慶應義塾大学教授
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OBAYASHI, Keigo
『憲法とリスク』
、
『感染症と憲法』
、
『コロナの憲法学』
を著された大林啓吾慶應義塾大学教授に、当会の憲法週間
記念行事「コロナと憲法」に登壇いただいた後、リスク社
会における司法の在り方、立憲主義の在り方、表現の自由
の在り方、弁護士に求められていることをお聞きしました。

リスク社会における憲法

うになって、行政国家化がどんどん
進んでいくことになります。こうし

リスク社会における
規制と自由

―先生が『感染症と憲法』
、
『コロ

て政府の役割が増大していくと、今

ナの憲法学』というテーマを研究さ

度は政府が行ったリスク対策が自由

―リスクをある意味可視化できる

れるようになった動機を教えてくだ

を制約するという、新たなリスクを

ようになってきて対策できるように

さい。

生み出すことになります。こうした

なり、それによって従来の人権に対

このテーマはこれまでの研究に関

循環するリスクの問題に憲法はどの

する規制の在り方の質が変わったの

係してくるものです。もともと、リ

ように対応していけばいいのか、特

でしょうか。

スク社会における憲法秩序のあり方

に三権はどんな役割を担うべきなの

リスクを認識できるようになる

を研究しておりまして、2015年に

か、といったことを考えるのがこの

と、予防に重点が置かれるようにな

研究の問題意識です。

ります。つまり、事前規制が増えて

『憲法とリスク』という本を出しま

その中の一分野として感染症の問

いくということです。そうなると、

リスク社会とは、科学技術が発達

題があるわけです。医学や科学の発

自由が大幅に縮減されてしまうおそ

するまでは「危険」としか認識しえ

達によって、国家は感染症のリスク

れがあります。また、どんなことに

なかったものを「リスク」として認

を軽減できるようになってきました

もリスクが伴いますから、極論すれ

識しうる時代になったことを指しま

が、感染症対策で生じるリスクも考

ば、あらゆる生活場面に規制の網が

す。リスクとして認識できるように

えなければならず、コロナはまさに

張られてしまうおそれがあります。

なると、そのリスク対応が可能に

そうした問題を浮き彫りにするもの

また、一度規制が行われると、それ

なってきます。そうなってくると、

でした。

を解除したり緩和したりするのは難

した。

人々はリスク対応を政府に求めるよ

しいですし、権利の中にはいったん
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侵害されると取り返しのつかないダ

ても裁判の俎上に乗りにくいという

最近では「人間は後先考えずに不合

メージを負ってしまうものもありま

問題があり、この問題はソフト・パ

理な判断をすることがある弱い生き

す。リスク社会においてはリスク対

ターナリズムの統制のあり方に大き

物なんじゃないか」という議論がで

策がもたらすリスクについても十分

く関わるところです。

てきています。この状況はリスク社
会を考える上でも重要で、人が合理

に考慮しなければならないことが要
求されることになります。
―先生は、2015年に『憲法とリ

立憲主義の在り方

的な判断をできない場合には国家が
ある程度誘導していく必要があるん

スク』を出されていて、この段階

―権力の専横から人権侵害を如何

じゃないかという話につながってい

で、パンデミックが起こった時に世

に防止するかという古典的な立憲主

きます。強い個人からすれば「余計

の中に何が起こって、そして憲法秩

義と、最近のコスト・ベネフィット

なお世話」になるわけですが、現実

序の中でどういう問題が出てきて、

をうまく調整したうえでの権力行使

には意外と多くの人が誘導に流され

それを憲法学者としてどうしなきゃ

の適正化という、最適化立憲主義と

やすく、かつそれを求めているよう

いけないかについての基本的な視点

いうような観点でのもののとらえ方

な節もあるくらいです。しかも、日

が示されていますね。

を、どういうかたちで調整していく

本のように行政指導を中心とした政

そうですね。『憲法とリスク』の

かについてご質問します。この点は

策実現が根付いている国では、誘導

中で公衆衛生の問題を取り上げ、そ

やはり、行きつくところ最後はやは

的手法がきわめて効果的に機能して

こでパンデミックの問題を考察しま

り個の確立というのか、１人１人の

いるという側面もあります。しか

した。そこでは、隔離やワクチンな

人間の個人としての尊厳をいかに確

し、このような状況が続けば国家が

どの強い措置が必要になる場面があ

保して、対公権力との関係でも緊張

コントロールしやすい状況が進んで

る一方で、自由に対する制約も強く

関係を維持し続けるという、そうい

しまうおそれがあり、気づいたとき

なるので、どの機関がいかなる役割

う予防的視点…すなわち本来的な

にはすべて監視・管理されている体

を果たすか、リスク対策のリスクに

立憲主義の原点・原理を意識しなが

制が築き上げられてしまう可能性が

どのように対応するかなど、様々な

ら話をしないといけないのかと思い

あります。
「それでもかまわない」

問題を検討しました。もっとも、

ますが、この点はどうお考えでしょ

という人もいるかもしれませんが、

うか。

それが自由を保障する体制とは思え

『憲法とリスク』で研究していた時
にここまで日本の感染症対策が自粛

非常に鋭い質問ですね。
『憲法と

ませんし、さらにいえば、それが嫌

要請ベースになるとは思っていませ

リスク』が抱える本質的問題、ある

だという人がいるのであればそうい

んでした。その意味ではちょっと予

いはその先にある問題を問われてい

う意見も尊重しようというのが立憲

想外の展開でした。他方で、ソフ

るように思います。おっしゃる通

主義の根幹にありますので、誘導が

ト・パターナリズムの話は『憲法と

り、この問題は個人の捉え方に密接

行き過ぎないように注意しなければ

リスク』でも、今日の講演でも申し

に関わります。その意味では従来の

なりません。それを防ぐためにはや

上げた点なのですが、今回の自粛要

憲法学が重視してきた内容と重なる

はり強い個人の側面を軸にすること

請という点に密接に関わっていま

わけですが、リスク社会における個

が重要になると思いますので、強い

す。日本では行政指導を中心とした

人像は近代立憲主義が想定していた

個人像を維持しつつ、時に弱い面を

誘導的手法が当たり前になっている

「強い個人」を踏襲しつつも、それ

持つ個人に対して、国家がどのよう

感がありますが、権力統制がききに

に一定の修正を迫る側面を有してい

にアプローチしていくのかを考える

くい手法であるにもかかわらず、実

ます。いわゆる強い個人は、国家権

ことになると思います。特に、誘導

際には相当な効力を持っています。

力に対抗しうる個人を想定するわけ

的手法を行う場合にも個人の尊重を

そして、コロナ禍の休業要請や時短

ですが、サンスティンの『ナッジ』

念頭に行わなければならないという

要請によって事実上権利が制約され

や行動経済学に代表されるように、

点が重要ですね。
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今回のコロナ対策においても、自
粛要請という形で誘導的手法が用い
られました。もっとも、この自粛要
請で肝となったのは三密回避であ
り、それは各人に孤独を求めるもの
でした。つまり、個人の「個」では
なく孤独の「孤」が殊更に強調され
たわけです。けれども、
「弧」の要
求ばかりを強調することは個人の尊
重とそぐわない部分があります。
たとえば、外出自粛要請を例に挙
げると、
「外出を自粛してほしいけ
ど、その判断は各自に委ねます」と
いう趣旨になるわけですが、そこで
は自粛が強調されるあまり、任意で

ルする司法の役割も重要になります。

京都大学の曽我部真裕先生が論文を

あるという部分はオマケのような感

さらに、司法は事後対応にとどま

書いておられましたけれども（法学

じになっていたと思います。つま

らず、事前対応も求められることが

教室 Mar.2021 No.486・66〜73）
、

り、弧を求めるお願いばかり強調さ

あります。これはコロナ禍のアメリ

要するに「国家によって自分の情報

れているので、そこでは個人の選択

カで見られた現象ですが、連邦最高

を適切に把握してもらう権利」。つ

が重視されていません。しかし、本

裁が下級審で係争中の事件を取り上

まりプライバシー権には自分に関す

来、個人を尊重するのであれば、任

げて短期間で判断するケースが散見

るあらゆる情報を国家がきちんと正

意であることも強調する必要があっ

されました。これは「シャドード

しく適切に管理し、把握してもらう

たはずです。このことは、誘導的手

ケット」と呼ばれる手法で、郵便投

ことを個人として国家に要求すると

法を行う場合でも個人の尊重を念頭

票の受付期日の延長、ワクチン接種

いう側面がある。そんな議論です

に置く必要があることを物語ってい

の義務、宗教施設の収容人数の制限

が、本当にショックでした。例えば

ます。

など、コロナ対策の合憲性・合法性

戸籍管理であるとか、いわゆる個人

したがって、個人の尊重は現代社

が問題になったケースにおいて、司

情報に関して、訂正要求の権利も含

会においても基本的原理として理解

法が緊急差止を認めたり、逆に緊急

めてそういう部分があるというよう

する必要があるということです。た

差止を停止したりしたのです。ここ

に、憲法学の中で一部そういう領域

だ、それを言うだけではあまり意味

では司法が事前対応に近いことをし

があるとは聞いていましたが、
「国

がないので、統治のシステムとして

ているわけなので、アメリカのケー

家によって把握される権利」には本

それをどのように担保していくかが

スではありますが、司法がこうした

当に驚いたんですね。

重要になります。このとき、最適化

役割を担っていることがあることを

立憲主義の観点からすれば、各機関

認識しておくべきだと思います。

が場面ごとの最適解を見つけ出すこ
とが要求されます。一見すると、最
適化立憲主義は政治部門や行政機関
の役割を重視するアプローチに見え

この議論は国家による個人情報の
把握について、従来から把握されて
きた情報の問題を含め、それを現代

国家権力による
プライバシー把握

社会の状況に照らしながらプライバ
シー権との関係でどのように捉えれ
ばいいのかを考えるものですね。特

ますが、必ずしもそれだけではな

―ある若手の弁護士が「こんな議

に、国家が把握する個人情報につい

く、リスク対策のリスクをコントロー

論があるよ」と教えてくれたのが、

て目的に応じて類型化し、個人の尊
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重や自己情報コントロール権などと

部には直輸入のような批判がありま

を回避するためにアレンジしてきた

の関係を提示した点で、憲法論とし

すが、必ずしもそうではなく、むし

がゆえに、逆にまだ把握しきれてい

ても実務論としても通用する有益な

ろ日本になじむような形に整えられ

ないアメリカ憲法の姿があるんじゃ

ものだと思います。政府は様々な国

ながら提示されてきた部分が少なく

ないかという印象を持ちました。そ

民の個人情報を把握していて、たと

ないと思っています。他方で、アメ

れでアメリカ憲法を比較法として選

えばコロナ禍の給付金なんかも個人

リカ憲法を勉強し始めると、アメリ

び、日本の憲法研究の世界に入った

情報を把握しているからこそ実施で

カの実態が見えてきますので、むし

という感じです。

きたわけですね。この議論では、

ろそれが日本には伝わりきれていな

様々な個人情報の把握が憲法第13

いように思い始めました。

アメリカでの研究生活から
得たもの

条との関係で問題になる点を炙り出

たとえば、二重の基準はまさにそ

しつつ、個人情報を把握されないこ

うなんですが、アメリカでは二重の

とや正しく把握されることなど、自

基準という言葉はほとんど使われま

―ペンシルベニア大学では、どの

己情報コントロール権で対応してき

せんし、その根拠とされたキャロ

ような研究をされたのでしょうか。

たものに加えて、把握されること自

リーン判決の脚注４も現在では判例

僕がペンシルベニア大学に行った

体にもフォーカスしています。

でほとんど参照されません。二重の

時にスポンサーになってくれた先生

最近では、「情報」自体に着目し

基準において重要な要素となる「精

がルーズベルト教授でした。彼はセ

て、その取得や使われ方のプロセス

神的自由権」という言葉については

オドア・ルーズベルト大統領の玄孫

などを踏まえながら、プライバシー

それに当たる英語を見つけるのが困

で、司法審査論や生ける憲法（コモ

権と個人情報を有機的・連動的に捉

難なくらいです。それに、アメリカ

ンローによる憲法の発展、司法によ

えながら憲法第13条との関係を考

の憲法状況は目まぐるしく動向が変

る憲法形成を重視する米国の議論）、

えていくようなアプローチが出てき

わるので、かつての判例法理や議論

さらにはコレマツ判決（第２次世界

ているので、情報実務との接近が試

がすでに妥当しなくなっているもの

大戦中の日系アメリカ人の強制収容

みられているような気がします。

もあります。もちろん、アメリカの

が違憲ではないとされた米国最高裁

法理等が正しいというわけではな

判決）にも関心を持っていたので、

く、ましてやそれを直輸入すべきと

彼のところでお世話になることにし

いうわけではないのですが、直輸入

ました。また、ちょうどそのとき、

日本に紹介されていない
アメリカ憲法
―先生が、憲法を研究されようと
思った動機をお聞かせください。
大学３年生のときにアメリカ憲法
ゼミに入りまして、そこで日本の憲
法の憲法状況とアメリカのそれとが
大きく違う点に衝撃を受けました。
特に動態的な憲法秩序形成が非常に
興味深かったことを今でも覚えてい
ます。
もともと日本の憲法学では、芦部
信喜先生や佐藤幸治先生らがアメリ
カの憲法訴訟などを踏まえて日本に
活かそうと試みられてきました。一
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彼が日米比較の特別講義を持ってい

は、アメリカではやはり「自分の意

ラッシュアップされていけば、裁判

たので、その授業のヘルプをするこ

見を言うことが重要だ」という感覚

所もそれに応じるようになるのでは

とになりました。

があるので、憲法の話題が出たとき

ないかと思っています。

在外研究では多くのことを学んだ

に憲法のことを知らなくても堂々と

のですが、研究テーマ以上に、学会

自分の意見を言う人がいて、それが

や研究会に出たことが非常にいい経

当たり前という感じです。だから、

験になりました。アメリカでは、報

市民が憲法に慣れ親しんでいるとい

―今後の研究はどういう分野にど

告者があらかじめペーパーを提出

うよりは、憲法のことを知らなくて

のようなアプローチをされるので

し、報告では細かな話をするのでは

も、憲法の話題に怖気づくことな

しょうか。

なく、概要を話すだけで、質疑に

く、それについても自分の意見を言

コロナ関係の研究はまだ続けるつ

ウェイトを置くというスタイルでし

うという点で、市民の憲法感覚が存

もりで、もう少し日本になじむよう

た。報告も質問もオリジナリティが

在している感があります。なので、

なかたちでのコロナ禍における憲法

重視されていて、だからこそそれに

実態として国民がどこまで憲法にコ

秩序を考えなければいけないなと

出席することに意義があるような感

ミットしているかについてはそんな

思っているところです。

じでした。当初、ずいぶん大雑把な

に日米で差があるわけではないよう

他の研究テーマとしては表現の自

報告や質疑だなという印象を受けて

に思います。むしろその差はいかに

由があります。実は、学生の頃に最

いたのですが、慣れてくると、これ

憲法を使うかどうかという点にある

初に書いた論文は表現の自由でし

もなかなか有益なんじゃないかと思

と思いました。

た。恥ずかしいレベルなので言及す

表現の自由の在り方

えてきました。特に、自分の見解の

使い方の違いは判例においても看

るのが憚られるところがあるのです

意義を語ることや、質問する際に建

取できます。戦後の日本の最高裁判

が、表現の自由の問題は今も関心を

設的意見を述べることが重要であ

例を見ていますと、当初は杓子定規

持ち続けています。それこそ表現の

り、対話を通して発展させていくス

的なものが多かったですし、公共の

自由は日米でかなり違いがあるの

タイルが新鮮でした。日本でもこう

福祉論で片づけてしまう判例が多

で、比較研究の対象としても面白い

いう研究会ができればいいなと考え

かったといえます。実はアメリカで

分野です。日本の最高裁では表現の

ているところです。

も、ブランダイスがブランダイスブ

自由関係の違憲判決が１つもありま

リーフを出す前までは解釈論しか提

せんが、それとは反対にアメリカは

示しないことが多く、今のようなダ

表現の自由を厚く保障しすぎてい

イナミックな判断をしてこなかった

て、世界的にも特殊とみなされてい

―憲法との関係において日米の違

わけなんですけれども、20世紀以

ます。なのでアメリカの表現の自由

いがあれば教えてください。

降になってから今のアメリカの判例

を研究していても参考にならない可

まず市民の憲法感覚に違いがある

の姿に近づいていった感じです。ま

能性もあるわけですが、これまでに

ように思います。ただ、これは「ア

た、人権保障が実践されていくのも

形成してきた表現の自由に関する法

メリカ人はみんな憲法に関心を持っ

20世紀になってからでした。

理や審査基準などについてはやはり

日米比較

ている」という話とはちょっと違い

そうだとすると日本の司法状況と

一定の価値があるように思います。

ます。たしかに、日本と比べると憲

いうのはある種まだ発展途上段階に

それから表現の自由にまつわる

法の話題を出しやすい気がするので

ある可能性があります。それこそ弁

コストも、真剣に考えていかなけれ

すが、アメリカ人の多くが憲法に慣

護士の方々の活動が重要だと思いま

ばいけない時期に差し掛かってい

れ親しんでいるかというと、必ずし

すので、ぜひ積極的に憲法訴訟を

るように感じています。特にアメリ

もそうではないと感じました。市民

扱っていただきたいと思います。憲

カとかだとデモが起きると商店街

が憲法に馴染みがあるというより

法訴訟が増え、かつ主張内容がブ

の商品が略奪されてしまうような
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こともあり、誰がその責任を負うの

アメリカみたいに強い表現の自由の

後は革命になってしまうから表現の

かという問題があります。実際、デ

保障があれば、ある程度そういった

自由を認めてガス抜きしておいた方

モを開催する際に参加料を課して

現実があっても対抗しうる理論があ

がいい」というものです。もう１つ

いる自治体もあるくらいです。その

るような気がするのですが、日本の

は表現の自由を保障することによっ

理由を調べてみると、デモをやるだ

状況の中でそれを抑圧する理由だけ

て社会的な変革に対応できる議論が

けでゴミがたくさん出るらしいん

が増えていくと、ますます表現の自

出てくるという積極的な側面を指摘

ですね。そのゴミの撤去費用とかは

由が狭まってしまう気がします。こ

しているんですね。

あらかじめ徴収するみたいなこと

のとき、従来の表現の自由の価値だ

こういうコスト・ベネフィット的

をやり始めているようなのです。お

けを唱えていても対応できない可能

な考え方というか、表現の自由の機

そらく日本もこの種の問題を将来

性があり、今考えているのは、表現

能的な部分を主張することによっ

的に考えざるをえなくなってくる

の自由のエマソンの４つの原理の４

て、表現の自由にかかるコストの問

と思っていまして、ゴミの問題だけ

つ目を使う方途があるのではないか

題を多少なりとも乗り越えるような

でなく、道路を１日借りるとか半日

という点です。４つの原理というの

ことができないかなと思っておりま

借りるとかいっただけでもコスト

は、自己実現、自己統治、真理の探

して、今後研究を続けていきたいと

がかかるわけなので、このコストを

求、バランス、という要素です。多

思っているところです。

誰が負担するのかという問いに対

くの場合、３つ目までは紹介される

―今日は、示唆に富む話をたくさ

して、「表現の自由が重要だから」

ことが多いのですが、最後のバラン

んお聞きできました。ありがとうご

だけで正当化できるのかを検討し

スという要素は軽視されている気が

ざいました。

なければならないでしょう。

します。

これまでは、民主政に密接に関わ

バランスには２つの意味があっ

るということで、ある種特別扱いを

て、１つは表現の自由を保障するこ

されていた表現の自由が、それだけ

とによってガス抜きができるという

ではその優越性を正当化しえなく

点です。
「表現の自由を規制すると

なってくる可能性があり、その時に

どんどん不満がたまっていって、最
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