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アガルートアカデミー
行政書士試験　総合講義　憲法

第１　憲法とは何か

１　国家と憲法

⑴　はじめに
人間は、社会を形成して生活する。その社会が一定の要件を備え
るとき、それを「国家」とよぶ。
国家には、３つの要素が必要であるとされる。その３つの要素と
は、①領土（領海・領空を含む）、②人、③権力（＝主権）であ
る。

［国家の３要素］

権力（主権）

人 人 人 人人 人 人人 人人

この国家の存在を基礎づける基本法が、通常「憲法」とよばれる
法である。
憲法を学習するにあたり、まず、「憲法」とは何であるかを明ら
かにする必要がある。

① 形式的意味の憲法

② 実質的意味の憲法
ⅰ 固有の意味の憲法

ⅱ 立憲的意味の憲法

⑵　「憲法」の概念
「憲法」の概念は多義的であるが、大きく分類すると、①形式的
意味の憲法と②実質的意味の憲法とがある。
①形式的意味の憲法とは、憲法という名前でよばれる成文の法典
を意味する。この意味の憲法は、どのような内容であるかを問わな
い。他方、②実質的意味の憲法とは、ある特定の内容をもった法
（不文法も含む）を憲法とよぶ場合である。これには、ⅰ固有の意
味の憲法とⅱ立憲的意味の憲法とがある。
ⅰ固有の意味の憲法とは、国家の統治の基本を定めた法のことで
ある。国家であれば、いつの時代でも、またどのような社会形態を
とろうと、この意味の憲法は存在する。
ⅱ立憲的意味の憲法とは、権力を制限することにより、自由を保
障しようという考え方を基本理念とする憲法である。この立憲的意
味の憲法にこそ、憲法の存在意義があるといえる。憲法は、一方で
守られるべき人権を列挙し、他方で国家の権力濫用を防止すること

Ｃ

CHECK

「立憲主義思想」とは

憲法の制定により、専断的
な権力を制限して広く国民の
権利を保障するという思想を
「立憲主義思想」といいま
す。

CHECK

「統治」について

統治に関するルールは、立
憲的意味の憲法においては人
権保障の手段にすぎません。

CHECK

立憲的意味の憲法について

立憲的意味の憲法は、「法
の支配」の原理と密接に関連
します。法の支配とは、専断
的な国家権力の支配を排斥
し、権力を法で拘束すること
により、国民の権利・自由を
擁護することを目的とする原
理です。これは、中世の法優
位の思想から生まれ、英米法
の根幹をなすものとして発展
してきたものです。
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によって、国民の権利・自由を守るという役割を果たしているので
ある。

［立憲的意味の憲法］

権力

国　家

国民 国民国民

権力を制限する

⇒　国民を守る

２　憲法の分類
憲法の意味を理解するために、憲法は、伝統的に、さまざまな観
点（形式、改正手続、制定主体）から分類されてきた。

⑴　形式による分類

成文憲法 憲法が憲法典という法的文書の形式で存在する場合

不文憲法
憲法が憲法典という形式をとらず、普通の法律・慣習
法等の形で存在する場合

⑵　改正手続による分類

硬性憲法
意義

通常の法律とは異なる特別の慎重・厳重な手続に
よらなければ変更することができない憲法

長所 憲法の安定性と永続性を確保することができる

軟性憲法
意義

通常の法律の場合と同じ手続で変更することがで
きる憲法

長所 事情の変化に適応することができる

⑶　制定主体による分類

欽定憲法 君主によって制定される憲法

民定憲法 国民によって制定される憲法

協約憲法 君主と国民との合意によって制定される憲法

CHECK

不文憲法について

「不文憲法」といっても、
憲法典という形式をとらない
だけで、普通の法律（成文
法）で存在することがありま
す。不文法（判例法、慣習法
など）と混同しないようにし
ましょう。

CHECK

「イギリスには『憲法典』と
いう特別な法典が存在しな
い」

イギリスには憲法典という
特別な法典が存在しないこと
から、イギリス憲法は不文憲
法に分類されます。
イギリスの憲法規定の多く
は、通常の法律で規定されて
います。イギリスの憲法は、
軟性憲法に分類することがで
きます。
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Point
□ 立憲的意味の憲法は、形式面では成文法であり、その性質
において硬性であることが一般的である。

□ 近代憲法の特質としては、①自由の基礎法であること、②
国家権力を制限する基礎法であること（制限規範）、③国
法秩序において最も強い形式的効力をもつこと（最高法
規）が挙げられる。
憲法が、国家機関を定め、それぞれに国家作用を授権して
いることから、「憲法は、組織規範・授権規範である」と
いえる。しかし、憲法は、個人の人格を尊重し、自由を守
るために存在しているから、あくまでも憲法の中核をなす
のは人権規範である（①）。憲法が自由の基礎法であるこ
とは、同時に、憲法が国家権力を制限する基礎法であるこ
とを意味する（②）。そうでなければ、国民の自由が守ら
れないからである。
「憲法が最高法規であること」は、憲法改正に法律の改正
よりも困難な手続を要求する硬性憲法からすると、論理必
然であるといえる（形式的意味の最高法規性）。しかし、
「憲法が最高法規であること」の本質は、憲法が実質的に
法律と異なる点に求めるべきである（実質的意味の最高法
規性（③））。憲法が、国民の権利・自由をあらゆる国家
権力から侵されないものとして保障する規範を中核として
いるからである。
憲法が最高法規であることから、国法秩序は、形式的効力
の面で憲法を頂点として、以下のような段階構造をなすと
考えられる。

［国法秩序の段階構造］

憲法

（条約）

法律

命令（政令・府省令等）

処分（判決を含む）

＊条例・規則は、「法律・命令」に準ずるものと考えられる
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第２　日本国憲法の構造
日本国憲法は、前文と本文11章103条からなる成文法典である。日
本国憲法は、わが国の法の中で最高の位置を占め、主に、人権保障
と統治機構について定めている。このうち、人権保障の部分には、
国民が平和で安全な生活をするために必要な権利が定められてい
る。この人権保障が憲法の最大の目的であり、それを国家が実現す
るための手段が、統治機構によって定められている。

１　前文
前文とは、法律の最初に付され、その法律の目的や精神を述べる
文章である。日本国憲法前文の場合は、国民が憲法制定権力の保持
者であることを宣言し、また、近代憲法に内在する価値・原理を確
認している点で、重要な意義を有する。

⑴　前文の内容
前文１項（段ともいう）では、「主権が国民に存することを宣言
し」と述べられており、日本国憲法が基本原理として国民主権を採
ることを明示している。また、前文１項では、「自由のもたらす恵
沢を確保し」と述べられており、基本的人権の尊重を明らかにして
いる。さらに、前文では、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が
起ることのないやうにすることを決意し」（１項）、「平和を愛す
る諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しよ
うと決意した」（２項）と述べられており、日本国憲法が平和主義
を採用しているといえる。
また、前文１項において、日本国民が「正当に選挙された国会に
おける代表者を通じて行動し」、国政の権力は「国民の代表者がこ
れを行使」すると述べられており、日本国憲法が代表民主制を採る
ことを明らかにしている。

⑵　前文の法的性格
憲法前文は、憲法の他の条文同様、法規範性を有するのであろう
か。仮に憲法前文が法規範性を有するとした場合、さらに裁判規範
性まで有するかが問題となる。
憲法前文も憲法の一部をなす以上、前文は本文と同じ法的効力を
もつと考えられている。
もっとも、前文の内容は、抽象的な原理・理念の宣言にとどま
る。このことから、前文は裁判規範性を有するものではないと考え
られる。それゆえ、法律等の違憲性を主張するには、憲法本文の各
条項に違反することを言及しなければならないとされる。
なお、前文を改正する場合には、憲法96条の改正手続を経ること
が必要である。

Ｃ

CHECK

憲法制定権力とは

憲法そのものを基礎付け，
憲法上の諸機関に権限を付与
する権力のことをいいます。

CHECK

前文の内容について

前文３項には、「国際協調
主義」が規定されています。
前文４項では、日本国憲法の
「崇高な理想と目的を達成す
ること」が誓約されていま
す。

CHECK

「裁判規範」とは

「裁判規範」とは、裁判所
による紛争解決の基準とされ
るものです。
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Point
□ 「憲法前文は、本文と同じ法的効力をもつが、裁判規範性
を有するものではない」とするのが通説である。

□ 前文の裁判規範性の問題は、具体的には平和的生存権の問
題として論じられている。平和的生存権は、「平和を享受
する権利」を意味し、憲法９条の戦争の放棄の原則との関
連で、平和を人権として捉えるという意図に基づくもので
ある。
前文に規定される「平和のうちに生存する権利」につい
て、札幌高等裁判所（札幌高裁）が以下のように判示して
いる（札幌高判昭51.8.5）。
「（前文）第２、第３項の規定は、これら政治方針がわが
国の政治の運営を目的的に規制するという意味では法的効
力を有するといい得るにしても、国民主権代表制民主制と
異なり、理念としての平和の内容については、これを具体
的かつ特定的に規定しているわけではなく、前記第２、第
３項を受けるとみられる第４項の規定に照しても、右平和
は崇高な理念ないし目的としての概念にとどまるものであ
ることが明らかであつて、前文中に定める『平和のうちに
生存する権利』も裁判規範として、なんら現実的、個別的
内容をもつものとして具体化されているものではないとい
うほかないものである。」
この訴訟は、農林大臣が、航空自衛隊のナイキ基地を建設
するため、国有保安林の指定を解除した処分につき、地域
住民がその取消しを求めて提起したものである。札幌高裁
は、訴えの利益の消滅を理由として却下し、最高裁判所も
同様の理由で上告を棄却した（最判昭57.9.9）。

２　憲法の基本原理

［人権保障の体系］

13条

憲法原理

人権規定

統治機構

憲法訴訟

派生
…………個人の尊厳

…………基本的人権の尊重・国民主権・平和主義

＊憲法は、個人の尊厳を達成するための人権保障の体系である

日本国憲法は、「個人の尊厳」を究極の価値として、①基本的人
権の尊重、②国民主権、③平和主義の３つを基本原理としている。

CHECK

訴えの利益とは

「訴えの利益」とは、審判
対象である特定の請求が本案
判決による紛争の解決に適す
るかどうかの基準をいいま
す。平和的生存権は、基地付
近の住民が基地の撤廃を裁判
所に求める場合の「訴えの利
益」を基礎づけるために主張
されました。

CHECK

人権保障の体系について

日本国憲法には、①国家に
対する権利・自由のあらわれ
として第３章の国民の権利・
自由に関する規定（19条、21
条など）があり、②権力分立
のあらわれとして、立法権は
国会（41条）、行政権は内閣
（65条）、司法権は裁判所
（76条１項）にそれぞれ帰属
するという規定があります。
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⑴　個人の尊厳
個人の尊厳とは、すべての人が個人として等しく尊重されなけれ
ばならないという理念である。日本国憲法は、「すべて国民は、個
人として尊重される」（13条前段）と述べている。

⑵　基本的人権の尊重（自由主義）
基本的人権の尊重は、人が人として有する権利を国家によって妨
害されないことを意味し、自由主義の原理に基づくものである。
この自由主義の原理は、ⅰ個人と国家の関係においては、国家に
対する権利・自由の主張というかたちであらわれ、ⅱ国家の組織内
部においては、権力分立というかたちであらわれる。

⑶　国民主権（民主主義）
国民主権とは、国の政治を最終的に決定するのは国民であること
を意味し、民主主義の原理に基づく。

⑷　平和主義
国が戦場になってしまえば、個人の尊厳の理念も、まったく意味
をなさないものになってしまう。そこで、憲法は、平和主義を基本
原理としている（前文２項、９条）。

［日本国憲法の基本構造］

個
人
の
尊
厳

憲
法
の
最
高
法
規
性
（
98
条
）

改
正
規
定
（
96
条
）

天皇（１条～８条）

戦争放棄（９条）

 地方自治（92条～95条）

統治規定
 司法（76条～82条）

 内閣（65条～75条） 
財政（83条～91条）

 国会（41条～64条）

 参政権（15条）

 受益権（16条・17条・32条・40条）

人権規定 社会権（25条～28条）

  人身の自由（18条・31条・33条～39条）

 自由権 経済的自由（22条・29条）

  精神的自由（19条～21条・23条）

CHECK

国民主権（民主主義）につい
て

日本国憲法においては、前
文、１条が国民主権を明記
し、その他公務員の選定罷免
権（15条１項）、国会の最高
機関性（41条）、最高裁判所
の裁判官の国民審査（79条２
項３項）、憲法改正権（96
条）などにあらわれていま
す。

CHECK

３つの基本原理の関係性

日本国憲法の３つの基本原
理は、相互に不可分に関連し
ています。
専制政治の下においては、
基本的人権の保障が完全なも
のとはなりえません。した
がって、基本的人権の保障
は、国民主権の原理と結びつ
くことになります。
また、人間の自由と生存
は、平和なくしては確保され
ません。その意味では、平和
主義も、基本的人権の保障、
国民主権の原理と密接に結び
ついているといえます。
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天 皇

テーマ 重要度

第１　天皇の地位 Ｃ

第２　天皇の権能 Ｂ

第３　皇室の経済 Ｃ

第２章
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第１　天皇の地位

１　象徴天皇制
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この
地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく（１条）。
１条は、まず国の統治原理として国民が主権者であること（国民
主権）を宣言し、そして、その主権者の意思に基づいた象徴天皇制
を採用することを宣言している。

２　皇位の世襲制
皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定める
ところにより、これを継承する（２条）。

Ｃ

CHECK

「象徴」とは

「象徴」とは、抽象的・無
形的・非感覚的なものを具体
的・有形的・感覚的なものに
よって具象化する作用ないし
その媒介物を指します。

CHECK

大日本帝国憲法（明治憲法）
との違いについて

明治憲法下では、天皇は
「統治の総攬者」とされてお
り、この点において、天皇は
象徴であったといえます。
これに対し、日本国憲法で
は、天皇が「統治の総攬者」
であることが否定され、天皇
が国政に関する権能を全くも
たなくなりました。その結
果、天皇の「象徴」としての
地位が明確になったと考えら
れます。

CHECK

「世襲」とは

「世襲」とは、天皇の地位
につく資格が、現に天皇の地
位にある人の血統に属する者
に限定されることを意味しま
す。
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第２　天皇の権能

第３条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を
必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第４条
１　天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、
国政に関する権能を有しない。
２　天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行
為を委任することができる。
第６条
１　天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
２　天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官
を任命する。
第７条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事
に関する行為を行ふ。
一　憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二　国会を召集すること。
三　衆議院を解散すること。
四　国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五　国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全
権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六　大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証する
こと。
七　栄典を授与すること。
八　批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証するこ
と。
九　外国の大使及び公使を接受すること。
十　儀式を行ふこと。

１　天皇の権能に対する制限
天皇は、憲法に定める国事に関する行為のみを行い、国政に関す
る権能を有しない（４条１項）。天皇が国事行為を行う場合には、
内閣の助言と承認を必要とし、国事行為から発生した結果に対して
は、内閣がその責任を負う（３条）。

Ｂ

CHECK

「認証」とは

「認証」とは、ある行為ま
たは文書の成立・記載が、正
当な手続でされたことを公の
機関が証明することです。



第１編　総論
第２章　天皇

13

［天皇の権能の制限］

天皇

実質的決定権

助言と承認 国事行為内閣

形式的・儀礼的行為

２　天皇の国事行為

⑴　７条所定の国事行為

ア　意義
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、以下の国事
に関する行為を行う（７条）。
①憲法改正、法律、政令および条約を公布すること（１号）
②国会を召集すること（２号）
③衆議院を解散すること（３号）
④国会議員の総選挙の施行を公示すること（４号）
⑤-国務大臣等の官吏の任免および外交上の委任状の認証（５
号）
⑥-大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除および復権の認証（６
号）
⑦栄典を授与すること（７号）
⑧外交文書等を認証すること（８号）
⑨外国の大使および公使を接受すること（９号）
⑩儀式を行うこと（10号）

イ　「解散」とは（衆議院の解散権）
「解散」とは、議員の任期が満了する前に議員の身分を一斉に
終了させることをいう。解散には、総選挙を通じて民意に即した
議会を再編成するという機能がある。
衆議院の解散権は、形式的には天皇に帰属している（７条３
号）。しかし、天皇は国政に関する権能を一切もたないので、ど
の機関が実質的解散権を有するかが問題となる。
現在では、内閣に実質的解散権があることについては、ほぼ争
いがない。問題となるのは、内閣の実質的解散権をいかに根拠づ
けるかという点である（「CHECK」参照）。

⑵　７条以外の国事行為
天皇の国事に関する行為には、７条所定の10項目のほかに、内閣
総理大臣の任命（６条１項）、最高裁判所長官の任命（６条２
項）、国事行為の委任（臨時代行／４条２項）がある。
これらの行為は、７条所定の行為と異なり、国事行為に当たるこ
とが条文上必ずしも明らかではない。

CHECK

７条４項「総選挙」について

７条４号の「総選挙」は、
衆議院議員の総選挙だけでな
く、参議院議員の通常選挙も
含むと考えられています。

CHECK

「栄典」とは

「栄典」とは、国家や社会
に対する功労者を表彰するた
めに、国家が与える待遇・地
位・称号などの総称をいいま
す。

CHECK

内閣の実質的解散権の根拠に
ついて

通説は、内閣の実質的解散
権の根拠を７条３号に求めて
います。
通説によると、解散権は元
来政治的な行為であるが、天
皇が国政に関する権能をもた
ないことから、天皇の解散権
は形式的な表示行為に限ら
れ、実質的な解散権は、天皇
の解散権に対して「助言と承
認」を与える内閣に帰属する
と解されています。
通説に対しては、「天皇の
国事行為に対する内閣の助言
と承認は、形式的な行為に対
する助言・承認にとどまるも
のであり、４条１項や７条柱
書は実質的意思決定権の所在
を根拠づける規定ではない」
という批判がなされていま
す。そして、通説を批判する
見解の中には、内閣の実質的
解散権の根拠を議院内閣制や
権力分立制という憲法上の制
度の趣旨に求めるものもあり
ます。
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内閣総理大臣の任命（６条１項）、最高裁判所長官の任命（６条
２項）については、これが国事行為でないとすると、摂政が置かれ
た場合に、内閣総理大臣や最高裁判所長官の任命ができなくなると
いう不合理が生じるため、国事行為に当たるとされている。
国事行為の委任（４条２項）については、これが国事行為でない
とすると、５条が４条２項を準用していないため、摂政が置かれた
場合に国事行為の委任ができなくなるという不合理が生じるため、
国事行為に当たるとされている。

［指名・任命・認証］

指名 任命 認証

内閣総理大臣
国会

（67条１項）
天皇

（６条１項）
―

国務大臣 ―
内閣総理大臣
（68条１項本文）

天皇
（７条５号）

最高裁判所
長官

内閣
（６条２項）

天皇
（６条２項）

―

最高裁判所
裁判官

―
内閣

（79条１項）

天皇
７条５号参照、
裁判所法39条３
項

下級裁判所
裁判官

最高裁判所
（80条１項）

内閣
（80条１項）

高等裁判所長官
のみ天皇
７条５号参照、
裁判所法40条２
項

⑶　国事行為の代行
天皇が国事行為を行いえない場合に、他の者が天皇に代わって国
事行為を行う制度として、摂政（５条）と臨時代行（４条２項）の
２つがある。
摂政は、天皇が未成年であるとか心身に重大な事故が生じたよう
な場合に対処するための制度である。これに対し、臨時代行は、天
皇が海外旅行や病気などで一時的に国事行為を行うことのできない
場合に対処するための制度である。

CHECK

天皇の公的行為

天皇は、国家機関として国
事行為を行いますが、そのほ
かに、当然のことながら私人
として私的行為（たとえば、
散歩、スポーツ観戦）を行う
ことができます。
さらに、天皇は、国会開会
式に参列し「おことば」を朗
読したり、外国元首を接受し
たりする行為も行っていま
す。もっとも、これらの行為
は、６条、７条所定の「国事
行為」には含まれないし、純
然たる私的行為と捉えること
も困難です。
そこで、これらの行為を象
徴としての地位に基づく公的
行為として認め、国事行為に
準じて、内閣のコントロール
が必要であると解されていま
す。
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第３　皇室の経済

１　皇室財産と皇室の費用

⑴　皇室財産・皇室の費用とは
「皇室財産」とは、天皇・皇族の財産のうち、とくに公的性格の
強いものをいう。88条前段は、皇室が私有財産を持つことを禁止し
ているわけではない。たとえば、三種の神器は、天皇の私有財産で
ある。
「皇室の費用」とは、天皇・皇族の生活費および宮廷の事務に要
する費用をいい、①内廷費（内廷にある皇族の日常費用等に充てら
れる費用）、②宮廷費（宮廷の公務に充てられる費用）、③皇族費
（内廷にある以外の皇族の生活費に充てられる費用）に分類され
る。

⑵　皇室財産の国有化・皇室の費用の国庫支出
すべて皇室財産は、国に属する（88条前段）。すべて皇室の費用
は、予算に計上して国会の議決を経なければならない（88条後
段）。すなわち、皇室財産を国有化し、皇室を維持する費用は国庫
から支出することにした。

２　皇室の財産の授受に関する制限
皇室に財産を譲り渡し、または皇室が、財産を譲り受け、もしく
は賜与することは、国会の議決に基づかなければならない（８
条）。すなわち、皇室に関する財産の授受は、国会の議決に基づく
ことが必要とされる。この趣旨は、皇室に再び財産が集中したり、
皇室が特定の個人・団体と特別の関係となり不当な支配力を持った
りすることを防止する点にある。

Ｃ

CHECK

皇室の財産の授受に関する制
限について

８条は、皇室と国民の間の
財産移転に関するものであっ
て、皇室内部の財産移転を制
限するものではありません。
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戦争の放棄

テーマ 重要度

平和主義 Ｃ

平和主義
日本国憲法は、前文で、日本は世界平和を理念とする平和国家で
あることを表明する（平和主義）。前文の平和主義は、９条に具体
化されている。
９条１項は、まず、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際
平和を誠実に希求し」と述べて、戦争放棄の動機を一般的に表明し
たのちに、「国権の発動たる戦争」、「武力による威嚇」、および
「武力の行使」の３つを、「国際紛争を解決する手段としては」永
久に放棄する。
また、９条２項は、「前項の目的を達するため」に、「陸海空軍
その他の戦力は、これを保持しない」および「国の交戦権は、これ
を認めない」と定めている。

第３章

Ｃ
CHECK

９条について

政府は、憲法制定当初、９
条１項の「国際紛争を解決す
る手段」には、侵略を目的と
するものだけでなく、自衛を
目的とするものも含まれると
解し、あらゆる戦争が放棄さ
れるとともに、９条２項にお
いて一切の戦力の保持が禁止
されると考えていました。
しかし、米ソの冷戦が激化
する中、朝鮮戦争の勃発を受
けて、1950年に警察予備隊が
創設されました。1954年以
降、政府は、「自衛権は国家
固有の権利として９条の下で
も否定されず、自衛権を行使
するための実力を保持するこ
とは憲法上許される」という
立場をとっています。
政府解釈によると、自衛の
ための必要最小限度の実力
は、憲法で保持することが禁
止されている「戦力」に当た
りません。
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人権総論

テーマ 重要度

第１　人権の観念と類型 Ｃ

第２　外国人の人権享有主体性 Ａ

第３　法人の人権享有主体性 Ｂ

第４　人権と公共の福祉 Ｂ

第５　特別の法律関係における人権 Ａ

第６　私人間の人権保障 Ａ

第１章
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第１　人権の観念と類型

１　人権の観念

第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲
法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の
権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

人権は、すべての人が生まれながらに有する当然の権利であると
いわれる。人権は、①固有性、②不可侵性、③普遍性という３つの
性質を有する。

⑴　固有性
固有性とは、人権が、憲法や天皇から恩恵として与えられたもの
ではなく、人間であることにより当然に有するとされる権利である
ことをいう。このことから、後述する幸福追求権（13条後段）を根
拠に、憲法に列挙されていない「新しい人権」が認められることが
ある。

⑵　不可侵性
不可侵性とは、人権が公権力により原則として侵されないことを
いう。
もっとも、不可侵性は、人権が絶対無制限であることを意味する
ものではない。後述するとおり、「公共の福祉」による制限があり
うる。
また、今日では、企業などの私的団体による人権侵害に関して、
後述する「私人間の人権保障」が問題となる。

⑶　普遍性
普遍性とは、人権が、人種・性別・身分などの区別に関係なく、
人間であることを根拠として当然に享有することができる権利であ
ることをいう。
もっとも、この点に関しては、後述する「外国人の人権享有主体
性」といった問題がある。

２　人権の類型

⑴　分類

ア　自由権（精神的自由、経済的自由、人身の自由）
自由権とは、国家が個人の自律的領域に対して権力的に介入す
ることを排除して、個人の自由な意思決定と活動とを保障する権
利をいう。自由権は、「国家からの自由」ともいわれる。自由権

Ｃ

CHECK

「与へられる」とは

「与へられる」とは、自然
等から信託ないし付与され
た、すなわち、人間が生まれ
ながらにして有することをい
います。

CHECK

人権の固有性

日本国憲法が、人権を、
「信託されたもの」（9 7
条）、「現在及び将来の国民
に与へられる」もの（11条）
と規定しているのは、人権の
固有性をあらわしています。
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は、さらに、①精神的自由、②経済的自由、③人身の自由に分類
することができる。

イ　受益権（国務請求権）
受益権とは、個人の権利の保護を国家に請求する権利をいう。
受益権は、人権を確保するための基本権ともよばれ、人権保障を
より確実なものとするために認められている。

ウ　参政権
参政権とは、国民の国政に参加する権利をいう。参政権は、
「国家への自由」ともいわれる。参政権は、自由権を確保するた
めに認められている。

エ　社会権
社会権とは、社会的・経済的な弱者の保護のために、個人が国
家に対し積極的な配慮を求める権利をいう。社会権は、「国家に
よる自由」ともいわれる。社会権は、20世紀に入って、資本主義
の高度化に伴って生じた失業・貧困などの弊害を打破するために
認められた。

［人権の類型］

国家からの自由
（自由権）

国家による自由
（社会権）

個人 個人

自由を妨害
されない

国家から
保護を受ける

国家

国家への自由
（参政権）

個人

国の政治に
参加する

国家 国家

⑵　分類の相対化
⑴のような分類は、人権共通の性質に着目して人権をおおまかに
分類するものであり、その区分は相対的なものであるといえる。
たとえば、①表現の自由から導き出される「知る権利」は、国民
が情報を受け取る自由を国家権力によって妨げられないという自由
権的側面のみならず、国家に対して積極的に情報の開示を請求する
という国務請求権的側面をも有している。
また、②「居住・移転の自由」は、経済的自由のみならず、精神
的自由、人身の自由としての性質をも有します。
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第２　外国人の人権享有主体性

１　総説

⑴　問題の所在
人権は、誰に保障されるのだろうか。この問題を、人権享有主体
性の問題という。なお、「人権享有主体性」とは、人権保障を受け
ることができる地位のことをいう。
まず問題となるのが、日本に在留する外国人である。というの
も、日本国憲法第３章の表題は「国民の権利及び義務」であり、13
条前段には「すべて国民は、個人として尊重される」とあり、人権
享有主体性を有するのは「国民」に限られるとも考えられるからで
ある。

⑵　外国人の意義
国民とは、日本国籍保有者をいう（10条、国籍法）。したがっ
て、外国人とは、国民ではない者、すなわち日本国籍を有しない者
である。

２　外国人にも人権が保障されるか
人権が前国家的・前憲法的性格を有していること、憲法が国際協
調主義を採用していること（98条２項）から、外国人にも権利の性
質上可能な限り人権が保障される。
判例は、「憲法第３章の諸規定による基本的人権の保障は、権利
の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除
き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」としつつも、
外国人に対する憲法の基本的保障は、外国人在留制度のわく内で与
えられているにすぎないとしている（マクリーン事件／最大判昭
53.10.4）。

３　出入国の自由、在留の権利、再入国の自由

⑴　入国の自由・在留の自由
外国人の入国の自由は、国際慣習法上からも保障されない（最大
判昭32.6.19）。国家が自国の安全に危害を及ぼすおそれのある外国
人の入国を拒否することは、当該国家の主権的権利に属し、入国の
許否は当該国家の自由裁量によるとされている。
また、入国の自由が保障されない以上、在留の権利も憲法上保障
されているとはいえない（マクリーン事件／最大判昭53.10.4）。

⑵　出国の自由・再入国の自由
出国の自由は、22条２項を根拠として認められるが（最大判昭
32.12.25）、ここで問題となるのは、再入国の自由である。というの
も、出国は、一般には当然帰国（再入国）を前提としているからで
ある。

Ａ
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判例は、入国の自由と在留の権利を否認した判例の趣旨から、再
入国の自由は保障されないとしている（森川キャサリーン事件／最
判平4.11.16）。

４　政治活動の自由
政治活動の自由は、21条１項によって保障されると解される。で
は、外国人にも政治活動の自由が保障されるのであろうか。
判例は、「政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定
又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを
認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶ」
としつつも、外国人に対する人権保障は外国人在留制度のわく内で
与えられているにすぎないものであるとして、政治活動等の行為を
不利益に考慮して在留期間の更新を拒んだとしても憲法に違反しな
いとしている（マクリーン事件／最大判昭53.10.4）。

判例 マクリーン事件（最大判昭53.10.4）

アメリカ人マクリーン氏が在留期間１年の許可を得て日本
に入国し、１年後在留期間の更新の申請をしたところ、法務
大臣は、在留中に政治活動を行ったことを理由に、更新を不
許可とした。これを不服としたマクリーン氏は、更新不許可
処分の取消しを求めて出訴した。

争点

⑴　外国人に人権享有主体性が認められるか？
⑵　外国人に政治活動の自由が保障されるか？
⑶　外国人が政治活動をしたことを理由に在留更新の不許可処
分をすることは、許されるか？

判旨

⑴　憲法第３章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性
質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除
き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。
⑵　政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定また
はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこ
れを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保
障が及ぶ。
⑶　しかしながら、外国人の在留の許否は国の裁量にゆだねら
れ、わが国に在留する外国人は、憲法上わが国に在留する権
利ないし引き続き在留することを要求することができる権利

CHECK

「最大判昭53.10.4」という
表記について

「最大判」の「大」とは、
最高裁判所の大法廷のことで
す。
例 え ば 、 「 最 大 判 昭
53.10.4」とは、「最高裁判
所大法廷判決昭和53年10月４
日」ということです。

CHECK

マクリーン事件について

結局、マクリーン氏の更新
不許可処分の取消請求は認め
られませんでした（請求棄却
判決）。

CHECK

在留期間の更新と法務大臣の
裁量について

在留期間の更新について
は、法務大臣に広い裁量が認
められています。
もっとも、行政庁（上掲判
例によれば法務大臣）の裁量
が広く認められる場合であっ
ても、法が認めた裁量の範囲
を逸脱・濫用するときは、そ
の裁量権の行使は違法となり
ます（行政事件訴訟法3 0
条）。
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を保障されているものではなく、ただ、出入国管理令上法務
大臣がその裁量により更新を受けることができる地位を与え
られているにすぎないものであり、したがって、外国人に対
する憲法の基本的人権の保障は、外国人在留制度のわく内で
与えられているにすぎないものと解するのが相当であって、
在留の許否を決する国の裁量を拘束するまでの保障、すなわ
ち、在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在
留期間の更新の際に消極的な事情としてしんしゃくされない
ことまでの保障が与えられているものと解することはできな
い。

５　（狭義の）参政権―選挙権・被選挙権
外国人に、参政権が憲法上保障されているのであろうか。国民主
権との関係で問題となる。
判例は、次のように解している。すなわち、国民主権原理に照ら
し、選挙権が外国人に憲法上保障されていると解することはできな
い。ただし、日常生活に密接な関連を有する地方政治への参政権
は、法律をもって、地域の地方公共団体と密接な関係を持つ外国人
（永住者等）へ、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選
挙権を付与することは憲法上禁止されない。

判例 外国人地方参政権事件（最判平7.2.28）

韓国籍で日本の永住資格を持つ者Ｘが、居住地の選挙管理
委員会に対し、選挙人名簿への登録を求めたところ、同委員
会はこれを却下した。これを不服としたＸは、当該却下決定
の取消しを求めて出訴した。

争点

⑴　外国人に選挙権が保障されるか？
⑵　外国人に地方公共団体の長、議会の議員の選挙権が認めら
れるか？
⑶　法律により、外国人に地方公共団体の長、議会の議員の選
挙権を付与することは、憲法上禁止されているか？

判旨

⑴　主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文および１
条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民と
は、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味するこ
とは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権

CHECK

「消極的な事情」「しんしゃ
く」とは

「消極的な事情」とは、不
利な事情のことです。
また「しんしゃく」とは、
考慮することです。

CHECK

外国人地方参政権事件（最判
平7.2.28）のポイント

この判例のポイントは、国
民主権の原理に照らし、外国
人には憲法上選挙権は保障さ
れていないところ、地方自治
の趣旨にかんがみ、地方政治
レベルにおいては、法律によ
り定住外国人等に選挙権を保
障することは憲法に反しない
とする点にあります。
ただし、こうした法律を作
るか否かは国会が決めること
であり、そのような法律を作
らないからといって違憲とは
なりません。
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利を保障した憲法15条１項の規定は、権利の性質上日本国民
のみをその対象とし、この規定による権利の保障は、我が国
に在留する外国人には及ばない。
⑵　地方自治について定める憲法第８章は、93条２項におい
て、地方公共団体の長、その議会の議員および法律の定める
その他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙
するものと規定しているのであるが、国民主権の原理および
これに基づく憲法15条１項の規定の趣旨にかんがみ、地方公
共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものである
ことをも併せ考えると、憲法93条２項にいう「住民」とは、
地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するも
のと解するのが相当であり、当該規定は、我が国に在留する
外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選
挙の権利を保障したものということはできない。
⑶　憲法93条２項は、我が国に在留する外国人に対して地方公
共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、
憲法第８章の地方自治に関する規定は、民主主義社会におけ
る地方自治の重要性にかんがみ、住民の日常生活に密接な関
連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきそ
の区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の
制度として保障しようとすする趣旨に出たものと解されるか
ら、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってそ
の居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに
至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密
接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映さ
せるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議
員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上
禁止されているものではない。
⑷　しかしながら、このような措置を講ずるか否かは、専ら国
の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じ
ないからといって違憲の問題を生ずるものではない。

６　公務就任権
公務就任権とは、公務員になる資格である。かつては、公務就任
権は広義の参政権に含まれるとして、国民主権原理から外国人には
保障されないとされていた。
しかし、公務員といっても、①政策を決定する者と、②決定され
た政策を執行する者とでは、国民主権原理との関係で、質的に区別
される。それゆえ、地方公共団体によっては、地方公務員採用試験
の受験資格を外国人に認めるところもある。
もっとも、外国人が公務に就任した場合には、昇格差別が別途問
題となる。この点が問題となったのが次の判例（東京都保健婦管理
職選考受験資格確認等請求事件／最大判平17.1.26）である。

CHECK

国家公務員採用試験の受験資
格

「公権力の行使または国家
意思の形成への参画にたずさ
わる公務員」は日本国民に限
るとした政府の公式解釈に従
い、国家公務員採用試験（総
合職・一般職）の受験資格は
日本国籍を有する者に限定さ
れています。
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判例 東京都保健婦管理職選考受験資格確認等請求事
件（最大判平17.1.26）

韓国籍の特別永住者Ｘは、東京都に保健婦として採用され
た。その後、Ｘが管理職選考試験を受けようしたところ、東
京都は、Ｘの受験資格を認めなかった。そこで、Ｘは、①受
験資格の確認、②受験拒否による精神的苦痛に対する損害賠
償を求めて、出訴した。

争点

韓国籍の特別永住者に管理職選考試験の受験資格を認めない
ことは、憲法14条１項に反しないか？

判旨

⑴　公権力行使等地方公務員の職務の遂行は、住民の権利義務
や法的地位の内容を定め、あるいはこれらに事実上大きな影
響を及ぼすなど、住民の生活に直接間接に重大なかかわりを
有するものである。それゆえ、国民主権の原理に基づき、国
および普通地方公共団体による統治の在り方については日本
国の統治者としての国民が最終的な責任を負うべきものであ
ることに照らし(憲法１条、15条１項参照)、原則として日本
の国籍を有する者が公権力行使等地方公務員に就任すること
が想定されているとみるべきであり、外国人が公権力行使等
地方公務員に就任することは、本来我が国の法体系の想定す
るところではないものというべきである。
⑵　普通地方公共団体が、公務員制度の構築にあたって、公権
力行使等地方公務員の職とこれに昇任するのに必要な職務経
験を積むために経るべき職とを包含する一体的な管理職の任
用制度を構築して人事の適正な運用を図ることも、その判断
により行うことができるものである。普通地方公共団体が上
記のような管理職の任用制度を構築した上で、日本国民であ
る職員に限って管理職に昇任することができることとする措
置を執ることは、合理的な理由に基づいて日本国民である職
員と在留外国人である職員とを区別するものであり、上記の
措置は、労働基準法３条にも、憲法14条１項にも違反するも
のではない。そして、この理は、特別永住者についても異な
るものではない。

CHECK

「公権力行使等地方公務員」
とは

「公権力行使等地方公務
員」とは、地方公務員のう
ち、住民の権利義務を直接形
成し、その範囲を確定するな
どの公権力の行使に当たる行
為を行い、もしくは普通地方
公共団体の重要な施策に関す
る決定を行い、またはこれら
に参画することを職務とする
ものをいいます。

CHECK

「特別永住者」とは

「特別永住者」とは、日本
との平和条約の発行に伴い、
日本国籍を離脱した者又はそ
の者の子孫であって、一定の
要件を満たす者をいいます。
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７　社会権
社会権は、第一次的には自己の所属する国家により保障されるべ
きものであるが、法律により外国人に社会権を保障することは許さ
れるとされる。
判例は、社会保障上の施策において外国人をどのように処遇する
かについて国の政治的判断に委ね、「限られた財源の下で福祉的給
付を行うに当たり、自国民を在留外国人よりも優先的に扱うこと
も、許される」として、外国人の生存権保障について広い裁量を認
めている。

判例 塩見訴訟（最判平元.3.2）

子どもの頃に失明し、その後日本国籍を取得したＸが、障
害福祉年金の請求をしたところ、廃疾認定日に日本国民でな
かったことを理由に請求を却下された。そこで、Ⅹは、この
ような国籍条項が憲法25条等に反するとして出訴した。

争点

障害福祉年金の受給資格を日本人に限定することは、憲法25
条に反するか？

判旨

⑴　社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇す
るかについては、国は、特別の条約の存しない限り、その政
治的判断によりこれを決定することができるのであり、その
限られた財源の下で福祉的給付を行うにあたり、自国民を在
留外国人より優先的に扱うことも許されるべきことと解され
る。したがって、国民年金法81条１項の障害福祉年金の支給
対象者から在留外国人を除外することは、立法府の裁量の範
囲に属する事柄と見るべきである。
⑵　国籍条項および昭和34年11月１日より後に帰化によって日
本国籍を取得した者に対し国民年金法81条１項の障害福祉年
金の支給をしないことは、憲法25条の規定に違反するもので
はない。

CHECK

「塩見訴訟」について

廃疾認定日当時韓国籍だっ
た原告が後に帰化して障害福
祉年金の受給申請をしたので
すが、結局認められませんで
した。
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［外国人の人権享有主体性に関する判例の整理］

争点（判例年月日） 結論 判旨

①
入国の自由

（最大判昭32.6.19）
×

憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保障され
ているものではない。

②
在留の権利

（マクリーン事件／最
大判昭53.10.4）

×
憲法上、外国人は、在留の権利ないし引き続き在留す
ることを要求しうる権利を保障されているものではな
い。

③
再入国の自由

（森川キャサリーン事
件／最判平4.11.16）

×
わが国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行
する自由を保障されるものでないから、外国人の再
は、憲法22条により保障されない。

④
出国の自由

（最大判昭32.12.25）
○

外国移住の自由は、その権利の性質上外国人に限って
保障しないという理由はない。

⑤
政治活動の自由

（マクリーン事件／最
大判昭53.10.4）

○
（限定付）

政治活動の自由は、わが国の政治的意思決定またはそ
の実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみ
これを認めることが相当でないと解されるものを除
き、その保障が及ぶ。

⑥
国政レベルの選挙権
（最判平5.2.26）

×
国会議員の選挙権を有する者を日本国民に限っている
公職選挙法の規定は、憲法15条、14条に違反しない。

⑦
地方レベルの選挙権
（外国人地方参政権事
件／最判平7.2.28）

×

93条２項にいう「住民」は日本国民を意味し、在留外
国人に対して選挙の権利を保障したものとはいえない
が、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選
挙権を付与する立法措置を講ずることは、憲法上禁止
されていない。

⑧

公務就任権
（東京都保健婦管理職
選考受験資格確認等請
求事件／最大判平
17.1.26）

×
「公権力行使等地方公務員」に外国人が就任すること
は想定されていない。そして、日本国民に限って管理
職に昇任できるとすることは平等原則に違反しない。

⑨
社会権

（塩見訴訟／最判平元
3.2）

×
社会保障上の施策において自国民を在留外国人より優
先的に扱うことも許される。

⑩

みだりに指紋の押捺を
強制されない自由
（指紋押捺拒否事件／
最判平7.12.15）

○
何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有
し、この自由は、わが国に在留する外国人にも等しく
及ぶ。


