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Ｈ19-５

司法権の限界に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に

照らして妥当でないものはどれか。 

１ 大学は、国公立であると私立であるとを問わず、自律的な法規範

を有する特殊な部分社会を形成しているから、大学における法律上

の紛争は、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題に

とどまる限り、その自主的・自律的な解決にゆだねられる。 

２ 法律が、国会の両議院によって議決を経たものとされ、適法な手

続によって公布されている場合、裁判所は両院の自主性を尊重し

て、法律制定の際の議事手続の瑕疵について審理しその有効無効を

判断するべきではない。 

３ 政党の結社としての自主性にかんがみれば、政党の内部的自律権

に属する行為は、法律に特別の定めのない限り尊重すべきであり、

政党が党員に対しでした処分は、一般市民法秩序と直接の関係を有

しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判は及ばない。 

４ 衆議院の解散がいかなる場合に許されるかは、裁判所の判断すべ

き法的問題であるのに対して、これを行うために憲法上必要とされ

る助言と承認の手続に瑕疵があったか否かは、国家統治の基本に関

する政治的な問題であるため、裁判所の審査権は及ばない。 

５ 具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争であっても、宗教

上の教義に関する判断などが必要で、事柄の性質上法令の適用によ

り解決するのに適しないものは、裁判所の審判の対象となりえな

い。 

憲法
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１ 妥当である
判例（最判昭 52.3.15）は、「大学は、国公立であると私立であるとを問

わず、……自律的、包括的な権能を有し、一般市民社会とは異なる特殊な
部分社会を形成している……。」とし、大学における法律上の紛争につい
て、「他にそれが一般市民法秩序と直接の関係を有するものであることを肯
認するに足りる特段の事情のない限り、純然たる大学内部の問題として大
学の自主的、自律的な判断に委ねられるべきものであつて、裁判所の司法
審査の対象にはならないものと解する……。」としている。

２ 妥当である
判例（最大判昭 37.3.7）は、問題とされた法律について、「両院において

議決を経たものとされ適法な手続によつて公布されている以上、裁判所は
両院の自主性を尊重すべく同法制定の議事手続に関する所論のような事実
を審理してその有効無効を判断すべきでない。」としている。

３ 妥当である
判例（最判昭 63.12.20）は、「政党の結社としての自主性にかんがみる

と、政党の内部的自律権に属する行為は、法律に特別の定めのない限り尊
重すべきであるから、……政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序
と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権は
及ばない……。」としている。

４ 妥当でない
判例（最大判昭 35.6.8）は、「衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家

統治の基本に関する行為であつて、かくのごとき行為について、その法律
上の有効無効を審査することは司法裁判所の権限の外にありと解すべきこ
とは既に前段説示するところによつてあきらかである。」としている。

５ 妥当である
判例（最判昭 56.4.7）は、「具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛

争の形式をとつており、その結果信仰の対象の価値又は宗教上の教義に関
する判断は請求の当否を決するについての前提問題であるにとどまるもの
とされてはいるが、本件訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものと認め
られ、また、……本件訴訟の争点及び当事者の主張立証も右の判断に関す

正解
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るものがその核心となつていると認められることからすれば、結局本件訴
訟は、その実質において法令の適用による終局的な解決の不可能なもので
あつて、裁判所法３条にいう法律上の争訟にあたらないものといわなけれ
ばならない。」としている。
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Ｈ27-６

司法権の限界に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に

照らし、妥当でないものはどれか。 

１ 具体的な権利義務ないしは法律関係に関する紛争であっても、信

仰対象の価値または教義に関する判断が前提問題となる場合には、

法令の適用による解決には適さず、裁判所の審査は及ばない。 

２ 大学による単位授与行為（認定）は、純然たる大学内部の問題と

して大学の自律的判断にゆだねられるべきものであり、一般市民法

秩序と直接の関係を有すると認めるにたる特段の事情がない限り、

裁判所の審査は及ばない。 

３ 衆議院の解散は高度の政治性を伴う国家行為であって、その有効

無効の判断は法的に不可能であるから、そもそも法律上の争訟の解

決という司法権の埒外にあり、裁判所の審査は及ばない。 

４ 政党の結社としての自律性からすると、政党の党員に対する処分

は原則として自律的運営にゆだねるべきであり、一般市民法秩序と

直接の関係を有しない内部的問題にとどまる限りは、裁判所の審査

は及ばない。 

５ 地方議会議員の出席停止処分は、除名とは異なり議員の権利行使

の一時的制約にすぎず、議会の内部規律の問題として自治的措置に

ゆだねるべきであるから、裁判所の審査は及ばない。 

憲法
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１ 妥当である
裁判所法３条１項は、「裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除

いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を
有する。」と規定する。判例（最判昭 56.4.7）は、「本件訴訟は、具体的な
権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとつており、その結果信仰
の対象の価値又は宗教上の教義に関する判断は請求の当否を決するについ
ての前提問題であるにとどまるものとされてはいるが、本件訴訟の帰すう
を左右する必要不可欠のものと認められ、また、記録にあらわれた本件訴
訟の経過に徴すると、本件訴訟の争点及び当事者の主張立証も右の判断に
関するものがその核心となつていると認められることからすれば、結局本
件訴訟は、その実質において法令の適用による終局的な解決の不可能なも
のであつて、裁判所法３条にいう法律上の争訟にあたらないものといわな
ければならない。」としている。

２ 妥当である
判例（最判昭 52.3.15）は、「単位授与（認定）行為は、他にそれが一般

市民法秩序と直接の関係を有するものであることを肯認するに足りる特段
の事情のない限り、純然たる大学内部の問題として大学の自主的、自律的
な判断に委ねられるべきものであつて、裁判所の司法審査の対象にはなら
ないものと解するのが、相当である。」としている。

３ 妥当でない
判例（最大判昭 35.6.8）は、「直接国家統治の基本に関する高度に政治性

のある国家行為のごときはたとえそれが法律上の争訟となり、これに対す
る有効無効の判断が法律上可能である場合であつても、かかる国家行為は
裁判所の審査権の外にあり、その判断は主権者たる国民に対して政治的責
任を負うところの政府、国会等の政治部門の判断に委され、最終的には国
民の政治判断に委ねられているものと解すべきである。」とし、「衆議院の
解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であつて、かく
のごとき行為について、その法律上の有効無効を審査することは司法裁判
所の権限の外に……ある。」としている。本肢のように「衆議院の解散……
の有効無効の判断は法的に不可能である」とはしていない。
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４ 妥当である
判例（最判昭63.12.20）は、「政党に対しては、高度の自主性と自律性を

与えて自主的に組織運営をなしうる自由を保障しなければならない。……
政党の内部的自律権に属する行為は、法律に特別の定めのない限り尊重す
べきであるから、政党が組織内の自律的運営として党員に対してした除名
その他の処分の当否については、原則として自律的な解決に委ねるのを相
当とし、したがつて、政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直
接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権は及ば
ないというべきであり、……。」としている。

５ 妥当である
判例（最大判昭35.10.19）は、「自律的な法規範をもつ社会ないしは団体

に在つては、当該規範の実現を内部規律の問題として自治的措置に任せ、
必ずしも、裁判にまつを適当としないものがあるからである。……出席停
止の如き懲罰はまさにそれに該当するものと解するを相当とする。」として
いる。
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Ｈ23-８

行政の実効性確保の手段についての次の記述のうち、妥当なものは

どれか。 

１ 行政上の義務履行の確保に関しては、行政代執行法が一般法とさ

れ、別に法律で定めるところを除いては、この法律の定めるところ

による。 

２ 条例に基づく命令によって課された義務を相手方が履行しない場

合には、代執行等の他の手段が存在しない場合に限り、地方公共団

体は民事訴訟によりその履行を求めることができる、とするのが判

例である。 

３ 食品衛生法に基づく保健所職員による立入検査に際して、受忍義

務に反してこれを拒否する相手方に対しては、職員は、実力を行使

して調査を実施することが認められる。 

４ 法令上の義務に違反した者について、その氏名や違反事実を公表

することは、義務違反に対する制裁と解されるので、行政手続法

上、聴聞の対象とされている。 

５ 義務違反に対する課徴金の賦課は、一種の制裁であるから、罰金

などの刑罰と併科することは二重処罰の禁止に抵触し、許されな

い。 

行政法

39
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１ 妥当である
行政代執行法１条は、「行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で

定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。」と規定する。
２ 妥当でない

判例（最判平 14.7.9）は、「国又は地方公共団体が専ら行政権の主体とし
て国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、法規の適用の適正な
いし一般公益の保護を目的とするものであって、自己の権利利益の保護救
済を目的とするものということはできないから、法律上の争訟として当然
に裁判所の審判の対象となるものではなく、法律に特別の規定がある場合
に限り、提起することが許されるものと解される。」としている。

３ 妥当でない
食品衛生法に基づく保健所職員による立入検査に際して、受忍義務に反

してこれを拒否する相手方に対し、職員は、実力を行使して調査を実施す
ることは認められていない（食品衛生法 28、75 参照）。

４ 妥当でない
行政手続法上、聴聞は「不利益処分」をする際に行われる（行手 13Ⅰ

①）。「不利益処分」の定義について、行政手続法２条４号柱書本文は、「行
政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務
を課し、又はその権利を制限する処分をいう。」と規定する。したがって、
法令上の義務に違反した者について、その氏名や違反事実を公表すること
は、「不利益処分」にあたらず、聴聞の対象とされていない。

５ 妥当でない
判例（最判平10.10.13）は、「本件カルテル行為について、私的独占の禁

止及び公正取引の確保に関する法律違反被告事件において上告人に対する
罰金刑が確定し、かつ、国から上告人に対し不当利得の返還を求める民事
訴訟が提起されている場合において、本件カルテル行為を理由に上告人に
対し同法７条の２第１項の規定に基づき課徴金の納付を命ずることが、憲
法 39 条、29 条、31 条に違反しない……。」としている。

正解
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Ｈ27-８

裁判による行政上の義務履行確保について、最高裁判所の判決に照

らし、妥当な記述はどれか。 

１ 国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政

上の義務履行を求める訴訟は、法令の適用により終局的に解決する

ことができないから、法律上の争訟に該当しない。 

２ 国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政

上の義務履行を求める訴訟は、このような訴訟を提起することを認

める特別の規定が法律にあれば、適法となりうる。 

３ 国又は地方公共団体が財産権の主体として国民に対して義務履行

を求める訴訟は、終局的には、公益を目的とするものであって、自

己の権利利益の保護救済を目的とするものではないから、法律上の

争訟には該当しない。

４ 国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政

上の義務履行を求める訴訟は、行政上の義務履行確保の一般法であ

る行政代執行法による代執行が認められる場合に限り、不適法であ

る。 

５ 国又は地方公共団体が財産権の主体として国民に対して義務履行

を求める訴訟は、法律上の争訟として当然に裁判所の審判の対象と

なるわけではないが、現行法上、こうした訴訟を認める特別の規定

があるため、提起することが許されている。 

行政法

40
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１ 妥当でない
判例（最判平 14.7.9）は、「国又は地方公共団体が専ら行政権の主体とし

て国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、法規の適用の適正な
いし一般公益の保護を目的とするものであって、自己の権利利益の保護救
済を目的とするものということはできないから、法律上の争訟として当然
に裁判所の審判の対象となるものではなく、法律に特別の規定がある場合
に限り、提起することが許されるものと解される。」とし、行政上の義務の
履行確保に関し、行政代執行法が代執行のみを認めていることや、行政事
件訴訟法その他の法律にも、一般に国又は地方公共団体が国民に対して行
政上の義務の履行を求める訴訟を提起することを認める特別の規定は存在
しないことを理由として、「国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として
国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、裁判所法３条１項にい
う法律上の争訟に当たらず、これを認める特別の規定もないから、不適法
というべきである。」としている。すなわち、本肢の訴訟は、法令の適用に
より終局的に解決することができないことを理由として、法律上の争訟に
該当しないわけではない。

２ 妥当である
肢１の解説参照。

３ 妥当でない
判例（最判平 14.7.9）は、「国又は地方公共団体が提起した訴訟であっ

て、財産権の主体として自己の財産上の権利利益の保護救済を求めるよう
な場合には、法律上の争訟に当たるというべきである……。」としている。

４ 妥当でない
肢１の解説参照。

５ 妥当でない
肢３の解説参照。

正解
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Ｈ25-29

Ａが自己所有の事務機器甲（以下、「甲」という。）をＢに売却する

旨の売買契約（以下、「本件売買契約」という。）が締結されたが、Ｂ

はＡに対して売買代金を支払わないうちに甲をＣに転売してしまっ

た。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照ら

し、妥当なものはどれか。 

１ Ａが甲をすでにＢに引き渡しており、さらにＢがこれをＣに引き

渡した場合であっても、Ａは、Ｂから売買代金の支払いを受けてい

ないときは、甲につき先取特権を行使することができる。 

２ Ａが甲をまだＢに引き渡していない場合において、ＣがＡに対し

て所有権に基づいてその引渡しを求めたとき、Ａは、Ｂから売買代

金の支払いを受けていないときは、同時履行の抗弁権を行使してこ

れを拒むことができる。 

３ 本件売買契約において所有権留保特約が存在し、ＡがＢから売買

代金の支払いを受けていない場合であったとしても、それらのこと

は、Ｃが甲の所有権を承継取得することを何ら妨げるものではな

い。 

４ Ａが甲をまだＢに引き渡していない場合において、ＣがＡに対し

て所有権に基づいてその引渡しを求めたとき、Ａは、Ｂから売買代

金の支払いを受けていないときは、留置権を行使してこれを拒むこ

とができる。 

５ Ａが甲をまだＢに引き渡していない場合において、Ｂが売買代金

を支払わないことを理由にＡが本件売買契約を解除（債務不履行解

除）したとしても、Ａは、Ｃからの所有権に基づく甲の引渡請求を

拒むことはできない。 

民法

38
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１ 妥当でない
動産の売買によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産につ

いて先取特権を有する（311⑤）。動産の売買の先取特権は、動産の代価及
びその利息に関し、その動産について存在する（321）。しかし、先取特権
は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、そ
の動産について行使することができない（333）。

２ 妥当でない
同時履行の抗弁権は、双務契約の当事者間において行使するものである

（533）。したがって、本肢の場合、Ａは、Ｃに対して、同時履行の抗弁権
を行使して、甲の引渡しを拒むことはできない。

３ 妥当でない
所有権留保とは、売買契約において、買主の代金完済までの間、売主が

所有権を留保することをいう。本肢のようにＡがＢから売買代金の支払い
を受けていない場合、甲の所有権がＡからＢへ移転していない。したがっ
て、所有権留保特約は、Ｃが甲の所有権を承継取得することを妨げるもの
であるといえる。

４ 妥当である
留置権（295）は担保物権であるので、第三者に対しても行使すること

ができる。
５ 妥当でない

545 条１項は、「当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者
は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害
することはできない。」と規定する。ここで言う「第三者」として保護され
るには、判例（大判大 10.5.17）は、その権利につき対抗要件を備えている
ことを必要とするとしている。本肢の場合、Ａが甲をまだＢに引き渡して
いないので、Ｃは、Ｂから引渡しを受けておらず、対抗要件を備えていな
い（178）。したがって、本肢の場合、Ａは、Ｃからの所有権に基づく甲の
引渡請求を拒むことができる。

正解

4

民法

38
Ｈ25-29

物権総合
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Ｈ27-30

留置権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、

妥当でないものはどれか。 

１ Ａは自己所有の建物をＢに売却し登記をＢに移転した上で、建物

の引渡しは代金と引換えにすることを約していたが、Ｂが代金を支

払わないうちにＣに当該建物を転売し移転登記を済ませてしまった

場合、Ａは、Ｃからの建物引渡請求に対して、Ｂに対する代金債権

を保全するために留置権を行使することができる。 

２ Ａが自己所有の建物をＢに売却し引き渡したが、登記をＢに移転

する前にＣに二重に売却しＣが先に登記を備えた場合、Ｂは、Ｃか

らの建物引渡請求に対して、Ａに対する損害賠償債権を保全するた

めに留置権を行使することができる。 

３ ＡがＣ所有の建物をＢに売却し引き渡したが、Ｃから所有権を取

得して移転することができなかった場合、Ｂは、Ｃからの建物引渡

請求に対して、Ａに対する損害賠償債権を保全するために留置権を

行使することはできない。 

４ Ａが自己所有の建物をＢに賃貸したが、Ｂの賃料不払いがあった

ため賃貸借契約を解除したところ、その後も建物の占有をＢが続

け、有益費を支出したときは、Ｂは、Ａからの建物明渡請求に対し

て、Ａに対する有益費償還請求権を保全するために留置権を行使す

ることはできない。 

５ Ａが自己所有の建物をＢに賃貸しＢからＡへ敷金が交付された場

合において、賃貸借契約が終了したときは、Ｂは、Ａからの建物明

渡請求に対して、Ａに対する敷金返還請求権を保全するために、同

時履行の抗弁権を主張することも留置権を行使することもできな

い。 

民法

29
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１ 妥当である
不動産の買主が売主に代金を支払わぬうちに第三者に当該不動産を譲り

渡してしまった場合、売主は、当該第三者に対して、買主に対する代金債
権を保全するために留置権を行使することができる（最判昭 47.11.16）。

２ 妥当でない
不動産の二重売買において、第二の買主のため所有権移転登記がされた

場合、第一の買主は、第二の買主からの引渡請求に対して、売主に対する
債務不履行に基づく損害賠償債権を保全するために留置権を行使すること
はできない（最判昭 43.11.21）。

３ 妥当である
他人物売買において、売主が真の所有者から所有権を取得して移転する

ことができなかった場合、買主は、真の所有者からの引渡請求に対して、
売主に対する債務不履行に基づく損害賠償債権を保全するために留置権を
行使することはできない（最判昭 51.6.7）。

４ 妥当である
占有開始時には適法に有していた占有権原があったが、その後にその権

原を失った者が有益費を支出した場合、当該占有者は、295 条２項の類推
適用によって、所有者からの明渡請求に対して、所有者に対する有益費償
還請求権を保全するために留置権を行使することはできない（大判大
10.12.23）。

５ 妥当である
賃借人の建物明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは同時履行の関係に立

たない（最判昭 49.9.2）。また、家屋明渡債務が敷金返還債務に対し先履行
の関係に立つことから、留置権が成立することもない（同判例、295Ⅰた
だし書）。したがって、本肢の場合、Ｂは、Ａからの建物明渡請求に対し
て、Ａに対する敷金返還請求権を保全するために、同時履行の抗弁権を主
張することも留置権を行使することもできない。

正解

2

民法

29
Ｈ27-30

留置権
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Ｈ19-48

選挙制度に関する次のア～オの記述のうち、誤っているものはいく

つあるか。 

ア 小選挙区制の特徴は、一般に大きな政党に有利に、また小さな政

党に不利に作用して、二大政党制を促進することにあるが、死票が

多くなり、政党の得票率と議席率の間に大きな差がでることが多い

という問題点がある。

イ 比例代表制の特徴は、各政党の得票率と議席率との一致率（比例

度）が最も高く、民意を政治に反映しやすいところにあるが、議会

制民主主義を支持しない小さな政党が議席を獲得した場合には政治

的緊張を引き起こす可能性もある。

ウ 日本の衆議院議員選挙では、小選挙区比例代表並立制がとられ、

重複立候補制が認められているが、小選挙区での得票順位と当落が

逆転するなどの事例がでてきたために、重複立候補の場合に、小選

挙区で供託金没収点未満の得票だった候補者が比例代表で当選とな

る「復活当選」は認められなくなった。

エ 日本の参議院議員選挙では、都道府県を単位とする選挙区選挙と

比例代表制選挙がとられており、比例代表制選挙においては、政党

名の得票数に従って各政党の議席数を配分したあとで、選挙前に各

政党があらかじめ届け出た名簿の順番に基づいて当選者を決定して

いく方式となっている。

オ 日本の最高裁判所は、選挙区間の議員１人当たりの有権者数に３

倍を超える格差があった 1990 年衆議院議員選挙について、憲法に定

める「法の下の平等」に反して憲法違反であるとし、一部選挙区の

選挙を無効であるとした。

政経社

1
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１ 一つ 

２ 二つ 

３ 三つ 

４ 四つ 

５ 五つ 



19

ア ○
小選挙区制の特徴は、一般に大きな政党に有利に、また小さな政党に不

利に作用して、二大政党制を促進することにある。しかし、死票が多くな
り、政党の得票率と議席率の間に大きな差がでることが多いという問題点
がある。なお、死票とは、有効投票ではあるが、当選人以外の者に投じら
れたことから、当選人の決定に関与しなかった票をいう。

イ ○
比例代表制の特徴は、各政党の得票率と議席率との一致率（比例度）が

最も高く、民意を政治に反映しやすいところにある。しかし、議会制民主
主義を支持しない小さな政党が議席を獲得した場合には、政治的緊張を引
き起こす可能性もある。

ウ ○
日本の衆議院議員選挙では、小選挙区比例代表並立制がとられ、重複立

候補制が認められている。しかし、小選挙区での得票順位と当落が逆転す
るなどの事例がでてきたために、重複立候補の場合に、小選挙区で供託金
没収点未満の得票だった候補者が比例代表で当選となる「復活当選」は認
められなくなった（公選 95 の２Ⅵ参照）。

エ ×
参議院の比例代表制選挙においては、非拘束名簿式が採られている。非

拘束名簿式とは、各政党が届け出る候補者名簿には順位がついておらず、
投票時は候補者名又は政党名で投票することができるという方式である。
各政党の議席数は総得票数（候補者名の得票数と政党名の得票数）に応じ
て配分され、各政党に配分された議席数のなかで得票数のもっとも多い候
補者から順次当選人が決まる。

オ ×
選挙区間の議員１人当たりの有権者数に３倍を超える格差があった 1990

年衆議院議員選挙について、判例（最大判平 5.1.20）は、「本件選挙当時、
選挙区間における議員１人当たりの選挙人数の較差は、憲法の選挙権の平
等の要求に反する程度に至っていたものではあるが、本件選挙当時の本件

正解

２

政経社

1
Ｈ19-48

選挙
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議員定数配分規定を憲法に違反するものと断定することはできないという
べきである。」としている。
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Ｈ27-48

日本の選挙に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 

１ 衆議院議員総選挙は、衆議院議員の４年の任期満了時と、衆議院

の解散がなされた場合に行われる。 

２ 参議院議員通常選挙は、参議院議員の６年の任期満了時に行われ

るが、３年ごとに半数を入れ替えるため、３年に１回実施される。 

３ 比例代表により選出された衆議院議員は、所属する政党を離党

し、当該選挙における他の衆議院名簿届出政党に所属した時でも、

失職しない。 

４ 高裁判所裁判官は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選

挙の期日に、国民審査に付される。 

５ 国政選挙の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を

有している者は、外国にいながら国政選挙で投票することができ

る。 

政経社

1
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１ ○
憲法 45 条は「衆議院議員の任期は、４年とする。但し、衆議院解散の場

合には、その期間満了前に終了する。」と規定する。公職選挙法 31 条１項
は「衆議院議員の任期満了に因る総選挙は、議員の任期が終る日の前 30 日
以内に行う。」と規定し、同条３項は「衆議院の解散に因る衆議院議員の総
選挙は、解散の日から 40 日以内に行う。」と規定する。

２ ○
憲法 46 条は、「参議院議員の任期は、６年とし、３年ごとに議員の半数

を改選する。」と規定する。
３ ×

比例代表により選出された衆議院議員は、所属する政党を離党し、当該
選挙における他の衆議院名簿届出政党に所属した時は失職する（公選 99 の
２Ⅰ、国会 109 の２Ⅰ）。

４ ○
憲法 79 条２項は、「最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行

はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後 10 年を経過した後
初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とす
る。」と規定する。

５ ○
国政選挙の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を有して

いる者は、外国にいながら国政選挙で投票することができる（公選 49 の２
Ⅰ）。

正解

３

政経社

1
Ｈ27-48

選挙
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Ｈ25-55

個人の情報の取扱いに関する次の記述のうち、妥当なものはどれ

か。 

１ 行政機関情報公開法＊１では、特定の個人を識別することができな

くとも、公にすることにより当該個人の権利利益を侵害するおそれ

があるような情報が載っている行政文書は不開示となりうる。 

２ 住民基本台帳法は住民の居住関係を公証するものであるので、氏

名、性別、生年月日、住所の基本４情報については、何人でも理由

のいかんを問わず閲覧謄写できる。 

３ 戸籍法は国民個人の身分関係を公証するという機能を営むもので

あるので、重婚などを防ぐために、何人でも戸籍謄本等の交付請求

ができるという戸籍の公開原則を維持している。 

４ 公文書管理法＊２の制定により、外交文書に記載されている個人情

報は、文書が作成されてから 30年が経過した時点で一律に公開され

ることとなった。 

５ 行政機関個人情報保護法＊３の下では、何人も自分の情報の開示を

請求することができるが、訂正を求めることはできない。 

（注） ＊１ 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 

＊２ 公文書等の管理に関する法律 

＊３ 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 

情報等

1
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１ 妥当である
行政機関情報公開法５条１号は、「個人に関する情報（事業を営む個人の

当該事業に関する情報を除く。）であって、当該情報に含まれる氏名、生年
月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の
情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとな
るものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にするこ
とにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。」を「不開示情
報」とし、開示請求の対象外としている。

２ 妥当でない
住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は謄写を請求することができるの

は、国等の機関や一定の要件を満たした者のみである（住民台帳11～12の
４参照）。

３ 妥当でない
戸籍謄本等の交付を請求することができるのは、本人等一定の者に限ら

れており、戸籍の公開原則を維持しているとはいえない（戸籍法10、10の
２）。

４ 妥当でない
外交記録公開に関する規則１条は、作成又は取得から 30 年以上が経過し

た行政文書は、原則として公開するとしている。しかし、外交記録公開推
進委員会による公開審査により、例外的に利用が制限されることがある
（同規則７）。この審査は外務省外交史料館における公文書管理法に基づく
利用請求に対する処分に係る審査基準を踏まえて行うものとされており、
公文書管理法上、個人情報は利用制限情報とされている（公文書管理 16Ⅰ
①イ、行政情報公開５①参照）。したがって、外交文書に記載されている個
人情報は、文書が作成されてから 30 年が経過した時点で一律に公開される
ことになったとはいえない。

５ 妥当でない
行政機関個人情報保護法の下では、何人も自分の情報の開示を請求する

ことも訂正を求めることもできる（同法 12Ⅰ、27）。

正解

１

情報等

1
Ｈ25-55

個人情報保護総合
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Ｈ27-54

情報公開法＊１および公文書管理法＊２に関する次の記述のうち、誤っ

ているものはどれか。 

１ 情報公開法も公文書管理法も国民主権の理念にのっとっている

が、公文書管理法は情報公開法とは異なり、歴史公文書等の保存、

利用等の規律も設けていることから、現在のみならず将来の国民へ

の説明責任を果たすことをその趣旨に含んでいる。 

２ 公文書管理法は、情報公開法と同様、行政機関による行政文書の

管理、歴史公文書等の保存、利用等を定めているが、独立行政法人

等の文書管理は定めていない。 

３ 公文書管理法は、歴史公文書等のうち、国立公文書館等に移管、

寄贈もしくは寄託され、または、国立公文書館の設置する公文書館

に移管されたものを「特定歴史公文書等」と定義し、永久保存の原

則を定めている。 

４ 情報公開法は行政文書の開示請求権および開示義務を定め、公文

書管理法は特定歴史公文書等の利用請求があったときの対応義務を

定めている。 

５ 情報公開法は、従前は行政文書の公開およびその管理についての

規定も設けていたが、公文書管理法の制定に伴い管理の規定は削除

された。 

（注） ＊１ 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 

＊２ 公文書等の管理に関する法律 

情報等

1
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１ ○
情報公開法も公文書管理法も国民主権の理念にのっとっているが、公文

書管理法は情報公開法とは異なり、歴史公文書等の保存、利用等の規律も
設けていることから、現在のみならず将来の国民への説明責任を果たすこ
とをその趣旨に含んでいる（行政情報公開法１、公文書管理１）。

２ ×
情報公開法では、国の行政機関の保有する行政文書について定めてお

り、独立行政法人等の文書管理は定めていない（行政情報公開２参照）。し
かし、公文書管理法では、情報公開法と異なり、行政機関による行政文書
の管理、歴史公文書等の保存、利用等を定めているだけでなく、独立行政
法人等の文書管理も定めている（同法２～４章参照）。

３ ○
公文書管理法は、歴史公文書等のうち、国立公文書館等に移管、寄贈も

しくは寄託され、または国立公文書館の設置する公文書館に移管されたも
のを「特定歴史公文書等」と定義する（同法２Ⅶ）。また、公文書管理法
は、特定歴史公文書等につき、永久保存の原則を定めている（同法 15
Ⅰ）。

４ ○
情報公開法は、行政文書の開示請求権および開示義務を定めている（同

法３、５）。公文書管理法は、特定歴史公文書等の利用請求があったときの
対応義務を定めている（同法 16Ⅰ）。

５ ○
情報公開法は、従前は行政文書の公開およびその管理についての規定も

設けていたが、公文書管理法の制定に伴い管理の規定は削除された。

正解

２

情報等

1
Ｈ27-54

個人情報保護総合








