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Ⅱ　裁判官選挙候補者の言論の自由と
個人的寄付勧誘の禁止

─Williams─Yulee v.  Florida Bar, 135 S. Ct. 1656 （2015）─

1 　事　実
　2009年，上訴人のウィリアムズ＝ユリー（Lanell Williams─Yulee）は，フロ
リダ州ヒルズバラ郡の郡裁判所（county court）裁判官に立候補した。上訴人
は，選挙運動の開始にあたり，早期の選挙運動資金の寄付を募る書簡を個人的
に作成・署名し，選挙区に配布するとともに，その書簡を自己のウェブサイト
に掲載した。2010年，上訴人は予備選挙で現職裁判官に敗れ，落選した。
　裁判官候補者の選挙資金の寄付勧誘について，フロリダ州裁判官行動準則規
程（Florida Code of Judicial Conduct） Canon 7C （1） は，次のように規定する。
「対立候補のある裁判官選挙において裁判官職に立候補する候補者は，現職裁
判官の場合を含め，個人的に選挙資金の寄付金の要請を行い，あるいは法律家
に支持の公表を要請してはならない。ただし，候補者は，自己の責任により委
員会を設立することで，選挙運動の資金を確保・使用し，支持の公表を得るこ
とが認められる。」（1）

　被上訴人のフロリダ州法曹協会は，フロリダ州最高裁に対して，上訴人によ
る個人的な寄付勧誘行為は，フロリダ州法曹倫理規則が定めるフロリダ州裁判
官行動準則規程の遵守義務（2） に違反するとして懲戒請求を申立てた。同州最
高裁首席裁判官は，この申立てに基づき懲戒審査官を任命し，懲戒審査官は，
裁判官行動準則規程違反行為について，裁判官行動準則規程 Canon 7C （1） の
裁判官候補者個人による寄付勧誘禁止違反を認定し，譴責処分を公表し，フロ
リダ州法曹協会に1,860.30ドルの懲戒手続費用を支払うものとした。
　上訴人は，本件の懲戒審査による譴責勧告を不服とし，個人的な寄付勧誘を

（ 1） 　CODE OF JUD. CONDUCT FOR THE STATE OF FLA., Canon 7C （1） （2014）.
（ 2） 　フロリダ州法曹倫理規則（Rules Regulating the Florida Bar）Rule 4─8.2 
（b） は，次のように規定する。「裁判官職の候補者となる法律家は，フロリ
ダ州裁判官行動準則規程の諸規定に従わなければならない。」R. REGULATING 
THE FLA. BAR 4─8.2 （b） （1992）.
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禁じたフロリダ州裁判官行動準則規程 Canon 7C （1） は合衆国憲法第 1修正が
保障する言論の自由を侵害するがゆえに違憲無効であるとして，フロリダ州最
高裁判所に上訴した。
　フロリダ州最高裁は，裁判官行動準則規程 Canon 7C （1） は，文面上，裁判
官候補者が個人的に選挙資金の寄付勧誘を行うことを禁じており，これは言論
規制であるがゆえに，その規制が合憲であるためには，やむにやまれぬ政府の
利益（compelling state interest）を達成するために，その手段が厳密に目的に
適合している（narrowly tailored）ことが必要であるとした。そして，本規制
は，「司法の廉潔の維持と公平な裁判所に対する公衆の信頼の確保」というや
むにやまれぬ政府利益が存在し，かつ，その政府利益を達成する手段として，
候補者が設立する選挙運動委員会による寄付勧誘の手段を残しつつ，個人によ
る寄付勧誘の手段の禁止のみに厳格に限定しているため，合憲であるとし
た（3）。
　上訴人は，個人的な寄付勧誘を禁じたフロリダ州裁判官行動準則規程
Canon 7C （1） は，合衆国憲法第 1修正が保障する言論の自由を侵害するがゆ
えに違憲無効であるとして，合衆国最高裁判所に上訴し，裁量上訴が認められ
た（4）。

2 　争　点
　裁判官候補者による個人的な寄付勧誘を禁じたフロリダ州裁判官行動準則規
程 Canon 7C （1） は，合衆国憲法第 1修正が保障する言論の自由を侵害するが
ゆえに違憲無効か。

3 　判　決
　個人的な寄付勧誘を禁じたフロリダ州裁判官行動準則規程 Canon 7C （1） は，
合衆国憲法第 1修正が保障する言論の自由を侵害せず，合憲である。原審判決
を維持する。
　法廷意見は，Roberts首席裁判官が執筆し（違憲審査基準の箇所を除く），
Breyer裁判官，Sotomayor裁判官，および Kagan裁判官が同調した。Ginsburg

裁判官は違憲審査基準の箇所を除き同調した。

（ 3） 　Florida Bar v. Williams─Yulee, 138 So. 3d 379 （Fla. 2014）.
（ 4） 　135 S. Ct. 44 （2014）.
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　Breyer裁判官は同意意見，Ginsburg裁判官は一部同意・結論同意意見
（Breyer裁判官一部同調）を執筆した。
　Scalia裁判官が反対意見を執筆し，Thomas裁判官が同調した。Kennedy裁
判官と Alito裁判官がそれぞれ反対意見を執筆した。

4 　判決理由
　（ 1）　違憲審査基準
　合衆国憲法第 1修正は，連邦議会が「言論の自由を侵害する……いかなる法
律も制定してはならない」と規定し，この規定は第14修正により州に適用され
る。本件では，上訴人による個人的な選挙運動への寄付勧誘を禁ずることによ
る言論規制が行われており，違憲審査基準が問題となる。
　上訴人は，寄付勧誘を行う書簡で，自己の裁判官職への適性を説明し，その
司法観を表明しており，寄付を得てその「メッセージを公衆に伝え」ようとし
た。公の論点および選挙候補者の資質にかかわる言論は，最も厳格なレベルの
第 1修正の保護が要求される。裁判官候補者に対する言論規制に関する唯一の
先例である2002年のWhite判決（5） では，当最高裁と両当事者が，厳格審査基
準が適用されることを前提とした。それゆえ，州は，やむにやまれぬ政府の利
益のために厳密に目的に適合する場合に限り，裁判官候補者に対して言論規制
をなしうる。
　（ 2）　違憲審査基準の適用
　a）　言論規制の政府の利益 

　当該言論規制は，「司法の廉潔を保護」し「公平な司法に対する公衆の信頼
を保持」することを政府の利益とする。この利益は，1215年のマグナ・カルタ
や，公正な裁判にかかるコモンロー上の裁判官の宣誓に表れている。これらを
ふまえ，フロリダ州および大部分の州は，もし裁判官候補者が何らかの依頼を
して裁判官職に就くならば，裁判官が公平に正義を司るという公衆の信頼は失
われる可能性があると結論づける。その利益は，先例において，「全国の選挙
される裁判官の公正さと廉潔に対する公衆の信頼」を保護する「必要不可欠の
政府の利益」とされる（6）。司法は「剣や財布にいかなる影響力ももたず……力
も意思ももたず，ただ判断するにすぎない」（7） ため，司法権は，その決定に公

（ 5） 　Republican Party of Minnesota v. White, 536 U.S. 765 （2002）.
（ 6） 　Caperton v. A.T. Massey Coal Co., 556 U.S. 868, 889 （2009）.
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衆がすすんで尊重し従うことに依拠しており，それゆえ公衆の信頼は不可欠で
ある。司法は，正義の外観を満たさなければならず，公衆が司法の廉潔を認識
することは「最も高次の政府の利益」（8） である。
　本件では，上訴人の言論が憲法第 1修正の保護対象であることに争いはな
く，問題は，第 1修正が特定の規制を許容するのか否か，である。この点，州
は，裁判官選挙を政治部門の選挙とは異なる方法で規制することができる。な
ぜなら，裁判官の役割は政治家の役割と異なるからである（9）。選挙における支
持者の選好に対する「応答性（responsiveness）は，選挙された代表者を通じ
た自己統治の概念の鍵である」（10） が，裁判官にはこれは妥当しない。裁判官
は，「最大限の公正さを維持」し，「完全に独立し，神と自己の良心を除いてい
かなるものにも支配されたり影響を受けたりしない」（11） ものでなければならな
い。それゆえ，第 1修正と政治的選挙が関わる事件は，本論点とほとんど無関
係である。
　個人的寄付勧誘が認められる州の大多数の裁判官は，公正かつ高潔に職務を
遂行している。しかし，公衆の視点からは，裁判官の個人的寄付勧誘は，（無
意識のうちにさえ）「公正中立な裁判を行わなくなりうる……起こりうる誘
惑」（12） を生じさせうる。寄付者の大部分は，寄付を受ける裁判官の面前に立つ
可能性のある法律家と訴訟当事者であるがゆえに，そのリスクはとりわけ顕著
である。
　裁判官の廉潔に対する公衆の信頼の定義は容易でないが，少なくとも，この
政府の利益が真正かつやむにやまれぬ利益であることは否定しえない。法律家
あるいは潜在訴訟当事者が裁判官候補者に金銭を手渡す情景は避けるべきであ
り，寄付勧誘を断った訴訟当事者が裁判官による報復を恐れたり，訴訟当事者
が司法制度の廉潔を疑い，裁判官候補者に必須の寄付を行った弁護士を探して
依頼したりする事態を引き起こすことになる。それゆえ，当該政府の利益は

（ 7） 　THE FEDERALIST No. 78, at 465 （Alexander Hamilton） （Clinton Rossiter ed., 
1961）.

（ 8） 　Caperton, 556 U.S. 868, at 889.
（ 9） 　White, 536 U.S. at 783 （Ginsburg, J., dissenting）.
（10） 　McCutcheon v. Federal Election Comm’n, 134 S. Ct. 1434, 1462 （2014）.
（11） 　Address of John Marshall, in PROCEEDINGS AND DEBATES OF THE VIRGINIA STATE 

CONVENTION OF 1829─1830, 616 （1830）.
（12） 　Tumey v. Ohio, 273 U.S. 510, 532 （1927）.
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「やむにやまれぬ利益」といえる。
　b）　言論規制の目的適合性
　上訴人は，当該言論規制が，司法の廉潔とその外観を損なうことに対する規
制にならないと主張する。当該規制は，裁判官が自己の選挙委員会を通じて寄
付勧誘を行い，裁判官候補者が寄付への感謝状を執筆することは認めているか
らである。このような規制の過小包摂は，政府が特定の言論の送り手ないし立
場を不利に扱う疑念を生じさせることや，やむにやまれぬ利益を実際には促進
しない場合がありうることが先例で認められている。もっとも，この過小包摂
の制約は憲法第 1修正の独立の基準として課せられるものではなく，州は最も
懸念する局面にのみ焦点をあてることも許容される。過小包摂であっても厳格
審査基準のもとで認められることはありうる。
　これらの原則に照らせば，当該言論規制が過小包摂であるという懸念は全く
あたらない。寄付勧誘規制は，公衆の信頼を最も損なう可能性のある個人的寄
付勧誘を正面から対象とし，すべての現職裁判官と裁判官候補者をその立場や
寄付態様とは無関係に対象とし，かつ例外規定も一切存在しない。寄付勧誘を
誰が行うのかという点が重要であり，裁判官候補者個人が寄付勧誘を行う場
合，候補者自らが勧誘に時間と努力を費やし，自らの名と名声をその勧誘に用
い，裁判官候補者が将来その名において裁判の判決を執筆することになるた
め，第三者の選挙運動委員会とは異なる圧力を勧誘の受け手に与える。裁判官
候補者が感謝状を執筆できることも，それにより政府の利益が減じられるもの
ではない。政府のやむにやまれぬ利益は，裁判官候補者の寄付勧誘それ自体と
して最も直接に規定されている。加えて，感謝状執筆を認めることは，言論の
自由に一定の配慮を行い，裁判官職の理念上の性質と選挙政治の現実的世界の
根本的な緊張関係を解決しようとするものといえる。さらに，当該言論規制
は，裁判官候補者が個人的に贈与や借金を求めることを禁じていないことから
過小包摂であるという主張もあたらない。過小包摂が第 1修正で問題となるの
は，政府が問題の 1つの局面を規制する一方，それと比肩しうる方法で政府の
利益に影響を与える他の局面を規制しない場合であり，裁判官候補者は選挙で
個人的な贈与や借金を求める傾向にあるとはいえず，厳格審査基準のもとであ
っても，第 1修正は存在しない問題にまで政府が規制を及ぼすことを要求して
いない。上訴人の立場は，州が裁判官選挙におけるすべての寄付行為を禁ずる
場合に限り寄付行為の禁止が認められるとするが，第 1修正はそのような全か
無かの規制を強いるものではない。フロリダ州は，言論の可能性を狭めず，む
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しろ広げたのであり，特に本件では言論規制の選択が偽装された動機に基づく
ものでないため，咎められるべきものではない。
　当該言論規制は，過大包摂ともいえない。本規制は，裁判官候補者の言論の
ごく一部を規制したものに過ぎず，候補者は，いかなる論点についても，いか
なる人に対しても，いかなる時においても，論じることができる。書簡を送
り，演説を行い，広告を掲載できる。潜在支持者と面会し，電話し，あるいは
インターネットでつながることができる。ラジオ，テレビその他のメディアを
通じて選挙運動を行うことができる。個人的に金銭を要求することはできない
が，自己の選挙委員会にそうさせることはできるのであり，「言論に対する乱
暴で不均衡な制約」（Scalia裁判官の反対意見）とはいえない。
　上訴人は，当該言論規制が，書簡をインターネット上に掲載し，大量郵送す
る場合には，広い聴衆を対象とした個人的寄付勧誘になるため，司法の廉潔に
対する信頼は失われないと主張する。この主張は，当該言論規制のやむにやま
れぬ利益の範囲を誤認している。フロリダ州は，裁判官候補者による個人的な
金銭要求が，本質的に，司法の廉潔に対する公衆の信頼を失わせる可能性があ
る不適切な外観を生むと合理的に決定している。その政府の利益は特定の文脈
でその程度が変化することは含意されるが，裁判官が個人的に金銭を要求して
いると公衆が認識するときはいつでも，その政府の利益が存在するのである。
上訴人は大量郵送ならば許容されうるとするが，係属している事件のすべての
法律家と当事者に郵送する場合や，管轄地で最も頻繁に法廷に立つ弁護士100

名に郵送する場合はどうか。 1対 1の寄付勧誘禁止が認められうるならば， 2

名，あるいは10名の候補者に対する勧誘禁止はどうか。対面の寄付勧誘禁止が
認められうるならば，電話の通話やテキストメッセージの勧誘禁止はどうか。
この泥沼のごとき議論に立ち入るべきでない。言論規制は，政府の目的に厳密
に適合すべきなのであって，「完全に（perfectly）適合」すべきものではない。
本件では，フロリダ州は，裁判官候補者によるいかなる形態の個人的寄付勧誘
も司法の廉潔に対する公衆の信頼を損なう公の外観を生み出すと結論してい
る。そのため，裁判官候補者によるすべての寄付勧誘を禁止することは，その
懸念の表明に対して厳密に適合している。また，この目的適合性を考慮するに
あたり，裁判官選挙を行う大部分の州が，公衆の信頼の確保のために，候補者
による個人的寄付勧誘と選挙委員会による寄付勧誘を区分していることを尊重
すべきである。なぜなら，その州の判断は，裁判官職に就く者をいかに選ぶか
という州の自己統治の中心的領域における，州による良識ある選択を反映して
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いるからである。
　最後に，上訴人は，やむにやまれぬ政府の利益を，裁判官の忌避のルールや
選挙運動の寄付金規制といった，より制限的でない手段によって達成しうると
主張するが，この主張は誤りである。裁判官に対して選挙時に寄付が行われた
すべての事件で審理担当の回避を要求すると，多くの裁判権が損なわれる。選
挙後の忌避の訴えの濫発により，「司法の廉潔に対する公衆の信頼がむしばま
れる」（13） であろうし，訴訟当事者は，将来の忌避申立ての手段として寄付を行
う場合さえありうるのであり，これは見え透いた法廷地漁り（forum shopping）
となろう。
　また，フロリダ州では，裁判官選挙における寄付金規制という手段は既に導
入されている。この寄付金規制は，政治的選挙における見返りとしての腐敗と
その外観を防止する利益を促進するが，当該規制が存在するがゆえに，政府の
やむにやまれぬ利益を保護するためさらなる他の手段を追求することが禁じら
れるものではない。いずれにせよ，州は，裁判官選挙を政治的選挙の際の利益
を超えて規制するという，やむにやまれぬ利益をもつ。なぜなら，裁判官は政
治家ではないからである。
　それゆえ，当該言論規制は，政府のやむにやまれぬ利益に厳密に適合してい
る。
　（ 3）　結論
　裁判官候補者は，選挙運動において第 1修正に基づく言論の自由を有してお
り，州は，司法に対する公衆の信頼を保護するというやむにやまれぬ利益を有
している。本件において，州はその目的と厳密に適合した言論規制を課してお
り，両者の原理は矛盾しない。州が裁判官を選挙するという決定は，裁判官の
廉潔に対する公衆の信頼について妥協を強いるものではないのである。

5 　判例研究
　（ 1）　裁判官選挙をめぐる判例の展開
　1980年代以降，州裁判所の重要性の高まりとアメリカ政治の分極化現象を受
けて，一部の裁判官選挙が党派政治化し，選挙資金の大規模な流入と活発な広
告活動がみられるようになり，21世紀以降，その傾向が加速している。この裁
判官選考の党派政治化現象を受けて，合衆国最高裁は，判例法形成を開始し

（13） 　Caperton, 556 U.S. at 891 （Roberts, C.J., dissenting）.
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た。
　2002年のWhite判決では，裁判官選挙において裁判官の意見表明を禁ずる
裁判官行動準則規程が合衆国憲法第 1修正に照らして違憲無効とされた。裁判
官選挙といえども「選挙はあくまで選挙である」というアプローチ（14） により，
裁判官候補者の選挙活動における政治的争点の言論の自由が最大限に重視さ
れ，その規制が撤廃された。1976年の Buckley判決（15） で選挙資金の支出が政
治的言論として保障されたことから，White判決以降，裁判官候補者の選挙資
金を募る行為の規制が第 1修正のもとで違憲無効化されてゆく端緒となった。
これにより，裁判官選挙の完全な党派政治化への道が開かれたといわれる。
　2009年の Caperton判決は，裁判官選挙において当事者から多額の選挙献金
を受けた裁判官が審理担当を回避しないのは，合衆国憲法第14修正が保障する
デュー・プロセスに違反するとされ，「全国の選挙された裁判官の公正さと廉
潔における公衆の信頼」が「不可欠の」利益として確認（16） された。党派政治
化する裁判官選挙を前提としながら，現実の裁判で腐敗に直結しうるケースを
排除することで，最低限の司法の公平と廉潔を保持しようとしたとみることが
できる（17）。
　本稿で検討する2015年のWilliams─Yulee判決は，州が定める裁判官行動準
則規程により裁判官候補者の個人的寄付勧誘が禁じられていた事案である。
Roberts首席裁判官が執筆する法廷意見は，White判決の枠組みに依拠して厳
格審査基準を適用したが，White判決とは異なり合憲とした。裁判官選挙にお
いて言論の自由を厳格に保障する枠組みを踏襲しながら，本件では，「司法の
廉潔に対する公衆の信頼を保持するという政府のやむにやまれぬ利益」があ
り，かつ，「厳密に目的に適合した」規制手段であるとして合憲とされている。
そのため，本件は，厳格審査に耐えた，稀少かつ例外的な事件（18） として位置
づけられる。

（14） 　White, 536 U.S. at 805 （Kennedy, J., concurring）.
（15） 　Buckley v. Valeo, 424 U.S. 1 （1976）.
（16） 　Supra note 8.
（17） 　裁判官選挙をめぐる判例展開について，拙稿「アメリカにおける裁判官公

選制とデュー・プロセス」比較法学45巻 3号29頁（2012年）参照。
（18） 　法廷意見は冒頭で，本件が，厳格審査に耐える稀少（rare）な事件である

旨を言明している。Williams─Yulee v. Florida Bar, 135 S. Ct. 1656, 66 （2015）.



270　　比較法学 49巻 3号

　（ 2）　厳格審査基準の適用と合憲判断
　本件の先例判決であるWhite判決の法廷意見（Scalia裁判官執筆）は，言論
規制が，裁判官候補者という公職候補者の資質にかかわる言論，つまり第 1修
正が保護する核心的カテゴリーに属するとして厳格審査基準を採用した。その
上で，司法の公平さと公平な外観の維持という政府の利益は，その定義が困難
な「公平さ」の具体的意味をいかように解しても，規制目的に厳密に適合して
はいないとして，違憲判断が下された。
　本件では，White判決と同様に厳格審査基準が採用されたが，反対の立場も
有力であった。被上訴人のフロリダ州法曹協会と複数のアミカス・キュリー
は，本件において，司法の廉潔とそれに対する公衆の信頼の重要性に鑑み，
Buckley判決で献金規制に用いられたより緩やかな審査基準（「十分に重要な
利益（sufficiently important interest）」）（19） の適用を求めた（20）。また，Ginsburg

裁判官の一部同意・結論同意意見では，州が「政治職の選挙と，公平に正義を
司る［裁判官］職の選挙とを区分している」（21） 以上，厳格審査の適用は望まし
くないとして，White判決の反対意見で示した自己の立場を再確認した（22）。
Breyer裁判官は，法廷意見の枠組みには従うが，機械的な厳格審査基準の適
用は望ましくないと補足した（23）。法廷意見は，これら反対の立場を斥け，
White判決と同様に，最も厳格な違憲審査基準を用いるものとした。
　しかし，違憲審査基準の適用段階では，White判決と異なり，注目すべき柔
軟さを示している。
　まず，規制目的（「やむにやまれぬ政府の利益」）の審査において，White判
決では，「司法の公平」概念の定義の曖昧さが厳しく論難されたが，本件では，
その定義の不明瞭性に立ち入らず，Caperton判決を引用しながら「司法の廉
潔とそれに対する公衆の信頼」を「最も高次の政府の利益」としてシンプルに
承認した。
　また，規制手段の審査においても，White判決では過小包摂を厳格に解して
言論規制が違憲無効とされたが，本件では，過小包摂を緩やかに解し，規制手
段が「完全に」目的に適合する必要はないとした。その際の考慮要素として，

（19） 　Buckley, 424 U.S. at 25.
（20） 　Williams─Yulee, 135 S. Ct. at 1664─65.
（21） 　White, 536 U.S. at 803. 
（22） 　Williams─Yulee, 135 S. Ct. at 1673 （Ginsburg, J., concurring）.
（23） 　Id. （Breyer, J., concurring）.
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裁判官の選挙方法の決定を州の自己統治の中心的領域として規定し，州による
言論規制の方法を良識ある選択の尊重を挙げている。
　つまり，先例（Caperton判決）で提示された司法の公平・廉潔の価値の重
要性の再確認，ならびに州の裁判官選任制度構築における自己統治の尊重とい
う 2つの要素が，厳格な違憲審査基準に耐えうる主要な要因であったのではな
いかと推察しうる。
　（ 3）　裁判官と政治家の境界
　裁判官選挙がもつ根源的な課題は，裁判官が政治家と同じ選挙のプロセスを
経ながら，裁判官が政治家と異なる役割をもつ，ということである。裁判官に
特に求められる「公平と廉潔，それに対する公衆の信頼」は，本件で，厳格審
査に耐えうる「最高次の政府の利益」として確認された。これにより，合衆国
最高裁は，州の司法が過熱化する裁判官選挙により党派政治に巻き込まれる現
状において，政治家と異なる裁判官のアイデンティティを明確化しようとした
と考えられる。
　本件は，一見すると，合衆国最高裁があえて取り上げる必要のないほど些末
な事件である。法的論点としては州の裁判官選挙候補者の個人的寄付勧誘規制
に絞られた極めて射程の狭い事件であり，実際に上訴人が求めた寄付額は25ド
ルから500ドル（24） というささやかな金額であった。それにもかかわらず，被上
訴人側には，アメリカ法曹協会，州最高裁判所長官会議ほか，多くの法律家と
研究者が名を連ねた。法廷意見がいみじくも指摘するように，司法にとって，
司法の公平・廉潔の維持とそれに基づく公衆の信頼は，司法の存在意義にかか
わるからであり，法律家自身がそのことを最もよく認識しているからであろ
う。本件は，司法のアイデンティティとは何か，という根源的な問題と深くつ
ながっている。
 （原口佳誠）

（24） 　Id. at 1663.


