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と く に政治活動の自由について

公 務 員 と そ の 基 本 的 人 権
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1. は じ め に 一 問題の所在とその史的背景一

公務員とその基本的人権とい う題目で, 憲法上これを追究する場合, 二つの視点からその

問題性を と らえるこ とができる。 その一は, 憲法21条で保障する表現の自由と く に政治活動

の自由とそれを禁止する国家公務員法一以下国公法と略す- 102条とそれの委任に基づ く人事

院規則14- 7 , 及び地方公務員法一以下地公法と略す- 36条等の政治活動の禁止制限との問題,

その二は, 憲法28条で保障する労働基本権とそれを禁止制限する国公法98条, 地公法37条,

公共企業体等労働関係法一以下公労法占略す- 17条, 及び地方公営企業労働関係法一以下地公

労法と略す- 11条等との問題である。今日, 公務員の政治活動及び労働基本権は, これらの法

律によ り禁止制限されている。 それが, それぞれの公務員のもつ職種の相違に応 じた, また

は公務員の憲法上の地位に内在する合理的で必要最少限度の制限ならまだ しも, 今日の公務

員の基本的人権を規律する国内法は, これらを一律全面的に禁止制限している。

ところで, 公務員とその基本的人権における問題性の今日的状況をみるなめにも, 公務員

法制における基本的人権の禁止制限の由来を概説しておく。 公務員の基本的人権における法

制の形成過程をみた場合, 従来の三段階分類になお新 しい段階が今日築かれようとしている。

すなわち従来の三段階分斌しょれば, 十 十
第丿没階は, アノ リカの占領政策の転換によ り, 公務員の労働基本権の制限が強化され, そ

れと一体をなして公務員の政治活動の禁止制限も強化されるこ とにな り, それらによって, 公

務員の基本的人権の禁止制限が国内法制上確立する時期である。 当初公務員の基本的人権の制

限は非常にゆるやかなものであった。 政治活動についてみると, 公務員が公選による公職の候

補者とな り, また政党その他の政治的団体の役員となるこ とは原則と して自由であ り, ただ「人

事委員会規則で別段の定めを した場合」, または 「法律又は人事委員会規則で定めた公務員」 に

ついてのみ, これらの行為が禁止されていたのである。 これに対 して昭和23年改正後の国公法

102条は, すべての公務員に対して無条件にこれらの行為を禁止し, さ らに第 1項において, 禁

1



止行為の範囲を人事院規則で定めるこ とを委任し, 政治活動の制限がさ らに拡大強化されるこ

ととなった。 そし七また第1項の規定に違反した者に対しては, 刑罰を科すことにしたのである。

当初においては, 単に政治活動の制限が消極的なものであっただけでな く , 公務員の労働

基本権の制限もゆるやかなものであった。 そ して当時の厳 しい社会情勢を反映して, 「政府

職員の組合運動はきわめて活発であ り, 労働運動の先頭を切る観があ〔り〕, その労働闘争は

当然に強度の政治闘争的色彩を帯び, 官庁の内部には特定政党の活動が顕著とな り, 職員は

特定内閣の不信任を叫び, その打倒を呼号」するという状況にあったとい̀われるク)このよう
y 。

な状況に対処するために, いわゆる芦田首相あてのマ ッカーサー書簡が出された (昭和23 ・

7 ・ 21) 。 そ こ で は つ ぎ の よ う に 述 べ ら れ て い る 。

「組合主義はそれは個人自身と しての勤労の権威を高揚するものであるが故にこそ, 労働者の正当なる

目的を追求しつつ, 民主主義の最も強固な支柱の一つとなるのである。 然 しその勤労を公務に捧げるもの

と私的企業に従うものとの間には, 顕著な区別が存在する。 前者は国民の主権に基礎をもつ政府によって

使用される手段そのものであって, その雇傭せられる事実によって与えられた公共の信託に対し無条件の

忠実の義務を負 う。 …・・・雇傭若し くは任命によ り日本の政府機関若しく はその従属団体に地位を有するも

のは, 何人といえども争議行為若し くは政府運営の能率を阻害する遅延戦術その他の紛争戦術に訴えては
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このマッカーサー書簡にもとづいて, 公務員の労働基本権を厳 しく制限する政令201号が

制定され, この制限を恒久化するために国公法の改正 (昭和23・11・30) が行なわれるこ とに

なった。 これを契機 と して, 公労法 (昭和23・12・20) , 地公法 (昭和25・12・13) , 地公労法

(昭和27 ・ 7 ・31) の 制 定 が行 な われ , 一 般 労働法制 と 公務員労働 法制 とが別 の法体系 を なす

ごと となったのである。 これらによ り, 当初公務員も原則と して一般私企業労働者と同様に

扱われていたのが, 今度は一般私企業労働者とは区別された異なる扱いを うけるよ似こな り,

公務員一般の労働基本権及び政治活動の自由が厳し く禁止制限されることとなった。

ところが第二段階においては, これらの法制度によって一応確立し定着 したかにみえた公

務員の基本的人権の禁止制限のうち, と く に労働基本権が, I L O調査団の来日を契機と し

て , I L O条 約 と の 関 連 で , 禁 止 制 限 の 改 正 を せ ま ら れ る こ と と な る 。 I L O調 査 団 の ド ラ

イヤー報告は, 公的部門のス ト ライキ権及び争議権についてつぎのように述べている。

「日本の公的部門の労働関係を支配 し続けている基本的な意思の相違は, ス トライキ権に関するもの

である。 総評は, 公的被用者のためのス トライキ権の全面的回復の目標を 引き続き追求することを誓って

いる。 審問中に本委員会に対し表明された政府の見解は, 公的部門においてはス トライキ権の絶対的禁止

は無期限に維持されるべきであるという ことであった。

本委員会は, これらの見解がいずれも不当に厳格であ り, 非現実的であると考える。 他の国々における

と同様, 日本において も, この問題についての合理的な妥協が可能であ り, また必要である と信ず る。

真に不可決であ り, またそこでのス トライキが国民の正常な生活に重大な障害を与える経済分野において

は, 公共の利益を保護するための特別措置が必要かも知れない。 一般大衆は, これを求めかつ期待する。

このよ うな場合には, ス トライ キは, 解決または救済の十分な代償的手段が設けられ, かつ, 実際に満足

に機能することを条件と して, 禁止するこどができる。 他方すべての公共企業体および国有事業ならびに

地方公営企業の活動が等 しく 不可決であると いうこ とは, 認めるこ とがで きない。 比較的重要でない もの

においては, 公共の利益は, すべてストライキが等しく禁止されることを要求してはいないご4)
ドライヤー報告は, すべての公務員が一律に争議権を禁止されるこ とはいきすぎであると

指摘するのであるが, この問題に関する政府と労働側の意見の対立は, まさ し く報告書の指

摘するように決定的であ る。 ところで, この報告書を契機にして, 昭和40年に国公法, 地公
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裏切るものは, 雇傭せられているが為に有するすべての権利と特権を拗棄するものである9』

ならない. 何人といえどもかかる地位を有しながら日本の公衆に対 しかかる行動に訴えて、 公共の信託を
_ . _ 二 、 _ . _ 二 . . 、 _ . _ . . 、. . 、 . _ 、 _ . . . 一.. 、 . . . . . . . . . . . 、 、 、 (3)
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法の改正が行なわれるのであるが, その改正点は, 職員団体に関する規定の整備のみにと ど

パツ労働基本権とくに争議権については, ドライヤご報告の要求している「合理的な妥協」
は, 今日に至るまで獲得されていない。

第三段階は, 前述のような公務員法制はもとのままであるが, 従前の判例の基本的な態度

や理論に変更をせまうた重要な判例が現われ, 判例法上, 公務員の基本的人権の禁止制限を

全逓プラカー ド事件の東京高裁判決 (昭和46・11・ 1) 等が挙げられる。 これらの判決はいずれ

も, 従来の 「全体の奉仕者」 や 「公共の福祉」 などを制限の根拠と して, 公務員の労働基本

権及び政治活動の禁止制限を合憲と して きた判例 ( 例えば, 労働基本権の制限に関するもの

と し て は , 昭和28 ・ 4 ・ 8 最高裁判決, 政治活動の禁止に関す る ものと しては, 昭和33 ・ 3 ・ 21

最高裁判決が挙げられる) に対 して, その変更をせまる画期的な意味を もっ ものであ っ

た。

全逓中郵事件最高裁判決及び猿払事件の旭川地裁, 札幌高裁判決は, その後都教組事件最

高裁判決 (昭和44・ 4 ・ 2) , 全司法事件最高裁判決 (昭和44・ 4 ・ 2) や徳島郵便局事件徳島

地裁判決 (昭和44・ 3 ・27) , むつ営林署事件青森地裁判決 (昭和45・ 3 ・30) 等に引継がれ,

全逓中郵事件判決, 猿払事件判決における公務員の基本的人権に関する考え方が, ようやく

判例法の形で展開され, かつ定着するかに思えバ8) 上
しかし近年の労働運動において, ス トライキ権の奪還闘争が目にみえて顕著になるに応 じ

て, 最高裁はせっかく定着しかけた公務員の基本的人権援和の方向を, 芦したる合理的な理

笛k,:くべっがえし, 全逓中郵事件以前の才全体の奉仕者」 , 「公共の福祉」を理由とする一律
全面的な公務員の基本的人権の禁止制限を認める立場に逆も ど りしたのである。 すなわち,

労働三件事件最高裁判決 (昭和48・ 4 ・25) 及び猿払事件その他二件の最高裁判決 ( 昭和49 ・

n ・ 6) がそ うである。 と く に労働三件事件については, 同じ く最高裁が判例変更している

ことに学会でもかな り批判されている。 せっか く定着 しかけた判例が, ころ ころ変更される

ようでは, 最高裁の究極的基盤であるところの客観性と公平性への一般の信頼を失なわせる

危険性がある。 先例を変更する場合には, それを真に必要とする理由を十分に明らかにしな

ければな らないこ とは多く の論者の論 じてきた と ころである。 と く に全逓中郵事件最高裁判

決以後, 都教組事件最高裁判ぬ を通じて, 公務員の基本的人権制限のより一層具体的で合
理的な基準を確立させよう と学会及び司法界に。おいて努力されてぃたやさ きに, 判例変更の

実質的な理由もな く , 「やたらに闘争的に」 これらの判決を下 した最高裁の態度の異常性を

指摘しないわけにはゆかない。 ところで今日, 公務員の争議権については, 労働者側の論理

からだけ七な・く, 一部にストライキ権を認めようとする動きがないでもないごこのような動
きをみた場合, 社会の流れというものと, それと逆行してかた く なにも一昔も二昔も前の態

度を踏襲せんとからにこもってぃ る最高裁との相克の時代を, 新 しい第四段階と してみるこ
叫

とがで きるのではなかろ うか。

さて以上が 「公務員とその基本的人権」 とい う問題の今日的状況である。 このような問題

状況をふまえながら, 公務員の基本的人権について考察するのが筆者の究極的研究課題であ

るが, そのうち公務員の労働基本権については別稿にゆずるこ と と し, 本論においては, 公

務員とその政治活動の自由についての憲法上の問題点を考察しておきたいと思 う。

3

援和していく時期である。その代秀?りな判例が, 公務員の労働基本権に関するものとして牒,
いわゆる全逓中郵事件の最高裁判決 (昭和41・10・26) であ り, 政治活動の自由に関するもの

としては, 猿払事件の旭川地裁判諮)(昭和43・3・25) 及び札幌高裁判決(昭和44・6・24)
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(注)

(1) この三段階という区分は, 座談会 「公務員法制と労働基本権」 ジュ リス ト 404号における山田幸男教

授の発言による。 山田教授は公務員の労働基本権の経緯について, 三段階に分類されたのであるが, 政

治活動の禁止制限の経緯についてもほぼ同一の軌道を歩んでいると思われるので, ここに公務員の基本

的人権制限の経緯の分類と して挙げた。

(2) 佐藤功 ・鶴海良一郎, 公務員法423頁。

(3) 大河内一男編 , 資料戦後20年史労働編 105頁。

(4) 同上 512頁。

(5) 昭和40年の国公法, 地公法の改正点は, ほぼつぎの六点ぐらいに要約できる。 第一は, 職員団体に対

する規定を整え, 管理職員等とそれ以外の職員とは, 同一の職員団体を結成してはならないと したこ と,

第二は, 職員団体の登録制を定めたこと, 第三は, 当局は登録された職員団体との交渉に応ずべき地位

に立つものとするこ とを法定したこと, 第四は, 公務員でない者を役員と して置き, 職員団体構成員と

することを妨げないとしたこと, また懲戒処分者についても一定の要件のもと に同様と したこと, 第五は,

管理及び運営に関する事項は交渉の対象外と したこと, 第六は, 専従休暇を通算三年と法定したごと等

である。 前掲座談会山田教授の発言を参照。 二

(6) 全逓中郵事件最高裁判決は, 勤労者の団結権 ・団体交渉権 ・争議権等の労働基本権は, 生存権保障の

理念に基づいて憲法28条の保障すると ころであ り, も と よ り何らの制約も許されない絶対的なものでは

ないと しつつも, しかし具体的にどのような制約が合憲とされるかについては, 諸般の条件, こ とにつ

ぎに述べる諸点に考慮を入れ, 慎重に決定されなければならないと し七いる。 本判決が掲げた条件とは

つぎの四点である。

①労働基本権の制限は, 労働基本権を尊重確保する必要と国民生活全体の利益を維持増進する必要と

を比較衡量して, 両者が適正な均衡を保つ ことを 目途として決定すべきであるが, 労働基本権が勤労者

の生存権に直結 し, それを保障するための重要な手段である点を考慮すれば, その制限は, 合理性の認

i められる必要最少限のものにと どめなければならない。

②労働基本権の制限は, 勤労者の提供する職務または業務の性質が公共性の強いものであり, したが

ってその職務または業務の停廃が国民生活全体の利益を害し, 国民生活に重大な障害をもたらすおそれ

のあるものについて, これを避けるために必要やむを得ない場合について考慮されるべきである。

③労働基本権の制限違反に伴う法律効果, すなわち, 違反者に対して課せられる不利益については,

必要な限度を越えないように, 十分な配慮がなされなければならない。 と くに勤労者の争議行為に対し

て刑事制裁を科するこ とは, 必要やむを得ない場合に限られるべきであ り, 同盟罷業, 怠業のような単

純な不作意を刑罰の対象とするについては, 特別に慎重でなければな らない。

④職務または業務の性質上からして, 労働基本権を制限するこ とがやむを得ない場合には, これに見

合 う代償措置が講ぜられなければならない (刑集20巻 8号 901頁以下)。 ,

(7) 猿払事件旭川地裁判決は, 国家公務員に対する政治活動制限の必要性を認める前提に立っているが,

それは, 国民にとって最も重要な基本的人権の制限であるから, 必要最少限度に止めなければならない

と し, この立場から, 「職員が政治的目的を有する文書を掲示し若 くは配布する行為は,一……行政過程

に全く関与せず, かつその業務内容が細目迄具体的に定められているため機械的労働を提供するにすぎ

ない現業公務員が, 勤務時間外に国の施設を利用することなく , かつ職務を利用し若し くはその公正を

害する意図なしに行った場合, その弊害は著しく 小さいものであると言わざるを得ない」 し, 「労働組

合が, 組合の目的の範囲内で政治活動を行 うことは, 法の禁止するところでないから」 これに対 し国公

法に定める刑事罰を科することは, 違憲であると している。二審の札幌高裁判決も これを 支持 した

(下級刑集10巻 3号 293頁) 。 <

(8) 佐藤功教授は, 公務員の基本的人権制限について, 「個々の制限規定のすべてが直ちに合憲であると

はいえない。 問題は個々の制限規定について, 比較衡量の方法によって, かつ個別的, 具体的, 実体的

に検討しなければならない。 労働基本権の問題についての全逓中郵事件判決, 政治活動の問題について

の猿払事件判決は, このよ うな方向がよ うや く判例法の形で展開され, かつ定着しつつあるこ とを示す

4
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ものといえよ う」 と述べ, 「そ してこのような方向は恐 らく将来においても く つがえることはないであ

ろ う」 と予想されているが, 当時の論者の多く は, このよ うな予想を立てることに疑いを もつことはな

かった といえる。 それぐらいに, 全逓中郵事件判決, 猿払事件判決の方向は, 当を得てお り判例法の上

で定着するかにみえたのである。 佐藤功, 「公務員と基本的人権」 公法研究33号 101頁参照。

(9) 小林直樹教授は, 猿払事件最高裁判決が, 「合理的な理由を備えていないだけでなく , 言葉が多い割

に無内容で, 全体と説得力に欠けていて, 中心問題に立ち入って検討してみれば, 『理不尽さ』 さえ出

てく る」 と批判している。 小林直樹, 「公務員の政治活動禁止の合憲判決」 法学セ ミナー233号3頁。

㈲ 都教組事件最高裁判決は10 ・26全逓中郵事件判決の理論を骨子 と しているが, 10 ・26判決が, 「公共

企業体の現業職員と比較すれば, 地公法でいう公務員の職務の方が, 公共性の強いことは疑いをいれな

い」 と断定していたところ, 本判決ではそのような断定をさけて, 「公務員の職務の性質, 内容はよき

わめて多種多様であり, 公務員の職務に個有の, 公共性のきわめて強いものから, 私企業のそれとほと

んど変るところがない, 公共性の比較的弱いものに至るまで, きわめて, 多岐にわたっている。 したが

ってご く一般的な比較論と して , 公務員の職務が, 私企業や公共企業体め職員の職務に比較して, より

公共性が強いということができると しても, 公務員の職務の性質, 内容を具体的に検討しその間に存す

る差異を顧みることな く , いちがいに, その公共性を理由と して, これを一律に規制しようとする態度

には, 問題がないわけではない」 (刑集23巻 5号 309頁) と述べ, 全逓中郵判決よ りさ らに一歩進んだ

合理的な基準を うちたてよ うとする努力がうかがえる。

㈲ 公務員のス トライキ権など労働基本権について二年にわたって審議を続けできた第三次公務員制度審

議会は, 昭和48・ 9 ・ 4に答申し, その中で公務員の争議権について, 一応非現業職員と現業職員とに

区別して, かつ両者のそれぞれについていわゆる三論併記方式を採用 している。 すなわち非現業職員に

ついての第一意見 「現状のとお り争議行為を禁止すべきTCあるとす る意見」 , 第二意見 「行政事務を担

当する職員及び国民生活にエ ッセンシャルな事務を担当する職員を除き, 争議権を認めるべきであると

する意見」 , および第三意見 「すべてについて争議権を認めるべきであるとする意見」 をそれぞれ併記

し, また現業職員についても第一意見 「三公社五現業等のすべてに争議権を認めるべきでないとする意

見」 , 第二意見 「国民生活の影響の少ない部分についてのみ認める とする意見」 , および第三意見 「若

干の条件を付してすべてについて認めるべきであるとする意見」 を それぞれ併記している。 そ してと く

に現業職員の争議権については, 「政府と してはこれらの点に留意 して可及的すみやかに……立法上お

よび行政上の抜本的検討を加えるものとする」 と付記している。 このような付記及び三論併記に至った

経緯から して当時の新聞は, 現業職員の争議権について, 「公制審は実質的に承認」 とい う立場で報道

(昭和48・ 9 ・ 4の毎日新聞, 中日新聞の朝刊) しているのが注目される。 なお第三次公制審の答申に

ついては, 山内一夫, 「公制審の答申をふ りかえって」 ジュ リス ト 546号37頁参照。

吻 筆者は, このよ うに近年におけ る最高裁の反動化を公務員とその基本的人権に関する史的経緯におい

て, 新 しい第四段階と して位置づけた。 この第四段階は, 一つ公務員の基本的人権に関する新 しい段階

といえるだけでなく , 司法そのものの危機への導入期と もいえる。 このような動向は, ここ数年の最高

裁の諸判決一昭和48 ・ 4 ・25労働三件事件判決, 昭和48 ・ 12 ・ 12三菱樹脂事件判決, 昭和49 ・ 11・ 6猿

払事件判決- との脈略においてみれば, 決して的を得ていないものとはいいがたい。小林直樹教授も述べ

るように, 「最高裁の裁判官諸氏がここらで本当に思い切った 発想の転換″でも しない限 り, 一般の

間で裁判に対する嘲笑や軽蔑や増悪を引きおこすのは必定であ り, 裁判に対する信頼は根底からくずれ

司法にとって非常に重大な危機を提するものと思われる9」 小林, 前掲13頁。

2. 公務員とは

前節ではただ公務員という総称で使用してきたが, 公務員といってもその職種の内容から

して, 政策決定あるいは国政の運営に直接関与する者もあれば, ただ単に単純な機械的労務

を提供する ものもあ り, その種類は多岐多様である。 そ こで本節において, そのい う公務員

とはいかなるものをさすのか, あるいは憲法上の公務員の種類及び地位について一応概略的

にっかんでお く必要がある。

5



(1)憲法上の公務員の概念

憲法は15条, 16条, 17条, 36条, 99条において 「公務員」 とい う用語を使用 している。 そ

の他7条, 73条においては 「官吏」 とい う用語を使用している。 しかしこの場合, これら用

語自身に。は深い差異はない11)そこで公務員というものを定義づけてみるならば, それは「主
権者たる国民に代って各種の公務に従事する者のすべてがこれにあた り, その身分が国家公

務員たると地方公務員たると, その選任方法が公選, 任命, 依嘱のいずれたると問わず, ま

たその職務内容が一般職か特別職か, あるいは行政職, 司法職, 外務職, 教育職, 研究職,

医療職等のいずれたるにかかわらず, 特定の公務を任意的, 偶然的にではな く , その責任に

おいて遂行するかぎりにおいては, それら一切のぜで」をさすものとみることができる。ちな
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で き る。

バロ)そしてこ元らめうち, その任免が天皇の認証を要するとせられるのが認証ぜとCあ9, 現
行法上認証官とされる ものは, 国務大臣 (憲法7条) , 最高裁判所判事 (裁判所法39条) , 高等

裁判所長官 (同40条) , 内閣官房長官 (内閣法13条) , 会計検査官 (会計検査院法4条), 人事官 ,

(国公法5条) , 宮内庁長官, 侍従長 (宮内庁法3条) , 検事総長, 次長検事, 検事長 (検察庁

法15条) , 特命全権大使及び特命全権公使 (外務公務員法8条) , 及び公正取引委員会委員長 (独

禁法29条) であ る。

○さ らに公務員のうち, その選任が公選によるべきこ とを憲法が定めるものと しては, 衆

参両院の議員, 地方公共団体の長, その議会の議員がある。 いずれも, 国民生活の動向に大

きな影響を与える重要な職務の担当者なるがゆえに, 国民主権の筋を通す上から, 憲法がと

く に定めた ものであ る。 卜

(b)法令上の公務員の種類

6

みにこのような定義からすれば, 天皇もまた当然公務員の概念の中に包摂されることは疑い
(3)

をいれない。レなお憲法上の概念とは別に各種の法令が, 同じく公務という てもその性格や内

容において多岐多様であるから, その立法目的に応 じて, それぞれ独自の概念を設定 し範囲

を定めているこ とがある。 例えば刑法7条が 「本法二於テ公務員 卜称スルハ官吏, 公吏, 法

令二依 り公務二従事スル議員, 委員其他ノ職員ヲ謂フ」 と規定し, また恩給法19条が 「本法

二於テ公務員 トハ文官及警察監獄職員ヲ謂フ」 と定めている。 しかしこれらは, それぞれ関

係法令上の立法目的の相違にもとづく合理的な措置であるかぎ りは異論を さ しはさむ必要は

ない。- ただこの場合において も, 公務員があ く までも主権者たる国民に代って公務を遂行す

べく信託されているとい う点を閑却されてはならない。

(2)公務員の種類

(a)憲法上の公務員の種類

憲法にいわれる公務員がおよそ公務に従事する一切の者を意味しているのは前述のとお り

であるが, しかし憲法は当然のことながら, その大綱を定めるのみで, 各種公務員の具体的・

個別的名称, 権限, 責務などに関しては, それぞれの関係法令によって知るのほかない。 し

かし公務員のうち大きな分類については, 憲法が簡単ながら直接に規定しているので, それ

らを通 じて, 憲法が分類する公務員の種類についてみてみる。 憲法の諸規定からみると, 憲

法が公務員を, 仔)国家公務員と地方公務員, (口)認証官とそれ以外の公務員, 0 公選による公

務員と任命による公務員といった種類に分類していることが察せ られる。

(イ)憲法によって直接にその組織権限の定められたいわゆる憲法上の機関たる国会, 内閣,

裁判所, 会計検査院, 人事院等の構成員が天皇, 摂政も含めて広義の国家公務員であ り, 地

方公共団体の首長, 議員, 吏員等が広義の地方公務員であるこ とは憲法上の諸規定から理解
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このよ うに憲法は主要な公務員についての類別を試みているが, さ らに具体的個別的には

それぞれ関係法令によって知 り うる。 つぎに法令上の公務員の種類について概説 しておく。

(イ)国家公務員と地方公務員 ¥

この両者は, その担当職務が国家のものか, 地方公共団体のものかによって, はっき り区

別 されう る筈である。 ところが実際には, 地方公共団体の行な う業務の大部分が国の委任業

務であること, およびある種の権威づけと国家的統制の一手段と して , 本来は地方公務員た

るべき立場の公務員に。国家公務員としての身分を付与するごとき必レ)存することなどによ

つて, 両者の区別は必ずしも明確でない。結皆は, 給与の支払義務者や選任権の所在等を勘
案して総合的に判断する外はないようである。

(p)一般職公務員と特別職公務員

公務員法の適用を受ける職の公務員と, その地位や職務の特殊性から して, 公務員法の適

用を受けない公務員との区別であ り, 前者を一般職公務員, 後者を特別職公務員 と称してい

る。 この両者の区別は, 必ず し も理論的本質的な ものではなく て, 政治的便宜的な配慮か

らしばしば変更されっつ, 今日に及んでいるのであるが, ともかく何が特別職であるかは実

定法上において列記されているツ ■ ■ ㎜
なお外務公務員, 教育公務員は, いずれも公務員の中でも特殊の職務と責任を有するもの

と して, 国公法の適用以外に特例法の適用を うけ, また三公社五現行の職員は, かつては特

別職公務員であったのであるが, 国公法の27年改正七, 一般職公務員と しての取扱いを受け

ること とな り, 一般職公務員に与えられている一切の法的保護と制限を うけることとなった。

そ して三公社五現行の職員は, 一般職公務員の取扱いを受けると同時に, 公労法及びそれぞ

れの関係特別法によっても規律されている。

ところでこのよ うに公務員の種類は多岐多様であるが, 公務員の基本的人権を問題にする

場合, と く に公務員の労働基本権の問題においては, 政党党派的忠誠を要求される政務職や

政府の政策決定に直接的に参加する高級公務員は, 対象外と して考えなければな らない6 な

ぜなら, これらの公務員は, 労働関係法上の使用者それ自体になった り, 管理職群に属する

ものであるから, 団結その他の労働基本権の享有を問題にする必要がないからである。 そこ

で本論においてもその対象とする公務員は, 公務員法の政治活動の制約を うける一般職の公

務員 (もちろん特別職の公務員の中でも, 裁判官, 自衛隊員等のように政治活動の制約をうけるものも存す

るが, これらについて別の機会で述べることとし, ひとまず本論においてはその対象からはずす) で, みず

からが直接的に政治決定に参画することのない公務員とすることにする。 なぜな ら管理職群

に属する高級公務員にとっては, みずからが政治決定を し, それに対して政治活動を行な う

という ことにな り, 本論で述べる政治活動の自由の享有主体と しては不適当に思えるからで

ある。 ¥

(3)憲法上における公務員の地位 フ ト

(a) 「全体の奉仕者」 と しての公務員

憲法15条 2項は, 「すべての公務員は, 全体の奉仕者であって, 一部の奉仕者ではない」

と規定している。 その趣旨は, 公務員が国民の 「公僕」 と して, 公共の利益に奉仕すべき地

位にあるこ と, すなわち国民を支配するのではな く , 国民に奉仕すべき立場にあるこ と, し

かもそれが一部に偏ること な く , 国民全体の福祉に合致する ように行動すべきこ とを要求し

てしヽ るのである。 そ もそも この15条において, 公務員の地位を とく に 「全体の奉仕者」 と し

て位置づけたのは, 第一義的には, 天皇主権から国民主権への変革に応 じて, 「天皇の使用

人」 から 「国民全体の奉仕者」 としての公務員の本質的転換を反映することにあったといえ

7
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ぐ)1して具体的には, 現憲法下において当然に予想される政党政治の下において, 公務員
は一政党に奉仕する ものであってはな らないこ とを意味するのである。 しかし問題はこの規

定にそれ以上の意味を与えて, 公務員め基本的人権を否定するこ と, あるいは公務員の勤労

者性を否定することまでの根拠とするこ とができるかとい うこ とである。 「全体の奉仕者」

という地位から派へいして出て く る 「行政の中立性」 あるいは 「職務の公共性」 等の要請か

ら, 職種に応 じまたそれらの要請を実質的に侵害する度合に応 じて, ある程度の制限はやむ

を得ないとしても, 「全体の奉仕者」 たるがゆえに公務員の基本的人権を, 一律全面的に禁

止制限することはで きないというべきである。 なぜなら, 公務員は 「国民全体の奉仕者」 で

あるといっても, 個々の公務員の行為が, て 国民全体」 の意思にかなうものかどうかの判断

は必ず しも容易でない。 「国民全体」 という統一的な意思が存在するわけでもな く , 例えば,

あるものは資本主義を維持し, もっと安保体制を強化せんとするし, また反対にそれらを廃

棄せんとする ものもあろ う。 両者はともに, みずか らの主張が 「国民全体」 の福祉につなが

るものと主張するであろ う。 おも うにこのよ うな高度な政治的判断においては, 第一次的に

は, 国民の意思を直接に代表するものとせられる国会の審議決定を尊重 し, 第二次的には,

国会の審議決定に基礎を置く 内閣の方針を尊重するとい うたてまえをとるのが憲法の趣旨で

あろ う。 しかしそ うはいっても, 国の行政, 政治の大本である憲法体制に明らかに反するよ

うな国会の決定, 内閣の方針に対しては, 公務員は, 私人と しての抵抗はもちろんのこ と,

「全体の奉仕者」 なるが故に, それらにと く に抵抗する義務が付与されているといえるので

はないだろ うか。 今日のわが国の状況のように, 第一に選挙がいち じるし く公明を欠き, 第

二に国会が党利党略のかけひきの場とな り, 第三に多数党の形成や国策の動向を決定する う

えで, 財界の意思が圧倒的な威力を有し, これらの上での国会の決定, 内閣の方針が多 存々

する と考えられる場合, ただ暗黙裡にそれらに随順するこ とが, 果して公務員の地位と して

課せられた 「全体の奉仕者」 と しての役割を果すこ とになるであろ うか。 憲法で予想す る

「全体の奉仕者」 と しての役割とは, このような機械的な盲 目的な随順を意味するのではな

く , 絶えず厳 しい眼を もって反憲法的体制に対 して批判 し抵抗する義務を課したものといえ

るのである。 まして特に公務員に課せられた憲法99条の 「憲法を尊重し擁護する義務」 と考
’ ( 9 )

え合わせる時, このこ とが強 く主張されるのである。 /

(b) 「勤労者」 と しての公務員

憲法28条は 「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は, これを

保障する」 と規定 してい る。 公務員は, この憲法28条でいう 「勤労者」 なのか否かという問

題がある。 ところで本論の目的である 「公務員とその政治活動の自由」 の考察の上では, 直接

この問題についての言及の必要性はないが, 今日, 公務員は日本国憲法でいう勤労者でない

とする考え方も根強く存在するので, この場でこの問題について考察しておく。

公務員は, 日本国憲法でい う勤労者ではないとする考え方は, かってのマ ッ カーサー書簡

でい う 「その勤労を公務に捧げるものと私的企業に従 う ものとの間には, 顕著な区別が存在

する。 前者は国民の主権に基礎を もつ政府によって使用される手段そのものであって, その

雇傭せられる事実によって与えられた公共の信託に対し無条件の忠実の義務を負う」 という

考え方に基礎を置き, 公務員の勤労関係を私企業における雇用関係と同視すべきものでない

と し, 公務員たる地位そのものに特殊な性質を付与し, その特殊性の故に, 基本的人権の享

有に関し, 一般市民とは異なる取扱いをすべきであると しているのである。

しかし 日本国憲法は, 公務員の地位と して15条 2項で規定 しているが, 公務員の勤労関係

そのものの性質を定義的に規定した り, あるいは積極的にこれに触れてはいない。 そ うであ

8



るなら公務員の勤労関係の法的性質は, 勤労関係の実態を私企業における雇用関係の実態と

法的性質と̀に対比させつつと らえていくほかないものと思われる。

O公務員は募集に応 じて任用され, 労務を提供 し, 俸給を受け, 退職後には恩給その他の

年金を支給され, その職務の内容は様々であるけれども, 在職中一定の服務規律に従って職

務を遂行する。 これを抽象的にいえば, 労務の提供を約 し, 使用者の決した労働条件の下で

辰 村 吉 康108

労働を し、 その反対給付と して俸給の支払を受け、 別に社会保障給付を受けるのが公務員で
、 _ 、 、 、 . - 二 - ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ . _ . ‥ . _ ‥ a4 ‥ ‥ ‥
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的に公務に従事するものの生活の資を供与するとい うものではなKて, 公務員の勤労に対す

る反対給付であるという俸給の基本的性格が国公法上明記されているグこの関係では私企業
に雇用されたものと現象的に異なる ところはない。

(二)公務員に対する俸給等の給付が公金によってまかなわれているから, 公務員と政府及び

地方政府との関係を私企業における労使関係と同一に考え る ことができないとする考え方が

ある。 た しかに俸給等の終局的負担者が, 国民あるいは住民であるという現象は, 一般の私

企業とは異なった現象であるが, その故を もって公務員の勤労関係が一般私企業のそれと異

なると断ずる分にはいかない。 俸給の終局的負担者が国民, 住民であるというこ とは, 国民,

住民が観念上の使用者であるとすることを可能にはするが, 直ちに国民, 住民が法律関係に

おける使用者であることにはならない。 かつでのマ ッカヤサー書簡も 「公。務員は国民の主権

に基礎を もつ政府によって使用される手段そのもの」 ともいっていたし, ドライヤー報告は,

「使用者と しての政府」 と 「政府と しての政府」 の区別をはっき り指摘していた。ちなみにこ

う した考え方は, すでに国際的にも認められた基本的な考え方であ り, 俸給の終局的負担者

が国民, 住民であるが故に, 公務員の争議行為が認められないとすれば, いずこの国の公務

員もすべて, 本来的に争議権を有しないことになるであろ う。 このと とは世界の各国における

事実と全く 異なる。 俸給の終局的負担者が国民, 住民であるとい うことは, むしろ政府, 地

方政府の国民, 住民に対する責任の問題と して把えることの必然性を指向させる。 公務員と

の労働関係を効果的に処理 しえない場合, 政府, 地方政府は, 国民, 住民の信託に応えてい

ない とするべきである。 この問題を国民, 住民と公務員の直接の対立要因と してと らえるこ

とは, 政府, 地方政府の財政その他の責任を解除させてしまうという奇妙な結論を招来させ

て し ま う こ と にな る。

以上のこ とからして, 公務員は私企業勤労者とその雇用関係の法的性質において本来的に

異なることはなく , 公務員は憲法28条でい う 「勤労者」 と しての地位を有するものと考える

のが妥当である。 ■ ■ ㎜

< (注)

(1) そのことは現憲法に関する英文の中で, state officials, officials, civil service, public officials

のような類似の用語が用いられているところにも示されている (宮沢俊義 , コソ・4ソタ ール日本国憲法

566頁)。ただ明治憲法の下では, 天皇の官吏と国民を代表する議員という公務員の二元的構成の基本原則

が採用されていたから, この意味で官吏という時には, 議員は当然に含まれなかった。 現行憲法は, こ

のような二元的構成はと らず, すべての公務員は, 直接間接に主権者である国民の任命すると ころであ

り, 国家の公務に従事する一切の者を指すのである (鵜飼信成, 公務員法39頁)。ただ官吏という場合, す

べての公務員を指すのではな く , 公務員の中でも, その事務を内閣が掌理する公務員を指しているもの

と考え られる。

(2) 黒田了一, 「公務員」 憲法講座3巻227頁。

(3) 天皇が公務員のなかに包摂されるかどうかは議論の存すると ころであるが, 総司令部の示 した国公法

の原案では, 天皇は公務員であるという前提の下に, それが特別職とされていたことは注目に値する。

あるということになる。 公務員に給付される俸給の観念は, 旧観念めように, 使用主が恩恵
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3. 政治活動の自由とその規制

(1)政治活動の自由の重要性 :

憲法21条は 1項で, 「集会, 結社及び言論, 出版その他一切の表現の自由は, これを保障

する」 と規定 し, 一切の表現の自由を保障している。 この表現の自由をつきつめて定義づけ

るな らば, それは批判の自由というこ とになる。 ところでこの 「批判」 を根本内容とする表

現の自由は, 民主政治9成立には絶畑こ不可欠の要素とたるj1)なかでも現代民主国家におい
ては, 政治活動の自由は, 一般にいわれる自由権の 「国家からの自由」 と しての消極的地位

では解消されない, よ り積極的な意義をになっている というべ きである。政治活動の自由は,

主権者 として国民が国家意思の形成に参加するもっと も基本的な形態の一つと して位置づけ

られるからである○
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(4) 認証官という官名の官があるのではない。 その任免について天皇の認証を要する公務員を, 通常 「認

証官」 と呼んでいるのである。 そ してここにい う 「認証」 とは, 任免そのものを行な うことではな く ,

他の機関の行な う任免を公けに証明するこ とである。 その形式について別段の定めはないが, 辞令書に

天皇が親書し御璽を押すこ とによってなさ れる。

(5) 例えば, 都道府県警察職員のうち, 警視正以上の階級にある警察官 (地方警察官) は, 一般職の国家

公務員とされている。 その任免は, 国家公安委員会が, 都道府県公安委員会の同意を得て行な うのであ

る。

(6) 鵜飼, 前掲32頁。

(7) 国公法 2条 3項によ り, 現行法上において特別職と されている職はつ ぎのように分類できる。

仔)自由任用を適当とする職 二

(口)公選によってその地位につ く もので, その就任の基礎が一般職公務員 と異なっている職

○その地位, 職務に重大な特殊性があって一般職とは扱いを異にする必要のある職

(≒)専務職でない職。 しかし専務職でない職でも, わが国の現状においていわゆる非常勤職員たる嘱託の

中には, 本質的には常勤職員と異ならないものが多いので昭和23年の国公法改正で, それを特別職か

ら削除している。 しかし本質的には常勤職員と異ならない非常勤職員, こ とに常勤的非常勤職員が常

勤職員に比 して, 身分的, 待遇的に差別を受けている現状には問題性が多 存々する。

哨失業対策事業のために国が雇用 した職 十

(8) 小林直樹, 憲法講義上 436頁。

(9) このように憲法上の地位である 「全体の奉仕者」 から, 積極的に公務員の憲法体制擁護の義務を引き

出して く る説はみあたらない。 しかし筆者は本論でも述べているよ うに, 「国民全体」 とい う概念はつ

かみきれないものであ り, そのよ うななかでなおかつ 「国民全体」 の福祉にかな うとい うこ とはいかな

ることであるかを考えると, それはまことに疑制的で抽象概念の域を出ないが, わが国の根本法である

憲法の理念する体制を維持し擁護することであると考える。 このように考えると 「全体の奉仕者」 たる

地位は, 一面においては, 党利党略に基づいた政治活動のある程度の制約原理とな りうると同時に, 他

面においては, 反憲法体制に対する政治活動の承認原理と もな り うるのである。

㈲ 公務員の俸給は, 公務員の生活を支持するためのものであるけれど も, 旧憲法下の官吏の俸給の場合

と新しい公務員制度の場合とでは, その観念の本質は変革している。 旧官吏の場合に生活を保障すると

い うのは, 官吏の使用主である天皇から下賜された恩恵であ り, したがぷてそれは官吏の生活をそれぞ

れの官吏の身分に応じて支持し, 体面を保持し得るものでなければならぬという意味であった。 これに

反して今日の公務員制度の下における俸給は, これによって公務員とその家族が, 社会の経済的文化的

な諸条件の下で, 人間と しての生存を保持 し得べきものでなければな らぬという観念に基づいているも

のであり, それは公務員にとっての生活の権利なのである。 鵜飼, 前掲62頁参照。

㈲ 国公法62条が 「職員の給与は, その官職の職務と責任に応 じて これを なす」 と規定するのはこのこ と

を示す。
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= 般に政治活動の自由がなにゆえに貴重であって, みだ りに法律で規制されてはならない

かを論じる場合, 二つの根拠が考えられるj2)
その一は, 政治活動の自由は, 主権者と しての国民が, 参政権の行使や憲法改正の際の国

民投票のごと く , 国家機関の構成員の選定または国家意思の形成にあずかる場合の必要不可

欠の前提条件 となるからである。 このこ とは, いかに選挙権が国民に対 して保障されていた

どして乱 選挙活動の自由が保障されていないところでは, 国民はたとえ選挙に際して一票

を投ずるこ とができたと して も, 真に主権者と して行動 しえたこ とにはならないというこ と

からも明ら かである。 すなわち, 国民が主権者と して国家意思を形成する場合, 形式的, 機

械的に選挙権が保障されているだけでは十分でなく , その場合の基盤たる表現の自由に基づ

く政治活動の自由が保障されていなく てはならないのである。

第二に政治活動の自由は, 現代の議会制民主主義の正常な機能を支え, かつ補完する重要

な役割をになっているからである。 すなわち, 議会制民主主義は, 多数者の変更に伴う政権

交代を前提と してお り, その政権交代がなされるためには, 権力に対する少数者の批判の自

由を含むもろ もろの政治活動の自由が確保されていなければならない。 また議会制民主主義

の形骸化が しばし指摘されていることからも明らかなように, 現状において議会は必ず し

も国民の総意を反映 して体現するものとはな っておらず, 多分に特定利益を代弁する機関と

なってきている。 このよ うな場合に, 国民の政治活動は, 議会に対 して院外から国民の声を

反映せしめ, 議会が少しでも国民の意思に近づ く こ とを うながすための不可欠の手段となっ

ている。 ざ らに議会制民主主義が機能麻操におち入 り, 議会及び政府が完全に国民の意思か

ら遊離し, 反憲法的存在となったと き, 国民は政治活動を通して, 主権者と して憲法を擁護

し, 主権を回復する行動に移らざるを得ないのである。

このように政治活動の自由は, 現憲法下においては国民が主権者と しての地位を維持しも

しくは回復するために, 当然に国民= 人一人に帰属すべき ものであ り, た とえ公務員である

からといって も, その本質的部分が剥奪されて もよいとい うものではな い。

∇ところで表現の自由の心髄が批判であるこ とになると, そこから出て く る政治活動の自由

も, いきおい体制批判及び反対制活動に結びつ く要素を内含 している。 そ うであるからこそ

政治活動の自由は, 過去の歴史をひもと く までもな く , つねに時代の支配権力にと って直接

的な弾圧の対象となってきたのである。 このこ とは, 議会制民主主義の時代にあっても事柄

は同じこ とであ り, そこではそれは, まさに法律の名のもとでなされるのである。 政治活動

の自由の重要性を考えるならば, たとえ公務員についてであれ, その自由を禁止し剥奪する

ことは, 原則と して違憲性の推定を受けるもめと して考えるのが妥当ではなかろ うか。 なぜ

なら政治活動の自由は, いったん時の支配権力によ って禁止されて しまった場合には, 容易

に復元しえない性格を もつからである。 政治活動の自由がひとたび禁止された場合には, 体

制批判, 反体制活動はもちろんのこと, その禁止の是非を論ずる自由モのも のも剥奪される

ことにな りかねないのであ り, かく ていったん奪いと られた自由は, 容易なこ とでは帰って

こないからである。 と もあれ, 猿払事件最高裁判決における少数意見が政治活動の自由の重要

性について正当に指摘しているので以下紹介しておく。

小数意見は政治活動の自由とその重要性について 「およそ国民の政治活動の自由は, 自由民主主義国家

において, 統治権力及びその発動を正当づける最も重要な根拠をなす ものと して, 国民の個人的人権の中

でも最も高い価値を有する基本的権利である。 政治活動の自由とは, 国民が, 基本的政策の決定に直接間

接に関与する機会を もち, かつ, そのための積極的な活動を行 う自由のこ とであ り, それは国の基本的政

策の決定機関である国会の議員とな り, 又は 〔上〕 議員を選出する手続に様々の形で関与し, あるいは政
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党その他の政治団体を結成し, これに加入し, かつ, その一員と して活動する等狭義の政治過程に参加す

ることの外, このような政治過程に働きかけ, これに影響を与えるための諸活動, 例えば政治集会, 集団

請願等の集団行動的なものから, 様々の方法,形態による単なる個人と しての政治的意見の表明に至るまで,

極めて広い範囲にわたる行為の自由を含む ものである。 このよ うに, 政治活動の自由は, 単なる政治的思

想, 信条のような個人の思想的自由にと どまるものではな く , これに基づ く外部的な積極的, 社会的行動

の自由をその本質的性格とするものであ り, わが憲法は……これを基本的人権の一つと して保障している

のである?)と姓べ, また対権力との関係について「一般に政治活動, なかんずく反政府的傾向をもつ政治
活動は, 政治権力者からみれば, ややもすると国家的社会的利益の侵害を もたらすものと受けと られがち

であるが, このような危険や可能性を観念的ないし抽象的にと らえるかぎ り, その存在を肯定するこ とは

比較的容易であ り, したがって政治活動の制限に対して……厳格な基準ない し原理によって臨むのでなけ

れば, 国民の政治的自由は時の権力によって 〔同上〕 の名目の下に容易に抑圧され, 憲法の基本原理であ

る自由民主主義はそのよって立つ基盤を失 うに至 るおそれがあるからである。 我々は過去の歴史において,

為政者の過度の配慮と警戒による自由の制限がもたら した幾多の弊害を度外視してはならないのである。

このことは, 公務員の政治活動についても同様であるといわなければならないヤ)と述べている。
(2)政治活動め規制

政治活動の重要性及びその基本的性格から して, たとえ公務員といえどもむやみに禁止制

限さるべきではないという ことは, すでに述べてきた ところであるが, つぎに現行法上にお

ける公務員の政治活動の禁止制限の実態についてみてお く。

(a)国公法及び人事院規則14- 7

国公法 102条は, 選挙権の行使を除 く ほか, なんらの方法を以てするを問わず, 同法 102

条で定める政治行為及び人事院規則で定める政治行為を してはなら ないと規定七ている。 さ

らに同法 110条で, 同上の禁止規定に違反 した者に対して, 三年以上の懲役または10万円以

下の罰金に処するこ とを定めて いる。 国公法 102条は, 直接的にはつぎめような制限を定め

て い る。

(イ)政党又は政治的目的のために, 寄付金その他の利益を求め, 若し く は受領し, 又は何ら

の方法を もってするを問わず, これらの行為に関与し, あるいは選挙権の行使を除く外, 人

事院規則で定める政治的行為を してはな らない(I)。 . I ・ ㎜

(口)公選による公職 め候補者となる ことがで きない㈲。

㈲政党その他の政治的団体の役員, 政治的顧問, その他 これらと同様な役割を もっ構成員

と なる と とがで きない誹。 ・ ・ ・ ・

そ して上の1項にいう委任による規則 と して, 人事院規則14- 7が制定されている。 人事

院規則14- 7及び国公法 102条に関する憲法上の問題と しては, 周知のごと く形式上の違憲

性と内容上の違憲性 との問題がある。 本論では形式上の違憲性については触れないが, 国公

法 ! 02条が, 制限せられる政治活動の範囲のすべてを人事院規則14- 7に白紙委任している
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早くから指摘されていたごところで人事院規則14- 7の大要はつぎのとおりである。
(イ)特定の 「政治的目的」 と特定の 「政治的行為」 とをそれぞれ列挙し, それらの 「政治的

目的」 を もって, それらの 「政治的行為」 を禁止または制限 している。

㈲このように して禁止制限された行為を, ( i)公務員以外の者と共同して行な うこと, ( ii)自

分の代理人, 使用人等を通じて間接に行な うこ と,(iii)勤務時間外において行な うこと, 等も

禁止制限している。 こ う して掲げられた 「政治的目的」 と 「政治的行為」を組み合わせる と,

公務員に対 して禁 じ られた政治活動は, きわめて広汎かつ包括的であって, そのまま適用さ

れたら, 公務員はおそ ら く投票権の行使以外はおよそ一切の政治活動をな しえない存在にな

点は、 憲法41条、 憲法31条及び憲法73条 6号但書に違反するとい うこ とは、 学会においても
(5) ‥ ‥ -一一.● . 一 . 、、 、 _ 、 - . -
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ることはきわめて明白であるご
(b)地 公 法

け)地方公務員も地公法36条に よって, 政治活動が禁止されている。 地公法36条の規定

は, 国公法 102条に対応する ものであ り, 両者は根本的にはその趣旨を共通に して いる。 し

かし少し く相違点もあるのでそれについて述べる。

(i)国公法は, 制限の対象となる具体的な政治活動を法律で明記 しないで, 前述のごと くほ

とんど人事院規則に委ねているが, 地公法はその基本的事項 r人事院規則14- 7t規定され乙ヽ

るもののうち, 特に重要なもの) については, その法律内に規定 している。

(ii)地公法は国公法と異な り, 一定の政治活動を禁止するにあたって, 一定の地域的限界を

認めている。 その趣旨は, 当該地方公共団体の職員の勤務が, 当該地域におけるものである

ことに着眼して, 当該地域外で行なわれる政治活動は, 直接に当該地方公共団体に影響を及

ぼさないと考えたためである と思われる。

(iii)さ らに重要な相違点は, 地公法は職員の違反行為に対して罰則による制裁を科すること

を しないで, 単に公務員関係から排除することを もって足 りると考えているこ とである。

(口)地公法36条 1項によって, 地方公務員は(i)政党その他の政治団体の結成に関与すること,

(ii)政党その他の政治団体の役員 となること, (iii)政党その他の政治団体の構成員となる よ うに

も しく はならないように勧誘運動をすること, 等が区域のいかん及び政治目的の有無を問わ

ず禁止されている。 また第 2項において特定の政治目的をもって行なう政治活動の禁止行為

が規定されている。 しかし以下の行為は, 当該職員の属する地方公共団体の区域外において

は, 自由に行な う こ とができる。 本項によって禁止制限された政治活動はつぎのよ うなもの

である。

(I )公の選挙または投票において投票する ように, または しないよ うに勧誘をする こ と。

(II)署名運動を企画し, または主宰する等これに積極的に関与するこ と。

剛寄附金その他り募集に関する こと。

㈲文書または図画を地方公共団体の庁舎, 施設等に掲示 し, またぱ掲示させ, その他地方

公共団体の庁舎, 施設, 資材または資金を利用し, または利用させること。

(v)前各号に定める ものを除 く ほか, 条例で定める政治行為を行な う こと, 等であ る。

㈲地公法36条 1項および 2項の規定は, ひろ く一般職に属する地方公務員に適用されるが,

一般職に属する地方公務員のうちでも, 地方公営企業職員, 単純な労務に雇用される公務員

および教育公務員については, そ の職務の特殊性にてら して, 別に法律で特例が認め られて

い る。

(i)公営企業職員, 公営企業に従事する職員のうち, 管理または監督の地位にある者以外の

者について は, 本条の適用はない (地方公営企業法39条)。また小規模の地方公営企業に従事す

る職員のうち, 地方公営企業法上の企業職員に相当する者に対 しても, 地方公営企業法39条

の規定が準用されている (地公労法17条) 結果, 地公法上の政治活動の制限はない。

(ii)地公法57条に規定する単純な労務に雇用される一般職 に属する地方公務員で, 地方公営

企業に勤務す るもの以外のものについては, 地公労法附則第4の規定によ り, 同法17条が準

用 され, それによって さ らに地方公営企業法39条が準用されるので, 地公法上の政治活動の

制限はない。

(iii)教育公務員については以下に述べる。

(c)教育公務員

印教育公務員は, 国公法 102条及び同条に基づ く人事院規則14- 7によ り, 政治活動が制
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限される。 ただ人事院規則には教育公務員の職務の特殊性を尊重したとみられる規定がある。

すなわち 「この規則のいかなる規定も, 職員が本来の職務を遂行するため当然行うべき行為

を禁止又制限するものでない」 という規定である。 したがって例えば学術的見地から, 特定

政党を支持するような内容の論文を発表したと してもなんらさ しつかえない。 また公立学校

の教育公務員についても, 当分の間, 教育公務員特例法21条の3の規定により, 地公法36条

の規定は適用 されず, 国立学校の教育公務員の例によるこ と となっているので, 国立学校め

教育公務員と同じく , 国法上 102条及び人事院規則14- 7によ り, 政治活動が制限される。

しかしながらこの場合, 「政治的行為の制限に違反した者の処罰につき, 国公法 110条 1項

の例による趣旨を含むものと解 してはならない」 (教育公務員特例法21条の3の2項) と規定され

てお り, 刑罰規定は適用されないこととなる。 なお, 公立学校の教育公務員に対する政治活

動の制限は, 国立学校の教育公務員の例によることどなっている関係上, 当該地方公共団体

の区域内であると区域外であるとを問わないことは当然である。

(口)以上のほかに, 教育公務員は, 教育基本法8条2項によ り, 「特定の政党を支持し, 又

はこれに反対するため政治教育その他政治活動を してはならない」 こ とになっている。 また

ちなみに, 教育公務員だけがその対象ではないが義務教育諸学校における教育の政治的中立

の確保に関する臨時措置法3条において, 「何人も, 教育を利用 し, 特定の政党その他の政

治団体 ( 以下 「特定の政党等」 という。) の政治的勢力の伸長又は減退に資する目的をもって,

学校教育法に規定する学校の職員をまたる構成員とする団体 (その団体を主たる構成員とす

る団体を含む。) の組織又は活動を利用し, 義務教育諸学校に勤務する教育職員に対し, これ

らの者が, 義務教育諸学校の児童又は生徒に対して, 特定の政党等を支持させ, 又はこれに

反対させる教育を行うこ とを教唆し, 又はせん動してはならない」 と定められてお り, これ

に違反 した者は, 一年以下の懲役または三万円以下の罰金に処せ られるこ と に な っ て い る

(同法 4条)。 し

(d)その他の禁止制限規定

公職選挙法は, 国家公務員及び地方公務員に対して, 一般職および特別職の区別に拘 りな

く , 立候補の制限 (89条, 90条) , 選挙運動の禁止 ( 136条, 136条の2, 137条) , 選挙運動

の禁止違反に対する罰則 (239条の2, 241条) 等を定めている。 その他特別職の公務員の政治活

動の禁止制限に関して, 裁判所職員については裁判所職員臨時措置法, 自衛隊員については

自衛隊法61条, 国会職員については国会職員法20条の2等において規定せられているが, こ

れらの規定は, 国公法 102条を準用 した り, それと同趣旨の規定を定めるものである。 また

抽象的な制限を定めるも。のと しては, 国家公務員の場合, 裁判官については裁判所法52条,

国家公安委員会委員については警察法10条, 公正取引委員会委員については独禁法37条等が

あ り, 地方公務員の場合, 都道府県公安委員会委員については警察法42条, 教育委員会委員

については地方教育行政組織運営法11条等がある。

(注)

(1) その理由については拙稿, 「結社の権利についての一考察」 自治研究46巻 5号 109頁以下参照。

(2) 山内敏弘, 「基本的人権と しての政治活動の自由」 判例時報 757号9頁参照。

(3) 判例時報 757号38頁。

(4) 同上40頁。

(5) 人事院規則14- 7の形式上の違憲性については, 有倉遼吉, 「公務員の政治行為」 法律時報 551号16頁

以下に詳 しく論ぜられている。

(6) 小林直樹教授は 「たとえば, 17個の多数にわたる 『政治的行為』 ( 人事院規則14- 7の第6項) は,

過敏症的緻密さで 『政治行為』 の綱をめぐら したものであって, 実質上はまさに公務員の参政権の剥奪
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に近い制限を加えたもの, といっても過言でない」 と述べている。 小林, 前掲437頁。

4. 政治活動を禁示制限する根拠とその限界

公務員といえども個人と しては一人の市民であ り, その市民的自由, 政治的権利が十分に

保障されなければならないことは, 憲法そのものに内在する原則にほかならない。 前近代的

な官僚制においては, 官僚は常住坐臥こと ごと く 臣僚と しての忠誠義務に拘束され, それか

ら分離した私的な個人と しての生活は存在しなかった。 しかしこれに反して近代的公務員制

にあっては, 公務員の私生活と, その公務員と しての関係そのものとは明確に区別される。

公務員は公務に従事する関係においては, 特殊な権利を もち, 特殊な義務を負っているけれ

ども, 市民と しての自己の生活関係は, これとは別個のものであ り, 公務員関係の法規は,

私生活が公務員と しての公生活に影響を もたない限 り, それに干渉するここ とはできない。

ところで このような考え方からすれば, 前節で述べたような公務員り政治活動を一律全面的

に禁止制限する現行法上の実態に対しては, 十分に批判検討される余地が存在する。 そこで

本節では, 公務員の政治活動の規制を正当化するために挙げられている根拠一 主に判例を通じ

て出てきた根拠- について概説し, それらの根拠の限界にう いて述べておきたいと思う。

公務員の政治活動の禁止制限の根拠を学説及び判例上からみる限り, 大きく分類してみる

ならば, 「全体の奉仕者」 説, 「公務員保護」 説, 「特別権力関係」 説の三つに分れるもの

と思われる。

(1) 「全体の奉仕者」 説

国公法 102条の合憲性について従来の代表的な判例と して, 昭和33年の3 ・ 12最高裁判決

がある。 この判決はつぎのように述べている。

「およそ, 公務員ぱすべて全体の奉仕者であって, 一部の奉仕者でないことは, 憲法15条の規定すると

ころであ り, また行政の運営は政治にかかお りなく , 法規の下において民主的且つ能率的に行われるべき

ものであるところ, 国家公務員法の適用を受ける一般職に属する公務員は, 国の行政の運営を担任するこ

とを職務とする公務員であるから, その職務の遂行にあたっては厳に政治的に中正の立場を堅持し, いや

し く も一部の階級若 し く は一派の政党又は政治団体に偏するこ とを許されないもので あって, か く しては

じめて, 一般職に属する公務員が憲法15条にいう全体の奉仕者である所以も全うせられ, また政治にかか

お りな く 法規の下において民主的且つ能率的に運営せられるべき行政の継続性と安定性も確保され うるも

のといわなければならない。 これが即ち, 国家公務員法 102条が一般職に属する公務員について, と くに

一党一派に偏するおそれのある政治活動を制限すること と した理由であって, この点において, 一般国民

と差別して処理されるからといって, もと よ り合理的根拠にもとづ く ものであ り, 公共の福祉の要請に適

合子るものであって, これをもって所論のように憲法14条に違反するとすべきらはないのであるご1)
この判決は公務員の政治活動の禁止理由と して, 「全体の奉仕者」 , 「政治 と 行政 の分

離」, 「行政の継続性と安定性」 の確保, さ らに 「公共の福祉」 など, およそ禁止制限の根拠

と して考え られるもののすべても書きつらねた観がある。 公務員の政治活動が 「全体の奉仕

者」 たるがゆえに禁止制限されるという憲法上の根拠はレ もちろん憲法15条の 「公務員は全

体の奉仕者であって一部の奉仕者でない」 と規定すると ころに求められる。 しかし憲法15条

で規定す る 「全体の奉仕者」 の意味は, すでに述べたよ うに, 一義的には 「天皇の官吏」 か

ら ヤ自民全体の奉仕者」 すなわち 「公僕」 への公務員の根本的地位の変革を明確にし, その

ことから, この憲法の下で予想せられる政党政治において, 公務員が一党一派あるいは特定

勢力の奉仕者となってはなら ないこ とを要請するこ とにある。 したがって全く一政党の利害

のみに直結する政治活動はある程度制約されざるを得ない要因は確かにごこに存在する。 し

かしながら他方, 公務員といえども国民であ り, 市民的諸権利の担い手であ り, 憲法はこ う
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それぞれに応じて異なる取扱いをする考え方; あるいは最近アj リカ

る立法の合憲性判定の基準と して判例上 しば しば採用されるL RAの

て, 公務員の公生活と私生活を分ける考え方, も っと具体的にいえば, 勤務時間中において

は政治活動を禁止制限し, 勤務時間外においてはlそれを認める考え方学丿公務員を類別し,
(3)

公務員とその基本的人権 115

した国民に主権者たる地位を与え, 政治上の権利と 自由とを不可侵の基本的人権と して与え

ている。 この公僕と しての地位から く る政治的中立性の要請と市民と して保障されている基

本的人権の保障とをいかにして調整させるかは重要問題である。 今日, この調整の原恵と し

16

る。 このよごうな状況を考える とき, 公務員が全体の奉仕者であるというこ とだけで, た とえ

それがある程度の制限の根拠とな りうるとしても√すべての公務員に一律に全面的に政治活

動を禁止することは, やはり問題の本質的解決をめざす態度にはな りえないのである。 かつ

て ワイ マール憲法 130条が 1項で 「官吏は全体の奉仕者であって, 一政党の奉仕者でない」

と定めながら, 2項で 「すべての官吏は政治上の意見の自由及び結社の自由を有する」 と定

めて, 公務員の国民と しての, 市民と しての, 私人と しての政治上の自由を保障した こ との

意味を再度考えられるべきでなかろ うか。

つぎに判例上からみるかぎり, 一応 「全体の奉仕者」 であるこ とを政治活動の禁止制限の

基本原理にしながら, その全体の奉仕者の内容及び全体の奉仕者であることから要請される

事項を具体的に挙げ, それらを政治活動の禁止制限の根拠 としているものがあるのでそれら

につ い てみ て み る。

(a) 「行政の中立的運営」

昭和33年の3 ・ 12判決が 「行政の運営は政治にかかお りな く , 法規の下において民主的且

つ能率的に行われるべきもの」 というように, 個々の公務員の職務遂行にあだっての政治的

中立とは別に, 行政の中立が確保されなければならないが故に, 公務員の政治活動を禁止し

なければならないとする見解がある。

しかしこ う した見解の論理は矛盾 しているように思える。 3 ・ 12判決がいう ように, 本来

「行政」 が 「T政治」 とかかお りな く運営される ものなら, 「行政の中立性」 確保と公務員の

「政治的中立性」 とはなんら連繋を もつものではな く , いかに一党一派にかた よった政治的

信条を もっていた と して も, 私生活における政治活動がいかなる ものでも, 公生活において

は法規の忠実な執行によって 「7行政の中立性」 の確保は可能七あるはずである。 「行政」 と

「政治」 と いう ものが不可分であるとい う前提が, 3 ・ 12判決にはあるからこそ, 政治的信

条等によって, 「行政の中立性」 が侵害さ入れるとい う論理がでて く るのではなかろ うか。 そ

れはともあれ, 「行政の中立性」 確保を公務員の政治活動禁止の根拠としでいる夕) は, 昭和

49年の11・ 6猿払事件最高裁判決においてもみられる。 すなわちそれは,

「公務のうちでも行政の分野におけるそれは, 憲法の定める統治組織の構造に照ら し, 議会制民主主義

に基づく政治過程を経て決定された政策の忠実な遂行を期し, もっぱら国民全体に対する奉仕を 旨と し,

政治的偏向を排 して運営されなければな らないものと解 されるのであって, そのためには個 の々公務員が,

政治的に, 一党一派に偏することな く, 厳に中正の立場を堅持して, その職務の遂行にあたることが必要

となるのである。 すなわち行政の中立的運営が確保され, これに対する国民の信頼が維持されるこ とは。
(5)

国民全体の重要な利益にほかならないというべきである9』

このようにこれ らの判決は 「行政の中立性」 確保と公務員の 「政治的活動の禁止」 をス ト

レー トに結びつけているが, そこには論理の飛躍がある。 なぜな ら公務員の大部分は, ひと

たび政治決定あるいは政策決定がなされた場合, その決定に従って行政を運営 していく もの

である。 ひとたび出された政治決定, 政策決定に従って行政を忠実に運営してい く要請は,

的自由を制約す

が考えられてい



いわば公務員の職務専念義務から当然に生まれて く る ものである。 このよ う に考 え る と ,

「行政の中立的運営」 は, 公務員の政治活動を禁止するこ とによって得られ右り ではな く ,

忠実な職務に対する専念, いいかえれば, 法律の忠実な執行すなわち遵法義務を課すこ とに

よってのみ得られるのである。 したがって 「行政の中立的運営」 の確保を根拠と して, 公務

員の政治活動を禁止制限するこ とは妥当でないと考える。 この点に関して今村教授がつぎの

ように述べるのはきわめて正当なので以下紹介しておく。

「行政の中立性の確保は, 議会制民主主義の基本的な枠組で, 憲法の保障する平等原則を支える柱であ

る。 したがって, 行政の中立性を維持することは, 政府の国民に対する義務にほかならないから, そのた

めに, 行政を担当する公務員に, 必要な コ ン ト ロールを加えるこ とは, む しろ当然のこ と といって よいの

である。

けれども議会制民主主義そのものが, 政治と行政を遮断するこ とによ り, その中に, 行政り 中立性を確

保する仕組みを ビルト ・ イ ソしている。 それが法治主義の原則で, 公務員は, 法律め執行に忠実であるこ

とによって, 行政の中立性に仕える役割を果しているのである。

したがって, 行政の中立性確保のために必要なコ ン ト ロールとい うのは, 本来は, 公務員に遵法義務を課

すこ とにあるもので, それによって, 行政の中立性はおのずと実現するということが, 議会制民主主義の

建前といって もよい。

したがって, この建前が貫かれ得る限り, 彼の個人と しての政治活動は全く 自由であってよいはず七あ

る。 にもかかわらず, 公務員の政治的行為が制限されな く てはならぬものとすれば, それは, 個人の政治

的立場に左右された行政執行上の病理現象が, 行政の中立性を脅かすおそれがあ り, それがまた。 行政に

対する国民の不信感となってはねかえ って く るおそれがあるか らであろ う。

この意味では, 行政の中立性確保の要請は, それ自体と しては, 公務員個人の政治的自由を制限する原

理となる ものではない。 ……公務員の個人と しての政治活動は, 本来自由でなければならないものであっ

て, それが 〔上〕 のごとき害悪を生ずるおそれのある限度において, 制限されてもやむを得ないとい うに
(6)

すぎないのである9』

㈲ 「行政の継続性と安定性」
この根拠は, 判例上は大体において単独にではな く , 中立性の確保と並列的に述べられて

いる。 昭和33年の3 ・ 12判決が 「国家公務員法の適用を うける一般職に属する公務員は, 国

の行政の運営を担当するこ とを職務とする公務員であるから, その職務の遂行にあたっては

厳に政治的に中正の立場を堅持 し, いやし く も一部の階級若 し く は一派の政党又は政治団体

に偏することを許されないものであって, かく してはじめて, 一般職に属する公務員が憲法

15条にいう全体の奉仕者である所以も全 うせられ, また政治的にかかお りな く法規の下にお

いて民主的且つ能率的に運営せられるべき行政の継続性と安定性も確保させ うるものといわ

なければな らない」 と述べ, また昭和44年の徳島地裁が 「もと よ り 〔政治活動は〕 絶対無制

限な ものでな く ……・全体の奉仕者である所以を全 う し, かつ, 政治にかかお りな く法規の下
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ある程度の制約に服すべきことは, 一般論と してやむを得ない」 と述べているがごと きであ

る。

憲法が政党政治を予想する以上, 公務員を政党政治の影響から隔離しなければならぬとい

う要請は当然に出て く る。 即ち政党政治を予想する以上, 内閣は政党内閣であ り, それは原

則と して総選挙の結果に応 じて交代する。 それは永続的 ・恒久的なものでない。 しかし内閣

の更迭ごどに公務員がその身分を失な うこ と となれば行政の継続性と安定性が保たれない。

行政の継続性と安定性を保つためには公務員は一党一派に属さず絶えず中立でなければなら

ないとい うのである。

しか し行政の継続性 ・安定性とい う基準も, 公務員の政治活動を一律全面的に禁止制限す

で民主的 ・能率的に運営されるべき行政の継続性と安定性を確保する目的のため、 公務員が
‥ △ ‥ . _ . ( 7 卜 . 、 ‥ 、



る本質的な根拠た り得ないと思う。 たぜなら公務員の労働争議のように, 集団的な活動とは

ちがって, 公務員の政治活動は単に一人だけで行な う行為で, 殆んど, その者の行為だけで,

行政の継続性 ・安定性がくずされるとはと うてい思えないからである。 このような非現実的

な観点から公務員の政治活動を一律全面的に禁止するのではなく , も し公務員が勤務中に,

国や地方公共団体の施設内で, あるいは他の職員の公務に障害を与える態様で, またその意

図を もって行なわれるような政治活動で, 実際に行政の継続性 ・ 安定性がくずされたならば,

それに対しては, 公務執行妨害罪あるいは職務強要罪と して処し うる余地があれば十分であ

ろ うと考えられる。

(C) 「国民の信頼性」

昭和44年の6 ・ 14総理府統計局事件東京地裁判決が, 公務員の政治活動の放任から生ずる

最も重視すべき弊害と して, 「一般国民に対し行政官庁の公正な運営について丿役的に不安i

不信 ・疑惑を抱かせるこ と」 を挙げ, また昭和49年の6 ・28高松簡易保険局事件第一審判決

が 「行政は国民とのかかお り合の中で運営されるものであるから, ……行政の中正, 能率的

継続的 ・安定的運営は, いずれもその実質においてそのようにあることはもちろん, 行政が〔上〕

のよ うに運営されるべきである こ とを望む国民の側からみて行政がそのように運営せられて

いるのであろ うことに対する信頼を欠いては十全を期 し得ないも のであって, 公務員は, 国

民の側から客観的にみた場合に 〔上〕 の信頼を阻害するものと評価されるようなことがない

ように十分な慎しみを も って行動すべ く公務員がかかる態勢にあるこ とは公共の福祉の上か

ら強く要請されるものといわなければならないj)と述べるように/これらの判決が, 行政の
中立性への 「国民の信頼」 確保という基準を前面に出し, 公務員の政治活動の禁止制限の根

拠と していることがうかがえる。 昭和49年の11・ 6判決においTCも, 前述の 「全体奉仕者」

「T行政の中立」 あるいは 「行政の継続性 ・安定性」 とい う根拠のほかに, この行政の公正さ

に対する国民の信頼とい う根拠が付加されている。

「国民の信頼」 とい う ような概念はまこ とに広漠と した概念である。 一体どのような基準

公務員とその基本的人権 117

18

維持が公務員の政治活動を禁止制限する根拠として挙げられると しても; この信頼性がいか

なる政治活動によって害され, どの程度に行なわれればどの程度 「国民の信頼」 が侵害され

るものとなるのか具体的に検討されなければならないこ とはい う まで もない。

しかしながら 「国民の信頼」 とい うのは, あま りに広漠と してお り具体的に検討しつかみ

得るものではない。 それにもかかわらず, これらの判決のよ うに, それを公務員の政治活動

の禁止の理由として実体化するならば, それは立法目的を拡大ないし漠然化することになり,

実質的な国民の信頼をかちとることではなしに, みかけの信頼性だけが問題とされ, この外

見的信頼性の確保のために, 結局は公務員としての地位にある以上, 職務内容, 公私の別な

くその一挙手一投足がすべて国民から注視されていると も言え るのであ り, そのためあらゆ

る場面であらゆる政治活動を禁止するとt うヽ方向に進まざるを得なく なる。 すなわち 「国民

の信頼」 維持という理由で, 政治活動を禁止することは, ただ 「公務員」 という理由のみで

政治活動を一切禁止する考え方と結果的には同一になって しま う。 そ うであるなら 「国民の

信頼」 維持というのは, 公務員である限 りはなにがなんで も政治活動を禁ずるということの

美称と しての役割を果すだけのもめで, それ自体独立した実体的な根拠と して挙げるには妥

当でないと思 う。

(d) 「公共の福祉」 「公共の利益」 「国民全体の利益」

公務員が全体の奉仕者であるこ とから, 行政の中立性が要請 され, 行政の継続性と安定性

で 「国民の信頼」 のあるな しをはかるのか検討がつかないが, けれどもかりに「国民の信頼」
(9) . ‥ _
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を保ち, 国民の信頼を確保されなければならない。 そ うすることが 「公共の福祉」 「公共の

利益」 「国民全体の利益」 に合致するものであるという考え方で, 「公共の福祉」 の根拠が

公務員の政治活動の禁止の根拠と してあらわれて く る。 「公共の福祉」 の代 りに 「公共の利

益」 「国民全体の利益」 の表現を用いているものもあるが, これらの表現は 「公共の福祉」

と同旨の意味を さ しているものとみてもさ しつかえない。 一般に公共の福祉と表現の自由と

の関係に。ついては, 基本的人権を考察する上で, 看過することのできない問題であるが, 本

論ではこれについて述べない。 しかし得て して従来の判例では, 公共の福祉を 「国家の利益」

あるいは 「国益」 と と らえ, それがために個人あるいは市民と しての基本的人権を制約でき

るものと してきた。 このような考え方は 「全体」 の中に 「個我」 を没却させるこ とにな り,

数多く の論者によって批判されてきたところである。 たとえ 「公共の福祉」 が, 政治活動の

規制の根拠と して挙げられると しても, その意味を人権相互の調整概念と して とらえるなら

ば, この理由をもって一律全面的に公務員の政治活動を禁止することは妥当でれ,ご
(2) 「公務員保護」 説 十

これは, 政党内閣においてぱ特定の政党または特定の候補者のため選挙活動をな した公務

員は, 内閣が交代した場合, 。退官, 更迭を要求されることとな り, それによってその公務員

が担当した行政が中断しあるいは能率を害せられ, 国民の側に迷惑を及ぼすとともに, その

公務員自身のためにも不利益となるとの考え方によ り, 公務員の政治活動の禁止制限を正当

づけよう とするものである。 この考え方は, スポイ ルズ ・ システムの弊害 一 公務員の利益,

身分が政治的圧力, 特に政党り 影響に よ り侵害 されるー か ら公務員 の利益, 身分を 保護す る

ために必要なのだ と説かれる。

㎜公務員法が公務員の身分保障を定晒ているのはいうまでもなjl しかしこの自分保障を理
由に, 政治活動の禁止制限を直ちに公務員の保護のためのものであるとする考え方は不適当

である。 公務員法の立法過程からみて冒頭で述べたように, 当時め公務員の労働運動が強度

の政治的色彩を帯びていたことから, 労働基本権の制限と一体をなすものと して, 公務員の

政治活動の禁止制限が拡大されたのであ り, 公務員の保護のために政治活動の制限が強化さ

れた ものとはと うてい考えがたい。 が りに裁判官のように, 司法権独立の原則からその身分

保障がきわめて強固である場合に, その身分保障の名にかくれて政治活動を行な う ことは許

されないと しでも, 身分保障の程度が裁判官の場合ほどに至らない一般職の公務員の場合は,

これと同じに論ずるわけにはいかないのである。

(3) 「特別権力関係」 説

「公務員は強制によって。 その地位についたも’のでなく , その地位にと もな うこのような

制限一政治活動の制限一があるこ とを承知して, 自発的に就任したものである。 これは, 行

政法上の観念と して, 特別権力関係と称する ものである。 この特別権力関係という言葉を援

用して説明すれば, この関係に入る者は, この関係を維持するために必要な制限に服するこ

とを要する とい うこ とは従来も認められた観念である。 この関係に入る者は, その限 りにお

いて制限をうけるのであらて, 決して国民としての基本的権利を剥奪されるのではないご特
別権力関係説とはこのような理由から公務員の政治活動の制限を正当づけようとする考え方

であ る。

周知のよ うに従来, 公務員の勤務関係をいわゆる特別権力関係の代表的なものと して説明

されることが多かった。 要するにこの理論は, 国家と国民との間の一般権力関係は, 統治権

に基づく ものであ るから, そこにおける権力の行使に対しては, 憲法による基本的人権の

保障があ り, また 「法律による行政」 の原則が支配するのに対 して, 公務員関係は本人の同

19
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意に基づいて成立する特別の権力服従関係であるから, そこにおいては国家, 行政主体は,

必要な限度において法律犀基づく こ とな く包括的な支配権を行使するこ とができ, かつその

支配権に基づ く命令, 処分比対して公務員は訴訟で争うこともできないとするのである。

そもそもこ の理論は, 19世紀 ドイ ツ公法学の所産であ り, ドイ ツ的立憲君主主義下の官僚

制に照応 して生まれてきた。 すなわちそこでは, 第一に官吏関係への法律の不適用が主張さ

れ, 第二に官吏関係への司法権の不介入が主張され, 第三に君主への忠誠義務が主張される

のである。 こ のよ うな理論は, まさに明治憲法下の 「天皇の官吏」 の身分関係の特色の説明

には適切な理論であった。 しかしこの理論は, 国民主権の現憲法下の公務員制には不適当な

理論である。 現制度下の公務員の地位は, 国民固有の選定, 罷免権に基づく こ ととな り, 公

務員制度は, 法律による民主的統制に服することとな り, また公務員に対する不利益処分に

は司法的救済が認められるこ と となったからであ る。 一

現憲法下での特別権力関係不定論は多くの論者によって論ぜら五ていご 第一に, 公務員
が上司の指揮命令に服して公務に従事しなければならないのは, 労働者が使用者の指揮命令

に服 して労務に従事しなければならないのと同じこ とであ り, こ とさ ら公務員の勤務関係に

おいて特別権力関係を設定 しなければならない合理的理由が存しないこ と。 第二に, 憲法73

条4号の規定からみる と, 文言の上では, 公務員関係に法治主義の適用が排除さごれないと解

すべきであって, むしろ現憲法は特別権力関係理論を否定しているものと解すべきである。

こ う した考え方から, この特別権力関係を もって, 公務員の政治活動の禁止制限の根拠とす

るのは妥当でないといえる。 十

なお特別権力関係の理論を直接に公務員の政治活動の禁止制限の理由と した ものは, 最高

裁をはじめ下級審の判決においてもみあたらない瑞 従来公務員の勤務関係をみるに有力な
学説であったので, 公務員の政治活動の禁止制限の根拠と しての一理論と して挙げた しだい

である。 l

(注)

(1) 昭和33年 3 ・ 12最高裁判決, 刑集12巻 3号 502頁以下。

(2) 佐藤功, 憲法解釈の諸問題 118頁。

(3) この調整原理は主にイギリスにおいて採用されている。 この考え方の基本的特色は, 二つの要請すな

わち第一は, 「民主主義社会においてはすべての市民が国事に対して発言権を有し, できるだけ多く の

市民が公的生活に積極的な役割を演ずるこ とが望ましい」 とい うこと, 第二は, 「公務員における政治

的公正の維持と, その公正に対する信頼は政府の機構の本質的な部分と して公共の利益が要求するもの

である」 ということを妥協させる点にあるといわれる。 しかも制約の程度は, 公務員の職務の性質と一

般国民に対する関係によって異なるとい う考慮から, イギ リスにおいては, 公務員は三つのグループに

類別され, 全体の八割に及ぶ中級, 下級の公務員に大巾に政治活動の自由が認められているとい うこと

である。 芦部信喜, 「公務員の政治活動禁止の違憲性」 判例時報519号14頁参照。

(4) L RA の基準とは, 目的は正当で実質的でも, その目的がよ り制限的に達成されうる ときは, 基本的

な個人的自由の息を広汎にとめるような手段で 目的を追求するのではなく て, 同じ基本目的を達成でき

るよ り制限的でない他の選びうる手段 (less restrictive alternatives) に照ら して考察されなければ

ならない という趣旨の基準である。 このL RAの基準を政治活動規制立法の合憲性判定の基準と して採

用すべきであると芦部教授等によって提唱されている。 芦部信喜, 「公務員の政治活動規制立法の合憲性

判定基準」 ジュ リス ト 505号 941頁。

(5) 判例時報757号34頁。 卜

(6) 今村成和, 「公務員の政治的自由の制限と違憲審査基準」 人権と裁判37頁。

(7) 刑事裁判月報44年度 1巻3号317頁。 レ

(8) 判例時報 747号48頁。
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(9) 荒教授は, 公務員の政治的行為の制限の包括的理由と して公務に対する国民の信頼性の維持を挙げて

いる。 そ してその国民の信頼性を分析 し, 0 公務の公正性に対する信頼と, (二)国家の存立そのものに対

する信頼の二つのタイプがあると している。 そして(二)の現行憲法にもとづく国家の存立そり ものに対する

信頼を危 くするが如き政治的行為が制限されるのは当然と しつつも, 凡ゆる職種について云えるのでは

な く , 国家を窮極的に支えている制度化された実力を伴 う職務一警察, 軍遂一についてと く にいえると

し, また0 については, ある政治的行為を行 うことが直ちに, その公共性へり信頼を害するに至ると認

められるほどの職務かどうか, またその行為の態様などは個別的具体的に表現の自由との慎重な比較検

討が必要であることはいうまでもない と されている。 荒秀, 「判例, 判定にみられる公務員の政治的行為

の制限」 公法研究33号 127頁。

㈲ 昭和37年の8 ・27佐賀地裁判決は, 公務員の労働事件に関する判決ではあるが, 「公共の福祉」 を人

権相互間の調整概念と して用いている。 つま り一律に公務員といっても権力行使にたずさわるものから,

単純労務を行うものに至るまで多岐多様であること, また争議行為の方法にもいろいろの態様のあるこ

とを述べ, 「かく して, 具体的事案においては, 地方公務員の勤務条件の劣悪の程度, 人事委員会の勧

告の実施状況, 争議行為の主体と方法による住民の不利益の性質, 程度等を総合して, 地方公務員が争

議権を剥奪されたことによって具体的に蒙る不利益, 住民が地方公務員の具体的な争議行為によって受

ける不利益とを比較考慮するとき, 住民の受ける不利益の方が地方公務員の受ける不利益よりもはるか

に小さい場合もあ りうるこ とは想像するに難く ない。 すなわち地方公務員の争議行為といえども, 人権

相互間の実質的に公平な調整とい う意味における 「公共の福祉」 に反 しない場合があ りうるの七ある」

と述べている。 下級刑集4巻7 ・ 8号 713頁○ ’

㈲ 国公法75条は。「職員は, 法律又は人事院規則に定める事由による場合でなければ, そり意に反 して,

降任され, 休職され, 又は免職される こ とはない。 職員は, 人事院規則の定める事由に該当するときは,

降給されるものとずる」 と定め, 地公法 も同旨の身分保障規定を もっている。

㈲ 岡部史郎, 「『公務員の政治的行為一人事院規則14- 7 - 』 について」 法律時報21巻12号46頁。

㈲ 和田英夫, 「特別関係論への疑問(二)」 法学セ ミナー1967- 2 , 75頁。

㈲ しか しこの理論を肯定的に前提した上で事件に判断を加えていると推測されるものはある。 それらの

判決については, 川上勝己, 「特別権力関係における基本的人権」 日本国憲法体系8巻 137頁参照。

5. お わ り に

公務員の政治活動の禁止と制限が許 されるかどうかを考察することが本論の目的であった。

そしてすでに公務員といってもその種類は多岐多様であ り, すべての公務員を一律にしてこ

の問題を論 じえないこと, また公務員の政治活動の禁止制限を可能と している従来の判例あ

るいは学説の中で, その理由づけとな っている根拠を挙げ, それらの限界についてみてきた。

従来の判例, 学説の中には, 「全体の奉仕者」 , 「公共の福祉」 , 「行政の中立性」 , 「行政の継

続性と安定性」 , 「国民の信頼」 あるいははては 「公務員保護」 や 「特別権力関係」 等を根拠

に挙げ, 立法目的がそれらに適合していれば, これと関連する手段は当然に正当化されると

いう考えが読みとれる。 しかし重大な人権制限を内容とする立法の違憲審査において, これ

らは適当なアプローチとはいえない。 そこで再度, 公務員とその政治活動の自由について考

察する場合の視点とい う ようなもの̀を整理しておきたいと思 う。

公務員とその政治活動の自由を考察する場合, まず念頭に入れられるべきこ とは, これは

公務員だけに限らず一般的に言えるこ とではあるが, 現代社会における政治活動の重要性と

いうものである。 猿払事件の第一審判決 ・第二審判決およびその他の下級審の判例のなかに

は, 政治活動の自由が, 国民の基本的人権の中で占めることのほか重要な意義に対する真摯

な認識が共通 してみられた。 例えば猿払事件第一審判決は 「政治活動を行 う国民の権利は,

立法その他国政の上で最大の尊重を必要とする国民り基本的人権の中でも最も重要な権利の
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一つであると解される」 といった表現を用いていた し, 同第二審判決では, さ らに具体的に

「凡そ民主政はその自らの政治過程の裡に…柔軟な復元機能を喪うことな く保持する限 りに

おいて生存 しうるという意味において, 言論の自由ないし政治活動の自由こそがまさに民主

制の中核と してその死命を制する根本原理というべきであるから, 如何なる理由原因に よる

にせよひとたび 〔上〕 の自由が制約されるにおいてはそれ丈 〔上〕 の復元機能は柔軟性を喪

こともありうる…….J」”と述べている。 これらの判決及び11・ 6猿払事件最高裁判決の少数意

見が述べるように 「政治活動の自由は, 自由民主主義国家において, 統治権力及びその発動

を正当づける最も重要な根拠をなすものと して, 国民の個人的人権の中でも最も高い価値を

有する基本的人権である」 とい う前提に立つならば, も と よ り基本的人権と しての政治活動

が絶対無制限のものでないはと しても, 公務員とその政治活動の自由の問題の命題としては,

公務員といえども政治活動は保障されなければならないという座標にまず立つべきであると

いうことが考えられる。 まずこ う した座標に立った上で, この命題からはずれる特殊の例を

演鐸的にさ ぐ り出していく方法論が必要ではなかろ うか。 こ う した視点に立つならば, 公務

員の政治活動を一律全面的に禁止している現行公務員法は, 違憲性の推定を うけざるを得な

いものといえる。 しかるに昭和33年の3 ・21最高裁判決及び昭和49年の11・ 6最高裁判決を

通じての最高裁の態度は, 公務員の政治活動は禁止されるべきであるという命題に立ち, そ

れからはずれる特殊の例を一切認めないとい う立場に立っている。 か りに百歩ゆずって, 一

由が, 公務員のもつ憲法上の特殊の地位から して, 公務員の場合はある程度制約されて もや

む,を得ないという命題に立つと しても, そのごとの故に, 二律全面的に公務員の政治活動を

禁止している現行公務員法を合憲とするには少し短慮に資する。 今日の判例, 学説のほとん

どは, その制約の度合いおよび根拠についてはそれぞれ差があ りつつも, ある程度の制約は

やむを得ないとする前提に立っ ていると思われる。 そのよ うな前提に立った上で, 特に下級

審においては, その場合 「必要最少限度」 のものでなければならないとする条件を導き出し,

学説において も, 「よ り制限的でない他の選び うる手段」 ( L RAの基準) が提唱され うる
(3)

のである。

ところで公務員とその政治活動の自由について考えるとき, いかなる命題に立つべきかは

別と して, 一律全面的に禁止という思考方法ではな く, 演鐸的にしろ帰納的にしろ, それぞ

れ個々のヶ - スに応 じて, その時々の社会状況または公務員の種類, 職務内容あるいは政治

活動の態様等を勘案して個 具々体的にその制約の是否について決定せざるを得ないというの

が結論的に達する考え方である。 その場合, 誰が何時何処でどのよ うな方法で如何なる 目的

を もって政治活動をな したのか, それがまた公務員のもつ憲法上の地位である 「全体の奉仕

者」 あるいはそのこ とから要請される ・「行政の中立性」 , 「行政の継続性と安定性」 , 「公共の

福祉」 または 「国民の信頼」 等と どの程度抵触するのかを個々具体的に徴密に検討 されなけ

ればなら ないのである○

「誰」 がという問題になれば, 公務員のなかでも直接政治決定, 政策決定を なし, 公権力

を執行する ものもあれば, それを補佐する ものもあ り, 全く単純な機械的労務を提供するも

のもあろ う。 また 「何時何処で」 というこ とになれば, 勤務時間中であったか勤務時間外で

あったかあるいは休憩中であったかとい う時間的問題, それに国又は地方公共団体の施設を

利用 していたかどうかとい う場所的問題もある。 さ らに 「どのよ うな方法で」 とい う こ とに

なれば, ビラ貼 りもあ り内閣打倒の集会もあ りデモ行進もあ り破壊活動もありその態様は千
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差万別である。 政治活動の 「二目的」 についてみてみても, 憲法を支柱としてみた場合, 大き

く分けて二つに分析できる。 その一は, 反憲法体制的な政治活動であ り, その二は, 憲法を

守ろ うとする政治活動である。 反憲法体制的な政治活動を現行憲法が認めるというのは, 自

分の首を 自分で締るよ うなもので矛盾することになるが, こ う した矛盾は民主主義の当面す

る最大のパラ ド ックである。 実力に訴えた反憲法体制的破壊活動が現行法の下では処罰され

うると しても, そ う した思想そのものには絶対的な自由の保障が与えられ, またや り方によ

っては反憲法体制的政治活動といえどもその保障が与えられなければのは民主主義のもつ本

来の精神であろ う。 それに反して憲法体制を守ろ うとする政治活動は, 一般人であれ公務員

であれ, 権利というよ りはむしろ義務と して憲法上課せられたものであ り, 特に公務員の場

合は, 憲法遵守義務あるいは全体の奉仕者たるがゆえにそのことが強く いえるのである。 こ

のよ うに 「誰が何時何処でどのような方法で如何なる 目的を も って」 政治活動をな したのか

という点に関してだけでも, それらを一律に論じきれない要素があ り, さ らにそ う してなさ

れた政治活動が, どの程度, 公務員のもつ憲法上の地位から要請される事項を侵害 している

かを検討することも重要な要素である。 侵害の程度には軽重の差があ り, その軽重の差によ

って, 許容される公務員の政治活動にも枠がでて く るはずである。

ところでこれらの諸要素を前提と した個々具体的な検討は今後の考察にゆだねるとしても,
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基準が立てられているのは周知のごと く である。 しかるに11 ・ 6猿払事件最高裁判決が, 公

務員の政治活動のすべてが自由に放任されるときに生ずる弊害と しでいるのは, 「職務の遂

行ひいてぱその行政機関の公務り運営に党派的偏向を招くおそれ」 や 「行政の中立的運営が

歪められる可能性」 であ り, さ らには 「議会制民主主義の政治過程を経て決定された国の政

策の忠実な遂行にも重大な支障を きたすおそれ」 なのである。 そ して判決は, こ の よ う な

「おそれ」 にそなえて公務員の政治活動を禁示することは, 「Tまさに憲法の要請に応え, ・公

務員を企む国民全体の共同利益を擁護するための措置にほかならない」 と論 じている。 この

ように 「おそれ」 を もって基本的人権たる公務員の政治活動り 自由を禁止する論理は, 「明

白且つ現在の危険」 から も批判される余地があるが, さ らに判決は, これらの 「おそれ」 が

あると認められる政治活動を禁止することは, 「公務員の職種, 職務権限, 勤務時間の内外,

国の施設の利用の有無等を区別することなく , あるいは行政の中立的運営を直接, 具体的に

損う行為のみに限定されていなX, ?!j と結論づけているこ とは, 公務員の実態を故意に見失っ

た形式論, 抽象論, 観念論とい うべきである。 まさに 「おそれ」 を防止するために, 公務員

である以上は, なにがなんでも, その政治活動を禁ずる とい う考え方ではなかろ うか。 筆者

が冒頭において, 11・ 6猿払事件最高裁判を 「やた らに闘争的に」 と評 したのはこのよ うな

ところによるのである。 最後にこのような最高裁の態度は, やがて自然淘汰されるとは思う

ものの, 小林教授の言をか り, 「最高裁の裁判官諸氏がここらで本当に思いきった ゛発想の

転換″でも しない限 り, 一般の間で裁判陽対する嘲笑や軽蔑や憎悪を引きおこすのは必定で

あ り, 裁判に対する信頼は根底から くずれ, 司法にと って非常に重大な危機を提するものと

思われる」 と今日の最高裁の異常性を再度指摘するこ とで本稿を終えておく。

(注)

(1) 刑事裁判月報 1巻 6号 703頁。

(2) 「優越的地位」 (preferred position) の理論とは, 自由権を言論出版の自由, 集会の自由, さ らに

は信教の自由のごとき, いわゆる近代国家における基本的人権のうちでも最も基本的なものと考えられ

る精神的自由と, 他方, 近代資本主義形成の基盤をな した経済的自由権, すなわち, 財産権や契的の自
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一般的に基本的人権を制約する場合は, ダ「明日かつ現在の危険」 の存するときに限るという
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由との二種に分け, 前者の自由権, すなわち表現の自由が, 経済的自由に比 して, 憲法構造において優

位を占め, と く にそれを制約する立法には 「合憲性の推定」 が排除されるという理論である。伊藤正己,

言論, 出版の自由を参照。

(3) このLRAの基準の採用には, 学会において も意見の対立がある。 一方では, 表現の自由の違憲性が

問題と なっている際に 「よ り制限的でない他の選び うる手段」 という考え方を持ち出すのは 「問題のす

りかえ」 だとい う ( 今村前掲27頁) 批判があ り, 他方では, この基準のす ぐれた側面を強張し, 「わが

国の憲法解釈上も十分に有用性を もちう る」 (芦部前掲論文) とと く積極論がある。 思うにこり基準も,

「必要最少限度」 の基準も, そのよって立つ前提は, 「ある程度の制約はやむなし」 という前提で, そ

の前提そのものの適否が問題となっている時に, いきな りこれらの基準をもち出して く るのは, 疑問の

ある と ころであ る。

(4) 「明白かつ現在の危険」 の基準については, 拙稿前掲論文(三) 140頁参照。

(5) 判例時報 757号34頁。


