣が説明するという重要な側面が見逃されてきたので

はないかというところにあった。その指摘は重要であるが、しかし問題は、

スコットが大臣の違憲の行為を辞任という法的効果と意図的に切り離したこ

とである79。

　トムキンスも、スコット報告書が出版される以前の議論は、大臣がいつ、

どんな場合に辞任するかということに焦点があたりすぎていて、その結果、

説明責任の内容は不明確だったと指摘する。彼によると、スコット報告書が

出されたことによって、大臣責任制の焦点は、辞任という局面から、大臣の

説明とその質へと決定的に変化したのである。しかし、トムキンスは、だか

らといって、辞任の問題がなくなったわけではないと主張する。彼は、責任

はサンクションが存在することを前提にしており、辞任は、責任が果たされ

なかった場合に最後に使われる究極のサンクションだと述べるのである80。

　これまでみてきたように、スコット報告書は、大臣が自分の担当する省庁

の活動について国会において情報提供をおこなう義務があり、それは、国会

に誤解を与えないよう正確で迅速で十分な内容をもつ必要があることを指摘

し、さらに、その義務は憲法によって大臣に課されていると主張した。しか

し、せっかくのこの規範もそれを実現する強制力がなければ絵にかいた餅で

あろう。前章でみたように、個別責任の規範は、辞任という効果を伴うこと

が前提とされてきたのである。スコットによる説明責任論は非常に重要であ

るが、だからといって、辞任の規範を犠牲にする必要はない。トムキンスが

スコットを批判し、辞任というサンクションが個別責任制には含まれると主

  79 Richard Scott, “Ministerial Accountability”,〔1996〕 Public Law, p. 415.
  80 Tomkins, supra note 56, pp. 65―66.



－161－

成　澤　孝　人

信州大学経法論集　第10号

張したのは当然であろう。

　したがって、大臣の個別責任制の法的構造において、説明責任と辞任は有

機的に結びついていると解さなければならない。ウッドハウスが1994年の著

書で示した個別責任制の構造は、説明責任の先に辞任を位置づける点におい

てまさに慧眼だった。トムキンスは、スコット報告書を高く評価しながら、

スコットが辞任というサンクションを軽視しているのを批判し、究極的なサ

ンクションとして辞任を位置づけた。こうして、ウッドハウスの示した個別

責任制の規範は、スコット報告書の分析を踏まえたトムキンスによって、現

実の憲法実践を踏まえた憲法規範の理論としてわたしたちの前に示されたの

である。

　第４章でみるように、現実の憲法政治においては、スコット報告書の意図

を超えて、説明責任と辞任は大臣の個別責任の規範において結びつけられる

ことになる。しかし、そのように歴史が展開するのは、次章で検討するメー

ジャー政権による憲法規範を弱めようとする努力を国会が克服する過程にお

いてであった。

４　小括

　ウッドハウスは、1994年の著書において、説明責任と辞任とを結びつけ

た。96年のスコット報告書は、大臣の個別的責任を辞任ではなく、説明責任

として位置づけなおした。ただ、スコットは、個別責任と辞任を切り離して

しまった。トムキンスは、それを再び辞任と結びつけたのである。

　以上のように、大臣の個別責任の内容は、大臣が、自分自身および担当す

る省庁の活動について、国会に対し、迅速、十分、正確な情報を与えること

であり、説明を留保したり、説明が遅れたり、不十分または不正確な説明を

することによって、国会を誤解させた場合には、辞任しなければならないと

いう規範としてとらえることができよう。

　しかし、話はこれで終わりではない。スコット報告書のいわば生みの親で

あるメージャー政権は、この大臣責任制の規範を弱めるべく努力をしてきた
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からである。次章で検討しよう。

第三章　メージャー政権による「ひそかな憲法改正の試み」

１　はじめに

　ここまで検討してきたように、イギリス憲法における大臣の個別責任制

は、失政のため院の支持を失った大臣は辞任するというイギリス憲法に歴史

的に存在してきた原理が、90年代のイラク武器供与問題をきっかけに、説明

責任と結びつくという展開をみせた。しかし、この展開は、同時に個別責任

制を「説明」の方向にずらすことで、「辞任」の方を弱めようとするメー

ジャー政権の「ひそかな憲法改正の試み（attempts at constitutional reform 

by stealth）」（トムキンス）を伴うものであった81。本章では、その様子を

概観する。

　トムキンスが指摘しているメージャー政権の試みは、「知っていて

（knowingly）」の追加、「政策（policy）と執行（operation）の分離」、「リ

スポンシビリティとアカウンタビリティの分離」の三つである82。ただ、私

見では、これらの前提に「身代わり責任（vicarious responsibility）の否定」

があると考えられるので、まず、その問題から検討していきたい。

２　前提――身代わり責任（vicarious responsibility）の否定

　現代イギリス憲法史において、大臣の個別責任制の典型がクリチェルダウ

ン法理である。このことの意義は大きいと思われる。というのは、大臣本人

に非があるか否かにかかわらず、省庁のすべての行為についてトップの大臣

が責任を負うという理論（身代わり理論）は、公務員と国王に責任を帰せら

れない以上、やはり、出発点であるはずだからである。

　クリチェルダウン事件をめぐる庶民院での論戦において、身代わり理論を

主張したのは、労働党の重鎮ハーバート・モリソン（Herbert Morrison）で

  81 Ibid., p. 41.
  82 Ibid., pp. 41―52.
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あった。それに対して内務大臣マックスウェル・ファイフが、第一章で検討

した４類型を立てて、身代わり理論を限定したのである。

　イギリスの憲法学においては、マックスウェル・ファイフの演説を援用し

て、身代わり理論を否定する見解が圧倒的に多い83。しかし、第一章２⑴で

述べたように、マックスウェル・ファイフの演説が、果たして、身代わり理

論の完全な否定であったかどうかには疑問がある。彼の第三類型は、大臣個

人には責任がないにもかかわらず、重大な問題ではないという理由で、公務

員の失策の責任を大臣が引き受けるのであり、この類型については大臣は公

務員の身代わりなのである。そうであれば、彼の第四類型は、あくまでも身

代わり理論を前提とした上での例外として理解すべきように思われる。

　身代わり理論を否定した場合、大臣が辞任を迫られるのは、大臣本人が省

庁の失政に関与している場合ということになろう。第一章２⑵②で検討した

ように、マーシャルの議論はそのような原因責任論であった。

　しかし、省庁の失政についての大臣の責任を原因責任としてとらえている

限りにおいて、大臣が責任を取らない領域が広くなり、そこに、以下で検討

する個別責任制の限定の理論が入り込む危険性がある。したがって、大臣の

個別責任制の憲法的な意義を正当に評価するためには、身代わり理論がその

ままでは通用しないことを認めたうえで、その意義を再評価する必要がある

ように思われる。

　ウッドハウスは、マーシャル説を受け入れながらも、当初から、「大臣が

知るべきであった」場合を要件に追加していた。さらに、2002年の論文にお

いて、その責任を「役割責任」として説明するに至った。役割責任は、大臣

の担当する省庁に対する監督責任を認めるものであり、そうである以上、省

庁の失政について、監督者の責任が推定されることになろう。したがって、

ウッドハウス説は、原因責任論を否定し、役割責任論に立つことによって、

身代わり理論に一歩近づいたと評価できるであろう84。

  83 Marshall, supra note 26, p. 65; Woodhouse, supra note 10, p. 37.
  84 Woodhouse, supra note 47.
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３　「知っていて誤解させた」（knowingly mislead）

⑴　“knowingly”追加の経緯

　スコット報告書とトムキンスが憲法上の重要な価値を見いだした大臣行為

規範パラグラフ27は、「省庁別特別委員会を含む国会と公衆に対して、政府

の政策、決定、行動について可能な限り十分な情報を与える義務、国会と公

衆を欺いたり、誤解させない義務（not to deceive or mislead Parliament 

and the public）」を大臣に課していた。その後、この「誤解させない義務」

に対して、「知っていて（knowingly）」という副詞が付け加えられる（not 

to deceive or knowingly mislead Parliament and the public）。この副詞の追

加が、スコット報告書後の国会審議において、ウォルドグレイブに対する擁

護に使われるのである。要するに、ウォルドグレイブは、国会を誤解させる

とは思っていなかった、というのである。

　まず、この修正の試みがいつ始まったのかを確認しておこう。トムキンス

によると、それは、メージャー首相が庶民院の財務および公務特別委員会

（Treasury and Civil Service Committee）の小委員会委員長にあてた1994

年４月５日付の書簡が最初だったという85。1994年11月に出された同委員会

による報告書「公務の役割」“The Role of Civil Service”の提案には、「知っ

ていて国会を誤らせたと認定された（found to have knowingly misled 

Parliament）どんな大臣も辞任すべきだ」という項目があった（パラグラフ

17、134）86。同報告書に対して、199５年１月に政府の回答がなされた。パラ

グラフ17に対する回答において、政府は、1994年４月５日付の書簡ですでに

回答済であると述べたのである87。この書簡には、次のように記されていた。

　「大臣が、庶民院に正確で真実の情報を伝えることが、非常に重要である

ことははっきりしている。もし、彼らが、知っていてそれをおこなわない場

  8５ Tomkins, supra note 56, p. 41.
  86 Treasury and Civil Service Committee, The Role of the Civil Service, HC (1993―94) 

27, paras. 17, 134.  
  87 The Civil Service: Taking Forward Continuity and Change (Cm. 2748, 1995), p. 29.
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合（knowingly fail to do this）、彼らはその地位を失うべきだ。ただし、平

価切下げ、戦争、他の国家の安全に対する危機のような極めて例外的な状況

は除かれる。」88

　また、同報告書が原案として提示する「新公務員規範（A New Civil 

Service Code）」における該当箇所（パラグラフ４）は、オリジナルの大臣

行為規範のパラグラフ27を踏襲した書き方になっており、「知っていて

（knowingly）」は挿入されていない89。ところが、報告書に対する政府の回

答に付されている同原案に対する政府の修正案には、はっきりとその副詞が

加えられているのである90。政府は、委員会の原案にこの文言を加えた理由

を「パラグラフ17に対する回答の通り」とコメントしている91。つまり、こ

こでも、４月５日の書簡が持ち出されたのである。

　政府は、同様の手段で、大臣行為規範パラグラフ27の改定にむかう。1994

年10月、メージャー首相は、国会議員が報酬を受けて質問をおこなったとい

う事件を受けて、大臣、国会議員、公務員の倫理に関する基準について検討

するため、貴族院の裁判官であったノーランを委員長とする委員会を立ち上

げた。199５年５月に出された報告書は、大臣行為規範に倫理的な内容を導入

し、書き換えることを提案した92。政府は、199５年７月、ノーラン委員会報

告書に対する政府の回答をだす93。この政府回答には、ノーラン委員会の提

案を受けて、大臣行為規範の改定案が付されていた。政府のこの改定案にお

いて、ノーラン委員会報告書の原案にはなかった「知っていて

（knowingly）」が新たに追加されていたのである94。政府はここで、財務お

  88 Ibid.
  89 Treasury and Civil Service Committee, supra note 86, Annex 1. 
  90 Supra note 87, p. 43. 
  91 Ibid., p. 46.
  92 Standards in Public Life (first report of the committee on standards in public life, 

chairman Lord Nolan, Cm 2850), p. 49.
  93 The Government's response to the 1st report from the Committee on Standards in 

Public Life (Cm. 2931, 1995).
  94 Ibid., Annex A.
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よび公務特別委員会報告書に対する政府の回答で加えた「新公務員規範」の

修正を踏襲したのである95。

　そして、ついに、199５年11月２日、大臣行為規範パラグラフ27に正式に

“knowingly”が挿入された。それは、庶民院の議論の中においてなされた。

当日は、ノーラン委員会の報告書について議論がなされていた。議論の中

で、担当大臣のフリーマンが、“knowingly”が追加された改正案を読み上

げた96。さらにフリーマンは、改正はすぐに効力をもつと述べた97。ここに

おいて、大臣行為規範のパラグラフ27に、「知っていて（knowingly）」が追

加されたとみなされたのである。

⑵　“knowingly”追加の法的効果

　さて、ノーラン委員会報告書を利用したこの憲法上の原理の変更は、ス

コット委員会報告書が出される直前のことであった。問題は、この変更につ

いてのスコット報告書の評価である。スコットは、“knowingly”が追加さ

れても、大臣行為規範の意味は変わらないと主張するのである。

　ここには、大臣責任制についてのスコットの考えが反映している。すなわ

ち、「真実の事実を知らずに誤解させる答弁がなされても、正直であるべき

という大臣の義務には反しないと考えられる」というのが、スコットの立場

なのである98。そして、スコットは、ウォルドグレイブの書簡が国会を誤解

させるものだと認めながら、彼にそのような意図はなかったとして、彼の責

任を免除してしまうのである99。

　しかし、トムキンスが指摘しているように、スコットの見解は、大臣責任

制の規範を非常に狭くとらえるものである。大臣の発言が客観的にみて国会

  9５ Oonagh Gay, “Question of Procedure for Ministers, Research Paper 96/53”, House of 
Commons Library (1996), pp. 9-10.

  96 HC Deb 02 November 1995, vol 265, col 456.
  97 Ibid., col 457.
  98 Scott, supra note 55, para. K8. 5; Tomkins, supra note 56, p. 43.
  99 Scott, supra note 55, paras, D4. 6, 12; Tomkins, supra note 56, p. 34.
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や公衆を誤解させたとしても、主観的に、その意図がなかったならば免責さ

れるとすれば、国民に害悪を与える失政について、責任をとる主体が存在し

なくなってしまう。事実関係からすれば、ウォルドグレイブは、自分の答弁

が国会を誤解させる回答だと認識すべきだったのではないだろうか100。

　この点について、ボグドナーも、“knowingly”という副詞が、ウォルド

グレイブを庶民院による責任追及から救ったことを指摘し、そうであれば多

くのケースが責任を免れることになると述べる101。彼によると、この規範に

よって責任を問われるのは、意図的に嘘をついた場合に限定されるのであ

り、事実上、大臣の個別責任制は無に帰する。その結果、大臣の説明責任は

果たされなくなる102。また、大臣が説明しないからといって、公務員がその

責任を引き受けるわけにはいかない。なぜなら、公務員は、国会に対して責

任を負うのではなく、大臣に対して責任を負うからである。公務員が、国会

で答弁する場合でも、あくまでも大臣の代わりに答弁するのであって、自分

自身に関して弁護をすることはできない103。つまり、大臣も公務員も責任を

とらないという事態が発生するのである。ボグドナーは、このように論じた

うえで、「スコットによる大臣の説明責任の理論の解釈は、現実における憲

法上の責任をほとんどみえなくなるまで縮減する」と批判するのである104。

　トムキンスは、ある仮定のケースを挙げてスコットを批判する。大臣がそ

の省の公務員から誤った情報を受け、それを国会にそのまま伝えて国会を誤

解させたが、その公務員は、大臣自身の指令による省のいつものやり方に

従っただけだったというケースである。このケースにおいて、大臣はもちろ

ん国会を誤らせることを「知っていた（knowingly）」わけではない。しか

し、この場合、大臣が責任を問われないことはおかしいのではないだろう

 100 Ibid., p. 43.
 101 Vernon Bogdanor, “Ministerial Accountability”, Parliamentary Affairs, vol. 50(1) 

(1997), pp. 73, 76.
 102 Ibid.
 103 Ibid., pp. 76―77.
 104 Ibid., p. 77.
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か。トムキンスは、大臣には、きちんとした情報が自分に提供されるように

その担当する省の仕組みを整える責任があるはずだと指摘するのである105。

　この議論は、すでに検討した大臣の個別責任の定義に大きく関係してい

る。ウッドハウスのいう原因責任は、実際の結果について、大臣自身の個人

的な事情（原因）を求める議論であった。「誤解させるとは思っていなかっ

た」という言い訳を認めることは、結果に対してその人には責任がないとい

う効果を生み出す。以上のように、“knowingly”は、原因責任として理解

された大臣責任制の原因を限定することによって責任を縮減するものであ

る。したがって、大臣行為規範にこの文言が追加されたことは、この憲法規

範を無効化する危険性をはらむものであった106。

　ただ、この要件をどこの機関が判断するのかという問題が残っている。政

権が判断するならば、「知らなかった」という弁解がなりたつだろうが、議

院が判断するとすれば、その認定自体を議院がおこなうこととなるため、こ

の要件の追加による危険性を薄めることも可能になるだろう。

４　政策（policy）と執行（administration）の区別

⑴　二分論の生成

　 次 に、 取 り 上 げ な け れ ば な ら な い の は、 政 策（policy） と 執 行

（administration）の区別である。簡単にいえば、政策は大臣の仕事だが、

執行は公務員の仕事であるから、執行に関する責任は大臣にはないという論

理である。その含意は、執行から問題が生じたとしても大臣に辞任する責任

は発生しないというところにある。

　この主張を最初におこなったのは、1983年のメイズ監獄事件における

ジェームズ・プライア―（James Prior）北アイルランド大臣であった。メ

イズ監獄事件とは、北アイルランドのメイズ監獄で38名の囚人が脱獄した事

 10５ Tomkins, supra note 56, p, 44.
 106 トムキンスは、この区別はウォルドグレイブを救うためになされたのではないかとい

う疑いをもっている。Tomkins, supra note 73, pp. 153―154.
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件である107。

　プライア―は、連合王国の監獄の首席監察官であったジェームズ・ヘネ

シー（James Hennessy）に調査を依頼した。北アイルランド選挙区選出の

国会議員が、メイズ監獄のセキュリティを問題にし、その責任は、北アイル

ランド省にあると主張した。それに対し、プライア―は、ヘネシーの報告書

が、政府の政策に原因があるか、彼がするべきだったことをしなかったこと

が原因であるという結論を出した場合に辞任すると答弁したのである108。

　かくして、ヘネシー報告書は、監獄長その他の現場の公務員に責任があっ

たと認定し、監獄長は辞任した。その結果、プライアーは、辞めずに済ん

だ109。

　問題は、プライア―の主張する政策と執行の区別が国会に受け容れられた

かである。

　辞任の要求に対して、プライア―は、政策と執行の区別を主張するととも

に、省庁の失策によって大臣が辞任しなければならないというクリチェルダ

ウン法理は、憲法習律として確立していないと主張する110。

　しかし、この考えに対して、庶民院で厳しい批判がなされた。まず、二分

論に対する批判である。有名なのは、アルスター統一党のイーノック・パウ

エル（Enoch Powel）議員の発言である。「わたしは、【政策に対する責任と

執行に対する責任の区別――引用者】は、大臣責任制の本質についての完全

に間違った考えだと信じる。‥たとえ、政策についての考慮をすべて排除で

きたとしても、ある省庁の行政（administration）の責任は担当大臣に最終

的に残る。大臣が、庶民院と社会に対して『政策はすばらしい、そして、そ

れはわたしのものである。しかし、執行は間違っていて悲惨である。それは

わたしには全く関係ない』などということはできない。もしそのような主張

 107 メイズ監獄事件および次に扱うブリクストン監獄事件について、田中・前掲（７）
279頁。

 108 Woodhouse, supra note 10, p. 125.
 109 Ibid., pp. 127―129.
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が通用するなら、人々が執行に不満を述べ、または、執行における失敗の救

済を求めるための政治的な源が失われる。」111

　さらにパウエルは、確かに、監獄のずさんな体制が脱獄という結果を生ん

だことは疑いないが、その体制について、担当大臣が関係なかったといえる

のか、また、北アイルランドのようなセンシティブな領域において、担当大

臣が監獄の管理に関係がないといえるのかを厳しく問いただした112。

　要するに、国会論戦では、大臣が関与したり関与すべきだった決定の結

果、問題が生じた場合には、大臣が責任を負うべきであり、本件は、そのよ

うな場合に当たると主張されたのである。

　以上のように、国会で問題になったのは、役割責任の方向で解釈された個

別責任論である113。このことを、政策／執行二分論に即して述べるならば、

大臣が責任を負わなくてもよい領域が存在するとしても、それは、政策と執

行という形で切り分けられるものではない、ということである。執行の領域

に入ることがらであっても、大臣が関与し、または関与すべきだった決定が

具体的な執行に影響したのであれば、大臣は責任を免れないのである114。

　ウッドハウスが明確に指摘しているように、このような国会における議論

からすると、政策と執行の二分論がこの段階で国会に受け容れられたと考え

るべきではない。プライア―には憲法上責任があった。彼が辞任せずに済ん

だのは、政治的な事情であった115。

⑵　二分論の受容による憲法規範の変容？

　次にこの区別が使用された例は、1991年におきたブリクストン監獄脱獄事

件である。ケネス・ベーカー（Kenneth Baker）内務大臣は、政策と執行の

 110 HC Deb 9 February 1984, vol 53, col 1042.
 111 Ibid., cols 1060―1061.
 112 Ibid., cols 1060―1064.
 113 Woodhouse, supra note 10, pp. 129―130.
 114 Ibid.
 11５ Ibid., pp. 134―135. 



－171－

成　澤　孝　人

信州大学経法論集　第10号

二分論を用いて、自分には責任がないと主張した。しかし、問題は、メイズ

監獄事件とほぼ同様であり、ベーカー内務大臣には、憲法上の個別責任が

あったはずである116。

　ブリクストン監獄事件が問題なのは、メイズ監獄事件の時には十分に存在

した二分論に対する批判がほとんどみられなかったことである。ウッドハウ

スは、1994年の著書で、国会議員が、この二分論を個別責任の憲法習律とし

て受け入れ始めているのではないか、との懸念を表明していたが、2003年の

論文では、「先例の誤った解釈を通じて、憲法が変更され」、政策／執行の区

別は、「大臣責任制の風景の一部分となった」と述べた117。

　この歴史的な流れからすれば、マイケル・ハワード（Michael Howard）

内務大臣が、199５年にふたたび監獄問題で批判を受けた際、政策／執行の二

分論を主張することは以前よりも容易になっていたのである118。

　1994年と9５年に、立て続けに脱獄事件が起きた。このとき、刑務所行政

は、すでにネクスト・ステップ・エージェンシーとなっていた119。責任を問

われたハワード内務大臣は、元陸軍将校であるジョン・リアマウント（John 

Learmont）に監獄のセキュリティについて調査を命じた。その報告書は、

刑務所庁（the prison service）の政策を厳しく批判した。リアマウントに

よると、刑務所庁の業務がうまくいっていないのは、刑務所庁と内務省との

仕事の分担に問題があるからである。たとえば、こういうことである。刑務

所庁は、エージェンシーになったが、相変わらず、内務省の意向を気にして

おり、リーダーシップを発揮して刑務所行政を担うことができていない。他

 116 Ibid., pp. 156―157.
 117 Ibid., p. 161; Diana Woodhouse, “Ministerial Responsibility”, in Vernon Bogdanor ed., 

The British Constitution in the Twentieth Century (Oxford University Press, 2003), p. 
312.

 118 Ibid.
 119 イギリスのネクスト・ステップ・エージェンシーを詳しく研究した君村昌は、その観

点から、本文の論争を取り上げて検討している。君村昌「現代イギリスの行政改革：
エージェンシー化の進展とアカウンタビリティをめぐる一考察」同志社法学49巻３号
（1998）35―41頁。
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方、内務省の方も、本来刑務所庁に任せるべきところを過度に介入しすぎて

いる120。

　この報告書が出版されたのち、世論の批判は、内務大臣であるハワードに

向かった。しかし、ハワードは、自分が辞任するどころか、刑務所庁の長官

（the chief executive）だったルイスに辞職を求めた。ルイスが拒否したと

ころ、ハワードはルイスを罷免したのである121。

　ハワードは、政策と執行の二分論を主張して、ルイスの罷免を正当化し

た。いわく、大臣は政策を担当するが、リアマウントの報告書は執行に対す

る批判である。大臣は政策について責任を負うが、執行について責任を負う

のは大臣ではなく、エージェンシーの長だというわけである122。

　これは、メイズ監獄事件以来繰り返されてきた主張である。そして、今回

も大臣は責任を現場におしつけて、自分は辞任せずに済んだのである。

　注目すべきは、ハワードが、政策と執行の二分論は「何年も、実際、何世

代にもわたって」受け容れられてきたと述べている点である123。しかし、こ

れは事実と異なる。事実は、この二分論は約10年前に主張され、当初は国会

において激しい反発があって、およそ「受け容れられた」とはいいがたいも

のだったのである。このハワードの発言について、ウッドハウスは、「憲法

上の展開が、健全な分析よりも、誤った情報とより関係があることを示すも

の」というコメントを加えている124。

　以上のように、政策と執行の二分論は、「執行」という広い範囲をまるご

と大臣の責任から除外するものであり、大臣の個別責任制を骨抜きにする理

論であるという批判があてはまるだろう。大臣が事情を知っていたとして

 120 Review of Prison Service Security in England and Wales and the Escape from 
Parkhurst Prison on Tuesday 3rd January, Cm. 3020, Oct. 1995, ch. 3 ; Tomkins, supra 
note 56, pp. 45―46. 君村・前掲（119）、39―40頁。

 121 Tomkins, supra note 56, p. 46.
 122 Ibid., pp. 46―47.
 123 HC Deb 10 January 1995, vol 252, cols 39―40.
 124 Woodhouse, supra note 117, p. 312.
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も、「執行」に分類されれば辞任の責任を免れるところからすれば、先に検

討した「知っていて（knowingly）」よりも、責任を免れる範囲は広範であ

る125。特に、ネクスト・ステップ・エージェンシーの活動が問題となる場合

には、エージェンシーに授権された業務をすべて「執行」と位置づけること

が可能となってしまうだろう。

５　アカウンタビリティとリスポンシビリティの区別

⑴　内容と問題

　最後に、アカウンタビリティとリスポンシビリティの区別を挙げなければ

ならない。この区別は、４で検討した政策と執行の区別と密接に関係があ

り、これらの二つの区別が組み合わされれば、大臣の個別責任制は、その効

力を大きく損なわれることになる。

　大臣責任制の「責任」は、もちろんリスポンシビリティ（ministerial 

responsibility）である。1990年代より以前は、リスポンシビリティは、アカ

ウンタビリティと互換的に使用され、また、大臣の国会に対する責任（リス

ポンシビリティ）の意味として、説明する（account）ことが挙げられるな

ど、この二つの語は分離できないほど関連していたのである126。

　この二つの語を、憲法上二つの意味に分割して説明したのが、内閣官房長

だったロビン・バトラー（Robin Butler）であった。彼は、1993年、庶民院

財務および公務特別委員会において、大臣の個別責任を二つに区別し、アカ

ウンタビリティを「彼の省の活動について国会に説明をする究極的な義務」、

リスポンシビリティを「その行為または決定に対して、個人的な評価または

非難を受けることを含意するという意味において、ある活動または決定に直

接個人的に関わること」と定義した。1994年に出された委員会報告書が指摘

しているように、バトラー理論によると「大臣は、彼の省のすべての行動や

活動に対してアカウンタブルであるが、非難に値するという意味では、すべ

 12５ Ibid., p. 313.
 126 Ibid.
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ての行為に対してリスポンシブルというわけではない」のである127。

　以上のように、バトラーは、アカウンタビリティとリスポンシビリティを

明確に二分し、国会への説明というアカウンタビリティを大臣責任制の中心

に位置づけ、辞任の可能性を含むリスポンシビリティを大臣に対する個人的

な非難に限定することによって、説明責任と辞任との連動を否定したのであ

る。

　この区別は、先に検討したハワードとルイスの論争においてもすでに表れ

ていた。ハワードは、大臣の責任を、政策に対する責任（responsibility）と

執行までを含めて説明する責任（accountability）に二分していた。この位

置づけが可能だとすれば、執行の責任（responsibility）をエージェンシーの

長に押し付けることができれば、大臣は、辞任を迫られることはなくな

る128。

　こうして、政策と執行の二分論が、リスポンシビリティとアカウンタビリ

ティの二分論と重なりあうとき、大臣のリスポンシビリティが非常に狭く位

置づけられるということになる。特に、ネクスト・ステップ・エージェン

シーの導入によって、エージェンシーの長に執行のリスポンシビリティがあ

り、大臣には、政策に対するリスポンシビリティがあるという権限配分が一

見可能になってしまった。そうなると、ハワードとルイスの間で実際に起き

たように、エージェンシーの長にリスポンシビリティをおしつけ、大臣はア

カウンタビリティしか負わないということがおきてしまうのである129。

 127 Treasury and Civil Service Committee, supra note 86, HC (1993―94) 27―Ⅱ, 
Memorandum by Cabinet Office, pp. 188―190; Ibid., 27―Ⅰ, para. 120 ; Woodhouse, supra 
note 117, p. 313.

 128 HC Deb 10 January 1995, vol 252, cols 33―34.
 129 君村・前掲（119）42頁は、「このような区別をしようとする試みは、19世紀的な『小

さな政府』の変容とともに政府の側から行われてきたが、とくにエージェンシー創設と
もに洗練化されてきた」と指摘する。
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⑵　責任の二分論に対する評価

　スコットは、報告書においてバトラーの見解を引用し、リスポンシビリ

ティとアカウンタビリティの二分論を支持する130。また、ロドニー・ブレイ

ジアー（Rodney Brazier）のような著名な憲法学者も、バドラー理論を支持

するのである。彼らは、政府の積極的な役割が格段に上昇した現代国家で

は、大臣は、巨大な行政機構を利用せざるを得ないのであり、省庁がなすこ

とがらのすべての責任を大臣が負うのは現実的でないという131。

　それに対して、公務員の労働組合の連合体である公務員組合協議会（The 

Council of Civil Service Unions）は、ハワードが政策と執行の二分論に依拠

し、刑務所行政についてアカウンタビリティの義務を果たせば、リスポンシ

ビリティを果たしたことになるという考え方に立っているとしたうえで、

「大臣が、国会に対し、彼らの成功と失敗を単に『伝える』だけでリスポン

シビリティを果たしたというのは間違っている」と批判する。そして、「現

実の世界では、リスポンシビリティとアカウンタビリティは異なったもので

はない。執行における決定の多くが政治的に重要なものであり、政策決定に

直接関係しているときに、政策に対する大臣の責任を執行の決定に対する責

任から切り離すことは、擁護できない」と主張して、政策／執行およびリス

ポンシビリティ／アカウンタビリティが明確に切り分けられるという考えを

批判する132。

　また、保守党の欧州議会議員であったメイザーは、バトラー理論を、「罪

がある大臣や無能な大臣が彼らのリスポンシビリティから逃れることを許す

理論」と厳しく断罪する133。

　メイザーは、リスポンシビリティ／アカウンタビリティの区別に政策／執

行の区別を重ねてはならないと主張する。「特定の決定は、政策と執行のど
 130 Scott, supra note 55, para. K8. 15.
 131 Ibid.; Public Service Committee, Ministerial Accountability and Responsibility, HC 

(1995―96) 313―Ⅱ, p. 3, The evidence of Rodney Brazier.
 132 Ibid., pp. 13―14, The evidence of the Council of Civil Service.
 133 Ibid., 313―Ⅲ, p. 121, The evidence of Graham Mather, (para. 3).
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ちらの内容をも有していることがありうる。大臣責任制は、大臣が、政治的

に問題となる執行的な性質をもつ公的な活動について責任を分担することを

意味」することもあるからである134。

　また、メイザーによると、リスポンシビリティは、「政府の質」の評価の

基準に関係する。もしも「誰も責任（responsibility）をとらない」ような政

府ならば、政府の性能は劣っていることになり、その政府が、失敗や能率の

悪さから学んだり、それらを修復することは難しい135。

　メイザーは、この判断基準に照らしてバトラー理論を批判する。「バト

ラー理論では、大臣は、何らかの追加的な、または特別に個人的なリスポン

シビリティを彼に負わせることができるときに限り、『責任がある

（responsible）』【強調は原文―引用者】」。したがって、バトラー理論では、

「院に情報を与えられれば、大臣のアカウンタビリティが果たされる。そし

て、その情報が誤解させるものであり、大臣が誤解させると知っていたよう

な場合でも、その情報が悪意でなされたものでない限りは、責任が発生しな

い」のである136。

　したがって、バトラー理論は、「公的な責任（リスポンシビリティ）を増

進することなく、大臣責任制を弱める」ものである137。メイザーにとって、

「リスポンシビリティを負わされることは、単に説明をすることよりも重い

負担」である。そして、「アカウンタビリティは、リスポンシビリティの一

部であり」、「実際に誰かに責任を負わせることを可能にするもの」であ

る138。説明を与えることは、責任がある人を作為や不作為に向かわせた要因

を評価し、彼の行動を公正に判断することにつながるからである139。

　ウッドハウスは、メイザーを引用して、「それゆえ、リスポンシビリティ

 134 Ibid., (para. 5).
 13５ Ibid., (paras. 7, 8).
 136 Ibid., (paras. 9, 10).
 137 Ibid., (para. 19).
 138 Ibid., (para. 20).
 139 Ibid., (para. 23).
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とアカウンタビリティは、同じプロセスの一部分であり、切っても切れない

ほどに絡み合っている」と述べる。そして、二つの区別にこだわる政府の試

みを、「習律が政治構造と政治的実践の20世紀の変化に対応し、アカウンタ

ビリティを改善するように進化していることを示す」と一定の評価をしなが

らも、「しかし、現実には、それは、大臣の責任（liability）を制限するよう

に思われる」と否定的な評価を下す140。

　リスポンシビリティとアカウンタビリティの二分論を批判したウッドハウ

スは、さらに、この区別を政策／執行の区別に重ねることに問題があるとい

う。メージャー内閣は、庶民院財務および公務特別委員会の報告書に対する

返答において、大臣は「省庁の政策」および「当該政策が執行される枠組

み」に責任がある（responsible）と述べて、この二つの領域を重ねようとす

る141。ウッドハウスは、この文書には、大臣が執行に干渉したことの責任や

ある問題が大臣のところに上がってきた場合に介入しなかったことについて

の責任、また、大臣の管理能力の欠如の結果失敗が繰り返された場合や省庁

が大臣が知るべきことを大臣に知らせない場合の責任について言及がないと

批判し、そのような場合には、大臣には監督責任があるはずだと指摘するの

である142。

　二つの区別の重なり合いによる弊害がよりはっきり表れるのが、ネクス

ト・ステップ・エージェンシーの局面である。ウッドハウスは、政策と執行

の立場の分離が強調されるエージェンシーにおいてリスポンシビリティとア

カウンタビリティを区別することは、「大臣責任制が、公務員ではなく大臣

を守るよう機能」することを意味し、「大臣が非難を公務員に転嫁すること

を可能にする」という厳しい評価を下すのである143。

 140 Woodhouse, supra note 117. p. 315. 君村・前掲（119）43―44頁。君村は、ウッドハウ
スの見解について、「大臣責任を重層的な構造として把握していく考え方」であると評
価している。

 141 Supra note 87, pp. 27―28.
 142 Woodhouse, supra note 117, pp. 315―316.
 143 Ibid., p. 318.
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　トムキンスは、バトラー理論が、リスポンシビリティを個人的な問題とみ

なすことによって辞任という結果を導くことを問題にする。つまり、バト

ラー理論において、辞任は公的な理由からは発生しないのである。その結

果、バトラー理論では、大臣の憲法上の義務は、説明することに限定される

のである。

　トムキンスは、このような大臣の責任を個人的な問題に矮小化する理論は

間違っているという。なぜなら、大臣責任制は、大臣が国会に対して負わな

ければならない憲法上の義務だからである。大臣の責任は、起きたことの説

明に限定されない。大臣は、状況を改善するために、省庁の活動を中止すべ

きこともある。また、場合によっては、サンクションとしての辞任が大臣に

課せられることもありうるのである144。

　以上のように、大臣の責任をリスポンシビリティとアカウンタビリティの

二つに分けて政策と執行に配分することは、本来非難されるべき大臣を大臣

責任制の規範から解放し、大臣責任制の規範を無効にするものだといってよ

い。

６　小括

　２～５の限定は、論理的には連続している。身代わり理論が否定され、大

臣が辞任の責任を負わない領域を想定することが第一である（２）。次に、

辞任の責任を大臣個人が事情を知っている場合に限定する（３）。さらに、

政策と執行を分けることにより、執行について大臣は知らないとみなす

（４）。そして、最後に、大臣の責任をアカウンタビリティとリスポンシビ

リティに二分し、リスポンシビリティを大臣が個人的に非難される場合に限

定することによって、大臣が担当する省庁の活動のかなりの部分を大臣と個

人的に無関係の行為と認定することが可能になったのである。こうして、大

臣は行政の失敗の責任をとって辞任することから解放される。

　しかし、メージャー政権によるこれらの「ひそかにおこなわれた憲法改
 144 Tomkins, supra note 56, pp. 65―66.
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正」は、国会の側からの抵抗によって挫折した。最後にその様子をみること

にしよう。

第四章　国会による大臣責任制の獲得

１　問題の所在

　ここまでみてきたように、大臣の個別責任制は、イギリス憲法に歴史的に

埋め込まれたものであり、その中核的な部分にある145。その核心は、国会に

よる行政のコントロールにある。その内容は、①大臣がその担当する行政権

の行使について国会で説明すること、②国会の支持を失った大臣は辞任する

ことであった。

　②については、20世紀の政党政治の展開の中で、その現実的な機能を大幅

に失う。それにもかかわらず、クリチェルダウン事件にみられるように、こ

の規範はイギリスの議院内閣制における重要な憲法上のルールとして存在し

続けてきたのだった。

　ただし、問題は、「国会の支持を失った場合」という明確な要件が失われ

たため、どのような場合に辞任という効果が発生するのかが不明確になって

しまったことである。大臣責任制の中核は②にあったので、一時期、公法学

者の間で、大臣責任制の規範そのものが力を失ったとみなされたのも、ある

意味、仕方がなかったのかもしれない146。しかし、②については、ウッドハ

ウスが示したように、現実政治おいて、80年代、90年代において、その機能

が拡大してきた。また、①については、イラク武器供与問題をきっかけに、

個別責任制と説明責任が意識的に結びつけられた。こうして、第二章の末に

 14５ ウッドハウスは、「一世紀以上の間、大臣責任制は、イギリスの憲法的な取り決めと
ウェストミンスター型政府を支えてきた」と述べる。Woodhouse, supra note 117, p. 
329.

 146 イギリス憲法の有名な論文集“The Changing Constitution” の第４版において、大臣
責任制を論ずる論文が姿を消したことは、当時の公法学者の認識を反映している。
Jeffrey Towell and Dawn Oliver eds., The Changing Constitution, 4th ed. (Oxford 
University Press, 2000), pp. viii―x.
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示したように、わたしたちは、大臣の個別責任制を、「大臣が、自分自身お

よび担当する省庁の活動について、国会に対し、迅速、十分、正確な情報を

与えることであり、説明を留保したり、説明が遅れたり、不十分または不正

確な説明をすることによって、国会を誤解させた場合には、辞任しなければ

ならない」という憲法上の規範として理解することが可能になったのであ

る。

　ただし、まさに、スコット報告書がそうだったように、説明責任の強化の

主張は、辞任の側面を過小評価する主張と一体となって進められてきた。そ

して、そこに、メージャー政権による「ひそかにおこなわれた憲法改正」が

入り込む余地があったのである。その中心が政策と執行の二分論と一体と

なったアカウンタビリティとリスポンシビリティの二分論であった。

　しかし、このような政権の動きに対して、大臣責任制の主体たる国会によ

る抵抗がおこなわれる。その舞台は、庶民院の省庁別特別委員会であった。

２　庶民院省庁別特別委員会による抵抗

⑴　庶民院省庁別特別委員会と大臣責任制

　庶民院省庁別特別委員会は、1979年に創設された非常にユニークな委員会

である147。戦後の政府の活動範囲の急速な拡大と政党規律の強化という二つ

の歴史的事情のため、国会が政府に対するコントロールを十分に発揮できな

くなったということが、設置の背景にはある148。したがって、その目的は、

国会による行政のチェック能力を強化して、大臣に行政権の行使について説

明させることによって、国会と行政とのバランスを回復しようとするところ
 147 この委員会について、孝忠延夫『国政調査権の研究』（法律文化社、1990）第５章、

木下和朗「イギリス庶民院における調査委員会制度―国政調査権に関する制度考察―
（１）～（３・完）」北大法学論集44巻５号、６号、45巻１＝２号（1994）、梅津實「イ
ギリス下院特別委員会の改革―一九七九年以降の軌跡をたどって―」同志社法学66巻６
号（201５）などを参照。

 148 Christopher Johnson, “Select Committees: Powers and Functions”, in Alexander 
Horne and Gavin Drewry eds., Parliament and the Law, 2nd ed. (Hart Publishing, 2018), 
p. 106.
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にある149。

　この点に関し、イギリス憲法を「政治的アカウンタビリティ」と「法的ア

カウンタビリティ」の併存としてとらえ、前者を支持したトムキンスは、そ

の「政治的アカウンタビリティ」の中心に大臣責任制を位置づける150。そし

てトムキンスは、そのメカニズムとして、議院における議論、質問に加え

て、省庁別特別委員会制度を挙げるのである151。

　この委員会は、各省庁ごとに作られ、「支出、行政、および政策を精査す

る」152。そのために、証人を召集し、書類および記録の提出を求めることが

できる153。この権限からわかるように、この委員会は、わが国でいうところ

の国政調査権（憲法62条）のための委員会である。それが、省庁ごとに庶民

院に常設されているのである。最大の人数が議院規則で決まっており、現在

は、ほとんどの委員会が11名を最大人数とする154。

　重要なことは、委員はバックベンチャーのみで構成され、政党の規律から

相対的に自律しており、政党をこえたコンセンサスを重視して、通常、全員

一致の報告書を出すべく協力し合うということである155。国会による政府の

コントロールとして成立した大臣責任制が、20世紀の政党政治の確立の結果

機能しなくなったことは、何度も繰り返してきたところである。その観点か

らみたとき、この省庁別特別委員会は、政党政治の確立によって失われた政

府対国会という局面を発揮しうる制度設計になっていることに注目しなけれ

ばならない156。

 149 Woodhouse, supra note 10, p. 178.
 1５0 Tomkins supra note 73, p. 133.
 1５1 Ibid., p. 160.
 1５2 Standing Order of the House of Commons No. 152 (2019).
 1５3 Ibid., No. 152 (4) a.
 1５4 Ibid., No. 152 (2).
 1５５ Richard Kelly, “Select Committees: Powers and Functions”, in Alexander Horne, 

Gavin Drewry and Dawn Oliver eds., Parliament and the Law (Hart Publishing, 2015), 
p. 161.

 1５6 Tomkins, supra note 73, p. 165. 
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　前章で、大臣の個別責任の主張に対して、政府の側は、その意味を薄める

ために努力してきたことをみた。それに対して、国会側も反撃をおこなう。

その主たる舞台が、省庁別特別委員会であったのは、上に述べた委員会の特

質からすれば当然であったといえよう。

⑵　庶民院財務および公務特別委員会の1994年の報告書『公務の役割』

（Treasury and Civil Service Committee, Fifth Report, The Role of the 

Civil Service, HC（1993―94）27）

　この報告書は、ネクスト・ステップ・エージェンシーや市場化テストと

いったサッチャーとメージャーのドラスティックな行政改革に対する国会の

側の対応として1994年11月に出された157。

　バトラーが、リスポンシビリティとアカウンタビリティの区別をはじめて

明確に示したのが、この委員会での調査においてであったことはすでに述べ

た。委員会の報告書は、バトラーの二分論を要約し（パラグラフ120）、検討

を加えた上で（パラグラフ121―123）、次のように結論を述べる。

「行政権が国会に説明責任を果たす（accountability）という効果的な

システムは、議会制民主主義（Parliamentary democracy）の本質的な

要素である。わたしたちは、効果的なシステムが二つの極めて重要な要

素に依拠していると信ずる。その要素とは、第一に、失敗が起きた時、

誰が説明をし、責任を負うのかが明らかなことである。第二に、国会

が、行政権に説明させるために要求した正確な情報をえて、責任

（responsibility）がどこにあるかを確かめることができるという自信で

ある。わたしたちは、政府によって目下示されているような大臣のアカ

 1５7 当時の保守党政権の行政改革と同報告書について、君村昌『現代の行政改革とエー
ジェンシー―英国におけるエージェンシーの行状と課題―』（財団法人　行政管理研究
センター、1998）特に、73―74頁。同書は、報告書の概要と勧告の箇所を訳出している。
同上、174―184頁。
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ウンタビリティの理論とその含意の説明が、上の要件に十分に適合して

いると確信できない。わたしたちは、アカウンタビリティとリスポンシ

ビリティ――前者は、大臣が権限を委任できないが、後者は委任できる

――をはっきりと区別できるという政府の試みは、説得的でないと考え

る。」（パラグラフ132）158

　このように、財務および公務特別委員会の報告書は、大臣の責任をリスポ

ンシビリティとアカウンタビリティに分割し、リスポンシビリティの領域を

限定しようとするバトラー理論をはっきりと否定した。前章ですでに検討し

たように、バトラー理論は、大臣の憲法上の責任を「説明」に限定すること

で、本来、失政の責任を問われるべき大臣をその責任から解放し、ネクス

ト・ステップ・エージェンシーの長や公務員にその責任を押し付けることを

可能にする。だとすれば、大臣責任制の意義を根本から覆すことになるわけ

であるから、行政権の行使に対するチェックを目的とする省庁別特別委員会

からすれば、この理論を受け入れられないのは当然であろう。バトラー理論

は、それが最初に明確に主張された時に、国会（特別委員会）によって拒否

されていたことを確認しておこう。

　この報告書が大臣責任制に果たしたもう一つの貢献は、説明責任と辞任と

を結びつけたところである。

　報告書は、パラグラフ134で、「省庁別特別委員会を含む国会と公衆に対し

て、政府の政策、決定、行動について可能な限り十分な情報を与え、国会と

公衆を欺いたり、誤解させない」義務を規定する1992年の大臣行為規範パラ

グラフ27に注目する。そして、政治に対するシニシズムに言及したのち、大

臣や公務員が、質問に答えなかったり、事実をよく見せたりすることはあっ

ても、「嘘をついたり、知っていて庶民院を誤解させたりしないだろうとい

うことは、国会議員が行政権に説明をさせるための最も強力な手段の一つ」

 1５8 当該箇所について、君村・同上119-120頁に紹介がある。訳文を参考にしたが、同一
ではない（以下においても同様）。
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だという認識を示す。そして、答えないことと誤解させる答えを述べること

に違いを認めて、「知っていて国会を誤らせたと認定されたどんな大臣も辞

任すべきである」と述べるのである159。

　以上のように、財務および公務特別委員会の報告書は、アカウンタビリ

ティとリスポンシビリティの二分論に疑問を呈し、説明責任と辞任を結びつ

けた。ただし、1994年のこの報告書の段階では、「答える」ことが、辞任と

結びつく大臣の義務から除外されていたことを確認しておかなければならな

い。説明することが前提とされるようになるのは、スコット報告書を経た、

次の段階を待たなければならない。

⑶　庶民院公共サービス特別委員会の1996年の報告書『大臣のアカウンタビ

リティとリスポンシビリティ』（Public Service Committee, Second 

Report, Ministerial Accountability and Responsibility, HC（1995―96）

313）160

　この調査報告書がなされた背景として報告書自身が二つの事件を指摘して

いる。まず、エージェンシー設立によって、国会への政府のアカウンタビリ

ティが損なわれるのではないかという危惧である。報告書は、刑務所エー

ジェンシーの長であったデレク・ルイスが内務大臣に解任された事件を挙げ

て、「効率性と政治的説明責任のバランスをとること」が「困難になってい

る」と指摘する（パラグラフ５）。

　もう一つの事件は、いうまでもなく1996年２月に出されたスコット報告書

である。スコット報告書は、「応答する政府を確保する際の大臣責任制の習

律の有効性について、より伝統的な懸念を提起した」のである（パラグラフ

６）161。

　この報告書は、その名も「大臣のアカウンタビリティとリスポンシビリ

 1５9 「知っていて」と財務および公務特別委員会との関係については、第三章３⑴を参照
のこと。

 160 報告書の概要と勧告の箇所が、君村・前掲（157）203―209頁で訳出されている。
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ティ」である。この報告書の第二章は、前章で検討したメージャー政権によ

る「ひそかな憲法改正」について、逐一、批判をする内容になっている。

　まず、同報告書は、クリチェルダウン事件におけるマックスウェル・ファ

イフの発言について、省庁が適切に機能するように行動する責任に言及して

おり、通常考えられているよりも大臣の責任が広くとらええていることに注

意を促す（パラグラフ13）162。

　次に、報告書は、政策と執行の区別を批判する。報告書は、本稿が前章で

検討したイーノック・パウエルの発言を引用したうえで、それを「極端な見

解」として退けながらも、次のように述べる163。

　「大臣は、彼の省庁が運営される全体的な方法について、個人的に責任が

ある（responsible）あることを一定程度認めなければならない。確かに、執

行レベルにおける個別の間違いについて大臣が非難されることはありえない

が、広い範囲の省庁の能力欠如については、非難されることもありうる。‥

大臣は、省庁の活動に関係する失敗のたびに非難されることはない。しか

し、もし、そのような失敗が十分に甚大なものであれば、多くの人は、大臣

は辞任すべきと感じるかもしれない。」（パラグラフ19）。

　さらに、報告書は、政策と執行の区別によって、現場に責任を押し付ける

結果になる可能性について次のように述べる。

　「大臣がやってはならないことは、機能しない政策の効果や彼が設定した

非現実的な目標について、公務員に非難を押し付けることだ。もし、失敗が

起きた場合に、大臣が（知っていて）国会を誤解させたのではないという理

由で非難されるべきでなく、公務員が、大臣に仕えるものとして行動してい

たがゆえに非難されるべきでないとすれば、誰も非難されるべきでないとい

 161 トムキンスによると、同委員会は、スコット報告書が出される前に、ネクスト・ス
テップ・エージェンシーと大臣責任制について調査を始めることを決めていた。スコッ
ト報告書が出たのち、その射程を大臣責任制一般に拡大した。Tomkins, supra note 56, 
p. 57.

 162 HC Deb 20 July 1954, vol 530, col 1287.
 163 パウエルの発言について、第三章４⑴を参照。
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う不満足な結果がもたらされる。」（パラグラフ20）。

　政策と執行の区別を批判し、大臣の広い責任を認める以上は、アカウンタ

ビリティとリスポンシビリティの厳格な切断も必要がなくなる。パラグラフ

21は、アカウンタビリティとリスポンシビリティの二分論が、省庁における

失敗について大臣を非難する程度を限定するのであれば成功しないこと、ま

た、例えば、社会保障料の計算ミスなどの現場の小さなミスについて大臣が

非難されないというのであれば、当たり前のことを言っているに過ぎないと

指摘し、次のように述べる。

　「大臣が、個人的に責任（responsible）を負い、非難されるべき領域と、

大臣が憲法上説明責任を負う（accountable）領域を、絶対的に区別するこ

とは不可能である。大臣責任は、そのように明確に分けられる二つの領域で

なりたっているのではない。大臣は、国会に対し、政府がその活動を説明す

ることを確保する義務がある。大臣は、また、国会においてなされた批判に

対し、国会を満足させるような方法で答える義務がある。その義務には、必

要であれば、辞任することも含まれる。」（パラグラフ21）164。

　以上のように、同報告書は、政策と執行の区別、アカウンタビリティとリ

スポンシビリティとの区別を明確に否定した。すでに検討したように、バト

ラー理論は、大臣の辞任の責任を個人的な非難に限定することで、大臣責任

制を骨抜きにするものであったことからすれば、この帰結は、大臣責任制を

回復するために必須の論理的な作業であったといわなければならない。

　同報告書は、次に、大臣責任制の中身を論証していく。まず、失敗を是正

する国会の能力にとって重要なことは、辞任を強制することよりも、「適切

で熱心な審査とアカウンタビリティ」であるということを確認する（パラグ

ラフ26）。

　そのうえで、辞任とアカウンタビリティを次のように結びつけるのであ

る。

 164 このパラグラフについて、君村・前掲（157）120頁に紹介がある。
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「わたしたちが述べてきたように、国会と公衆に対する適切なアカウンタビ

リティは、大臣が適切な民主的な統制に服するように、国会において彼らの

活動を説明することを要求する。それが行われないことは、国会におけるア

カウンタビリティと政府の民主的なコントロールの根幹を揺るがす。政府の

活動について国会または公衆を誤らせることや、適切な要請を受けたにもか

かわらず情報を与えることを拒否することは、大臣個人に責任のある

（responsible）ことがらである。わたしたちは、知っていて国会を誤らせた

と認定されたどんな大臣も辞任すべきであるとする財務および公務特別委員

会の結論を繰り返す。」（パラグラフ28）

　こうして、説明責任（アカウンタビリティ）と辞任が結びつけられた。し

かし、財務および公務特別委員会の報告書は、伝えないことは嘘をつくこと

とは異なるのであるから、辞任を導く責任の対象に含まれないと言っていた

はずだ。パラグラフ28は、おそらくこの点を意識して、先に引用した部分に

続けて、「大臣が、庶民院に正確で真実の情報を伝えることが、非常に重要

であることははっきりしている。もし、彼らが、知っていてそれをおこなわ

ない場合、彼らはその地位を失うべきだ」とするメージャー首相の言葉を引

用するのである165。

　以上の検討をふまえて、報告書のパラグラフ32は、「大臣責任制」の「一

つの有効な定義」として、以下の定義を提示する。

　「大臣は、国会に対し説明するという根本的な義務を負っている。こ

れは、本質的に二つの意味がある。第一に、行政権は、説明を与えると

いう義務がある。――すなわち、行政の活動が適切な民主的な統制に服

するよう、国会で、行政の活動について十分な情報を与え、説明するこ

 16５ これこそ、第三章３⑴で指摘したメージャー首相が財務および公務特別委員会の小委
員会委員長にあてた1994年４月５日の書簡であり、財務および公務特別委員会の報告書
への回答として示されたものでもある。公共サービス特別委員会は、この政府回答を利
用して、大臣責任制の規範をもう一歩先に進めようとしているのである。
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とである。この義務は、国会の固有の機能の中心に位置するものである

から、知っていて国会を誤らせたと認定された（found to have 

knowingly misled）大臣は、辞任しなければならない。‥第二に、ある

大臣の国会に説明する義務は、行政権が説明させられるという責任を負

うことを意味する。すなわち、行政権は、その活動に関して国会におい

て提起された関心や批判に答えなければならない。なぜなら、国会議員

は、民主的に選ばれた人民の代表だからである。大臣は、庶民院による

（大臣が貴族院議員である時は貴族院による）信頼がなければ、その機

能を効果的に行使できない。大臣は、自ら行動し、彼の省庁の仕事を指

示しなければならないが、その際、彼は、彼自身の政党および所属する

院の信頼を得ることを確実にするようなやり方で権限を行使しなければ

ならない。誰を大臣として選ぶかを決定するのは総理大臣である。しか

し、総理大臣は、所属する議院の同僚の信頼を得られない大臣をその職

にとどめておかないだろう。」（パラグラフ32）166。

　この定義に含まれている二つの責任は、政府の主張する二分論に対応する

ものである。委員会は、アカウンタビリティとリスポンシビリティを切断す

るバトラー理論を明確に否定したうえで、大臣の国会に対するリスポンシビ

リティとして、「説明をする義務（obligation）」と「説明させられるという

責任（liability）」の補完しあう二つの領域があることを主張したのである

（パラグラフ32）167。

　重要なことは、ここにおいて、大臣行為規範パラグラフ27にあった説明責

任が、辞任を要求する伝統的な大臣責任と正式に結びつけられたことであ

る。こうして、行政権の国会に対する説明責任は伝統的な大臣の個別責任制

の中核に据えられた。

 166 このパラグラフについても君村・前掲（157）120―121頁に紹介されている。
 167 Tomkins, supra note 56, p. 58.　また、大臣責任制について「責任を問われる義務」

の側面に注意を喚起する君村・前掲（1５7）117-118頁の指摘も参照。
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　ここで要求された規範の内容を確認しておこう。まず、大臣は、自分の担

当する省庁の行政活動について、議院に対し十分で正確な情報を与えなけれ

ばならない。事情を知っていて、その義務を果たさなかったと認定された大

臣は辞任しなければならない。しかも、それは国会による行政権の民主的統

制の中心的な手段として位置づけられた。だからこそ、その義務に違反した

大臣は、国会の判断を誤らせた責任をとって辞任しなければならないのであ

る。

　次に、大臣は、国会において説明させられる責任を負う。第一の規範との

違いは、単に説明するのではなく、大臣が国会による批判や関心に反応する

という側面に着目している点である。国会議員は、大臣の行政権の行使を批

判しなければならないし、大臣はその批判に誠実に答えることによって国民

に対して説明責任を果たすのである。

　この主張は、わたしたちが、第二章の最後に確認した大臣責任制の規範だ

といってよい。大臣のリスポンシビリティとアカウンタビリティを重層的に

捉える大臣責任制の規範が、現実の政治過程において明確に示されたのであ

る。

３　政府の反応と国会の対応

　注目すべきは、1996年11月に出されたこの報告書に対するメージャー政権

の対応である168。政権は、区別そのものを否定したわけではないが、憲法上

のアカウンタビリティと個人的なリスポンシビリティの間に絶対的な区別の

線を引くことはできないという報告書の提言に賛成するのである169。この区

分論が政権の議論の骨格にあったはずなので、それを否定したことは、「ひ

そかな憲法改正」を断念したに等しい。

　さらに重要なことは、政権が、大臣の説明義務を承認したうえで、「国会

 168 以下の記述について、トムキンスの見解を参考にした。Ibid., pp. 59―63.
 169 Government Response to the Report of the Public Service Committee on Ministerial 

Accountability and Responsibility, HC (1996―97) 67, p. iv.
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が受け取った説明に満足したかどうか、また、サンクションが必要だとし

て、どんなサンクションがなされるべきか、これらのことを決定するのは国

会である」と認めたことである。トムキンスが指摘するように、この承認の

意味はとても大きい。なぜなら、「知っていて誤解させた」かどうかが微妙

な場合であっても、国会が大臣の説明に対して納得しなければ、辞任も含め

たサンクションを課すことができるということであるからである170。

　残った問題は、大臣行為規範の変更がそうであるように、政府が作った規

範は後に政府が変更できることである。重要な憲法原理というからには、政

府の規範で満足するわけにはいかないだろう。この点、公共サービス特別委

員会の報告書は、議員および証人を拘束する議院の決議で、規範の内容を確

定することを提案していた（パラグラフ５５、 60）。

　メージャー政権は、決議での規範の制定には賛成したが、決議が完全な効

力を発揮するためには、全会一致でなされる必要があると主張した。政党間

の見解の対立はなかなか埋められなかったが、政党間で妥協が成立し、1997

年３月20日、有名な決議が両院で全会一致でなされたのである。

「⑴大臣は、自らが掌理する省庁及びネクスト・ステップ・エージェン

シーの政策、決定及び活動に関して、国会に説明し、説明させられる義

務を負う。

⑵大臣が、正確かつ真実の情報を国会へ提供し、可能な限り早い機会に

いかなる不注意による間違いをも訂正することは、非常に重要である。

知っていて国会を誤らせた大臣は、首相へ自らの辞任を申し入れること

が期待される。

⑶大臣は、国会に対して可能な限り率直に発言するものとし、情報の提

供を拒否することは当該情報の公開が公益に反しうるときに限られる。

⑷大臣は、大臣の代わりに大臣の命令の下で国会の委員会で証拠を与え

 170 Tomkins, supra note 56, p. 59.
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る公務員に、可能な限り正確で、真実で十分な情報を与えるのに役立つ

よう要求する。

⑸パラグラフ⑶で述べた「公益」の解釈は、国会制定法及び政府情報へ

のアクセスに関する実施要領に従い決定される」171

　こうして、大臣責任制の規範が、ついに、両院の決議として承認された。

個別責任の習律は、もうすでに憲法習律ではない。最高の権威をもっている

両院の決議として、国会議員と証人を拘束するのである。また、書き手が政

府から国会へと変わったことは、原理の大きな変更である。もはや、この規

範を政府が変更することはできないのである172。

　問題は、その内容である。トムキンスが指摘するように、この決議は妥協

の産物である。トムキンスの指摘する政権のメリットとしては、以下の三点

である。①大臣のリスポンシビリティではなくアカウンタビリティとして提

示された、②「知っていて」が維持された、③委員会に出頭する公務員が、

大臣の命令の下で発言する173。

　それに対して、①担当する省庁の政策、決定、行動について、単に説明す

るのではなく、国会によって説明させられることが規定された、②確かに、

「知っていて」は消せなかったが、大臣は、正確かつ真実の情報を国会に伝

えるという重大な責任を負うことが明示された、③公務員は確かに大臣の命

令で証言するのではあるが、大臣は、公務員が可能な限り正確で、真実で十

分な情報を与えるよう協力しなければならないこと、を勘案すれば、それほ

 171 HL Deb 20 March 1997, vol 579, col 1057; HC Deb 19 March 1997, vol 292, cols 1046―
47.　ここに訳出したのは、貴族院の方の決議である。庶民院のバージョンは、⑸が⑶
と⑷に組み込まれているだけで、内容はほぼ同一である。ちなみに、トムキンスによる
と、庶民院の決議は３月20日の朝２時であったため、記録上は19日となっている。
Tomkins, supra note 56, p. 62, n. 184. この決議について、木下和朗「イギリス議会下院
における議会質問制度の現況」中村睦男、大石眞編『立法の実務と理論　上田章先生㐂
寿記念論文集』（信山社、2005）981頁。また、田中・前掲（55）890―891頁。

 172 Tomkins, supra note 56, p. 62.
 173 Ibid., p. 63.
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ど悪くない妥協だったというトムキンスの評価は妥当であるように思われ

る174。

　もちろん、妥協の産物であるから、この規範が有効に機能するかは、あく

までも国会の力にかかっている。したがって、ウッドハウスが指摘していた

ように、この決議はあくまでもより十分な説明責任体制確立のための「はじ

まり」としての意味をもつに過ぎないようにも思われる175。しかし、「はじ

まり」がなければ、なにもはじまらない。90年代の憲法闘争の結果、より開

かれた政府を実現するための「はじまり」を獲得したことは、イギリスの立

憲民主政にとって、やはり、重要な成果だったのだといえよう。

結論

　本稿で検討したように、イギリスの大臣の個別責任制の規範は、90年代後

半、労働党が18年ぶりに政権を奪取しようとする直前に一つのかたちとなっ

た。この帰結は、第三章と第四章で検討した90年代の憲法闘争から生成した

ものである。本来であれば、21世紀におけるその後の展開を追うべきであろ

うが、本稿においては断念するほかない176。ただ、その後の歴史は、ここで

一応の確立をみた大臣責任制の規範を前提にして展開しているようにみえ

る177。

　最後に、本稿全体の内容についてまとめておきたい。

　イギリスの個別責任制は、議院の支持を失った大臣は辞職しなければなら

ないという19世紀の実践にその基礎をおいている。そこでは、議院が大臣を

支持する前提として、大臣による説明責任の遂行が埋め込まれていた。20世

紀に入り、政党内閣の成立によって、連帯責任制にのみこまれる形で、個別

 174 Ibid.
 17５ Diana Woodhouse, “Ministerial Responsibility: Something Old, Something New” 

〔1997〕 Public Law, p. 282.
 176 公務員やネクスト・ステップ・エージェンシーの長の特別委員会での発言のルール

（osmotherly rules）の問題等、残された課題はあまりにも多い。
 177 See, Bradley et al., supra note 3, pp. 115―117.
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責任制の規範が機能しなくなる。ただ、そのような状況においても、大臣の

個別責任制の習律は、クリチェルダウン事件でのダグデール大臣の辞任が一

つの模範的な実例となって、その存在が語られ続けてきたのである。

　そのうち、80年代後半から90年代にかけて、個別責任制の規範の効果とし

ての辞任が復活していく。

　そのような歴史的経緯の中で、イラク武器供与問題が起きた。この事件を

きっかけに、大臣の個別責任は、大臣が説明責任を負うという規範として再

構成された。ただし、辞任から説明責任への強調点のシフトは、辞任を最小

限にしようとする政府の試みを誘発することになる。特に、リスポンシビリ

ティとアカウンタビリティの二分論は、辞任を伴うリスポンシビリティを個

人的な非難の場面に限定することで、問題ある大臣を守るという機能をもつ

ものであり、個別責任制を骨抜きにする危険があった。国会は、省庁別特別

委員会の議論の積み重ねを武器に、その試みを跳ね返したのである178。

　こうして、大臣は、国会に対して、自分の担当する省庁とネクスト・ス

テップ・エージェンシーの政策、決定、活動について、正確で十分な情報を

与える義務を有し、もし、その義務に反して、国会を誤らせた場合には辞任

しなければならないという規範が1997年の国会決議によって明示された。本

稿を終えるにあたって、20世紀末にイギリス憲法が改めて獲得した大臣の個

別責任の主たる内容が、国会に対する大臣の説明責任であって、責任が果た

されない場合の大臣の辞任というサンクションによって裏づけられたもので

あることに注意を促しておきたい。

　もちろん、この規範が機能するかどうかは、具体的な政治状況にもかかっ

ている。また、エージェンシー制度は、エージェンシーの長官を辞任させる

ことによって、大臣が守られることを可能にしている。しかし、説明責任と

 178 貴族院憲法特別委員会は、2012年の報告書において、「リスポンシビリティとアカウ
ンタビリティの語の間に、憲法上の差異は全くない」と書いた。90年代の憲法闘争の成
果がここにあらわれている。House of Lords Select committee on the Constitution,  
The Accountability of Civil Servants, HL (2012-13) 61, para. 17.
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辞任を結びつけた大臣の個別責任制を明示的な規範として生み出したこと自

体は、高く評価してよいのではないだろうか。ウッドハウスがいうように、

この規範を出発点にして、より十分に説明をおこなう政府を生み出すことが

できるかが重要だろう179。

　2018年４月のアンバー・ラッド（Amber Rudd）内務大臣の辞任は、この

規範が現実に機能していることを示している。ラッドは、庶民院内務特別委

員会で、内務省が不法移民を強制送還するための目標値をもっていないと発

言したが、それが事実と異なっていたこと、また、ラッド自身が、テリー

ザ・メイ首相に対して10％の不法移民を送還するという書簡を送っていたこ

とが明らかになり、その発言の責任をとって辞任したのである180。

　冒頭で指摘したわが国の状況と比べるならば、その差は明白である。わた

したちは、どんな「イギリス型」の統治構造を目指してきたのか、もう一

度、考える時期にきているのではないだろうか。

 179 Woodhouse, supra note 175, p. 282. ウッドハウスは、2004年の論文において、2002年
の二人の大臣の辞任を役割責任の観点から説明し、自己の理論が現実の憲法実践におい
て定着しつつあることを指摘する。Diana Woodhouse, UK Ministerial Responsibility in 
2002 : The Tale of Two Resignations, Public Administration, vol. 82 No. 1 (2004), pp. 1
―19.

 180 https://www.bbc.com/news/uk-politics-43944988. アリソン・ヤングは、ラッドの辞
任は、国会を誤解させた（mislead Parliament）ことが理由だと指摘している。Alison 
L. Young, “The Relationship between Parliament, the Executive and the Judiciary”, in 
Jeffrey Jowell and Colm O'Cinneide eds., The Changing Constitution, 9th ed. (Oxford 
University Press, 2019), p. 337.


