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（要約） 

 

首相権限と憲法 

上田 健介 

 

 本論文は、1990年代以降、従来の政官関係や政治主導のあり方を批判的に再考しようと

する、現実政治や政治学の動向を背景として、憲法学の立場から、行政権の内容及び行政

各部との関係をも念頭に置いた内閣制度のあり方に関する規範論を検討する。この点に関

する従来の憲法学における議論の蓄積はそもそも決して十分ではなく、また、無意識のう

ちに、各省割拠主義を助長し内閣による統一的な政策形成・実施を阻害する論理を提供し

てきたものがあるのではないか、という問題意識から、内閣の中心として、その舵取りを

行い、責任を負うべき首相の地位と権限に着目して、比較法史的考察を行うものである。 

 

第一編 

 第一編では、いわば総論的に、イギリス、ドイツ、日本における、行政権内部の諸関係

に関する首相の地位と権限について、内閣組織上の地位と権限、内閣運営上の権限、省庁

に対する権限に分節して内容を整理した上で、それらの権限を裏側から規定していると思

われる責任の構造について規範的枠組みを検討する。 

 

第一章 

 第一章では、イギリス法について考察する。内閣の組織に関して、首相は、大臣の任免

権を有し、また首相が不信任の結果辞職する場合には大臣も辞職することが要請される。

ここから、首相は、【［国民］→［議会］→［首相］→［他の大臣］】→［中央省庁］という

正統性の鎖の中で「扇の要」としての地位を有する。 

次に、内閣の運営に関して、首相は、閣議主宰権を有するところ、この権限は広範かつ

強力なものであり、議事日程の決定、閣議の司会と結論の総括、閣議議事録の編纂という

諸作用を駆使することで、首相は、閣議での意思決定を、相当程度、誘導することが可能

となる。また、首相は、閣議主宰権から内閣の委員会の編制権、運用権をも有する。委員

会は、単なる「前捌き」に限定されず、閣議に代わり重要な意思決定を行うこともあり、

首相は、委員会を活用することで、さらに、自らの目指す方向で内閣の運営を行うことが

可能となる。補佐機構としては、内閣官房のほかに、首相府が存在する。首相府は、小規

模ながらも日程管理及び中央省庁との調整（秘書室）、議会や政党との連絡調整（政務室）、

マスコミや国民に対する情報発信（報道室）、政策立案（政策室）といった機能ごとの分業

が進んでいる。 

 第三に、各省に対する権限に関して、首相は、省庁の設置改廃を行う権限を実質的に

有する。内国公務員の人事権についても、公務員担当大臣の資格でこれを有し、実際にも、



事務次官および局長級の上級公務員の任命同意権を有する。行政作用の領域でも、厳密に

法的な権限ではないが、省庁の活動に優越的に関与することが可能となっている。各省と

の関係では、公務員の長である内国公務員長官の権威と役割が重要である（第 1節）。 

続いて、これらの権限に対応する首相と内閣の責任のあり方に関して、連帯責任の観念

を分析した。連帯責任の基幹は、「信任原則」である。また、「全員一体活動義務」も、信

任原則から派生する重要な義務であり、この二つは憲法上の原則であるといえる。これに

対し、「全員一体意思決定義務」は、信任原則から必然的に導かれるものではなく、連帯責

任の射程に直接には含まれない。むしろ、内閣の内部において「全員一体活動義務」の遂

行を確保するのは首相の役割であるとの認識が共有されている。かかる認識に基づく各種

の授権的習律により、連帯責任に基づき首相は内閣を主導することが可能となる。 

これに対し、大臣は、首相の内閣運営に不満を持った場合、第一に、これを公にするこ

とで「全員一体活動義務」違反を惹起せしめて首相を弱体化させることができ、第二に、

不信任決議に訴えることで、信任原則に基づき首相を辞職させることができる。ここでは、

大臣と議員との兼任が大きな意味を持つ。かかる大臣の存在が、首相の権限濫用に対する

安全弁として機能する（第 2節）。 

したがって、連帯責任は、政府を主導する首相と、これに従いつつ常に歯止めをかけう

る大臣との、自由な政治的営みを支えているといえる。かかる自由な政治制度の背景には、

政治的主権者たる国民の自信がうかがえる。 

 

第二章 

 第二章では、ドイツ（連邦）法について考察する。内閣の組織に関して、宰相は、大臣

の任免を執務領域の割当てを行う「実質的組閣権」を有し、またその地位の喪失が直ちに

他の大臣の職務の終了を導く。それゆえ、宰相は、【［国民］→［議会］→［宰相］→［大

臣］】→［各省］という正統性の鎖の中で「扇の要」としての地位を有するといえる。 

次に、内閣の運営に関して、宰相は、基本方針決定権と政府執務指揮権を有する。宰相

は、執務指揮権に基づき閣議を主宰し、議事日程の決定、事前の調整、議事参加者の決定、

閣議の議事進行、閣議議事録の作成などの権限を通じて、内閣の運営を主導することが可

能となる。また、基本方針決定権や執務指揮権からは、宰相の総合調整権が導かれる。こ

の総合調整権の現れとして、政府における職務遂行の一体性が要請され、各種の行為規範

が大臣に課されている。また、各種の委員会の編制権や運用権も、総合調整権の延長とし

て導かれると解される。これらの宰相の権限行使を支援するため、宰相府をはじめとする、

相当に規模の大きな補佐機構が存在する。 

 第三に、各省に関する宰相の権限として、組織について、宰相は、行政組織編制権を有

する。これは、実質的組閣権の帰結である。人事について、宰相が直接に権限を有するの

は政務次官の任免までであるが、内閣の関与が、政治的官吏のみならず、課長級の職員の

任命にまで及ぶ点が注目される。作用についても、「政治の基本方針」の発布は、法的にみ



ると日本でいう「指示」に近い効果しかもたないようであるが、他方で宰相は、基本方針

決定権や執務指揮権から派生する権限として、基本方針の実施の監督や政府の全政策の総

合調整を行う権限を有し、また報告徴収権を有することで、各省に優越的に関与し、「政治

の基本方針」を実現させることが可能となっている（第 1節）。 

続いて、これらの権限に対応する宰相と内閣の責任のあり方に関して、宰相原理と所管

原理、合議体原理の関係を分析した。所管原理は、大臣の単独責任制と合わせて、大臣に

一定の自律性を与えている。しかし、実際には、各省の所管事項であっても、対外的な広

報、各省内部の人事、組織の決定、各種計画の審議や決定などが宰相や内閣、宰相府によ

り行われている。その背後には、基本方針決定権や執務指揮権、組織編制権が宰相にある

ことから、政府が一体として活動することを確保する役割を宰相に認める発想が存在して

いると考えられる。また、合議体原理は、宰相の権限行使に対して大きな制約とはなって

いない。基本法六五条三文で内閣の排他的な権限とされる事項は狭く、その他の条項で「政

府」の権限とされる事項も必ずしも内閣による決定が要請されるとはされていない。実際

には、執務規則などで内閣の権限が増大しており、合議体原理の重みが増大しているよう

にも目される。しかし、合議体の権限は、宰相の基本方針決定権を排除するものではなく、

また執務指揮権に服するのであり、決して宰相原理を脅かすものではない。 

具体的な責任の構造についても、この関係に対応している。すなわち、議会に対する宰

相と大臣の責任は、大臣には説明責任に相当する’Verantwortung’のみを認め、議会の信任

関係に当たる’Vertrauen’はもっぱら宰相を通じて果たすこととされている。内閣の責任は、

そもそもこれを観念しない立場があり、そこでは責任は宰相が中心として果たすべきもの

とされる。これを肯定する考えも、ワイマール憲法下の連立政権が常態で内閣が優位して

いた現実政治のあり方に基づくものであり、規範論として宰相の権限に制限を加える意味

はなく、むしろ内閣内部において宰相に優越的な地位を認めるものであった（第 2節）。 

このように、宰相、大臣、合議体としての内閣を含む広義の内閣について、宰相を軸に

描くドイツの捉え方は、首相を中心とする一体のものとして内閣を見るイギリスの理解に

も近いように考えられる。 

 

第三章 

 第三章では、英独との比較を意識しながら、日本法について考察する。内閣の組織に関

して、内閣総理大臣は、大臣の任免権を有し、またその存在が内閣の存続に取り決定的で

ある（憲法 68条、70条）。それゆえ、内閣総理大臣は、【［国民］→［国会］→［内閣総理

大臣］→［他の国務大臣］】→［行政各部］という正統性の鎖の中で「扇の要」としての地

位を有するといえる。この点、衆議院の解散権も、政治上は「内閣総理大臣の専権事項で

ある」との理解が一般である点も重要である。 

次に、内閣の運営に関して、内閣総理大臣は、内閣法 4条 2項によって、閣議の主宰権

を有するとされている。しかし、閣議主宰権の内容について自覚的な議論はなされてきて



いない。これに対し、内閣法 3条のように、閣議の運営に関し他律的な規範が存在し、さ

らに、「全員一致原則」が漠然と憲法上の要請として捉えられてきた。従来の議論は、内閣

の運営の場面においては、構成員たる国務大臣の権限のみを強調する傾向があり、内閣総

理大臣の閣議主宰権の意義を積極的に捉えることはなされてこなかったといえる。委員会

と目しうる機関として、関係閣僚会議、本部、安全保障会議、内閣府の「重要政策会議」

等が存在するが、法律や閣議決定に基づき設置されるものが多く、内閣総理大臣が単独で

設置改廃しうるものとは考えられていない。補佐機構として、内閣官房、内閣法制局、内

閣府等があるが、これらも法律に基づき設置されるものである。また、内閣総理大臣を直

接に支えるスタッフとして、「首相官邸」の人々がいるが、人数も少なく、また分業化や組

織化が進んでいるとは言い難い。 

 第三に、中央省庁に対する内閣総理大臣の権限を見ると、組織について、内閣総理大臣

は、行政組織編制権を持たない。行政組織法定主義が妥当しているからである。人事につ

いても、各省内部の個別の人事権は各大臣が有し、内閣総理大臣が任免権を有するのは法

制上は各省大臣のみである。もっとも、幹部職員の任免について、いわゆる内閣の事前承

認制度が閣議決定により制度化されている。作用について、内閣総理大臣は行政各部を指

揮監督するとされているが（憲法 72条）、実務・通説上は、これは「内閣を代表して」の

ものであり、閣議決定を必要とすると解している。もっとも、閣議決定は一般的な方針で

よいなどの緩和解釈が主流となっており、ロッキード事件最高裁判決（最大判平成７年 2

月 22日刑集 49巻 2号 1頁）も、これに棹差すものと解される。実際には、柔軟な運用に

より、実質的に単独で権限を行使しうる状況になってきているといえる（第 1節）。 

 このように、日本においては、内閣総理大臣の組織上の地位の強さと、運営上及び各省

に対する権限における弱さとの対照が際立っている。そこで、次に、この内閣総理大臣の

脆弱性の憲法的背景を批判的に検討するべく、「全員一致原則」の根拠と連帯責任の観念に

関する歴史的な考察を行った。 

 明治憲法下では、国務大臣単独輔弼制（明治憲法 55条）ゆえに、内閣総理大臣を含むす

べての国務大臣が対等な立場で天皇に輔弼を行うこととされている以上、この制度を堅持

しながら立憲的に運用する――天皇ではなく国務大臣が政治的な決定を下す――ためには、

全国務大臣の輔弼の内容が一致している必要があり、ここから「全員一致原則」が論理的

に導かれた。 

 しかし、この点、美濃部達吉の学説を詳細に検討すると、全員一致原則を認める一方で、

輔弼に関する内閣の合議体性や内閣総理大臣の独占的な輔弼権限を認めるなど、単独輔弼

制を緩やかに解するので、全員一致原則を単独輔弼制から説明することは難しく、ここに

はむしろ、「国務大臣＝各省大臣＝絶対の責任者」という発想が潜んでいたことが明らかと

なる。また、美濃部説は、内閣の全構成員が進退を共にすることを「連帯責任」と呼び、

この概念を承認していたが、他の論者の説くところと合わせ考えれば、美濃部説が全員一

致原則を「連帯責任」のコロラリーとして捉えていたとは考えにくいが、ここでの「連帯



責任」とは、普通の用法ではなく、「国務大臣＝各省大臣＝絶対の責任者」という発想を背

景に、内閣の責任を各大臣の個別の責任の束として把える、「一同責任」（佐々木惣一）と

でも言うべき、やや特殊な観念だと理解することができる。 

 その上で、日本国憲法および憲法附属法の制定過程を検討すると、そこでも、「連帯責任」

を、美濃部説と同様に、各大臣の個別の責任の束として捉える観念が根強く存在していた。

この理解の背景には、やはり、「国務大臣＝各省大臣＝絶対の責任者」という発想が受け継

がれていると見られる。しかし他方で、日本国憲法および憲法附属法の制定過程において

は、そのような明治憲法下からの理解と自覚的に区別された「連帯責任」の解釈や、内閣

のあり方について内閣総理大臣の組織上の権限（特に任免権）と結び付けて内閣総理大臣

の主導性を示唆する議論も登場していたことが注目される。 

 

第二編 

 第二編では、いわば各論的に、特に、行政各部との関係を念頭に置いた内閣の権限、そ

のうち「組織」に関する行政組織編制権と「人事」に関する人事権に焦点を当てた考察を

行う。 

 

第一章 

 日本の中央省庁の編制の特徴は、その再編が少ないことである。また、2001年の中央省

庁再編は、行政改革会議の議論からその実施までに 5年近い歳月がかかっており、中央省

庁の再編には、多大なエネルギーと時間を要する。その理由として、いわゆる行政組織法

定主義が挙げられる。本章では、この原則が憲法上自明のものであるのかを考察する。 

 行政組織法定主義とは、行政組織のあり方に関する定めは法律によるべきであるとする

原則である。この原則の射程については様々な理解があり得るものの、少なくとも、この

原則は、憲法上の要請であると理解されている。その条文上の根拠としては、①憲法 41条、

②憲法 66条 1項および憲法 74条、③憲法 73条 4号、④憲法 73条 6号を挙げることがで

きる（第 1節）。 

 しかし、行政組織法定主義は、諸外国においては必然のものではない。ドイツでは、省

庁の設置、改編は、連邦宰相の発する組織令によって行われており、行政組織編制権は宰

相にあると解されている。フランスでも、行政組織編制は政府の権限であると解されてい

る。イギリスでも、組織編制は国王大権であり、実質的には首相が省庁の設置、改編を行

う。アメリカでは、憲法 1条 8節に基づき、省の設置は法律により行われるが、行政組織

再編制法により、省の再編制は大統領が主導して行うこととされている。以上から、行政

が固有の組織編制権限を有しているのは、ヨーロッパ諸国では通例であり、省の設置につ

き法定主義を採るアメリカのあり方がむしろ特殊なものであるといえる。また、アメリカ

も含め、既存の省の再編制は行政が主導して行うことができるのであり、日本の行政組織

法定主義は比較法的に見て厳格に過ぎることが導かれる（第 2節）。 



 そこで、行政組織法定主義の憲法上の論拠を再検討する。①憲法 41条については、作用

法と組織法を区別して後者については別に論じることが可能であること、行政責任の明確

化は行政命令の公示によっても可能であり、民主的統制の趣旨は行政命令の消極的決議の

手法により十分に実現できること、といった反駁が可能である。②憲法 66条 1項および憲

法 74条については、後者の「主任の国務大臣」という文言が国務大臣各省大臣兼任制を必

然としているか、前者の「法律の定めるところ」が、内閣の組織のみならず、広く行政組

織全般に関する事項にまで及ぶのは自明か、といった疑問を提起することができる。③憲

法 73条 4号については、公務員に関する事項の規律のあり方から行政組織に関する事項の

それを類推することが適切なのか、類推可能だとしても、法律によるべき規律は一般的な

基準に止まるのではないか、との反駁が可能である。④憲法 73条 6号については、憲法の

基本構造に関わるが、必ずしも憲法を直接に執行する法律以外の法形式の存在が憲法上完

全に排除されるわけではないとし、その例として「行政府の内部的自律事項」を挙げる説

が存在することを指摘できる（第 3節）。 

 したがって、行政組織法定主義の憲法上の根拠は盤石ではなく、憲法解釈論としては、

行政機関の設置改廃等は必要的法律事項ではなく、立法部と行政部の共管領域であると解

するべきである。現行の国家行政組織法の定めは合憲であるが、立法政策論としては、こ

れを改正し、省庁の設置改廃は政令に委ねるべきであると考える。 

 

第二章 

 本章では、国家公務員制度改革基本法の制定とその後の公務員制度改革の経過を切り口

として、内閣の人事管理機能の強化と内閣人事局の設置に絞って、関連する公務員（行政

部職員）の人事権のあり方について、憲法の観点から検討を行う。 

 はじめに、現在の法制及び慣行を整理する。職員に対する人事権、具体的任免権は、各

大臣（内閣総理大臣及び各省大臣）が有するとされる（国家公務員法 55条 1項）。中央人

事行政機関として、人事院と内閣総理大臣が存在するが、関係諸制度の調査、研究、企画

立案、採用試験や研修の実施といった、周辺的な事務を限定的に行っているにすぎない（第

1節）。 

 このような現行法制を憲法の観点から評価するに当たり、関連する憲法解釈を明らかに

する必要がある。まず、憲法 65条の「行政権」について、伝統的な行政控除説に対し、執

政権説や法律執行説が提示されるが、いずれの説に立っても、内閣は行政各部に対して指

揮監督権を有していなければならない点では径庭がない。この指揮監督権の詳細について

は、憲法学ではほとんど考察の対象とされてきていないが、行政（法）学の議論を参照に

すると、まず、狭義の指揮監督権について、「統合的調整」と「分立的調整」の二種を前提

にすれば、内閣の指揮監督権は前者に引きつけて理解するべきであるところ、後者の混淆

がみられる点を指摘することができる。また、広い意味での指揮監督権、すなわち総合調

整権に関しても、従来の議論には、調整を「分立的調整」に限定する発想が潜んでいると



ころ、これを自覚的に打破して、「統合的調整」から理解する必要がある。かかる総合調整

権の理解に立ちながら内閣の有する職員の人事権を位置づけるならば、その内容としては、

具体的任免権が大臣にあることを前提とした「分立的調整」には限られず、人事制度を整

備する権限や具体的任免権をも含まれることになる。結局、憲法 65条の「行政権」から、

内閣が職員の具体的任免権を有するべきことが導かれるのである。次に、憲法 73条 4号の

「官吏に関する事務」の「掌理」に具体的任免権が含まれるかを考察する。従来の学説を

整理すると、憲法制定当初は肯定説が見られたが、次第に否定説が強くなっていったこと

が窺われる。しかし、私見によれば、内閣は、法律の適切な執行の担保と、内閣の政策形

成・実施を補佐するための人員の確保という理由から、職員の具体的任免権を有するとと

もに、具体的任免権者の決定を下位の行政機関に委任する権限をも有し、他方、国会は、「法

律の定める基準」として、メリットシステムの構築の目的から、具体的任免権者を法律で

定めることも可能であると解するべきである（第 2節）。 

 かかる憲法解釈から現行法制を見直すと、国家公務員法 55条 1項の合憲性が問題となる

はずであるが、この疑点を解消させる条件として、各省大臣の人事権のあり方に対して、

内閣は、いつでも指揮監督権を行使できるという条件が充足されていることが重要である。

メリットシステムの維持も重要であるが、各省大臣も政治家である以上、これは理由とは

ならない。むしろ、内閣の政策形成・実施を補佐するための人員の確保という観点からは、

上級職員についてまで各省大臣を任免権者とする現行規定は批判的に見直す必要がある。

かかる憲法の視点から公務員制度改革の動きを見ると、基本法に「議院内閣制」の文言が

入ったことは注目される。また、幹部職員や管理職員の任用等に関して、積極的な意義を

認めることができるが、運用において、「統合的調整」である点に留意すべきである。それ

ゆえ、内閣人事局の制度設計が重要になる（第 3節）。 

 その後、本論文執筆時まで公務員制度改革は実現していないが、その動きが注視される。 




