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政治化と行政化のはざまの司法権
ИЙ最高裁判所 1950～1960ИЙ

牧 原　 出

▍ 要 約

　本稿は，戦後日本の最高裁判所の制度的定着過程を分析するため，田中耕太郎長官時代の政治

裁判と司法行政の動向を検討する。とくに昭和 32 年に生じた 3つの事件，すなわち裁判所法改

正の国会審議，戦後初の裁判官再任と全国大の人事異動，最高裁判所 10 周年記念式典を取り上

げることで，岸信介内閣の下で司法権の独立を守るため，最高裁判所がとった政策を戦後史の中

に位置づけた。戦後の日本国憲法によって司法省から裁判のみならず司法行政面での独立を遂げ

た最高裁判所は，発足当初，国会・内閣と比べて制度的に脆弱であった。しかし，田中耕太郎長

官と彼を支える事務総局の戦略によって，国会での裁判所法改正案の議員立法を斥け，再任の際

に全国の裁判官を異動させる人事システムを構築し，10 周年記念式典に昭和天皇を迎えて法曹

三者の結集を図ることで，国会・政党・社会勢力から裁判所機構の独立を守ろうとした。確かに

それは，一見岸信介内閣の保守的な政治姿勢に最高裁判所が迎合したかのように見える。確かに，

田中耕太郎長官のメディアでの発言と彼の少数意見が表面上政府見解と軌を一にしている面はあ

るとしても，事務総局の構築しつつある司法行政はこれとは距離をおいており，また判決におけ

る多数意見はむしろ田中の読み方を遮断する方向で変化していく。最高裁判所は，長官の言説を

通じて政権と接近しつつも，裁判と司法行政面での独立を保つことで，その基礎を構築したので

ある。

キーワード：最高裁判所，司法行政，田中耕太郎，裁判所法，岸信介

1.　1957 年ИЙ発足 10 年を迎えた
司法権

　1960 年 10 月に 10 年を超える在任期間を終え

て退任した田中耕太郎最高裁判所長官は，次のよ

うに長官時代を回顧した（田中 1961：87）。

　├諸先進国の首席裁判官（チーフ・ジャスティ

ス）が裁判だけに専念していれば足るのとちがっ

て，つねに裁判所対政府および対社会の関係を念

頭において行動しなければならない。日本では裁

判所の権威は十分強くなく，その地位は決して高

いとはいえない。私は政府や世間に対してつねに

背伸びし，爪先で立ってきたようなものである。

もうこれ以上根気が続かない。」

　この発言はさらに 10 年以上すぎた 1973 年の最

高裁判所長官退任の挨拶で繰り返された⑴。

　├残念ながら日本においてはまだまだ国民各位

の裁判所に対する，裁判所のはたす機能の役割，

それから，国会や内閣に対するいろいろな関係，

そのようなことについて，なんと申しましても非

常に歴史が浅いのでご認識が浅いと，つまり，本

当の裁判所の姿というものは国民の間にまだ生き

ておらない，そのために制度上は同等でありまし

ても，なんとなく裁判所にいるものが，自分で背

伸びをして見せないと同じに評価されないという

ふうな憾みなしとしない，そういうことだと思い

ます。田中長官が背伸びを十年間しつづけてきた

のだよということを言われたのは，私もさような

ことではないかと思います。……（中略）……な

んと申しましてもさような意味ではまだまだ裁判

所は発展途上にあるということさえも言えるので

ございまして，その点後につづいてこられる方々

にもひとつ十分に心得てしっかりとやっていただ
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きたいなと思います。」

　2人の長官の回顧によれば，第 2次世界大戦の

敗戦後，日本国憲法とともに発足した最高裁判所

は，戦後 30 年近く経過した時点でさえ，国会・

内閣と比べて格段に低い「権威」しか持っていな

かった。それは，戦後に発足した最高裁判所が脆

弱さを払拭しきれないまま，長期にわたる政治裁

判を抱え込み，政治過程に巻き込まれたからであ

る。占領期の重要政治裁判は 1959 年から 60 年に

かけて最高裁判決で当面の結末を迎え，逆コース

期の 58 年に生じた諸事件の裁判については 66 年

の全逓中郵事件判決から 73 年の全農林警職法事

件判決に至る 2度の判例変更を通じて判例を固め

ていった。これら長期にわたる司法活動を通じて，

政治対立の一部は再度政治過程へ投げ込まれ，一

部は法秩序へと造形される。結果として戦後の憲

法と政党制の下で司法権の独立が定着していった

のである。よって，司法権に対する検討は，戦後

政治そのものを照射することになろう。以上の視

点から，本稿は最高裁判所発足後 10 年経過した

1957 年を司法権の制度的定着の起点ととらえ，

これを中心に田中長官時代の最高裁判所に対して

分析を加えることで，戦後初期の司法権の確立過

程を解明することを課題とする。

　戦後の司法権の歴史上，1957 年は次の 3つの

事件によって彩られる。第 1に，衆議院法務委員

会における議員立法による裁判所法改正案提出の

企図である。第 2に，戦後初めて任期終了を迎え

る全国の裁判官の再任を一斉に行うことにより，

人事体制の確立を果たしたことである。第 3に，

天皇の行幸を迎えて最高裁判所発足 10 周年記念

式典をとり行い，これを機に法曹三者の協力・交

流を推進する体制が，一時的にではあれ整えられ

たことである。

　これらの背景にあったのは，発足直後の最高裁

判所が巻き込まれた戦後政治の激動であった。公

職追放に伴う平野事件，浦和充子事件における国

会の国政調査権の裁判への発動問題など，多くの

政治事件が最高裁判所にもちこまれた。これら司

法権の政治化の頂点は，1959 年 8 月の松川事件

最高裁判決であり，直後の 10 月には法曹三者懇

談会の席で「法の日」を設けることが打ち出され

る。これは安保条約改定反対運動により岸内閣の

総辞職が確定的となった時点で閣議了解された。

現在ではあまり広く知られているとは言えない

「法の日」は，最高裁判所にとり大審院以来の伝

統を正式に継承し，これをもって「裁判批判」に

対抗することを宣言したものであった。岸内閣退

陣後の 10 月 1 日に「法の日」の式典を終えた後，

田中は長官を退任する。「法の日」は田中長官時

代の政治的象徴であった。

　さらに着目すべきは，これら一連の政治裁判と

最高裁判所の対応が，「司法行政」の確立と並行

して生じたことである。1954 年に田中耕太郎最

高裁判所長官は，最高裁判所事務総局の任務とし

ての「司法行政」について次のように述べた（田

中 1954：2┡3）。「事務
マ マ

局の任務としては，人事行

政，経理，営繕等なすべきことが多い。……（中

略）……しかしながら事務局のこれに劣らぬ重要

な任務がある。それは裁判所の組織法や民刑訴訟

法に関する立法を準備することである。……（中

略）……国会が立法をするのには，法制審議会の

ごとき公の機関があつて方針を定めるが，それに

ついては日々現場の経験をしている裁判官側の意

見が十分考慮されなければならない。事務局は最

高裁判所裁判官のみならず下級審の裁判官の意見

をも色んなチャンネルを通じて知つているから，

現行制度のどの点に欠陥があり，それをどういう

風に改正するかがわかつている筈である。その点

を不断に研究して，立法の過程に反映せしむるの

が事務局の重要な任務である」。この記事の背景

にあるのは，1953 年の法制審議会での諮問によ

って開始された最高裁判所改革に対して，たえず

国会が議員立法による法案提出の可能性を探って

いたという 55 年前後の政治状況である。立法府

が及ぼす継続的かつ一方的な制度変更の圧力の中

で，最高裁判所が選択したのは，対内的な司法行

政の確立を通じた，法曹一元をも視野に入れた法

曹界の結集，「法の日」によるメディア対策，象

徴天皇制との関係の再確認という戦略であった。

国会・内閣と比べてはるかに制度的に脆弱であっ

た最高裁判所の確立は，「司法行政」の確立なし

にはありえなかったのである。

　こうして，戦後の最高裁判所は，一方で政治裁

判によって政治化され，他方で司法行政の確立を

通じて「行政化」された。戦後憲法下の「司法権

の独立」は，これらの与件の下で確保されなけれ

ばならなかったのである。

牧原：政治化と行政化のはざまの司法権
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　従来，法律学からの分析では，司法権の独立を

裁判官の独立の上に捉え，マイノリティの人権擁

護の機関として司法権を位置づける立場からの研

究が主流である（萩屋 2004）。そのため，司法行

政の確立は，裁判官の独立を脅かすものであり，

もっぱら批判の対象であった。とくに，問題は

1970 年前後の「青法協問題」の中で尖鋭化した

裁判官人事に向けられ，自民党政権が人事に与え

た影響を批判するとともに，政権の意向に左右さ

れた任用を繰り返したとされる司法行政もまた，

激しく非難されたのである。

　他方，政治学において司法権を本格的に対象と

したものでもっとも依拠しうる著作は三谷太一郎

による研究であるが（三谷 2001），近年，司法権

の独立の度合いを対象とした実証的研究も登場し

始めている（�������� �	
 �������	 2003）。

陪審制の導入を政党政治の確立の指標と捉える三

谷の分析は，司法省による司法行政が政党政治と

再結合する過程を論じており，本稿の視角もこれ

に大きく影響を受けているが，『原敬日記┫・┪倉

富勇三郎日記』などの豊富な一次史料が存在する

戦前と比べて，戦後については司法権と内閣・国

会との交渉過程を示す史料のない状況が長らく続

いた。結果として，戦後の司法権の政治史的意義

を考察する研究は登場しえていない。

　さらに，司法行政に着目するのであれば，アメ

リカ行政学における司法行政研究の潮流と同様に，

行政学からの分析がありうる（���������

1929；��� 1973）。日本では佐藤竺の論文が行政

学からのごく先駆的な研究であるが（佐藤 1966），

以後これを発展させる研究は登場しなかった。

　これに対して，本稿の第 1の特徴は，司法権の

確立過程を，田中長官のリーダーシップと事務総

局裁判官の長期的戦略の結果として把握する点に

ある。もっとも，「長官である先生に，大法廷の

裁判長として充分に力を出していただくために，

また学者である先生に出来るならばすぐれた研究

をしていただくために，事務的なこまごましい配

慮は出来るだけ煩はさない方がよい，大綱さへ示

して貰へば。大体さういふ考方で事務局にゐたわ

れわれは働いてゐたと思ふ」という指摘（鈴木

1977：174）や，「事務総局も田中さんの指揮を仰

いで，その意向に沿って事を処理しようなどとい

う気はない。田中さんの御守は秘書課長だけに任

せて，みんな全然関係ないような顔をしている」

という事務総局側の回顧に見られるように⑵，田

中が率先して組織防衛の戦略を立案したわけでは

決してない。しかし，司法行政，法廷での裁判，

マス・メディアとの応対のすべてに関わり，それ

らにおいて可能な限り「統一」性のある「世界

観」を展開した田中の思索と発言は，組織の基本

的な価値を司法内部から法的に造形しただけでは

なく，その外から政治的に枠づける役割を果たし

た。すなわち，「私は大学教授時代には大学の自

治，文部省と参議院時代には教育権の独立を擁護

する立場におかれた。最高裁判所においては司法

権の独立を守らなければならない。大学自治や教

育行政に関しては私の司法権の独立の理論を援用

した。司法に関しては大学自治と教育権の独立を

類推し得るものと信じた。この三つの国家機能の

間には理論的な統一が存在している。この理論が

三淵先輩（初代最高裁長官ИЙ引用者注）の激励

と相まって，私に最高裁判所で十年間働く原動力

となったのである」（田中 1961�：380）と回顧

する田中は，一面で商法学者・法哲学者としての

役割を自覚的に担おうとしたが，他面で戦中・戦

後にかけて大学研究者としては異例なほど行政実

務と政治経験を蓄積することにより，長官であり

ながらも司法を司法の枠外から政治的に眺める視

線を保ちつつ，司法行政と訴訟指揮に尽力したの

である。本稿が政治学的に接近しうる理由は，こ

こにある。

　第 2に，本稿は，戦後日本の司法権を，戦後世

界の司法権強化（��
��� ���������	�）の趨

勢の中に位置づける。そもそも憲法典への人権規

定とこれに伴う司法権の強化は，比較法制の観点

から見るならば，第 2次世界大戦直後のドイツ，

イタリア，日本，フランスのみならず，1960 年

代に植民地から独立した諸国，80 年代以降のラ

テン・アメリカ諸国の民主化，90 年代の旧社会

主義国の民主化など，いくつもの趨勢の中で，世

界的に普及していくものであり，日本の経験はこ

れらと比較可能である。90 年代のイスラエル，

カナダ，ニュージーランドを比較した ��	

������が，司法権強化は，マイノリティの権利

擁護ではなく，マジョリティによって支えられた

政府の権力基盤の強化を意味したと主張したよう

に（������ 2000；2004），司法権の独立強化は，

特集：政策の総合調整
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少なくともその初期の段階では，体制擁護の機能

を果たすことが通例であり，ラビン首相暗殺後の

イスラエルにとり，強化された司法権は国内・占

領地域内のアラブ人，アラブЁイスラエル混血の

人々の権利擁護には至らないものの，政教分離を

徹底し，ユダヤ教が公的領域に持ち込まれるのを

防ぐことで保守派と距離を画した政府支持派の意

向を代弁しているとされる。つまり，体制と同調

したと批判された戦後日本のケースは例外ではな

く，この時期の司法権の政治的意義は，歴史的文

脈に基づいて検討されなければならないのである。

　第 3に，本稿は，最重要な一次史料として東京

大学大学院法学政治学研究科附属近代日本法政史

料センター原資料部所蔵『田中耕太郎関係文書』

を活用し，さらに近年，最高裁判所判事に行われ

たオーラル・ヒストリーなど談話記録を併用する。

これらの上に立つと，従来「裁判批判」の文脈で

言及されることの多かった最高裁判所長官の訓

示・挨拶，『法曹』など法曹関係誌への寄稿文を

読み直すことが可能になる。さらに判決文を以上

の政治的文脈の上で再整理することによって，裁

判所としての方針と，田中長官の観念する政治的

宣言との差異を読み取ることができる。これらか

ら，田中時代の司法権とともに田中以降の司法権

の動向を展望することが本稿の最終的な課題であ

る。

2.　政治化される司法と
行政化される司法

2.1.　最高裁判所の発足
　戦後改革によって，1947 年 10 月 1 日に最高裁

判所は発足した。日本国憲法下の新制度は，司法

省・大審院を中心とする戦前の司法制度と比較し

た場合，以下の諸点で司法権の独立が守られるよ

う配慮されていた。

　第 1に，規則制定権，予算編成権，裁判官人事

権を中核とする司法行政権を最高裁判所が掌握し

た。戦前では，司法大臣が司法行政権を持ち，大

審院は裁判業務のみを行ったに過ぎなかったが，

戦後の新制度はその点での独立を達成したのであ

る。最高裁判所内では裁判実務と司法行政とは区

別され，裁判については裁判官合議で決定を行い，

司法行政については長官に所属する事務局の補佐

を受けた裁判官会議で決定を下す体制をとった。

　第 2に，最高裁判所は違憲立法審査権を付与さ

れ，立法府・行政府への強い統制権を獲得した。

また特別裁判所が禁止されたため，最高裁判所を

頂点とする司法権の一元化が図られた。

　第 3に，裁判官人事については，任期は 10 年

とされ，新任・再任については，最高裁判所が示

す名簿をもとに内閣が任命するという手続をとっ

た。最高裁判所裁判官については，内閣の任命と

され，その定数は，大審院の裁判官が 30 名以上

の多数に上ったのに対して，15 名に制限された。

　第 4に，予算編成権については，内閣の編成す

る予算案に同意できない場合は，再度内閣を通じ

て国会に独自の予算案を提出する権限を与えられ

た。

　こうして，戦前と比べて格段に司法権の独立が

強化されたが，最高裁判所は，設置直後から政治

の渦中に投げ込まれ，運用の中でその独立を模索

せざるをえなかった。

　第 1に，最高裁判所裁判官の決定過程が動揺を

続けたことである。1947 年 4 月に裁判官任命諮

問委員会が設置されたが，直後に総選挙が実施さ

れて片山哲社会党内閣への政権交替が生じたため，

6月に委員会は再組織されることとなった。委員

は裁判官，検察官，弁護士から互選された。委員

会は 30 名の裁判官候補者を決定して内閣総理大

臣に答申書を提出し，結果として 15 名の枠が，

裁判官，検察官，弁護士，大学研究者に配分され

たのである。このときに裁判官の中で，前大審院

長であった細野長良を中心とする司法権独立の徹

底化を図る集団と，これに対抗して司法省への融

和的姿勢をとる集団とが激しく対立し，後者が裁

判所を掌握した。最高裁判事決定後，下級裁判官

を新たに任命する過程で，事務次長であった五鬼

上堅磐は，日記に「下級裁判所の判事の補職につ

いて，細野氏一派に加わった人々について，とや

かくの批評はあったが，それは不公平には取扱わ

ないということであった」と記している⑶。「不

公平」かどうかが問題となっていることから示さ

れるように，細野派対反細野派の対立は発足後も

尾を引き，以後も刻印を残したことは関係者が共

通して述べているところである⑷。
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　第 2に，続々と政治的色彩の強い案件が持ち込

まれたことである。1948 年 1 月には，農林大臣

であった平野力三が社会党内対立によって罷免さ

れた上，公職追放となったために，片山首相を相

手取って身分を維持するための仮処分を申請した。

これを認めて公職追放の指定の効力を停止すると

東京地裁は判示し，事態は ���およびこの指示

を受けた内閣と最高裁判所との衝突へと至った。

また，48 年 5 月には，参議院司法委員会が国政

調査権に基づいて「裁判官の刑事事件不当処理等

に関する調査」を行うことを決議し，確定判決の

出ていない 5事件を対象に関係者からの意見聴取

を含む調査を行った。最高裁判所は非公式の折衝

でこれを沈静化しようと努めたが，11 月に浦和

充子事件の調査が開始され，翌年 4月にこの報告

書が作成されると，初めて批判を公にし，参議院

議長に意見を申し入れ，全面的な対決姿勢をとっ

た。さらに，同年 7～8月にはドッジ・ラインに

よる超均衡予算の下で大規模な人員整理の対象と

なった国鉄を舞台に，下山事件，三鷹事件，松川

事件が次々と勃発し，容疑者が逮捕されると順次

その裁判が開始されていった。

　第 3に，この間，1948 年末に，最高裁判所は，

家裁設置と並行して補佐部門の機構改革を行い，

発足当初の小規模の事務局を拡充して事務総局と

名称を改め，また調査官を各裁判官に付置して，

訴訟準備の態勢強化を図った。しかし，続々と裁

判所に持ち込まれる案件数は増大し，最高裁判所

での滞留件数は 49 年に 1868 件，50 年に 3924 件，

51 年に 7477 件に達した。揺れる状況下で，内部

から最高裁判所を揺さぶったのが誤判事件であっ

た。49 年 7 月に，かつて大審院長を務めた霜山

精一らの下した判決が刑事訴訟法の規定を誤って

適用していたため，辞職を求める声が高まったに

もかかわらず，霜山等担当裁判官は態度を硬化さ

せて辞職を拒否した。これによって，司法部内で

最高裁判所の権威が大きく損なわれたのである。

激動する政治状況，訴訟の非能率，最高裁判事の

権威の失墜といった諸課題が山積する中で，病に

倒れた初代最高裁長官三淵忠彦は定年を迎える。

これに替わって以後 10 年にわたって最高裁判所

を指揮したのが，田中耕太郎であった。

2.2.　田中耕太郎最高裁判所長官の登場
　田中耕太郎は，戦前の大著『世界法の理論』で

知られる商法学者・法哲学者であり，最高裁長官

への就任も過去の法律学の業績の上に立った人事

として一般に理解されている。しかし，吉田首相

の長官人選は，そのような意図から生まれたもの

ではなかった。

　まず，田中自身が 2度も説得に赴いたと記して

いるように（田中 1961�：90），当初の長官候補

は経済学者の小泉信三であり，吉田には法律家に

長官を打診するという発想がなかった。ついで指

名された田中は，かつての吉田内閣の文部大臣で

あり，当時は選挙の洗礼を受けた参議院議員であ

った。田中は長官就任の日の新聞記者会見で，

「民主的で自由な議員生活の空気に後髪をひかれ

る思いでもある┝⑸・├議員生活には多少の愛着と

未練があり後髪を引かれる思いがする┝⑹と述べ

たが，これは単なる立法府へのリップ・サービス

ではない。また周知のように，就任後，田中は長

官挨拶で再三にわたって「赤色インペリアリズ

ム」と闘うことを高らかに宣言するが，それとい

うのも田中の前歴が，アカデミズムの枠を越えて

十分政治的であり，その内面に一個の政治的人格

を形成していたからである。

　田中は，1939 年のラテン・アメリカ視察を契

機に「それまで政治に関心をもたぬ方であったが，

このとき以来，独裁制，民主制，君主制，共和制

というような政治理論について興味をもつように

なった」と語っている（田中 1961�：91）。それ

も「ラテン・アメリカ政治生活に於ける諸病理的

現象，就中イベリア半島から持ち越したところの，

レジオナリズムとパーソナリズムおよび地方的ボ

スと軍人階級との政治に対する重要な役割殊にそ

れが頻繁な政変の原動力になつてゐること，強力

政治に対する盲目的服従と，それが去つた場合の

アナーキー状態，独裁政治の下に於ける密偵，弾

圧，秘密裁判，簡易裁判，頻々たる暗殺や宮廷革

命等は，日本の政治生活上の諸病理的現象を其の

儘表明し，又は少くとも我々に存在する素質を開

示するものである」から（田中 1949：4），つま

り比較政治の素材をラテン・アメリカ史と 30 年

代以降の日本とに共通して見出したからというの

である。確かに，以後の田中の著作には，国家論，

政治哲学に関する論稿が増え，ファシズムと共産
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主義との双方を排撃する姿勢が強く表れるように

なっていった。実践としても，戦中期には南原繁，

高木八尺らとともに終戦工作に参画し，安倍能成，

志賀直哉，和辻哲郎等と重光葵外相を囲んで戦後

体制について意見を交換し，戦後には雑誌『世

界』の創立メンバーとして「創刊の辞」を執筆し

て文化国家としての日本の再建を謳い，さらに文

部省学校教育局長・文部大臣として，教育基本法

制定をはじめ戦後教育の再建に深く関わった。

　これらの信条と経歴の上に立つと⑺，最高裁長

官退任後の回顧であえて「民
０
主
０
政
０
治
０
の
０
下
０
で
０
，とく

に司法権の独立を強化する必要があると感じたか

ら（傍点は引用者）」長官就任を承諾したと田中

が述べたのは（田中 1961�：86），通常の法律家

とは異なる動機で最高裁入りしたことを雄弁に物

語っている。就任後，田中は，誤判事件の担当裁

判官を懲戒処分に付すことで事態を収拾し，すぐ

に大法廷のみの出廷にとどめて司法行政に精力を

傾けた。滞留件数の増大に対応した訴訟の促進，

吹田黙祷事件への対応としての通達「法廷の威信

について」の発信に代表される法廷秩序の維持，

1950 年・53 年のアメリカ視察など，最高裁判所

の基盤整備に尽力したのである。これら一連の司

法行政上の措置が新たな局面に転換するのが 57

年であった。

3.　裁判所法の議員立法の企図

　1957 年 5 月の法律雑誌『ジュリスト』上に，

東京大学法学部教授で後に最高裁判所判事となる

伊藤正己は次のように記した（伊藤 1957：76）。

　├新聞の報道するところによれば，現在衆議院

法務委員会で審議されている最高裁判所の機構改

革案に対し，自民，社会両党の共同の修正が加え

られることになった模様である」

　そもそも最高裁判所の機構改革が議論されたの

は，1953 年 1 月に，日本弁護士連合会が「裁判

所法等の一部改正に関する意見書」を発表したこ

とにさかのぼる⑻。7000 件もの事件が最高裁判所

に滞留していることが人権侵害と強く意識された

ためである。翌 2月には，法制審議会第八回総会

にて，法務大臣の諮問第 9号「裁判所の制度を改

善する必要があるか，あるとすれば，その要綱を

示されたい」が出された。審議会は，司法制度部

会を設置してこの問題について議論する方針をと

った。しかし，法制審議会は法務大臣の諮問機関

であり，あくまでも行政府内の機関であった。こ

れに対して，司法府としては，独自の検討作業を

進めていくこととし，54 年 9 月には，最高裁判

所が機構改革への意見を発表し，判事減員，上訴

制限，法令違反の案件を審理する上告事件を扱う

裁判機関の設置などを提言したのである。

　さらに，事態が複雑化したのは，衆議院法務委

員会での独自の審議であった。結果は最高裁判所

の機構改革意見発表直後の 10 月に「最高裁判所

機構改革要綱案」として発表され，その内容も判

事増員，大法廷増設，法令違背を上告範囲に認め

るといった点で，最高裁判所案と真っ向から対立

するものであった。

　この案に着目すべきは次の 2点である。第 1に

は，判事増員は一見戦前の大審院の構成に回帰し

たように見えるが，これが行われた場合，政治的

任用としての性格の強い最高裁判事の任命が大量

になされることである。発足以来，民事・刑事裁

判官，検察官，弁護士，学識経験者の中で微妙な

バランスをかろうじて取っていた構成が大きく崩

れかねず，任用をめぐる人事抗争がひとたび起こ

れば内閣からの政治的介入を招くであろうことは

明らかであった。

　第 2に，1954 年の国会における審議過程の特

質である。当時の国会法は，議員 1人の提案によ

る議員立法提出を可能としており，各常任委員会

で，独自の議員立法が次々と提出されるという混

乱した状況下にあった。法務委員会でも，弁護士

法が議員立法で成立した経緯に基づいて，政府の

法制審議会に対し議員立法で圧力をかけることは

公然と語られていた⑼。55 年に国会法が改正され

て，議員立法に必要な賛成議員数が大幅に引き上

げられたが，同年の社会党統一・保守合同に至る

まで，政党の離合集散が続いたため，改正後も議

員は党派に縛られない自主的な立法活動に積極的

であった（牧原 2003）。

　1956 年 3 月には，日本弁護士連合会が判事増

員を中心的内容とする上告制度改正案要綱を発表

し，同時に法制審議会上訴制度に関する会合同小
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委員会も，上告制度改正要綱を発表した。この特

徴は，最高裁判事 8名が大法廷を構成し，30 名

を上限とする小法廷判事が構成する小法廷も同じ

く最高裁に置かれるという増員論をとったことで

ある。5月にはこれを受け入れた法制審議会の答

申が決定された。そして翌 57 年 3 月に裁判所法

改正案が国会に提出されたのである。

　ところが，衆議院法務委員会では，1957 年 4

月末に自社一致して，54 年の機構改革要綱案に

沿って，政府案を共同修正することで合意をみた。

これに対して，最高裁事務総局と法務省は強硬な

反対意見を表明して，牽制をかけた。4月 24 日

には法務委員会の与野党委員 13 名と，真野毅，

小林俊三，小谷勝重，入江俊郎，池田克，垂水克

己の最高裁判事，五鬼上事務総長，法務省幹部に

よる懇談が行われた⑽。懇談の雰囲気は，衆議院

側の委員によれば，「どうも，最高裁判所の判事

の皆さんの御意見では，自分たちのものさしが正

しいのだという御意見ですが，もう少し，長官と

して，立法府でこういうことが問題になっている

ところにも虚心に耳を傾けていただきませんと，

いつまでたっても，きのうのお話でも平行論です

から，その平行論の上に，裁判というものの性質

は慎重審議を要するのだ，立法府のようなものじ

ゃないという，まるで自分たちが一段上のような

発言をする判事まで出てくるのです」といった模

様であり⑾，到底合意を得られる雰囲気ではなか

った。そのため委員会側の要求を受けて，25 日

には田中最高裁判所長官が委員会に出席して質問

に答えるという事態に立ち至ったのである。戦後

初めて最高裁判所長官が国会審議に出席するもの

であり，参議院議員としての経験がある田中にと

っては違和感が少なかったとはいえ，委員から次

々と批判的な質問を長官が浴びせられる事態は，

最高裁判所にとっては全く異例であった。

　田中の委員会出席によっても事態は収拾されず，

4月 26 日に三田村武夫法務委員会委員長は，中

村梅吉法相と会見し，政府案の撤回又は自らによ

る修正を申し入れ，これを受けて 27 日には法相

と田中長官とが懇談を行った。席上，田中長官は

法相の申し入れを斥け，最高裁判所とは別の上告

裁判所を新設する構想をさらに検討することを表

明するにとどまった⑿。両者が決裂する中で，よ

うやく 5月 6日の理事会が法案を継続審査に附す

ることで当面の立法措置は見送られることとなっ

たのである。

　国会閉会後の高等裁判所長官，地方および家庭

裁判所長会同で，田中長官は次のような訓示を発

し，最高裁判所の方針を再確認した⒀。

　├御承知のとおり，昭和二十七年以来懸案にな

つていました最高裁判所の機構および上告制度の

改革に関し，裁判所法等の一部を改革する法律案

が先般第二十六回国会に提出され，衆議院法務委

員会において審議が重ねられましたが，その成立

を見ないで，継続審査に付されました……（中

略）……最高裁判所の機構の問題は，司法裁判所

としてのみでなく憲法問題に関する裁判所として

最終審である最高裁判所の性格をとくに重要視し

て解決されなければなりません。これと同時に，

われわれは，多数にのぼつている一般上告事件の

処理のために別個の上告機関を設ける必要を認め

るものであります。いずれにしても，われわれは，

最高裁判所が旧制度の大審院の地位に逆戻りする

ような結果を招来することを極力避けなければな

らないと考えます。委員会で論議されました裁判

官の員数の問題のごとき，解決いかんによつては

単に裁判事務処理の能率に関係してくるのみでな

く，最高裁判所の地位に影響を及ぼすことになり

ますから，きわめて周到な研究を必要とする事柄

であります。」

　法案審査自体は，1958 年の第 28 回国会まで継

続し，その後，廃案となることが決定された。こ

こに至って最高裁判所は当面の機構改革から解放

されることとなったのである。

4.　戦後初の裁判官再任と「法の日」

4.1.　├訴訟協同体」
　田中耕太郎は，その思索の出発点から，カトリ

シズムに立脚した世界観に基づいて国家を相対化

し，多元的な協同体秩序による社会像を求めつづ

けていた（田中 1927）。田中はしばしばこれを裁

判へと投影したが，注意すべきは 1951 年の協同

体像が，58 年のそれとは異なっていることであ

る。
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　長官就任 1年後の 1951 年 6 月に行われた高等

裁判所長官，地方裁判所長および家庭裁判所長会

同で，田中は次のように述べた⒁ИЙ「これらの

重要問題その他各種の裁判実務上の問題について，

各裁判官は，裁判所という家族的な一大協同体の

一員として，あらゆる機会において研究的態度を

もつて互に知識や経験を交換し合い，この困難な

時局において使命を達成するに遺憾なきを期さな

ければなりません。……（中略）……裁判官の独

立は，外部からの干渉を排し，自己の責任におい

て裁判事務を処理するという意味であつて，孤立

独善を是認し，とくに重大な又は先例のないよう

な問題が起つた場合に，謙虚な気持をもつて先輩

同僚の意見をきき，共同して研究することまでも

裁判官の独立に反するものと誤解してはならない

のであります。」

　ここでは，裁判官ないしは裁判所職員による

「協同体」の存在が指摘されていると読むことが

できる。ところが，1958 年 3 月の全国刑事裁判

官会同で，田中は次のように語りかけた⒂。「一

つの事件について裁判官と，多数の訴訟関係者の

間には協同の目的の達成のための分業と協力によ

る協同体が存在するといえると思います。これは

訴訟協同体といいえましよう。この協同体を一糸

乱れないように，適当に運営することは容易なこ

とではありません。これには訴訟関係者が自分の

利害や立場のみにとらわれず，訴訟全体の目的の

実現に協力することが必要であると同時に，裁判

官が訴訟手続法の範囲内においてオーケストラの

コンダクターのように適切合理的に訴訟指揮をす

ることが要望されるのであります。」すなわち，

「訴訟協同体」とは，当事者を含めた広い意味で

の協同体であり，これを裁判官が「適当に運営」

することを求めているのである。

　51 年訓示と比べた「協同体」の広がりは偶然

とは言えない。1953 年に日本弁護士連合会は法

曹一元対策委員会を設置し，弁護士が司法官に任

官しうる制度の実現を目的に掲げ，54 年には

「法曹一元要綱」を採択した。他方，同年には，

裁判官・検察官の側からは，アメリカ法律家協会

をモデルに日本法律家協会が設立され，翌 54 年

には日弁連の要綱を受け止めてここに法曹一元特

別委員会が設けられて，制度の要綱作成に向けた

議論が開始された。これは 55 年 11 月に「法曹一

元を実行するための条件」として，抽象的内容で

はあるがまとめられた。こうした雰囲気の中で，

裁判所による法曹雑誌『法曹』は，1956 年初号

のコラムの欄で，55 年末の社会党統一・保守合

同に対抗して「司法の運営に関与する裁判官，検

察官，弁護士その他の全法曹がウッて一丸となつ

た『一体化した法曹』“�	�� �� �������”の力

がИЙ国会や内閣と独立してИЙ司法権をバツク

し，サポートすることが必要」と主張する記事を

掲載していた⒃。かくして，法曹一元は，裁判所

機構改革問題とともに，裁判所の側からも真剣に

検討されるようになっていったのである。57 年

の裁判官再任手続，最高裁判所 10 周年記念式典

という 2つの出来事は，政界に対する裁判所によ

る法曹界の結集という戦略上に位置づけることが

できるのである。

4.2.　裁判官人事
　戦前から戦後にかけての裁判官人事の特徴を簡

潔に整理するならば，次の発言をあげるべきであ

ろう⒄。

　├日本は戦後，広域人事が行われるのです。北

は北海道から，南は沖縄まで異動させる。それは，

戦前にもなかったわけではないのですけれども，

高裁ИЙ当時は控訴院ИЙの範囲を越えて動かす

ことは，あまりなかったのですね。それは交通の

便ということもありますし，多少，地元意識もあ

ったと思うのです。そこに一種の，裁判官の地方

的な『風』みたいなものができてくるのですね。

ところが戦後，広域人事になった。」

　ここでいう「広域人事」は，1957 年に着手さ

れた戦後の司法行政の中核となる体制である。田

中長官は，57 年 10 月 2 日開催の高等裁判所長

官・地方裁判所長および家庭裁判所長会同の席で

次のような訓示を発した⒅。

　├下級裁判所の多数の裁判官について十年の任

期満了による再任不再任を決定すべき時期がいよ

いよ間近に迫りました。……（中略）……これに

ついて最高裁判所におきましては，各位の御協力

の下に周到慎重な準備を進め公平適切な実施を期

しております。我々としては部内の人事刷新の見

地からして，不適任者の不再任と適材適所の人事

交流を強固な決意をもつて実施する所存でありま

す。我々は憲法下最初の大規模な任命替がわが司
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法の将来に対して持つ重大な意義にかんがみ，各

位が，憲法の精神を深く理解し，再任の場合の人

事交流の円滑な実施に協力せられることをここに

重ねて切望いたす次第であります。」

　1957 年の秋には，新制の裁判所発足後 10 年を

迎え，多くの裁判官の任期が終了する時期に当た

っていた。最高裁判所は，任期満了の裁判官のう

ち，11 月 15 日付で 472 名の下級審裁判官の異動

を決定した。これは約 2300 人の総裁判官数の 5

分の 1を占める数である。裁判所法 48 条により，

裁判官はその意思に反した転官，転所されないこ

とが規定されているが，このときの異動は，異動

に応じない裁判官は再任しないという強硬な措置

を取った上でなされたものであった⒆。結果とし

て，再任されない者は 55 名に上り，一部は弁護

士からも補充されたのである⒇。

　当時の状況を，最高裁判所長官を務めた矢口洪

一は次のように指摘している╀╉。

　├第一回に任命替えを受ける人の中には，どう

なるか戦戦兢兢としている方がかなりありました。

田舎の人は，兢兢とすることはないんです。秋田

におった人は全然，兢兢とすることはない，あま

り人が行きたがらないところだから……。しかし，

東京や大阪の人は，この機会に転勤させられるの

ではないかと思ったのです。」

　田中長官も 1958 年 6 月の訓示で「昨年十月以

降今日までの間に，八百名を超える多数の下級裁

判所裁判官の再任，不再任ならびにこれに伴う広

範囲の人事異動が行われました」と総括した╀╊。

こうして「広範囲の人事異動」すなわち園部のい

う「広域人事」は戦後の体制として定着していく

こととなった。

　矢口によれば，「裁判官，殊に判事補の定期全

国異動を考えられたのは鈴木忠一さんです」とい

う╀╋。戦前の制度に倣えば，判事補としての最初

の赴任地で 10 年間職務に就くため，多数の複雑

な事件を扱う東京地裁の裁判官と他地域の裁判官

とでは，経験の上から大きな能力差が生じる可能

性が高かった。そこで，鈴木を中心に人事局で，

まずは任官 10 年以内の若い判事補を対象に，東

京地裁など大都市部の判事補を全国に転任させ，

全国での裁判業務を通じて均等に成長させるとい

う方針が立てられた╀′。1952 年にはすでに東京地

裁判事補に説明がなされ，全国に等しい裁判を提

供すべきという鈴木の熱意に若い判事補が共鳴し

て，翌 53 年から転任が開始されたという（倉田

1987：341┡354）。この実績の上に，57 年には判

事の転任が開始されたのである。その際には，判

事補が高裁判事の職務を行えるよう制度を改正さ

せることによって，「この制度が適切に運用され

れば，高等裁判所の経験豊富な判事を地方裁判所

に転出せしめ」ることができるようにされてい

た╀¨。周到な準備の末に開始された全国の裁判官

の転任が慣行として定着したことによって，判事

の内に 2～3回転任し，判事補新任後 17～18 年で

勤務地を固定化するという方式が確立していっ

た╀‶。

　この 1957 年から 58 年前半の再任人事が事務総

局の最重要課題であったことは，事務総局自体の

人事からもうかがえる。鈴木は，50 年 8 月に人

事局長に就任し，58 年春まで 7年半にわたって

裁判官の人事体制構築の責任者を務めた。鈴木の

転任の後，機構改革問題が終息した 58 年には，

50 年以来事務総長であった五鬼上が名古屋高裁

長官に転任し，その下で機構改革問題に従事して

いた関根小郷民事局長兼行政局長も転任する╀[。

かくして，田中の長官就任直後に形成された事務

総局の体制は，この 58 年の人事を転機に一新さ

れていった。裁判官再任手続の実施と，事務総局

人事の再構築によって，最高裁判所による人事行

政はその輪郭を整えていったのである。

4.3.　├裁判批判」の中の「法の日」
　最高裁判所判事は内閣の任命と天皇の認証によ

ってその地位に就く。先に言及した伊藤正己は，

判事就任時を「昭和天皇のお言葉を受けて，私な

りに力をつくして新しい職務を全うしたいという

決意を抱き……」と回顧している（伊藤 1993：

2）。学者出身の裁判官でもこのように動機づけら

れるのであるから，職業裁判官や検察官出身の裁

判官の場合，よりこの傾向が強くなることが容易

に想像されるであろう。

　近代日本の司法権の独立は，天皇の行幸を契機

に，段階を経て強化された歴史でもあった。とく

に最初の行幸である 1928 年は，陪審法を強く支

持していた原嘉道司法相が，施行日を記念して自

ら宮中に申し出た結果であった（原 1937）。ここ

で初めて天皇は，司法部そのものへの行幸を目的
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にして，大審院，東京控訴院，東京地方裁判所に

行幸を行い，陪審法廷を天覧し，勅語を発したの

である。翌年には，この 10 月 1 日を司法記念日

とすることとなり，以後，毎年司法についての普

及事業が行われる特別の日となった。

　さらに，1939 年には，裁判所構成法 50 周年と

して，昭和天皇が大審院に行幸を行った。ここで

は，司法省ではなく，大審院の式典と明確に位置

づけられ，大審院長の先導で天皇を迎え，児島惟

謙の胸像の説明後に，天皇は還幸したのである。

以後，この日が司法記念日となる。大審院が司法

省から独立性を強めた結果，司法記念日が 11 月

1 日に変更されたものとみることができるであろ

う。

　1957 年の最高裁判所発足 10 周年記念式典の準

備に当たって，「新憲法下における最高裁判所の

庁舎に天皇陛下の御臨幸を一度は仰ぎたいという

希望が前々からあつた」事務総局では，「秘書課

長において御臨幸実現の可能性につき宮内庁に前

例を伺つたところ，その可能性がないわけではな

い」との返答を得たという（最高裁判所事務総局

情報課 1957：19）。その上で，法務省，弁護士会

に参加を呼びかけ，準備を進めたという経緯を経

た。式典後には，最高裁，法務省，日本弁護士連

合会の三者共同共催で全国高裁長官，地・家裁所

長，検事長，検事正，弁護士会長の合同協議会が

開催され，法曹一元化，訴訟促進について意見交

換がなされたのである。

　以上から，10 周年記念式典は，1つには，戦前

の陪審制施行を起点とする天皇と裁判所との関係

の再確認を意味し，2つには，それを機に法曹三

者の意見交換を密接にするという効果を持ったの

である。しかもさらに象徴的なことに，式典は，

松川事件・砂川事件の大法廷判決が相次いで下さ

れる 1959 年に過熱した裁判批判への対抗手段と

もなった。

　戦後新憲法の下で，とりわけ刑事事件における

権力的な捜査批判が，裁判批判へと転化する傾向

にあった。これへの本格的な田中の対応は，1955

年の長官訓示で示された。すなわち，「社会的勢

力とくにジャーナリズムその他一般社会の方面か

らくる各種の圧迫に対して裁判官が毅然として独

立を維持しなければならない」と説き，「世間の

雑音に耳を貸さず」に裁判事務の処理にあたるよ

うに述べたのである╀]。これは当然のごとくジャ

ーナリズムとそこで発言を繰り返す知識人からの

強い反発を招き，「裁判批判」の良否をめぐって

多くの論争を巻き起こしたのである。

　田中は，松川事件の合議の席で「本件の判決の

如何は司法の権威と国民の裁判所に対する信頼の

上から見て，大津事件にまさるとも劣らない重要

性をもつている」と述べたが╀〈，1949 年の国鉄労

使対立のさなかに生じた 3大事件のうち，松川事

件はもっともマス・メディアにおいて喧伝された

事件であった。鉄道車両の転覆事故という衝撃的

事件であり，1・2審で死刑・無期懲役の判決を

受けた被告人が多数にのぼった末に，上告審でさ

らに事実認定と反する新資料が提出されて下級審

の判断そのものに強い疑義が出され，被告人の共

同謀議の有無に関する事実認定の正確さ，ひいて

は有罪判決が冤罪かどうかが激しく争われたから

である。

　最高裁は 1958 年 11 月に 10 回の弁論を開いた

後に，週 3回のペースで合議を続けた（田中

1961�：113┡115）。59 年 5 月にある雑誌は，「こ

のごろの最高裁は月水金の週三日，大法廷の合議

に明け暮れているといわれる。いわずと知れた松

川事件の集中合議である」と報道したが╁╈，合議

の席での過熱した論争は当時世に広く伝えられて

いた。報道通り，3月段階では，破棄差戻 6名

（小谷，島，藤田，河村大，奥野，高木），棄却 4

名（田中，池田，垂水，高橋），破棄自判 2名

（入江，下飯坂）と，病気のため弁論を欠席して

いた裁判官 2名を除くと意見は真っ二つに割れて

いた╁╉。

　しかも，裁判批判は被告人支援団体の運動と結

びついて騒然とした情勢を作り出していた。労働

組合を中心とする支援団体に，作家の広津和郎に

よる『中央公論』上の連載傍聴記を一因として知

識人も関与し╁╊，裁判と並行した大規模な支援運

動が続けられたからである。田中は判決直前の訓

示において，「ある種の事件に関しては，一部の

関係者が自己の期待に反する裁判を法廷外におい

て批判攻撃し，甚だしきにいたつては事件を演劇

化して広く国民に訴え，裁判に対する不信感を植

えつけ，また外国の同志にまで呼びかけて裁判所

を牽制しようとする運動を展開している」と被告

人の支援者を強く非難した╁╋。8月 10 日の判決は
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7 対 5 で破棄差戻となったが，直後に最高裁判事

時代に三鷹事件判決を批判した論稿を発表してい

た真野毅が退官後の自由な立場から一層強い裁判

批判を展開し，これに対し田中が同じ雑誌に反論

を寄稿する╁′。さらに 12 月には砂川事件大法廷

判決が下されることで，論争は過熱していったの

である。

　こうした状況下で，判決の 2ヵ月後となる

1959 年 10 月の法曹三者懇談会は，「最近に問題

になっている裁判の批判，裁判所に対する示威運

動，第一審の充実，訴訟の促進」について論じた

上で，10 周年記念式典の行われた「十月一日を

『法の日』とする決議」をなした（田中 1960�：

2）。この決議は，60 年 6 月 24 日の閣議で「国民

主権のもとに，国をあげて法を尊重し，法によっ

て個人の基本的権利を擁護し，法によって社会秩

序を確立する精神を高揚する」という趣旨で了解

され（田中 1960�：1），この日が「国家的行事」

となることが決定されたのである╁¨。すなわち

「法の日」は，連綿と続く裁判批判に応答する広

報手段であった。

　だが，「法の日」の制定それ自体は，広報以上

の政治的意味をもっていた。いうまでもなく，こ

のときすでに岸内閣は，日米安保条約改定反対運

動によって総辞職することが既定事実となってい

た。したがって，内閣からすれば，「法の日」を

定めることで，デモによる国民の意思表示を牽制

する狙いがあった。加えて，モデルとなったアメ

リカにおける ��� ���は，あえてメー・デーと

同じ 5月 1日とすることで，社会主義国とのイデ

オロギー的差異を際だたせることを目的としてお

り，冷戦下の政治対立を反映するものであった。

田中自身も「法の日」について同様の性格を強調

し（田中 1960�：1），式辞においては「とくに

近時国会の内外，街頭，職場等において集団的な

暴力が横行し，国家の法秩序が蹂躙され，国家の

信用を著るしく失墜したことは，民主国家として

はなはだしい恥辱であります」と述べて，街頭デ

モへの嫌悪感をあからさまに示したのである╁‶。

5.　├政治問題」と司法権

　岸内閣末期の 1959 年から 60 年は政治日程とし

ては，58 年末の警職法改正反対運動の高揚後の

日米安保条約改定とそれへの反対闘争として記憶

されているが，司法の場においては，59 年 8 月

の松川事件判決，59 年 12 月の砂川事件判決，60

年 6 月の苫米地訴訟判決と，占領期の政治対立の

渦中で生まれた諸事件の最終処理が図られた時期

に当たる。加えて，田中の反共の政治イデオロギ

ーと街頭での政治運動への敵対的姿勢は，重大事

件の刑事裁判において田中が有罪判決に固執する

かのような判断を繰り返したこととあいまって，

岸内閣の高圧的・反動的政治姿勢と最高裁とが同

一歩調をとったものととらえられてきた。

　しかしながら，田中個人の見解と機構としての

最高裁の見解，司法行政と司法権が裁判で構築す

る理論とはそれぞれ区別されなければならない。

よって，田中の司法行政上の「高姿勢」と田中の

判決意見とを切断した上で，第 1に，その上で両

者が結合可能であるか，第 2に，結合可能である

としても，それと最高裁判所自体の見解とがどの

ように関係づけられるかが問われなければならな

いのである。

　田中長官時代の重要判決で後までリーディン

グ・ケースとなったのは，1つは 1950 年の尊属

殺人加罰規定の合法判決，2つは 53 年の公務員

労働権についての政令 201 号事件，3つは砂川事

件判決・苫米地訴訟判決のいわゆる「統治行為」

論，4つはいわゆる「部分社会論」すなわち地方

議会の決定に対する司法権の限界確定にまつわる

3つの最高裁判決である。

　このうち，田中が判決に参加していない政令

201 号事件を除くと，他の 3判例に通底する論理

を鮮明に示すのは第 4の「部分社会」論である。

田中は 1953 年 1 月，60 年 3 月，同年 10 月の大

法廷判決において少数意見を述べている。後に

「部分社会論」と呼ばれるようになる一連の意見

の中で，田中は国家内における「法秩序の多元

性」を説いた。
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　まず，1953 年判決の少数意見では，田中は

「国際社会は自らの法を有し又国家なる社会の中

にも種々の社会，例えば公益法人，会社，学校，

社交団体，スポーツ団体等が存在し，それぞれの

法秩序をもつている。法秩序は社会の多元性に応

じて多元的である。それ等の特殊的法秩序は国家

法秩序即ち一般的法秩序と或る程度の関連がある

ものもあればないものもある。その関連をどの程

度のものにするかは，国家が公共の福祉の立場か

ら決定すべき立法政策上の問題である……（中

略）……要するに国会や議会に関しても，司法権

の介入が認められない純然たる自治的に決定さる

べき領域が存在することを認めるのは決して理論

に反するものではない」と論じた。その上で，

「地方議会の懲罰に関しては，議会自体が最終の

決定者であること国会の場合と同様である。仮り

に多数者が横暴に振舞い，事実として懲罰の事由

の存否が疑わしい場合に懲罰に附し又は情状が軽

いのに比較的重い制裁を課したような事情があつ

たとしても，それは結局事実認定裁量の問題に帰

し，従つてその当不当は政治問題たるに止まり，

違法の問題ではないのである」と述べた╁[。これ

は，60 年 10 月判決において「一切の法律上の争

訟とはあらゆる法律上の係争という意味ではない。

一口に法律上の係争といつても，その範囲は広汎

であり，その中には事柄の特質上司法裁判権の対

象の外におくを相当とするものがあるのである。

けだし，自律的な法規範をもつ社会ないしは団体

に在つては，当該規範の実現を内部規律の問題と

して自治的措置に任せ，必ずしも，裁判にまつを

適当としないものがあるからである」とする多数

意見╁]に吸収されたと解釈されてきた。

　田中意見の第 1の特徴は，地方議会という「部

分社会」に対しては，裁判所の権限外におき，懲

罰に関するその判断を「政治問題」と見ている点

である。1958 年判決の下級審では，被懲罰者は

「県政の鋭い批判者」として「人員整理並地方事

務所の廃止」を鋭く批判する者と認定されており，

60 年 3 月判決の下級審では，被懲罰者が「板橋

区政改革」のために「議員及び板橋区長の秕政に

対し批判」を加えたことが主張されており，60

年 10 月判決の下級審では，町村合併の可決通過

を図る多数派が，「反対派の中心人物」を議決か

ら排除するため出席停止の懲罰措置がとられたこ

とが認定されている。いずれも懲罰動議の背景に

ある党派的事情が主張されるか認められているの

である。

　さらに第 2の特徴は，国会と地方議会を並列し

ていることである。1960 年 3 月判決の補足意見

でも，田中は「国家内における社会としては，例

えば機関的関係において国家に隷属し，しかもあ

る程度の独立を維持する裁判所や国会のようなも

のがあるし，国立大学をふくめて学問的協同体で

あり，その故に高度の自治を享有する大学や，あ

る区域の住民の福祉のための地方自治体がある。

これらは各自治的な法秩序をもつていながら，多

少の程度において国家の法秩序とつながりをもつ

ているのである。そしてこのつながりがどの程度

のものであり，またどの点に存するかは国家の立

法政策如何にかかつている」と述べ，国会と地方

自治体の共通性を強調した╁〈。かつて社会の多元

的秩序を強調した田中は，国家内の「自治的な法

秩序」の多元性をも強調するに至っているのであ

る。

　この論理構成は，田中の教育論を基底に位置づ

けるならば，統治行為論とも尊属殺人加罰規定合

憲判決とも接続している。まず長官時代の田中は，

文部省時代の経験と重ねつつ，教育と司法はとも

に政治に介入せず，中立を保つことによって政治

からの介入をも排除すべきであることを説いた

（田中 1960�：59┡60；1961�：622，866）。これ

は，1959 年 12 月の砂川事件判決が日米安全保障

条約の合憲性判断について「その条約を締結した

内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的な

いし自由裁量的判断と表裏をなす」と述べ╂╈，60

年 6 月の苫米地訴訟判決が「直接国家統治の基本

に関する高度に政治性のある国家行為のごときは

たとえそれが法律上の争訟となり，これに対する

有効無効の判断が法律上可能である場合であつて

も，かかる国家行為は裁判所の審査権の外にあり，

その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を

負うところの政府，国会等の政治部門の判断に委

され，最終的には国民の政治判断に委ねられてい

るものと解すべきである」と述べるのと╂╉，共鳴

するであろう。さらに，田中は家族を「本源的で

完全な協同体」と呼び，国家の教育権の起源を，

両親の子供に対する自然法上の教育権に見出す

（田中 1961�）。この家族観から，「夫婦，親子，
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兄弟等の関係を支配する道徳は，人倫の大本，古

今東西を問わず承認せられているところの人類普

遍の道徳原理，すなわち学説上所謂自然法に属す

るものといわなければならない。従つて立法例中

普通法の国である英米を除き，尊属親に対する罪

を普通の場合よりも重く処罰しているものが多数

見受けられるのである」とする判決が導出される

ことは明らかである╂╊。

　確かに，このような多元主義的な社会観に支え

られた判決法理と司法行政を通じた「訴訟協同

体」としての司法権の独立強化とは，田中におい

ては通低するであろう。だがそれは，最高裁判所

からは違和感の強いものであった。人事局長を務

めた鈴木忠一は，田中が裁判官の独立について

「最もたゆまず精力的に対他的説得に努めた」と

認めた上で，「裁判所・裁判官は一般的に此の問

題について確乎たる態度を少くとも実行に於いて

示さず，田中氏の発言に対しても寧ろ見送り的態

度を示し必ずしも追随しなかったと言っても過言

ではないとの印象を受ける」と述べる。しかも

「田中氏が長官であるだけに，これにたやすく追

随することを，裁判官の独立に関連させて意識的

に避けた」面があるにせよ，「それにも増して裁

判所・裁判官が裁判官の独立に関する問題の意識

の仕方乃至その分析に於いて必ずしも充分でなか

った」ことを指摘している（鈴木 1969：16）。こ

こに示されているように，田中以後も最高裁は当

面の対応に追われ続け，「問題の意識の仕方」ま

で検討する余裕を持ちえなかったのである。

　松川事件の判決が下された直後，すでに事務総

長から名古屋高裁長官に転任していた五鬼上は，

田中宛の書簡の中で次のように述べた╂╋。

　├今回の判決の結果一般国民が如何に感じたか。

法廷外に於ける大衆運動と裁判，最高裁判所の機

構問題等更めて考へさせられるものがあるやの感

を深く致しました。」

　最高裁判所の機構問題がここで改めて言及され

ていたように，1958 年の裁判所法改正案の廃案

でこの問題が沈静化したわけではない。事実，60

年に田中の後任として横田喜三郎が長官に就任す

るや否や，これは弁護士会の要求として再燃し，

臨時司法制度調査会の設置に至るのである（横田

1976：369┡389）。しかも，70 年前後の青法協問

題，自民党からの「偏向」裁判官の再任拒否要求，

最高裁判事人事への介入によって，最高裁判所は

より統制色の強い司法行政を構築せざるをえなく

なる。73 年に最高裁長官に就任した村上朝一は

就任の挨拶で「世上いわゆる『司法の危機』とい

うようなことが存在しないことはいうまでもあり

ません」と述べた╂′。以後の最高裁は，石田長官

時代とは異なり，政治の場での発言を封印し，訴

訟の効率化に努め，司法行政を再構築する方向を

選択していった。

　だが，見逃すべきでないのは，しばしば批判さ

れるこの司法行政の強化と並行して，田中長官時

代の判例からの変更が始まっていることである。

1973 年に尊属殺加罰規定の違憲判決が出され╂¨，

77 年の国立富山大学単位不認定等違法確認訴訟

は，60 年の地方議会判決を引きつつも，「一般市

民法秩序」に対置されるものとしての「特殊の部

分社会」論を新しく提示する╂‶。同種の事件での

言及を回避していた「一般市民法秩序」を司法権

の対象と明確に措定することで，協同体としての

家族，大学を新しく位置づけ直す新判決は，「法

秩序の多元性」の理論として読まれることを封じ

たと言えるであろう。

　他方，統治行為論には変化は見られず，また公

務員の労働権については，全逓中郵事件，全農林

警職法事件という 2度の判例変更によって，政令

201 号事件の判断が維持された。ともにその後の

政治状況が解釈を決定づけたことは周知のとおり

である。こうして，田中時代の判決法理は，一部

は判例によって，一部は政治過程によって組み替

えられていった。以後，最高裁判所は 1995 年ま

で継続するロッキード事件の審理，90 年代後半

から 21 世紀にかけて進行中の司法制度改革とい

う長期の波動の中で，ゆっくりとその機能を発現

していくのである。

　かくして，田中長官時代の最高裁判所は，後の

基盤となる司法行政を萌芽的に構築しつつ，政治

状況と対峙するために独自の判決法理を作り出し

た。これらは 1970 年代以降に，継承され，また

克服されていく。田中時代からも，また以後の時

代からも示されるように，裁判は，一方である瞬

間に政治状況と接点をもちつつも，他方でそこか

らの影響を遮断し法廷での審理を続ける。この二

面性を歴史の中に定着させたときに初めて司法権

への全体的な評価が可能となるのである。
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