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「恩赦とは、行政機関（ときには、立法機関）が、裁判所による刑の言渡の効

果の全部もしくは一部を消滅させ、または特定の罪につき、公訴権を消滅させる

行為をいう。」（宮沢俊義（芦部信喜補訂）『全訂日本国憲法（第2版）』134頁

（日本評論社、1978年））。

序

恩赦権は、現代の立憲政体の中でどのように位置づけられるのだろう

か。美濃部達吉は、大日本帝国憲法から日本国憲法へと転換したことを

踏まえて、恩赦権の変容をつぎのように記述している。

「旧憲法は恩赦を以て専ら天皇の大権に属するものと為し（15
ママ

条）、其の基準た

るべき法則も勅令たる恩赦令を以て定められて居たが、新憲法は恩赦の制は之を

維持したけれども其の決定は内閣の権限と為し（73条 7 号）、その基準たる定も

法律を以てするを要するものと為し、従来の恩赦令を廃して代ふるに恩赦法を以

てした（1）」。
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（1）美濃部達吉『日本国憲法原論（第 7 版）』237頁（有斐閣、1951年）。引用文中、

旧漢字は現代表記に改めてある。なお、大日本帝国憲法16条は、「天皇ハ大赦特

赦減刑及復権を命ス」と規定している。



大日本帝国憲法下で天皇大権の 1 つとして構成されていた恩赦権が、

制度としては存続したものの、現行憲法下では内閣の権限へと移り、一

定の法的統制を受けることになったわけである。しかし、本来、特権的

性格を有する恩赦権を現代立憲政体の中に取り込むことには拒絶反応が

生じうる。清宮四郎は恩赦についてつぎのように述べている。

「訴訟法状の手続によらないで、刑罰権の全部または一部を消滅させることを、

ひろく恩赦という。恩赦は、行政権によって、司法権の効果を変更するものであ

り、形式的には行政に属する作用であって、権力分立の原則に対する例外をなす

ものである。恩赦は、国王の恩恵による赦免という、旧世紀の君主制における伝

統を連想せしめ、現行憲法のもとではふさわしくない言葉である……（2）」。

なるほど、君主の特権的面影を残す恩赦は、権力の統制をはかる現代

立憲主義において居場所を欠くという指摘には相応の説得力があるよう

に思える。ところが、現在、多くの国は恩赦制度を有している。しかも、

そのほとんどの国では憲法上、明文で恩赦を規定している。主要先進国

をみてみると、直接の憲法典をもたないイギリス（3）から、成文憲法典を

有するアメリカ（4）、ドイツ（5）、フランス（6）など、いずれも恩赦制度を憲
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（2）清宮四郎『法律学全集 3 憲法Ⅰ〔第 3 版〕』179頁（有斐閣、1979年）。
（3）1679年人身保護法、1689年権利章典、1701年王位継承法など。
（4）アメリカ合衆国憲法第 2 条第 2 節第 1 項。「大統領は、弾劾の場合を除き、合

衆国に対する犯罪について、刑の執行を停止し、または恩赦を与える権限を有す

る」。土井真一訳「アメリカ合衆国憲法」高橋和之編『新版　世界憲法集』64頁

（岩波書店、2007年）。（以下、『世界憲法集』とする）。
（5）ドイツ連邦共和国基本法第60条第 2 項。「連邦大統領は、個別の事案について、

連邦に代わって恩赦権を行使する。」石川健治訳「ドイツ連邦共和国基本法」『世

界憲法集』202頁。
（6）フランス第 5 共和制憲法第17条。「共和国大統領は、恩赦を行う権利をもつ」。

高橋和之訳「1958年憲法」『世界憲法集』285頁。



法上規定しているのである。もちろん、日本国憲法も、恩赦に関する定

めを置いている（7）。では、現代の憲法において、恩赦はどのように位置

づけられるのであろうか。

たしかに、国王大権に由来する恩赦は、清宮のいうように、現代立憲

民主主義の下ではふさわしくないようにみえる。あるいは、法の支配の

観点からすれば、法的プロセスに基づく刑事司法の行方を政治的または

儀礼的な理由によって左右することは望ましくないともいえるだろう。

また、権力分立制の視点からみると、恩赦が司法判断に変更を加えるこ

とから司法権を侵害するように映るかもしれない。

一方、人権保障の側面からみると、恩赦は、刑罰権という侵害的国家

権力の発動を緩和する点において有益なものとして歓迎される可能性が

ある。さらには、正義を実現するために柔軟な対応が必要であると考え

る者にとっては、恩赦が有効な手段となってくるだろう。

このように、恩赦は、立憲主義の観点からみると、多様な論点（8）を含

んでいることがわかる（9）。これに関する日本の憲法学の態度は、これま

で恩赦権を権力分立制の例外として位置づける傾向にあった。たとえば、

伊藤正己は、つぎのようにいう。
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（7）日本国憲法第73条 7 号。「大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定

すること」。
（8）以上の論点については、瀧川裕英「権力分立原理は国家権力を実効的に統御

しうるか」『岩波講座　憲法1――立憲主義の哲学的問題地平』118頁（岩波書店、

2007年）も参照。
（9）それにもかかわらず、日本における恩赦に対する憲法学の関心は必ずしも十

分ではない。恩赦に関する研究は、中野次雄ほか「特集・恩赦制度の検討」ジュ

リスト934号44頁（1989年）、板倉宏「恩赦制度の再検討――政令恩赦を中心に」

日本法学第55巻第 1 号67頁（1989年）、後藤雅晴「恩赦制度の概要について」警

察学論集第42巻第 5 号25頁（1989年）など、いくつか散見されるが、憲法学か

らの分析は、佐々木高雄「恩赦令の成立過程」法政理論第39巻第 4 号108頁

（2007年）、同「日本国憲法下の恩赦制度」青山法学論集第48巻第 1・2 合併号55

頁（2006年）にとどまる。



「恩赦は、司法手続によらないで、行政権によって、公訴権を消滅させたり、

あるいは裁判所の言い渡した刑の効果の全部または一部を消滅させたりするもの

であって、権力分立の例外をなすものであるが、古くから君主の特権として認め

られ、現代でも元首や行政権の首長に与えられている権能であるといえる（10）」。

つまり、恩赦は司法権を侵害するものであるが、君主制の名残りとし

て現在にも残っているため、権力分立制の例外をなすというのである。

しかし、権力分立制の例外とは何だろうか。権力分立制を採用する憲法

において、その例外を設けることは可能なのだろうか。

これについて佐藤幸治は、「恩赦は、立法権および司法権の作用の効

果を行政作用によって変動せしめるものであり、権力分立制の例外をな

す（11）。」とする。これをみると、立法権または司法権を侵害することか

ら権力分立制の例外としているようにみえる（12）。

他方、野中俊彦・中村睦男・高橋和之・高見勝利のいわゆる 4 人本は

恩赦について以下のように述べる。

「司法権に対する重大な干渉を意味しうるこのような制度を、国民主権の原則

を掲げる憲法の下で、君主の恩恵・慈愛によって正当化することはできないから、

今日では、通常、法律上の刑罰規定が社会的状況の変化に適切に対応しきれず硬

直化を示すに至ったような場合に、具体的妥当性の回復措置として利用される制

度であると理解するようになっている（13）」。
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（10）伊藤正己『憲法〔第 3 版〕』143頁（弘文堂、1995年）。
（11）佐藤幸治『憲法〔第 3 版〕』232頁（青林書院、1995年）。
（12）佐藤・前掲注（11）232－233頁。ただし、日本国憲法下における恩赦制度を

考えるために、戦後まもなく内閣に設けられた恩赦制度審議会を取り上げている

ことから、佐藤が君主制の問題を念頭に置いていないわけではない。
（13）野中俊彦・中村睦男・高橋和之・高見勝利『憲法Ⅰ（第 4 版）』129頁（有斐

閣、2006年）。



ここでは、権力分立制の例外に直接言及することなく、国民主権下で

は司法権を侵害する君主の特権を認めるわけにはいかないとする。これ

を突き詰めれば、現代の民主制国家には、君主制下の恩赦とは異なる、

新たな形の恩赦が存在しているということになる。

そうなると、権力分立制の例外を考えるに当たって、恩赦は権力分立

制の枠外・枠内のいずれにあるのかが1つのポイントになってくる。君

主の特権たる恩赦は、国民主権の下では存在しえないものであって、ま

してやそれが司法判断に変更を迫るなど想定し難いと考えるのであれ

ば、恩赦は権力分立制の枠外にあることになる。つまり、恩赦という特

権自体を問題視するのである。これは、主権の所在を念頭に置きながら

恩赦権自体の存在に焦点を当てることから、統治原理（principle of

sovereignty）から恩赦権にアプローチするものである。

一方、権力分立制の枠内にあるとすれば、かりに君主制下の恩赦との

断絶をはかれるとしても、司法判断に変更を迫る恩赦権を執行府に付与

していいのかという問題が生じる。ここでは、恩赦の存在を認めた上で、

その権力配分に焦点を当てることから、権力分立原理（separation of

powers principle）に基づきながら恩赦権にアプローチしている。

それでは、権力分立の例外といった場合、統治原理の問題と権力分立

原理の問題のうち、どちらを指すのであろうか。恩赦権という特権自体に

問題があるのか、それとも恩赦の権力配分に問題があるのか、あるいは両

方を含む問題なのだろうか。従来の説明からは、その区別が判然としない

上、その問題をどうやって解決しているのかが必ずしも明らかではない。

こうしてみると、憲法において、どのように恩赦を位置づけるのかを

検討する必要がある。清宮の言葉を借りれば、「……その理論上の根拠

と実際政治上の理由については、今日にいたるまでの恩赦論の発達及び

各国における恩赦制度の実際に照らし、新たな批判が加えられなければ

ならない（14）」。恩赦は、個人に影響を与えるのはもちろんのこと、国家
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（14）清宮四郎『権力分立制の研究』255頁（有斐閣、1950年）。



レベルにおいても、とくに権力分立上、重要な問題を含むものである。

君主の特権であった恩赦権を権力分立原理の中で構成することができる

のであろうか。

本稿は、かかる問題意識を念頭に、英米の恩赦制度を考察しながら、

恩赦権を憲法秩序の構成要素として位置づけようとするものである。

Ⅰ　恩赦の歴史的推移

まずは、恩赦権がどのように行使されてきたのかを検討する必要があ

る。Ⅰ章では、イギリスとアメリカの恩赦の歴史的展開を考察すること

にしよう。両国には君主制と共和制というスタート地点の違いがあるこ

とに加え、議会主権の伝統を中心とする議院内閣制と権力分立原理に立

脚する大統領制という統治システム上の違いがある（15）。そのような相

違は、恩赦について何らかの差異をもたらしている可能性がある。また、

それぞれの統治設計における恩赦の態様を探ることは、立憲主義の中で

恩赦の位置づけを検討する際に、一種のメルクマールを提供するはずで

ある。さらに、君主制と共和制という両国の相違は、天皇主権から国民

主権へと変遷した日本にも示唆するところがあると思われる。

両国の歴史について、ここでは全体的な展開を追うことにするが、分

析対象は、①いかなる理由で恩赦権が行使されてきたのか、②イギリス

とアメリカで法的根拠および法的性格に違いがあるのか、③他の機関が

恩赦権を統制することができるのか、という点に焦点をしぼる。

1 恩赦の意味

最初に、本稿で扱う恩赦の意味とその射程を定めておこう。英米法辞

統治原理と権力分立原理（１）133

（15）他方で、アメリカはイギリス流のコモンロー体系を継受している側面もある

ので、そのあたりの連続性にも注意を払う必要がある。イギリスの継受の問題に

ついては、アメリカの制憲期における議論にあらわれている。これについては、

Ⅰ－3を参照。



典によれば、「恩赦」（pardon）とは、「犯罪行為に対して科せられるべ

き刑罰を免除緩和し、違法行為の結果喪失していた権利と特権の回復を

可能にする恩恵行為で、法の執行権から派生し、起訴に先行して、訴訟

手続中、有罪判決の後のいずれの過程においても与えられる（16）。」もの

とされる。これを細かく類型化すれば、日本国憲法が定めるような「大

赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権」という言葉に置換えられる。

ただし、類似の意味を表す「慈悲」（mercy）や「赦免」（forgiveness）

などの言葉とは、文脈に応じて一定の区別が必要である。慈悲といった

場合、神の慈悲という側面が色濃く出てくる。赦免といった場合、その

対象は相当広範である。宗教上の赦しまたは世俗上の免除を含む概念だ

からである。宗教上の赦しの場合、それはきわめて内部的な行為であり、

その効果は外部には現れにくい。また、宗派間での相違があったり、罪

責が本当に存在するのかどうか、あるいは赦されたのかどうかもよくわ

かりにくかったりする。世俗上の免除の場合、金銭債務などがその典型

例であるが、それは感情的な理由で行われることが多い。さらに、当事

者間でのみ成立してしまうことが多く、外部の者がそのことを知ること

は少ない。

他方、「恩赦とは、最も包括的な意味――その形をなすあらゆるもの

を含む――でいえば、法によって執行される犯罪に対する罪を救済する

ことである（17）」。恩赦に特徴的なこととして、恩赦を付与する側が原則

として権威ある政府機関であることや、恩赦を受ける側が原則として犯

罪という罪責を負っていることが挙げられよう。

慈悲や赦免などの言葉と区別するため、恩赦という場合には一定の外

観を備えていなければならないという指摘がある。その要件として、①
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（16）田中英夫編『英米法辞典』619頁（東京大学出版会、1991年）。（以下、『英米

法辞典』とする）。
（17）James D. Barnett, The Grounds of Pardon, 17 AM. INST. CRIM. L. & CRIMINOLOGY

490（1927）.



恩赦を付与する側と付与される側という両当事者が存在すること、②恩

赦を受ける側が何らかの罪責を負っていること、③恩赦を付与する側に

権威があること、④恩赦を付与する側が何らかの適切な行為によって恩

赦の付与を示すこと、⑤感情的理由に基づいていないこと、⑥恩赦を受

ける側にとって利益となること、⑦過去の罪責から解放すること、など

が挙げられている（18）。

本稿で扱う恩赦も、基本的にはこうした要件を満たしているものを前

提とする。ただし、後述するように、恩赦の歴史を紐解いてみると、初

期の頃の恩赦は宗教や世俗と関連していることが少なくない。したがっ

て、その区別が判然としない場面があることに留意しておく必要がある。

こうした点を踏まえた上で、以下、恩赦の歴史的考察に入っていこう。

2 君主制下の恩赦権

①　恩赦の淵源

恩赦の歴史はかなり古く、古代ギリシャにまで遡ることができる（19）。

とりわけ、アテネの恩赦は、人民が関与するものであった。たとえば、

アテネで恩赦を得るためには、 6 千人の署名が必要であったとされる。

ローマ時代に入ると、恩赦が政治的または儀礼的な場面で使用された。

ここでいう政治的使用とは、反乱に加わった兵士たちの処分を緩和する

際に恩赦を用いたことが挙げられる。他方、儀礼的使用とは、特に、過

ぎ越しの祭（Passover）において恩赦がなされることが慣習として存在

していたことなどがその代表例である（20）。
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（18）P.E. DIGESER, POLITICAL FORGIVENESS 20（2001）.
（19）KATHLEEN DEAN MOORE, PARDONS: JUSICE, MERCY, AND THE PUBLIC INTEREST 16

（1989）.
（20）最も有名な例は、過ぎ越しの祭の時期に恒例となっていた恩赦を、キリスト

（Christ）かバラバ（Barabbas）か、どちらに適用すべきかという状況に迫られた

事例が挙げられる。このとき、群集はバラバの放免を支持したため、ピラト

（Pontius Pilate）はバラバに恩赦を適用した。



ローマ帝国滅亡後、恩赦権は各国において、国王、貴族、教会、など

が使用していくようになる。とりわけ、イギリスでは、国王が様々な理

由で恩赦権を行使していくようになった。

②　アングロサクソン時代の恩赦権

それでは、イギリスにおける恩赦権をみていくことにしよう。「国王

による恩赦権はアングロサクソンの時代にまで遡る（21）」。恩赦の起源は、

ゲルマン民族にあるとも、聖職者にあるともいわれることがあるが、イ

ギリスでいえば、アングロサクソンの時代から存在し、ノルマン朝時代

に拡大したものである。もっとも、中世イギリスでは、国王とともに、

封建領主や教会も大きな力を持っていた。そのため恩赦権も、国王の専

権事項ではなく、封建領主や教会が恩赦を付与することがあった。これ

は刑罰権限の所在に関係している。当時、そもそも国王のみが刑罰権を

有していたわけではなく、僧侶などが裁判において判事を務めることが

あり、刑罰が科されることもあった（22）。このため、国王が執行権およ

び司法権を包括的に有していたとはいっても、実質的には刑罰の執行、

取消、撤回を独占していたわけではなかったのである。

国王の恩赦の起源は、ウェセックスのイネ王（King Ine, King of

Wessex, 668-725）に由来する（23）。イネ王の法律（The Laws of King Ine）

6 条によれば、「もし王の宮殿で争う者がいれば、その者は全財産を没

収されることになるが、その命まで取られるかどうかは王の考え次第で

ある。」という記述があったとされる（24）。さらに、同様の記述が、デン
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（21）NAOMI D. HURNARD, THE KING’S PARDON FOR HOMICIDE: BOFORE AD 1307 1

（1969）.
（22）Id. at 2.
（23）William F. Duker, The President’s Power to Pardon: A Constitutional History, 18

WM.& MARY L. REV. 475, 476（1977）.
（24）Id.



マーク・ノルウェー・イングランドのクヌート王（the Great King Cnut ruler

of Denmark, Norway, and England, 1017-1035）の法律（The Laws of King

Cnut）にもみられる。それによると、「王の宮殿で争う者は、王が慈悲

を与えなければ、その生命で償うことになる。」という記述がある（25）。

これをみると、国王の恩赦は、国王の慈悲によるところが大きいとい

える。したがって、その行使は完全に国王の裁量に委ねられていると

いってよい。ただし、上記の記述はいずれも国王の宮殿内の話である。

つまり、国王の管轄権が強く及ぶエリア内での恩赦権の行使である。そ

れでは、その他の領域では、アングロサクソン時代の国王の恩赦はどの

ように行使されていたのだろうか。

この時代の恩赦は、正義の手段として使用される場合と、政治的に使

用される場合との両方が混在していた（26）。ここでいう正義とは、公正

な刑事司法を意味するものと限定しておこう。正義としての側面は、た

とえば、刑法上の成年と未成年との区別が不十分だった時代において、

未成年に対する厳格な刑事罰の適用を恩赦によって緩和するなどの場合

である。

だが、主として用いられたのは、政治的使用である。コビル（Daniel

Kobil）によると、元々、恩赦は、君主が臣民に対して自らに忠実たら

しめる手段として用いられてきたという（27）。すなわち、恩赦は君主の

厚情としての性格を有しており、君主がそれによって善行を積み重ねる

という外形をも創出してきたのである。さらに、国王は、植民地下にあ

るアメリカのプランテーションで働かせるという条件をつけて恩赦を付与

することもあり、政策上の観点からも恩赦が用いられていたといえる（28）。
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（25）Stanley Grupp, Some Histrical Aspects of the Pardon in England, 7 AM. J. LEGAL.

HIST. 51, 54（1963）.
（26）MOORE, supra note 19, at 18-19.
（27）Daniel Kobil, The Quality of Mercy Strained: Wresting the Pardoning Power from

the King, 69 TEX. L. REV. 569（1991）. 
（28）Id. at 588. 



また、政治的使用で重要だったのは、国内の暴動や反乱に対する恩赦で

ある（29）。加担者に恩赦を与える約束をすることで鎮圧をはかろうとし

たわけである（30）。

また、恩赦は、しばしば金銭と引き換えに使用されることがあり、か

なり恣意的な運用もなされていた。国家や教会の収入源としての側面を

有していたのである。ジェイムズⅡ世（JamesⅡ）の頃には、恩赦一件

につき、 2 シリングから 1 万 6 千ポンドの相場で取引されていたとされ

る（31）。

同様のケースが、恩赦のプロセスにもみられる（32）。たとえば、ヘン

リーⅢ世（Henri Ⅲ）の恩赦権のプロセスをみてみると、金銭の支払い

に応じて恩赦を与えるケースよりも、恩赦を考慮すべきかどうかを審査

して恩赦を付与することの方が多かった。だが、そのプロセスには、国

王の側から恩赦を与える場合と、請願および審査を経て恩赦が与えられ

る場合があり、金銭が影響を及ぼす場合もあった。ある事件が周知の事

実となっていて、国王が恩赦を与えるのにためらいがない場合、審査を

経ずに恩赦が与えられる。一方、被告人が恩赦を求める場合には、自ら

が恩赦を受けるに足ることを証明する必要があった。そのとき、国王は

委員会にその審査を委託することがあった。しかし、委員会の召集およ

び審査は、数ヶ月でなされることもあれば、何年もかかる場合があった。

そのため、迅速な審理を受けるために金銭が支払われることもあった。

たとえば、人を殺した者が正当防衛の主張を行って恩赦を求める際、 3

マルク金貨を支払うことによって、迅速かつ有利な恩赦を受けるという

ように、金銭の支払いは迅速性だけでなく、恩赦の内容にも効果を発揮

することがある。
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（29）Grupp, supra note 25, at 59.
（30）Id. ところが、この恩赦の約束は、しばしば反故にされることがあったとされる。
（31）MOORE, supra note 19, at 19.
（32）HURNARD, supra note 21, at 36-41.



この時代の恩赦権の特徴は、その射程についても見出すことができる。

イギリスでは、私人も訴追できることになっているが、この場合には恩

赦を与えることはできない（33）。また、公的ニューサンス（common

nuisance）や民事事件における財産問題に対しても恩赦を適用すること

はできない（34）。たとえば、国王が殺人を犯した者に対して恩赦を行っ

た場合でも、その遺族は慰謝料請求を行うことができた。恩赦の効力は、

遺族の人命金（wergild）（35）にまで及ばなかったのである。

さて、1066年、ノルマンディー公ウィリアムⅠ世（WilliamⅠ）に

よって、イングランドが統一されると、その特権も強化されていく。恩

赦権はウィリアムⅠ世の法典（the Codes of William the Conqueror）（36）に

編入され、ヘンリーⅠ世（HenriⅠ）の時代には、恩赦権の範囲が本格

的に刑事司法の分野へと拡大し始めた（37）。

③　ノルマンディー朝による恩赦権の確立

16世紀以前のイギリスでは、コモンローがあらゆる殺人を扱っていた（38）。

当時、恩赦以外に柔軟性のある手段が存在せず、恩赦が罰を受けるべき

でない者に対する正義の道具となっていた。たとえば、1249年、 4 歳の

子供がドアを開けたときに幼児を熱湯の容器の中に突き飛ばしてしまっ

た事件において、その子は収監されてしまった。そして、事故であった

にもかかわらず、硬直的な刑事法システムのために、裁判所はその子を

救済できなかった。そこで国王に恩赦の請願を行い、恩赦が認められて
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（33）4WILLIAM BLACKSTONE, COMMENTARIES ON THE LAWS OF ENGLAND 398（1809）.
（34）Id. at 398-399.
（35）アングロサクソン法は、殺人の加害者は被害者側に賠償金を払わなければな

らないとしていた。『英米法辞典』910頁参照。
（36）ウィリアムⅠ世の法典は、刑事罰についてかなり詳細な規定を設けており、

遺族の人命金に関する金額も細かく定めてある。See A.J. ROBERTSON, THE LAWS OF

THE KINGS OF ENGLAND FROM EDMUND TO HENRYⅠ, 252－275（1925）.
（37）Duker, supra note 23, at 477.
（38）Id. at 479.



解放されるといったことがあったのである。しかしながら、議員たちの

中には、そのような恩赦の運用を問題視する者がいた。また、メイトラ

ンド（F. W. Maitland）も恩赦について、「……時々不満足な評決を事実

上無効にするための手段（しかしこれ以上稚拙な手段はありえないほど

稚拙な手段）として用いられている（39）。」と指摘している。

そのため、1309年のスタムフォード（Stamford）条項と呼ばれる申立書に

は、刑事手続または民事手続を阻害する恩赦への異議が含まれていた（40）。

さらに翌年、貴族らは国王が契約を遵守するように監督するため、民事

上級裁判所裁判官（Lord Ordinances）を21人任命するように要求した。

しかし、エドワードⅡ世（EdwardⅡ）はこれらの要望を拒絶し、恩赦

を含む国王の権限を保持し続けた。

ただし、国王に集中した恩赦権は無制限というわけではなかった。いく

つかの法律により、段階的に制限がかけられていったのである。まずは、

1328年、ノーサンプトン（Northampton）の法律が、国王の宣誓と一致し

ている場合でなければ恩赦を与えてはならないことを要求した（41）。

さらに、1389年、議会は恩赦の行使に慎重を期すように求め、重大犯

罪については恩赦権を行使できないようにしようとし、裁判前に重大犯

罪に対して恩赦を行使できないことをリチャードⅡ世（RichardⅡ）に

しぶしぶ認めさせた（42）。

もっとも、1535年になると、国王の恩赦権を議会が認めるという形で、

両者の調整がなされることになる。この頃まで、国王以外にも恩赦権を

行使した者がいた（43）。当時、統一的な司法制度がなく、教会や封建裁
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（39）F・W・メイトランド（小山貞夫訳）『イングランド憲法史』631頁（創文社、

1981年）。
（40）Duker, supra note 23, at 480-482.
（41）Grupp, supra note 25, at 56.
（42）Duker, supra note 23, at 485.
（43）Grupp, supra note 25, at 54.



判所も恩赦を与えることがあった。だが、イングランド内の統一が進ん

でいくと、国王の恩赦権も確固たるものになっていき、1535年には、議

会が国王の恩赦権を保護したのである。それによると、「いかなる者ま

たは集団も、……反逆、殺人、故殺またはその他の重大犯罪を恩赦また

は減免する権限または権威を持たないが、……しかし国王陛下、その継

承者、領主の王、はそれに関して全体かつ単一の権限または権威を有す

る……（44）」とされた（45）。これは、国王の恩赦権に法的根拠を与えると

同時に、議会がそれを規律しうるという楔を打ったものとして理解できる。

さらに、裁判所の判決を恩赦権に重ねて、その限界を主張する議論も

でてきた（46）。1673年のThomas v. Sorrel判決（47）で裁判所は、国王大権は

認められるが、それは人間の生命、自由、財産に影響を与える法を無効

にすることはできず、個人が救済を受ける権利を奪うこともできないと

した。この判決と、恩赦によって犯罪者が損害賠償請求からも免除され

るわけではないとされてきた慣行とがあいまって、恩赦権にも限界があ

るという議論に拍車をかけることとなった。

④　ダンビー伯爵事件

そして、恩赦権の行使が憲法問題を引き起こしたのが、ダンビー伯爵

事件である（48）。1678年、ダンビー伯爵（Thomas Osborne Earl of Danby）

の反逆罪およびその他の罪に対する弾劾が下院で議決された。事件の発
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（44）27 Henry Ⅷ, Chapter 24.
（45）Grupp, supra note 25, at 55.
（46）Duker, supra note 23, at 486.
（47）Thomas v. Sorrel, 89 Eng. Rep. 100（1673）. この事件は、法律がワインの販売

について許可を求めていたにもかかわらず、それを得ないまま国王の特別許可を

基にワインを販売することは可能か、そしてそれは国王の死によって効力を失う

かが争われたものである。判決は、国王による特別許可を有効であるとし、それ

が国王の死によって影響を被らないとした。
（48）Duker, supra note 23, at 487-489.



端は、ダンビー伯爵からヴェルサイユのイギリス公使モンタギュー

（Ralph Montague）に出された手紙であった。そこには、フランスとの

戦争に関して資金を増加する法案を可決した 5 日後に、モンタギューに

60万リーブルでフランスとオランダに中立を保つことを申し出る権限を

付与していた。議会からみれば、これがフランスよりの態度に映ったた

め、反逆罪として弾劾したのである。これに対してチャールズⅡ世

（Charles Ⅱ）は、その手紙の内容は国王の指示であったことを議会で説

明した。しかし、議会はその説明に納得せず、ダンビー伯爵は忠実な僕

ではないと糾弾した。そのため、国王はダンビー伯爵に恩赦を与えるこ

とで対応しようとした。ここにおいて、恩赦によって弾劾を免責できる

かという重大な憲法問題が生じることになった。議会は、弾劾が善き政

府の維持に不可欠であると考え、徹底的に交戦する構えをとった。

ウィニントン卿（Sir Francis Winnington）は「……もしそのような恩

赦が許されるのならすべての正義が終わるだろう」と述べ、他にも、そ

れは人民に対する侵害であるという批判や、そのような恩赦の先例は脅

威となるという批判が相次いだ（49）。しかし、いくら抽象的に当該恩赦

が正義に反するとしたところで、恩赦を止めることにはならない。

そこで、バリヨン（Jean Barillon）大使は、ダンビー伯爵が収監され

なければ国王は恩赦を行使しないだろうと考え、ダンビー伯爵さえ解放

されれば、将来、弾劾に対して恩赦を行使しないという法案（50）を出し

ても拒否しないのではないかと提案した（51）。プラクティカルな提案で

はあったが、結局、それは実現しなかった。それでも、議会ではそのよ

うな恩赦は先例に見当たらず、弾劾を止めることにはならないという意

見が大半を占め続けた。
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（49）Id. at 490.
（50）9 H.C. JOUR. 633; 13 H.R. JOUR. 592-593.
（51）Duker, supra note 23, at 491.



最終的には、チャールズ国王も、これほど議会と対立してまでダン

ビー伯爵を保護するには値しないと考え、むしろダンビー伯爵を犠牲に

して恩赦権の絶対性を確保した方が得策だと考え始めた（52）。結局、ダン

ビー伯爵はロンドン塔に 5 年間収監されることとなり、弾劾の効果が減

殺されることにはならなかった。

⑤　法律による規定

そして、17世紀後半から18世紀初頭にかけて、3 つの重要な法律が制

定されるに至った。すなわち、1679年人身保護法（Habeas Corpus Act,

1679）、1689年権利章典（The Bill of Rights, 1689）、1701年王位継承法

（The Act of Settlement, 1701）である。1679年人身保護法は、領域外に被

告人を移すことを違法行為とし、国王の恣意的な処罰を防ぐと同時に、

刑罰を受けるべき者を海外に移送して実質的な恩赦を付与するという方

法を制限した。人身保護法12条は、「……わが王国の臣民たる者は、在

監者として、……海外の港、駐屯地、島、〔その他の〕地に送られては

ならない（53）。」と定め、違法な海外移送を禁止したのである。

さらに、12条は続けて、「また故意にこのような収監、拘束、監禁、

もしくは流刑のための令状を作製し、〔その発給を〕企て、書き記し、

捺印し、副署した者、本法に反して、人をそのように収監し、拘束し、

監禁し、流刑に処した者、またはそれを教唆し、幇助した者で、それに

ついて適法に処遇を受けた者は、……これらの没収、損害、または能力

剥奪について、国王、その相続人、または継承者から特赦をうけること

ができないものとする（54）。」と規定する。つまり、12条違反の行為を

行った者に対して、恩赦によって免責することはできないとしたのであ
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（52）Id. at 495.
（53）高木八尺・末延三次・宮沢俊義編『人権宣言集』79-80頁（岩波書店、1957

年）73頁。（以下、『人権宣言集』とする）。
（54）『人権宣言集』74頁。



る。海外移送を禁止しても、恩赦があることから違法行為がなくならな

いのではないかという懸念から、あらかじめ違法な海外移送を行う者に

対しては恩赦によって免責できないとしたと考えられる。

しかし、1686年に、国王は法律を無効にすることができるという判決

が下される。Godden v. Hales判決（55）により、国王は絶対的主権者であり、

国王が必要と判断する場合には法を無効にすることができ、議会の法律

はこれに対抗することができないと判示されたのである。このため、人

身保護法による恩赦権の制限を乗り越えることができる余地が残された。

これに対して議会は、1689年に権利章典を定め、国王が法律上の臣民

の権利を停止することはできないと宣言することで間接的に恩赦権に制

限をかけた。すなわち、「〔 1〕国会の同意なしに、法律を無視し、法律

を執行しない権限、および法律〔の効力〕を停止し、法律の執行を停止

する権限を、僭取し、行使したことにより、……これらすべてのことは、

わが国の既知の法律および自由と、完全に、かつ直接に、相反するもの

である（56）。」としたのである。

そして、1701年王位継承法は「〔三〕イングランドの国璽をもってす

る特赦は、庶民院議員による弾劾に対する抗弁とはならない（57）。」と明

確に定め、弾劾に関する恩赦を禁止した。

それでも、恩赦は様々な場面で行使されていった（58）。一般に、恩赦

は、国王の代が変わる際になされることが多かった。その他に、恩赦は

戦時にもしばしば利用された。たとえば、 1 年の軍役に就くことを条件

に、恩赦を与えるなどの方法で恩赦権が行使されたのである。そして暴

動等が起きたときに恩赦を与えて鎮めた後、あとでそれを取り消すなど

の濫用も行われた（59）。
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（55）Godden v. Hales, 89 Eng. Rep. 1050（K.B. 1686）.
（56）『人権宣言集』79-80頁。
（57）『人権宣言集』95頁。
（58）Grupp, supra note 25, at 58.
（59）Id. at 59. 



⑥　小括

イギリスの恩赦権は、アングロサクソンの時代から国王大権に由来す

る権限として連綿と行使され続け、正義を実現するために行使されるこ

ともあれば、政治的理由で行使されることもあったといえる。正義の観

点から刑事司法に柔軟性を与えることは司法権をも統べる国王ならでは

の行為であるし、政策的観点から反乱鎮圧の手段として用いることもま

さに大権の行使である。ロックは、恩赦権についてこう述べている。

「支配者が、多くの場合に法の厳格さを緩和し、ある場合には、違反者を赦免

するような権力をもつことは適当である。政治の目的
．．．．．

は、可能なかぎり、すべて
．．．

のものを保護
．．．．．．

するにあるのだから、無実のものの不利にならないかぎり、有罪の

者も救われるべきである。法の規定によらず、時にはそれに反してでも、公共の

福祉のために、裁量にしたがって行為するこの権力は、すなわち大権
．．
と呼ばれる

ものである（60）」。

すなわち、時として法に反してでも行使される国王大権の 1 つが恩赦

権なのである。ブラックストーン（William Blackstone）も、「恩赦の付

与は国王の最も慈悲深い特権である。法は有罪に対する憐みの原理を基

礎づけることができない（61）。」とし、その大権的要素を抽出している。

このように、恩赦は大権として基礎づけられるわけであるが、しかし、

かかる大権が無制約に認められるわけではない。そこには制約が認めら

れる余地がある。ロックの言述にあったように、恩赦権は公共の福祉の

ために行使されなければならないという制約である。したがって、それ

は法律が制限をかけることを排除できるとは限らない。ロックは、自然
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（60）ジョン・ロック（鵜飼信成訳）『市民政府論』164頁（岩波書店、1968年）。
（61）BLACKSTONE, supra note 33, at 396. ただ、その後に、「しかし、イングランド憲

法により、正義が恣意的な実施に歯止めをかけている。」という記述が続くこと

にも注意が必要である。



法的な観点から、「……もし人民が大権のどの部分でも実定法で規定す

るようになれば、それは大権
．．
の干犯
．．
であるというようなことをいう人が

あれば、それは政府について大変間違った観念をもつ人である。という

のは、そういう制限をすることによって、人民は決してもともと君主に

属する権利を奪ったのではなく、ただ人民が君主あるいはその祖先の手

中に、人民の福祉をはかるようにと限定なしに残して来た権力が、もし

それ以外の目的に使われるなら、それは彼らの意図とは違うということ

を宣言したに過ぎないからである（62）。」と述べる。国王大権に制限を設

けたからといって、必ずしもその侵害につながるわけではないというの

である。

こうした理論的視座にあわせたかのように、現実にも、主権の主役が

国王から議会へと移るに従って、国王大権たる恩赦権にも制限がかけら

れていった。議会の制定した法律を無効にするような恩赦権の行使は許

されず、議会の決定たる弾劾を覆すような恩赦権の行使はできないとさ

れた。ただし、これは国王と議会の対立や妥協を繰り返して形成された

もので、一朝一夕になされたわけではない。また、そのような流れの中で、

裁判所も一枚噛んでいた点も見逃せない。流れをリードするわけではな

いものの、Thomas v. Sorrel判決やGodden v. Hales判決などによって双方

に一定の影響を与えていたからである。これは、議会主権の下で裁判所

の役割をどのように考えるかという問題意識を念頭に置く対話理論（63）

にも関連するものといえる。

もっとも、議会が恩赦を制限できるとはいっても、恩赦権の行使に実

質的な制限はかけられていない。恩赦権の行使それ自体は国王の裁量に

委ねられたままなのである。このように、イギリスでは君主主権から議
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（62）ロック・前掲注（60）166頁。
（63）イギリスの対話理論については、岩切大地「イギリス人権法における議会と

裁判所との憲法的対話」法政論叢第44巻第 2 号112頁（2008年）参照。



会主権へと変遷する過程で、恩赦権の推移もそれと歩調をあわせていっ

たかのような感があるものの、恩赦権の実質が国王に存すること自体に

は変化がない。この関係をどのように捉えるかは悩ましい問題であるが、

アメリカではまさにそうした狭間で揺れ動く恩赦権の再構成に挑戦する

ことになる。

3 君主制から共和制へ――制憲期における恩赦権の問題

①　独立前の各州における恩赦権

さて、イギリスの恩赦権はアメリカ入植の際にも持ち込まれた（64）。

1609年のヴァージニア憲章では知事が全ての臣民を矯正、罰則、恩赦、

統治、支配する完全かつ絶対的な権限を持つと規定していた。ニューイ

ングランドの憲章も同様の規定を持っていた。また、1683年の西ニュー

ジャージー地方の基本法は24人の領主に恩赦権を与え、18人の同意が

あれば行使できることとなっていた。この方法は、恩赦権を不可分のも

のと捉えず、合議制において行おうという試みであり、イギリスのそれ

とは一線を画している。

その後、独立戦争が終わって連合政府ができると、執行府に対する不

信の強さから、その権限は弱体化される方向に向かい、その流れの中で

恩赦権に否定的な意見もあった（65）。その影響を受けて、州の中には恩

赦権を制限するところもでてきた。1776年デラウェア州憲法では、下院

によって訴追がなされるべきであるとされた場合を除き恩赦権を行使で

きるとし、ヴァージニア州憲法やノースキャロライナ州憲法でも同様の

規定が設けられた。あるいは、1780年マサチューセッツ州憲法のように、

恩赦権を行使できるのは有罪判決の後でなければならず、弾劾は対象と

ならないとするところもあった。このような流れは、イギリスのそれと
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（64）Duker, supra note 23, at 497.
（65）Id. at 500.



類似しているといえよう。

②　憲法起草者らの議論

もっとも、恩赦権に関する憲法起草者の意図については、いかにして

イギリス型のそれと距離を保つかが 1 つの争点となっていた。アメリカ

は共和制をとることから国王の特権とは異なった制度にするため、その

行使に立法府の統制をかけようとするシャーマン（Roger Sherman）ら

の主張がそれなりの説得力を持っていた反面、当時のアメリカにはイギ

リス流の強力な議会制度に懐疑的な目が多かったのも事実であり、そう

いった議論の後押しを受ける形で、立法府による統制は不要であるとす

るハミルトン（Alexander Hamilton）らの主張が対立していたのである（66）。

ただ、イギリスの君主制下における恩赦との別離をはかろうとしていた

点においては両者に共通していたことから、イギリスとの相違を打ち出

すことができれば、そのあたりで調整がつく可能性があった。

連邦政府の設立を求めて開催された1787年のフィラデルフィア会議で

は、当初、恩赦権の議論はなされなかったが、議論が執行権の部分に及

ぶと、恩赦権にも光が当てられることになった（67）。執行権に関しては、

憲法起草者らのほとんどが君主制からの離脱をはかろうとする点におい

て一致していたため、国王大権に対する風当たりが強かった。そのため、

共和制下における執行権は、法律を無効にするような権限ではなく、法

律の誠実な執行を行うという意味に変更すべきであるという議論が大勢

を占めた（68）。そこで、国王大権のような特権を執行権に認めないとい

う流れになったのだが、しかし、すべての特権を否定すべきという議論
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（66）ハミルトンは親英派であるが、それはフランスとの対立において前面にでて

くるものであり、憲法起草においては新たな国としてのアメリカを目指しており、

必ずしもつねにイギリスよりであったわけではない。
（67）Duker, supra note 23, at 501.
（68）John Harrison, Pardon as Prerogative, 13 FED. SENT. R. 147（2002）.



にはならなかった。そこまで、立法府を信用する気にはなれなかったの

である。そして、その存続が認められる可能性のある特権の 1 つが恩赦

権であった。

当初、有名なヴァージニアプランやニュージャージープランには恩赦

に関する規定がなかったものの、ハミルトン、ピンクニー（Charles

Pinckney）、ラトレッジ（John Rutledge）ら（69）が恩赦権の規定を設けるよ

うに主張した（70）。そして草案に用意されたのは、弾劾を除き執行府の

長は恩赦権を有するという、1700年王位継承法に類似したものであった。

これに対して、シャーマンは上院の承認を要件としてつけるべきである

と主張したが、上院はすでに大きな権限を持ちすぎているとしてメイソ

ン（George Mason）に反対された。さらに、多くの各州の代表者も、上

院は既に力を持ちすぎているとしてその主張を聞き入れなかった。

また、マーティン（Luter Martin）は恩赦を有罪判決の後に限定すべ

きであると主張したが、ウィルソン（James Wilson）により、証言を得

るために有罪前の恩赦も必要であるとして反論された（71）。ランドルフ

（Edmund Randolph）は、反逆罪の場合を恩赦の例外にすべきであるとし

たが、メイソンが大統領は無制限の恩赦権を持つべきであるとして反論

した。さらに、ウィルソンが、恩赦は反逆罪に対しても必要であり、た

とえ大統領自身が関わっていたとしても、そのときは弾劾で罷免されれ

ば事足りると反論した。ランドルフの主張は、結局、理由づけが十分で
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（69）この 3 人には、それぞれイギリスの法学を学んだという共通点がある。ハミ

ルトンはニューヨーク代表の連邦派で、キングスカレッジ（現コロンビア大学）

で法学を学んだ。ピンクニーやラトレッジはともにサウスキャロライナ代表で、

南部・州権派であったが、イギリスで法学を学んだ。See VINCENT WILSON, JR.,

THE BOOK OF THE FOUNDING FATHERS 24, 60, 70（1974）.
（70）Ashley M. Steiner, Remission of Guilt or Removal of Punishment? The Effects of a

Presidential Pardon, 46 EMORY L.J. 959, 965-966（1997）.
（71）2 THE RECORDS OF THE FEDERAL CONVENTION OF 1787, 426（Max Farrand ed.

1966）.



ないということから、受け入れられなかった。

こうしたウィルソンの発言には、かれの恩赦に関するビジョンが反映

されている。エルラー（H. Abbie Erler）によると、アメリカの恩赦権の

性格は、イギリスのような国王の慈悲というものではなく、法の執行と

いう大統領の憲法上の責務の構成要素として考えられていたという（72）。

その証左として、事前に恩赦を与えることを重視していたことを挙げる。

なぜなら、事前に恩赦を与えることによって被告人から証言を引き出す

ことができる。いわゆる司法取引に類似したこの作用は、法の執行に必

要な作用であるというのである。

③　ハミルトンの桧舞台

ところが、その後、合衆国憲法批准に至るまで恩赦の問題はほとんど

議論されなかった（73）。問題は、執行府の個別の権限よりも、議会の優

越を維持するか、それとも議会を抑制できる執行府を創設するかどうか

という大枠の議論に焦点が当てられていったからである（74）。そこで、

立法の優位を確保するため議院内閣制のように議会が大統領を選出する

か、それとも議会を抑制するために各州の選挙人が大統領を選ぶかとい

う議論が対立することになった。当初、両者の議論は平行線をたどって

いたが、議論の争点が連邦政府と州政府の力関係や派閥の問題に移って

いくと、選挙人案が有力となってきた。また、その議論はブルータス

（Brutus）とプブリウス（Publius）の論争の中でも議論されることとな

り、フェデラリスツ側が優位に立つにつれて、強力な執行府案が支持さ

れるようになっていった。その中で、ハミルトンは再度恩赦権について
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（72）H. Abbie Erler, Executive Clemency or Bureaucratic Discretion? Two Models of the

Pardons Process, 37 PRESIDENTIAL STUD. Q. 427, 429（2007）.
（73）Duker, supra note 23, at 504.
（74）M・ジェンセン（今津晃・斎藤眞監修、斎藤眞・武則忠見・高木誠訳）『ア

メリカ憲法の制定』125－142頁（南雲堂、1976年）。



言及し、恩赦権の規定に関して決定的となる主張を行う。

ハミルトンは、「人道と善政との命ずるところでは、恩赦という慈悲

深い行政大権は、できる限り束縛されたり妨害されたりすべきではない

という傾向にある（75）。」と主張し、恩赦のあり方を滔々と述べた。それ

を援護するようかのように、ノースキャロライナ州の批准の際（1788年

7月）、アイアデル（James Iredell）がつぎのような恩赦の必要性を述べた。

「人が法律の文言に反して罪を犯したとしても、その者に慈悲を与えるべきで

あるという特別な場合がしばしば散見される。一般法によって起こりうるすべて

の事例を予見して規定することは不可能である。したがって、あらゆる事例にお

いて、画一性に固執するのであればしばしば不正義の原因を作ってしまう。この

ため、柔軟に対応する権限がどこかに存在しなければならない。そして、それは

人民の最高の信頼を受けたという強い証明を持つ者以外に、適切に付与すること

ができようか（76）」。

こうしたハミルトンらの意見に対し、目立った反対はみられず、現行

憲法の条文の形（77）で批准されることになった（78）。先のハミルトンの主

張は、フェデラリスト第74編（1788年 3 月）に収められており、恩赦

に関する憲法起草者の意図を探る際に重要な指針を提供している。以下

は、関連部分の抜粋である。
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（75）A・ハミルトン／J・ジェイ／J・マディソン（斎藤眞・武則忠見訳）『ザ・

フェデラリスト』361頁（福村出版、1998年）。（以下、『ザ・フェデラリスト』と

する）。
（76）Address by James Iredell, North Carolina Ratifying Convention（July 28, 1788）,

available at http://press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/a2_2_1s22.html.
（77）前掲注（4）参照。
（78）Duker, supra note 23, at 505.



「反逆罪の場合には、立法部ないしその一院の同意を必要とすると主張するに

はそれだけの強い理由があることを私は否定するものではない。反逆罪というも

のは、社会の存続に直接かかわる犯罪であるから、法律が一度犯人の有罪を決定

した以上は、彼に恩赦を与えることの得失は、立法部の判断にゆだねるのが適当

であると思われる。しかし、この案にも強い反対がある。すなわち、反逆罪の刑

を免罪にすべきか否かという微妙な決断を要する際、その賛否両論のいろいろな

動機を調和させることは、多数者で構成されるどのような機関よりも、慎重さと

良識を備えた一人の人間のほうが適していることは疑う余地のないところであ

る。とくに注意を要することは、反乱罪は最近マサチュセッツで起こったような、

社会の多数の人びとを巻き込む擾乱にしばしば関係していることである。……擾

乱とか暴動の発生している期間には、擾乱者や暴徒に時宜に適した恩赦を与える

ことによって国家の平穏を回復できるが、もしその時機を事態の改善に役立てず

に逃してしまえば、後で後悔しても取り返しできないような危急存亡の時機とい

うものがしばしばあるものだ。この対策の承認を得る目的で、立法部またはその

一院を召集するというまどろこしい手続きは、またとない好機を取り逃がすこと

になる場合が多い（79）」。

これをみると、ハミルトンは、反逆罪に対する恩赦について、立法府

の承認を要件としてつけることに疑義を呈していたことがわかる。もっ

とも、ハミルトンは、最初から反逆罪について立法府の承認を要件とす

ることに真っ向から反対していたわけではなかった。第74編がだされる

前年（1787年 6 月）に、反逆罪に対する恩赦については両院の承認を得

ることを認める草案を用意していたからである。それによると、「大統

領は反逆罪を除く全ての犯罪について恩赦を与える権限を有し、反逆罪

については上院及び下院が開かれるまで、刑の執行の猶予をすることが

できる。両院の同意があれば反逆罪についても恩赦を与えることができる
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（79）『ザ・フェデラリスト』362頁。



（第 4 条10節）（80）。」としていた。しかし、これはハミルトン個人の草

案で、これをそのまま会議に提出したわけではなかった（81）。その後、

ハミルトンは推敲を重ねた結果、両院の承認は迅速な対応を妨げること

になることを懸念し、第74編のような意見にたどり着いたのである。

しかし、執行府が単独的決定機関であることをもって、執行府の方が

立法府よりも効果的な対応ができるといえるのかどうかは疑問のあると

ころである。さらに、反逆罪の適用があるときはつねに緊急の場合であ

るとは限らず、最近のテロの問題のように、平時と緊急時の狭間のよう

な状況もありうる。もっとも、ハミルトンは、反逆罪について立法府の

承認を得ることが問題となるとしているのであって、他の恩赦の場合に、

立法府の承認を要件とすることまでをも問題視しているわけではない。

また、反逆罪の恩赦について、承認手続を設定すると時間がロスされる

ということを理由にしていることから、他の手続を要件として設定する

余地は残されているといえよう。

また、同じ第74編の中で、ハミルトンは、「万国の刑法は、刑法上不

可欠な厳罰が多すぎるので、不幸な有罪者のためにもっと容易な例外へ

の途がなければ、正義がまとう外套は、あまりにも血なまぐさすぎるし、

残酷だということになるだろう（82）。」と述べている。エルラーによれば、

この主張は恩赦が法システムの安全弁として機能することを意味し、

ウィルソンと同様、ハミルトンも恩赦を法の執行の一部として考えてい

たことを示しているという。

こうして、最終的にハミルトンらの意見が通り、大統領単独の恩赦権

が成立したのである。したがって、制憲過程の一部または憲法条文をみ
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（80）3 THE RECORDS OF THE FEDERAL CONVENTION OF 1787, 625（Max Farrand ed.

1966）.
（81）Id. at 617.
（82）『ザ・フェデラリスト』361頁。



て、恩赦権には弾劾による場合を除くという例外があることを理由に、

恩赦権についてアメリカとイギリスは同様の法的性格を持っているとみ

なすのは早計であることがわかる。アメリカは、イギリス型の呪縛から

逃れようとして、国王大権および議会の優越から距離をとろうとした。

しかし、恩赦権はどちらにも接近する可能性があり、厄介な問題であっ

た。そこで、憲法起草者らは権力分立原理に基づきながら執行権に付随

する権限という位置づけを試みる。君主主権から議会主権へと変遷をた

どったイギリス型統治原理と距離をとり、権力分立原理に立脚すること

で独立した執行府に恩赦権を付与し、かつ弾劾の場合には立法府の抑制

に服するという統治システムを創り出したのである。

④　正義実現型と政治型

また、恩赦権の性格に着目しながら、イギリスとアメリカの歴史的関

連性を分析する見解がある。コビルによると、恩赦権には、正義実現型

（justice-enhancing）と政治型（justice-neutral）という性格があるという（83）。

正義実現型は、司法過程における不正義を正すために行使される場面を

想定している。つまり、公正な刑事司法システムを実現するために、恩

赦が一役買うことが期待されるのである。この場面では、執行府の中で

も、政治的に独立した専門家による委員会が恩赦を付与することが望ま

れる。一方、政治型は、様々な政策的観点からなされる恩赦のことをい

う。この場面では、執行府の裁量が広範に認められる領域であるため、

執行府の長が単独で恩赦権を付与することができる。

イギリスの歴史をみてみると、これら両方の性格が入り混じっていた

ようにみえる。国王は、単独で恩赦を付与する際、正義的または政治的

の両側面の使用を行っていたからである。また、国王が時折委託した委
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（83）Kobil, supra note 27, at 579. ここでいう正義とは、法の下の公正を意味し、各

人はそれに基づいて、自らの行為に責任を持つことになる。



員会においても、金銭取引などが行われていたこともあり、必ずしも正

義実現型のみであったとは言い難い。

一方、アメリカでも当初から恩赦は存在していた。ただ、革命当初は

執行府に対する不信から、いくつかの州で執行府の長と議会が協同する

ような形をとるところがあった。こうした背景があったことから、制憲

会議における恩赦権の問題も、執行府に単独で付与するか、それとも他

権を関与させるべきかという点が議論となり、この点に正義実現型と政

治型が関連することになった。制憲会議において、マディソンやランド

ルフらは、執行府に単独で付与することに反対していた。だが、ハミル

トンやアイアデルは、単独で執行府に付与するように主張した。これを

先の分類に当てはめると、合議制を唱えるマディソンらが正義実現型で、

単独制を主張するハミルトンらが政治型ということになるかもしれな

い。しかしながら、ここでは、反逆罪に関して両院の承認が必要かどう

かが争点となっていたのであって、正義か政治かという是非が単独か複

数かという問題に直接リンクしていたわけではない。あえて関連させる

とすれば、第74編の中に「正義」を念頭に置きながら「効率性」を導き

出している箇所があることから、ハミルトンは正義と政治の混合型を考

えていたということができるだろう。そうであるとすれば、ハミルトン

は両方を視野に入れることで、議論をまとめることに成功したという見

方ができる。したがって、制憲者意図としては、正義実現型と政治型の

両側面があるといえる。このような側面をみると、イギリス型に近いと

いうことになるが、しかし、イギリス型とは袂を分かったはずである。

このため、アメリカの恩赦権の性格については、その後の歴史的展開を

みていく必要がある。

4 共和制下の恩赦権

建国まもないアメリカで恩赦が与えられた事例は、ハミルトンがフェ

デラリスト第74編で述べていたように、反逆罪に関するものが多くを占
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めた（84）。そして、反逆罪に関する事例は、大統領の政治的判断で恩赦

が付与されることが多く、恩赦の法的性格に影響を及ぼしていくことに

なる。

①　軍事的・戦略的理由――反逆罪に対する恩赦

（1）ウィスキー反乱事件への恩赦

まずは、初代大統領ワシントン（George Washington）による恩赦権の

行使からみることにしよう。1789年に合衆国憲法を制定し、新大陸にお

ける共和国として前途洋々であるかにみえたアメリカであったが、現実

にはなかなか厳しい船出であった。イギリスやフランスとの関係をめぐ

る外交問題や、独立戦争の結果残された多大の債務をどのように処理す

るかといった国内問題が山積していたからである。しかも、それぞれの

問題について、政権内の党派的対立が目立つようにもなっていた。

さて、巨額の債務に苦しんでいた連邦政府の財政再建を果たすため、

ハミルトン財務長官は、連邦議会に働きかけて蒸留酒に課税する法律を

制定した。しかし、財政難を乗り越えるために制定されたこの法律はか

つて植民地時代にイギリスが課した印紙法に似ているとして、多くの反

発を買い、ペンシルバニア州では反乱にまで発展したという情報が政府

に届いた。事態を重く受け止めたワシントン大統領は自ら指揮をとって

一万人以上の軍隊を派遣し、緊急事態を宣言するに至った。もっとも、

実際には大規模な反乱はみられず、20名程度の者を逮捕するにとどまっ

た。かれらは刑務所に送られたが、1794年、ワシントン大統領はこのう

ちの数名に恩赦を与えた。そのときの声明によれば、「……私こと、合

衆国大統領、ジョージ・ワシントンは、 8 月22日以前に行ったペンシル

バニア州での 4 回に渡る調査のうちに、あらゆる反逆罪、反逆的な不正

行為、その他合衆国に対する違法行為を行った全ての者に対して、完全
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で、自由な、全体の恩赦を与える……（85）」と述べている。

この事例は、当時の恩赦が反逆罪に対応する手段として有効であった

ことを示している。建国初期のアメリカは、連邦制国家として出発した

ものの、まだ完全に各州の結束力が堅かったわけではなく、国内情勢は

不安定な状況にあった。そのため、国内の不穏な動きに対しては迅速に

対応する必要があった。しかし、情報伝達手段が限られていた時代であ

るから、正確に反乱などの状況を把握することは困難であった。そこで、

反乱の動きがあれば、すぐに対応し、その後で真偽を確かめ、問題があ

れば恩赦で対応するという方法が用いられたのである。

このように、アメリカにおいても恩赦権は国家秩序の維持のために用

いられたことがわかる（86）。恩赦権は、イギリスで見られたように、国

家を守るために必要な権限として認識されていたのである。だが、アメ

リカのそれは、国王大権と議会の優越との狭間にあるイギリスの恩赦権

とは違って、権力分立原理に基づく法の執行の一部でなければならない。

すなわち、憲法によって付与され、立法府から独立して行使できる執行

権の行為として位置づける必要がある（87）。
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（85）Opinion of Hon. Wm. H. Taft, 20 OP. ATT’Y GEN. 330（1892）, available at

http://www.lexis.com/research/retrieve?_m=520135d143fe974e5c9c8261d7142d0a&csvc

=le&cform=&_fmtstr=FULL&docnum=1&_startdoc=1&wchp=dGLbVtz-zSkAB&_md5

=765d03aa1cdd6b12640ac3c09a8ce1d3#2195-339.
（86）David I. Lewittes, Constitutional Separation of War Powers: Protecting Public and

Private Liberty, 57 BROOKLYN L. REV. 1083, 1130（1992）. この点において、ル

ウィッツ（David I. Lewittes）は、恩赦が戦争遂行に関連していることから、戦争

権限の一部として恩赦権をみなしている。たしかに、恩赦権にはそうした側面も

あるものの、あらゆる事例において戦争と関係しているわけではないため、そう

した見方には疑問が残る。
（87）Steven G. Calabresi and Christopher S. Yoo, The Unitary Executive During the First

Half Century, 47 CASE W. RES. L. REV. 1451, 1485（1997）. この恩赦権の行使は、ま

さに法の執行の行使であると指摘されている。



（2）フリース反乱事件に対する恩赦

つぎに、政治的対立の状況下で付与された恩赦についてみてみよう。

18世紀末のアメリカは、連邦派・親英派のフェデラリスツと州権派・親

仏派のリパブリカンズとの争いが激しさを増していた。また、フランス

では革命後の政情が不安定で、外交関係も油断ならない情勢にあった。

そこで、フランス革命の影響を恐れたフェデラリスツのアダムズ（John

Adams）大統領は、悪名高い煽動法（Sedition Act）を制定した。さらに、

外交上の衝突（88）や船舶拿捕の問題などにより、フランスとの緊張が高ま

ると、対仏戦争をにらんで、新たに兵士を集めることにした。1798年、連

邦議会は戦費を確保するため財産に直接税を賦課する法案（Direct Tax

Act）を成立させた（89）。これを実施するため、官吏がペンシルバニア州に

派遣され、資産評価を行った。しかし、当地に多く居住していたドイツ

系農民がこれに反発し、資産評価の妨害を行った。さらに、かれらは独

立戦争で活躍したフリース（John Fries）をリーダーとして、資産評価

に反対する集会を開いた。これに対し、アダムズ大統領は軍隊を派遣し、

反逆罪でフリースたちを逮捕した。

ところが、このあと、フリースの処分をめぐって、政治的駆け引きが

行われることになる。まず、フリースの裁判についてであるが、当時、

連邦裁判所で主導権を握っていたのは、フェデラリスツであった。その

ため、フリースの裁判も、フェデラリスツの判事によって行われた。フ

リースの控訴審は、連邦最高裁と巡回控訴裁判所判事を兼ねていたフェ
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（88）アメリカがフランスに派遣した外交使節に対し、フランス側が金銭の要求を

するなどかなり高圧的な態度をとったことから、両国間の緊張は高まっていった

（アダムズ大統領が事件の当事者をXYZとして発表したことから、XYZ事件と呼

ばれる）。
（89）Dwight F. Henderson, Treason, Sedition, and Fries’Rebellion, AM. J. LEGAL HIST.

308, 309（1970）. ヘンダーソンによれば、これまで煽動法と直接税法を関連させ

る分析があまりなかったが、両方ともアダムズ政権において成立した点を考慮に

入れるべきであるという。



デラリスツのアイアデル判事によって判断された。1799年、アイアデル

判事はフリースを有罪とした（90）。これに対して再審請求がなされると、

もう一度控訴審で判断が行われることになる。だが、再審の裁判でも、

連邦最高裁と巡回控訴裁判所判事を兼ねていたフェデラリスツのチェイ

ス（Samuel Chase）判事が有罪の判断を下した（91）。これにより、フリー

スの死刑判決が確定したのである。ここまでの経過をみると、フェデラ

リスツが不満分子を取り締まっているかのようにみえる。ところが、こ

の事件は、さらなる展開をみせることになる。アダムズ大統領はフリー

スに恩赦を与えて免責したからである。1800年の選挙を控えていたアダ

ムズ大統領としては、フリースを有罪にしてリパブリカンズ勢力の敵愾

心をあおるよりも、赦免して多くの票を取りまとめることの方が重要だ

と考えたからである。

（3）煽動罪適用に対する恩赦

煽動法による言論統制を行いつつ、フリースに対して政治的恩赦を与

えるなど、アダムズ大統領は1800年の選挙において再選するために様々

な対策を行った。しかしながら、選挙では、同じフェデラリスツのハミ

ルトンの協力が得られなかったために、アダムズ大統領は落選してしま

う。ハミルトンはアダムズよりもピンクニー（Charles Cotesworth

Pinckney）をフェデラリスツ側の大統領候補に推していたため、アダム

ズの選挙に協力しなかったのである。

この選挙で、リパブリカンズは、大統領職だけでなく、両院の多数派

も握ることになった。ジェファーソンは、フェデラリスツ色の一掃を行

うのだが、煽動法の問題がなお残っていた。選挙前から、ジェファーソ

ンはこの法律の合憲性に疑義を呈しており、ケンタッキー州やヴァージ
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（90）Case of Fries, 9 F. Cas. 826（1799）.
（91）Case of Fries, 9 F. Cas. 924（1800）.



ニア州で違憲な連邦法に対して対抗できる旨の決議の草案を準備してい

た（92）。もっとも、訴訟を提起しても、フェデラリスツの牙城となって

いた司法府が本法の合憲性を支持することが目に見えていたため（93）、

ジェファーソンは大統領になってから、恩赦という方法でこれに対応す

ることにした。大統領就任後、ジェファーソンは有罪判決を受けていた

10人に恩赦を与えて解放し、本法に基づく起訴を停止したのである。

このようなジェファーソンの恩赦は、党派的イデオロギーを実行する

手段として恩赦が有効であることを示している。他方で、誠実な法の執

行を実行するために、違憲な法律には従わないという態度を垣間見るこ

ともできよう（94）。

（4）ラフィットへの恩赦

また、条件をつけて、軍事的に恩赦を利用したのがマディソン大統領

であった（95）。1812年、米英戦争が始まると、南部では、ニューオーリ

ンズが重要な拠点と目されていた。そのニューオーリンズの南に、メキ

シコ湾に浮かぶバラタリア島という島があった。そこでは、ラフィット

（Jean Laffite）という人物が島を拠点にして一味とともに私掠船や密輸

船を営んでいた。いわゆる海賊と類似の行為を行っていたわけであるが、

アメリカとイギリスにとって、その海域を根城とするかれらを味方につ

けるかどうかが戦略上重要となっていた。イギリスは、金銭的な提供を

基に、アメリカよりも先にラフィットに誘いをかけた。しかし、元々、

ラフィットは自由を尊重したアメリカ憲法を崇拝していたこともあり、
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（92）John Yoo, Jefferson and Executive Power, 88 B.U.L. REV. 421, 426-427（2008）.
（93）David E. Engdahl, John Marshall’s“Jeffersonian”Concept of Judicial Review, 42

DUKE L.J. 279, 289-299（1992）. また、司法府の決定が最終的になるとは考えてい

なかったことも、裁判所を利用しなかった理由として挙げる見解がある。
（94）Yoo, supra note 92, at 427-428.
（95）Christopher Hitchens, America’s Pirate Wars, N. Y. TIMES, Aug. 21, 2005.



イギリスからの誘いを拒絶した。他方、マディソン大統領は、戦争に協

力すれば、これまでの行為について恩赦を与えるという申し出を行った。

ラフィットはこれを受け入れ、ニューオーリンズの戦いなど、様々な戦

いでアメリカ軍に協力した。戦争が終わると、マディソン大統領は、

「犯罪者は、戦争で敵がたらしこむような誘いの言葉で協力をもちかけ

てきたのを拒み、敵の合衆国内への侵略を撃退するのを援助したため、

もはや刑罰の対象としてみるべきではなく、寛大な赦免の対象としてみ

るべきである（96）。」と述べて、約束通り恩赦を付与した。

（5）モルモン教徒への恩赦

国内における宗教紛争を解決するために、恩赦を用いた事例もある。

19世紀のアメリカは、国の内外に様々な問題を抱えながらも、領土を拡

大し続けていった。しかしいくら領土を広げても、プロテスタント以外

の宗教を信じる者たちが自治政府を打ち立てる余地は残されていなかっ

た。一夫多妻制など独自のシステムを採用したために迫害を受けてきた

モルモン教徒は、1847年にユタの地にたどり着き、そこで自治を行おう

とした。だが、ユタは1850年に準州としてアメリカ領土に組み込まれ、

そこで連邦政府とモルモン教徒との争いが激化した。モルモン教徒によ

る移民虐殺事件もあり、1857年、ヤング（Brigham Young）知事率いる

モルモン軍と連邦政府軍との間で戦争が始まった（97）。だが、冬になる

と、戦争を中断せざるをえなくなった。ちょうど、同年、Dred Scott v.

Sandford連邦最高裁判決（98）が下され、奴隷制が重大な問題として表面化

してきていた。このため、この問題を早期解決して奴隷問題に対応しよ

うとしたブキャナン（James Buchanan）大統領は懐柔策を模索していた。
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（96）Opinion of Hon. Wm. H. Taft, supra note 85.
（97）Mormon Affairs: Address of Judge Cradlebaugh, of Utah, on the Condition of Public

and Social Life in Utah, N. Y. TIMES, Mar. 21, 1860 at 2.
（98）Dred Scott v. Sandford, 60 U.S. 393（1857）.



そこで、ブキャナン大統領は、ヤング知事の解任などを条件に、モルモ

ン教徒の反逆罪を恩赦するという和解案を提示し、この戦争は終結した

（99）。

ラフィットやモルモン教徒に対する恩赦は、軍事的・戦略的見地から

条件付恩赦を有効活用した事例といえる。これはイギリスでもしばしば

みられたように、反乱鎮圧に関連して使用された恩赦と類似している。

ハミルトンが述べていたように、恩赦が反逆罪に効果的に対応する手段

として有効であったことを例証するものである。

②　条件付恩赦の有効性

マイスター（Robert Meister）によれば、恩赦権の行使には、政治的妥

協（political compromise）アプローチと政治的浄化（political cleasing）

アプローチがあるという（100）。つまり、調整をはかるために恩赦を用い

る方法と、政治的敵対者を改心させるために恩赦を用いる方法があると

いうことである。これまでの事例は、政治的思惑により恩赦権が行使さ

れることが中心であったことから、前者に該当するといえよう。ラファ

イエットやモルモン教徒に対する恩赦は、ある意味、改心を迫る方法で

もあったが、露骨に政治的敵対者を対象としていたわけではない。一方、

以下の事例からは、政治的浄化アプローチが垣間見えることになる。
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（99）Statement of Professor Ken Gormley Before the Senate Judiciary Committee

Concerning Possible Constitutional Amendments to the Presidential Pardon Power,

http://judiciary.senate.gov/oldsite/te021401kg.htm（last visited Aug. 14, 2008）.
（100）Robert Meister, Constitutions and‘Survivor Stories’: Sojourners and Survivors:

Two Logics of Constitutional Protection, 3 U. CHI. L. SCH. ROUNDTABLE 121（1996）.


