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︵2︶
院︶の信任を︑その在職の要件とすることである︒

イギリスにおける内閣の連帯責任性の成立過程

目次

の組織︑地位の強弱︑相互のコントロールの手段の配分に応じて︑もろ

﹁君主制︑共和制の別︑議会と内閣

二 政治的弾劾の意義

もろの型が生じ︑特定の型が憲法で定められている場合でも︑広い運用

ひと言で議員内閣制と言っても︑

三 大臣の個別的責任性の発達

上の余地があり︑政治過程の進行において制度の内容が大きく変遷する

一 はじめに

四 内閣の連帯責任性の始まり

と︑政府を構成する大臣が議会に議席を有すること︑政府と議会との間

が議会に対して政治責任を負い︑議会の信任が政府存立の要件であるこ

ことも稀ではない﹂のだが︑議員内閣制の一般的な特徴としては︑政府

はじめに

五 おわりに

一

議員内閣制とは︑立法府と行政府とがいちおう分立した上で︑行政府

ヨ︒三︶を採用している︒かつて︑その形態はイギリスの制度をモデル
︵1︶
としたものであるとされていたが︑現在では争いのあるところである︒

ている︒差異が生じた原因としては︑行政権の把大化と︑それにともな

述べたような議院内閣制の定義とは︑実際上︑かなり異なる現象が生じ

ところで︑今日では︑日本ばかりではなくイギリスにおいても︑右に

周知のように︑日本国憲法は︑議員内閣制︵勺自・ユ冨ヨ①三︒蔓σqo＜①；ー

が立法府−両院制の場合には主として下院であるーに対して政治的

う議会の役割の低下ということが︑よく指摘されるところである︒

に均衡が保たれるよう︑多かれ少なかれ互いに他を抑制し︑コントロー
︵3︶
ルする手段が設けられていること︑の三点が挙げられよう︒

な責任を負うということ︑言葉を換えて言うならば︑政府が議会︵下

一

一 1

石

の中で︑議会主権の原則について説明している︒すなわち︑議会主権と
は︑

そこで︑本稿では︑典型的な議院内閣制を採用していると言われるイ
ギリスにおいて︑内閣が議会に対し︑連帯して責任を負うようになるま

する権利を持ち︑さらには︑どんな人や組織であろうとも︑イギリスの

﹁議会は︑イギリス憲法の下で︑あらゆる法を作り︑あるいは廃止

でには︑どのような過程を経てきたのかという問題につき︑歴史的な憲

法によって︑議会の立法をくつがえしたり︑または排除したりする権利

それでは︑議会主権の原則を採用するイギリスにおいて︑内閣は︑議

︵1︶
以下のことも意味しないのである﹂︒

を有することは認められない︑という以上のことは意味しないし︑それ

法考案を試みたいと思う︒

内閣の連帯責任性の生成に関して考察する場合︑次の三段階に分けて
分析を行なうこととする︒すなわち︑第一に︑大臣の責任を問う方法と
して︑弾劾︵一∋℃︒p︒︒ゲヨ雪︻︶という手段が行使された時期︑第二に︑

会に対し︑どのように責任を負うようになっていったのであろうか︒

イギリスにおける内閣の連帯責任性の歴史を理解するためには︑議会

大臣が︑議会に対して︑個別的に責任を負うようになった時期︑第三
に︑議会に対し︑内閣が初めて連帯責任を負った時期である︒これら三

が大臣の責任を問う方法として︑弾劾という手段が行使されていた時期

政治的弾劾

︵℃︒一三畠＝∋℃窪︒ゲ∋①三︶と言われる︒

﹁大臣に対する法的コントロール手段として︑弾劾の手段を利用
︵2︶

を︑最初に考察する必要がある︒ここで取り上げる弾劾は︑議会が︑言
わば︑

した﹂もので︑

ところで︑弾劾の起源は︑古くエドワード三世︵国自≦四三目︶の時代

の平民を︑上院︵＝O口ωOOh︼じO﹁ユω︶に告発したのである︒ラティマー

およびネヴィル︵旨07コリ40く＝︶とリオンズ︵蜜昏⇔﹁ユピ︽o霧︶ら四人

︵Oooユ聞m＝冨∋窪け︶において︑貴族のラティマー︵≦≡冨ヨr帥二∋①﹁︶

て︑後に弾劾の起源とみなされる手段を行なっている︒下院は︑善良議会

にさかのぼる︒一三七六年に︑下院︵︸幽O唱oq①Oh︹UOヨヨ○＝oo︶は︑初め

一2一

つの時期における議会と内閣との関係を考察しながら︑連帯責任性の成

作間忠雄﹁イギリスの議院内閣制﹂法学二〇巻一号六頁︒

立へと発展する過程を明らかにしてみたい︒

︵1︶

清宮四郎曄佐藤功編集・

︵2︶ 宮沢俊義﹁議員内閣制のイギリス型とフランス型﹂比較法雑誌一巻一号
一〇二頁︒

︵3V 阿部照哉﹁日本国憲法における議院内閣制﹂

憲法講座囹一七〇1一七二頁︒

政 治 的 弾刻の意義

らは︑フランスのカレi港からウール繊維を運ぶにあたって︑国王に法

二

イギリスでは︑一六八八年に生じた名誉改革︵︵︸一〇﹁一〇二ωカ①＜〇一口θ一〇＝︶

︵3V

り受けたので︑軽罪︵ゴP一〇〇﹂①dPO即づ○﹁︶の廉で弾劾されたものであっ

外な利子をとって金を貸し︑かつ債権者から国王の負債を価値以下で譲
﹁憲

を契機に︑議会主権︵ω︒＜①邑σq三︽︒︷評﹁＝9∋①三︶が確立された︒名

誉革命からおよそ二〇〇年後にダイシイ︵≧げ①二く°O剛︒建︶は︑

法序説﹂︵一三﹁o含︒二〇コδチ①oり一二畠9チ①ピ餌≦︒＝7①Oo諺一一ε＝8︶た︒

L

注

また︑＝二八六年に︑サフォーク伯︵ζ8訂色二Φポ℃2ρ

国国＝

︒︷Qりロ凄︒一犀︶の弾刻事件が起こっているが︑同伯の弾刻によって︑下院

が国王の大臣を弾刻するという権利を新たに獲得したということが確認
︵4︶

とミッチェル︵OQ一門一り﹁薗コO一1−

︵7︶

7画一蝕07①一︶が弾劾されたのである︒モンペ

ソンとミッチェルは︑詐欺︑暴行︑職権濫用の罪を問われ︑上院は︑両
者に対し有罪の宣告を与えた︒

は︑より重要である︒なぜならば︑ベーコンは︑国王の大臣だったから

Ud9−OOコ︶の弾劾事件

しかしながら︑サフォーク伯の弾劾以降は︑長い間下院は︑弾劾権を

である︒ベーコンは︑形式上︑収賄の廉で弾劾されたのだが︑実際は︑

そして︑同じ年に起こったベーコン︵﹁﹁O昌〇一ω

行使していない︒弾劾権が長期間活用されなかったことの背景には︑国

国王の政策に対する責任を肩代わりさせられたものであることは︑明ら

されたこととなる︒

王の側も︑自己の敵に対して等しく弾刻という武器を行使しうるという
言いかえるならば︑上院が国王を支持しさえするなら︑弾劾と

かであった︒ベーコンは︑罰金を課せられた上に︑ロンドン塔に幽閉さ
︵8︶
れ︑その後一切の公職につくことを禁じられることとなった︒

こと

いう武器も︑下院にとっては︑あまり役に立たなくなるのであるーが

セクス伯︵＝oコ巴O冨三芭9国゜・＝o＝≦α飢一①のo×︶に対して︑弾劾権

さらに︑一六二四年には︑大蔵卿︵ピo＆ギ①霧ロ曼︶であるミドル

︵5︶
れたのである︒同時に︑権利剥奪法︵＞O︻Oh＞け︹O帥＝α①﹁︶がしばしば

が行使された︒同伯が弾劾されたことによって︑ベーコン事件の際に復

あって︑この事実が認識されたために︑弾刻の手続は︑まもなく断念さ

活用されたことも︑弾劾権が行使されなかったことの理由である︒弾劾

活した国王の大臣を弾劾するという下院の権利がより強固なものとさ

︵9︶
れ︑憲法上の権利として完全に確立されたものと言える︒

にかわって︑権利剥奪法が用いられたということは︑議会の勢力が弱ま
り︑国王のコントロールを受けるようになってしまっていたということ

件が重要な意味を持つ︒同公の弾劾案が︑下院の代表者によって上院に

チャールズ一世︵O訂＝窃H︶の時代になると︑＝ハニ六年に生じた

提出された際に︑ディッガース卿︵Qo一同一︶二山一︽一︶一αqαq①の︶とエリオット

である︒なぜならば︑ ﹁弾劾は國王と衝突した場合︑後者が前者を強要

は︑國王の裁可を必要とするから畢寛國王と國會との一致したる徴誼で

卿︵Q∩帥﹁﹄07昌閏い＝O猷︶の述べたことが︑二つの憲法上の原則を生み出し

バッキンガム公︵O①o﹁σq①＜三冨﹁ωゆ∪多①o︷しロニ︒三コσq冨ヨ︶の弾劾事

あるからである︒事實上︑拾七世紀に至る迄︑この法律は國會が專制君

たのである︒すなわち︑前者は﹁英國の法律は國王が悪しき若くは不法

して︑その大臣を制裁せしめることを目的とするけれども︑人権喪失律

主の手足となって︑椹臣を慮刑する場合︑若くは國會の多敷窯がその反
︵6︶
封側の領袖を摘る㌧機關として利用せられたのである﹂︒

なる事を命令する能はざることを教へて居る︒何んな悪しい事件が績饗

しても︑其等の企學を執行したものが︑責任を負はねばならない﹂と主

しかしながら︑スチュアート朝の時代になると︑議会の勢力が再び強
まり︑弾劾権の行使が復活した︒一六二一年に召集されたジェームズ一

張した︒このディッガースの主張は︑

﹁国王はいかなる悪もなし得ず﹂
世︵一自︒ヨ①゜︒一︶の議会において︑モンペソン︵ω騨O＝︒°・ζ︒∋℃①ωω8︶

一3一

のまま次の会期に継続される旨の決定を下したのであった︒ハラム

︵子①スぎσQ8旨匹︒昌︒ミo昌σq︶という原則を言い表わしたものであ散や停会という事態が生じた場合には︑ひとたび提起された弾劾は︑そ
︵12︶
る︒そして︑後者は︑ ﹁諸卿よ︑余は信じ能はざれども︑假りに陛下が

爵︵バッキンガム︶に封して満足することも出來なければ︑又何等その

の名に於て行ひたる凡ての政策の合法奈何に封して責任あるが如く︑其

は責を君主の命令に帰して王座の後ろに隠る＼を得ず︑國務大臣は國王

﹁國務大臣たる者

罪の輕減を爲すことも出來ない︒何となれば御前に拝脆してそれ︵カディ

の正義︑正直︑實利に封しても亦責を負はざる可らず︒然も此の如くし

︵＝．工o一﹃∋︶は︑ダンビイ伯の弾劾事件に関し︑

ズ遠征等のこと︶に反封し︑而して陛下をして績いて起る可き悪しき結果

て︑行政府は政策に關する凡ての大事件に於ては︑上下爾院の監督と實
︵13∀
際上の制御とに︑當然服從す可し﹂と評している︒

欣んで同意せられ︑若くは命令せられたとしても︑それが爲︑決して公

即ち諸々の危瞼を知らしむるやう斡旋することが︑その地位に封する義
︵10︶
務であったからである﹂と述べた︒エリオットの主張は︑先のディッガー

任を問うために用いた政治的手段としての弾劾権は︑重要な役割を果た

名誉革命によって議会主権の原則が確立された後も︑議会が大臣の責

原則を表現したものであった︒つまり︑国王とは︑いかなる悪もなし得

した︒＝ハ九八年に︑下院は︑いわゆるジャントウ︵旨⊆三︒V内閣に対

スの主張を一歩進めて︑後の大臣責任︵ζ一三゜・8二巴幻①ω℃︒冨一げ三q︶の

ない存在であるから︑その国王にかわって大臣が︑国政についての責任

して︑弾劾権を行使した︒一六九五年の選挙で多数を占めたホイッグ党

ｭゴ一σq℃O﹁R︽︶が︑ジャントウを中心として︑ホイッグ党の支配体制

を負わなければならないということが︑バッキンガム公事件において︑
明確に主張されたのである︒

国︒ユ︒︷O︒59︶の弾劾事件が︑大きな意義を持つ︒同伯の弾劾をめ

そこで︑トーリイ党が多数を占めた下院は︑オーファード︵国ユ≦︒﹁ユ

トーリイ党︵↓oQ℃碧曙︶が多数を獲得する結果になったのである︒

を固めていたのだが︑一六九八年の選挙では︑ホイッグ党にかわり︑

ぐって︑二つの憲法上の論点が提起されたのである︒その一つは︑国王

カニ6・°・①r国゜︒︻一〇hO隊o﹁畠︶︑モンタギュ

一4一

は︑ ﹁イングランドの国璽をもってする特徴は︑庶民院議員による弾劾

お︑この点につき︑一七一五年の王位継承法︵＞O︻

う組織体が︑この時期までに︑かなり発達してきていたという事実が

続を講じたのである︒四人の弾劾がなされたことの背景には︑政党とい

サマーズ︵一︒；○っ︒∋①誘︶というジャントウ内閣に対して︑弾刻の手

︵07賃一①ω﹈≦〇三゜︒σqF国o﹁一〇︷

の恩赦は弾劾に及ぶかどうかという点である︒下院は︑この点に関し

二99＝富×︶︑ポiトランド︵≦N三冨∋切①コニコo貫国働﹁一〇h勺o﹁二p°＝﹂︶︑

に対する抗弁とはならない﹂Hど︑規定している︒もう一つの論点は︑ひ

あった︒そもそも︑名誉革命がなしとげられたのは︑ホイッグとトーリ

︵14︶

とたび開始された弾劾でも︑議会の解散や停会によって︑その手続は中

イ両党の功績によるところが大であった︒それに︑当時はすでに︑政党

QOO一ρ一〇ヨPOコ一︶

止されるかどうかという点である︒上院は︑この点について︑議会の解

O︷

て︑国王の恩赦は︑弾劾に及んではならない︑と結論を下している︒な

王政復古︵カ①ωθO﹁一99片一〇コ︶後は︑ダイビイ伯︵↓7︒∋！−ω○ωげ︒；ρ

（ぐ

党を攻撃する一つの手段として︑弾劾権が行使されたということも見逃

トーリイ党の対立が明らかになってきたために︑一方の政党が他方の政

の攻撃であったことには違いはない︒しかし︑他方では︑ホイッグ党と

ジャントウを重用していたウィリアム三世︵≦≡一①∋目︶に対する議会

内閣も誕生していた︒この時のオーファードらの弾劾は︑もちろん︑

︵15︶
内閣を好まなかった国王の意に反して︑ ﹁政党内閣の嗜矢﹂と呼ばれる

在したという事実からもうかがい知ることができる︒

いたわけではなく︑少数党の中から選ばれて大臣の地位を占める者も存

ではなかった︒そのことは︑大臣は全て議会の多数党の中から選ばれて

から選ばれるべきであるという考え方が︑はっきり意識されていたわけ

係が︑アンの時代に︑緊密になったとはいっても︑大臣は議会の指導者

過程を示すと考えてよいであろう﹂︒しかしながら︑議会と大臣との関

くことは︑内閣と議会との関係で大臣責任制度が次第に確立されてゆく

の方針や政策というものを明確に打ち出すようになってきたため︑弾劾

五年に起こっている︒アン女王の死後は︑ジョージ一世︵O①︒σq︒同︶

弾劾権を︑純粋に政治的な手段として行使した最後の事例は︑一七一

︵17︶

されてはならない︒つまり︑この時代になると︑両党が︑それぞれに党

という手段を用いて他党を攻撃ずるということは︑他党の方針や政策を

が即位し︑この時期には︑トーリイ党の勢力が最も弱まっていた︒ホ

?黶Z7P＜冨oO二三ゆO＝＝αqげ﹁O﹃o︶︑オーモンド︵一国∋①ω切口二Φ﹃

スフォード︵閃oげΦ＝＝螢二①ざ国ロ＝o︷○×︷o乙︶︑ボリングブルック

イッグ党は︑この機会を利用して︑トーリイ党の三人の大臣ーオック

批判することを意味した︒
ウィリアム三世の死後王位についたアン女王︵﹀＝＝①︶の時代におい

ても︑議会が大臣の責任を問う方法としては︑いまだ弾劾に頼ってい
︵16︶

た︒しかし︑弾劾という手段は︑この時期にすたれていった︒弾劾権が

￠︻﹁①07︷︶を結んだという罪で弾劾さ

は︑ユトレヒト和約︵勺①mO①

Oh

ことを示している︒すなわち︑大臣は︑議会の指導者たちから選ばれな

れたのであった︒三人が弾劾されたために︑トーリイ党は︑容易に党の

︵18︶

ければならないと考えられるようになったためである︒このように考え

勢力を回復できないほどの窮地にまで追いこまれた︒ホイッグ党が利用

オックスフォードらの弾劾事件以降は︑政治的手段として弾劾権が利

した弾劾権の行使によるトーリイ党への攻撃は︑攻を奏したのであっ

ら選ばれることが一般化してからは︑大臣を通して国王を攻撃するとい

用された事例は生じていない︒議会が大臣の責任を問う方法として︑弾

する者

うよりもむしろ︑その大臣が所属する政党を攻撃する目的のために︑弾

劾権を利用しなくなったということは弾劾権にとってかわる新しい方法

た︒

劾権が用いられることとなったのである︒ ﹁政治的弾劾がなくなり︑正

が生み出されたことを意味する︒すなわち︑大臣は︑議会の信任を得ら

敵意を抱くこともしばしばであった︒ところが︑大臣が議会の指導者か

当な弾劾も︑大臣の責任を追求する方法としては利用されなくなってゆ

言わば国王の手先ーとして見ており︑議員が大臣に対し︑

一5一

W︒99ヨoa︶ーに対し︑弾劾権を行使したのである︒三人

（Gり

られる以前には︑多くの議員は︑大臣を︑国王の都合の良いように行使

行使されなくなったことは︑議会と大臣の結びつきが緊密になってきた

】）

れなくなった場合は︑辞任するというものである︒

以上︑議会が︑大臣の責任を追求する方法として︑弾劾権を利用した
という事実について考察してきた︒弾劾権は︑初め︑国王に対する議会
の武器として︑大きな意味を持っていた︒議会が︑反乱という暴力的な
手段に訴えなくても︑国王σ政策に対して攻撃することを可能にしたと
いう直接的な価値を︑弾刻は有していたと言える︒ ﹁下院は下院の自由
︵19︶
が主にこの弾劾権に存すると信じていた﹂のであった︒

しかし︑名誉革命を経て︑議会主権の原則が確立され︑同時に政党の

組織が発達していくと︑弾劾権の意義も変化をとげることになった︒そ
れまでのように︑議会が国王に対して攻撃する手段としての意味を持つ
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追求する方法としては︑弾劾権の行使に頼っていた︒他方では︑アン女

前章で考察したように︑アン女王の時代までは︑議会が大臣の責任を
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一6一

一方で︑政党が他の政党の政策や方針を攻撃する手段としての意味も有
するようになっていったのである︒

それでもなお︑アン女王の時代までは︑議会による大臣の責任追求の
方法としての弾劾権の行使は︑大きな意味を持っていた︒このことは︑
もちろん︑弾劾権の行使にかわる大臣の責任追求の方法が確立されてい
なかったことを意味した︒大臣責任を問う新しい方法が生まれなかった
理由に︑国王の地位がなお流動的であったことがあげられよう︒主権は
議会の手中に移ったとはいっても︑ウィリアム三世とアン女王の時代に

≧げ①二

は︑国王は︑なお実質的に行政の長としての地位を占めていたのであ
る︒

︵1︶

注

んとして閣議を主宰していたのであった︒このように︑ ﹁国王が行政上
︵2︶
の実質的首長であったことが内閣内部の統一を妨げていた﹂と言える︒

︵1︶
かわらず︑政党内閣は︑成立していたのである︒しかし︑女王は︑いぜ

る︒それでも︑国王は︑即位後しばらくは︑自らが主宰して閣議を開い

もあって︑イギリスの政治をあまり理解しようとはしなかったのであ

女王の死後︑一七一四年に即位したジョージ一世は︑ハノーヴァー家の

︵5︶

出身で︑ドイッ人であった︒国王は︑英語を解さず︑また︑老齢のせい

また︑ ﹁君主が閣議に参加する限り︑或る種の政治責任が必然的に彼に

ていた︒しかし︑やがてジョージ一世が閣議に出席することはまれにな

り︑一七一七年末には︑ついに︑国王の出席がなくても︑閣議が開かれ

付着する﹂ことになるがら︑ ﹁君主の無責任制は︑大臣の完全責任制の
︵3︶

前提条件﹂を構成するのである︒そして︑国王が︑政府の政策について

るようになったのである︒ジョージ一世の死後︑一七二七年に王位につ

た︒しかし︑国王は︑ハノーヴァi領に大きな関心を寄せ︑しばしばハ

︵6︶

責任を負わないこととなれば︑国王にかわって︑大臣と内閣が︑その責

いたジョージニ世は︑先王に比較すると︑政治に対する興味を有してい

︵閃ζ゜︒︹︒﹁

議に出席することはなかった︒このように︑ジョージ一世とジョージニ

﹁第一大臣﹂

任を負わなければならない︒そうなると︑当然に︑内閣を統率する役割
を果たす人物の存在が必要である︒これが︑

最初の総理大臣と呼ばれたウォルポール︵Qo冨菊︒げ︒二≦︒︒ξ゜一ρ国①﹁一

世が閣議に出席しなかったという偶然が作用し︑国王の閣議不出席の原

︵7︶

ノーヴァーを訪れていた︒そのため︑わずかな例外を除けば︑国王が閣

︵4V
︒︷○臥o乙︶の登場によって︑議会と内閣の関係は︑新しい局面を迎え

則が確立した︒国王が閣議に出席しないようになると︑国王は︑国政の

勺ニヨ①ヨ一巳陰臼︶の始まりであった︒

たのである︒すなわち︑ウォルポールは︑下院の信任を失った場合に

協議および決定に対して︑主導権を失い︑支配することも不可能となっ
︵8︶

は︑大臣の職を辞任すべきであるという先例を作ったのであった︒ウォ

ルポールが大蔵総裁︵﹁貫陰ピo乙oh日器器￠曙︶の職を辞したこと た︒内閣は︑本来の統率者であった国王を失い︑自分たちの中から︑国

王にかわる人物︑すなわち総理大臣を見い出すことになったのである︒

子①

で︑責任内閣制の土台が築かれることとなったわけだが︑それには︑次

︵10︶

国×島①ρコ①﹁︶を兼職し︑一七二一年から一七四二年にかけて閣議を主

いった︒ウォルポールは︑大蔵総裁と大蔵大臣︵07磐8＝︒﹁鼠

︵9︶

それまで︑国王の任務であった政策の調整は︑総理大臣の手に移って

が︑ウォルポールの時代に確立されたことと深く関わっ

の二つの原則−国王の閣議不出席と下院の支持に基づいた内閣制度の
確立である
ている︒

第二は︑下院の支持に基づいた内閣制度の確立である︒初め︑下院が

宰し︑政権を掌握した︒

閣議に参加しないことが︑責任内閣制が確立されるための前提であっ

内閣に対して抱いていた不信感は︑大臣が議会の指導者の中から選ばれ

まず初めに︑国王の閣議不出席である︒すでに述べたように︑国王は

一︶とジョージニ世

た︒この原則は︑ジョージ一世︵Ω①○﹁σqΦ

︵○︒9σq︒ 昌︶の時代を通じて︑慣例として定着した︒つまり︑アン るようになったことで︑かなり緩和されてきていた︒そして︑内閣を維

一7一

い間︑政権を保持することができたのは︑次の三つの要因に基づいてい

いたのが︑ウォルポールであった︒ウォルポールが︑約二〇年という長

得ることに成功し︑それはそのまま︑下院における支持の獲得を意味す

ジーの利益を両立せしめることで︑ウォルポールは︑国民の広い支持を

時のイギリス国民の中で多大な部分を占めていた地主階級とブルジョア

ジョアジーが望む経済政策を押し進めていたのである︒このように︑当

たのである︒第一は︑国王の信任であって︑第二は︑ウォルポールが︑

ることとなった︒また︑ウォルポールは︑下院において多数派を確保す

持するためには︑下院の支持が不可欠であるという明瞭な自覚を有して

国家権力の真の源泉は下院の中に見い出されるという認識を有していた

る手段として︑選挙対策に力を注いでいたこともあげられる︒選挙対策
︵12︶
という口実の下で︑空前の買収を行なっていたことも事実であった︒そ
︵13︶

策を進め︑利益の両立に成功したのである︒つまり︑ウォルポールは︑

に︑ホイッグ党とトーリイ党双方の支持基盤の利益が両立するように政

は︑目ざましい発展をとげた︒ウォルポールは︑これらの発展のため

イギリスの商業︑貿易︑財政等の政策に対して辣腕をふるい︑これら

ポールの平和﹂ ︵勺゜︒×≦巴℃o＝m冨︶と呼んでいる︒ウォルポールは︑

ルの時代を︑ ﹁ロビノクラシi﹂ ︵閑︒三3︒﹁￡︒2︶または︑

代以前には︑下院と政府の間に常に摩擦が生じていたのだが︑ウォル

方が存在していることを指摘しておきたい︒つまり︑ウォルポールの時

買収という事実については︑批判的な見方ばかりではなく︑好意的な見

われるのは︑そのためである︒しかしながら︑官職任命権による議員の

地位を與へた﹂︒ウォルポールが︑後に︑腐敗政治家の典型のように言

る︒ウォルポールは︑

りではなく︑最も多く官職任命権を行使できるからであったとも言われ

を選んだのは︑この地位が行政上重要な地位であるという理由からばか

府側に引き入れていた︒そもそも︑ウォルポールが大蔵総裁という地位

ポールは︑官職任命権︵評貫o冨σq①︶を用い︑必要に応じて議員を政

の結果︑一七二二年の選挙で︑ホイッグ党は圧勝した︒また︑ウォル

ことであり︑第三は︑ウォルポールが︑下院において多数派を形成し︑
︵11︶
かつ︑それを維持する力量を備えていたということである︒ウォルポー
ルは︑下院の支持を得るために︑あらゆる手段を用いた︒その一つが︑

8σq︒︒︷忘二︽︶がようやく終わり

広く国民の支持を得ることである︒当時は︑名誉革命以来続いていた
﹁政争の時代﹂ ︵または党派抗争

を告げ︑政治的には比較的安定した時期を迎えていた︒このウォルポー

ホイッグ党本来の激しい党派精神に基づいた武力による積極的な海外発

ポールが用いた官職任命権の効果として︑ウォルポールの支持者たちの

﹁ウォル

展政策を放棄し︑そのかわりに︑トーリイ党側の方針である対外平和政

間に︑ある種の忠誠と団結とを維持することが可能になったという見方

﹁金を好む人には金を贈り︑地位の好きな人には

策を採用して︑トーリイ党の支持基盤である地主階級の戦費負担を軽減

であ転．

ることに成功した︒ウォルポールが掌握していた権力は︑しっかりと下

いずれにせよ︑ウォルポールは︑下院の支持に基いた内閣を築き上げ

︵14︶

した︒さらに︑地方行政は︑地主階級に属していた治安判事︵一ロω一一8

0︷9①勺＄8︶に委ねて︑干渉しなかった︒トーリイ党の支持層に歓迎
される政策を実施する一方では︑ホイッグ党の支持層を構成するブル

一8一

い︒ウォルポールは︑自分の権力が政党の力に依存するもので︑内閣の

は︑政党の強い組織力があったということは︑見過ごすことができな

院の支持に支えられたものだったのである︒議会による支持の背後に

要求する動議が︑次々に提出された︒弾劾という古い武器を蘇らせよう

勺巳8コ建︶を中心とする反対派によって︑ウォルポールの不正調査を

て敗北したのである︒これを契機にして︑下院では︑パルトニ︵≦≡訂ヨ

の委員長を選出した際には︑二四二対二三八で︑ウォルポール派は初め

︵20︶

︵19︶

存在は︑間接的に︑政党の組織力に支えられているという事実を︑明確

とする試みがなされたのである︒しかし︑ウォルポールは︑国家に対す

る何らの犯罪も犯したわけではないことは︑実に明白であった︒議会に

︵16︶

に自覚していたのである︒

以上のように︑国王の閣議不出席の原則が定着し︑下院の支持に基づ

る︒結局︑ウォルポールに対して弾劾権を行使しようとした試みは︑失

よって追求されなければならないことは︑ウォルポール個人の不正や︑

ウォルポールは︑一七四二年二月に︑オーファード伯の爵位を受け︑

敗に終わった︒反対派は︑一〇年間にわたるウォルポールの行為を調査

いた内閣制度が確立した︒これらの原則が前提条件となり︑ウォルポー

大蔵総裁の地位を辞任した︒従来︑ウォルポールは︑平和政策を推進し

するという下院の決定1ほんのわずかな差で︑この動議を可決したに過

政治上の態度という問題ではなく︑内閣の政策そのものであったのであ

てきたことは︑先に触れたが︑一七三九年に︑その平和政策に対し︑議

ぎなかったーだけで︑満足せざるを得なかったのである︒この調査のた

ルはの辞任によって︑責任内閣制が確立されることとなる︒

会内外で激しい反対が巻き起こった︒ウォルポ！ルは︑この事態に直面

めに設けられた委員会は︑ウォルポールの不正に関する証拠の提出を強

年一〇月にはついに︑ウォルポールが譲歩するという形で︑スペインに

を中断しなければならなかった︒そして︑弾劾にかわり︑新たに大臣の

制する権限を欠いていた︒そのために調査委員会は︑ウォルポールに対

︵17︶

して︑国王に二度辞表を提出したが︑国王には二度とも拒否された︒同

宣戦が布告されたのである︒ところが︑その後︑戦局は思わしくなく︑
︵18︶
ウォルポールは︑そのため︑国民の信望を失う破目になった︒それでも

責任を追求する方法が︑確立されることになった︒

下院の信任を失ったと感じたウォルポールは︑自ら辞職したのであ

して︑いささか不利な報告を行なっただけで︑ウォルポールの不正追求

しばらくの間は︑ウォルポールは︑下院において多数の支持を維持し続

け︑国王の信頼も厚かった︒ウォルポールは︑増加を続ける反対派

に封して庶民院の信任がなくなったといふ公明な理由によって桂冠する

﹁﹃國王の信任未だ減じなかったにも拘らず︑彼

したのである︶に直面しながらも︑およそ三年の間︑政権を掌握し続け

模範を示した︒﹄之によって下院の多敷は内閣に封して絶封的な樺力

る︒ウォルポールは︑

たのである︒しかし︑一七四一年の選挙の結果︑ウォルポールは︑かろ

を有してゐるといふ事實を示したのであった﹂︒この時のウォルポール

︵トーリイ党とホイッグ党の不満派とが結束して︑ウォルポールに対抗

うじて勝利をおさめたが︑反対派との議席差は︑わずか一八議席にまで

の辞職は︑責任内閣制の発達にとって重要な意義を有する︒ジェニング

︵22︶

マジヨリテイ

ちぢまってしまった︒選挙結果の異議申立てについて裁定を下す委員会
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︵24︶
相關的な要素として生長したのである﹂︒

以上のように︑下院の支持を確保し得ない場合︑大臣は辞職すべきで

﹁責任政治と

は︑立法院のうちの代議院︑すなわち衆議院に責任を負う人々によって

あるという大臣責任の原則が確立した︒もっとも︑ウォルポールの辞職

ス︵ω耳閣くo﹁一①言ヨσq︶は︑後に︑大臣責任について︑

政治が行われることである︒責任は︑行政の監督権を︑衆議院に議席を

うけたのではなかった︒しかし︑下院が力を結集して︑大臣に辞職を強

﹁下院から明確な不信任決議を

占める政治家か︑さもなくば政治上の部下を衆議院に代表として出して
︵23︶
いる政治家の手中に置くことによって確保される﹂と説明した︒この時

いることが可能になったために︑以前のように弾劾権の行使という手段

﹁こうして弾劾・流血等の過激な処置によって政権の交替をは

﹁彼の自由意思に基づくもの﹂で︑
︵25︶

のウォルポールの辞任が︑下院において敗北した場合︑総理大臣は辞職

によって︑下院の意思にそぐわない大臣を罷免する必要はなくなったの

は︑

すべきである︑という原則を確立することとなったのであった︒

である︒

かる時代は過ぎ去り︑議会の多数の意志によって内閣の交送が行われる

ウォルポールが︑下院の支持を失うとすぐに︑職を辞したという事実
は︑ウォルポールがいかに下院の存在を重視していたかということを︑

情勢となった﹂︒

狸立の制度としてではなく︑究極の主椹を把持する議會が優位を占める

てウォルポールの時代に近代的な内閣制度は略々完成されたが︑それは

敷窯と政府をつなぐ歯車として政黛内閣をつくったのである︒⁝⁝かく

て達成した︒彼は下院の多敷窯たるホイッグ黛の支持を確保し︑この多

リーダーシップをとり︑その基礎の上に内閣を組織するといふ方法を以

で︑政権を担当していた︒ウォルポールは︑総理大臣の﹁任務を下院の

当って︑始めて国会に議席を有する国王輔弼の大臣をして︑彼の政策を

院において国務を行ったのはウォルポールであった︒その国務を行うに

との所見をもって政治を行ったのはウォルポールであった︒始めて庶民

の時代に成立したのである︒

の統率︑下院の支持に基いた内閣の存続といった原則は︑ウォルポール

閣制の諸原則も︑ほぼ構築をみた︒国王の無答責︑総理大臣による内閣

︵η︶
ウォルポールが総理大臣の地位を確立せしめたことによって︑責任内

︵26︶

よく表わしている︒ウォルポールは︑下院の支持の獲得を重く見た上

制度の一機關として嚢達したのである︒そして内閣の行政椹と議會の主

賛助せしむ可きことを主張したのはウォルポールであった︒庶民院が国
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いて共通の見解を有する指導的政治家が國政の運螢について共同の歩調

特に又権力においても︑貴族院を凌駕するに至ったのもウォルポールの

家に優勢なる権力を占め︑しかして能力においても︑勢力においても︑

期に關する明確な観念をもってゐたといふ双方の事實によって近代的内

﹁事實上の首相としての偉大なる力及び業績と︑その地位を去るべき時

︵28︶

をとり︑之によって議會の多敷を把握し︑國民は政治上の問題について

時代であった﹂とされるのは︑正当である︒そして︑ウォルポールは︑

素は︑事實上この時代に︑議會制度といふ一政治制度の映くべからざる

閣︑究極の主椹者としての下院︑及び政窯による支配といふ憲政の三要

之に指導されるといふ政黛政治の必要が理解された︒行政府としての内

﹁始めてイギリス人民の要求と相一致した

権をつなぐものが組織された議會政黛であり︑政治上の基本的原則につ

一

︵29︶

閣制度の確立に大きな足跡を残したのである﹂︒
しかしながら︑ウォルポールの時代において︑

﹁内閣の連帯責任﹂

︵8＝8︻一く①∋一三ω3ユ巴話ω℃oコω一げ二一受︶の原則は︑充分に確立をみ

なかった︒このことは︑ウォルポールが辞任した際に︑ウォルポール以
外のほとんどの大臣達は︑そのまま地位に留まっていたという事実から
推察できる︒ウォルポールの辞職後も︑何人かの大臣が更送されただけ
で︑総辞職は行なわれなかったのである︒ウォルポールは︑在職中に︑

︵30︶

大臣達が一致した考えを有し︑かつ︑行動するよう︑閣内の統一に心を
払っていた︒しかし︑総理大臣と共に︑同僚の大臣達も辞職しなければ
ならないとする考え方は︑この時期にはまだ存在していなかったのであ
る︒ウォルポールが意図した内閣の一体性は︑まだ充分に発達してはい

︵8︶

﹀房︒P8°6Fも゜一〇°︒°

︵9︶ζ①穿窪N騨や︒p興゜も゜°︒ω

中村英勝﹃イギリス内閣制度の起源と爽展﹄西洋史学1五二頁︑一゜国゜

コ⊆ヨ99・沁︒曾ぽミミ琶馬♪︿〇一﹄︑℃臼

︵10︶

︵12︶

一七一四年から一七六〇年頃まで︑およそ五〇年という長い期間︑ホ

︵11︶﹀コω︒78°︒Fもお①

イッグ党の支配体制が続いた︒これを﹁ホイッグの優位﹂︵≦﹃σqQ︒ε﹁？

浜林正夫﹃イギリス名誉革命史下巻﹄四〇九−四一二頁︑9二①コoマ

えa層一㊤8︶︒

∋国身︶と呼ぷ︵06霧＝≦≡δヨω曽↓ぎミ︸軌゜q吻§こミ島Q旨賦IN§魑卜︒

︵13︶

ζ霧﹃①コ巴ρ︒ロ゜︒F噛℃℃°°︒㎝1°︒①゜なお︑ウォルポールを腐敗政治家の典

占部﹃前掲書﹄六三三頁︒

6Fも゜卜Q合

︵15︶

︵14︶

型としてとらえることへの反論もなされている︵占部﹃前掲書﹄六二九六

︵17︶

︵16︶

浜林﹃前掲書﹄四三二頁︒

浜林﹃前掲書﹄四二八−四三三頁︒

浜林﹃前掲書﹄四三二頁︒

9＝①﹁噂︒マ︒Fもbω

三四頁︶︒

︵18︶

ζ碧冨コN一ρ8．︒Fもで゜°︒①゜︒S囚︒一ひ︒マ︒Fも℃噛ω一①1ω一メ

︵19︶

ζβ︒穿窪N⁝やoマ︒一戸こマ゜︒S

︵24︶

水木﹃前掲書﹄一一七頁︒

中村﹃前掲書﹄五二頁︒

榎原猛11千葉勇夫訳﹃新訂イギリス憲法論﹄一五

︵20︶

1・ジェニングス著

中村﹃前掲書﹄五四頁︒

︵21︶

︵23︶

︵22︶

︵25︶

﹁総理大臣﹂という言葉は︑本来ウォルポールが手中に権力を集中させ

中村英勝﹃イギリス議会史新版﹄九二頁︒

三頁︒

︵26︶

ていたということに対する非難であった︒ウォルポールの敵対者達は︑総

︵27︶

理大臣という語の中に︑独裁者というニュアンスを含ませて使用していた

時のフランスでは︑総理大臣の役職は︑法令によって確立された公職で

ものと思われる︒また︑総理大臣という役職について比較してみると︑当

11一

一

なかった︒内閣の連帯責任の原則が成立するまでには︑なお時間を必要
としたのである︒

清水﹃前 掲 書 ﹄ 一 〇 六 頁 ︒

一︒ぎ℃︒ζ︒︒∩εコ8°・ダ↓蒔し︒・ミ逢O島ミミひト︒註巴゜一霧゜︒もひO

︵7︶9﹁§るマ 島 ； 署 ． 卜 ︒ ア ト ︒ 卜 ︒

︵6︶

砦﹃①負一〇ω9 マ 一 〇 c ︒

︵5︶ωマ≦＝＝国ヨカ．︾コ8野↓ぎト自竈筒ミ9設︒§ミ罫Q9誠弊賊馬ミ寒゜

在していた︵ゆ三ヨo﹁O国二〇﹁°ご090℃°一゜︒1卜︒一︶︒

り︑大きな力を持って内閣の中で指導者的地位を占めた大臣は︑何人か存

︵4︶ ウォルポールが総理大臣の地位を占める前にも︑第一大臣と称せられた

論集＝二巻三号＝二四頁︒

︵3︶ 近藤申一﹃一七世紀イギリスにおける議院内閣制への胎動ω﹄青山法学

︵2︶

︵1︶↓舘乏①＝1い雪αqヨ雷F︒で゜︒Fも゜＄8

注

！

あった︒しかし︑イギリスでは︑ウォルポールがその地位を占めていた総
理大臣という役職は︑法令において正式に認められた地位ではなかったの
であった︵ζ麟穿①コ臥PoO°∩Fも．°︒幽︶︒

杉山逸男﹃イギリス内閣制度︵︸︶﹄日本法学二九巻三号七八頁︒

︵29︶ 中村﹃前掲書﹄五四頁︒なお︑政治に対するウォルポールの考え方に

︵28︶

は︑ロック︵言ゲコい︒穿①︶の思想が影響を与えていたと言われる
O笛二①﹁噛︒マ︒Fもめω

︵≦一≡勢∋ωb℃°︒Fも゜G︒︶︒

連 帯 責 任性の始まり

︵30︶

四

前章で述べたように︑ウォルポールが政治の実権を握った期間に︑責
任内閣制の諸原則が確立された︒同時に︑内閣を統率する総理大臣の地

一七四二年に︑ウォルポールが辞職した後は︑閣僚の大半がそのまま

留任したことは︑先に触れた︒ウォルポールの﹁以前のライバル﹂であ

ったウイルミングトン︵ω三①＝°①﹁OO∋で8P国①﹁一〇h≦・＝∋ヨσq︻oコ︶

﹁名ばかりの﹂総理大臣に過ぎなかっ

熊︑．ウ・ルポールの後任とな・たが・ウ・ルポ﹁ルのように絶大な権力

︵3︶

を保持することはできなかった︒

たのである︒ウォルポールの辞任後は︑ウイルミングトンのような名目

上の総理大臣が存在するだけで︑実質的に総理大臣と呼び得る有能な人

物は登場しない︒しばらくの間︑責任内閣制の発達にとって︑停滞の時
期が続くのであった︒

︵4︶

ウイルミングトンの死後は︑ヘンリ・ペラム︵国⑦コ曙勺巴冨∋︶が

その地位を引き継ぎ︑総理大臣として見なされていた︒このような背景

基礎を置くことは決してできなかったであらう︒﹄と述べてゐるが︑

志を以てしても之を覆し得なかった程輩固に︑下院と内閣による政治の

意志の人物であったならば︑ウォルポールは︑ジョージ三世の頑迷な意

能と野心のある人物であり︑乃至は鯨り才能はなくても支配を好む強い

の二王がドイッ人ではなくイギリス人であったならば︑又若し彼等が才

される所大なるものがあった︒モーレイは﹃若し最初のハノーヴァ！家

ふ個性の力と外國人の國王が君臨したといふ偶然的な事情によって禅益

位も確立されたのである︒しかしながら︑それは︑

否かについて関心を抱くでしょうと述べ︑バアスよりペラムの方が議会

ないようにみえるが︑その任命が行われるとすぐにもそれを支持するか

言者のウォルポールは︑国王に︑議会は大臣任命に特別関心をもってい

勺①一訂∋︶であった︒閣外にあったが︑いぜんとして国王の信任厚き助

閣僚で︑ウォルポール失脚後も留任していたヘンリイ・ペラム︵＝窪q

イであり︑もう一人はウォルポールの輩下で︑ウォルポール内閣当時の

者の候補者は二人あった︒一人は今やバアス︵ゆ9︒子︶伯たるプルトニ

示さなかった︒ある意味で︑その任命は国王の全く自由であった︒組閣

には︑

﹁この時︑議会は組閣者についてそれほどはっきりとした意図を

ウォルポールの時代に於ける近代的内閣制度の生長は︑幸福な条件に恵

の支持を一層受けやすいことを進言した︒そこでペラムが任命された﹂

﹁ウォルポールとい

まれたいわば早熟な獲達であり︑次の時代に於いて國王の側より行はれ

という事実があった︒議会の支持を受けやすいという理由から︑ペラム

︵5︶

た頑強な椹力恢復の企図によって試練を受けなければならない﹂ことと

が総理大臣の座を占めたという事実は︑

﹁議会の支持の上に内閣がなり

︵1︶
なる︒
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︵6︶

て︑下院の支持は不可決であるといった考え方は︑この時にも維持され

構成しようとした時に︑一時的に辞職した︒しかし結局︑この国王の望

形成したのである︒その後︑大ピットは︑国王が自分の寵臣達で内閣を

︵≦≡δ∋O餌く窪島︒・ダら聾U口冨o︷O①︿oコω﹃器︶らと共に︑内閣を
︵14︶

ていたと言える︒ペラムは︑一七四六年に︑ジョージニ世が大ピット

立内閣を組織したのである︒国王が大ピットを信頼していなくても︑大

たつということを前提としてのみ理解できる﹂のである︒内閣にとっ

に︑主要な大臣達と共に辞職した︒国王は︑新内閣を成立させようと試

は︑下院の支持を獲得していた︒下院の支持が︑国民感情を表わしてい

︵16︶
ることは︑言うまでもなかった︒

ピットを用いずに内閣を組織さもることは不可能であった︒大ピット

︵≦帥≡①∋℃団〜国9︒ユohO7笛チ︒ヨ︶に官職を与えるのを拒絶した時みはいれられなかった︒大ピットは︑翌年︑再びニューカスルと共に連
︵15︶

みたのだが︑下院の支持を得ることに失敗した︒そのために︑国王は︑
︵7︶
ペラムの旧内閣を再び復帰させるしかなくなったのである︒

一七五四年にペラムが亡くなると︑ペラムの兄であるニューカスル

となった︒ところが︑ニューカスルは︑思うように下院の支持が得られ

さわしい人物は登場しなかった︒この時期は︑責任内閣制の発達にとっ

を消した後は︑ウォルポールのように有能で︑総理大臣という名称にふ

ウォルポールという強力な指導者が︑イギリス憲政史の表舞台から姿

ず︑充分に政権を掌握することができなかった︒ニューカスルは︑世襲

て︑停滞の時期と言える︒しかしながら︑ウォルポールの時代に確立さ

︵↓︐o∋霧勺巴訂∋1＝o＝①︒︒葛﹁陰∪鼻①o︷Z°≦6餌ω︻一①︶が︑その後任
︵8︶

貴族で︑下院議員ではなかったためである︒ニューカスルは︑下院の支

れた責任内閣制の原理は︑とりあえず維持されていた︒もはや︑下院の

王自らが大臣を選択し︑内閣を構成させるという権能は︑次第に制限さ
︵17V
れてきていた︒

目︶の即

位によって終わった︒この後︑小ピット︵≦三冨∋勺葺

ウォルポール辞職後の停滞期は︑ジョージ三世︵08﹁αq①

で﹂︑辞職しなければならなかった︒内閣を維持していく上で︑下院を

が総理大臣の地位につくまで︑責任内閣制の歴史にとっては︑反動の時

︵18︶

子①く︒§σq①﹁︶

コントロールすることがいかに重要であるかということがわかる︒

代を迎えることとなった︒
︵12︶

王権の回復を強く望んだ︒国王は︑ ﹁国王の任命権を主張し︑彼の好ま

︵19︶

﹁ハノーヴァi家最初の純英人的な國王﹂であったジョージ三世は︑

信頼を寄せていなかった︒一七五六年＝月には︑国王の意思に反し︑

しい政治を行なおうとした﹂のだが︑その際に︑

﹁彼と直接対立したの

大ピットは︑やはり国王地に信任されていなかったデヴォンシャー公

︵13︶

が望んでいた人物は︑大ピットであった︒しかし︑国王は︑大ピットに

この頃︑国民の間で最も人気があり︑総理大臣に就任することを世論

︵11︶

ル自身が︑ ﹁下院を指導する人物が得られなかったというだけの理由

辞任してしまったのである︒フォックスの辞任後まもなく︑ニューカス

︵10︶

︵9︶
ックスは︑自分に充分な権限が与えられないことを不満に思って︑自ら

︵＝①コ蔓男o×︶を︑いやいやながら大臣に選んだ︒しかしながらフォ

持を得るために︑下院における指導者であるヘンリー・フォックス

13一

支持を受けずに内閣を組織することは不可能であったし︑その反面︑国

一

︵20︶

は内閣であった﹂︒国王は︑内閣の存続を左右する下院において︑自分

の影響力︵ヨニ器琴Φ︶を増大させようとして︑あらゆる手段を用い
た︒国王は︑選挙において買収を行なったり︑官吏任免権を利用して︑

︵26︶

﹁殆ど國王の秘書に過ぎなかった﹂ノース卿が辞職

島∋一巳ω冨ユ︶を可決し︑国王を非難した︒

一七八二年には︑
︵27︶

した︒この時のノース卿の辞職が︑内閣総辞職の先例となった︒同卿

は︑アメリカにおける戦争の継続が︑国王と国家を破滅に追い込むに違

いないと︑いう確信を抱いていたが︑始めのうちは︑アメリカ独立戦争

﹁王の友﹂ ︵凶ぎαq ω閃ユ①巳ω︶と呼ばれた御用党を形成させたりした

のである︒ジョージ三世は︑大ピットの辞任︵一七六一年一〇月︶後︑

を遂行したとの理由だけで︑自分の辞任が要求されようとは考えていな

が勢力を得たために︑戦争を終結させる動議が可決された︒内閣不信任

自分が望むように内閣を組織し︑思いのままにあやつった︒国王は︑内

ビュート︵一〇ゴコωε〇二り筈貫匹国巴−蔓o︷切二3＞︑グランヴィル︵O①o﹁σq①

を宣言する動議は︑下院において︑かろうじて否決されたのである︒

かった︒しかし︑内閣の反対党は︑一七八二年に︑国外におき一連の大

︵21︶
O冨コ＜三①︶を次々に任命した︒そして︑国王が自らの影響力によって

ノース卿を含む閣僚のほぼ全員が︑このような状況の中で︑辞職せざる

閣を︑自分自身の個人的な政府︵℃臼゜︒oコ巴Ooぐ①；∋①コ伶︶にまで引き

内閣をほしいままにしていた状態は︑ノース卿︵閃﹃①ユ①ユ降Z︒︻島二

を得ないと感じていた︒同卿自身︑下院で︑大臣達は議会の信任を有さ

惨事が生じた結果︑その勢力を増大させたのである︒下院では︑反対党

七九〇年以降国自︒二︒︷○ロ＝hO乙︶が総理大臣に就任した時に︑頂点に達

なければならないと述べており︑国王にも語ったのである︒この時の

下げてしまったのである︒国王は︑総理大臣として︑ニューカスル︑

した︒ ﹁国王は議会に提出する議案について大臣を指揮し︑さらに下院

︵23︶

の意思は︑ほとんど議会に反映されず︑そのために病的な政治現象が生
じていた︒

閣の政策に賛同できないというだけの理由で︑内閣全体の辞職を事実上
︵28︶
強制することのできた最初の事例として︑注目に値する︒

ノース内閣辞職後は︑シェルバーン︵≦二♂ヨ噂℃㊦馨ざ器8コユ国蝉二
︵29︶
︒︷ω﹃①一げロヨ︒︶内閣が組閣され︑次いで︑ノース卿とホイッグ党の

成立した︒国王は︑

訂゜︒

ヨ

︒﹁①器巴嫡房ヨoRg■■ヨσq

﹁インド法案﹂

︵冒ユ冨しu三︶をめぐって議会及び

︒己oζσq汀ρo十
げ四
①歳の小ピットを起用して︑思うままに内閣を操作しようとしたのだ

た︒国王が︑その後任に選んだのが小ピットであった︒国王は︑弱冠二

︵30︶

フォックス︵Oゲ9︒＝Φω閃o×︶との連合内閣︵Oo巴三〇＝∋一三゜︒賃︽︶が

とで︑ますます高まった︒ ﹁反封黛は次第に憲法上の國民の既得椹擁護
︵25︶
の必要を自畳し︑興論の支持を得て勢力を増大した﹂︒一七八〇年に︑

O門o≦5

︵筈①ヨ︷一ロ①コ89

内閣と対立した際に︑ノースとフォックスの連合内閣を罷免してしまっ

チo

響力は増大しつつあるが︑減ぜられるべきである﹂

下院は︑ダニング︵一〇7＝〇二5三コσq︶の有名な決議案ー﹁国王の影

国民の不満は︑アメリカ独立戦争︵﹀∋①二＄コ≦°−﹁︶が勃発したこ
︵24︶

ノース内閣の辞職が︑内閣の連帯責任制の始まりであった︒下院は︑内

14一

で行う大臣の議案の説明の仕方までも命令し︑かくて行政の全過程を監
︵22︶
督した︒国王は自ら首相であり︑且つ︑内閣であった﹂のである︒国民

一

時代に︑その基礎を確立した︒

る︒ノース内閣総辞職の時に見られた内閣の連帯責任制は︑小ピットの

たが︑小ピットの出現によって再確立され︑さらに強固に発展を遂げ

せた責任内閣制の原理は︑ジョージ三世の反動的な姿勢によって動揺し

た王権の回復が挫折することとなった︒ウォールポールの時代に確立さ

が︑皮肉なことに︑その小ピットの起用によって︑ジョージ三世が願っ

あった︒議会に対する共同責任は︑もし一人の大臣が議会において破れ

の三つである︒内閣の連帯責任が発達した背景には︑政党内閣の発達が

達の政治的見解の一致︑②議会に対する土ハ同責任︑③共通の長への服従

連帯性の本質に関して︑三つの原則で表わしている︒すなわち︑①大臣

ピットが内閣の連帯性を重視した結果である︒メイトランドは︑内閣の

議院内閣制の基礎は︑小ピットの時代に確立されたのだが︑それは︑小

大臣達を︑政党の代表者としてみなすようになった︒そのために︑一人

統一体とみなした上で︑支持したり︑攻撃したりする︒また︑下院は︑

たならば︑内閣は総辞職するということを意味する︒下院は︑大臣達を

た︒小ピット内閣は︑ ﹁クリスマス休暇と共に姿を消すミンス・パイ内

の大臣の敗北は︑政党の敗北になるという考え方が︑一般的となって

小ピットは︑初め︑議会で過半数の支持者を得ることができなかっ

閣﹂との嘲笑を受けながら︑下院において︑ ﹁イギリス議会史上類のな
︵31︶
い大反対党﹂に直面しなければならなかったのである︒小ピットは︑こ

いったのである︒

小ピットが︑内閣の連帯性をいかに重く見ていたかということは︑

︵36︶

の時すでに︑議会が国民の意思を反映していないことに気づいていた︒
世論は︑次第にこの若き指導者に有利な方へ傾いていった︒

サーロi卿︵﹈﹁O﹁ユ日︐︐口﹁一〇≦︶を免職した事例によく表われている︒

﹁立法 ピット内閣の大法官︵ピ︒乙O冨コ8＝自︶であったサーロー卿は︑

一九八四年三月に︑小ピットはこの好機を利用して︑議会を解散し
た︒これが︑後にバジョット︵≦︒＝冨﹃bd薗σQ①79︶によって︑

ジョージ三世の

で︑言わば国王のスパイ

部によって任命された行政部であることと同じように︑立法部を全滅さ

であった︒同卿は︑しばしば閣議の秘密を国王に漏らしたり︑反対党と

債基金制度︵Q︒ぎざコσq診註︶の法案を提出した際には︑議会におい

内閣における最も強力な友

せることもできる行政部である﹂と説明された内閣の議会解散権の始ま

内通したりしたのである︒さらに︑同卿は︑一七二九年に小ピットが減

﹁もし国王によって選ばれた大臣が下院の信任を得られない場合には︑

て︑ピットに対し公然と異議を唱えた︒小ピットは︑このため︑国王に

︵32V

りであった︒小ピットが︑議会を解散して国民の意思に訴えたことで︑

大臣は人民に訴えることができるのであり︑人民に最後の決定権がある

サーロi卿の罷免を強く迫った︒国王は︑しぶしぶ罷免に同意したので

から濁立して行動しつつ尚ほ其の地位を保つことは最早不可能であると
︵38︶
の原則を主張した憲法上重要なる出来事であった︒小ピットは︑閣内の

あった︒この時の﹁ターローの放遂は︑国務大臣たる者が︑内閣の首長

︵37︶

︵33︶
という先例が確立された﹂︒

︵34︶

小ピットは︑一七八四年の選挙で︑圧倒的多数をもって勝利を収め
た︒ ﹁イギリス議会史上比類なき最強力の大臣﹂となった小ピットに課
︹35V

せられた憲法上の課題は︑立憲政治の諸原則の建て直しであった︒近代

一15一

統一を図るために︑他の大臣達と︸致した考えを持たない人物を排除し

任性の原理は︑小ピットによってほぼ固められたと見て良い︒ウォル

大臣がその所管事項の政策につき議会の不信任があれば︑単独辞職する
︵43︶
程度でなった﹂ということも指摘できる︒しかしながら︑内閣の連帯責

内閣の連帯性を重視したのは︑小ピットだけではなかった︒小ピット

ポールが意図した内閣の連帯性は︑一七八二年に生じたノース内閣総辞

たのである︒

は︑アイルランド連合法︵一ユω7＞2︶をめぐって国王と意見が衝突し

いずれにせよ︑イギリスにおける内閣の連帯責任性の原則は︑小ピッ

た際に︑ 一時総理大臣の地位を辞したが︑その後を引き継いだのはア
職の時に明確なものとして表わされ︑以後︑小ピットの時代を通じて︑
︵39︶
ディントン︵＝①＝蔓﹀ユユぎαq85︶であった︒アディントンもまた︑内 その基礎を固めていったのである︒

閣の連帯性を重視した︒アディントンは︑組閣の際に︑ラフボロ卿

ｶO﹁匹 ﹈﹁O仁σQゴげO﹁O口σqプ︶の入閣を拒絶したのである︒ラフボロト
卿の時代にその基礎が固められた︒ジョージ三世が王権の回復を願った

を制定するという考えを抱いていた時に︑この小ピットの計画をジョー

を通過させ︑その後にアイルランドにおける旧教徒の解放に関する法律

まろうとしたのである︒同卿は︑小ピットが︑先にアイルランド連合法

は︑第一次小ピット内閣の大法官であったが︑新内閣においても職に留

あったと言えよう︒

となった︒これは︑小ピットという有能な人物の力によるところが大で

閣制の諸原則は︑小ピットの時代に建て直され︑より以上に堅固なもの

の試みは︑時代の趨勢に逆行する試みでしかなかったのである︒責任内

ために︑責任内閣制の原理は︑危機に瀕するかに見えた︒しかし︑国王

︵1︶

清水睦︑
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ジ三世に漏らしていたのであった︒アディントンは︑入閣を拒否した理
由として︑ ﹁内閣構成員の数は︑公職上の責任ある地点が︑その人に内
︵40︶
閣構成員たることを要する以上に超えてはならない﹂と述べた︒アディ
ントンは︑ ﹁實際に國務を行ふ大臣と一致の行動を採らない人々を内閣

のらいに留むることは︑國務大臣等に絶えず不安を感ぜしめ﹂ることに
︵41︶

なると考えたのである︒

内閣の連帯責任性の原則が︑この時期に︑確定的なものとして存在し
ていたかどうかについては︑争いがある︒ ﹁一八〇六年︑この原理をめ

ぐって閣議で議論が起こったとき︑テンプル卿らがそれを否定していた
︵42︶

のは有名な事実﹂であった︒また︑その後も︑一八三二年の選挙法改正
までは︑ ﹁内閣は議会で敗れても必ずしも辞職はせず︑せいぜい個々の

注
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フォックスの殉教者

一七八四年の総選挙で議席を失った人の数は︑およそ一六〇人にもの

ぼった︒この人々は︑
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第一次小ピット内閣は︑一七八三年から一八〇一年にかけて在職した︒

その後︑小ピットは︑一八〇四年から一八〇六年の間に︑第二次内閣を組
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おわりに
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四

以上︑議会が大臣の責任を問う手段として︑弾刻権を用いた時期︑大

の考えをそのまま実行に移していたのである︒議会と言えども︑国王の

えよう︒当時は︑もちろん︑国王の力が強大で︑国王の大臣達は︑国王

存在せず︑弾刻権の行使に頼ったのは︑まさに窮余の一策であったと言

は︑一四世紀であった︒この頃は︑他に議会が大臣の責任を問う方法は

議会が大臣の責任を追求する方法として︑初めて弾刻権を行使したの

連帯責任性が成立する過程を明らかにした︒

共同責任が認められるようになった時期について考察を行ない︑内閣の

δω1一9°下院は︑ダニングの決議案の可決の他
臣が個別的に議会に対して責任を負っていた時期︑議会に対する内閣の

．2
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あった︒そこで考え出されたのが︑弾刻権の行使によって大臣の貴任を

対抗するには︑内閣が一致団結して行動することが必要であったのであ

閣の議会解散権を成立せしめたのである︒そして︑内閣は議会に対し連
！
帯して責任を負うという原則を固めたのも︑小ピットであった︒国王に

威光に保護された大臣達に対して︑容易にその責任を問うことは困難で

追求するという手段だったのである︒議会は︑この手段によって︑国王

る︒王権は︑小ピットによって︑決定的な攻撃を受け︑

﹁国王は君臨す

の大臣を攻撃することで︑実は︑王権そのものに対し戦いを挑んでいた

れども統治せず﹂︵一①﹁9みαQコρヨ巴ω＝旨①σq8︿①ヨ①で器︶といった

︵1V

ことになる︒

本稿において考察を行なった大臣責任の問題はもちろんだが︑イギリ

状態が生じたのである︒

た︒名誉革命の後は︑政党の力が増大した︒このために︑議会による弾

ス憲政史を研究する際には︑常に議会と国王の対立関係について︑留意

＝ハ八八年に起こった名誉革命は︑王権に対する議会の勝利であっ

刻権の行使は︑議会対国王の争いの他に︑政党間の争いという側面も持

やがて︑弾刻に頼らなくても︑議会が大臣の責任を問うことが可能に

の手に行政権を握っていた︒内閣は︑初ゐ︑議会と国王を結ぶ機関とし

けてきた︒議会が立法権を手中に収めるようになっても︑国王はまだそ

しなければならない︒議会と国王は︑数世紀にわたって激しい抗争を続

なった︒最初の総理大臣であるウォールポールは︑下院の信任を失った

て存在した︒やがて︑行政権は︑国王の手から内閣の手へと移り︑議会

つようになった︒

場合には︑大臣は辞任すべきであるという原則を︑身をもって示したの

て抱いていた敵意もようやく薄れ︑議会と内閣との依存関係が確立され

せしめた有能な政治家であった︒この時代になると︑議会が内閣に対し

率︑下院の支持に基いた内閣の存続といった責任内閣制の諸原理を確立

自らの手で自らの権利を獲得してきたのである︒

利を通した国民の勝利でもあった︒イギリス国民は︑国王の専制から︑

︵2︶
れる議院内閣制の発達である︒イギリスにおける国王に対する議会の勝

﹁人類史上最も巧妙な政治機構﹂と呼ば

ていったのである︒

や自由を︑なによりもまず︑国家権力を担当する国王と議会との現実の
︵3︶
関係でとらえようとする﹂のは︑このためである︒議会と内閣との発達

と内閣の相互依存が始まった︒

しかしながら︑議会と国王との争いは︑それからも続いた︒ジョージ

について︑憲法考察を行なう場合には︑国王に対する議会および国民の

である︒ウォールポールは︑国王の無答責︑総理大臣による内閣の統

三世の行なった反動政治の中に︑両者の対立が表われている︒国王が︑

戦いの歴史を︑常に考慮に入れる必要があろう︒

﹁イギリス人は︑権利

制限された王権の回復を試みたために︑責任内閣制の原則は動揺したの

だが︑小ピットの登場によって︑国王の試みは挫折したのである︒小
ピットは︑ウォールポール以来の優秀な政治家であった︒ウォールポー
ルと同じく︑内閣の存続のために下院の支持を不可欠と考え︑また︑内
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長谷川正安﹃基本的人権の発展と現状﹄前衛五八一号一五六頁︒

中村﹃前 掲 書 ﹄ 八 五 頁 ︒

政治家であるティエール︵﹀ユo一需↓三①渥︶の言葉に由来している︒

︵1︶ ﹁国王は君臨すれども統治せず﹂というイギリスの原理は︑フランスの

︵3︶

︵2︶
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注

