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「中間選挙後の米国と世界：立憲主義と最高裁の視点から」 

日本記者クラブ研究会  11 月 22 日 

 

1. お話したいこと 

- アメリカの政治において、司法（特に連邦最高裁）が果たす役割。 

- アメリカの国のかたちの中で、司法が占める位置、その将来。 

- 民主主義、立憲主義、法の支配と、世界の中でのアメリカの地位、意味。 

 

2. 2022 年中間選挙の結果 （2022 年 11 月 19 日現在） 

連邦議会上院選挙：５０（民主党）、４９（共和党）（総議席数１００） 

連邦議会下院選挙：２１８（共和党多数獲得）、２１２（民主党）（総議席数４３５） 

州知事選挙：２５（共和党）、２４（民主党） 

 

3. 2022 年中間選挙結果への最高裁判決の影響 

投票者にとり最も重要な問題（Edison Research 出口調査  CNN 報道 11 月 12 日） 

(1) インフレ（31%） 

(2) 妊娠中絶（27%） 

中間選挙に臨む米国民の重要関心事 （Pew Research Center 2022 年 10 月) 

(1) 経済：92%（共和党支持）65%（民主党支持)  79%（平均） 

(2) 民主主義の将来：70（共）80（民）70（平均） 

(3) 教育：60（共）66（民）64（平均） 

(4) 医療制度 (health care)：42（共）79（民）63（平均） 

(5) エネルギー：63（共）63（民）61（平均） 

(6) 暴力犯罪：74（共）45（民）61（平均） 

(7) 選挙制度と投票システムのあり方：57（共）64（民）58（平均） 

(8) 銃規制：56（共）62（民）57（平均） 

(9) 妊娠中絶：39（共）75（民）56（平均） 

(10) 最高裁判事の任命：52（共）69（民）55（平均） 

（移民、外交、連邦政府の規模と権限、気候変動、人種民族、

 トランプ大統領の捜査、バイデン大統領の捜査、コロナウィルス、と続く） 

（下線は最高裁判例あり、もしくは最高裁に関連） 

 

4. 最高裁の判決が、なぜ選挙の争点となり結果に影響するのか？ 

- 最高裁が違憲審査（司法審査）権を確立・行使してきたから。 

- 最高裁が違憲審査権の行使により、困難な政治問題の解決に当たってきたから。 

- 政治目標達成の手段として、最高裁への憲法訴訟提起がなされたから。 
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- アメリカの国のかたちに、矛盾する２つの原則が共存するから（修正民主主義）。 

高次の法、すなわち憲法の絶対性（立憲主義、法の支配の原則）。 

主権在民、すなわち国民の権限の絶対性（民主主義、多数決主義）。 

- 最高裁判決が、重大な政治問題の帰趨を左右するから。  

- 最高裁判決が選挙の結果を左右するから。 

- 選挙の結果が、将来の最高裁判決の方向に影響するから。 

 

5. 選挙の結果が、なぜ最高裁判決に影響をおよぼすのか？  

- 大統領が、最高裁ならびに他の連邦裁判所判事の任命権を有するから。 

- 連邦議会上院が、大統領の指名する連邦判事の承認権を有するから。 

- 各州知事と州議会議員が、州裁判所判事の任命権・承認権を有するから。 

- 州内務長官が連邦選挙の決定権、州司法長官が憲法訴訟の提起権を有するから。 

- 選挙の結果が、連邦司法・州司法の判決の方向を一定程度変えるから。 

 

6. 最高裁判事は、政治的な影響の大きい事件の判決をどのように下すべきか。 

- 正しい判決とは何か？ 

政治的に「正しい判決」：自分の立場に合致する判決。 

司法的に「正しい判決」：正しい憲法解釈に基づく判決。 

- 正しい憲法解釈とは何か？ 

憲法の意味を法律の専門家として、政治的な観点は考慮せずに解釈。 

保守的な憲法解釈と進歩的な憲法解釈。 

- 保守的な司法解釈 

あくまでも条文の意味、制定者の意図を通じて解釈。 

（原意主義、条文主義）。 

選挙で選ばれない判事は、個人の政治的価値観・主観を交えず、法律家と

して厳格に解釈。 

憲法解釈・違憲判決をなるべく控える（司法消極主義）。 

国民の判決評価を考慮しない（憲法改正による判決否定可能）。 

結果よりもプロセスを重視。 

- 進歩的な司法解釈 

条文の意味、制定者の意図を考慮するが、条文の意味が曖昧な場合には、

現代の価値観・道徳観を汲み上げて、可能な範囲で拡大解釈も行う（司法

積極主義）。Living Constitution. 

時にプロセスよりも結果を重視する。 

憲法に書いてない権利が憲法上の権利として認められるか？認めるべき

か？ 
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7. 中間選挙と国内政治  

- 直接的な影響 

連邦議会上下院における共和党と民主党の勢力を決定。 

最高裁判事の任命承認権を有する上院の多数を決定。 

- 間接的な影響 

民主党、共和党の全般的な勢力趨勢を示す。 

2024 年の大統領選挙候補選定の開始。 

- 長期的な影響 

国家としての合衆国の方向性を示す。 

合衆国市民の政治的要求、価値観、民主主義観、憲法観の計測。 

 

8. 中間選挙と国際政治  

- 日米関係に大きな影響はない。対中、対ロ、対日政策ではほぼ両党派外交。 

- ただし長期的にはアメリカの分断、民主主義の弱化は、国際政治に影響する。 

アメリカ民主主義の健全性・力強さと、アメリカの国際的影響力の関係 

ジョージ・ケナン X 論文、 

"To avoid destruction the United States need only measure up to its own 

best traditions and prove itself worthy of preservation as a great nation.“ 

『20 世紀を生きて』 

「米国が世界になし得る最大の尽力は、国内を整頓し、アメリカ文明を

端正、人道、社会的成功の模範とし、他国民の参考に供することだ」 

- 「民主主義・立憲主義、法の支配の原則」対「権威主義・独裁主義」の優越を

めぐる米中対立。 

 

9. アメリカの民主主義、立憲主義、法の支配の原則は、今後も維持できるか？  

- 楽観論： 

中間選挙後のトランプの影響力低下。 

民主主義の将来への懸念：国民が中間選挙で表明。 

対立は、アメリカの国のセーフガード。 

歴史の教訓：リンカーン大統領 “the better Angel of ourselves” 

- 悲観論： 

より深い分極化？ 

民主主義への懐疑増大？選挙結果への不信感増大？暴力の正当化？ 

立憲主義、法の支配の原則の軽視？権威主義への傾斜？ 

-  楽観的な見方をあえて取る。 
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 これしかない 

- ブライヤー判事の引退演説 (2022 年 1 月) 

「アメリカはあらゆる人種、宗教、そして考え方を有する 3 億 3 千万人

からなる複雑な国家です。そんなアメリカの国民が相互間の争いを法の

もとで解決することに同意しているのは、ほとんど奇跡に近い。（中

略）ですからこの国の将来について懐疑的な若者に私は言うのです。

『立憲主義と法治主義を取り入れていない国で、何が起こるか見てごら

んなさい』」 

- エイブラハム・リンカーン「ゲティスバーグ演説」 

最終的には国民の意志で決まる。 

Four score and seven years ago our fathers brought forth on this continent, 

a new nation, conceived in Liberty, and dedicated to the proposition that 

all men are created equal. . . .  

It is for us the living, rather, to be dedicated here to the unfinished work. . . .  

We here highly resolve that . . . this nation, under God, shall have a new 

birth of freedom -- and that government of the people, by the people, for 

the people, shall not perish from the earth. 

Abraham Lincoln, November 19, 1863 

- 憲法の制度設計の堅固さ。 

合衆国憲法が、制定以来ほぼそのまま機能してきた。 

政治は引き続き混乱を繰り返すが、制度は機能し続ける? 

対立を内蔵した憲法の仕組み Federalist No.51 

政治勢力の対立と個人の野心で、自由が守られる。 

決して状況は著しく改善されないが、制度は機能する。 

- 最高裁にできること 

最高裁にできることには限界がある。 

最高裁への国民の信頼低下。 

中立的立場の維持と公正な憲法解釈の継続 

Bickel 最高裁の役割 Enduring Values を示す。 

公正な調停者としての国民の信頼回復 

また最高裁に全面的に頼るのは民主主義の弱化につながる。 

- ブッシュ大統領（息子）の就任演説 

We have a place, all of us, in a long story--a story we continue, but whose 

end we will not see. 

 


