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後序

Ⅱ　恩赦に関する判例法理

歴史的展開を見る限り、恩赦は統治的要素が強く、まるで法の枠外に

あるようにみえる。南北戦争の前後を挟んで、実務的転換が起きたにせ

よ、それでもなお恩赦は政治的要素を色濃く残しているからである。そ

れでは、裁判所はかかる権限をどのように位置づけているのであろうか。

あるいは、恩赦に法の網をかぶせ、その限界を見出すことができるので

あろうか。本章では、判例法理を考察しながら、司法が示す恩赦の法的

位置づけを明らかにする。

1 恩恵的行為としての恩赦

①　United States v. Wilson 判決

まずは、連邦最高裁が初めて恩赦に関して判断した事件である 1833

年の United States v. Wilson連邦最高裁判決（168）からみることにしよう。
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この事件では、恩赦の射程が主な争点となったが、法廷意見が恩赦の法

的性格についても言及した点が注目される。

事件の発端は、ウィルソン（George Wilson）らが、複数の郵便強盗の

容疑により、強盗罪や他人の生命を危険にさらした罪で起訴されたこと

に始まる。ウィルソンらは無罪を主張していたが、連邦高裁で死刑判決

を受けた（169）。その後、ウィルソンの減刑を求める多くの嘆願書が提出

されると、ジャクソン大統領は刑を軽減するとの恩赦を出した。しかし、

複数の郵便強盗の事件が明確に区別されないまま起訴されていたので、

まだ残りの罪状に関する裁判が残っていた。そこで、死刑判決について

は減刑の対象となるものの、審理前の罪に関してまで当該恩赦の効力が

及ぶかどうかという問題がでてきた。そのため、検察官側が対象の曖昧

性を問題視して当該恩赦に異議を唱える一方、ウィルソン側の弁護士も、

恩赦が他の審理前の事件にも適用されなければ十分な形で適用されたこ

とにならないとして異議を唱えた。こうして恩赦の射程をめぐる問題が

連邦最高裁に上がってきたのが本件である。

マーシャル（John Marshall）首席判事による法廷意見は、本件の「起

訴は郵便の強盗および配達人の生命を危険にさらしたことに対してなさ

れた。それぞれの起訴は同じ日に、同じ場所で、同じ配達人に対してな

された強盗を対象としている。ところが、先の判決において連邦高裁が

どの事件について死刑判決を下したのか不明確なので、我々はこの裁判

記録だけで判断するわけにはいかない。それが明確でなければ、我々は

本法廷に出された問題を解決するのは難しい（170）。」と述べ、裁判所が

審理前の事件に対して恩赦を与えることができるかどうかについての判

断も行うことはできないとした。

さらにマーシャル判事は、恩赦権の性格に言及しながら、裁判所は恩
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赦の是非を語る場ではないとし、つぎのように判示した。「恩赦とは、

法の執行に委ねられた権限に基づき、個人が犯した犯罪に対して法が科

す刑罰を免除される恩恵的行為である。それは、執行府の長の公的行為

であるが、私的に個人の利益を意図して授けるものであり、公的に裁判

所と意思疎通をはかるものではない。裁判官が裁判官としての視点から

判断し、いかなる事件についても裁判官として知るべき必要事項以外の

ことを知ってはならないことは、裁判過程を構成する重要な要素である。

それがいかなる性格であれ、恩赦または免除であれ、裁判官と意思疎通

のない私的行為は、全体的に裁判官にとって不慣れなものでありそれに

従事できるものではない。もし裁判官が通常裁判過程に持ち込まれない

事実に通じていたとしたら、そのようないい加減なものが裁判過程に持ち

込まれることは、正義という偉大な原理に対して致命的な打撃を与えてし

まうだろう（171）」。つまり、マーシャル判事は、恩赦という私的な行為は裁

判過程と異なるものであり、司法の関与する問題ではないとしたのである。

また、「恩赦は、交付という性質に基づく行為であり、その交付は受

容されなければ成立しない。そのため付与された者が拒絶する可能性も

あり、もし拒絶されれば、我々は裁判所においてそれをその者に強制す

る権限を有していない（172）」。したがって、恩赦を受けた者がそれを拒

否する以上、これについても裁判所が入り込む余地はないとする。

そして、結論として、「訴答、申立またはその他によって裁判所に持

ち込まれていない手続に関する恩赦は、裁判官が判断しうるものではな

い（173）。」とし、司法の関与を否定した。

そもそもこの事件は、どの罪に判断が下され、どの罪がまだ判断前な

のかを明確に示していないことに問題があったものである。それにより、

恩赦の射程も混在することとなった。結果として、裁判手続の俎上にの
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る前の段階で、裁判所が恩赦の問題を取り扱うことはできないと示され

たことが、本件の重要な意義だろう。だが、この関連でマーシャル判事

が恩赦の性質についていくつか言及した点が重要である。

すなわち、①恩赦は恩恵的行為かつ私的なものであるから恩赦を付与

すべきか否かの問題を裁判過程に持ちこむべきではないこと、②恩赦が

拒絶されれば裁判所はそれを強制することはできないこと、③裁判手続

以前の恩赦については判断できないこと、を示したことである。とりわ

け、恩赦を恩恵的行為であるとし、公正な司法過程と区別したことが最

も重要である。

②　Ex Parte Wells 判決

つぎに、恩赦が国王の権限であったことに触れながら、条件付恩赦の

有効性を認めた 1856 年の Ex Parte Wells連邦最高裁判決（174）をみてみ

よう。

1852 年、ウェルズ（William Wells）は、謀殺の罪で死刑判決を受けた。

これに対し、フィルモア（Millard Fillmore）大統領は条件付恩赦を与え

た。それによると、「……私はこれによって、ウェルズという者に対し、

かれが犯した罪について恩赦を与える――かれが生涯監獄に入ることを

条件に……」というものであった。つまり、死刑を終身刑に減刑すると

いう恩赦であった。恩赦が言い渡された同日、ウェルズはこれを受け入

れた。ところが、その後、ウェルズは、憲法は条件付恩赦を認めておら

ず、恩赦を与えるのであれば、罪を全体的に免除すべきであるとして、

人身保護令状を求めて提訴したのが本件である。

ウェイン（James M. Wayne）判事による法廷意見は、イギリスの先例

を引き合いに出しながら、大統領が条件付恩赦を行使できるかどうかに

ついて判断した。法廷意見によると、「我々がイギリスから独立したと

き、恩赦権は、執行府の長として、国王によって行使されてきた。革命前、
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イギリス法の支配下にあった植民地は、イギリス法の書籍にみられるよ

うな、様々な形式で恩赦権を行使してきた（175）」とする。そして、「そ

の時代において、イギリス人とアメリカ人は恩赦という言葉を同じ意味

で用いていた。憲法制定会議においても、弾劾の場合を除くとしている

ものの、その意味を変えようという試みはされなかったのである（176）」。

さらに、コーク卿によると、国王は自らが適切だと考える期間を付けて

慈悲を与えるなど、それはしばしば条件付で行われており、その方法は

国王の考え方次第であったという（177）。したがって、大統領も恩赦に条

件を付けることができるのであり、被告人が恩赦を受け入れ、その恩赦

の条件が刑を軽減するものである限り、恩赦権の範囲内にあるとした。

このように、Ex Parte Wells判決は、アメリカの大統領の恩赦とイギ

リスの国王の恩赦との類似性を説きながら、恩赦が慈悲的行為であると

している。こうした見方は、恩赦を恩恵的行為とみなした United States

v. Wilson判決に似ている。また、恩恵的行為だからこそ、恩赦はその

行使者の裁量が広く認められると考えている点についても一致してい

る。もっとも、両者は恩赦についての見解が完全に合致しているわけで

はなく、United States v. Wilson判決が執行権に言及しながら恩赦を語っ

たのに対し、Ex Parte Wells判決では国王の権限との類似性に触れてい

る点が異なっている。これは、恩赦が統治権に付随するものなのか、それ

とも権力分立から導かれるものなのかにも密接に関連する論点である。

2 南北戦争・再建期の動揺

①　Ex Parte Garland 判決

南北戦争期（1861 年～ 1865 年）には、その前後を含み、多くの恩赦

が出されたが、そのうち、連邦最高裁で問題となったのが 1867 年の Ex
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Parte Garland連邦最高裁判決（178）である。1862 年 7 月、連邦議会は、

多くの公務員に対して、連邦に反抗したことや南軍に協力したことがな

いことを連邦裁判所の前で宣誓させるという法律を制定した。1865 年 1

月には、弁護士や裁判官にも忠誠宣誓義務の適用を拡大した。このため、

南軍についていたガーランド（A. H. Garland）弁護士は忠誠宣誓を行う

ことができなかった。ところが、南北戦争が終わると、1865 年 7 月、

ジョンソン（Andrew Johnson）大統領はガーランドが南軍に協力した件

について恩赦を与えた。そのため、ガーランドは、恩赦によって忠誠宣

誓を行えることになった。しかし、ガーランドは、恩赦によって自らの

罪が消去されたにもかかわらず、法律が忠誠宣誓を課すことは恩赦の効

力を妨げるものであると考えた。そこでガーランドは、法律が恩赦権の

行使に影響を与えることはできないと主張し、忠誠宣誓が不要であるこ

との確認を求めて裁判所に提訴した。

フィールド（Stephen J. Field）判事による法廷意見は、これまでにな

く、大統領の恩赦権に敬譲を払う。それによれば、「憲法は、大統領が

“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の免除およ

び恩赦を与える権限を有する”と定める。したがってここで規定される

権限は、例外の場合を除き無制限である。それは法に規定されるあらゆ

る犯罪に及び、犯罪の後であれば、法的手続が始まる前か、その係争中、

または有罪判決の後のいずれであっても、行使可能である。この大統領

の権限は立法統制に服さない。連邦議会は大統領の恩赦の効力を制限で

きず、いかなる階級の犯罪者に対する恩赦であろうと規制することがで

きない。大統領に付与された慈悲深い赦免の特権は立法府の制限によっ

て拘束することはできないのである（179）。」とする。つまり、恩赦権に

対して立法統制をかけることは許されず、さらに判決の前後を問わずに

恩赦権を行使できるとしているのである。
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さらに加えて、「恩赦は犯罪者に科せられる罰則だけでなく犯罪者の

罪にも及ぶ。そして恩赦がすべてに及ぶ場合、それは罰則を免除し罪の

汚名を晴らす。その結果、法的に、その者は最初から犯罪を犯していな

かったかのように罪のない者となるのである。もし有罪判決の前に恩赦

が与えられれば、それはすべての罰則および有罪の結果に伴う不利益が

科せられるのを防ぐ。もし有罪判決の後に恩赦が与えられれば、それは

罰則や不利益を免除し、その者のすべての市民権を保持する。それは、

いわば、その者を新たな人間にし、その者に新たな信頼と能力を与える

のである（180）。」と述べた。これまで、恩赦権が罰則にのみ及ぶのか、

それとも罪の事実にも及ぶのかどうかについては争いがあったが、本件

ではその両方に及ぶことが示されている。

このように、かつてなく恩赦権の権限の強さに言及した上で、法廷意

見は本件についても恩赦権の拡大適用を行う。本件でガーランドは南軍

に関与した件について全面的に恩赦を与えられている。このため、弁護

士業を継続する権利も得ているのであって、これを妨げるような立法行

為を認めてしまうと、恩赦が形骸化してしまう。「執行府の恩赦の効力

に反するような罰則を科すことは連邦議会の憲法上の権限の範囲を逸脱

している。したがって、1865 年 1 月 24 日の法律によって課された宣誓

を原告に強要してはならない……（181）。」とした。

本件は、恩赦権の範囲をかなり広範に認め、恩赦権自体についても他

権の統制に服さない特権に類似したものであるとした。恩赦権に敬譲を

払う点はこれまでの先例と同様であるが、本件は他権との関係に触れた

点が特徴的である。つまり、より鮮明に権力分立制との関係に踏み込ん

で判断したものといえるだろう（182）。
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②　United States v. Klein 判決

南北戦争のくすぶりが冷めやらぬ状況の下、政府は恩赦を用いて連邦

の再建を試みていた。こうした中、連邦議会が大統領の恩赦に制限をか

けることができるかどうかが争われた事件が 1871 年の United States v.

Klein連邦最高裁判決（183）である。1863 年 3 月、連邦議会は、戦争時

に財産を没収された者は、南軍に協力しなかったことを証明できれば、

財産を回復できるとしていた。同年 12 月、リンカーンは、忠誠の宣誓

を行った者に対して恩赦を与え、財産権を保護するという布告を出した。

これにより、南軍に協力した者であっても、忠誠宣誓を行って恩赦を受

ければ、財産を回復することができることになった。これに対しては、

法律の意味を曲げてしまうのではないかということで訴訟も提起された

が、連邦最高裁は United States v. Padelford連邦最高裁判決（184）におい

て当該恩赦による財産権回復を認めていた。

そこで、1864 年、本件の原告であるウィルソン（V.F. Wilson）は忠

誠宣誓を行い、恩赦を受けた。1865 年、ウィルソンが死亡すると、

ウィルソンの管財人であるクライン（Klein）が、没収された財産の売

却処分の無効を求めて提訴し、それが認められた。しかし、連邦最高裁

の審理に入る前の 1870 年、連邦議会は、恩赦を受けることによって財

産回復のための証拠とすることはできないという新たな法律を制定し

た。このため、法律で恩赦の効力を制限することは可能なのか、という

問題が連邦最高裁で争われることとなった。

チェイス（Salmon P. Chase）首席判事の法廷意見は、まず、「大統領

は恩赦に適切な条件または留保を付ける権限を有する。だがその条件ま

たは留保を満たした場合には、当該恩赦およびその内容は完全な効力を

有する（185）」として、本件のように、忠誠宣誓を条件として恩赦を与え

る方法も可能であるとする。
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そのため、本件では、立法府が執行府の恩赦に限定をかけることが許

されるのかどうかを考えることになる。チェイス判事は、「政府の各共

同機関――立法府、執行府、司法府――はそれぞれの領域において、他

の機関から独立していなければならないとするのが憲法の意図である。

恩赦権は執行府のみに付与されたものである。恩赦は大赦を含む。それ

は恩赦を受けた犯罪を消し、そこから派生するあらゆる刑罰的結果を取

り除く。それは条件付で与えることもできる。こうした特別な性格の恩

赦が疑いなく存在するわけであるが、本件における恩赦は、明らかに財

産の保持が約束されており、それによって利益を受ける者は規定の宣誓

をしなければならないという条件が付けられていた。ここまでくれば執

行府が法を変更する以上に立法府が恩赦の効力を変更することはできな

いことは明らかである（186）。」とした。

本件は、権力分立と恩赦の関係が直接問題になったケースといえる（187）。

法廷意見は、権力分立原理に基づきながら各機関には他権が介入できな

い自律的領域があるとし、恩赦はまさに執行府の自律領域に該当するこ

とから、立法府がその効力に制限をかけることはできないとしているか

らである。Ex Parte Garland判決や United States v. Klein判決は、権力分

立に基づきながら、司法府が執行府の恩赦権を独立性の強い権限とみな

しているところに特徴があるといえる。

3 司法の態度転換？

①　Knote v. United States 判決

恩赦権に対する司法の敬譲的姿勢は、権限配分が争点となるケースを

中心に展開してきたといえる。もっとも、個人にもたらす効力が争点と

なる場合、司法はむしろ恩赦の限界について言及し始める。

その端緒となったのが、1875 年の Osborn v. United States連邦最高裁
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判決（188）であった。この事件では、南軍協力に対する財産没収に対し

て、恩赦を基に財産を回復することができるか否かが争われた。フィー

ルド判事による法廷意見は、司法手続によって当該財産が第三者の手に

渡っていなければ、恩赦を付与された者は財産を回復することができる

とした。判決は、結果的に恩赦の効力を認めたものの、恩赦による財産

権の回復について一定の条件をつけた点が注目される。

この布石が功を奏したのが 1877 年の Knote v. United States連邦最高裁

判決（189）であった。この事件は、ジョンソン大統領による 1868 年 12

月 25 日の大赦がどこまで射程を有するかが問題となった。とりわけ、

没収された財産がすでに売却処分されている場合に、大赦を根拠にして

売却金を請求することができるか否かが争われた。

フィールド判事による法廷意見は、大赦と恩赦の異同に触れながら、

恩赦の効力および射程について述べた（190）。大赦と恩赦は、犯罪の事実

を消失させるのが前者で、犯罪の結果に伴う罰則を除去するのが後者で

あるというような形でしばしば区別されることがある。しかし、法はこ

のような区別を認めてきたわけではなく、そもそも憲法は大赦という文

言を規定しているわけではない。ただし、United States v. Klein判決は、

恩赦が大赦を含むものであるとしているので、本件でも恩赦の効力が問

われることとなる。

恩赦とは、犯罪者が犯罪行為に伴う刑罰から解放される恩恵的行為で

ある（191）。それは、刑罰による不利益のみならず、市民権の回復などにも

及ぶ。ただし、恩赦は過去を修正するものではない。それは、それまで

科された刑罰に対して補償を与えるものではなく、有罪判決の執行に

伴って別の第三者に与えられた権利に影響をもたらすものでもない。つ

まり、有罪判決によって犯罪者の財産が売却された場合、その購入者は
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その後の恩赦によって当該財産に影響を被ることはないのである。

したがって、有罪判決に従って、犯罪者から没収した財産を売却し、

その売却金が国庫（財務省）に入った場合、それを恩赦によって取り戻

すことはできない（192）。そのような場合にまで財産を保護するのであれ

ば、連邦議会が法律によって保護を与える場合だけであるとした。

このように、本件は恩赦の射程について限界を設け、恩赦に遡及効や

第三者効が付随するものではないことを明確に示した。

②　Carlesi v. New York 判決

Knote v. United States判決に続き、恩赦の射程をめぐって争われたの

が 1914 年の Carlesi v. New York連邦最高裁判決（193）であった。この事

件では、以前に恩赦された犯罪を考慮して加重刑罰を科すことができる

か否かが問題となった。

被告人は、以前に、偽金の所有および販売の罪で有罪判決を受けたこ

とがあったが、この罪科については恩赦を受けていた。ところが、その

後、またもや偽金関連の罪で逮捕され、再犯加重により第二級の通貨偽

造罪で起訴された。これに対して被告人は、すでに恩赦された犯罪を、

再犯加重の対象として用いることに異議を唱えたのが本件である。

ホワイト（Edward D. White）首席判事による法廷意見は、恩赦が再犯

加重に影響するかどうかが本件の争点であるとする。もし、当該起訴が

恩赦を与えた 1回目の犯罪を有罪とするような場合であれば、それは恩

赦権の制限ということになり、違憲となる（194）。逆にいえば、それが恩

赦の対象となった犯罪行為を罰するものでなければ、憲法の侵害となら

ない。そこで本件をみてみると、再犯加重の問題は 2回目の犯罪に対し

て適用されるものであるので、恩赦を侵害していることにはならない（195）。
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したがって、1 回目の犯罪に対して恩赦を与えられていても、2 回目の

犯罪に対して再犯加重を適用することは恩赦を侵害することにはなら

ず、憲法違反にならないとした。

本件でも恩赦の射程に制限をかけ、恩赦によって過去の罪が消えるわ

けでないことが示された。

③　Burdick v. United States 判決

また、恩赦を拒否したことが問題となった風変わりな事件として、

1915 年の Burdick v. United States判決（196）が挙げられる。ニューヨーク

トリビューン紙に、関税に関する犯罪についての記事を書いたバー

ディック（George Burdick）は、その記事の情報源やかれの与えた指示

について、大陪審で証言するように求められた。しかし、バーディック

は、大陪審の質問に対し、その回答が自己負罪になるおそれがあるとし

て拒否した。再度、大陪審に召喚された際、バーディックはウィルソン

大統領に恩赦を提示された。恩赦は、当該事件に関するすべての犯罪を

対象としていた。しかし、バーディックはそれをも拒否した上で、また

もや証言を拒絶した。これに対し、大陪審は法廷侮辱罪で 500 ドルの罰

金を科したため、それを不当としてバーディックが訴訟を提起した。

本件において恩赦関連で争点となったのは、①大統領は有罪判決を受

ける前の犯罪に対して恩赦を与えることができるか、②無罪となるため

に恩赦を受けなければならないか、であった。

マッケナ（Joseph McKenna）判事による法廷意見は、①について有罪

判決前になされた恩赦は憲法が付与した大統領の恩赦権の範囲を逸脱し

ており、無効であるとした（197）。②については、もし恩赦が合法的に付

与されていればその免責を受けるとする（198）。だが、バーディックはそ
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れを拒絶したのであって、その効力はない。もっとも、恩赦を受けるこ

とは、いったん犯罪を認めた上でそれを免責するものであるのに対し、

自己負罪拒否は罪の免責を行うものではなく、黙秘の権利を主張するも

のである。したがって、両者はそもそも性格が異なるものであって、

バーディックの自己負罪拒否の権利の行使に影響はないとした。

この判決では、有罪判決前に恩赦を付与することはできないとしてお

り、またもや恩赦の射程に限界を画したものといえる。ただし、これは

Ex Parte Garland判決を覆しているように思われる。このため、先例と

の整合性をどのように合わせるのかが問われるところである。

4 恩赦の再定位の試み――憲法秩序の構成要素としての恩赦

①　Ex Parte Grossman 判決

立て続けに恩赦の限界が設定されていく中、1925 年の Ex Parte

Grossman連邦最高裁判決（199）は、いったんその傾向に歯止めをかけ、

あらためて恩赦権の位置づけについて言及した。

1920 年 11 月、グロスマン（Philip Grossman）は、リキュールを販売

していたとして全国禁酒法（National Prohibition Act）違反の罪でリ

キュールの廃棄命令を受けた。ところが、命令後も、グロスマンはリ

キュールを販売し続けたために逮捕され、裁判所侮辱罪によって、シカ

ゴの矯正院における一年間の懲役と 1000 ドルの罰金刑を言い渡された。

これに対し、1923 年 12 月、クーリッジ（Calvin Coolidge）大統領は

1000 ドルの罰金を支払うことを条件に恩赦を付与するとした。グロス

マンはそれを受け入れて、罰金を支払い、釈放された。ところが、連邦

地裁は、恩赦が裁判所侮辱罪には適用されないとしてグロスマンを矯正

院に収監したため、グロスマンが人身保護を求めて提訴したのが本件で

ある。

タフト（Wiiliam Howard Taft）首席判事による法廷意見は、イギリス
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の例を参照しながら、権力分立制や人権救済の問題に言及して判断した。

「矯正院院長によれば大統領の権限は合衆国に対する犯罪に対してのみ

及ぶのであって裁判所侮辱罪はそのような犯罪に該当せず、合衆国に対

する犯罪はコモンロー上の犯罪ではなく立法府の法律によって作られた

ものだけであり、大統領の恩赦権は、主として裁判官自身が国王の僕で

あり国王の名において行動することから広範な特権を持ち自らの裁判所

に対する侮辱も対象とするイギリス国王の恩赦権よりも制限されている

と主張する（200）」。

しかし、タフト判事はこの主張を受け入れない。まず、英米における

恩赦の概念が共通していたことを示すために、1856 年の Ex Parte Wells

連邦最高裁判決におけるウェイン判事の言葉を引用し、「建国期におい

てイギリス人もアメリカ人も恩赦という言葉に同じ意味をあてていた。

憲法制定会議において、その意味を定義したり変更したりしようとはさ

れず、ただ弾劾の場合を除くとされただけであった（201）。」とする（202）。

その上で、イギリスにおける恩赦が裁判所侮辱罪についてもその対象

としてきたとする。「アメリカの独立革命前にイギリス国王は、その特

権行使において、現代においてなされているように一般の犯罪および軽

罪に恩赦権を適用してきたのと同様に、つねに裁判所侮辱罪にも恩赦権

を行使してきた（203）」。「この問題に関する我々の政府における執行府の

恩赦権と国王特権の間に実質的相違があるという論点は中身のあるもの

ではない（204）」。そもそも「我々の憲法起草者は、弾劾の場合を例外と

しただけで、この国王特権の特徴をアメリカの統治機構に移植する際に

制限する必要があるとは考えていなかった（205）。」のである。
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さらに、「“合衆国に対する犯罪”という言葉の通常の意味は刑事的裁

判所侮辱を排除するわけではない。罰則を科す判決を意図的に無効にし

ようとするような連邦裁判所の尊厳や権威を侵害する行為は合衆国の法

を侵害するものであり（In re Neagle, 135 U.S. 1, 59, et seq.）、合衆国に対

する犯罪である（206）。」として、裁判所侮辱は恩赦の対象となる犯罪の

範疇に入るとした。

そして、「最後に、刑事的裁判所侮辱に対する恩赦権の行使は司法の

独立を侵すおそれがあり、立法権、執行権、司法権を分割する重要な憲

法原理を侵害するため、刑事的裁判所侮辱は恩赦権の範囲外にあるとい

う主張を考えてみる。」として、権力分立上の問題に入る（207）。そもそも、

憲法は政府の三機関が分立または独立していなければならないと明文で

規定しているわけではなく、それは「……憲法の他の規定や憲法下の通

常の統治運営から容易にわかることである（208）」と述べ、憲法は相互に

権力を抑制したり共同したりシステムをとっていることを確認する。

その上で、それは司法権の行使についても同じことがいえるとする。

「執行府の赦免は刑法の運用または適用が不当に厳しかったり明らかに

誤っていたりすることから救済するために存在する。裁判所による司法

運営が必ずしもつねに賢明であるわけではなく罪の情状を酌量した方が

いいような状況においてそれを確実に考慮するわけでもない（209）」。司

法権の独立は重要ではあるものの、他権と協力して公正な司法を実現し

ていかなければならないときもある。そこで恩赦の出番となる。

「憲法は濫用されないという自信を持って国家の最高指導者にこの裁

量を授けた。……刑事的裁判所侮辱に関する大統領の恩赦権の行使は

75 年以上も行われてきたのであり、その間その有効性をめぐって連邦
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裁判所に審査を求めるほどの濫用が行われたことはないのである（210）。」

とし、最終的に恩赦による公正な司法の実現を認める判断を下した。

Ex Parte Grossman判決は、①恩赦を司法過程における刑事罰の適用の

誤りの救済措置と位置づけ、②権力分立原理のうち抑制と均衡の関係に

着目しながら恩赦が司法判断に適用されることを正当化した点が重要で

ある。これまで、判例は恩赦自体の意味について必ずしも明らかにして

こなかった。ところが、本件はそれを明確にしただけでなく、それが司

法判断の誤りに対する救済だと位置づけたのである。これは、マクロ的

視点から司法過程を眺望しなければ言明できないものである（211）。すな

わち、司法過程は裁判のみならず、その後の救済措置までをも視野に入

れたプロセスであるとみなす必要がある。

そして、恩赦を司法過程に介在させるためには、司法権の独立を侵害

しない形で権力分立原理を解釈しなければならない。そのため、司法権

が独占的に公正な司法を実現するわけではなく、司法過程を執行府の恩

赦との共同作業であるとみなしたのであろう。とりわけ、United States

v. Klein判決がいわゆる形式的権力分立観から恩赦の自律性を担保した

のに対し、本件では機能的権力分立観から恩赦の役割を積極的に打ち出

しているところが興味深い。一見すると相反するような根拠から出発し

ながら、結果的には両判決ともに大統領の恩赦権の裁量を幅広く認める

方向性で一致しているからである。

②　Biddle v. Perovich 判決

Ex Parte Grossman判決による恩赦の意味の提示を受け、さらに一歩踏

み込んで、新たな恩赦権の位置づけを示したのが、1927 年の Biddle v.

Perovich連邦最高裁判決（212）であった。ペロヴィック（Vuco Perovich）
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は、1905 年、アラスカ州で第一級殺人の罪により死刑判決を受けた。

1909 年、タフト大統領はかれに恩赦を与え、死刑を減刑して終身刑に

するとの文書を発行した。その後、ペロヴィックは、いくつかの重罪犯

刑務所に移動させられながら懲役に服していたが、恩赦による減刑が不

十分であるとして、恩赦に対する不同意を基に人身保護令状を求めて提

訴した。

ホームズ判事による法廷意見は、大統領はペロヴィックの判決を死刑

から終身刑にする権限を有していたかという争点を中心に判断したが、

その際、恩赦の位置づけについて従来の判例のスタンスを変更した。

ホームズ判事は、「我々は歴史を遡るつもりはなく、合衆国における恩

赦の原理について語ることにする。現代における恩赦は個人に偶然に与

えられた私的な恩恵的行為ではない。それは立憲政体の一部分をなすも

のである。恩赦の付与とは、負荷された決定を軽くすることによって公

共の福祉がより増進されるという最終的権威の決定である。元の罰則が

囚人の同意または不同意にかかわらず科されるのと同様に、囚人が好む

と好まざると、公共の福祉は、囚人の同意がなくても処分を決定する（213）」

と判示した。つまり、恩赦は私的な恩恵的行為ではなく、公共の福祉の

増進のために行われる公益的行為であって、それは憲法秩序の一要素で

あるとしたのである。この法的構成を導き出す際に、ホームズ判事が歴

史との断絶をはかっていることも重要である。先例法理がイギリスの統

治権的性格から抜け出せないまま君主の恩恵的行為を引きずってきたの

に対し、イギリスの恩赦との断絶をはかるべく、歴史的展開に依拠せず

に恩赦を憲法秩序内に位置づけたのである。

さて、事件については、恩赦の決定に囚人の同意は不要であるとした

上で、本件が恩赦の範囲内であるかどうかを判断する。ホームズ判事は、

「唯一問題となるのは、代替された罰則が法によって授権されたもので

あるかどうか、つまり本件では罰則の代替が“大統領は弾劾の場合を除
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いて、合衆国に対する犯罪について刑の執行の停止や恩赦を与える権限

を有する。”という憲法 2 条 2 節の条文の範囲内にあるかどうかについて

である。我々は恩赦権が本件において逸脱して行使されているとは思え

ない。一般的な感覚からして終身刑は死刑よりも軽い刑だからである（214）」

とし、原告の訴えを退けた。

本件で重要なのは、何といっても、恩赦が恩恵的行為ではなく公益的

行為であるとした点である。歴史に執着しないことで、恩赦を君主の統

治権の残滓と目してきた従来の判例法理と決別し、あくまで現代の立憲

政体の中に取り込むことを意識して、憲法秩序の構成要素として恩赦を

位置づけることに成功したからである。また、恩赦の要件として犯罪者

の刑を軽くしなければならないことを挙げた点も重要である。立憲政体

の中に存在する恩赦は当然ながら他の憲法規定を侵害してはならない。

そのため、犯罪者の刑を重くするような恩赦は二重処罰となり許されず、

減刑が恩赦の要件となるのである。そして、このように言及することで

執行府の裁量を尊重している点も見逃せない。つまり、裏返して言えば、

恩赦に対する司法のチェックは減刑されているか否かにとどまるとして

いることになるからである。

こうして、本件は、「恩赦が司法過程の最終的決定を歪めるという事

実を正当化するために、連邦最高裁は執行府の恩赦権の行使が恩赦を付

与された者の利益になるだけでなく、過度の量刑を減らすことでより良

い公益に仕えることになると宣言した（215）」ものと指摘されるように、

権力分立制と調和する存在となったのである。
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③　Schick v. Reed 判決

ところが、その後の 1974 年の Schick v. Reed連邦最高裁判決（216）で

はホームズ判事の築いた恩赦の鏡像にヒビが入ることになる。

1954 年、在日米軍兵士であったシック（Maurice L. Schick）は、幼女

の暴行殺人の罪で軍事法廷で死刑判決を受けた。法廷では、シック側が

事件当時の精神状態などを持ち出したが、一審および控訴審ともに死刑

判決が下された。もっとも、1960 年、アイゼンハワー大統領は恩赦を

出し、終身刑に減刑した。ただし、その恩赦には、仮釈放を行わないと

いう条件が付けられていたため、文字通りの終身刑が科されることと

なった（217）。これに対し、シックは、恩赦にこのような条件を付すこと

は、憲法 2条 2 節の恩赦権の範囲を逸脱しており、違憲であるとして訴

えを提起したのが本件である。

バーガー（Warren Earl Burger）首席判事による法廷意見は、恩赦権の

成立過程まで遡りながら、恩赦権に条件をつけることができるかどうか

について以下のように判断した。

「憲法 2条 2 節 1 項の表現は、刑事判決を減免する大統領権限につい

て、“弾劾の場合を除き刑の執行の免除および恩赦を与えること”とし

ている。この条文の執筆者らは熟慮しなかったわけではないが、その意

味について長時間議論したわけではなかった。これについては起草者ら

が 1878 年当時における刑罰を変更したり減刑したりするイギリス国王

の権限に精通していたという事実を考察することでかなりの部分を明ら

かにすることができる。（218）」。

「我々の憲法を起草および採択した時代においてはイギリス国王のそ

の特権が条件を付けて行使されていたことを基本的に考慮していた。イ

ギリスでは、“国王が減刑する期間について自由に決定し、その結果適
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切だと考える条件を恩赦に付けられるのは、後先の例に関係なく、恩赦

の有効な範囲がその事例ごとに変わっていたということを表しているよ

うに思われる”（2W. Hawkins, Pleas of the Crown 557（6th ed. 1787））．と

されてきた（219）」。

「我々の恩赦権の歴史はイギリスのコモンローの慣習に構成的に深く

結びついていることを明らかにする。先述したように、憲法会議の記録

は憲法 2 条 2 節 1 項の議論についてほとんど何も明らかにしていない。

憲法会議の詳細に関する最初の委員会報告は読み上げられた関連条文に

ついてつぎのように記述している。“かれ[大統領]は刑の執行の免除ま

たは恩赦を与える権限を有する。しかしかれの恩赦は弾劾裁判において

抗弁しうるものではない”と。弾劾に関するこの限定は 1878 年におけ

るイギリス国王の特権にも同様の制限があったことに由来するものであ

る。4W. Blackstone, Commentaries 399-400.」（220）。

「2 節 1 項で付与された広範な権限の明白な目的は大統領に犯罪者の

罪の一部または全部を“赦し”、指定された服務期間を減らし、憲法上

問題のない方法でそれ自体に条件を付けて変更する絶対的な権限を認め

ることである。もし、我々が原告の主張を受け入れれば、かれの死刑判

決を 25 年か 30 年に減刑しても本件と同じような異議が提起されるだろ

う。たとえば、仮釈放が他の者と同様に認められなければならないとい

うように。そのような 2節 1 項の解釈はあらゆる面において恩赦権の行

使を抑制し減刑の頻度を減らしてしまうことが明らかである。したがっ

て我々は恩赦権が憲法で列挙された権限でありその限界は、仮にあると

しても、憲法自体に見出されなければならないと考える」（221）。

このように、バーガー判事は、歴史を辿りながら恩赦権がイギリスの

国王の特権に由来するものであるとし、その権限行使の態様は広く大統
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領に一任されるとした。そして、仮にその恩赦権の行使に限定をかける

とするならば、それは憲法に規定されていなければならないとする。つ

まり、現行憲法上、弾劾の場合を除くという限定しか付けられていない

以上、恩赦権の行使はほぼ完全な大統領の自由裁量に委ねられるとした

のである。

しかしながら、マーシャル（Thurgood Marshall）判事らの反対意見は、

これに真っ向から対立している（222）。マーシャル判事によると、本件に

おける大統領の恩赦権の行使はその限界を越えているという。とりわけ、

法廷意見が憲法上の規定がなければ、恩赦権に制限をかけることができ

ないとした点について反論する（223）。反対意見によれば、恩赦権の行使

は法律の範囲内でなければならないのであって新たな法律を創造するよ

うなやり方であってはならず、かつ裁判所の判決の実施を変えることは

できるとしても判決自体を変えてはならないという。恩赦権の行使は、

立法府の立法権や司法府の裁判権を侵害してはならないというのである。

興味深いのは、法廷意見が Biddle v. Perovich判決を一度も参照しな

かったのに対し、反対意見は Biddle v. Perovich判決を参照しながら、法

律による制限可能性を示唆している点である。反対意見によると、「連

邦最高裁は“唯一問題となるのは、代替された罰則が法によって授権さ

れたものであるかどうかである……”Ibidと判示した。ホームズがここ

で言及したのは、憲法という法であったが、かれはその後に続けて法律

による制裁について検討を行った（224）。」と述べる。ここで Biddle v.

Perovich判決を引き合いに出したのは、ホームズ判事の考える「法」は

必ずしも憲法に限らず、法律も含んでいたことを示すためである。反対

意見は、Biddle v. Perovich判決を参照することによって、法律による統

制が可能であることを提示したのである。
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だが、この反対意見には問題がある。Biddle v. Perovich判決は、恩赦

が憲法の範囲内であることを確認した上で、法律にも同趣旨の規定があ

ることを付け加えたに過ぎず、法律による統制の文脈で出てきたわけで

はない。法廷意見の敬譲的姿勢を批判するのであれば、反対意見はむし

ろ法廷意見が Biddle v. Perovich判決を無視して再び歴史に触れながら恩

赦権に敬譲を払ったことを糾弾すべきであろう（225）。

5 小括

以上の判例法理を見る限り、司法は恩赦について大統領にかなりの敬

譲を払っている。恩赦は司法判断に変更を加えるものであるが、司法は

恩赦の適用を大統領の専権事項とみなし、裁判で恩赦の是非を問うこと

はしない姿勢を貫いている。とはいえ、司法は、恩赦が有効であるか否

か、また限界を越えていないかどうかについては判断する余地を残して

いる。

このように、恩赦に対する司法の態度はある程度判明してきたものの、

判例法理自体に揺れがみられるところもあり、恩赦の性格や限界につい

ては整理しておく必要がある。

①　恩赦の位置づけ

当初、判例は、United States v. Wilson判決で言及されたように、恩赦

を恩恵的行為と位置づけていた。とりわけ、Ex Parte Wells判決は、イ

ギリスの国王の恩赦を引き合いに出しながら、アメリカのそれも慈悲的

なものであるとしている。ただし、アメリカには君主がいないことから、

慈悲という言葉を他の言葉に言い換える必要である。そこで、Ex Parte

Wells判決は、「そのような赦免の権限がなければ、……政治道徳がほとん
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ど機能不全に陥ってしまうか政治道徳が欠落してしまうだろう……（226）」と

述べ、政治道徳という言葉をもちだしている。つまり、恩赦について、

慈悲的行為というよりも、政治道徳を実現するための手段とみなしてい

たのである。この頃は、実務的にも反逆罪に対して恩赦が用いられてい

たことを考慮すると、当時の恩赦権は統治権に付随するものという位置

づけがなされていたことになる。

ところが、その後 Ex Parte Garland判決や United States v. Klein判決は

他権との関係に言及しながら権力分立のラインに沿って恩赦を設定して

いく。とりわけ、United States v. Klein判決は三権各々の独立性に触れな

がら、恩赦を執行府の専権事項として捉えている。このように、判例は

君主の特権から権力分立への転換を試みているようにみえる。

しかしながら、その後の判例は恩赦の射程を制限しながら、元の恩恵

的行為という見方に回帰し始める。たとえば、Ex Parte Grossman判決は

国王の特権との関係に触れながら判断している。

このように、恩赦の位置づけについて判例法理は、統治原理から派生

させるか、権力分立原理にリンクさせるかについて揺れてきた。ここで

いう統治原理とは、君主が国家権力を一元的に掌握することを指し、恩

赦は主権者たる君主の恩恵的行為という位置づけになる。権力分立原理

とは、権力の分割と抑制・均衡に立脚するものであるため、恩赦は執行

府の権限の 1つとして位置づけられることになる。先述した歴史的展開

と同じように、ここでもイギリスの名残を拒否して共和政を貫徹するか、

それともイギリスの遺産を一定程度引き継ぐかという問題で揺れている

様子がうかがえる。

そうした中、イギリス以来の伝統から完全に離れて、憲法秩序の中に

恩赦を位置づけようとしたのが Biddle v. Perovich判決であった。この判

決では、私的な恩恵行為として恩赦を位置づける見解から袂を分かち、

憲法の枠内で恩赦を位置づけようと試みた。つまり、刑を軽減すること
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で公益を増進させるために恩赦が存在するとしたのである。これを権力

分立と関連させるとつぎのような説明になろう（227）。犯罪に対して公正

な処罰を下すためには、立法府が罪刑を定め、執行府が捜査・逮捕・起

訴を行い、司法府が処罰を科す。だが、このシステムだけでは国全体の

利益（公益）という観点から犯罪を考慮することができない。そのため、

執行府が公益的観点から刑を再考するという役割を果たすのである。こ

のとき、この権限を私的に使用することのないように、そして立法府の

弾劾権限を侵害しないように、恩赦は弾劾に対して行使できないように

なっている。そして、刑罰を加重することはデュープロセスに反するこ

とになるので、ここで執行府が変更を加えることができるのは刑の赦

免・軽減という方法のみとなる。なお、その後の Schick v. Reed判決は

再び歴史的連続性に言及しているものの、最終的には憲法により執行府

に付与された権限としての恩赦に着目しながら、その広範な裁量を認め

ている。このため、歴史的なつながりを完全に絶つか否かという点では

Biddle v. Perovich判決と袂を分かつものの、権力分立原理から恩赦権を

位置づけるという点では軌を一にしているといってよい。近年の判例法

理は恩赦権を基本的に権力分立原理から派生するものとして捉えている

といえるだろう。
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the Clinton Presidency, 47 N.Y.L. SCH. L. REV. 325, 347-348（2003）. カラナント

（Jerry Carannant）によれば、権力分立制と恩赦権の関係はつぎのようになるとい
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には、司法によって待ったがかけられる。このように、恩赦も、抑制と均衡の関

係の一部を成しているという。



②　恩赦の限界

判例法理による恩赦の限界についてもまとめておこう（228）。まず、憲

法 2条から直接導き出せる限界として、①合衆国に対する犯罪が対象と

なっていなければならないこと、②弾劾の場合に恩赦を与えることはで

きないこと、が挙げられる。そして、③有罪判決が下される前に恩赦を

与えることはできないことも限界の 1 つとして設定されている。だが、

これについては判例において揺れがみられるところであり、少なくとも

現時点では直近の Burdick v. United States判決が効力を持っているとい

える。そのため、有罪判決が下される前に恩赦を付与することはできな

いとされる。そして、Schick v. Reed判決で言及されたように、④他の

憲法規定を侵害してはならないという限界がある。

また、限界に付随する問題として、恩赦の要件や射程についてもここ

で触れておこう。Biddle v. Perovich判決は、恩赦が刑を軽くするもので

なければならないという要件をつけている。ただし、その要件さえ達成

すれば、恩赦を受ける者の諾否を問わずして恩赦を付与することができ

るとした点も忘れてはならない。恩赦の射程については、Knote v.

United States判決が、恩赦は遡及効や第三者効を持たないことを確認し

ている。さらには、Carlesi v. New York判決が示したように、恩赦は再

犯加重を妨げないことも重要である。

③　恩赦に関する司法判断

以上の判決を見る限り、裁判所は恩赦権の行使にかなり敬譲を払って

いるといえるが、政治問題として判断を放棄してはいない。もちろん、

恩赦の中身の是非を判断することはないものの、恩赦の位置づけ、要件、

射程などの問題について判断を下している。恩赦が君主の特権または執

行府の自律的権限であり、さらにそれが政治的性格を帯びていることが
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多いことを考慮すると、そもそも司法判断に馴染まないケースともいえ

るはずである。にもかかわらず、これだけ恩赦に関する判例法理の積み

重ねがあるのはなぜだろうか。

これについてはいくつかの理由が考えられるが、恩赦が司法過程に密

接に関連するという事実が大きいように思われる。恩赦は司法判断に変

更を加えるものであることから、これをどう位置づけるかは司法にとっ

て重要な問題となるからである。これには 2つの見方が可能である。恩

赦は裁判をやり直すというのではなく、別の観点―― Biddle v. Perovich

判決でいえば公益的観点――から刑の軽減を行う行為である。そのため、

司法過程に関連する行為であるとしても、それは直接司法過程に侵入す

るものではない。したがって、恩赦が直接司法過程に入り込まないよう

に、恩赦の位置づけ、要件、射程について言及しながら判例法理を築い

てきたとみるわけである。

しかしながら、ある事件でカードーゾ（Benjamin N. Cardozo）判事が

「恩赦は裁判所ではそれ以上できない調査に乗り出すだけのことである。

でも、それがすごいことなんだ（229）。」と述べたように、たとえ判決と

は違う観点から恩赦権が行使されるとしても、それが司法過程に対して

大きなインパクトを与えることも見逃せない。極端な話、死刑判決を恩

赦で無罪放免にすることも可能であり、それは実質的に司法判断に変更

を加えているかのようである。そうであるとすれば、恩赦も司法過程に

部分的に参画しているとみなし、それをある程度司法が統制していくと

いう道が開けてくる。つまり、司法過程を広く捉えることによって、恩

赦をその中に介在させることで、司法判断の余地を残すという方法であ

る。

とはいえ、いずれの見解をとるにしても、恩赦に対する司法判断には

限界があることも確かであり、恩赦自体の内容を問うわけにはいかない。
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（229）In re Kaufman, 157 N.E. 730, 733（N.Y. 1927）. なお、この判決はカードーゾ判

事がニューヨーク州最高裁判所（New York State Court of Appeals）の首席判事で

あったときに判示したものである。



判例法理をみてもわかるように、恩赦に関する司法判断は、あくまで要

件や限界など、外的統制にとどまるという点にも留意しておかなければ

ならないであろう。
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