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はじめに

新型コロナウイルス感染症（以下「COVID-19」）は依然として世界規模での流
行が続き、日本国内においても累計感染者数は 400 万人 1 を超えている。日本政府は

COVID-19 感染拡大防止対策として SARS-CoV-2 ワクチン接種を進めており、ワ
クチン接種に関する地域の負担軽減を図るため企業や大学等で職域接種を実施して
いる。SARS-CoV-2 ワクチンを少なくとも 1 回以上接種した人の割合は全世界では

62.5％であるが、日本国内では 80％を超えており 2、他国と比較しても高い割合を示し
2021 年 12 月から始まった SARS-CoV-2 ワクチンの 3 回目接種（ブー
ている。しかし、
スター接種）はこれまでと比べて進んでおらず、3 回目接種率は２月末現在 14％程
度 3 とされている。
各国における感染状況や具体的な法制度・政策は多種多様であるが、人類が同一の
感染症との闘いに挑んでいる点では共通であり、ワクチン接種をめぐる判例からは公
衆衛生と法学というテーマで示唆を得ることができると考える。米国ではこれまで、

SARS-CoV-2 ワクチンの接種義務化をめぐる判例が蓄積されており、いずれも予備
的差止めが認められるかどうかという枠組みの中で、州立大学が所属学生に対し接種
義務を課すことの是非（判例①、②）、州法で州内の医療従事者に対し接種義務を課
すことの是非（判例③、④）、連邦政府の行政庁が労働者に対し接種義務を課すこと
の是非（判例⑤、⑥）という三つの系統の憲法訴訟が存在している。そこで、それぞ
れの系統について、連邦裁判所の判断の異同点を中心に紹介を行うこととした。
なお、本稿は東京大学の大学院生を中心とする医事法ゼミ有志により執筆された。
医事法ゼミは、医療系、法学系大学院生を中心とする有志による自主ゼミで、医療に
関する法律関係への理解を深めることを目的として活動しており、これまで『医事法
議論を重ねてきた。
判例百選 第 2 版』4 や『Public Health Law』5 の輪読会などを開催し、
昨年度も本誌にアメリカの裁判例を翻訳した上で考察を行った『COVID-19 と宗教
活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界―米国法の分析と日本法との
比較―』6 を投稿した。この中には、本稿で取り上げる判例の中でも引用されているア
メリカの予防接種義務に関する有名な判例の１つである Jacobson 判例についても議
論を行った。
本稿では、その後の SARS-CoV-2 ワクチン接種に関する判例がどのように示され
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ているかについて注目した。そこで、米国での COVID-19 対策に関する議論と動向
を紹介した上で、最新判例を紹介・解説し、最新判例同士のつながりや日本法への示
唆を検討する。
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アメリカでの COVID-19 に関する動向

現在アメリカでは COVID-19 の累計感染者数が 7800 万人、
死者数 93 万人を超え 2、
世界の中で累計感染者数、死者数共にトップとなっている。
アメリカは連邦制をとっている為、各州政府の権限が大きく、連邦政府の基準はあ
くまで指針に過ぎず、それを踏まえて各州政府や地方政府が広範な権限を握っている。
その為、COVID-19 に関する政策も、各州知事の権限が大きいことや、各州で大き
く実態が異なるのが特徴である。

2020 年 3 月、トランプ大統領は国家非常事態を宣言し、州・地方政府に対して
420 億ドルの緊急事態用の連邦基金を COVID-19 対策として用いることができるよ
うになり、同月 CDC（アメリカ疾病予防管理センター）は今後 8 週間にわたって 50
人以上の集会を行わないよう勧告を行い、トランプ大統領からも “ 感染抑制のための

15 日間 ” と呼ばれる、集会や不要不急の外出を避け、在宅勤務を呼び掛ける要請が
発出された 7。各州に先駆けて西海岸のサンフランシスコ・ベイエリアにおいては、外
出禁止令が発令され、必要不可欠な活動を除いて外出が禁止された 8。その後、各州で
次々と在宅命令が発令され、ほとんどの経済活動が停止し、3 月末には全米の 75％
の市民が在宅命令下にあったとされている 9。感染拡大防止対策として経済活動を停止
すべきか否かに関して、民主党支持者が経済活動の停止を支持し、共和党支持者は反
対するという党派的な対立が目立つようになった 10。また、マスク着用の是非にも党
派性を帯び始め、民主党員はマスク着用者が多いが、共和党員はマスク着用者が少
ない事態となっていた 11。2021 年 7 月にはそれまで 1 年以上継続されていた学校、民
間ビジネス、公共セクターへのロックダウン措置が事実上全米で解除されたが、それ
と同時期にデルタ株の蔓延が拡大し、感染再拡大の方向になっている。しかし、経済
活動との両立の面などから、ロックダウン措置の再開の可能性は少ないと言われてい
る 12。

SARS-CoV-2 ワクチン開発を促進するため、アメリカ政府は開発支援金の援助 13 や
食品医薬品局（FDA）による緊急使用許可（EUA）を発行し 14、イギリスのアストラ
ゼネカ社に次いで、2020 年 12 月にはアメリカのファイザー社、モデルナ社、その
後ジョンソン＆ジョンソン社、ノババックス社から SARS-CoV-2 ワクチンが製造さ
れた。2020 年 12 月からワクチン接種が開始され、2021 年 8 月からは 3 回目のワク
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チン接種 ( ブースター接種 ) が行われている 15。2021 年 1 月に発足したバイデン政権
は “100 日間で 1 億回接種計画 ” を掲げ、実際に 59 日間で 1 億回の接種を突破し、就
任 92 日目には 2 億回を突破したが、その後接種スピードは少しずつ減速していった。
この状況を打破する為、11 月にバイデン大統領からワクチン接種に対する２大政策
が打ち出された。１つ目は企業 ( 従業員 100 名以上 ) の雇用主に対し、労働者にワク
チン接種を行うか、もしくは週に１回の検査を実施する義務を設けたもので、2 つ目
はメディケアとメディケイドに参加している施設の医療従事者に対し、ワクチン接種
の義務を設けたものである 16。こうした COVID-19 政策は、後に紹介するように大き
な議論をもたらした。
州や地方自治体による予防接種義務は憲法上の制約を受けるが、合衆国最高裁判所
は 1 世紀以上、州による予防接種義務に対し、個人の権利に基づく制約をほとんど認
めず、公衆衛生と安全を守るための州の警察権限を認めてきた 17。この流れは 2 つの
判例が影響を与えている 18。

1 つ目は 1905 年の Jacobson v. Massachusetts 判例である。マサチューセッツ州に
は全住民への強制接種を認める州法が存在しており、強制接種を拒んだ Jacobson は
刑事告訴されたが、修正第 14 条の適正手続条項に反するとして異議を申し立てたも
のである。合衆国最高裁判所は天然痘の接種を義務付ける権限を自治体の衛生委員会
に与えた州法を支持し、その接種プログラムが “ 公衆衛生と安全の保護と実質的な関
係がある ” と判断している。その際裁判所は、より現代的な法律学の下では原告が実
質的デュープロセスに関する権利と位置づけるであろう、自由権侵害だという主張を
退けた。2 つ目は 1922 年の Zucht v. King 判例である。学童のワクチン接種を義務付
ける州法に対して、この州法が修正第 14 条の平等保護条項と実質的デュープロセス
条項に違反するとして異議を申し立てたが、合衆国最高裁判所は Jacobson 判例を参
考に、“ 予防接種義務の規定は州の警察権限の範囲内である ” と結論づけ、憲法上の
異議を棄却した。
上記判例から現在、アメリカの多くの学校が様々な予防接種を入学要件にあげてい
る。予防接種免除の要件は、基本的には医学的理由によるものであり、州によって宗
教的理由によるものも認めている。
しかし、2021 年に合衆国最高裁判所は予防接種義務化に対するこれらの判例を弱
める可能性のある 2 つの判例を下した。Tandon v. Newsom 判例では、法律が " 同等
の世俗的活動を宗教的運動よりも有利に扱う場合、中立的かつ一般的に適用されるも
のではない " と判断した。また、Fulton v. City of Philadelphia 判例においては、契約
者による性的指向に基づく差別を禁止する市の契約条項が、宗教法人の運営する里親
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支援機関の自由運動権を侵害するかどうかが検討され、裁判所は、市が “ やむを得な
い利益なしに、里親支援機関が有する同性カップルへの差別禁止義務の適用除外事由
として、宗教上の理由も加えることを拒否してはならない ” と判示したのである。
州による予防接種義務の免除事由は、通常、医学的理由が含まれるが、Fulton 判
例と Tandon 判例においては、予防接種義務要件と信仰の自由に関する憲法規定に対
して問題を提起している。
法律以外の面でも、予防接種の免除要件の範囲についての政策が政党支持率に関
わってくること、免除申請の実際の手続きの厳格さによって免除率に大きな差がある
ことも問題となっている 19。
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【紹介判例①】

UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR
THE SEVENTH CIRCUIT
No.21-23261
RYAN KLAASSEN, ET AL. v, TRUSTEES OF INDIANA
UNIVERSITY. MOTION FOR AN INJUNCTION
PENDING APPEAL
[August 2, 2021]



事案の概要
州立大学であるインディアナ大学では、所属する全学生に対して、2021 年 9 月の

新学期から、SARS-CoV-2 ワクチンの接種を義務付けるルールを採用している。接種
義務の免除対象は、宗教上の理由、ワクチンに対するアレルギーの証明や医学上の理
由に基づく延期といった医学的理由、授業参加がオンラインのみである場合が定めら
れ、新型コロナウイルスに感染歴があり自然免疫があるような場合は含まれていない。
免除を受けることができる者は、マスクの着用と 2 週間に一度の検査が義務付けられ
ている。これに対し、所属学生が接種義務ルールの差止めを求めて出訴した。連邦地
裁（インディアナ州北部地区連邦地方裁判所）
、連邦高裁（第 7 巡回区連邦控訴審裁
判所）と予備的差止めの申立てが却下され、連邦最高裁に上訴された。原告側の申立
て資料によると原告は、インディアナ大学が、合衆国憲法修正第 14 条 1 項（法の下
の平等、州における適正手続きなき権利侵害の禁止）
に違反すると主張していた。
特に、
本件ルールの適用される学生には成人も含まれ、自分自身で医療行為を決定する権利
があり、身体の完全性、自律性、そしてワクチン接種義務という文脈での医療行為選
択の憲法上の権利を持っているはずであり、これを前提とすれば、医師の助言と学生
の自己決定権に基づいてワクチン接種するか判断することが原則であるべきであると
主張していた。そして、自己決定権に反して医師の判断のみで接種義務が肯定される
とすれば、合衆国憲法上、厳格な審査（heightened scrutiny）によって正当化されな
ければならないはずであるにもかかわらず、原審裁判所は合理性の審査基準（rational

basis scrutiny）に基づき審査を行い、学生の権利制約が正当化されるという判断に立っ
ている（差止請求を却下している）。この審査基準の適用は間違っており、また厳格
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な審査基準により審査を行えば、正当化されないはずだと主張していた。


判示
原告の申立て却下。判断理由は示されていないため、原審である連邦高裁の判断が

参考になる。
連邦高裁では、Jacobson v. Massachusetts 事件の連邦最高裁判決を参照する形で、
この判決が採用した、合理性の審査基準（rational basis scrutiny）により正当化が認
められると判断した。
理由としては、第一に、成人におけるワクチン接種義務の免除の余地を認めてい
なかった Jacobson 判例に対して、本件では成人年齢に達している大学生に対しても、
免除要件を認めている点で制約が相対的に軽微であることを指摘している。実際に、
原告に入っている 8 人の学生のうち、6 名は宗教上の理由による免除を申請しており、

7 人目も免除事由があるとみられ、彼らはマスクと定期的な検査のみで良いため、憲
法上の問題が大きくないという（もっとも 8 人目の学生は免除事由がないため、訴え
の利益が認められたと言及されている）。第二に、ワクチン接種の義務化を拒みたい
場合、Jacobson の事例と異なり、義務化を回避する手段、すなわち他の大学に行く
選択肢があることを指摘している。多くの大学がワクチン接種を入学要件とする中で、
そうでない大学も数多く存在することを指摘している。大学には他の学生の安全のた
めに、いかなる入学要件を定めるかの自由があると認めている。高等教育においては、
健康診断や、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、ジフテリア、破傷風、百日咳、帯状疱疹、
髄膜炎、インフルエンザやその他のワクチン接種が一般的入学要件とされていること
が少なくないことを確認し、ワクチンが学生自身だけでなく接触する周囲の者をも守
るという機能と、大学において近距離での他者との接触が不可避だという性質を確認
している。
、財産
判断理由では、学生が身体の完全性に関する権利（right in bodily integrity）
権（right to hold property）を有することを認めながら、インディアナ大学に入学す
るには最低 11,000 ドル / 年の学費を払うという形で財産権の制約（surrender prop-

erty）を受けることを指摘し、これとワクチン接種による権利制約は同じ構造である
ことをほのめかしている。合衆国憲法修正第 1 条が禁じるのは、州が州民に対して何
を読むか強制することであって、州立大学で何を読むべきか指示することは憲法上問
題にならないことを示しながら、高等教育を受けるにあたって課せられる制約として、
授業料や課題の指示（ドストエフスキーの複雑な作品に関する課題でシェイクスピア
の明快な作品に関するエッセイを提出すれば単位を落とすだろうという比喩を交えて
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いる）に比べて、全ての学生が学ぶための条件である医学的条件は、より問題となら
ないと表現し、申立てを退けている。
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【紹介判例②】

UNITED STATES COURT OF APPEALS
FOR THE SIXTH CIRCUIT
No. 21-2945
EMILY DAHL, ET AL. v. BOARD OF TRUSTEES OF
WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY, ET AL.
ON EMERGENCY MOTION TO STAY INJUNCTION
PENDING APPEAL
[October 7, 2021]



事案の概要
公立大学である西ミシガン大学では、在籍学生に対して、対外試合を含めた完全な

形で大学スポーツの活動に参加するためには、SARS-CoV-2 ワクチンの接種を義務
付けている。このルールでは、予防接種義務の免除事由は、医学的あるいは宗教的理
由が想定されているが、学生からの申請に対して、個別事案ごとに検討されるものと
されていた。これに対して複数の学生アスリートが宗教上の理由に基づく免除を申請
したが、大学が免除を認めず、接種義務要件を満たしていないとして、学生スポーツ
への参加を禁止したケースも起きた。
これに対して、学生アスリートの 16 名が、大学当局は私人の宗教上の理由に基づ
く自由行使条項（free exercise clause）に違反しているとして、合衆国憲法違反を主
張し出訴した。本案について連邦地裁判決の控訴に伴い、大学側の接種義務ルールの
施行に対する予備的差止命令の申立てを行い、連邦地裁がこれを認め、大学側が連邦
高裁に不服申し立てしたのが本件である。


判示
不服申立て却下。
連邦地裁で出された予備的差止命令を控訴審で覆すには、連邦地裁の事実認定、法

適用が明らかに誤りである場合に限られるところ、公立大学が学生らに対して宗教上
の理由に基づくワクチン接種義務の免除理由を与えていないことは、宗教活動に対す
る制約に当たらない一般的な利益付与の場面と言うことはできず、大学スポーツに参
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加できなくなるという形で自由行使条項への制約に当たることをまず認める。そし
て、類型的な宗教上の理由に基づく免除事由を設けず、個別の申請に対して審査する
という枠組みを採用することは、その理由を提示できない限りは、原則として認めら
れず、厳格な違憲審査基準によって制約が正当化されるか検討されなければならない
とする。個別の申請に対する審査枠組みが、宗教上の理由に基づく免除事由として機
能しているかについて争点となっていたが、裁判所はこれを否定した。
そして、厳格な審査基準に照らすと、アスリートでない同大学の大多数の学生はワ
クチン未接種のまま学生生活を送ることを認められており、スポーツをしている点以
外はほとんど同一内容・同一空間で過ごしているに過ぎないのにもかかわらず、学生
アスリートのみに接種義務を課すことは正当化されない可能性が高いと判断した。大
学側の主張していた、SARS-CoV-2 ワクチンがウイルスを防ぐための最も効果的か
つ合理的な方法であるとの主張に異論はないと裁判所は認めながら、問題となってい
るのは「一般的に大学がワクチン政策を導入することにやむを得ない利益があるか」
ではなく、「学生アスリートの原告らに対して、例外を認めないことにやむを得ない
利益があるか」であるとの観点から、学生側の自由権行使条項を侵害し、正当化され
ないとされる可能性が高いため、予備的差止命令を出した原審の判断は是認できると
結論づけた。インカレ競技のような広範囲に感染・影響を及ぼしうる対象について接
種義務を定めることが適法にできる余地があると指摘しながらも、一般的免除要件を
定めなかった以上、その正当化がなされなければならないという見地から、大学の規
制が正当化されない可能性が高いとして予備的差止命令を認めている。


判例①②の解説
判例①②は、SARS-CoV-2 ワクチンにまつわる紛争のうち、州による規制の合衆

国憲法上の合憲性が争われたものである。州が定めた規制について、
また学校教育
（特
に高等教育）における接種義務化について初めて連邦最高裁で判断された点で意義が
ある。
教育現場における SARS-CoV-2 ワクチンの接種義務化については、カリフォルニ
ア州では公立・私立を問わず、学校現場の教職員に対する義務化を 2021 年 8 月に導
入しているほか、2021 年 9 月の新学期からは、多くの大学で義務化が導入されてい
る 2。
判例①で原告側は、医療に関する自己決定権侵害を軸に争おうとしたのに対し、控
訴審は入学料による財産権制約、進学後の指定課題による（何を読むかという）自己
決定権制約と同様であり、むしろ他者危害を防止する点で、広い意味で教育機関の教
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育内容決定権に属する問題と処理しており、
最高裁も同様に解したものと考えられる。
日本の裁判所でも、その根拠づけは明らかではない部分があるが、公立・私立を問わ
ず教育機関側に学生・生徒を規律する包括的権能を認めている（最判 S49.7.19、昭和
女子大事件【百選Ⅰ [ 第 7 版 ]-10 事件】）。学校として所属する学生・生徒に対して
規制を課すことは、本件控訴審の法定意見が言うような、教員からの課題の指示と完
全に同視できるかは疑問も残る。しかし、周囲の学生のためでもあるという保護目的
が存在し、科学的妥当性のある手段で規制を課す限り、免除事由の妥当性ではなく条
学校側の管理権限の余地が広く認めら
件設定と義務化の問題として検討されており 3、
れる前提で、反対利益の重要性との比較のもとで正当化されるか審査されるという枠
組みは、日米どちらでも妥当すると言えるだろう。
この点、学生に対する接種義務に対する免除事由として、本件では認められていた
宗教上の理由に基づく接種義務免除が類型的に用意されていない場合について示した
判例②は、判例①と比べると、米国における宗教上の信念に基づく行動の自由（free

exercise clause、修正第 1 条）に対する価値観が強くうかがわれる。Trinity Lutheran
Church of Columbia, Inc. v. Comer, 137 S. Ct. 2012, 2022 (2017) 判決を引き合いに、宗
教上の理由に基づく自由な行使を直接的に禁止する場合に限らず、間接的に強制や罰
則を加える態様も、州に禁じている修正第 1 条違反となると確認した上で、学生ア
スリートに類型的な宗教上の理由に基づく免除を与えない点の判断が主として争われ
た。ワクチン接種を受けるか、大学スポーツを諦めるかの二択を迫っている点で自由
権行使条項への間接的な侵害にあたることを認め、被告側が学生アスリートにだけワ
クチン接種義務を課さねばならない利益を示すことができなかったとして、僅差（a

close call）だとしながら、学生側の自由権行使に関する主張が勝つ可能性が高いと判
断した。

2020 年に出された Roman Catholic Diocese of Brooklyn v. Cuomo, No. 20A87 (2020)
と同様に、宗教上の理由に基づく自由権行使の価値を重視し、これに対する制約が正
当化されるのは厳格な審査基準を通過したもののみだとする裁判所の傾向を踏襲した
判断と言える。
これら裁判所の立場を、学生に対するワクチン接種義務の場面に一般化するのであ
れば、類型的に宗教上の理由に基づく免除事由を認めているかどうかが、厳格な審査
基準が適用されるかの分水嶺になるとみられ、まさに、判例①と判例②の違いをもた
らしたと言うことができそうである。
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1 連邦最高裁判所に対する不服申し立ては No.21A15
2 前澤貴子「アメリカにおける新型コロナワクチン接種義務化をめぐる動き」ジュリスト
2021 年 10 月号（no.1563）p.72
3 大林啓吾「新型コロナの憲法問題に関する覚書：ロックダウンとワクチンを中心にして」
千葉大学法学論集 36(2)（2021）p.70-35, 38

〈研究

〉新型

接種義務化

米国裁判例

動向 検討

137

【紹介判例③】

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES
No. 21A90
JOHN DOES 1–3, ET AL. v. JANET T. MILLS,
GOVERNOR OF MAINE, ET AL.
ON APPLICATION FOR INJUNCTIVE RELIEF
[October 29, 2021]



事案の概要
メイン州の法律では、従業員は、予防接種が医学的に望ましくない可能性があるこ

とを示す医師などからの書面を提出すれば、ワクチン接種の義務化を回避すること
ができるが 1、宗教的・哲学的理由による接種の免除についての明文の規定は 2019 年
州内の医療従事者に対して同年 9 月 1
に削除された 2。ミル知事は 2021 年 8 月 12 日、
日までのワクチン接種義務を課すことを明らかにした 3。これに基づき同州の保健福祉
省は上記法律の対象に SARS-CoV-2 ワクチンを含める緊急規則を制定した。知事は
同年 9 月 2 日、締め切りを 1 か月延長することを明らかにした 4。これらの規則が修正
憲法第１条などに違反するとして仮の差止めを求めた。


判決要旨
申立て棄却。



Gorsuch 裁判官、Thomas 裁判官、Auto 裁判官による反対意見
本法廷は、ある法律が「比較可能な世俗的活動を宗教的運動よりも有利に扱う」場

合、その法律は中立的かつ一般的に適用可能なものではないとする。
メイン州は、ワクチンを接種していない宗教上の異議申立人とワクチンを接種して
いない医療上の異議申立人が、新型コロナウイルスに感染したり、同僚に広めたりす
るリスクが等しくあることを争っていない。また、州が医療関係者にワクチン接種を
義務付けた場合、副反応が出て、患者を治療できる医療スタッフが減る可能性がある
と言っても、何の解決にもならない。州が宗教上の免除を拒否すれば、宗教者は信仰
に反することを理由に解雇され、患者の治療にあたる医療従事者が減ることにもなる。
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どう考えても、州が主張する利益に関しては、医療的免除と宗教的免除は同等の立場
にある。
…中略…
現在の目的のために、その利益がやむを得ないものであると仮定しても、メイン州
は、その規則がその利益を達成するために利用可能な最も制限の少ない手段であるこ
とを示していない。州が挙げた 4 つの目標を達成するためには、対象となる医療施
設の従業員の 90％がワクチン接種を受けなければならないと述べている。州は、そ
の 90％という数字の選択について説明する証拠を提示していない。しかし、それを
前提にしても、申立人の実際の職場はともかく、州全体でその基準を達成するため
に、少数派の宗教的信念を持つ人々への免除を拒否することがいかに不可欠であるか
を、メイン州は説明していない。もし、州が最近、自らのウェブサイトを参照したな
らば、先月の時点で、すでに病院は 91％以上、外来外科センターは 92％、その他は
およそ 85％以上の接種率を報告していることがわかっただろう。さらに、今回の申
立人 9 名のうち 4 名を雇用している医療機関は、1 週間以上前にすでに従業員の接種
（なお、同様の義務付けを行
率が 95％、94％に達しているとメディアに語っている。
う州の圧倒的多数が宗教的免除を提供していることを観察している）
。このような状
況で宗教的免除を否定するメイン州の決定は、最小限の制限的手段のテストに失敗す
るだけでなく、不合理との境界線上にある。
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【紹介判例④】

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES
No. 21A145
DR. A, ET AL., APPLICANTS v. KATHY HOCHUL,
GOVERNOR OF NEW YORK, ET AL.
ON APPLICATION FOR INJUNCTIVE RELIEF
[December 13, 2021]



事案の概要
ニューヨーク州クオモ前知事は、2021 年 8 月 16 日、医療従事者に COVID-19 ワ

知事は医学的理由
クチンの接種を義務付ける命令を発表した 5。義務化を発表した際、
に加え、宗教上の理由による免除を約束した 6。クオモが知事を辞任しホークル知事が
就任する前日の同年 8 月 23 日、ザッカー委員長が率いる諮問委員会である州の公衆
衛生・健康計画審議会は、今回は宗教的な免除を設けない修正義務を提案した。州議
会は同月 26 日、この方針を規則として制定した 7。審議会は宗教的免除の実現可能性
や、それを削除する理由を議論しなかった。ホークル知事は 2021 年 9 月 15 日、免
除を廃止するという決定は「意図的なもの」であり、
「組織化された宗教」が免除を
求めておらず、免除を求めている個人は「神と神が望むものに耳を傾けていない」
ため、
正当化されると発表した 8。ニューヨークの医療従事者数千人が、職を失い、失業手当
の受給資格を失う事態に直面した。彼らのうち 20 人は、州の行為が修正第 1 条に違
反していると主張して訴訟を起こし、本法廷が彼らの裁量上訴を決定するまで、彼ら
に対する義務づけの実施を差し止めるよう求めた。


判決要旨
申立て棄却。



Gorsuch 裁判官と Auto 裁判官による反対意見
宗教活動の自由条項の下では、政府は「宗教的信念や実践の違法性を判断したり前

提としたりするような行動をとることはできない」とされている。その結果、
我々は、
宗教的実践に負担をかける政府の行動は、それらの行動が「宗教への反感やその実践
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への不信感から来ている」という「わずかな疑い」さえあれば、
特別に取り上げる (set

aside) べきであるとした。
ニューヨーク州の義務化は、そのような行為である。ニューヨーク州は、当初、宗
教上の理由でワクチン接種を拒否する人を免除する計画を立てたが、後になって方針
を変更した。その規制影響評価書には、その変更についての説明はなかった。同時に、
この方針変更と同時に就任した新知事は、改訂された義務化が宗教的免除を「意図的
に」削除したことを認めた。知事は、この変更についても特別な説明をした。彼女は、
「神は人々にワクチンを接種することを望んでおられる」と言い、
それに反対する人々
は「組織化された宗教」や「ローマ法王をはじめとするすべての人々」の言うことを
聞いていないと言った。そして新知事は、改正された義務に従わなかった医療従事者
に特別に不利益を加えるために、州の失業制度の変更を発表した。この記録は、
ニュー
ヨーク州が異端の宗教的信条や慣習に対する「反感」や「不信感」から行動したとい
う「わずかな疑い」以上のものをもたらす。この記録は、少数派の宗教的信念を持つ
人々への疑念を実質的に表している。これだけでも、これらの申立人に適用される義
務化を違憲とするのに十分である。
次に一般的な適用性について検討する。本法廷の多数派は、法律が「宗教的行為を
禁止する一方で、政府が主張する利益を同様に損なう世俗的行為を許可する」場合に
は、一般的適用性の主張を失うと繰り返し述べている。ニューヨーク州の規制は、宗
教上の理由による免除を禁止する一方で、医療上の理由による免除を認めているから、
まさにこれに当たる。申立人が指摘するように、医療従事者がワクチンを接種しない
ままでいることは、その医療従事者が宗教上の理由であっても医学上の理由であって
も、州が主張する公衆衛生上の目標を同様に損なうことになる。
確かに、州は、宗教上の理由に基づく免除は、医療上の免除よりも宗教上の免除を
求める人が多ければ、医療上の免除とは違って、ワクチン接種義務化の目的を損なう
可能性があると推測している。しかし、当裁判所の一般的適用性テストは、そのよう
な数字ゲームではない。現時点での問題は、異議を唱えられた法律が世俗的な反対者
のための免除を含んでいるかどうかであり、
それが宗教的な反対者のための免除と
「同
様に政府の主張する利益を損なう」かどうかである。法律は個人に作用し、権利は個
人に帰属する。そして、ここでの関連する問題は、宗教的な免除を求める個人と、世
俗的な免除の恩恵を受ける個人との間の一対一の比較を含んでいる。


判例③④の解説
上記 2 つの判決はメイン州とニューヨーク州のそれぞれにおいて、医療従事者に対
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するワクチン接種義務化を定める州法が宗教的理由による免除を含まない点において
修正憲法第 1 条に違反するとして、差止めが求められた事案である。
メイン州の事案の補足意見では、この事案に仮の差止めを認めると十分な手続きを
踏まずに実質的に判断を下すことになってしまうことが懸念されている。結論として
両事案の差止めが棄却された。本案についての判断は係争中である。なお、後述の連
邦政府による医療従事者に対するワクチン接種義務化事例（判例⑤）では宗教的理由
による免除が認められているため、これによって上記事案の訴えの利益が消滅するこ
とはないと考えられる。
どちらも Jacobson 判例に端を発する予防接種を通じた州の権限と個人の信教の自
由という古典的な議論に位置づけられるだろう。上記の判決にはどちらも反対意見が
付いており、修正第１条に基づく宗教活動の自由に対する制約として厳格審査に服す
るかどうかの基準として中立性・一般的適用可能性テストが挙げられている。そこで
は、医学的理由による免除と宗教的理由による免除の両者が、他者への感染を起こす
可能性の点では同じであるにもかかわらず取り扱いに差異が設けられていることが注
目される。特にニューヨーク州ではワクチン接種を行わずに失業した医療従事者に対
しては失業保険の給付を行わないよう設計されている。宗教的理由による免除の否定
は、信仰する宗教の別にかかわらず一律に要件を設定するという点においては中立と
も言えそうであるが、実質的には予防接種を忌避する特定の宗教に対する不利益とな
る点において、取り扱いに差があるということになる。医学的理由が宗教的理由に優
先すると無批判に考えるのはナイーブであるかもしれないという示唆を与える判断方
式である。
厳格審査に服した場合には政策目的が compelling interest であることと政策手段が

narrowly tailored であることが求められる。COVID-19 の抑止は compelling interest
として認められる。政策手段について、医療従事者のうち何割が接種する必要があ
るのかが議論されている。メイン州の事案では州が医療従事者の 90% が接種する必
要があると主張したところ、反対意見ではそれを超える接種率の医療機関の存在が
示唆された。またメイン州の主張する医療従事者の 90％が接種する必要があるとの
主張を理由がないとし、ニューヨーク州ではそのような主張すらしていないと指摘
している。両事案の反対意見において、他の州の接種率との比較における対象の州
の医療従事者の接種率が、手段の narrowly tailored を判断する考慮要素となってい
る。接種率が高いメイン州においては、これ以上必要である根拠がないことが指摘さ
れ、そうでないニューヨーク州に対しては他の州において宗教的免除を認めたうえで

COVID-19 対策を行うことができていると指摘する。
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被告としては COVID-19 感染拡大防止のために医療従事者の何割がワクチン接種
を行う必要があるのかを科学的な知見に基づいて明らかにすることが望まれている。
しかしながら、ワクチン接種の効果は集団に対する確率的なものであり、基準が一義
的に定まる性質の議論ではない。実体として接種率が何割必要かという点よりも、手
続きとして接種の必要性を適切に議論したのかという点を評価することが期待される
であろう。また、他の州との比較は、交絡要因が考えられるため因果推論上の意義に
欠ける。特に、医療従事者のワクチン接種率が低くとも COVID-19 対策が行えてい
る州もあるとの主張は、その州における医療従事者のワクチン接種以外の感染予防・
衛生政策を等閑視するものであろう。
むしろ不利益の大きさについて目を向ける必要があるのではないか。SARS-CoV-2
ワクチン接種をしない場合、医療機関における就労が認められないというのは医療従
事者の生活基盤を揺るがすような重大な不利益である。しかも、現在では医療機関に
おけるゾーニングを適切に行うことで一定程度の感染対策は行うことができるであろ

2021 年 8 月の時点においては十分可能であっ
う。COVID-19 流行の初期はともかく、
たと考えられる。この場合、COVID-19 以外を取扱う病棟での勤務などが不可能で
あるとは言えない。そのような状況下においても、ワクチン接種の拒否により医療機
関におけるあらゆる就労が不可能となるのはどのように判断されるだろうか。政策論
としても、ボランティア制度の運用や医療従事者の資格制度の緩和など特例的な人材
確保を行う厳しい状況のなか、利用可能な人的資源を有効活用するために必要以上の
制限は再考されるべきであろう。

1 Me. Rev. Stat. Ann., Tit. 22, §802(4-B)
2 PL 2019, c. 154, §9 (RP)
3 https://www.maine.gov/governor/mills/news/mills-administration-requires-health-careworkers-be-fully-vaccinated-against-covid-19-october ( 最終アクセス 2022 年 2 月 26 日 )
4 https://www.maine.gov/governor/mills/news/mills-administration-provides-more-timehealth-care-workers-meet-covid-19-vaccination ( 最終アクセス 2022 年 2 月 26 日 )
5 Consolidated Laws of New York, Public Health (PBH) Chapter 45, Article 1, Title 2, Section
16
6 https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-covid-19-vaccinationmandate-healthcare-workers ( 最終アクセス 2022 年 2 月 26 日 )
7 https://www.health.ny.gov/facilities/public_health_and_health_planning_council/
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meetings/2021-08-26/docs/revised_proposed_regulation.pdf
8 https://www.governor.ny.gov/news/video-rough-transcript-governor-hochul-holds-qafollowing-covid-19-briefing ( 最終アクセス 2022 年 2 月 26 日 )
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【紹介判例⑤】

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES
Nos. 21A240 and 21A241
JOSEPH R. BIDEN, JR., PRESIDENT OF THE UNITED
STATES,
ET AL., APPLICANTS v. MISSOURI, ET AL.
XAVIER BECERRA, SECRETARY OF HEALTH AND
HUMAN
SERVICES, ET AL., APPLICANTS v. LOUISIANA, ET AL.
ON APPLICATIONS FOR STAYS
[January 13, 2022]



事案の概要

Health and Human Services(HHS) の長官はメディケアおよびメディケイドの資金
提供を受けるためには、対象施設は医療上もしくは宗教上の理由で免除されない限
りは、職員に SARS-CoV-2 ワクチン接種を確実に受けさせるという規則を発表した。
ミズーリ州とルイジアナ州の連邦地裁はこの規則の予備的差止めを行ったが、政府は
この差止めを停止するように申し立てた。連邦最高裁はこの申し立てを許可した。


判示
議会は、HHS 長官に対し保健医療施設でサービスを受ける個人の健康と安全のた

めに必要な要件を公布する権限を付与した。2021 年 11 月 5 日、長官はメディケアお
よびメディケイドへの参加条件を修正し、対象職員に対して SARS-CoV-2 のワクチ
ン接種を確実に行うことを義務づけた 1。メディケアおよびメディケイドの患者は高齢
者や障害者、健康状態が悪い場合が多いため、新型コロナウイルスの感染は特に危険
であること、さらに SARS-CoV-2 ワクチン未接種の医療スタッフから新型コロナウ
イルスに曝露されることへの「恐れ」は、患身が医療上必要なケアを受けるのを差し
控えることにつながり、さらなる「患者の健康と安全に対するリスク」を生じさせる
1 86 Fed. Reg. 61561, 61616-61627.
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との判断であった 2。長官は、この規則を直ちに発効させるべき「正当な理由」がある
と判断し、通常の手続又は告知コメント (notice-and-comment) による手続きではな
く、暫定規則 (interim final rule) として発効した 3。その「正当な理由」とは、デルタ
株の蔓延と来る冬シーズンを考えると、「これ以上の遅れ」は患者の健康と安全を危
険にさらすというものであった 4。
最高裁は、長官の規則が連邦議会から与えられた権限の範囲内であるという政府の
主張に同意し、SARS-CoV-2 ワクチンの義務化は「患者の健康と安全を促進し保護す
るために必要」であると結論づけた 5。保健医療機関が危険なウイルスを患者に伝染さ
せないようにすることは、医療専門職の「無危害」原則と一致している。ワクチン接
種の義務は、アメリカの医療提供の共通の特徴であり、全米の医療従事者は、各種ワ
連邦政府がこれまで参
クチン接種を義務づけられている 6。これら既存の州の要件は、
医療従事者
加条件としてワクチン接種義務を採用してこなかった大きな理由であり 7、
や公衆衛生の組織が長官の規則を支持する理由になっている 8。こうした支持は SARS-

CoV-2 ワクチン接種義務が、議会が長官に課すことを認めた「健康と安全」規制の
分かりやすく、予測可能な例であることを示唆している。したがって、メディケアお
よびメディケイドの資金受給資格を維持するために、暫定規則の対象となる施設が職
員に SARS-CoV-2 のワクチン接種を受けさせなければならないと要求したことにつ
いて、長官はその法的権限を超えていないと結論づける。
下級審での被告の主張にも同意できない。第一に、暫定規則は恣意的かつ気まぐれ
なものではない。また、長官が、この規則が地方の医療機関を含めて人員不足を引き
起こす可能性があることを「全く考慮しなかった」というわけでもない 9。他の法的な
手続又は告知コメントを遅らせる「正
反論も、あまり用をなさない。ALITO 裁判官は、
当な理由」があると長官が認定したことを問題視している。しかし、規則を前倒しで
2
3
4
5
6

Id., at 61588.
Id., at 61583–61586. 5 U.S. C. §553(b)(B) を参照 .
86 Fed. Reg. 61583-61586.
86 Fed. Reg. 61613.
CDC, State Healthcare Worker and Patient Vaccination Laws (Feb. 28, 2018), https://www.
cdc.gov/phlp/publications/topic/vaccinationlaws.html.
7 86 Fed. Reg. 61567-61568.
8 id, at 61565-61566; Brief for American Medical Assn. et al. as Amici Curiae; Brief for
American Public Health Assn. et al. as Amici Curiae; Brief for Secretaries of Health and
Human Services et al. as Amici Curia も参照されたい .
9 State Farm, 463 U. S., at 43; 86 Fed. Reg. 61566, 61569, 6160761609 を参照 .
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発効すれば、新型コロナウイルスの感染、入院、死亡が大幅に減少するという長官の
認定は 10、手続又は告知コメントを見送るために必要な「具体的な何か」を構成して
いる。また、この事例では、当局が規則を作成するのに要した 2 ヶ月が、長官の正当
な理由の認定と矛盾する「遅延」に該当するとは言えない。第二に、長官が規則を発
効する前に、
「適切な州機関との協議」11 を行う必要はなかったことにも同意する。同
様に、地方の小規模病院に対する規則の影響の分析を想定しておく必要がなかったこ
とにも同意する。最後に、この規則は、連邦政府職員が「医療サービスの提供方法、
または施設の役員または従業員の選任（または在職期間）に対していかなる監督また
は管理も行ってはならない」という規定 12 にも反していない。
パンデミックは、連邦機関が議会に付与されていない権限を行使することを認める
ものではないが、同時に、この前例のない状況は、連邦機関がこれまで認められてき
た権限の行使を制限する根拠にはならない。そのため、当裁判所に付託された予備的
差止めの停止の申請は許可されるものである。


THOMAS 裁判官反対意見
2021 年 11 月、HHS は Centers for Medicare and Medicaid Services（CMS）を通じて、

全国の医療施設に対し、対象の労働者に SARS-CoV-2 ワクチンの接種を命じる包括
的規則 (omnibus rule) を発表した。政府は 1,000 万人の医療従事者に対する SARS-

CoV-2 ワクチン接種を事実上義務づけたことになる。2 つの連邦地裁はこの規則施行
を予備的差止めし、政府は現在、控訴中のこれらの差止命令の緊急停止を求めている
が、この規則を発令する法的権限を有している十分な説明をしていないため、私は停
止に対して反対する。
予備的差止めの停止を行うためには、政府は、(1) 裁量上訴を認める合理的な可能
性、(2) 下級審の判決を覆す相当の見込み、および (3) 停止を拒否することにより回
復不能な損害が生じる可能性があることを示さなければならない。Hollingsworth v.

Perry, 558 U. S. 183, 190 (2010). この判断は主に、政府が本件で予備的差止めに成功
する可能性が高いという「十分な証明」をできるかどうかに左右されるが、Nken v.

Holder, 556 U. S. 418, 426 (2009) 私の見解では、そのような証明はなされていない。
政府は、CMS にメディケアおよびメディケイドを実施するための規則を公布する
（機関
権限を一般的に与えている 2 つの法定規定を持ち出した。一つ目は、CMS に「
10 86 Fed. Reg. 61584-61586.
11 42 U.S.C. §1395z.
12 §1395 において言及されている .
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としての）機能を効率的に管理するために必要な規則や規制を公表する」権限を与え
るもので 13、二つ目は、メディケア法の下で CMS に「保険プログラムの管理を実行す
るために必要な規制を規定する」権限を与えるものである 14。政府は、いずれの規定
においても、SARS-CoV-2 ワクチン接種を義務付ける権限を与えていることを立証
していない。
政府は、§1302(a) と §1395hh(a)(1) だけでは包括的規則が認可されないことを認
め、代わりにこの規則が対象とする 15 種類の医療施設にそれぞれ関係する一連の法
規定を援用した 15。これらの条項は、CMS が「健康と安全」のために対象施設を規制
することができることを示す文言を含んでおり、政府の見解では、SARS-CoV-2 ワ
クチン義務付けを含んだ「患者の健康と安全を確保するために必要と考える要件」を
採択する権限を与えるものである 16。しかし、15 種の施設それぞれに関連する法律の
うち 5 つは、CMS に「健康と安全」の規制を課す権限を全く与えていない 17。この中
で、長期介護施設を規制する「健康と安全」の条項の中でだけは「感染制御プログラ
ム」を義務付けている。ところが、その他の施設固有の規定には、
「感染管理」の文
言もそのように捉えられるような類似文言もない。したがって、基本的な解釈の原則
からすると、CMS は長期介護施設以外の施設に関しては SARS-CoV-2 ワクチン接種
を義務付ける権限を持たない。Russello v. United States, 464 U. S. 16, 23 (1983) を参
照。したがって、CMS の権限範囲内にあるあらゆる種類の施設を対象とする包括的
な SARS-CoV-2 ワクチン義務付けを認めることはできない。
当該規制は、政府が現在主張しているような広範な権力を裏付けるものではな
い 18。また、裁判所が施設の感染制御のために持ち出す規制 19 は、予防接種からはかけ
離れており 20、全職員に SARS-CoV-2 ワクチン接種を義務付ける CMS の新たな権限
の根拠とはならない。
42 U.S.C. §1302(a).
§1395hh(a)(1).
86 Fed. Reg. 61567 (2021).
Application in No. 21A240, p.19
2 U.S.C. §§1396d(d)(1), (h)(1)(B)(i), 1395rr(b)(1)(A), 1395x(iii)(3)(D)(i)(IV), 1395i–4(e)
を参照 .
18 例えば、管理栄養士が監督下で実習しなければならない時間数を義務付ける CMS 規制
（ante, at 6 ( ing 42 CFR §483.60 (2020)）
、あるいは「医師助手または看護師に委任するこ
とができる業務」を規定する CMS 規制（ante, at 6 (citing §483.30(e)）によって医療従事
者に対するワクチンの義務付けを支持することはできない .
19 ante, at 6 (quoted §482.42). ante, at 3 (citing, inter alia, §482.42).
20 42 U.S.C. §1395i-3(d)(3).
13
14
15
16
17
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包括的規則 (omnibus rule) は、何百万人もの医療従事者に、生活を失うか、何ヶ
月も拒否してきたワクチンを受け入れるかの選択を迫るものであり、間違いなく重大
なものである。ワクチン接種の義務化は州の警察権の範囲内にあり、Zucht v. King,

260 U. S. 174, 176 (1922) これまで連邦政府の権限となることは稀であった。政府は、
議会が CMS にそのような広範な権限を与えたことを強く証明していないため、私は、
控訴中の予備的差止めの停止を拒否し、反対するものである。


ALITO 裁判官反対意見
THOMAS 裁判官の反対意見に賛成する。1000 万人以上の医療従事者に SARS-

CoV-2 ワクチン接種を強制するという前例のない措置を、連邦政府が議会で承認し
たことを示せる可能性は低いと思うためである。連邦政府がそのような権限を有して
いるという主張の裏付けは非常に不明瞭であり、これまでに提出されたものよりも強
力な法的証拠を要求すべきである。
仮に連邦政府が医療従事者のワクチン接種を義務付ける権限を有しているとして
も、バラバラの規定の寄せ集めによって権限が付与される形で義務付ける権限はな
い。議会は連邦政府に対し、基本的な手続き上の措置を順守するよう明確に要求し
ている。行政機関は規則案の公告を行わなければならず 21、一般市民はその案につ
いて意見を述べる機会を与えられなければならない 22。そして行政機関が規則を発効
する場合、手続又は告知コメントの過程で提起された懸念に対処しなければならな
い。United States v. Nova Scotia Food Products Corp., 568 F. 2d 240, 252 (CA2 1977);

Motor Vehicle Mfrs. Assn. of United States, Inc. v. State Farm Mut. Automobile Ins.
Co., 463 U. S. 29, 43 (1983) も参照されたい。
本事案では、行政機関はこのいずれも行っておらず、本判決は、行政府の行為に永
続的な影響を与える可能性がある。手続又は告知コメントの規則過程の重要性から、
行政機関がそのプロセスを省略したい場合は、
「正当な理由」を示さなければならな
い 23。今回、CMS は規則を設ける前に国民の意見を求めるという原則的な手段を遵守
しなかったことを認めながらも、
「ワクチン接種が極めて高い重要性を示すというデー
タ」から「この措置をとることを遅らせることはできない」と主張している 24。しかし、
それだけでは、手続きを省く正当な理由にはなり得ない。
21
22
23
24

5 U.S.C. §553(b).
§553 (c).
5 U.S.C. §553(b)(3)(B).
86 Fed. Reg. 61555, 61583 (2021).
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正当な理由を示そうとする行政機関は、
「手続又は告知コメントに要する時間によっ
て引き起こされる特定の損害を示す具体的な何かを挙げなければならない。
」United

States v. Brewer, 766 F. 3d 884, 890 (CA8 2014) . CMS は、緊急事態が迅速な行動を正
当化すると主張しているが、ワクチンは CMS が義務付ける 10 カ月前から各所で利
用可能であり、迅速な対応とは言い難い。また、CMS は、規則発効前の手続又は告
知コメントの期間が不足していたことで不利益を被ったことを誰も示せないので、大
幅な遅延の後に通常の手続きから逸脱したことは免責されるべきだと主張している。
「正当な理由」
しかし、正当な理由があることを示すのは CMS に立証責任があり、
の存在を争う側がその不存在について立証責任を負うわけではない。North

ern

Arapahoe Tribe v. Hodel, 808 F. 2d 741, 751 (CA10 1987).
CMS は手続又は告知コメントを回避する方法を選んだため、メディケイド施設を
運営する州や、その他の規制対象者は規則によって義務が生じる前に CMS の正当性
に反論したり、矛盾する証拠を提出したりする機会がなかった。
本判決は、行政機関の今後の意思決定に波紋を投げかけるものである。CMS も裁
判所も、説明のつかない不当な遅延の後、なぜ行政機関が規制を行った後に公聴を行
うことが可能になるのか、そして 1000 万人以上の医療従事者に仕事か、不可逆的な
医療行為かの選択を迫るのか、その制約原理を明確にしていない。したがって、反対
をする。
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【紹介判例⑥】

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES
Nos. 21A244 and 21A247
NATIONAL FEDERATION OF INDEPENDENT
BUSINESS, ET AL., APPLICANTS v. DEPARTMENT OF
LABOR,
OCCUPATIONAL SAFETY AND
HEALTH ADMINISTRATION, ET AL.
OHIO, ET AL., APPLICANTS v. DEPARTMENT OF
LABOR, OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
ADMINISTRATION, ET AL.
ON APPLICATIONS FOR STAYS
[January 13, 2022]



事案の概要
労働省の一部であり労働長官の監督下に置かれる組織、
労働安全衛生局（OSHA）は、

①対象となる労働者に SARS-CoV-2 ワクチンの接種を義務づけ、かつ、これに矛盾
する州法を無効とすること、②この義務を免れる例外として自己負担で勤務時間外に
毎週の健康診断を受け、かつ勤務中にマスクを着用する労働者のみを定めること、を
本法律とする )。
内容とするワクチン接種義務 (mandate) を課す立法を行なった ( 以下、
本法律は「緊急暫定基準 (emergency temporary standards)」(§655(c)(1)) として
制定されている。「緊急暫定基準」を立法する際の要件として労働長官が (1)「従業員
が有毒若しくは身体的危害若しくは新たな危険であると判断された物質又は自然作用
に曝露される」こと、及び、(2)「緊急時の基準はそのような危険から従業員を保護
するために必要であること」を示す必要がある ( 同上 )。
「専ら屋外で労働する」労働
本法律は「労働時間の 100％」を遠隔で勤務するか、
者のための限定的な例外を設けているが、これらの例外はほとんど適用されえないも
のであり ( 前掲 at 61460)、また、産業区分や新型コロナウイルスに対する曝露のリ
スクに基づく区別を設けていない。それゆえ、ほとんどのライフガードと架線工事作
業員にさえ医療者や精肉業者と同様の規定が適用される。
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OSHA による同法発布がされた 2021 年 11 月 5 日以降、州、企業、業界団体や非
営利企業を含む多数の組織が上訴し、上級裁判所レベルでは複数の申し立てが係属し
た。これらの事件は無作為に選出され、28 U. S. C. §2112(a) に準拠して第六巡回区
裁判所で併合された。
しかし、第六巡回区裁判所での判断に先立って、第五巡回区裁判所は更なる法的判
断を待つことなしに、OSHA の規定を停止した (BST Holdings, 17 F. 4th 604)。当該
停止決定では、当該義務が OSHA の法的権限を拡大させたのと同時に議会による明
確な委任がないことで三権分立に対する懸念を生じさせており、また、異なる種類の
労働者や労働環境が直面するリスクに対してそれぞれに対応していないとした。
以上の事実関係において、申立人は長官には当該義務を課する権限はないことを理
由として本件規則の停止を申し立てた。


判決要旨

「第六巡回区裁判所は規則の停止は正当化され得ないと結論づけた。当裁判所はこ
れに賛同しない。」とし、規則を停止させた。
行政機関の権限は法律で定められるが、本法律によるワクチン接種及び自費での毎
週の陽性検査の義務は「連邦権力の日常的な行使」
（In re MCP No. 165, 20 F. 4th, at

272 (Sutton, C. J., dissenting) に該当せず、人々の生活と健康に対する重大な侵害であ
る。「経済的・政治的に重要な意味を持つ権限の行使を機関に許可する場合には、議
会による明確な言及が必要であ」(Alabama Assn. of Realtors v. Department of Health

and Human Servs., 594 U. S. ___, ___ (2021) (per curiam) (slip op., at 6) (internal
quotation marks omitted) り、本件義務の付加は経済的・政治的に重要な意味を持つ
権限の行使に該当するため、長官による義務設定に対し、法による明確な権限付与が
行われているか否かが問題となる。
最高裁は、法律によって長官に与られた権限は職場の安全基準の設定権限であって、
広範な公衆衛生対策に対する権限はないと判示した。この判断に対し反対意見は「準
拠法のない制限」(a limit found no place in the governing statute) を課しているとし
て批判するが、この批判は当たらない。OSHA の責務は「従業員」の安全と健康を
規制することにあり、その権限は「仕事に関連した危険」に対して設定されている。
犯罪や大気汚染、その他多くの伝染病など、誰もが日常的に直面する普遍的な危険の
ために OSHA が制限を課すためには議会の明確な承認が必要となり、承認なくして
制限を認めることは OSHA の権限の拡大となる。
また、反対意見は OSHA の義務を、OSHA が課す火災や衛生に関する規制と比較
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して同等のものであると主張した。これに対しては、OSHA が課してきた職場規制
と著しく異なり、「仕事の終了した後に元に戻す」
（In re MCP No. 165, 20 F. 4th, at

274 (Sutton, C. J., dissenting)）ことはできないのであり、また世界的なパンデミック
に対応するために 8400 万人の国民にワクチンの義務を課すことは「省庁が作られた
目的の範囲」(Post, at 10) ではないとして退けた。ただ、OSHA には新型コロナウイ
ルスに関する職場固有の権限が一切認められないわけではなく、例えば新型コロナ
ウィルスを扱う研究者に対して規制をかける行為が権限内において行われることに疑
いの余地はないのであって、職場に存在する危険が、誰もが直面する感染の日常的な
危険と程度の種類も異なる場合には規制が認められるとの留保を付した。そのため、
無分別な規制は「職業上の安全または健康基準」(29 U.S.C. §655(b)) ではなく、一
般的な公衆衛生措置の性格を帯びることになる。
さらに、反対意見はワクチン義務化のための根拠法令として the American Rescue

Plan Act of 2021, Pub. L. 117–2, 135 Stat. 4. See post, at 8. That legislation signed into
law on March 11, 2021 を挙げたが、法廷意見は OSHA によるワクチンの義務化は
2021 年 11 月 5 日に発布されたのであって OSHA の立法に関する言及はない、とした。
暫定的な救済措置についても、衡平法 (the equities) 上、そのような措置を保留す
ることは正当化されない、とした。なぜなら、経済コストと人命救助のトレードオフ
について検討するのは国民に選出された議会の役割であり、最高裁が行うことはでき
ないからである。


判例⑤および⑥の解説
判例⑤は、2021 年 11 月に米国の Health and Human Services（保健福祉省 ; HHS）

長官が Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) を通じて、メディケアお
よびメディケイドの参加施設に対して、医療上もしくは宗教上の理由で免除されない
限りは、その職員に対して COVID-19 のワクチン接種を義務づける規則を発表した
ことに対して、ミズーリ州とルイジアナ州の連邦地裁がそれぞれ当該規則の予備的差
止めを下した後に、米国政府がその差止めを停止するよう連邦最高裁に申し立てたも
のであり、連邦最高裁は政府の申し立てを許可している。
判例⑤には二人の裁判官からの反対意見がついており、そこでは主に 2 つの点にお
ける解釈が争点となっていると考えられる。
一つ目は、HHS 長官の規制権限についてである。連邦政府は HHS 長官の発布し
た規則が議会から付与されている権限の範囲内であるという主張をしており、連邦最
高裁もこれに同意している。その理由として、メディケアおよびメディケイドの対象
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となる個人にとって新型コロナウイルスへの感染は致命的になりやすいため、医療倫
理における無危害原則 1 からも正当化されることや、これまでも患者の健康と安全を
守るために医療従事者の資格と職務に準ずる際の参加条件を課したり、B 型肝炎や麻
疹等のワクチン接種を義務づけたりしてきており、今回の COVID-19 についても同
様の法的権限内であることを挙げている。
本判決とは対照的に、本稿で取り上げた Occupational Safety and Health Adminis-

tration（OSHA）長官が労働者に対して、ワクチン接種を義務づけた規則の権限につ
いて争われた判例⑥においては、議会が OSHA 長官に認めている「職業上の安全ま
たは健康基準」の範囲とは、一部の職務に性質上付随する危険を指すのであり、た
とえ COVID-19 の脅威があらゆる職場で問題になっているとしても、それはもは
や想定される権限を越えた一般的な公衆衛生上の措置であるために、緊急暫定基準
（emergency temporary standards）により規則を設けることは権限に含まれないと判
断された。
どちらの事案においても、HHS 長官および OSHA が議会から付与されている権
限の範囲について問うものであるが、判例⑥においては、OSHA が設立されて以
来、これまで緊急暫定基準は 9 回しか制定されたことがなく、かつ今回のような広
範な規則を発行したことがないという経緯を引き合いに出し BST Holdings, L.L.C. v.

Occupational Safety and Health Admin., 17 F. 4th 604, 609 (CA5 2021)、今 回 の 前 例
のないようなパンデミック下においても、長官の権限は過去の判例に沿う形でより
狭く捉えるべきであるとしている。一方、判例⑤おいては、これまでの Health and

Human Services やその長官のこれまでの慣行に鑑み、単に形式的な規制だけでなく、
感染症予防や管理を要求する権利が認められ、職員へのワクチン接種義務がこれまで
の感染症管理のルールよりもより広範なものであるとしても、それが認められるべき
であるとしている。この違いは、HHS 長官が特に「健康と安全」規制の権限を付託
され、かつメディケア、メディケイドの対象となる個人が特に脆弱であることに起因
している可能性はあるが、アメリカにおいて COVID-19 による死者は 2021 年 11 月
時点では 75 万人を超えており 2、NFIB v. OSHA 事件（判例⑥）が対象とする労働者
の数は相当数になるため、社会に対して公益性という観点でより大きな影響を及ぼす
可能性があったことを考慮すると、OSHA 長官の権限についてより広範に捉えるこ
とには意義があったのではないかと愚考する。
こうした行政の権限の範囲について、判例⑤の THOMAS 裁判官からの反対意見
では、連邦政府は一般的根拠規定では根拠付けられないことを実質的に認めており、
今回対象となる保健医療機関それぞれに関連する一連の法規定を当該規則の根拠とし
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たが、これらの条項の中には長官が持つ法的権限の根拠であるとした「健康と安全」
についての権限が与えられていないことを指摘し、連邦政府が当該予備的差止めの停
止に関して「十分な証明」ができていないとする。
二つ目は規則改訂の手続きについてである。本事案の規則は既存のメディケアお
よびメディケイドの参加条件を修正し、対象職員への SARS-CoV-2 ワクチン接種を
義務づけるものとなっている。このように既存の規則を修正する際には、一般市民
に対して通知を行い、パブリックコメントを受け付ける手続又は告知コメント（no-

tice-and-comment）という手続きを踏む必要がある 3。しかし、今回の規則修正に際し
ては、この手続きは省略され、暫定規則として発布された。手続又は告知コメントを
省略する場合は、正当な理由 (good cause) が求められるが、本事案においてその正
当な理由とは変異株であるデルタ株の蔓延と一般的に感染症が増えると考えられる冬
が迫っていることを考えると手続又は告知コメントによって生じる時間的な遅れが、
患者の健康と安全を危険にさらすというものであった。
この点に関して、ALITO 裁判官より反対意見が挙がっている。正当な理由を示す
には、「手続又は告知コメントに必要な遅延によって引き起こされる特定の損害を示
す具体的な何かを挙げなければならない」United States v. Brewer, 766 F. 3d 884, 890

(CA8 2014) が、CMS は規則発効前の手続又は告知コメントがなかったことで不利益
を被った人がいることを証明できないために、通常の手続きから逸脱したことは免責
されるべきだと連邦政府は主張している。しかし、正当な理由があることを示すのが
連邦政府の立証責任であって、正当な理由がないことを州側が立証しなければなら
ないという構造は誤りであることが指摘された。Northern Arapahoe Tribe v. Hodel,

808 F. 2d 741, 751 (CA10 1987).
また、本事案での行政の規制導入が実際のワクチン接種の利用可能時期から数か月
単位で遅れた中で実施されており、緊急事態のため迅速な行動を起こす必要があった
という連邦政府の主張では証明としては不十分であるとも主張している。
連邦政府の規制導入が遅れたことは事実ではあるかもしれないが、昨年秋時点での
デルタ株の蔓延やアメリカでの感染者、死者数に鑑みると、ただでさえ規制導入が遅
れている中で手続又は告知コメントによってワクチン接種が「これ以上遅れる」こと
によって生じる一般市民の感染、死亡、保健医療機関の逼迫は「特定の損害を示す具
体的な何か」と捉えることができるのではないだろうか。こういった観点において、
連邦政府は迅速な行動を起こす必要があったのではないかと考えられる。司法の役割
として、手続き的な公正性の遵守が重視されるのは当然であるが、一方で未曾有のパ
ンデミック下で国民が感染症の危険に不用意に晒されない権利の保証も考慮する必要
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があると考えられる。しかし、性急な手続き上の省略が結果的にマイナスの影響を与
える可能性があることも十分に考慮すべきであり、世界的なパンデミックという緊急
的な状況において、手続き的公正と公共の利益のバランスがどのように図られるべき
なのかが司法において本当に評価、審査できているのかについては、今後検討する余
地はあるのではないかと考える。
以上見てきた通り、両判決はワクチン接種の立法による義務化という同一の争点に
つき相反する結論を導いており、そのような差異が生じた理由は、議会が各省庁に付
与した権限の範囲の違いにある。議会による明確な委任を欠いた、権限を逸脱する行
政行為は立憲民主主義を成立させる過程を骨抜きにするものであり、三権分立体制を
脅かすことにも繋がる。このような懸念についての両判決での言及について概観する。
判例⑤では反対意見がこの点について触れている。政府は包括的規則が存在しない
事を認め、根拠条文である §1302(a) 及び §1395hh(a)(1) が対象とする 15 種類の医
療施設それぞれに関係する一連の法規定を援用し、以って義務付けを可能としている
が、THOMAS 裁判官による反対意見によれば「15 種の施設それぞれに関連する固
有の法律のうち 5 つは、CMS に「健康と安全」の 規制を課す権限を全く与えていない」
のであり、「基本的な解釈の原則からすると、CMS は他の種類の施設に関してはワク
チン接種を義務付ける権限を持たない」という。それにも関わらず「広範な権力」に
よって「何百万人もの医療従事者に、生活を失うか、何ヶ月も拒否してきたワクチン
を受け入れるかの選択を迫る」重大な侵害をもたらす規則を制定することは、違法で
あるとする。
一方、NFIBvsOSHA 判決（判例⑥）では法廷意見で行政行為が権限を逸脱した行
為であると認めたのに対し、ワクチン接種を義務化する立法を肯定する反対意見が出
されている。法律上 OSHA の権限は「仕事に関連した危険」を防止するために与え
られており、その実現のための手段として「緊急暫定基準」(§655(c)(1)) が定められ、
この緊急暫定基準の立法権限を制限する規定として労働長官に (1)「従業員が有毒若
しくは身体的危害若しくは新たな危険であると判断された物質又は自然作用に曝露さ
れる」こと、及び、(2)「緊急時の基準はそのような危険から従業員を保護するため
に必要であること」が課されている。この規範について法廷意見は「仕事に関連した
危険」とは誰もが日常的に直面する危険とは区別されるべきものとし、対象者を広範
に定める SARS-CoV-2 ワクチンの接種義務は違法であると判断した。これに対して
反対意見は、むしろ規定を文言通りに捉えれば職場の危険が他の場所でもみられるか
どうかは問題にならず、したがって法廷意見は準拠法にない制限を課しており、また、
適用対象が広範になるのは COVID-19 によってもたらされる危機の範囲が広範であ
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ることの表出でしかないと主張する。

SARS-CoV-2 ワクチンの義務化を巡る判決は、COVID-19 は極めて広範に被害が
及ぶ前例のない危機であり、法令の解釈適用の場面においても完全に事案を同一とす
る前例がないことから、三権のいずれの立場であってもその判断は個別の事案に応じ
た事例判決とならざるを得ないという背景を共通させている。また、立法、行政にお
ける裁量の範囲については、ワクチン接種の義務化は政策的観点や医療技術の観点等
の諸般の事情を考慮して判断することが不可欠であるから、各省庁に広範に認められ
ると解するのが妥当であろう。
しかしなお問題が残存するのは、COVID-19 はその危機の及ぶ範囲が広範であり、
国民の大多数を対象としたワクチン接種による免疫の獲得が必要とされるために、こ
れらの対応策を取る立法、行政が人の生命・身体という重大な法益を広範に侵害する
事が要求されるためである。これらの判決は最小限度で必要とされる政策が重大な権
利侵害を伴わざるを得ない場面において、司法は裁量の範囲をいかに判断すべきであ
るのかという限界事例としての価値を有すると考えられる。

1 Tom L. Beauchamp, James F. Childress. 生命医学倫理 . 成文堂 , 1997
2 WHO. “WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard”. 2021-11-01.
https://covid19.who.int/region/amro/country/us, ( 最終アクセス 2022 年 2 月 26 日 )
3 JUSTIA. “Notice and Comment Process for Agency Rulemaking”. 2018-04. https://www.
justia.com/administrative-law/rulemaking-writing-agency-regulations/notice-andcomment/,（最終アクセス 2022 年 2 月 26 日）

〈研究

〉新型

接種義務化

米国裁判例

動向 検討

157

検討
以上、米国における SARS-CoV-2 ワクチンの接種義務化をめぐる判例の動向を紹
介してきたところ、6 つの判例を通した検討を最後に付け加える。

１

規制の正当化

(1) 規制権限の行使
そもそも米国では、連邦制の下で、感染症対策という公衆衛生政策の実施権限は基
。また、
本的に州に認められている（たとえば Zucht v. King, 260 U. S. 174, 176 (1922)）
ワクチン接種の義務化については、州が住民一般に対して例外を認めずにワクチン
接種義務を課すことも認めた判例として Jacobson v. Massachusetts, 197 U.S. 11 (1905)
があり、現在も先例として生きている。そして、公立の高等教育機関においては入学
条件や在学中の活動参加条件を定める裁量が与えられており、州においては医療従事
者の就業条件を定める裁量が与えられている。判例①②③④はこれを前提として、い
かなる内容であれば規制が正当化されるか、その中身の検討がなされている。
学校の管理運営をめぐっては、学生生活の環境整備に、当該学生自身だけでなく、
周囲の学生をも含めた感染症対策が重要な事項であるとの理解があり、州によるルー
ル制定をめぐっては、州の管理する医療提供体制において、医療従事者だけでなく、
医療サービスを受ける患者への感染対策が欠かせないとの理解があり、ワクチン接種
の強制は、接種を受ける個人だけでなく周辺の者への利益が保護しようとする利益に
含まれている。このように、個人の自由な行動（ここでは、ワクチンを打たないとい
う選択をすること）が他者に危害を加える場面は、国家の介入が認められる「危害原
理（harm principle）」の典型例であり、公権力による規制が許容される場面である。
特に、保護される利益が、健康を享受する権利（the right to health）である点で、公
権力による保護が要請される場面でもある。他方で、COVID-19 をめぐっては、保
護利益の評価が難しい側面がある。現時点で明らかになっている特徴を見ると、感染
しても感染がただちに認識・自覚されるわけでなく、また症状が軽症にとどまる確率
が高く、死亡率は他のより重篤な感染症に比べると高いとは言えない（もっとも、変
異株によって性質が異なってきうるところ、COVID-19 のように感染者数が多けれ
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ば、変異によって、その評価に地域差や変動が生じうることや、医学的分類での軽症
は、一般人の多くがイメージする「軽症」とは隔絶がある点は指摘すべきだろう）た
め、本人に対しても周囲に対しても健康被害が目に見えにくい側面がある。他方で、

SARS や MERS での経験と異なり、周囲に感染を引き起こす時期が、発症後よりも感
通常の医療提供体制
染後発症前までの期間に注目が集まるウイルスである 1。さらに、
で全ての COVID-19 患者に対処すると、医療リソースがひっ迫し、通常時であれば
医療を受けることができた人が医療を受けられなくなるという形での損害が生じうる
ことや、年齢や基礎疾患といった重篤化因子の有無により、重症率・死亡率が大きく
異なる 2 ため、人により評価に個人差が生じることも想定できる。
このような評価の難しさは、採るべき規制についても評価を分けることになり、判
例①の高裁法廷意見では、オンライン授業の義務化が求められるような場面でもなけ
れば、そうした憲法上の解釈を導くこともできないという言及にあらわれており、し
たがって、いかなる規制を選択するかは当局の裁量にゆだねられるという結論につな
がっている。

(2) free exercise clause
他方で、個々人に重みのある権利を想定する憲法秩序のもとで、宗教活動の自由、
宗教上の理由に基づく行動の自由（合衆国憲法修正第 1 条、free exercise clause）が

COVID-19 対策のような政策の実施場面では、free exercise clause への制約・
保障され、
侵害が問題となりうる。
ここに、多数者の健康と宗教上の理由に基づく行動の自由の衝突という、公共の利
益 vs 個人の人権という憲法学で見受けられる図式が成立することになる。
この点、裁判所は、多数者の健康がかかっているのであれば少数者の宗教上の自由
は制限されて構わない、という単純多数決では判断しない。また、緊急時だから行政
の裁量を広げる、といった短絡的な審査基準も採っていない（Downes v. Bidwell, 182

U.S. 244, 384, 21 S.Ct. 770, 45 L.Ed. 1088 (1901)）。たとえ保護される利益が数量的に
大きいとしても、質的に重要な宗教上の自由を前に、その自由を制約するに足るだけ
の理由がなければ規制が正当化されないという立場で審査に臨んでいる。
まず、修正第 1 条は信条を内心に有する自由だけでなく、宗教上の理由に基づいて
行動する（しない）自由をも保障していると解されている（Employment Div., Dept.

of Human Resources of Ore. v. Smith, 494 U.S. 872, 877, 110 S.Ct. 1595, 108 L.Ed.2d 876
(1990)）。そして、かかる自由に対する侵害の加えられた期間がごく短いものであっ
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ても、回復困難な損害を構成すると評価される（Elrod v. Burns, 427 U.S. 347, 373, 96

S.Ct. 2673, 49 L.Ed.2d 547 (1976)）。さらに、宗教に対する敵意・不信が規制行為に
含まれていれば、それだけを理由にかかる規制行為の排除が認められる（Masterpiece

Cakeshop, Ltd. v. Colorado Civil Rights Comm'n, 584 U. S. ___, ___, 138 S.Ct. 1719,
1732, 201 L.Ed.2d 35 (2018)）上、そのようなあからさまな敵意・不信がなくとも、
中立的でかつ一般的な規制でなければ、修正第 1 条に対する制約は、厳格な審査基準
の下で、やむにやまれぬ利益（compelling interest）がなければ正当化されない（Church

of Lukumi Babalu Aye, Inc. v. Hialeah, 508 U.S. 520, 546, 113 S.Ct. 2217, 124 L.Ed.2d
472 (1993)）（中立性・一般性の審査については判例④の反対意見を参照）。
こうした理解は、コロナ禍において宗教施設への収容人数制限を課そうとした州の
規制に対し差止めを認めた Roman Catholic Diocese of Brooklyn v. Cuomo, No. 20A87

(2020) でも表れている姿勢である。
このような手厚い保護を与える姿勢は判例③④の反対意見でも、医学的理由による
免除を認めながら宗教的理由による免除を認めない規制が宗教に対する狙い撃ちであ
り、救済を認めるべきだという主張にあらわれている。
判例①②の比較では、宗教上の理由に基づく免除が（少なくとも類型的には）認め
られていない点で、判例②は free exercise clause の侵害が問題となり、法廷意見の中
で僅差だとは指摘されているものの、学生アスリートにのみ接種義務を課すことは宗
教上の理由に基づく免除を認めないという制約の前に正当化されないとして、義務化
に対する差止めを否定した判例①との結論の違いをもたらすことになった。
ところが、判例③④の比較では、判例②と同様に宗教上の理由に基づく接種免除を
認めないにもかかわらず、法廷の決定としては規制が正当化されるとしている。どち
らも法廷意見が示されていない点で解釈を要するが、まずは先例である Jacobson か
らすれば、免除事由を認めないワクチン接種義務化も認められるだろうという予測は
立ちやすい。また、今回紹介した判例は、いずれも予備的差止めが認められるか、と
いう申立てに対する判断にすぎないため、規制の違憲性が明白でないとして差止めが
認められないとしても、本案の審理の結果、違憲だという判断に至ることはあり得る。
この点で、判例③の賛成意見は、本案審理よりも簡易な手続きでなされる予備的差止
めの判断において、本案と同様の救済機能を持たせてしまうことは手続的正義に適わ
ないとして、あくまでそうした限定的な審理結果に過ぎないと釘を刺している。
しかし、判例③④を判例②と比較すると、学生アスリートに対しては、接種義務が
課されていない他の多数の大学や、学内でも大学スポーツの競技者でなければ接種義
務が課されていない状況から、大学の規制制定に対する裁量を前提としても、学生ア
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スリートに対する狙い撃ちの構図があると認定された。これに対して、州法で医療従
事者に対し規制を課す判例③④では、州ごとに根拠となる州法は異なるが、多くの医
療従事者に各種のワクチン接種義務が課せられてきた経緯があり、また、対抗利益と
しても、重症化率の低いとされる若年層が中心であった大学に対し、医療を必要とす
る可能性が高い者の生命身体が問題となる場面であった。こうした事案の違いが、判
断を異なるものにした一側面として考えることができる。
他方で、州権限の大きさと科学的・政策的判断に対する司法の謙抑性、従来許容さ
れてきたという慣行、対抗利益が大きいといった理由だけでは、宗教上の利益に対す
る制約の正当化は困難であるはずである。特に、判例④では、どれだけの割合の医療
従事者が SARS-CoV-2 ワクチンを接種することで医療現場の安全を確保できるかの
立証はなされていないことから、対抗利益の大きさを踏まえた審査とは異なる判断枠
組みが考慮されていたと考えることができる。
そうだとすると、判例②で学生アスリートに認められた構図、すなわち『原則はワ
クチン接種しなくとも医療に従事でき、創設的に接種義務を課すところ、宗教上の理
由に基づく免除は認めず医療上の理由という世俗的な理由に基づく免除は認めたとい
う、当初認められた自由の制限の問題』なのではなく、『原則はワクチン接種をして
はじめて医療に従事できるにすぎず、その原則形態の例外を定めるにあたって宗教上
の理由に基づく免除を認めなくとも、もともと認められなかった自由が認められるか
の問題に過ぎない』という理解のもとで、審査に臨んでいるのではないかという推測
が成立する。

２

連邦政府の規制権限の有無

こうした規制内容に注目する審査に対して、連邦政府が規制を課す場合には、連
邦政府の権限は明文で認められる場合に限られる（McCulloch v. Maryland, 4 Wheat.

316, 405 (1819)）ため、そもそも連邦政府の権限の範囲内かが争いとなる（Alabama
Assn. of Realtors v. Department of Health and Human Servs., 594 U. S. ___, ___ (2021)）。
さらに、連邦政府の権限だとして、連邦議会による法規の制定だけでなく、行政機関
により規則制定されることが一般的となっている中で、国民主権原理の潜脱となら
ないよう、連邦議会から連邦行政機関に対する委任を要する（major questions doc-

trine, Gundy v. United States, 588 U. S. ___, ___ (2019)）。行政による立法が珍しいこ
とではないことは日本でも同様であり、法律による委任を要求するという考え方は日
本法にも存在する原則である（日本では日本国憲法 41 条との関係で論じられること
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が多いと思われる 3）。
判例⑥では、連邦政府には、国内全域で職場特有の危険に対し対処するための規制
権限があることは前提に、しかし行政機関に対して、議会からの法律の明文による授
権という形で委任がなされていないために、行政機関が規則をつくり実施するという
行為が権限を越え許容されないものだと判断された。確かに、職場類型ごとの危険に
対処する権限が認められるとき、複数の職場で共通して生じる危険があれば、それぞ
れの職場類型ごとの危険に対処する権限をもって、共通する危険に対処することもた
だちには妨げられないと解することはできる。しかし、従来から与えられた権限は、
全ての職場に適用される規制を導入することは想定されておらず、そのような規制導
入は、もはや公衆衛生政策を実施することにほかならないため、そうであれば、改め
て議会からの委任が要求されるべきだ、という考えが判決にあらわれていると言うこ
とができる。これに対して、判例⑤では、公的資金が投入される医療サービスへの参
加要件の制定権限は従来から法律による委任がなされていると評価し、権限の範囲内
だと判断した。この点、THOMAS 反対意見では一般的な根拠規定だけでは明確な委
任には不十分であって、15 の施設ごとに定められている規制規定こそが委任の根拠
規定だと評価した上で、これら 15 の規則の寄せ集めでは、明確な委任はなされてい
ないと主張している。このように、法律による委任があるかという問題は法文の解釈
の争いに帰着し、規範的評価を要する領域が含まれてくることとなる。

３

行政手続の権利救済方法としての位置づけ

さらに判例⑤では ALITO 反対意見を中心に、法定の意見聴取などの手続きを省略
した点の適法性も争われている。行政手続、その中でも意見公募は、規制導入前に私
人のチェックと不服申立てを可能にさせる点で、行政行為からの私人の権利救済のう
ち、訴訟手続きが事後的な救済に位置づけられるのに対して、事前的な救済に位置づ
けられる 4。本件で省略された意見公募手続き（notice-and-comment）は、議会を通
過させるという民主主義的統制が直接には及ばない行政機関による規則制定に対し
て、国民から意見を聴取することで国民からの統制を及ぼそうという制度である。公
募期間に寄せられた意見に現れた全ての関連事項を考慮し、意見に返答する義務が課
されるため、規則案の修正義務はないが、規則をより妥当なものに修正する契機にも
なる。こうした、国民主権原理由来の性質と事前救済の機能を有する重要な手続きが
省略されたのであれば、事後の救済を速やかに及ぼすことこそが司法の役割ではない
かという考えが反対意見にうかがわれる。特に、意見公募手続きの省略に必要な「正
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当な理由」として、「COVID-19 への対策として速やかに導入されなければならない
から」5、という理由で許容されるのでは、COVID-19 に関する規則全てが、ひいては
公衆衛生目的であれば手続きの省略、民主的統制を弱めることを許容することにつな
がってしまう。緊急時だからこそ、危機に対する闘い方を統制するのが司法の役割で
はないかという危機感がにじんでいる。

４

求められる司法の役割

注意したいのは、いずれの判例も、今般の SARS-CoV-2 ワクチンの接種による効
果それ自体について、少なくとも司法審査をクリアするに足りるだけの科学的根拠・
医学的妥当性がある点には疑いを持っていない。
しかし、効果的である・有用であることを持って、ただちに適法な政策の実施だと
は司法は解しておらず、制約される権利の重要性に照らして、正当化される態様でな
ければならないという立場から審査を行っている。いかなる方法であってもウイルス
に勝てば良いのではなく、独立した個人の尊重を核とする多様性と秩序をいかに守り
ながら勝つか、その道筋を示すことが憲法学の存在意義だと指摘されているところ 6、
司法府をはじめとした法律家もかかる憲法秩序・価値観を堅持していると言えよう。
この姿勢は各判例にもうかがうことができる。例えば判例⑤⑥では、適法な権限行使
だと考える立場は、条文解釈や従来からの慣行を引き合いに、
適法な権限の行使であっ
て審査基準は下げられると主張し、違法な権限行使だと考える立場もまた、条文解釈
や従来の慣行からは権限を越えていると主張して審査基準は上げられると主張する形
で議論に持ち込む形で議論を交わしている。利益の大きさを強調したり、審査基準を
通した判断を飛ばした主張をすることはない。
この点、本稿の執筆過程では、かかる法学的視座では、実効的な感染症対策を遅ら
せる足枷となってしまっていないか、実効性を阻害してしまっていないかという意見
が出る一方、逆に、法学的視座を堅持しているようで、実質的には有効性を理由に行
政の判断が追認され、人権保護が十分ではなくなってしまっていないかという意見も
出た。こうした議論は、一面では、「自由の意義と最新の知見の誠実な考慮という、
月並みの作法」7 を行うことで自由と安全とのバランスの最適解を模索する過程がまさ
に行われている最中であることの証左と言えそうである。
しかし他面では、法律家の描く世界観と、当事者や非法律家が裁判所の判断から受
け取る印象との乖離を露見させているとも考えられた。すなわち、法律家は、法廷と
いう舞台において、訴訟法というルールに沿って主張・立証活動を行い、実体法とい
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う別のルール（要件）にかかわる事実の解明のみに焦点を当て、そして手続的正義の
下でなされた結論が、もっとも確からしい結論である、という法と正義の物語を紡い
でいくことに関心を寄せる 8。こうした価値観は法律家の多くが共有していると言えよ
う。しかし、当事者の求める真相究明と、法律家のそれとは意味合いが異なりうるも
のであり、かかる視点を共有しない非法律家の視点からは、納得感や十分な説明抜き
に、結論ありきの議論、政治的な判断を「法律論」による結果であるとカモフラージュ 9
されているかのような印象につながることもあり得る。
特に、今回紹介した判例の中では、学生アスリートへの接種義務（判例②）と医療
従事者への接種義務（判例③④）をめぐる結論のように、効果・利益の大きさが問題
なのではないとしながらも、問題となる権利救済それ自体よりも、判決による影響の
大きさや、望ましい規制と評価できるかの結論ありきではないかと読めてしまうよう
な判例を前に、司法の作用は政治問題を覆い隠すマスクだと評定することは容易であ
り、説明の単純さからはその誘惑に駆られる。しかし、判例⑤⑥で従前の規則制定状
況を考慮しているのは、規制権限の範囲内かを推認させる事情の一つでしかなく、こ
れまで規則制定されてきたから追従して構わない / 追従すべきといった判断材料とし
て用いているわけではなく、政治判断や結論ありきの判断をしているわけでは決して
ない。
また、法廷意見と反対意見とで、採用する審査枠組みも、事実認定も異なっている
のは、結論が分かれうる微妙な問題であるが故であって、自らの取りたい結論ありき
で、自分の好む結論に結び付けることのできる説明を後付けでつけているわけでもな
いはずである。
とはいえ、特にコロナ禍では、店舗の営業に対する時間的・内容的な制限、ワクチ
ン接種の義務化、感染状況によっては感染時の隔離・待機期間の縮小といった、科学
的な判断のみでは最適解を導き出すことができず、社会的評価、政治判断を含んだ政
策決定や、一旦は妥当とされた水準が、その後変更されるということが頻繁になされ
ている。こうした状況での政策決定に対する司法判断は、その結論と理由付けが正当
であるだけでなく、当事者や当事者以外の一般国民に対してもその正当さが伝わらな
ければ、政治判断に対する追従機関に過ぎない、あるいは逆に公衆に対する危険を引
き起こしていると評価されてしまい、最終的に司法・法律家に対する信頼が低下して
しまう危険性がある。
そうだとすると、国を問わず妥当するものとして、多様性と秩序をいかに守りなが
らウイルスとの闘いに勝つか、存在意義の問われている今日の法律界においては、危
機管理につき専門家に求められるものと同様に 10、独立した地位の下で法の専門家と
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して課される職業倫理を全うすべく、紛争当事者や第三者へ説明を尽くし、理解を求
める姿勢がこれまでになく求められているはずである。

５

日本法への示唆

最後に、今回分析した米国での判例動向の、日本法への示唆を考える。

(1) 権限分配
連邦制でなく、感染症法制の下で中央政府が基本的な政策の決定権限を有し、地方
自治体はその実施が求められるという構造にある日本では、判例⑤⑥で先鋭化してい
た権限分配は問題となりにくいだろう。

(2) 自粛による規制
COVID-19 対策については、法律による明確な権利義務関係の下での対策の実施
よりも、外出やマスク着用に対する自粛を含め、ワクチン接種も強制力のないお願い
ベース、社会倫理的次元で進んできたことはまず指摘される 11。裁判所を通じた救済
制度の違いもあるが、この 2 年間でコロナ政策の是非が争われた司法判断が多数登場
している米国と比べると対照的であり、日本社会における法の存在感・意義に疑問を
投げかけている。
また、お願いベースという、一見するとソフトな統治手法は、自律した判断の下で
その自由と責任を負いながら、規律・対話を展開する限りでは、日本国憲法 13 条の
文脈で語られる人格的自律の価値の実現に他ならない。日本の司法が憲法判断に消極
的であって権威主義を追認するだけの可能性がある状況の下では、権力ベースの規制
に対する監視がどこまで可能かという疑問もある。
しかし、「自粛」はその規制の責任を公権力から個人に転嫁でき、また司法審査に
よる救済が困難になるのではないかという懸念 12 が妥当する。加えて、自粛要請下で
の行動規範は世間の眼という境界の不明確なものに依存するため、
萎縮効果が大きく、
個人にスティグマを与える可能性がある点で過度な規制になりやすい。逆に、世間の
眼が及ばない領域では規範を破ることに抵抗なく振る舞い、究極の統治責任の主体と
しての責任をも放棄することにつながりかねない。これでは、自律的・主体的な個人
が参加する、法の支配は到底実現できない。そう考えると、自粛ベースが理想ではあ
るものの、国家権力を可視化し、監視を及ぼしやすい強制力ある規制によるべきだと
いう主張 13 には説得力がある。その意味で、強制力ある規制に対する監視の営みとし
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て米国の動向を参考にすることもできよう。

(3) ワクチン接種義務化
個別論点に目を向けると、ワクチン接種の義務化については、SARS-CoV-2 ワク
チンの接種割合やその普及速度は、諸外国に比べて、日本はかなり良い進捗状況と
言える 14。医療従事者の接種率も、判例③④で指摘された米国での医療従事者と同様、
高い水準である。日本では、検査結果かワクチン接種証明の提示を求める取組みを行っ
ている自治体が現れており 15、かかる制約が許容されるか等、むしろ接種後の法律関
係について、接種証明書、ワクチンパスポートの取扱いに注目が集まっている状況で
はある 16。
しかし、三回目接種の普及速度や、COVID-19 対策をしながらの生活が今後数年
にわたり続く見込み 17 であることを踏まえると、義務化の議論が本格化する余地もあ
る。接種率の高い職種においても、判例③④は接種率が 90% を超えているような場
面でも問題になっており、現在の接種率だけをもって議論がなされる可能性は否定で
きない。さらに、接種対象が子供にまで拡大しようとしているところ、自治体の長の
判断の下に、接種券の一括送付を行わないという自治体 18 も現れており、こうした自
治体での判断の是非や、これに対応して中央政府レベルで義務化の議論の端緒となる
可能性もありえよう。
その際に、法律による委任原則に関する従来の議論が妥当するというだけでなく、
免除要件をどう扱うか問題となるはずであり、諸外国での司法判断の一例として、本
稿で取り上げた判例の動向は参考になるだろう。

1 Zhanwei Du, et al, Serial Interval of COVID-19 among Publicly Reported Confirmed Cases:
Emerging Infectious Diseases（2020.3.20）
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/6/20-0357_article（最終閲覧日：2022 年 2 月 28 日）
また、潜伏期間について国内の実測データを用いた研究例としては
福岡市保健福祉局新型コロナウイルス感染症対策担当、国立感染症研究所感染症疫学セン
ター、国立感染症研究所実地疫学研究センター「積極的疫学調査の情報に基づく新型コロ
ナウイルス感染症の潜伏期間の推定」IASR Vol. 42（2021）p.131-132

https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2502-idsc/iasr-in/10467496d06.html（最終閲覧日：2022 年 2 月 28 日）
2 二次的データとなるが、
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診療の手引き検討委員会編『新型コロナウイルス感染症 COVID-19 診療の手引き第 6.0 版』
（2021）を参照した。特に p.7,13

https://www.mhlw.go.jp/content/000851077.pdf（最終閲覧日：2022 年 2 月 28 日）
3 芦部信喜著、高橋和之補訂『憲法第 7 版』岩波書店（2019）p.307-309
4 宇賀克也『行政法概説Ⅰ 行政法総論【第 6 版】』有斐閣（2017）p.418
5 反 対 意 見 は 行 政 機 関 側 の 主 張 は “the data showing the vital importance of vaccination”
indicate that it “cannot delay taking this action.” で あ っ た と 引 用 し て い る。86 Fed. Reg.
61555, 61583 (2021)
6 江藤祥平「匿名の権力―感染症と憲法」『法律時報増刊 新型コロナウイルスと法学』日本
評論社（2022）p.16-24,17

7 小山剛「コロナ禍の自由と安全」『法律時報増刊 新型コロナウイルスと法学』日本評論社
（2022）p.293-296,295

8 和田仁孝「法の浸透と司法の正当性 : 医療事故訴訟をめぐる専門性の交錯と正当性」法社会
学 70 巻（2009）p.47-65,59

9 裁判所の機能の中に、論争・反発を招きやすい政治的問題を、法律問題の体裁で扱うことで
論争・反発を抑えながら政治的問題を前に進める機能がある点を指摘する neofunctionalism
からの指摘として、例えば

Burley, Anne-Marie & Walter Mattli, Europe before the Court: A Political Theory of Legal
Integration, 47 International Organization 1993 (1), p.41-76, 72
10 井上達夫「コロナ・ラプソディー―パンデミックが暴く「無責任の体系」」法と哲学第 6
号（2020）p.1-43,29

11 林知更「憲法・非常事態・コロナ」『法律時報増刊 新型コロナウイルスと法学』日本評
論社（2022）p.278-280,280

12 江藤・前掲 6), p.23
13 江藤・前掲 6), p.24
14 たとえば、google のサジェスト表示に情報提供している Our World in Data によると、他
の先進諸国に比べて 1 回目、2 回目接種率共に高い水準となっている。

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=OWID_WRL（最終閲覧日：2022
年 2 月 28 日）

15 石垣市公式 HP「石垣市あんしん島旅プレミアムパスポート制度（来島前の検査のお願い
について）
」

https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/soshiki/kanko_bunka/tourist_information/covid19/
premium_pass.html（最終閲覧日：2022 年 2 月 28 日）
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16 大林啓吾「新型コロナの憲法問題に関する覚書：ロックダウンとワクチンを中心にして」
千葉大学法学論集 36(2)（2021）p.70-35, 43-40

17 西浦博「予防接種完了時の新型コロナウイルス感染症流行をどのように見通しているか」
数学セミナー 719 号（2021）p.50-54

18 泉大津市の公式 HP より「5 歳から 11 歳の新型コロナワクチン接種について」
https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/kenko/kenkodukuri/osirase/kennkoujyouhou/
koronawakutinsessyu/8329.html（最終閲覧日：2022 年 2 月 28 日）

