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●本になされた訂正・変更箇所 

 
 

【１刷から２刷】 
 

Ⅲ頁 

２行目「９年を経過した」を、「８年を経過した」と訂正する。 

 

ⅩⅣ頁 

２３行目「初宿正典・憲法(2)基本権［第２版］（成文堂・2001）」を、８行目と９行目の間に移動する。 

 

５１頁 

下から１１行目「君主主義」を、「君主主権」と訂正する。 

 

５５頁 

下から１５行目「天照大神の意志」を、「天照大神の意思」と訂正する。 

 

６７頁 

１０行目「儀式を主催し」を、「儀式を主宰し」と訂正する。 

 

１００頁 

１２行目「少なくても」を、「少なくとも」と訂正する。 

 

１１４頁 

右欄最終行「荻野」を、「萩野」と訂正する。 

 

１１５頁 

右欄５行目「荻野」を、「萩野」と訂正する。 

 

１３０頁 

１５行目「強制入院された」を、「強制入院させられた」と訂正する。 

 

１３４頁 

下から４行目「公務員に対して政治活動の」を、「公務員に対して一律に政治活動の」と訂正する。 

 

１３５頁 

「★重要判例」見出し行末に「）」を入れる。 

 

１３８頁 

右欄下から３行目「憲法学Ⅲ259頁」を、「憲法学Ⅱ259頁」と訂正する。 

 

１４１頁 

２つめの「★重要判例」見出し行末に「）」を入れる。 

 

１５０頁 

「Ｃ説」「理由①」４行目「形式上矛盾とする」を、「形式上矛盾する」と訂正する。 

 

１７０頁 

下から８行目「自体」を、「事態」と訂正する。 

 

１７３頁 

９行目「理由はないし。また、」を、「理由はないし、また、」と訂正する。 

 

１９５頁 

右欄最終行「民集登載予定」を、「（平 19重判・憲法３事件）」と訂正する。 
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２５４頁 

下から３行目「関税法 69条の８」を、「関税法 69条の 11」と訂正する。 

 

２５５頁 

「Ｑ２」１行目「関税法 69条の８」を、「関税法 69条の 11」と訂正する。 

 

２６８頁 

６行目「目的のために特定の」を、「目的のためにする特定の」と訂正する。 

 

２９５頁 

下から１１－１０行目「結核予防法 29条、」を、削除する。 

 

３１０頁 

下から１２行目「仮保証金」を、「仮補償金」と訂正する。 

下から１１行目「緊急債権」を、「緊急裁決」と訂正する。 

 

３１５頁 

下から１０行目「完全保障」を、「完全補償」と訂正する。 

 

３２３頁 

図「11－１」５行目「（37）」を、「（37Ⅰ）」と訂正する。 

 

３２４頁 

右欄下から８行目「憲法Ⅱ266頁」を、「憲法Ⅲ266頁」と訂正する。 

 

３６８頁 

右欄８行目「注解Ⅰ334」を、「注解Ⅰ334頁」と訂正する。 

 

３８３頁 

下から８行目「結核予防法、」を、削除する。 

 

４４１頁 

囲みコラム内下から２行目と「Ｑ５」「Ａ-１説」「理由②」３行目の「議会と政府の見解」を、「議会と政府

の関係」と訂正する。 

 

４４２頁 

「【２】」「(1)」「（a）」３～４行目「独立命令（明治憲法８条）」を「独立命令（明治憲法９条）」に訂正し、

４行目の「代行命令［明治憲法９条］」を「代行命令［明治憲法８条］」に訂正する。 

 

４５９頁 

表「選挙制度の比較」最終行「比例代表区」を、「比例代表制」と訂正する。 

「★重要判例」の見出し行末に「）」を入れる。 

 

４６０頁 

「★重要判例」の見出し行末に「）」を入れる。 

 

４８３頁 

５行目「一般的当地関係」を、「一般的統治関係」と訂正する。 

 

５１０頁 

４行目「かけたとき」を、「欠けたとき」と訂正する。 

 

５５８頁 

下から８行目「職務不法」を、「職務不能」と訂正する。 
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５７６頁 

「Ｑ１」「Ｂ説」「理由」１行目「予算が法律である」を、「予算が規範である」と訂正する。 

 

５９４頁 

下から１５行目「③その区域内」を、「③「その区域内」と訂正する。 

 

６０４頁 

８行目「規定を解すべき」を、「規定と解すべき」と訂正する。 

 

６４４頁 

３行目「もたらせる」を、「もたらされる」と訂正する。 

 

６５０頁 

「(c)」３行目「最小限に押さえ」を「最小限に抑え」と訂正し、１０行目「点からいれば」を「点からい

えば」と訂正する。 

 

７５２頁 

最終行末「187」を、「186」に訂正する。 

 

７５３頁 

最終行「民集登載予定」を、「（平 19重判・憲法３事件）」と訂正する。 
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【２刷から３刷】 
 

２９頁 

５行目「憲法の最高法規性は、実質的最高性によって」を、「憲法の形式的最高法規性は、実質的最高法規

性によって」と訂正する。 

 

８９頁 

２番目のコラムの下から２行目「前述したことですが、」を削除する。 

 

１４１頁 

２番目の重要判例の３～４行目「勾留中の被疑者」を、「勾留中の被告人」と訂正する。 

 

１７８頁 

下から１１行目「法内容適用説」を、「法内容平等説」と訂正する。 

 

１８０頁 

８行目「一時的に閉めている地位」を、「一時的に占めている地位」と訂正する。 

 

１９０頁 

最終行「法廷相続分」を、「法定相続分」と訂正する。 

 

２３１頁 

１番目の重要判例の２行目「逮捕状の発布」を、「逮捕状の発付」と訂正する。 

 

２５５頁 

１０行目とＱ２Ｂ-2説４行目の「税関徴収手続」を、「関税徴収手続」と訂正する。 

 

２５６頁 

３行目の「税関徴収手続」を、「関税徴収手続」と訂正する。 

１５行目の「現関税法 69条の８第１項」を、「現関税法 69条の 11第１項」と訂正する。 

 

２６３頁 

２０行目「規制手段」を、「規制目的」と訂正する。 

 

２６４頁 

下から５行目「この程度の規定は」を、「この程度の規制は」と訂正する。 

 

２７２頁 

２６行目の行頭の鍵括弧を削除する。 
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【３刷から４刷】 
 

 

１８頁 

１１－１２行目「、歴史的にみて大きな２つの憲法についての考え方」を、「、憲法についての歴史的にみ

て大きな２つの考え方」と訂正する。 

下から７行目「言葉が出てきました」を、「言葉がでてきました」と訂正する。 

 

２７頁 

下から３行目「いずれによせ、」を、「いずれにせよ、」と訂正する。 

 

３０頁 

下から４－３行目「「法律ノ範囲内ニ於テ」で保障される」を、「「法律ノ範囲内ニ於テ」保障される」と訂

正する。 

 

４４頁 

４行目「②法規性」を、「②法規範性」と訂正する。 

 

５８頁 

１０行目「この憲法に定める」を、「この憲法の定める」と訂正する。 

 

６３頁 

右欄１行目を、本文２行目に対応する右欄の位置に移動する（１行分上にあげる）。 

 

６５頁 

下から８行目「この憲法に定める」を、「この憲法の定める」と訂正する。 

 

１００頁 

囲みコラム内３行目「有無にかかわわらず」を、「有無にかかわらず」と訂正する。 

 

１０１頁 

８行目「新日本製鉄」を、「新日本製鐵」と訂正する。 

 

１１３頁 

下から２－１行目「在留の拒否」を、「在留の許否」と訂正する。 

 

１４０頁 

２０行目「受刑者の強制処遇」を、「受刑者の矯正処遇」と訂正する。 

 

１７５頁 

下から１６行目「経済的、又は」を、「経済的又は」と訂正する。 

 

２２７頁 

１０－１１行目「ないし」を、「または」と訂正する。 

 

２３４頁 

１行目「これをすることはできない」を、「これをすることができない」と訂正する。 

 

２４２頁 

最終行「相当の理由」の色文字を、他の色文字と同じ大きさに訂正する。 

 

２４７頁 

下から１１行目「、政治的過程論」を、「、民主的政治過程論」と訂正する。 

 

２６０頁 

下から５行目「〔現関税法 69条の８第１項７号〕」を、「〔現関税法 69条の 11第１項７号〕」と訂正する。 
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３５５頁 

最初の重要判例３行目「戦時民事特別法９条２項」を、「戦時民事特別法 19条２項」と訂正する。 

 

４０５頁 

下から 11行目「労働組内の」を、「労働組合の」と訂正する。 

 

４２９頁 

Ｂ説批判１行目「信ずるとことに従って」を、「信ずるところに従って」と訂正する。 

 

４３１頁 

２３－２４行目「、43条１項」を、「、憲法 43条１項」と訂正する。文末に「。」を加える。 

 

４３２頁 

Ｃ説理由②１行目「自主的な党籍変更等」を、「自発的な党籍変更等」と訂正する。 

 

４３６頁 

囲みコラム内７行目「立法採用」を、「立法作用」と訂正する。 

 

４９０頁 

12行目「国会議院」を、「国会議員」と訂正する。 

 

５３７頁 

図１９－２右列下から３行目「衆議院の解散」を、「衆議院の解散＊」と訂正する。 

その右側の余白に、「＊ただし、現在の有力説は、統治行為の問題とはしない。」と注を加える。 

 

５３９頁 

６行目「［行訴８条］」を、「［行訴８条１項ただし書］」と訂正する。 

 

５５４頁 

最終行「（76条１項）」を、「［76条１項］」と訂正する。 

 

５５６頁 

１６行目「（裁 80条１項）」を、「（裁 80条１号）」と訂正する。 

 

５６５頁 

２０－２１行目「憲法 83条ないし 84条」を、「憲法 83条および 84条」と訂正する。 

 

５６８頁 

下から１２－１１行目と下から６行目の２か所「、法 81 条」を、「、［国民健康保険］法 81 条」と訂正す

る。 

 

５９４頁 

下から１６行目「法律または」を、「法律又は」と訂正する。 

 

６０５頁 

囲みコラム内最終行「「34条１項６号」」を、「［34条１項６号］」と訂正する。 

 

６３６頁 

囲みコラムの下７－８行目「９条は」を、「９条１項は」と訂正する。 

 

６５４頁 

Ｃ説備考２行目「最高裁判所事務処理規則」を、「最高裁判所裁判事務処理規則」と訂正する。 

 

６６２頁 
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Ａ説理由②１行目「発議権者」を、「発案権者」と訂正する。 

 

６８３頁 

１２行目「合理性の基準」を、「合理的根拠の基準」と訂正する。 

 

７０８頁 

１７行目「参照：17章３節□1 【１】(6)(c)」を、「参照：17章３節□1 【１】(6)(a)」と訂正する。 

 

７１３頁 

下から１８行目「自立的な」を、「自律的な」に訂正する。 
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【４刷から５刷】 
 

 

１４頁 

１５行目「弁護士をつけるこということ」を、「弁護士をつけるということ」と訂正する。 

 

３７頁 

下から９行目「慣習といわれるためには、」を、「慣習といわれるようになるためには、」と訂正する。 

 

４３頁 

下から１３行目「前文１段違反」を、「前文２項３段違反」と訂正する。 

 

５５頁 

最終行「項）。」を、「項）とされている。」と訂正する。 

 

５６頁 

下から１７行目「年を呼ぶ名称」を、「年をよぶ名称」と変更する。 

 

１３７頁 

４行目「国家公務員の身分を離れる」を、「国家公務員の身分を離れた」と変更する。 

６行目と１８行目「13条の」を、「13条後段の」と変更する。 

 

４１１頁 

１行目「（学教 25条）」を、「（学教 19条）」と訂正する。 

 

５４１頁 

８行目「裁判の構成を確保するため」を、「裁判の公正を確保するため」と訂正する。 

 

６２１頁 

１１行目「（76条１項）」を、「（憲法 76条１項）」と訂正する。 

 

６２５頁 

下から９－８行目「たしかに、81条が」を、「たしかに、憲法 81条が」と訂正する。 
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【５刷から６刷】 
 

 

１６頁 

下から１８行目「人はうまれがならにして」を、「人は生まれながらにして」と訂正する。 

 

３３５頁 

２行目「慎重なかつ公正で」を、「慎重かつ公正で」と訂正する。 

７行目「裁定を下す」を、「裁定をする」と訂正する。 
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【６刷から７刷】 

 

 

６０頁 

２２行目「「内閣が、その責任を負ふ」（３条）」を「「内閣が、その責任を負ふ」」と訂正する。 

 

１３４頁 

下から１９行目「国公法」を、「国家公務員法」と訂正する。 

 

１８０頁 

８行目「一時的に占めている地位」を「一時的ではなく占めている地位」と訂正する。 

右欄４行目「□→覚道２３６頁」を本文７行目に対応する位置に移す。 

 

２１５頁 

１行目「教授の研究」を「研究教育者の研究」と訂正する。 

 

３５０頁 

下から４～３行目「議会が行政機関に伝え、」を「議会や行政機関に伝え、」と訂正する。 

 

３７０頁 

１８行目「立法府裁量」を「立法裁量」と訂正する。 

 

４９０頁 

下から２行目「国勢調査権」を「国政調査権」と訂正する。 
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【７刷から８刷】（２０１３年７月１日更新） 

 

 

３５頁 

１７行目 

「矛盾をそのように説明」を「矛盾をどのように説明」と訂正する。 

 

５５頁 

下から１５行目 「天照大神の意思」を「天照大神の意志」と訂正する。 

 

８９頁 

下から１２行目に対応する右欄に「→９章２節４」を加える。 

 

２９２頁 

下から２１行目 「「租税の適正かつ確実な賦課徴収」の「「」を削除し、 

下から１８行目 「ない」としたうえで、」の「」」を削除する。 

 

２９８頁 

下から１８行目 「一時旅行する自由をも含む」を「一時旅行する自由を含む」と訂正する。 

下から１５行目 「旅券法 13 条１項５号〔現７号〕が」の次に「、」を加える。 

 

３０２頁 

下から１５行目 「安定を図り、……もって国民経済の発展に資する」という」を「安定を図」り、もって

国民経済の発展に資するという」と訂正する。 

 

３０３頁 

８行目 「多岐にわたる」ものが」を「多岐にわたる」ものまでが」と訂正する。 

 

３３９頁 

下から７行目 「は、解されない」を「は、解せられない」と訂正する。 

 

３４０頁 

下から１７行目 「社会的責務を課すもので」を「社会的責務を課するもので」と訂正する。 

 

３４３頁 

下から１１行目 「危険に曝されるべきでない」を「危険に曝されるべきではない」と訂正する。 

 

３５５頁 

最終行 「科することにしている場合も、純然たる」を「科することにしている場合でも、……純然たる」

と訂正する。 

 

３５６頁 

１５行目 「便宜に定めるところ」を「適宜に定めるところ」と訂正する。 
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【８刷から９刷】（２０１５年４月１日更新） 

 

３２９頁 

下から６行目 「1997 年に行政手続法が」を「1993 年に行政手続法が」と訂正する。 
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【９刷から 10刷】（２０１５年６月１０日更新） 

 

５７頁 

下から１２行目 「皇典 21 条」を「典範 21 条」と訂正する。 

 

５８頁 

５行目 「皇典１条」を「典範１条」と訂正する。 
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●ＨＰ上のみによる訂正・変更箇所 
 

 

【２００８年６月１５日更新】 
 

１８６頁 

１１行目と１２行目の間に以下を挿入する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★重要判例（最判平成 19年６月 13日〔平 19重判・憲法２事件〕） 

2005年９月11日に施行された衆議院議員選挙における１票の較差が平成12年国勢調査によ

ると１対2.064、選挙当日で１対2.171となる公選法の区割り規定の合憲性が争われた事件に

おいて、最高裁は、「憲法は、選挙権の内容の平等、換言すれば、議員の選出における各選

挙人の投票の有する影響力の平等、すなわち投票価値の平等を要求していると解される。し

かしながら、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する唯一、絶対の基準となるもの

ではなく、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において

調和的に実現されるべきものである。それゆえ、国会が具体的に定めたところがその裁量権

の行使として合理性を是認し得るものである限り、それによって投票価値の平等が損なわれ

ることになっても、やむを得ないものと解すべきである。 

そして、憲法は、国会が衆議院議員の選挙につき全国を多数の選挙区に分けて実施する制

度を採用する場合には、選挙制度の仕組みのうち選挙区割りや議員定数の配分を決定するに

ついて、議員１人当たりの選挙人数又は人口ができる限り平等に保たれることを最も重要か

つ基本的な基準とすることを求めているというべきであるが、それ以外にも国会において考

慮することができる要素は少なくない。とりわけ都道府県は、これまで我が国の政治及び行

政の実際において相当の役割を果たしてきたことや、国民生活及び国民感情においてかなり

の比重を占めていることなどにかんがみれば、選挙区割りをするに際して無視することので

きない基礎的な要素の一つというべきである。また、都道府県を更に細分するに当たって

は、従来の選挙の実績、選挙区としてのまとまり具合、市町村その他の行政区画、面積の大

小、人口密度、住民構成、交通事情、地理的状況等諸般の事情が考慮されるものと考えられ

る。さらに、人口の都市集中化の現象等の社会情勢の変化を選挙区割りや議員定数の配分に

どのように反映させるかという点も、国会が政策的観点から考慮することができる要素の一

つである。このように、選挙区割りや議員定数の配分の具体的決定に当たっては、種々の政

策的及び技術的考慮要素があり、これらをどのように考慮して具体的決定に反映させるかに

ついて一定の客観的基準が存在するものでもないから、選挙区割りや議員定数の配分を定め

る規定の合憲性は、結局は、国会が具体的に定めたところがその裁量権の合理的行使として

是認されるかどうかによって決するほかはない。そして、具体的に決定された選挙区割りや

議員定数の配分の下における選挙人の有する投票価値に不平等が存在し、それが国会におい

て通常考慮し得る諸般の要素をしんしゃくしてもなお、一般に合理性を有するものとは考え

られない程度に達しているときは、上記のような不平等は、もはや国会の合理的裁量の限界

を超えていると推定され、これを正当化すべき特別の理由が示されない限り、憲法違反と判

断されざるを得ないというべきである」としたうえで、①衆議院議員選挙区画定審議会設置

法３条のいわゆる１人別枠方式を含む衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りの基準を定める

規定は、憲法14条１項に違反するものとはいえず、平成14年法律第95号による公職選挙法

の改正により上記基準に従って改定された同法13条１項、別表第１の上記区割りを定める規

定は、その改定当時においても、平成17年９月11日施行の衆議院議員選挙当時においても、

憲法14条１項に違反していたものということはできない、②衆議院小選挙区選出議員の選挙

において候補者届出政党に政見放送その他の選挙運動を認める公職選挙法の規定は、候補者

届出政党に所属する候補者とこれに所属しない候補者との間に選挙運動の上で差異を生ずる

ものであるが、その差異が合理性を有するとは考えられない程度に達しているとまで断ずる

ことはできず、憲法14条１項に違反するとはいえない、と判示した。 

【争点】①衆議院議員選挙区画定審議会設置法３条のいわゆる１人別枠方式を含む衆議院小

選挙区選出議員の選挙区割りの基準を定める規定および公職選挙法13条１項、別 
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１８９頁 

１番目の囲み内４行目末尾に「。」を追加し、５・６行目を以下に差し替える。 

 

 

 

 

 

 
 

２６１頁 

３番目の「★重要判例」の下に、以下を追加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表第１の上記区割りを定める規定の合憲性。 

②衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党に選挙運動を認める公職

選挙法の規定の合憲性。 

【結論】①憲法 14条１項に違反しない。 

②憲法 14条１項に違反しない。 

なお、法務省は、2007年４月、婚姻の解消等の日から 300日以内に出産した子供を一律に

「前夫の子」と推定する民法 772条の規定（嫡出の推定）について、離婚後に懐妊したこと

が医師の証明書で確認できれば、戸籍窓口で実際の父親の子として出生届を認める方針を固

めました。つまり、法務省は、再婚禁止期間に関する民法 733 条の改正や嫡出推定へのＤＮ

Ａ鑑定導入には消極的な姿勢を示し、まずは戸籍事務の運用を弾力化することで対処するこ

とにしたのです。 

★重要判例（最判平成 19年９月 18日〔平 19重判・憲法５事件〕） 

市内の広場や公園等を占拠して威勢を示し、市民や観光客らに不安を与えていた暴走族を

規制するための広島市暴走族追放条例が、規定の明確性を欠き、過度に広汎な規制を行うた

めに憲法21条１項および31条に違反するとして争われた事件において、最高裁は、「なるほ

ど、本条例は、暴走族の定義において社会通念上の暴走族以外の集団が含まれる文言となっ

ていること、禁止行為の対象及び市長の中止・退去命令の対象も社会通念上の暴走族以外の

者の行為にも及ぶ文言となっていることなど、規定の仕方が適切ではなく、本条例がその文

言どおりに適用されることになると、規制の対象が広範囲に及び、憲法21条１項及び31条と

の関係で問題があることは所論のとおりである。しかし、本条例19条が処罰の対象としてい

るのは、同17条の市長の中止・退去命令に違反する行為に限られる。そして、本条例の目的

規定である１条は、『暴走行為、い集、集会及び祭礼等における示威行為が、市民生活や少

年の健全育成に多大な影響を及ぼしているのみならず、国際平和文化都市の印象を著しく傷

つけている』存在としての『暴走族』を本条例が規定する諸対策の対象として想定するもの

と解され、本条例５条、６条も、少年が加入する対象としての『暴走族』を想定しているほ

か、本条例には、暴走行為自体の抑止を眼目としている規定も数多く含まれている。また、

本条例の委任規則である本条例施行規則３条は、『暴走、騒音、暴走族名等暴走族であるこ

とを強調するような文言等を刺しゅう、印刷等をされた服装等』の着用者の存在（１号）、

『暴走族名等暴走族であることを強調するような文言等を刺しゅう、印刷等をされた旗等』

の存在（４号）、『暴走族であることを強調するような大声の掛合い等』（５号）を本条例17

条の中止命令等を発する際の判断基準として挙げている。このような本条例の全体から読み

取ることができる趣旨、さらには本条例施行規則の規定等を総合すれば、本条例が規制の対

象としている『暴走族』は、本条例２条７号の定義にもかかわらず、暴走行為を目的として

結成された集団である本来的な意味における暴走族の外には、服装、旗、言動などにおいて

このような暴走族に類似し社会通念上これと同視することができる集団に限られるものと解

され、したがって、市長において本条例による中止・退去命令を発し得る対象も、被告人に

適用されている『集会』との関係では、本来的な意味における暴走族及び上記のようなその

類似集団による集会が、本条例16条１項１号、17条所定の場所及び態様で行われている場合

に限定されると解される。 

そして、このように限定的に解釈すれば、本条例16条１項１号、17条、19条の規定によ

る規制は、広島市内の公共の場所における暴走族による集会等が公衆の平穏を害してきたこ

と、規制に係る集会であっても、これを行うことを直ちに犯罪として処罰するのではなく、

市長 
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３８６頁 

「★重要判例」の下に、以下を追加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

による中止命令等の対象とするにとどめ、この命令に違反した場合に初めて処罰すべきもの

とするという事後的かつ段階的規制によっていること等にかんがみると、その弊害を防止し

ようとする規制目的の正当性、弊害防止手段としての合理性、この規制により得られる利益

と失われる利益との均衡の観点に照らし、いまだ憲法21条１項、31条に違反するとまではい

えないことは」、最高裁昭和49年11月６日大法廷判決、最高裁平成４年７月１日大法廷判決

の趣旨に徴して明らかであると判示した。 

【争点】市内の広場や公園等を占拠して威勢を示し、市民や観光客らに不安を与えていた暴

走族を規制するための広島市暴走族追放条例は、規定の明確性を欠き、過度に広汎

な規制を行うために憲法 21 条１項および 31条に違反しないか。 

【結論】憲法 21 条１項および 31条に違反しない。 

★重要判例（最判平成 19年９月 28日〔平 19重判・憲法８事件〕） 

上記東京高裁平成 17 年３月 25 日判決に対して、原告らが上告した事件において、最高裁

は、①(1)国民年金法（平成元年法律第 86 号による改正前のもの）が，同法７条１項１号イ

（昭和 60 年法律第 34 号による改正前の国民年金法７条２項８号）所定の学生等につき、国

民年金の強制加入による被保険者とせず、任意加入のみを認めることとし、これに伴い上記

学生等を強制加入による被保険者との間で加入および保険料納付義務の免除規定の適用に関

して区別したこと、および(2)立法府が、平成元年法律第８６号による国民年金法の改正前に

おいて、上記学生等につき強制加入による被保険者とするなどの措置を講じなかったことは、

憲法 25 条、14 条１項に違反しない、② 立法府が、平成元年法律第 86 号による国民年金法

の改正前において、初診日に同改正前の同法７条１項１号イ（昭和 60 年法律第 34 号による

改正前の国民年金法７条２項８号）所定の学生等であった障害者に対し、無拠出制の年金を

支給する旨の規定を設けるなどの措置を講じなかったことは、憲法 25 条、14 条１項に違反

しないと判示した。 

【争点】①国民年金法が、同法所定の学生等につき国民年金の強制加入被保険者とせず、任意

加入のみを認め、強制加入被保険者との間で加入および保険料免除規定の適用に

関し区別したこと、および立法府が上記改正前に上記学生等を強制加入被保険者

とするなどの措置を講じなかったことは、憲法 25 条、14 条１項に違反しないか。 

②立法府が、平成元年法律第 86 号による国民年金法の改正前において、初診日に同

改正前の同法所定の学生等であった障害者に対し、無拠出制の年金を支給する旨

の規定を設けるなどの措置を講じなかったことは、憲法 25 条，14 条１項に違反

しないか。 

【結論】①憲法 25条、14条１項に違反しない。 

②憲法 25条、14条１項に違反しない。 



試験対策講座『憲法〔第３版〕』 17 

【２０１０年６月１日更新】 
 

１６７頁 

３行目と４行目の間に、以下を追加する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１８０頁 

下から１５－１３行目の本文を、以下と差し替える。 
 「社会的身分」に関連する事件として、非嫡出子相続分規定事件、生後認知児童国籍確認事件①②、

東京都青年の家事件がある。尊属殺重罰規定の合憲性については後述する。 

 
右欄下から４行目と下から３行目の間に、以下を追加する。 
→最大判平成 20年６月４日（後出重要判例） 
 

１８１頁 

５行目「〈生後認知児童国籍確認事件〉」を、「〈生後認知児童国籍確認事件①〉」と変更する。 

 

下から２２行目と下から２１行目の間に、以下を追加する 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

★重要判例（最判平成 20年３月６日〔平 20重判・憲法３事件〕） 

 従来市町村が利用してきた住民基本台帳記載の情報のうち、本人確認情報（氏名、生年月

日、性別、住所、住民票コード、変更情報）を国・地方公共団体の各機関が共有する住基ネッ

トに提供し、それを利用する行為がプライバシーの権利等の人格権を侵害するか否かが争わ

れた事件において、最高裁は、｢憲法 13 条は、国民の私生活上の自由が公権力の行使に対し

ても保護されるべきことを規定しているものであり、個人の私生活上の自由の一つとして、

何人も、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有するものと解

される｣とする京都府学連事件判決（最大判昭和 44 年 12 月 24 日〔百選Ⅰ20 事件〕）を引用

し、住基ネット上の本人確認情報が法的保護の対象となりうることを示したものの、これら

が｢人が社会生活を営む上で一定の範囲の他者には当然開示されることが予定されている個

人識別情報｣等にすぎず、「いずれも、個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報とはいえ

ない」点、および｢住基ネットにシステム技術上又は法制度上の不備があり、そのために本人

確認情報が法令等の根拠に基づかずに又は正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示又

は公表される具体的な危険が生じているということもできない｣点を理由として、｢行政機関

が住基ネットにより住民である被上告人らの本人確認情報を管理、利用等する行為は、個人

に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表するものということはできず、当該個人がこ

れに同意していないとしても、憲法 13条により保障された上記の自由を侵害するものではな

い｣と判示した。 

【争点】①住基ネット上の本人確認情報は法的保護の対象となるか。 

    ②行政機関による本人確認情報の管理、利用等は、憲法 13条に違反するか。 

【結論】①法的保護の対象となりうる。 

   ②違反しない。 

 

★重要判例〈生後認知児童国籍確認事件②〉（最大判平成 20 年６月４日〔平 20重判・憲法４

事件〕） 

 日本人たる父と外国人たる母の間に生まれた非嫡出子が生後認知を受けた場合、｢父母の婚

姻｣があったときにかぎって日本国籍の取得を認める国籍法３条１項の規定が憲法 14 条１項

に違反するか否かが争われた事件において、最高裁は、｢日本国籍は、我が国の構成員として

の資格であるとともに、我が国において基本的人権の保障、公的資格の付与、公的給付等を受

ける上で意味を持つ重要な法的地位でもあ｣り、また、｢父母の婚姻により嫡出子たる身分を

取得するか否かということは、子にとっては自らの意思や努力によっては変えることのでき

ない父母の身分行為に係る事柄である｣ことからすると、｢このような事柄をもって日本国籍

取得の要件に関して区別を生じさせることに合理的な理由があるか否かについては、慎重 
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１８６頁 

下から１１行目と下から１０行目の間に、以下を追加する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に検討することが必要である｣とした。そして、国籍法の｢基本的な原則である血統主義を基

調としつつ、日本国民との法律上の親子関係の存在に加え我が国との密接な結び付きの指標｣

を設けるという立法目的には合理的根拠があり、また、｢当時の社会通念や社会的状況の下に

おいては｣、上記要件と目的との間に｢一定の合理的関連性｣があったといえるものの、このこ

とは、今日の日本における家族生活等の実態には必ずしも適合するとはいえず、また、諸外国

において、「非嫡出子に対する法的な差別的取扱いを解消する方向にあることがうかがわれ」、

国際条約においても同様の趣旨の規定が存在すること、多くの国において、「認知等により自

国民との父子関係の成立が認められた場合にはそれだけで自国籍の取得を認める旨の法改正

が行われている」ことに照らせば、前述の「合理的関連性」はもはや見出し難く、本件「区別

の結果、日本国民である父から出生後に認知されたにとどまる非嫡出子のみが、日本国籍の

取得について著しい差別的取扱いを受け」ることとなり、これは合理的な理由のない差別と

いえるので、国籍法３条１項は憲法 14 条１項に違反する旨判示した。 

【争点】日本人たる父と外国人たる母の間に生まれた非嫡出子が生後認知を受けた場合、父

母の婚姻があったときにかぎって日本国籍の取得を認める国籍法３条１項の規定は

憲法 14 条１項に違反するか。 

【結論】違反する。 

【備考】本判決の結果、すみやかに国籍法３条は改正され、現在では未成年者について生後認

知のみによる国籍取得も可能となっている。 

 

★重要判例（最判平成 21年９月 30日〔平 21重判・憲法１事件〕） 

議員１人あたりの選挙人数の最大較差が１対4.86の状態で施行された平成19年７月の参議

院議員通常選挙を無効とする旨の裁判が求められた定数訴訟において、最高裁は、以下のよ

うに判示した。 

「憲法は、選挙権の内容の平等、換言すれば、議員の選出における各選挙人の投票の有す

る影響力の平等、すなわち投票価値の平等を要求していると解される。しかしながら、憲法

は、どのような選挙制度が国民の利害や意見を公正かつ効果的に国政に反映させることにな

るのかの決定を国会の裁量にゆだねているのであるから、投票価値の平等は、選挙制度の仕

組みを決定する唯一、絶対の基準となるものではなく、参議院の独自性など、国会が正当に

考慮することができる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべき

ものである。それゆえ、国会が具体的に定めたところがその裁量権の行使として合理性を是

認し得るものである限り、それによって投票価値の平等が一定の限度で譲歩を求められるこ

とになっても、憲法に違反するとはいえない」。 

前述した現在の「参議院議員の選挙制度の仕組みは、憲法が二院制を採用し参議院の実質

的内容ないし機能に独特の要素を持たせようとしたこと、都道府県が歴史的にも政治的、経

済的、社会的にも独自の意義と実体を有し一つの政治的まとまりを有する単位としてとらえ

得ること、憲法46条が参議院議員については３年ごとにその半数を改選すべきものとしてい

ること等に照らし、相応の合理性を有するものであり、国会の有する裁量権の合理的な行使

の範囲を超えているとはいえない。そして、社会的、経済的変化の激しい時代にあって不断

に生ずる人口の変動につき、それをどのような形で選挙制度の仕組みに反映させるかなどの

問題は、複雑かつ高度に政策的な考慮と判断を要するものであって、その決定は、基本的に

国会の裁量にゆだねられているものである。しかしながら、人口の変動の結果、投票価値の

著しい不平等状態が生じ、かつ、それが相当期間継続しているにもかかわらずこれを是正す

る措置を講じないことが、国会の裁量権の限界を超えると判断される場合には、当該議員定

数配分規定が憲法に違反するに至るものと解するのが相当である」。 

「参議院では、……、平成16年大法廷判決中の指摘を受け、当面の是正措置を講ずる必要

があるとともに、その後も定数較差の継続的な検証調査を進めていく必要があると認識され

た。本件改正は、こうした認識の下に行われたものであり、その結果、平成17年10月実施の 
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２３９頁 

２５行目と２６行目の間に、以下を追加する。 

 また、メイプルソープ写真集事件判決も、これらの最高裁判例の流れに沿い、全体的考察方法を用い

て関税定率法 21条１項４号（現関税法 69条の 11第 1項７号）の定める「風俗を害すべき書籍、図画」等

への該当性を否定した。 

 

上記、「メイプルソープ写真集事件判決」に対応する右欄に、以下を追加する。 

→最判平成 20年２月 19日（後出重要判例） 

 

２４０頁 

１７行目と１８行目の間に、以下を追加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

★重要判例（最判平成 20年２月 19日〔平 20重判・憲法６事件〕） 

 渡航先からの帰国者が携行していた著名な写真家の写真集につき、東京税関成田税関支署

長から、関税定率法 21条１項４号〔現関税法 69条の 11 第 1項７号〕が輸入を禁止する「風

俗を害すべき書籍、図画」等に該当する旨の通知がなされたことから、税関検査の合憲性、お

よび、本件写真集が「風俗を害すべき書籍、図画」等に該当するか否かが争われた事件におい

て、最高裁は、まず、前者につき税関検査事件（最大判昭和 59 年 12 月 12 日〔百選Ⅰ75 事

件〕）を引用して税関検査の合憲性を確認したうえで、後者について、「男性性器を直接的、具

体的に写し、これを画面の中央に目立つように配置した」本件各写真は、「いずれも性器その

ものを強調し、その描写に重きを置くものとみざるを得ない」ものの、当該写真家が、肉 

国勢調査結果による人口に基づく選挙区間における議員１人当たりの人口の最大較差は、１

対4.84に縮小することとなった。また、本件選挙は、本件改正の約１年２か月後に本件定数

配分規定の下で施行された初めての参議院議員通常選挙であり、本件選挙当時の選挙区間に

おける議員１人当たりの選挙人数の最大較差は１対4.86であったところ、この較差は、本件

改正前の参議院議員定数配分規定の下で施行された前回選挙当時の上記最大較差１対5.13に

比べて縮小したものとなっていた。本件選挙の後には、参議院改革協議会が設置され、同協

議会の下に選挙制度に係る専門委員会が設置されるなど、定数較差の問題について今後も検

討が行われることとされている。そして、現行の選挙制度の仕組みを大きく変更するには、

後に述べるように相応の時間を要することは否定できないところであって、本件選挙までに

そのような見直しを行うことは極めて困難であったといわざるを得ない。 

以上のような事情を考慮すれば、本件選挙までの間に本件定数配分規定を更に改正しなか

ったことが国会の裁量権の限界を超えたものということはできず、本件選挙当時において、

本件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたものとすることはできない」。 

「しかしながら、本件改正の結果によっても残ることとなった上記のような較差は、投票

価値の平等という観点からは、なお大きな不平等が存する状態であり、選挙区間における選

挙人の投票価値の較差の縮小を図ることが求められる状況にあるといわざるを得ない。た

だ、前記……の専門委員会の報告書に表れた意見にもあるとおり、現行の選挙制度の仕組み

を維持する限り、各選挙区の定数を振り替える措置によるだけでは、最大較差の大幅な縮小

を図ることは困難であり、これを行おうとすれば、現行の選挙制度の仕組み自体の見直しが

必要となることは否定できない。このような見直しを行うについては、参議院の在り方をも

踏まえた高度に政治的な判断が必要であり、事柄の性質上課題も多く、その検討に相応の時

間を要することは認めざるを得ないが、国民の意思を適正に反映する選挙制度が民主政治の

基盤であり、投票価値の平等が憲法上の要請であることにかんがみると、国会において、速

やかに、投票価値の平等の重要性を十分に踏まえて、適切な検討が行われることが望まれ

る。」 

【争点】公職選挙法14条、別表第３の参議院（選挙区選出）議員の議員定数配分規定の合憲

性。 

【結論】公職選挙法 14 条、別表第３の参議院（選挙区選出）議員の議員定数配分規定は、平

成 19 年７月 29 日施行の参議院議員通常選挙当時、憲法 14 条１項に違反していた

ものということはできない。 



試験対策講座『憲法〔第３版〕』 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２６４頁 

１９行目と２０行目の間に、以下を追加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２９５頁 

２１行目「自衛官は、内閣府令で定めるところに従い、長官が指定する」を、「自衛官は、防衛省令で定め

るところに従い、防衛大臣が指定する」と変更する。 

 

３３６頁 

下から１０行目と下から９行目の間に、以下を追加する。 

 さらに、判例は、刑事訴訟法 290 条の２に基づき被害者特定事項を非公開とすることについても、上記

の判例と同様の判断枠組みにより、憲法 37条１項、32条には違反しない旨判示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体、性、裸体という人間の存在の根元に関わる事象をテーマとする作品により現代美術の第

一人者としての評価を得ており、本件写真集も、写真芸術ないし現代美術に高い関心を有す

る者による購読、鑑賞を想定して編集、構成されたものであるという点、本件で問題となった

各写真が掲載されているのは、全体で 384頁に及ぶ本件写真集のうち 19 頁にすぎないという

点、および、本件各写真は白黒の写真であり、性交等の状況を直接的に表現したものでもない

といった点を考慮し、「以上のような本件写真集における芸術性など性的刺激を緩和させる要

素の存在、本件各写真の本件写真集全体に占める比重、その表現手法等の観点から写真集を

全体としてみたときには、本件写真集が主として見る者の好色的興味に訴えるものと認める

ことは困難といわざるを得」ず、「これらの諸点を総合すれば、本件写真集は、本件通知処分

当時における一般社会の健全な社会通念に照らして、関税定率法 21条１項４号にいう『風俗

を害すべき書籍、図画』等に該当するものとは認められないというべきである」と判示した。 

【争点】本件写真集は、関税定率法 21 条１項４号〔現関税法 69 条の 11第 1項７号〕にいう

「風俗を害すべき書籍、図画」等に該当するか。 

【結論】本件事実関係のもとにおいては、該当しない。 

★重要判例（最判平成 20年４月 11日平 20 重判・憲法７事件） 

 防衛庁官舎各室玄関ドア新聞受けにビラを投函する目的で、管理者および居住者の承諾を

得ないで同官舎内に立ち入った行為につき、これを住居侵入罪（刑法 130 条）により処罰す

ることが憲法 21 条１項に違反するか否かが争われた事件において、最高裁は、憲法 21 条１

項は｢表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な

制限を是認するものであって、たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手

段が他人の権利を不当に害するようなものは許されない｣としたうえで、防衛庁の職員および

その家族が私的生活を営む場所である集合住宅の共用部分およびその敷地に立ち入る行為

は、｢たとえ表現の自由の行使のためとはいっても、……管理権者の管理権を侵害するのみな

らず、そこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するものといわざるを得ない。したが

って、本件被告人らの行為をもって刑法 130 条前段の罪に問うことは、憲法 21 条１項に違反

するものではない｣と判示した。 

【争点】ビラの配布のための立入り行為を刑法 130 条前段で処罰することは憲法 21 条１項

に違反するか。 

【結論】違反しない。 

 

★重要判例（最決平成 20年３月５日〔平 20 重判・憲法９事件〕） 

 刑事訴訟法 290 条の２第１項、第３項に基づき被害者特定事項を公開の法廷で明らかにし

ない旨の決定をすることが憲法 37 条１項、ひいては同 32 条に違反するか否かが争われた事

件において、最高裁は、弁護人は、「憲法 37 条１項の定める公開裁判を受ける権利を侵害し、

ひいては、憲法 32 条の裁判を受ける権利そのものを空洞化するおそれがあると主張するが、

同決定が、裁判を非公開で行う旨のものではないことは明らかであって、公開裁判を受ける

権利を侵害するものとはいえない」と判示した。 
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追加した本文１行目の右欄に、以下を追加する 

→最決平成 20年３月５日（後出重要判例） 

 

３５６頁 

４行目と５行目の間に、以下を追加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【争点】被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることは、憲法 37 条１

項、ひいては同 32 条に違反するか。 

【結論】違反しない。 

【備考】本決定は、憲法 37 条、32 条違反の点についてのみ判断しているが、これは弁護人

の主張が限定的であったためで、上記判断は同 82 条１項との関係においても妥当す

ると考えられる。 

 

★重要判例（最判平成 21年７月 14日〔平 21重判・憲法８事件〕） 

即決裁判手続が、事実誤認を理由とする控訴を認めない点で憲法32条に、刑の執行猶予が

必要的であるために安易な虚偽の自白を誘発しやすい点で憲法38条２項に、それぞれ違反す

ると主張された事件において、最高裁は、以下のように判示した。 

「審級制度については，憲法81条に規定するところを除いては，憲法はこれを法律の定め

るところにゆだねており，事件の類型によって一般の事件と異なる上訴制限を定めても，そ

れが合理的な理由に基づくものであれば憲法32条に違反するものではないとするのが当裁判

所の判例とするところである……。 

そこで即決裁判手続について見るに，同手続は，争いがなく明白かつ軽微であると認めら

れた事件について，簡略な手続によって証拠調べを行い，原則として即日判決を言い渡すも

のとするなど，簡易かつ迅速に公判の審理及び裁判を行うことにより，手続の合理化，効率

化を図るものである。そして，同手続による判決に対し，犯罪事実の誤認を理由とする上訴

ができるものとすると，そのような上訴に備えて，必要以上に証拠調べが行われることにな

りかねず，同手続の趣旨が損なわれるおそれがある。他方，即決裁判手続により審判するた

めには，被告人の訴因についての有罪の陳述（刑訴法350条の８）と，同手続によることに

ついての被告人及び弁護人の同意とが必要であり（同法350条の２第２項，４項，350条の

６，350条の８第１号，２号），この陳述及び同意は，判決の言渡しまではいつでも撤回す

ることができる（同法350条の11第１項１号，２号）。したがって，即決裁判手続によるこ

とは，被告人の自由意思による選択に基づくものであるということができる。また，被告人

は，手続の過程を通して，即決裁判手続に同意するか否かにつき弁護人の助言を得る機会が

保障されている（同法350条の３，350条の４，350条の９）。加えて，即決裁判手続による

判決では，懲役又は禁錮の実刑を科すことができないものとされている（同法350条の

14）。 

刑訴法403条の２第１項は，上記のような即決裁判手続の制度を実効あらしめるため，被

告人に対する手続保障と科刑の制限を前提に，同手続による判決において示された罪となる

べき事実の誤認を理由とする控訴の申立てを制限しているものと解されるから，同規定につ

いては，相応の合理的な理由があるというべきである。 

そうすると，刑訴法403条の２第１項が，憲法32条に違反するものでないことは，当裁判

所の前記各大法廷判例の趣旨に徴して明らかであって，所論は理由がない（なお，所論にか

んがみ記録を調べても，本件の即決裁判手続について被告人の裁判を受ける権利にかかわる

ような法令違反は認められない。）」。 

「前記のような被告人に対する手続保障の内容に照らすと，即決裁判手続の制度自体が所

論のような自白を誘発するものとはいえないから，憲法38条２項違反をいう所論は前提を欠

く」。 

【争点】①刑訴法403条の２第１項は、憲法32条に違反しないか。 

②即決裁判手続の制度が虚偽の自白を誘発するか。 

【結論】①違反しない。 

②誘発するとはいえない。 
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３９６頁 

６行目「（学教 20条、38条等、学教施行規則 25条等）」を、「（学教施行規則 52条等）」と変更する。 

 

１９－２０行目と３４行目「学校教育法 51条、21条所定の」を、「学校教育法 51条（現 61条）、21条（現

31条）所定の」と変更する。 

 

４９４頁 

１４行目「、船員労働委員会」を削除する。 

１９行目～２０行目「、国土交通省には船員労働委員会が」を削除する。 

 

５４０頁 

下から１９－１８行目「採用された（公布の日から起算して５年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行される）」を、「採用され、2009 年５月 21 日より開始された」に変更する。 

 

５９６頁 

下から１５－１４行目「現 72 条の 24 の２」を、「現 72 条の 24 の４」と変更する。 

下から１２行目と下から１０－９行目「現 72 条の 24 の７第９項」を、「現 72 条の 24 の７第８項」と変

更する。 

 

６０１頁 

２２行目「戸籍 120 条以下」を、「戸籍 134 条から 137 条まで」と変更する。 

 

６４８頁 

下から８－５行目を、以下と差し替える。 

 法令違憲の方法を用いた最高裁判決は数少ないが、時系列に従って示すと、①尊属殺重罰規定違憲判決、

②薬局距離制限事件判決、③衆議院議員定数不均衡事件判決、④森林法共有林事件判決、⑤郵便法免責規

定違憲判決、⑥在外選挙権制限違憲判決、⑦国籍法違憲判決がある。③については違憲判決が２つ存在す

るので、全部で８つということになる。判決の内容は、「第２部 人権」の各章を参照してほしい。 

 

右欄下から３行目の末尾に、以下を追加する。 

、７章２節３【１】(4) 
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【２０１３年８月１日更新】 
 

１６５頁 

１９行目と２０行目の間に、以下を追加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１８６頁 

１５行目と１６行目の間に、以下を追加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 年 5月 24日、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律」（いわゆるマイナンバー法）が参院本会議で可決され、成立しました。このような共通

番号制度は、2016年からの実施が予定されています。 

共通番号制度は、顔写真やＩＣ（集積回路）チップの入った「個人番号カード」を国民１人

ひとりに交付し、行政機関が社会保障給付や納税を管理する仕組みとなっています。この制

度のメリットとして、個人の複数の情報を共通番号で「名寄せ」することによって行政事務

の効率化を図ることができること、所得、年金、医療、介護の保険料負担および給付などの記

録を結びつけることが可能となること、年金の支給漏れの防止などに役立つことなどがあげ

られています。 

しかし他方で、こうした共通番号として管理される情報は多岐にわたるたけですから、そ

の情報量も非常に膨大であることになります。したがって、その運用次第では、プライバシ

ー権（自己情報コントロール権）という重要な人権を大きく侵害するおそれがあるのです。

個人情報が一元化されているがゆえに、個人情報が流出した場合の被害は甚大なものとなる

のです。また、公務員による情報漏えいなどの危険性も否定できないところです。 

私たち国民は、こうした国による共通背番号制の運用に対して、注意を払う必要がありま

す。 

★重要判例（最大判平成 23 年３月 23日〔平 23重判・憲法１事件〕） 

2009 年 8 月 30 日施行の衆議院議員総選挙について、東京都内の複数選挙区の有権者であ

るＸらが、小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りおよび選挙運動に関する公職選挙法等の規

定は憲法 14 条等に違反し無効であるから、これに基づいて行われた本件選挙の上記各選挙区

における選挙も無効であると主張して提起された選挙無効訴訟において、最高裁は、以下の

ように判示した。 

１「憲法は、衆議院議員の選挙につき全国を多数の選挙区に分けて実施する制度が採用され

る場合には、選挙制度の仕組みのうち定数配分及び選挙区割りを決定するについて、議員１

人当たりの選挙人数又は人口ができる限り平等に保たれることを最も重要かつ基本的な基準

とすることを求めているというべきであるが、それ以外の要素も合理性を有する限り国会に

おいて考慮することを許容しているものといえる。 

具体的な選挙制度を定めるに当たっては、これまで、社会生活の上でも、また政治的、社会

的な機能の点でも重要な単位と考えられてきた都道府県が、定数配分及び選挙区割りの基礎

として考慮されてきた。衆議院議員の選挙制度においては、都道府県を定数配分の第一次的

な基盤とし、具体的な選挙区は、これを細分化した市町村、その他の行政区画などが想定さ

れ、地域の面積、人口密度、住民構成、交通事情、地理的状況などの諸要素が考慮されるもの

と考えられ、国会において、人口の変動する中で、これらの諸要素を考慮しつつ、国政遂行の

ための民意の的確な反映を実現するとともに、投票価値の平等を確保するという要請との調

和を図ることが求められているところである。したがって、このような選挙制度の合憲性は、

これらの諸事情を総合的に考慮した上でなお、国会に与えられた裁量権の行使として合理性

を有するか否かによって判断されることになる。」 

２ １人別枠方式について、「相対的に人口の少ない県に定数を多めに配分し、人口の少ない

県に居住する国民の意思をも十分に国政に反映させることができるようにすることを目的と

する旨の説明がされている。しかし、この選挙制度によって選出される議員は、いずれの地

域の選挙区から選出されたかを問わず、全国民を代表して国政に関与することが要請されて 
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下から１１行目と１０行目の間に、以下を追加する。 

 

いるのであり、相対的に人口の少ない地域に対する配慮はそのような活動の中で全国的な視

野から法律の制定等に当たって考慮されるべき事柄であって、地域性に係る問題のために、

殊更にある地域（都道府県）の選挙人と他の地域（都道府県）の選挙人との間に投票価値の不

平等を生じさせるだけの合理性があるとはいい難い。しかも、本件選挙時には、１人別枠方

式の下でされた各都道府県への定数配分の段階で、既に各都道府県間の投票価値にほぼ２倍

の最大較差が生ずるなど、１人別枠方式が……選挙区間の投票価値の較差を生じさせる主要

な要因となっていたことは明らかである。」「１人別枠方式は、おのずからその合理性に時間

的な限界があるものというべきであり、新しい選挙制度が定着し、安定した運用がされるよ

うになった段階においては、その合理性は失われるものというほかはない」ところ、「本件選

挙時においては、本件選挙制度導入後の最初の総選挙が平成８年に実施されてから既に 10 年

以上を経過して」いることからすると、「本件選挙制度は定着し、安定した運用がされるよう

になっていたと評価することができるのであって、もはや１人別枠方式の上記のような合理

性は失われていたものというべきである。」 

３ 「しかしながら、平成 19 年６月 13 日大法廷判決において、平成 17 年の総選挙の時点

における１人別枠方式を含む本件区割基準及び本件選挙区割りについて、前記のようにいず

れも憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っていない旨の判断が示されていたことなど

を考慮すると、本件選挙までの間に本件区割基準中の１人別枠方式の廃止及びこれを前提と

する本件区割規定の是正がされなかったことをもって、憲法上要求される合理的期間内に是

正がされなかったものということはできない。」 

「以上のとおりであって、本件選挙時において、本件区割基準規定の定める本件区割基準の

うち１人別枠方式に係る部分は、憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っており、同基

準に従って改定された本件区割規定の定める本件選挙区割りも、憲法の投票価値の平等の要

求に反するに至っていたものではあるが、いずれも憲法上要求される合理的期間内における

是正がされなかったとはいえず、本件区割基準規定及び本件区割規定が憲法 14 条１項等の憲

法の規定に違反するものということはできない。」 

４ 「国民の意思を適正に反映する選挙制度は、民主政治の基盤である。変化の著しい社会

の中で、投票価値の平等という憲法上の要請に応えつつ、これを実現していくことは容易な

ことではなく、そのために立法府には幅広い裁量が認められている。しかし、１人別枠方式

は、衆議院議員の選挙制度に関して戦後初めての抜本的改正を行うという経緯の下に、一定

の限られた時間の中でその合理性が認められるものであり、その経緯を離れてこれを見ると

きは、投票価値の平等という憲法の要求するところとは相容れないものといわざるを得ない。

衆議院は、その権能、議員の任期及び解散制度の存在等に鑑み、常に的確に国民の意思を反

映するものであることが求められており、選挙における投票価値の平等についてもより厳格

な要請があるものといわなければならない。したがって、事柄の性質上必要とされる是正の

ための合理的期間内に、できるだけ速やかに本件区割基準中の１人別枠方式を廃止し、区画

審設置法３条１項の趣旨に沿って本件区割規定を改正するなど、投票価値の平等の要請にか

なう立法的措置を講ずる必要があるところである。」 

【争点】衆議院小選挙区選出議員の選挙についてのいわゆる１人別枠方式を含む区割基準を

定める衆議院議員選挙区画定審議会設置法３条および同基準に従って選挙区割りを

定める公職選挙法 13 条１項、別表第１の各規定の合憲性。 

【結論】平成 21 年８月 30 日施行の総選挙当時において、衆議院小選挙区選出議員の選挙区

割りの基準のうち、いわゆる１人別枠方式にかかる部分は、憲法の投票価値の平等

の要求に反する状態に至っており、同基準に従って平成 14 年に改定された公職選

挙法 13 条１項、別表第１の定める選挙区割りも、憲法の投票価値の平等の要求に

反する状態にいたっていたが、いずれも憲法上要求される合理的期間内における是

正がされなかったとはいえず、上記各規定が憲法 14 条１項等に違反するものとい

うことはできない。 

 

http://www.tkclex.ne.jp/lexbin/LinkInyo.aspx?Bunban=28131449
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★重要判例（最大判平成 24 年 10 月 17 日〔平 24重判・憲法１事件〕） 

東京都選挙区の選挙人であるＸらは、公職選挙法 14 条、別表第３の参議院選挙区選出議員

の議員定数配分が憲法 14 条１項等に違反し無効であり、これに基づく 2010 年７月１日施行

の参議院議員通常選挙での同選挙区選挙も無効であると主張して、訴えを提起した事件につ

いて、最高裁は、以下のように判示した。 

「憲法は、どのような選挙制度が国民の利害や意見を公正かつ効果的に国政に反映させるこ

とになるかの決定を国会の裁量に委ねているのであるから、投票価値の平等は、選挙制度の

仕組みを決定する唯一、絶対の基準となるものではなく、国会が正当に考慮することができ

る他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものである。それゆ

え、国会が具体的に定めたところがその裁量権の行使として合理性を有するものである限り、

それによって投票価値の平等が一定の限度で譲歩を求められることになっても、憲法に違反

するとはいえない」が、「社会的、経済的変化の激しい時代にあって不断に生ずる人口変動の

結果、投票価値の著しい不平等状態が生じ、かつ、それが相当期間継続しているにもかかわ

らずこれを是正する措置を講じないことが、国会の裁量権の限界を超えると判断される場合

には、当該議員定数配分規定が憲法に違反するに至るものと解するのが相当である。」他方、

「最大較差１対５前後が常態化する中で、平成 16 年大法廷判決において、複数の裁判官の補

足意見により較差の状況を問題視する指摘がされ、平成 18 年大法廷判決において、投票価値

の平等の重要性を考慮すると、投票価値の不平等の是正については国会における不断の努力

が望まれる旨の指摘がされ、さらに、平成 21 年大法廷判決においては、投票価値の平等とい

う観点からはなお大きな不平等が存する状態であって較差の縮小が求められること及びその

ためには選挙制度の仕組み自体の見直しが必要であることが指摘されるに至っており、これ

らの大法廷判決においては、上記の判断枠組み自体は基本的に維持しつつも、投票価値の平

等の観点から実質的にはより厳格な評価がされるようになってきたところである。」 

「憲法は、二院制の下で、一定の事項について衆議院の優越を認め（59 条ないし 61 条、67

条、69 条）、その反面、参議院議員の任期を６年の長期とし、解散（54 条）もなく、選挙は

３年ごとにその半数について行う（46 条）ことを定めている。その趣旨は、議院内閣制の下

で、限られた範囲について衆議院の優越を認め、機能的な国政の運営を図る一方、立法を始

めとする多くの事柄について参議院にも衆議院とほぼ等しい権限を与え、参議院議員の任期

をより長期とすることによって、多角的かつ長期的な視点からの民意を反映し、衆議院との

権限の抑制、均衡を図り、国政の運営の安定性、継続性を確保しようとしたものと解される。

いかなる具体的な選挙制度によって、上記の憲法の趣旨を実現し、投票価値の平等の要請と

調和させていくかは、二院制の下における参議院の性格や機能及び衆議院との異同をどのよ

うに位置付け、これをそれぞれの選挙制度にいかに反映させていくかという点を含め、国会

の合理的な裁量に委ねられているところであるが、その合理性を検討するに当たっては、参

議院議員の選挙制度が設けられてから 60 年余、当裁判所大法廷において前記３の基本的な判

断枠組みが最初に示されてからでも 30 年近くにわたる、制度と社会の状況の変化を考慮する

ことが必要である。」「参議院議員の選挙制度の変遷……を衆議院議員の選挙制度の変遷と対

比してみると、両議院とも、政党に重きを置いた選挙制度を旨とする改正が行われている上、

選挙の単位の区域に広狭の差はあるものの、いずれも、都道府県又はそれを細分化した地域

を選挙区とする選挙と、より広範な地域を選挙の単位とする比例代表選挙との組合せという

類似した選出方法が採られ、その結果として同質的な選挙制度となってきているということ

ができる。このような選挙制度の変遷とともに、急速に変化する社会の情勢の下で、議員の

長い任期を背景に国政の運営における参議院の役割はこれまでにも増して大きくなってきて

いるということができる。加えて、衆議院については、この間の改正を通じて、投票価値の平

等の要請に対する制度的な配慮として、選挙区間の人口較差が２倍未満となることを基本と

する旨の区割りの基準が定められている。これらの事情に照らすと、参議院についても、二

院制に係る上記の憲法の趣旨との調和の下に、更に適切に民意が反映されるよう投票価値の

平等の要請について十分に配慮することが求められ」、「参議院議員の選挙であること自体か

ら、直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見いだし難い。」 

「昭和 58 年大法廷判決は、参議院議員の選挙制度において都道府県を選挙区の単位として各 

 

http://www.tkclex.ne.jp/lexbin/LinkInyo.aspx?Bunban=28090328
http://www.tkclex.ne.jp/lexbin/LinkInyo.aspx?Bunban=28112116
http://www.tkclex.ne.jp/lexbin/LinkInyo.aspx?Bunban=25441254
http://www.tkclex.ne.jp/lexbin/LinkInyo.aspx?Bunban=27000047
http://www.tkclex.ne.jp/lexbin/LinkInyo.aspx?Bunban=27000047
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選挙区の定数を定める仕組みにつき、都道府県が歴史的にも政治的、経済的、社会的にも独

自の意義と実体を有し、政治的に一つのまとまりを有する単位として捉え得ることに照らし、

都道府県を構成する住民の意思を集約的に反映させるという意義ないし機能を加味しようと

したものと解することができると指摘している。都道府県が地方における一つのまとまりを

有する行政等の単位であるという点は今日においても変わりはなく、この指摘もその限度に

おいては相応の合理性を有していたといい得るが、これを参議院議員の選挙区の単位としな

ければならないという憲法上の要請はなく、むしろ、都道府県を選挙区の単位として固定す

る結果、その間の人口較差に起因して投票価値の大きな不平等状態が長期にわたって継続し

ていると認められる状況の下では、上記の仕組み自体を見直すことが必要になるものといわ

なければならない。また、同判決は、参議院についての憲法の定めからすれば、議員定数配分

を衆議院より長期にわたって固定することも立法政策として許容されるとしていたが、この

点も、ほぼ一貫して人口の都市部への集中が続いてきた状況の下で、数十年間にもわたり投

票価値の大きな較差が継続することを正当化する理由としては十分なものとはいえなくなっ

ている。さらに、同判決は、参議院議員の選挙制度の仕組みの下では、選挙区間の較差の是正

には一定の限度があるとしていたが、それも、短期的な改善の努力の限界を説明する根拠と

しては成り立ち得るとしても、数十年間の長期にわたり大きな較差が継続することが許容さ

れる根拠になるとはいい難い。平成 16 年、同 18 年及び同 21 年の各大法廷判決において、

……投票価値の平等の観点から実質的にはより厳格な評価がされるようになってきたのも、

較差が５倍前後で推移する中で、……長年にわたる制度と社会の状況の変化を反映したもの

にほかならない。」 

「現行の選挙制度は、限られた総定数の枠内で、半数改選という憲法上の要請を踏まえた偶

数配分を前提に、都道府県を単位として各選挙区の定数を定めるという仕組みを採っている

が、人口の都市部への集中による都道府県間の人口較差の拡大が続き、総定数を増やす方法

を採ることにも制約がある中で、このような都道府県を各選挙区の単位とする仕組みを維持

しながら投票価値の平等の実現を図るという要求に応えていくことは、もはや著しく困難な

状況に至っているものというべきである。このことは、……平成 17 年 10 月の専門委員会の

報告書において指摘されていたところであり、前回の平成 19 年選挙についても、投票価値の

大きな不平等がある状態であって、選挙制度の仕組み自体の見直しが必要であることは、平

成 21 年大法廷判決において特に指摘されていたところである。それにもかかわらず、平成 18

年改正後は上記状態の解消に向けた法改正は行われることなく、本件選挙に至ったものであ

る。これらの事情を総合考慮すると、本件選挙が平成 18 年改正による４増４減の措置後に実

施された２回目の通常選挙であることを勘案しても、本件選挙当時、前記の較差が示す選挙

区間における投票価値の不均衡は、投票価値の平等の重要性に照らしてもはや看過し得ない

程度に達しており、これを正当化すべき特別の理由も見いだせない以上、違憲の問題が生ず

る程度の著しい不平等状態に至っていたというほかはない。 

もっとも、当裁判所が平成 21 年大法廷判決においてこうした参議院議員の選挙制度の構造

的問題及びその仕組み自体の見直しの必要性を指摘したのは本件選挙の約９か月前のことで

あり、その判示の中でも言及されているように、選挙制度の仕組み自体の見直しについては、

参議院の在り方をも踏まえた高度に政治的な判断が求められるなど、事柄の性質上課題も多

いためその検討に相応の時間を要することは認めざるを得ないこと、参議院において、同判

決の趣旨を踏まえ、参議院改革協議会の下に設置された専門委員会における協議がされるな

ど、選挙制度の仕組み自体の見直しを含む制度改革に向けての検討が行われていたこと……

などを考慮すると、本件選挙までの間に本件定数配分規定を改正しなかったことが国会の裁

量権の限界を超えるものとはいえず、本件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとい

うことはできない。」 

【争点】公職選挙法 14 条、別表第３の参議院（選挙区選出）議員の議員定数配分規定の合憲 

性。 

【結論】公職選挙法 14 条、別表第３の参議院（選挙区選出）議員の議員定数配分規定のもと

で、平成 22 年７月 11 日施行の参議院議員通常選挙当時、選挙区間における投票価

値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にいたっていたが、上記 

http://www.tkclex.ne.jp/lexbin/LinkInyo.aspx?Bunban=25441254
http://www.tkclex.ne.jp/lexbin/LinkInyo.aspx?Bunban=25441254
http://www.tkclex.ne.jp/lexbin/LinkInyo.aspx?Bunban=25441254


試験対策講座『憲法〔第３版〕』 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

１９５頁 

下から５行目と４行目の間に、以下を追加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選挙までの間に上記規定を改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えるもの

とはいえず、上記規定が憲法 14 条１項等に違反するにいたっていたということは

できない。 

 

 上述した衆議院議員選挙に関する 2011年判決は、各都道府県に一議席ずつを配分するいわ

ゆる一人別枠方式は違憲状態であると判断し、参議院議員選挙に関する 2012年判決も、2006

年改正による４増４減の措置後に実施された２回目の通常選挙について違憲状態であると判

断しており、これらは、歴史的・画期的な判決といえます。一人一票の実現に向けた大きな一

歩といえるでしょう。ただ、上記各判決には反対意見が付され、一人一票が憲法上の要請で

あることを認めない裁判官がいることは、大変残念なことです。 

その後、「一票の格差」が最大で 2.43 倍となった 2012 年 12 月に実施された衆議院議員選挙

の選挙無効を求めた各裁判において、まだ高裁レベルでの判断ですが、違憲違法や違憲状態

であるとの判断が相次ぐ中、遂に、広島高裁（平成 25年 3月 26日）や広島高裁岡山支部（同

月 26 日）が「違憲で無効」とする判決を言い渡しました。「国会の怠慢」と断じた司法の判

断に立法府がどう向き合うのか、注目されるところです。 

★重要判例（最判平成 23年５月 30日〔平 23重判・憲法６事件〕） 

都立高校教師Ｘは、2004 年３月実施の卒業式の際に、国歌斉唱の際に国旗に向かって起立

し国家を斉唱することを命ずる校長の職務命令に従わず、起立しなかったため、東京都教育

委員会から戒告処分を受けたところ、その後定年退職に先立ち申し込んだ非常勤の嘱託員等

の採用選考において不合格とされた。そこで、Ｘが、上記職務命令は憲法 19 条に違反し、不

合格としたことは違法であるなどと主張して、東京都教育委員会に対し、損害賠償を求めた

事件について、最高裁は、以下のように判示した。 

「本件職務命令当時、公立高等学校における卒業式等の式典において、国旗としての「日の

丸」の掲揚及び国歌としての「君が代」の斉唱が広く行われていたことは周知の事実であっ

て、学校の儀式的行事である卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為は、一般

的、客観的に見て、これらの式典における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するもの

であり、かつ、そのような所作として外部からも認識されるものというべきである。したが

って、上記の起立斉唱行為は、その性質の点から見て、上告人の有する歴史観ないし世界観

を否定することと不可分に結び付くものとはいえず、上告人に対して上記の起立斉唱行為を

求める本件職務命令は、上記の歴史観ないし世界観それ自体を否定するものということはで

きない。また、上記の起立斉唱行為は、その外部からの認識という点から見ても、特定の思想

又はこれに反する思想の表明として外部から認識されるものと評価することは困難であり、

職務上の命令に従ってこのような行為が行われる場合には、上記のように評価することは一

層困難であるといえるのであって、本件職務命令は、特定の思想を持つことを強制したり、

これに反する思想を持つことを禁止したりするものではなく、特定の思想の有無について告

白することを強要するものということもできない。そうすると、本件職務命令は、これらの

観点において、個人の思想及び良心の自由を直ちに制約するものと認めることはできないと

いうべきである。」 

「もっとも、上記の起立斉唱行為は、教員が日常担当する教科等や日常従事する事務の内容

それ自体には含まれないものであって、一般的、客観的に見ても、国旗及び国歌に対する敬

意の表明の要素を含む行為であるということができる。そうすると、自らの歴史観ないし世

界観との関係で否定的な評価の対象となる『日の丸』や『君が代』に対して敬意を表明するこ

とには応じ難いと考える者が、これらに対する敬意の表明の要素を含む行為を求められるこ

とは、その行為が個人の歴史観ないし世界観に反する特定の思想の表明に係る行為そのも 
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のではないとはいえ、個人の歴史観ないし世界観に由来する行動（敬意の表明の拒否）と異

なる外部的行為（敬意の表明の要素を含む行為）を求められることとなり、その限りにおい

て、その者の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があることは否定し難い」

ところ、「このような間接的な制約が許容されるか否かは、職務命令の目的及び内容並びに上

記の制限を介して生ずる制約の態様等を総合的に較量して、当該職務命令に上記の制約を許

容し得る程度の必要性及び合理性が認められるか否かという観点から判断するのが相当であ

る」。 
「これを本件についてみるに、本件職務命令に係る起立斉唱行為は、前記のとおり、上告人

の歴史観ないし世界観との関係で否定的な評価の対象となるものに対する敬意の表明の要素

を含むものであることから、そのような敬意の表明には応じ難いと考える上告人にとって、

その歴史観ないし世界観に由来する行動（敬意の表明の拒否）と異なる外部的行為となるも

のである。この点に照らすと、本件職務命令は、一般的、客観的な見地からは式典における慣

例上の儀礼的な所作とされる行為を求めるものであり、それが結果として上記の要素との関

係においてその歴史観ないし世界観に由来する行動との相違を生じさせることとなるという

点で、その限りで上告人の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があるもの

ということができる。 

 他方、学校の卒業式や入学式等という教育上の特に重要な節目となる儀式的行事において

は、生徒等への配慮を含め、教育上の行事にふさわしい秩序を確保して式典の円滑な進行を

図ることが必要であるといえる。法令等においても、学校教育法は、高等学校教育の目標と

して国家の現状と伝統についての正しい理解と国際協調の精神の涵養を掲げ（同法 42 条１

号、36 条１号、18 条２号）、同法 43 条及び学校教育法施行規則 57 条の２の規定に基づき高

等学校教育の内容及び方法に関する全国的な大綱的基準として定められた高等学校学習指導

要領も、学校の儀式的行事の意義を踏まえて国旗国歌条項を定めているところであり、また、

国旗及び国歌に関する法律は、従来の慣習を法文化して、国旗は日章旗（「日の丸」）とし、国

歌は「君が代」とする旨を定めている。そして、住民全体の奉仕者として法令等及び上司の職

務上の命令に従って職務を遂行すべきこととされる地方公務員の地位の性質及びその職務の

公共性（憲法 15 条２項、地方公務員法 30 条、32 条）に鑑み、公立高等学校の教諭である上

告人は、法令等及び職務上の命令に従わなければならない立場にあるところ、地方公務員法

に基づき、高等学校学習指導要領に沿った式典の実施の指針を示した本件通達を踏まえて、

その勤務する当該学校の校長から学校行事である卒業式に関して本件職務命令を受けたもの

である。これらの点に照らすと、本件職務命令は、公立高等学校の教諭である上告人に対し

て当該学校の卒業式という式典における慣例上の儀礼的な所作として国歌斉唱の際の起立斉

唱行為を求めることを内容とするものであって、高等学校教育の目標や卒業式等の儀式的行

事の意義、在り方等を定めた関係法令等の諸規定の趣旨に沿い、かつ、地方公務員の地位の

性質及びその職務の公共性を踏まえた上で、生徒等への配慮を含め、教育上の行事にふさわ

しい秩序の確保とともに当該式典の円滑な進行を図るものであるということができる。 

 以上の諸事情を踏まえると、本件職務命令については、前記のように外部的行動の制限を

介して上告人の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面はあるものの、職務命

令の目的及び内容並びに上記の制限を介して生ずる制約の態様等を総合的に較量すれば、上

記の制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められるものというべきである」。 

【争点】公立高等学校の校長が教諭に対し卒業式における国歌斉唱の際に国旗に向かって起

立し国歌を斉唱することを命じた職務命令は、憲法 19 条に違反しないか。 

【結論】本件判示の事情のもとでは、当該教諭の思想および良心の自由を侵すものとして憲

法 19 条に違反するということはできない。 

 

★重要判例（最判平成 24年１月 16日〔平 24重判・憲法７①事件〕） 

東京都下の公立学校教職員である原告らはいずれも、起立斉唱等を命ずる各校長の職務命

令に従わなかったとして東京都教育委員会より懲戒処分を受けたので、上記職務命令が違憲

違法であり、上記処分は違法である等として、東京都に対し上記処分の取消しと損害賠償を 
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求めた事件について、最高裁は、以下のように判示した。 

１ 公立の高等学校または養護学校の教職員が、卒業式等の式典において国歌斉唱の際に国

旗に向かって起立して斉唱することまたは国歌のピアノ伴奏を行うことを命ずる旨の校長の

職務命令に従わず起立しなかったことまたは伴奏を拒否したことを理由に、教育委員会から

戒告処分を受けた場合において、上記不起立または伴奏拒否が当該教職員の歴史観ないし世

界観等に起因するもので、積極的な妨害等の作為ではなく、物理的に式次第の遂行を妨げる

ものではなく、当該式典の進行に具体的にどの程度の支障や混乱をもたらしたかの客観的な

評価が困難なものであったとしても、(1)上記職務命令は、学校教育の目標や卒業式等の儀式

的行事の意義、あり方等を定めた関係法令等の諸規定の趣旨に沿って、地方公務員の地位の

性質およびその職務の公共性をふまえ、生徒等への配慮を含め、教育上の行事にふさわしい

秩序の確保とともに式典の円滑な進行を図るものであったこと、(2)上記不起立または伴奏拒

否は、当該式典における教職員による職務命令違反として、式典の秩序や雰囲気を一定程度

損なう作用をもたらし、式典に参列する生徒への影響も伴うものであったこと、(3)戒告処分

に伴う当該教職員にかかる条例および規則による給与上の不利益は、勤勉手当の１支給期間

（半年間）の 10％にとどまるものであったとの事情のもとでは、上記戒告処分は、同種の行

為による懲戒処分等の処分歴の有無等にかかわらず、裁量権の範囲を超えまたはこれを濫用

するものとして違法であるとはいえない。  

２ 公立養護学校の教職員が、卒業式において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱

することを命ずる旨の校長の職務命令に従わず起立しなかったことを理由に、教育委員会か

ら、過去の懲戒処分の対象と同様の非違行為を再び行った場合には処分を加重するという方

針のもとに減給処分を受けた場合において、上記職務命令が生徒等への配慮を含め教育上の

行事にふさわしい秩序の確保とともに式典の円滑な進行を図るものであり、上記不起立が当

該式典における教職員による職務命令違反として式典の秩序や雰囲気を一定程度損なう作用

をもたらし式典に参列する生徒への影響も伴うものであったとしても、(1)上記不起立は、当

該教職員の歴史観ないし世界観等に起因するもので、積極的な妨害等の作為ではなく、物理

的に式次第の遂行を妨げるものではなく、当該式典の進行に具体的にどの程度の支障や混乱

をもたらしたかの客観的な評価が困難なものであった、(2)処分の加重の理由とされた過去の

懲戒処分の対象は、入学式の際の服装等に関する校長の職務命令に違反した行為であって、

積極的に式典の進行を妨害する行為ではなく、当該１回のみにかぎられており、上記不起立

の前後における態度において特に処分の加重を根拠付けるべき事情もうかがわれないこと、

(3)上記方針のもとに、上記教育委員会の通達を踏まえて毎年度２回以上の卒業式や入学式等

の式典のたびに不起立またはこれと同様の行為を理由とする懲戒処分が累積して加重される

と短期間で反復継続的に不利益が拡大していくこととなる状況にあったとの事情のもとで

は、上記減給処分は、減給の期間の長短および割合の多寡にかかわらず、裁量権の範囲を超

えるものとして違法である。  

【争点】①公立の高等学校または養護学校の教職員が卒業式等の式典において国歌斉唱の際

に国旗に向かって起立して斉唱することまたは国歌のピアノ伴奏を行うことを命

ずる旨の校長の職務命令に従わなかったことを理由とする戒告処分は、裁量権の

範囲を超えまたはこれを濫用するものとして違法といえるか。 

②公立養護学校の教職員が卒業式において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して

斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令に従わなかったことを理由とする減給

処分は、裁量権の範囲を超えるものとして違法といえるか。 

【結論】①違法とはいえない。 

②違法といえる。 

【備考】同一日の最高裁（最判平成 24 年１月 16 日〔平 24 重判・憲法７②事件〕）において、

①公立養護学校の教員が同校の記念式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起

立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令に従わなかったことを理由とする

停職処分は、裁量権の範囲を超えるものとして違法である、②立中学校の教員が卒

業式において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校

長の職務命令に従わなかったことを理由とする停職処分は、裁量権の範囲を超えま

たはこれを濫用するものとして違法であるとはいえないと判示されている。 
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３５３頁 

下から１５行目と１４行目の間に、以下を追加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★重要判例（最大判平成 23 年 11 月 16 日〔平 24重判・憲法２事件〕） 

覚せい剤取締法違反および関税法違反で起訴され、第１審および第２審で懲役９年および

罰金刑に処する判決を受けた被告人が、裁判員法は憲法に違反する旨主張した事件において、

最高裁は、以下のように判示した。 

１ 「国民の司法参加と適正な刑事裁判を実現するための諸原則とは、十分調和させること

が可能であり、憲法上国民の司法参加がおよそ禁じられていると解すべき理由はなく、国民

の司法参加に係る制度の合憲性は、具体的に設けられた制度が、適正な刑事裁判を実現する

ための諸原則に抵触するか否かによって決せられるべきものである。換言すれば、憲法は、

一般的には国民の司法参加を許容しており、これを採用する場合には、上記の諸原則が確保

されている限り、陪審制とするか参審制とするかを含め、その内容を立法政策に委ねている

と解されるのである。」 

２ 「裁判員裁判対象事件を取り扱う裁判体は、身分保障の下、独立して職権を行使するこ

とが保障された裁判官と、公平性、中立性を確保できるよう配慮された手続の下に選任され

た裁判員とによって構成されるものとされている。また、裁判員の権限は、裁判官と共に公

判廷で審理に臨み、評議において事実認定、法令の適用及び有罪の場合の刑の量定について

意見を述べ、評決を行うことにある。これら裁判員の関与する判断は、いずれも司法作用の

内容をなすものであるが、必ずしもあらかじめ法律的な知識、経験を有することが不可欠な

事項であるとはいえない。さらに、裁判長は、裁判員がその職責を十分に果たすことができ

るように配慮しなければならないとされていることも考慮すると、上記のような権限を付与

された裁判員が、様々な視点や感覚を反映させつつ、裁判官との協議を通じて良識ある結論

に達することは、十分期待することができる。他方、憲法が定める刑事裁判の諸原則の保障

は、裁判官の判断に委ねられている。 

このような裁判員制度の仕組みを考慮すれば、公平な「裁判所」における法と証拠に基づ

く適正な裁判が行われること（憲法 31 条、32 条、37 条１項）は制度的に十分保障されてい

る上、裁判官は刑事裁判の基本的な担い手とされているものと認められ、憲法が定める刑事

裁判の諸原則を確保する上での支障はないということができる。 

したがって、憲法 31 条、32 条、37 条１項、76 条１項、80 条１項違反をいう所論は理由

がない。」 

３ 「憲法 76 条３項によれば、裁判官は憲法及び法律に拘束される。そうすると、既に述べ

たとおり、憲法が一般的に国民の司法参加を許容しており、裁判員法が憲法に適合するよう

にこれを法制化したものである以上、裁判員法が規定する評決制度の下で、裁判官が時に自

らの意見と異なる結論に従わざるを得ない場合があるとしても、それは憲法に適合する法律

に拘束される結果であるから、同項違反との評価を受ける余地はない。」 

４ 「裁判員制度による裁判体は、地方裁判所に属するものであり、その第１審判決に対し

ては、高等裁判所への控訴及び最高裁判所への上告が認められており、裁判官と裁判員によ

って構成された裁判体が特別裁判所に当たらないことは明らかである。」 

５ 「裁判員の職務等は、司法権の行使に対する国民の参加という点で参政権と同様の権限

を国民に付与するものであり、これを『苦役』ということは必ずしも適切ではない。また、裁

判員法 16 条は、国民の負担を過重にしないという観点から、裁判員となることを辞退できる

者を類型的に規定し、さらに同条８号及び同号に基づく政令においては、個々人の事情を踏

まえて、裁判員の職務等を行うことにより自己又は第三者に身体上、精神上又は経済上の重

大な不利益が生ずると認めるに足りる相当な理由がある場合には辞退を認めるなど、辞退に

関し柔軟な制度を設けている。加えて、出頭した裁判員又は裁判員候補者に対する旅費、日

当等の支給により負担を軽減するための経済的措置が講じられている（11 条、29 条２項）。 

これらの事情を考慮すれば、裁判員の職務等は、憲法 18 条後段が禁ずる『苦役』に当たら

ないことは明らかであ」る。 

【争点】①刑事裁判における国民の司法参加と憲法。 
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３９９頁 

右欄３行目に、以下を追加する。 

、水町・労働法 184頁 

 

５８８頁 

８－９行目 「組合、財産区および地方開発事業団をあげている」を「組合、財産区をあげている」と訂正

する。 

 

５９１頁 

６行目 「・地方開発事業団」を削除する。 

７行目 「、地方開発事業団」を削除する。 

１６行目から１８行目を削除する。 

２２行目 「、地方開発事業団」を削除する。 

 

６６３頁 

下から１０行目と９行目の間に、以下を追加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②裁判員制度は、憲法 31 条、32 条、37 条１項、76 条１項、80 条１項に違反する

か。 

③裁判員制度は、憲法 76 条３項に違反するか。 

④裁判員制度は、憲法 76 条２項に違反するか。 

⑤裁判員の職務等は、憲法 18 条後段が禁ずる「苦役」にあたるか。 

【結論】①憲法は、刑事裁判における国民の司法参加を許容しており、憲法の定める適正な

刑事裁判を実現するための諸原則が確保されているかぎり、その内容を立法政策

に委ねている。 

②憲法 31 条、32 条、37 条１項、76 条１項、80 条１項に違反しない。 

③憲法 76 条３項に違反しない。 

④憲法 76 条２項に違反しない。 

⑤裁判員の職務等は、憲法 18 条後段が禁ずる「苦役」にあたらない。 

上述したように、国民投票法案には重大な懸案事項があるにもかかわらず、2007年 5月 14

日、国民投票法が成立しました。 

その後、自由民主党は、2012 年４月、「日本国憲法改正草案」を決定しました。この自民党

草案は憲法全体にわたる改憲を狙うものですが、安部総理は、2013 年 3 月 4日の衆議院にお

ける答弁の中で、「まずは多くの党派が主張している 96 条の改正に取り組んでいく。」ことを

明言しています。安部総理の意図は、一度に憲法の全面改正を行うのではなく、まず 96条の

改正手続要件を先行して緩和し、ついで他の憲法条項を次々と変えていこうとするものです。 

しかしながら、以上のような安部総理の意図は、本書で再三にわたって説明してきた立憲

民主主義の思想に真っ向から反するものです。順を追って説明しましょう。 

序章で説明したように、立憲主義とは、権力の行使を憲法に基づかせようとする考えをい

います。憲法は、要するに、国家権力を制限し、国民の自由を保障するものということができ

ます。ところで、国民の多数意思が常に正しいものではないことは、ナポレオン帝政やナチ

スドイツを見れば明らかであり、この点についても、序章で述べましたし、直接民主制には

プレビシットの危険があることも第３章で触れました。再三述べたとおり、国民の多数が一

時のムードに流され、冷静で正しい判断ができなくなる危険性があることは歴史が教えてく

れることです。こうした危険を避けるために、人間の弱さに着目して、あらかじめ多数意思

に基づく行動に歯止めをかけることによって、少数派の人権を守ることが必要であり、その

仕組みこそが憲法といえます。多数決で決めるべきこともあるけども、多数決で決めてはい

けないこともある、多数決でも変えてはならない価値を前もって憲法の中に書き込み、多数

意思を反映した国家権力を制限する、これが立憲主義という法思想なのです。 

ところが、自民党が推し進める改正手続要件の緩和は、直接民主制の弊害、すなわちプレ 
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ビシットを助長する危険があります。たとえば、憲法改正を狙う政権与党が、ある種の政治

的ムードのもとに国民投票を行い、自己の意に沿う改正を正当化してしまうおそれはいつで

もありますが、かりに、国会の発議が過半数で行われるならば、結局、国会の多数派が、少数

派の人権を弾圧する改正をも比較的容易に実現してしまう危険があるのです。要するに、現

行憲法が発議要件を過半数ではなく３分の２としたのは、少数派の人権を守るという立憲主

義思想の端的な現れであり、改正手続要件の緩和は、立憲主義思想に反するものなのです。 

もちろん、改正手続要件を緩和する自民党の真の意図は憲法９条の改正、平和主義の改変

にあり、私は、その点でも緩和論には当然反対ですが、改正手続要件の緩和が直接民主制の

弊害を助長し、立憲民主主義の趣旨を没却するものといわざるをえないという点においても、

反対の立場に立ちます。 
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【２０１５年７月６日更新】 

 

138頁 

下から 13行目と 14行目の間に、以下を追加する。 

★重要判例（最判平成 24年 12 月７日〔平 25重判・憲法８事件〕） 

社会保険事務所の年金審査官である X1 が、日本共産党を支持する目的で勤務時間外であ

る休日に東京都中央区所在の住居や事務所に同党の機関誌および政治文書を配布したことに

ついて(①事件)、厚生労働省大臣官房の総括課長補佐である X2が、日本共産党を支持する目

的で勤務時間外である休日に東京都世田谷区所在の警視庁職員住宅に同党の機関誌を投函し

て配布したことについて(②事件)、それぞれ国家公務員法違反で起訴された事件について、

最高裁は、以下のように判示した。 

国家公務員法 102 条１項は「行政の中立的運営を確保し、これに対する国民の信頼を維持

することをその趣旨とするものと解される。」「他方、国民は、憲法上、表現の自由（21 条１

項）としての政治活動の自由を保障されており、この精神的自由は立憲民主政の政治過程に

とって不可欠の基本的人権であって、民主主義社会を基礎付ける重要な権利であることに鑑

みると、上記の目的に基づく法令による公務員に対する政治的行為の禁止は、国民としての

政治活動の自由に対する必要やむを得ない限度にその範囲が画されるべきものである。」 

国家公務員法「102 条１項の文言、趣旨、目的や規制される政治活動の自由の重要性に加

え、同項の規定が刑罰法規の構成要件となることを考慮すると、同項にいう『政治的行為』

とは、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが、観念的なものにとどまらず、

現実的に起こり得るものとして実質的に認められるものを指し、同項はそのような行為の類

型の具体的な定めを人事院規則に委任したものと解するのが相当である。」 

人事院規則「６項７号については、同号が定める行為類型に文言上該当する行為であって、

公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるものを同号の禁止

の対象となる政治的行為と規定したものと解するのが相当である。」 

 「上記のような規制の目的やその対象となる政治的行為の内容等に鑑みると、公務員の職

務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるかどうかは、当該公務員の地

位、その職務の内容や権限等、当該公務員がした行為の性質、態様、目的、内容等の諸般の

事情を総合して判断するのが相当である。具体的には、当該公務員につき、指揮命令や指導

監督等を通じて他の職員の職務の遂行に一定の影響を及ぼし得る地位（管理職的地位）の有

無、職務の内容や権限における裁量の有無、当該行為につき、勤務時間の内外、国ないし職

場の施設の利用の有無、公務員の地位の利用の有無、公務員により組織される団体の活動と

しての性格の有無、公務員による行為と直接認識され得る態様の有無、行政の中立的運営と

直接相反する目的や内容の有無等が考慮の対象となるものと解される。」 

「本件罰則規定が憲法 21条１項、15条、19 条、31条、41条、73条６号に違反するかを 
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検討する。この点については、本件罰則規定による政治的行為に対する規制が必要かつ合理

的なものとして是認されるかどうかによることになるが、これは、本件罰則規定の目的のた

めにめに規制が必要とされる程度と、規制される自由の内容及び性質、具体的な規制の態様

及び程度等を較量して決せられるべきものである。」「そこで、まず、本件罰則規定の目的は、

前記のとおり、公務員の職務の遂行の政治的中立性を保持することによって行政の中立的運

営を確保し、これに対する国民の信頼を維持することにあるところ、これは、議会制民主主

義に基づく統治機構の仕組みを定める憲法の要請にかなう国民全体の重要な利益というべき

であり、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められる政治的行

為を禁止することは、国民全体の上記利益の保護のためであって、その規制の目的は合理的

であり正当なものといえる。他方、本件罰則規定により禁止されるのは、民主主義社会にお

いて重要な意義を有する表現の自由としての政治活動の自由ではあるものの、……禁止の対

象とされるものは、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められ

る政治的行為に限られ、このようなおそれが認められない政治的行為や本規則が規定する行

為類型以外の政治的行為が禁止されるものではないから、その制限は必要やむを得ない限度

にとどまり、前記の目的を達成するために必要かつ合理的な範囲のものというべきである。

そして、上記の解釈の下における本件罰則規定は、不明確なものとも、過度に広汎な規制で

あるともいえないと解される。」 

①事件について 

X1による「本件配布行為は、管理職的地位になく、その職務の内容や権限に裁量の余地の

ない公務員によって、職務と全く無関係に、公務員により組織される団体の活動としての性

格もなく行われたものであり、公務員による行為と認識し得る態様で行われたものでもない

から、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるものとはい

えない。そうすると、本件配布行為は本件罰則規定の構成要件に該当しないというべきであ

る。」 

②事件について 

X2 が「政党機関紙の配布という特定の政党を積極的に支援する行動を行うことについて

は、それが勤務外のものであったとしても、国民全体の奉仕者として政治的に中立な姿勢を

特に堅持すべき立場にある管理職的地位の公務員が殊更にこのような一定の政治的傾向を顕

著に示す行動に出ているのであるから、当該公務員による裁量権を伴う職務権限の行使の過

程の様々な場面でその政治的傾向が職務内容に現れる蓋然性が高まり、その指揮命令や指導

監督を通じてその部下等の職務の遂行や組織の運営にもその傾向に沿った影響を及ぼすこと

になりかねない。したがって、これらによって、当該公務員及びその属する行政組織の職務

の遂行の政治的中立性が損なわれるおそれが実質的に生ずるものということができる。 

そうすると、本件配布行為が、勤務時間外である休日に、国ないし職場の施設を利用せず

に、それ自体は公務員としての地位を利用することなく行われたものであること、公務員に

より組織される団体の活動としての性格を有しないこと、公務員であることを明らかにする 
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181 頁 

「（５） 門地」の上に、以下を追加する。 

ことなく、無言で郵便受けに文書を配布したにとどまるものであって、公務員による行為と 

認識し得る態様ではなかったことなどの事情を考慮しても、本件配布行為には、公務員の職

務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められ、本件配布行為は本件罰則規定

の構成要件に該当するというべきである。」 

【争点】国家公務員法および人事院規則が国家公務員の政治的行為を罰則をもって禁止する

ことが憲法 21 条１項、31 条に違反するか。 

【結論】憲法 21 条１項、31 条に違反しない。 

【備考】国家公務員の勤務時間外における政治的ビラ配布行為について、同日に２事件につ

いての最高裁判決がなされたが、社会保険事務所の年金審査官である厚生労働事務

官は無罪（①事件）、厚生労働省大臣官房の総括課長補佐である厚生労働事務官は有

罪（②事件）とされた。管理職員にあたるかどうかが分水嶺になったと考えられる。 

 

 

★重要判例（最判平成 25年９月 26日〔平 25重判・憲法５事件〕） 

X が、戸籍法 49 条２項１号のうち届書に嫡出子または嫡出でない子の記載をすべきもの

と定める部分（本件規定）は憲法 14 条１項に違反するなどと主張して国および世田谷区に

慰謝料を求めた事件について、最高裁は、以下のように判示した。 

「民法及び戸籍法において法律上の父子関係等や子に係る戸籍上の取扱いについて定めら

れている規律が父母の婚姻関係の有無によって異なるのは、法律婚主義の制度の下における

身分関係上の差異及びこれを前提とする戸籍処理上の差異であって、本件規定は、上記のよ

うな身分関係上及び戸籍処理上の差異を踏まえ、戸籍事務を管掌する市町村長の事務処理の

便宜に資するものとして、出生の届出に係る届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載すべ

きことを定めているにとどまる。そして、届書にこれが記載されない場合、当該届出に係る

子が嫡出子又は嫡出でない子のいずれであっても、その記載の欠缺により届出が不受理の理

由となり得る瑕疵のあるものとなる一方で、……届出の受理や職権による戸籍の記載も可能

である。以上に鑑みると、本件規定それ自体によって、嫡出でない子について嫡出子との間

で子又はその父母の法的地位に差異がもたらされるものとはいえない。」 

 「所論は、本件規定において『嫡出でない子』という文言が用いられていること自体が婚

外子に対する不合理な差別的取扱いであるともいうが、民法及び戸籍法において『嫡出でな

い子』という用語は法律上の婚姻関係にない男女の間に出生した子を意味するものとして用

いられているものであり、所論は法令上のかかる用語についてその表現の当否を論ずるに帰

するものであって、採用することができない。」 

 「以上によれば、本件規定は、嫡出でない子について嫡出子との関係で不合理な差別的取 
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186 頁 

下から 10 行目と 11 行目の間に、以下を追加する。 

（★重要判例（最大判平成 24 年 10 月 17 日〔平 24 重判・憲法１事件〕）の後とする） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187 頁 

４行目と５行目の間に、以下を追加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

扱いを定めたものとはいえず、憲法 14 条１項に違反するものではない。」 

【争点】出生の届出に係る届書に嫡出子または嫡出でない子の別を記載すべきものと定める

部分は、憲法 14 条１項に違反するか。 

【結論】違反しない。 

【備考】平等権が問題となった場合、判例は一般的に、①区別的取扱いが存在するか（区別

の存在）、②①の区別が正当化されるか（正当化）、という二段階で審査する。そし

て多くの事案では、②“正当化”こそが分水嶺となるが、本判決は、①“区別の存在”

を否定した点に意義がある。 

 なお、本判決の 22 日前に非嫡出子相続分規定について法令違憲判決（前掲平成

25 年９月４日）がだされている。 

 

★重要判例（最大判平成 26 年 11 月 26 日〔平 26重判・憲法１事件〕） 

 前掲の判決（最大判平成 24年 10月 17日）を受け、国会は、平成 24 年に定数を４増４減

する議員定数配分規定改正を行った。しかし、2013（平成 25）年７月の参議院議員通常選挙

では、依然として最大較差 4.77対１であった。本件選挙の合憲性が争われた事案において、

最高裁は、４増４減の措置が違憲状態を解消するためには足りないものであったとし、本件

選挙も違憲状態にあったとしつつも、選挙制度の抜本的な見直しを９か月で実現することは

困難であったから、いまだ改正に必要な合理的期間が経過したとはいえないので、違憲では

ないと判示した。 

 

★重要判例<地方議会議員定数不均衡事件> 

①13 年判決（最判平成 27年１月 15日〔平 26重判・憲法３事件〕） 

2013 年６月の東京都議会議員選挙における 42 選挙区のうち、最大較差 3.21 対１、最大

較差 1.92 対１（特例選挙区である千代田区を除いた場合）および 12 通りのいわゆる逆転現

象の合憲性が争われた事案において、最高裁は、本件選挙当時、東京都条例による各選挙区

に対する定数の配分が東京都議会の合理的裁量の限界を超えているものとはいえず、本件条

例の定数配分規定が憲法の規定等に違反していたものといえないとして、合憲判決をだし

た。 
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246 頁 

最終行の次に、以下を追加する。 

 

267 頁 

最終行の次に、以下を追加する。 

★重要判例（大阪高裁平成 26 年７月８日〔第一審判決につき平 25重判・憲法９事件〕） 

在日朝鮮人の学校を設置・運営する X が、Y らが本件学校の近辺等で示威活動を行ったこ

とおよびその映像をインターネットを通じて公開したことが不法行為に該当するとして、損

害賠償請求および X を誹謗中傷する演説等（ヘイトスピーチ）の差止めを求めた事案におい

て、大阪高裁は、次のように判示し、損害賠償請求を一部容認し、差止めを認めた。 

 「人種差別撤廃条約は、国法の一形式として国内法的効力を有するとしても、その規定内

容に照らしてみれば、国家の国際責任を規定するとともに、憲法 13 条、14 条１項と同様、

公権力と個人との関係を規律するものである。すなわち、……私人相互の関係を直接規律す

るものではなく、私人相互の関係に適用又は類推適用されるものでもないから、その趣旨は、

民法 709 条等の個別の規定の解釈適用を通じて、他の憲法原理や私的自治の原則との調和を

図りながら実現されるべきものである」。 

 「一般に私人の表現行為は憲法 21 条１項の表現の自由として保障されるものであるが、

私人間において一定の集団に属する者の全体に対する人種差別的な発言が行われた場合に

は、上記発言が、憲法 13 条、14 条１項や人種差別撤廃条約の趣旨に照らし、合理的理由を

欠き、社会的に許容し得る範囲を超えて、他人の法的利益を侵害すると認められるときは、

民法 709 条にいう『他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した』との要件を満たすと

解すべきであり、これによって生じた損害を加害者に賠償させることを通じて、人種差別を

撤廃すべきものとする人種差別撤廃条約の趣旨を私人間においても実現すべきものであ

る。」 

【争点】集団に属する者の全体に対する人種差別的な表現は不法行為にあたるか。 

【結論】憲法 13 条、14 条１項や人種差別撤廃条約の趣旨に照らし、不法行為にあたる。 

【備考】本判決の意義は、初めて人種差別的表現（ヘイトスピーチ）に対して不法行為に基

づく損害賠償請求を認めた点にある。本事案の上告審において、最高裁は、上告棄

却および上告不受理の決定をした（最判平成 26 年 12 月９日）。 

なお、本判決では条約の間接適用のあり方も示している。一審判決が、裁判所

は法律を条約の定めに適合するよう解釈する責務を負うとして条約適合的解釈を

自ら義務づけたのに対し、上記高裁判決は、当該部分を削除し、条約の趣旨の実

現を重んじているが、結論において差異はない。

★重要判例（最判平成 26年５月 27日〔平 26重判・憲法４事件〕） 

 Y（広島県府中市）の市議会議員であった X は、府中市議会議員政治倫理条例４条３項に 
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 違反したとして、議員らによる審査請求、市議会による警告等をすべき旨の決議、議長によ

る警告等を受けた。そこで、X が、同条１項および３項の規定のうち、議員の２親等以内の

親族が経営する企業は Y の工事等の請負契約等を辞退しなければならず、当該議員は当該企

業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分（本件規定）は、議

員の議員活動の自由や企業の経済活動の自由を侵害するものであって違憲無効であり、当該

条例４条３項違反を理由としてされた上記審査請求等の一連の手続は違法であるなどと主張

して、Y に対し、国家賠償法１条１項に基づき、慰謝料等の支払を求めたところ、原審は、

本件審査請求等および上記審査結果の公表が違法であるとしてされた慰謝料等の請求を一部

認容すべきものとしたため、Y が上告した事件について、最高裁は、以下のように判示した。 

「本件規定が憲法 21 条１項に違反するかどうかは、２親等規制による議員活動の自由に

ついての制約が必要かつ合理的なものとして是認されるかどうかによるものと解されるが、

これは、その目的のために制約が必要とされる程度と、制約される自由の内容及び性質、具

体的な制約の態様及び程度等を較量して決するのが相当である……。」 

 「本件条例は、議員の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより議員の

政治倫理の確立を主権者たる市民に宣言し、もって市民に信頼される清浄で民主的な市政の

発展に寄与することを目的とし（１条）、議員は、市民全体の奉仕者として、自らの役割を深

く自覚し、市民に対し、常に政治倫理に関する高潔性を示すよう努めるとともに、その使命

の達成に努めなければならないと定めており（２条）、これらの本件条例の趣旨及び目的や…

…本件条例４条１項及び３項の文言等に鑑みると、本件規定による 2 親等規制の目的は、議

員の職務執行の公正を確保するとともに、議員の職務執行の公正さに対する市民の疑惑や不

信を招くような行為の防止を図り、もって議会の公正な運営と市政に対する市民の信頼を確

保することにあるものと解され、このような規制の目的は正当なものということができる。 

 本件規定による２親等規制は、上記の目的に従い、議員の当該企業の経営への実質的な関

与の有無等を問うことなく、Y の工事等の請負契約等の相手方が２親等内親族企業であると

いう基準をもって、当該議員に対し、当該企業の辞退届を徴して提出するよう努める義務を

課すものであるが、議員が実質的に経営する企業であるのにその経営者を名目上２親等以内

の親族とするなどして地方自治法 92 条の２の規制の潜脱が行われるおそれや、議員が２親

等以内の親族のために当該親族が経営する企業に特別の便宜を図るなどして議員の職務執行

の公正が害されるおそれがあることは否定し難く（地方自治法 169 条、198 条の２等参照）、

また、２親等内親族企業が Y の工事等を受注することは、それ自体が議員の職務執行の公正

さに対する市民の疑惑や不信を招くものといえる。そして、議員の当該企業の経営への実質

的な関与の有無等の事情は、外部の第三者において容易に把握し得るものではなく、そのよ

うな事実関係の立証や認定は困難を伴い、これを行い得ないことも想定されるから、仮に上

記のような事情のみを規制の要件とすると、その規制の目的を実現し得ない結果を招来する

ことになりかねない。他方、本件条例４条３項は、議員に対して２親等内親族企業の辞退届

を提出するよう努める義務を課すにとどまり、辞退届の実際の提出まで義務付けるものでは 
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上記判例の右欄として、以下を追加する。 

→第 10 章３節３【２】 

（後出重要判例） 

 

280 頁 

最終行の次に、以下を追加する。 

ないから、その義務は議員本人の意思と努力のみで履行し得る性質のものである。また、議

員がこのような義務を履行しなかった場合には、本件条例所定の手続を経て、警告や辞職勧

告等の措置を受け、審査会の審査結果を公表されることによって、議員の政治的立場への影

響を通じて議員活動の自由についての事実上の制約が生ずることがあり得るが、これらは議

員の地位を失わせるなどの法的な効果や強制力を有するものではない。これらの事情に加え、

本件条例は地方公共団体の議会の内部的自律権に基づく自主規制としての性格を有してお

り、このような議会の自律的な規制の在り方についてはその自主的な判断が尊重されるべき

ものと解されること等も考慮すると、本件規定による２親等規制に基づく議員の議員活動の

自由についての制約は、地方公共団体の民主的な運営におけるその活動の意義等を考慮して

もなお、前記の正当な目的を達成するための手段として必要かつ合理的な範囲のものという

ことができる。 

 以上に鑑みると、２親等規制を定める本件規定は、憲法 21 条１項に違反するものではない

と解するのが相当である。」 

【争点】２親等規制を定める本件規定は、憲法 21 条１項に違反するか。 

【結論】本件規定は、規制目的において正当であり、それによる議員活動の自由についての

制約は右目的を達成するための手段として必要性や合理性に欠けるものとはいえな

いから、憲法 21 条１項に違反しない。 

【備考】本条例は、経済活動の自由の合憲性（憲法 22 条１項および 29 条）についても争わ 

れている。 

★重要判例（最判平成 26年１月 16日〔平 26重判・憲法６事件〕） 

無届けで出会い系サイトを運営したとして起訴された X が、インターネット異性紹介事業

を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律（通称「出会い系サイト規制法」、以下

「本法」という）７条１項、32 条１号所定の罰則を伴う届出制度（以下「本件届出制度」と

いう）は、表現の自由、集会結社の自由を不当に制約するものであるから、憲法 21 条１項に

違反する旨を主張した事件について、最高裁は、以下のように判示した。 

 「本法は、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童

（18 歳に満たない者）を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的としていると

ころ（１条、２条１号）、思慮分別が一般に未熟である児童をこのような犯罪から保護し、そ 
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305 頁 

最終行の次に、以下を追加する。 

の健全な育成を図ることは、社会にとって重要な利益であり、本法の目的は、もとより正当

である。そして、同事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪が多発している状況を踏ま

えると、それら犯罪から児童を保護するために、同事業について規制を必要とする程度は高

いといえる。」 

 また、本法は、同事業を行う者（以下「事業者」という）に対する規制として、その責務

や義務等を定めるほか、都道府県公安委員会の権限として、指示（13 条）、事業の停止命令

（14 条 1 項）、事業の廃止命令（同条２項）、事業に関する報告または資料の提出要求（16

条）に関する諸規定を設けている。「そして、本件届出制度は、同事業を行おうとする者に対

し、氏名、住所、広告又は宣伝に使用する呼称、本拠となる事務所の所在地、連絡先等の事

項（7 条１項１ないし５号）や、事業を利用する異性交際希望者が児童でないことの確認の

実施方法その他の業務の実施方法に関する事項（同項６号）を都道府県公安委員会に届け出

ることを義務付けるものであるところ、このような事項を事業者自身からの届出により事業

開始段階で把握することは、上記各規定に基づく監督等を適切かつ実効的に行い、ひいては

本法の上記目的を達成することに資するものである。 

 他方、本件届出制度は、インターネットを利用してなされる表現に関し、そこに含まれる

情報の性質に着目して事業者に届出義務を課すものではあるが、その届出事項の内容は限定

されたものである。また、届出自体により、事業者によるウェブサイトへの説明文言の記載

や同事業利用者による書き込みの内容が制約されるものではない上、他の義務規定を併せみ

ても、事業者が、児童による利用防止のための措置等をとりつつ、インターネット異性紹介

事業を運営することは制約されず、児童以外の者が、同事業を利用し、児童との性交等や異

性交際の誘引に関わらない書き込みをすることも制約されない。また、本法が、無届けで同

事業を行うことについて罰則を定めていることも、届出義務の履行を担保する上で合理的な

ことであり、罰則の内容も相当なものである。 

以上を踏まえると、本件届出制度は、上記の正当な立法目的を達成するための手段として

必要かつ合理的なものというべきであって、憲法 21 条１項に違反するものではないといえ

る。」 

【争点】出会い系サイト規制法の罰則を伴う届出制度は憲法 21 条１項に反するか。 

【結論】当該届出制度は、児童を犯罪から保護し、その健全な育成を図るという正当な立法

目的を達成するための手段として必要かつ合理的なものであり、憲法 21 条１項に反

しない。 

★重要判例（最判平成 26年５月 27日〔平 26重判・憲法４事件〕） 

Y（広島県府中市）の市議会議員であった X は、府中市議会議員政治倫理条例４条３項に 
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上記判例の右欄として、以下を追加する。 

→第９章３節２ 

（前出重要判例） 

 

329 頁 

最終行の次に、以下を追加する。 

違反したとして、議員らによる審査請求、市議会による警告等をすべき旨の決議、議長によ

る警告等を受けた。そこで、X が、同条１項および３項の規定のうち、議員の２親等以内の

親族が経営する企業は Y の工事等の請負契約等を辞退しなければならず、当該議員は当該企

業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分（本件規定）は、議

員の議員活動の自由や企業の経済活動の自由を侵害するものであって違憲無効であり、当該

条例４条３項違反を理由としてされた上記審査請求等の一連の手続は違法であるなどと主張

して、Y に対し、国家賠償法１条１項に基づき、慰謝料等の支払を求めたところ、原審は、

本件審査請求等および上記審査結果の公表が違法であるとしてされた慰謝料等の請求を一部

認容すべきものとしたため、Y が上告した事件について、最高裁は、憲法 22 条１項および

29 条違反の点について以下のように判示した。 

「２親等内親族企業であっても、上記の請負契約等に係る入札資格を制限されるものでは

ない上、本件条例上、２親等内親族企業は上記の請負契約等を辞退しなければならないとさ

れているものの、制裁を課するなどしてその辞退を法的に強制する規定は設けられておらず、

２親等内親族企業が上記の請負契約等を締結した場合でも当該契約が私法上無効となるもの

ではないこと等の事情も考慮すると、本件規定による２親等規制に基づく２親等内親族企業

の経済活動についての制約は、前記の正当な目的を達成するための手段として必要性や合理

性に欠けるものとはいえず、２親等規制を定めた市議会の判断はその合理的な裁量の範囲を

超えるものではないということができる。 

以上に鑑みると、２親等規制を定める本件規定は、憲法 22 条１項及び 29 条に違反するも

のではないと解するのが相当である。」 

【争点】２親等規制を定める本件規定は、憲法 22 条１項および 29 条に違反するか。 

【結論】本件規定は、規制目的において正当であり、それによる経済活動についての制約は

右目的を達成するための手段として必要性や合理性に欠けるものとはいえないか

ら、憲法 22 条１項および 29 条に違反しない。 

【備考】本条例は、議員活動の自由の合憲性（憲法 21 条１項）についても争われている。 

★重要判例（最判平成 26年８月 19日〔平 26重判・憲法 12 事件〕） 

X は韓国大法院から業務上横領に相当する罪について有罪の確定判決を受け、その後、韓

国が日本に対し X の引渡請求をした。そのため、請求を受けた法務大臣は、逃亡犯罪人引渡 
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１行目と２行目の間に、以下を追加する。 

法４条に基づき東京高検検事長に対して、引渡請求事由の存否について東京高裁に審査を請

求することを命じ、審査請求において東京高裁は、同法 10 条１項３号により X を引き渡せ

る旨の決定をし、この決定を受けた法務大臣 Y は、同法 14 条１項に基づき東京高検に対し

て X を韓国へ引き渡すことを命じた。X は、Y を被告として本件引渡命令の取消訴訟を提起

すると同時に、執行停止を申し立てたところ、東京地裁は執行停止申立てを却下、東京高裁

も抗告を棄却した。 

そこで、X が、同法 35 条１項の規定が、同法 14 条１項に基づく逃亡犯罪人の引渡命令に

つき、同法に基づく他の処分と同様に行政手続法第３章の規定の適用を除外して、上記命令

の発令手続において当該逃亡犯罪人に弁明の機会を与えていないことが憲法 31条に違反し、

また、本件において X にその機会を与えずにされた上記命令も同条に違反する旨を主張して

特別抗告した事件について、最高裁は、以下のように判示した。 

「逃亡犯罪人引渡法 14 条１項に基づく逃亡犯罪人の引渡命令は、東京高等裁判所におい

て、同法９条に従い逃亡犯罪人及びこれを補佐する弁護士に意見を述べる機会や所要の証人

尋問等の機会を与えて引渡しの可否に係る司法審査が行われ、これを経た上で、引渡しをす

ることができる場合に該当する旨の同法 10 条１項３号の決定がされた場合に、これを受け

て、法務大臣において引渡しを相当と認めるときに上記決定の司法判断を前提とする行政処

分として発するものである。このような一連の手続の構造等を踏まえ、当該処分により制限

を受ける逃亡犯罪人の権利利益の内容、性質、制限の程度、当該処分により達成しようとす

る公益の内容、程度、緊急性等を総合較量すれば、同法 35 条１項の規定が、同法 14 条１項

に基づく逃亡犯罪人の引渡命令につき、同法に基づく他の処分と同様に行政手続法第３章の

規定の適用を除外し、上記命令の発令手続において改めて当該逃亡犯罪人に弁明の機会を与

えるものとまではしていないことは、上記の手続全体からみて逃亡犯罪人の手続保障に欠け

るものとはいえず、憲法 31 条の法意に反するものということはできない。」 

【争点】逃亡犯罪人引渡法 35 条１項の規定が、逃亡犯罪人の引渡命令につき行政手続法第

３章の規定の適用を除外し、上記命令の発令手続において改めて当該逃亡犯罪人に

弁明の機会を与えることを要しないものとしていることが憲法 31条に反しないか。 

【結論】命令にかかる手続全体からみて逃亡犯罪人の手続保障に欠けるものとはいえず、憲

法 31 条の法意に反しない。 

 

★重要判例（最判平成 26年７月 18日〔平 26重判・憲法 11 事件〕） 

永住者の在留資格を有する中国籍の外国人である X が、生活保護法に基づく生活保護の申

請をしたところ、却下処分を受けたとして、Y（大分市）に対し、その取消しを求めた事案に

おいて、最高裁は、以下のように判示した。 
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下から３行目から５行目を削除し、以下を追加する。 

「旧生活保護法は、その適用の対象につき『国民』であるか否かを区別していなかったの

に対し、現行の生活保護法は、１条及び２条において、その適用の対象につき『国民』と定

めたものであり、このように同法の適用の対象につき定めた上記各条にいう『国民』とは日

本国民を意味するものであって、外国人はこれに含まれないものと解される。」 

「そして、現行の生活保護法が制定された後、現在に至るまでの間、同法の適用を受ける

者の範囲を一定の範囲の外国人に拡大するような法改正は行われておらず、同法上の保護に

関する規定を一定の範囲の外国人に準用する旨の法令も存在しない。」 

「本件通知（昭和 29 年５月８日社発 382 号）は行政庁の通達であり、それに基づく行政

措置として一定範囲の外国人に対して生活保護が事実上実施されてきたとしても、そのこと

によって、生活保護法１条及び２条の規定の改正等の立法措置を経ることなく、生活保護法

が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されるものとなると解する余地はなく、……我が

国が難民条約等に加入した際の経緯を勘案しても、本件通知を根拠として外国人が同法に基

づく保護の対象となり得るものとは解されない。」 

「以上によれば、外国人は、行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象

となり得るにとどまり、生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく、同法に基づく

受給権を有しないものというべきである。」 

【争点】永住外国人は生活保護法に基づく法的保護の対象となるか。 

【結論】事実上の保護の対象となりうるにとどまり、生活保護法に基づく保護の対象となる

ものではない。 

【備考】なお X には、平成 23 年 10 月 26 日より、本件申請の後にされた別途の申請に基づ

いて生活保護の措置が開始されている。 

 

★重要判例（最決平成 26年７月９日〔平 26 重判・憲法２事件〕） 

平成 25 年７月 21 日に実施された参議院議員選挙の選挙人 X が、Y（中央選挙管理会）を

相手に、本件選挙のうち比例代表選挙の無効を求め、無効原因として 18～19 歳の国民の選

挙権制限（公選法９条１項につき憲法 15 条３項違反）や、受刑者の一律の選挙権制限（公選

法 11 条１項２号および３号につき憲法 15 条１項および３項、43 条１項、44 条ただし書違

反）などを主張した公選法 204 条に基づく選挙無効訴訟において、最高裁は、以下のように

判示した。 

「本件訴訟は、選挙人が民衆訴訟（行政事件訴訟法５条）である公職選挙法 204 条の選挙

無効訴訟として選挙人たる資格で提起したものであるところ、民衆訴訟は、裁判所法３条１

項の『法律上の争訟』ではなく同項の『その他法律において特に定める権限』に含まれるも 
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上記判例の右欄として、以下を追加する。 

→最大判平成 11 年 11 月 11 日、最判平成 16 年１月 14 日等 

（前出重要判例）

  

のとして、『法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる』も

のとされている（行政事件訴訟法 42 条）。そして、公職選挙法 204 条の選挙無効訴訟につい

て、同条は選挙人又は公職の候補者のみがこれを提起し得るものと定め、同法 205 条１項は

上記訴訟において主張し得る選挙無効の原因を『選挙の規定に違反することがあるとき』と

定めており、これは、主として選挙管理の任にある機関が選挙の管理執行の手続に関する明

文の規定に違反することがあるとき又は直接そのような明文の規定は存在しないが選挙の基

本理念である選挙の自由公正の原則が著しく阻害されるときを指すものと解される。 

このように、公職選挙法 204 条の選挙無効訴訟は、同法において選挙権を有するものとさ

れている選挙人らによる候補者に対する投票の結果としての選挙の効力を選挙人又は候補者

が上記のような無効原因の存在を主張して争う争訟方法であり、同法の規定において一定の

者につき選挙権を制限していることの憲法適合性については、当該者が自己の選挙権の侵害

を理由にその救済を求めて提起する訴訟においてこれを争うことの可否はおくとしても、同

条の選挙無効訴訟において選挙人らが他者の選挙権の制限に係る当該規定の違憲を主張して

これを争うことは法律上予定されていない。そうすると、選挙人が同条の選挙無効訴訟にお

いて同法 205条１項所定の選挙無効の原因として本件各規定の違憲を主張し得るものとはい

えない。」  

【争点】選挙無効訴訟における選挙無効の原因として、選挙権を有する選挙人が、未成年者

や受刑者など他者の選挙権制限についての公選法の規定について違憲を主張する

ことができるか。 

【結論】他者の選挙権の制限にかかる違憲を主張することはできない。  

【備考】民衆訴訟（行訴法５条）は法律に定める場合においてのみ提起することができる訴

訟であり（行訴訟 42 条）、公選法 204 条の選挙無効訴訟（以下「当該訴訟」という）

は公選法の定めに基づいて認められる民衆訴訟である。また、当該訴訟は公選法の

下における適法な選挙の再実施を予定しているものである。以上のことからする

と、当該訴訟において、公選法自体の違憲を主張することはできないとも考えられ

る。 

しかし、最高裁は、これまでの判決を通じて、当該訴訟において公選法自体の

規定に対する違憲主張がされることを認めてきた。本決定の意義は、選挙訴訟に

おいて、公選法自体の規定に対する違憲主張のうち、他者の選挙権の制限にかか

る主張だけを排除した点に認められる。 
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Ｑ２の上に、以下を追加する。 

★重要判例（最判平成 24年 12 月７日〔平 25重判・憲法８①事件〕） 

国家公務員が勤務時間外に政党機関紙などを配布した行為が、国家公務員の政治的行為を

刑事罰により禁止する国家公務員法 102 条１項、人事院規則 14‐７などに違反するとして起

訴された事件において、最高裁は、以下のように判示した。 

「本法 102 条１項は、公務員の職務の遂行の政治的中立性を保持することによって行政の

中立的運営を確保し、これに対する国民の信頼を維持することを目的とするものと解され

る。」「他方、国民は、憲法上、表現の自由（21 条１項）としての政治活動の自由を保障され

ており、この精神的自由は立憲民主政の政治過程にとって不可欠の基本的人権であって、民

主主義社会を基礎付ける重要な権利であることに鑑みると、上記の目的に基づく法令による

公務員に対する政治的行為の禁止は、国民としての政治活動の自由に対する必要やむを得な

い限度にその範囲が画されるべきものである。」 

「このような本法 102 条１項の文言、趣旨、目的や規制される政治活動の自由の重要性に

加え、同項の規定が刑罰法規の構成要件となることを考慮すると、同項にいう「政治的行為」

とは、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが、観念的なものにとどまらず、現

実的に起こり得るものとして実質的に認められるものを指し、同項はそのような行為の類型

の具体的な定めを人事院規則に委任したものと解するのが相当である。そして、その委任に

基づいて定められた本規則も、このような同項の委任の範囲内において、公務員の職務の遂

行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められる行為の類型を規定したものと解すべ

きである。上記のような本法の委任の趣旨及び本規則の性格に照らすと、本件罰則規定に係

る本規則６項７号、13 号（５項３号）については、それぞれが定める行為類型に文言上該当

する行為であって、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められ

るものを当該各号の禁止の対象となる政治的行為と規定したものと解するのが相当である。

このような行為は、それが一公務員のものであっても、行政の組織的な運営の性質等に鑑み

ると、当該公務員の職務権限の行使ないし指揮命令や指導監督等を通じてその属する行政組

織の職務の遂行や組織の運営に影響が及び、行政の中立的運営に影響を及ぼすものというべ

きであり、また、こうした影響は、勤務外の行為であっても、事情によってはその政治的傾向

が職務内容に現れる蓋然性が高まることなどによって生じ得るものというべきである。 

そして、上記のような規制の目的やその対象となる政治的行為の内容等に鑑みると、公務

員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるかどうかは、当該公務

員の地位、その職務の内容や権限等、当該公務員がした行為の性質、態様、目的、内容等の諸

般の事情を総合して判断するのが相当である。具体的には、当該公務員につき、指揮命令や指

導監督等を通じて他の職員の職務の遂行に一定の影響を及ぼし得る地位（管理職的地位）の

有無、職務の内容や権限における裁量の有無、当該行為につき、勤務時間の内外、国ないし職

場の施設の利用の有無、公務員の地位の利用の有無、公務員により組織される団体の活動と

しての性格の有無、公務員による行為と直接認識され得る態様の有無、行政の中立的運営と

直接相反する目的や内容の有無等が考慮の対象となるものと解される。」 
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本件罰則規定の合憲性は、「本件罰則規定による政治的行為に対する規制が必要かつ合理的

なものとして是認されるかどうかによることになるが、これは、本件罰則規定の目的のため

に規制が必要とされる程度と、規制される自由の内容及び性質、具体的な規制の態様及び程

度等を較量して決せられるべきものである（最高裁昭和 52 年（オ）第 927 号同 58 年６月 22

日大法廷判決・民集 37 巻５号 793 頁等）。そこで、まず、本件罰則規定の目的は、前記のと

おり、公務員の職務の遂行の政治的中立性を保持することによって行政の中立的運営を確保

し、これに対する国民の信頼を維持することにあるところ、これは、議会制民主主義に基づく

統治機構の仕組みを定める憲法の要請にかなう国民全体の重要な利益というべきであり、公

務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められる政治的行為を禁止す

ることは、国民全体の上記利益の保護のためであって、その規制の目的は合理的であり正当

なものといえる。他方、本件罰則規定により禁止されるのは、民主主義社会において重要な意

義を有する表現の自由としての政治活動の自由ではあるものの、前記アのとおり、禁止の対

象とされるものは、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められ

る政治的行為に限られ、このようなおそれが認められない政治的行為や本規則が規定する行

為類型以外の政治的行為が禁止されるものではないから、その制限は必要やむを得ない限度

にとどまり、前記の目的を達成するために必要かつ合理的な範囲のものというべきである。

そして、上記の解釈の下における本件罰則規定は、不明確なものとも、過度に広汎な規制であ

るともいえないと解される。」 

「被告人は、社会保険事務所に年金審査官として勤務する事務官であり、管理職的地位に

はなく、その職務の内容や権限も、来庁した利用者からの年金の受給の可否や年金の請求、年

金の見込額等に関する相談を受け、これに対し、コンピューターに保管されている当該利用

者の年金に関する記録を調査した上、その情報に基づいて回答し、必要な手続をとるよう促

すという、裁量の余地のないものであった。そして、本件配布行為は、勤務時間外である休日

に、国ないし職場の施設を利用せずに、公務員としての地位を利用することなく行われたも

のである上、公務員により組織される団体の活動としての性格もなく、公務員であることを

明らかにすることなく、無言で郵便受けに文書を配布したにとどまるものであって、公務員

による行為と認識し得る態様でもなかったものである。これらの事情によれば、本件配布行

為は、管理職的地位になく、その職務の内容や権限に裁量の余地のない公務員によって、職務

と全く無関係に、公務員により組織される団体の活動としての性格もなく行われたものであ

り、公務員による行為と認識し得る態様で行われたものでもないから、公務員の職務の遂行

の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるものとはいえない。そうすると、本件

配布行為は本件罰則規定の構成要件に該当しないというべきである。」 

【争点】①国家公務員法 102 条１項にいう「政治的行為」の意義。 

    ②人事院規則 14－７第６項７号、13 号に掲げる政治的行為の意義。 

③国家公務員法（平成 19 年法律第 108 号による改正前のもの）110 条          

１項 19 号、国家公務員法 102 条１項、人事院規則 14－７第６項７号、13 号に

よる政党の機関紙の配布及び政治的目的を有する文書の配布の禁止は、憲法 21

条１項、31 条に違反しないか。 

【結論】①国家公務員法 102 条１項の「政治的行為」とは、公務員の職務の遂行の政治的中

立性を損なうおそれが、観念的なものにとどまらず、現実的に起こりうるものとし 
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重要判例と以下を差し替える。 

て実質的に認められる政治的行為をいう。 

②人事院規則 14－７第６項７号、13 号に掲げる政治的行為は、それぞれが定める

行為類型に文言上該当する行為であって、公務員の職務の遂行の政治的中立性を

損なうおそれが実質的に認められるものをいう。 

    ③違反しない。 

★重要判例（最大決平成 25 年９月４日〔平 25 重判・憲法４事件〕） 

民法 900 条４号ただし書前段は、婚外子の法定相続分を婚内子の２分の１と定めていたと

ころ、この規定が憲法 14 条１項に違反しないかが争われた訴訟において、最高裁は、以下の

ように判示した。 

「２ 憲法 14 条１項適合性の判断基準について 

憲法 14 条１項は、法の下の平等を定めており、この規定が、事柄の性質に応じた合理的な

根拠に基づくものでない限り、法的な差別的取扱いを禁止する趣旨のものであると解すべき

ことは、当裁判所の判例とするところである（最高裁昭和 37 年（オ）第 1472 号同 39 年５

月 27 日大法廷判決・民集 18 巻４号 676 頁、最高裁昭和 45 年（あ）第 1310 号同 48 年４月

４日大法廷判決・刑集 27 巻３号 265 頁等）。 

相続制度は、被相続人の財産を誰に、どのように承継させるかを定めるものであるが、相続

制度を定めるに当たっては、それぞれの国の伝統、社会事情、国民感情なども考慮されなけれ

ばならない。さらに、現在の相続制度は、家族というものをどのように考えるかということと

密接に関係しているのであって、その国における婚姻ないし親子関係に対する規律、国民の

意識等を離れてこれを定めることはできない。これらを総合的に考慮した上で、相続制度を

どのように定めるかは、立法府の合理的な裁量判断に委ねられているものというべきである。

この事件で問われているのは、このようにして定められた相続制度全体のうち、本件規定に

より嫡出子と嫡出でない子との間で生ずる法定相続分に関する区別が、合理的理由のない差

別的取扱いに当たるか否かということであり、立法府に与えられた上記のような裁量権を考

慮しても、そのような区別をすることに合理的な根拠が認められない場合には、当該区別は、

憲法 14 条１項に違反するものと解するのが相当である。」 

「３ 本件規定の憲法 14 条１項適合性について 

 最高裁平成３年（ク）第 143 号同７年７月５日大法廷決定・民集 49 巻７号 1789 頁（以下

「平成７年大法廷決定」という。）は、本件規定を含む法定相続分の定めが、法定相続分のと

おりに相続が行われなければならないことを定めたものではなく、遺言による相続分の指定

等がない場合などにおいて補充的に機能する規定であることをも考慮事情とした上、前記２

と同旨の判断基準の下で、嫡出でない子の法定相続分を嫡出子のそれの２分の１と定めた本

件規定につき、『民法が法律婚主義を採用している以上、法定相続分は婚姻関係にある配偶者

とその子を優遇してこれを定めるが、他方、非嫡出子にも一定の法定相続分を認めてその保

護を図ったものである』とし、その定めが立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超

えたものということはできないのであって、憲法 14 条１項に反するものとはいえないと判断 
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しかし、法律婚主義の下においても、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定

めるかということについては、前記２で説示した事柄を総合的に考慮して決せられるべきも

のであり、また、これらの事柄は時代と共に変遷するものでもあるから、その定めの合理性に

ついては、個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に照らして不断に検討され、吟味されな

ければならない。」 

「昭和 22 年民法改正時から現在に至るまでの間の社会の動向、我が国における家族形態の

多様化やこれに伴う国民の意識の変化、諸外国の立法のすう勢及び我が国が批准した条約の

内容とこれに基づき設置された委員会からの指摘、嫡出子と嫡出でない子の区別に関わる法

制等の変化、更にはこれまでの当審判例における度重なる問題の指摘等を総合的に考察すれ

ば、家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことは明らかで

あるといえる。そして、法律婚という制度自体は我が国に定着しているとしても、上記のよう

な認識の変化に伴い、上記制度の下で父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら

選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、

子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているもの

ということができる。 

 以上を総合すれば、遅くともＡの相続が開始した平成 13 年７月当時においては、立法府の

裁量権を考慮しても、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われ

ていたというべきである。 

 したがって、本件規定は、遅くとも平成 13 年７月当時において、憲法 14 条１項に違反し

ていたものというべきである。」 

「４ 先例としての事実上の拘束性について 

 本決定は、本件規定が遅くとも平成 13 年７月当時において憲法 14 条１項に違反していた

と判断するものであり、平成７年大法廷決定並びに前記３（３）キの小法廷判決及び小法廷決

定が、それより前に相続が開始した事件についてその相続開始時点での本件規定の合憲性を

肯定した判断を変更するものではない。 

他方、憲法に違反する法律は原則として無効であり、その法律に基づいてされた行為の効力

も否定されるべきものであることからすると、本件規定は、本決定により遅くとも平成 13 年

７月当時において憲法 14 条１項に違反していたと判断される以上、本決定の先例としての事

実上の拘束性により、上記当時以降は無効であることとなり、また、本件規定に基づいてされ

た裁判や合意の効力等も否定されることになろう。しかしながら、本件規定は、国民生活や身

分関係の基本法である民法の一部を構成し、相続という日常的な現象を規律する規定であっ

て、平成 13 年７月から既に約 12 年もの期間が経過していることからすると、その間に、本

件規定の合憲性を前提として、多くの遺産の分割が行われ、更にそれを基に新たな権利関係

が形成される事態が広く生じてきていることが容易に推察される。取り分け、本決定の違憲

判断は、長期にわたる社会状況の変化に照らし、本件規定がその合理性を失ったことを理由

として、その違憲性を当裁判所として初めて明らかにするものである。それにもかかわらず、

本決定の違憲判断が、先例としての事実上の拘束性という形で既に行われた遺産の分割等の 
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「(ｃ) 参議院議員選挙」の前に、以下を挿入する。 

効力にも影響し、いわば解決済みの事案にも効果が及ぶとすることは、著しく法的安定性を

害することになる。」 

「したがって、本決定の違憲判断は、Ａの相続の開始時から本決定までの間に開始された

他の相続につき、本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割

の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないと

解するのが相当である。」 

【争点】①民法 900 条４号ただし書前段の規定と憲法 14 条１項。 

    ②民法 900 条４号ただし書前段の規定を違憲とする最高裁判所の判断が他の相続に

おける上記規定を前提とした法律関係に及ぼす影響。 

【結論】①民法 900 条４号ただし書前段の規定は、遅くとも平成 13 年７月当時において、憲

法 14 条１項に違反していた。 

    ②民法 900 条４号ただし書前段の規定が遅くとも平成 13 年７月当時において憲法

14 条１項に違反していたとする最高裁判所の判断は、上記当時から同判断時まで

の間に開始された他の相続につき、同号ただし書前段の規定を前提としてされた

遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的

なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない。 

 

★重要判例（最大判平成 25 年 11 月 20 日〔平 25重判・憲法１事件〕） 

平成 24 年 12 月 16 日に施行された衆議院議員総選挙（本件選挙）について、全国各地の小

選挙区の有権者が、公職選挙法、衆議院議員選挙区画定審議会設置法（区画審設置法）に基づ

く小選挙区の区割りが違憲であるとして提起された選挙無効訴訟において、最高裁は、以下

のように判示した。 

「衆議院議員の選挙における投票価値の較差の問題について、当裁判所大法廷は、これまで、

〔１〕定数配分又は選挙区割りが前記のような諸事情を総合的に考慮した上で投票価値の較

差において憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っているか否か、〔２〕上記の状態

に至っている場合に、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとして定

数配分規定又は区割規定が憲法の規定に違反するに至っているか否か、〔３〕当該規定が憲法

の規定に違反するに至っている場合に、選挙を無効とすることなく選挙の違法を宣言するに

とどめるか否かといった判断の枠組みに従って審査を行ってきた。こうした段階を経て判断

を行う方法が採られてきたのは、単に事柄の重要性に鑑み慎重な手順を踏むというよりは、

憲法の予定している司法権と立法権との関係に由来するものと考えられる。すなわち、裁判

所において選挙制度について投票価値の平等の観点から憲法上問題があると判断したとして

も、自らこれに代わる具体的な制度を定め得るものではなく、その是正は国会の立法によっ

て行われることになるものであり、是正の方法についても国会は幅広い裁量権を有しており、 
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上記の判断枠組みのいずれの段階においても、国会において自ら制度の見直しを行うことが

想定されているものと解される。換言すれば、裁判所が選挙制度の憲法適合性について上記

の判断枠組みの各段階において一定の判断を示すことにより、国会がこれを踏まえて所要の

適切な是正の措置を講ずることが、憲法の趣旨に沿うものというべきである。このような憲

法秩序の下における司法権と立法権との関係に照らすと、上記〔１〕の段階において憲法の投

票価値の平等の要求に反する状態に至っている旨の司法の判断がされれば国会はこれを受け

て是正を行う責務を負うものであるところ、上記〔２〕の段階において憲法上要求される合理

的期間内における是正がされなかったといえるか否かを判断するに当たっては、単に期間の

長短のみならず、是正のために採るべき措置の内容、そのために検討を要する事項、実際に必

要となる手続や作業等の諸般の事情を総合考慮して、国会における是正の実現に向けた取組

が司法の判断の趣旨を踏まえた立法裁量権の行使として相当なものであったといえるか否か

という観点から評価すべきものと解される。」 

「そこで、本件において、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったと

いえるか否かについて検討する。」 

「本件旧区割基準中の１人別枠方式に係る部分及び同方式を含む同区割基準に基づいて定

められた選挙区割りについては、前掲最高裁平成 19 年６月 13 日大法廷判決までは憲法の投

票価値の平等の要求に反する状態に至っていないとする当審の判断が続けられており、これ

らが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っているとする当裁判所大法廷の判断が

示されたのは、平成 23 年３月 23 日であり、国会においてこれらが上記の状態にあると認識

し得たのはこの時点からであったというべきである。 

これらの憲法の投票価値の平等の要求に反する状態を解消するためには、旧区画審設置法

３条２項の定める１人別枠方式を廃止し、同条１項の趣旨に沿って平成 22 年国勢調査の結果

を基に各都道府県への選挙区の数すなわち議員の定数の配分を見直し、それを前提として多

数の選挙区の区割りを改定することが求められていたところである。その一連の過程を実現

していくことは、多くの議員の身分にも直接関わる事柄であり、平成６年の公職選挙法の改

正の際に人口の少ない県における定数の急激かつ大幅な減少への配慮等の視点から設けられ

た１人別枠方式によりそれらの県に割り当てられた定数を削減した上でその再配分を行うも

ので、制度の仕組みの見直しに準ずる作業を要するものということができ、立法の経緯等に

も鑑み、国会における合意の形成が容易な事柄ではないといわざるを得ない。また、このよう

な定数配分の見直しの際に、議員の定数の削減や選挙制度の抜本的改革といった基本的な政

策課題が併せて議論の対象とされたことも、この問題の解決に向けての議論を収れんさせる

ことを困難にする要因となったことも否定し難い。そうした中で、平成 22 年国勢調査の結果

に基づく区画審による選挙区割りの改定案の勧告の期限を経過した後、まず憲法の投票価値

の平等の要求に反する状態の是正が最も優先されるべき課題であるとの認識の下に法改正の

作業が進められ、１人別枠方式を定めた旧区画審設置法３条２項の規定の削除と選挙区間の

人口較差を２倍未満に抑えるための前記０増５減による定数配分の見直しが行われたものと

いえる。 

このような上記０増５減による定数配分の見直しの内容を現に実施し得るものとするため

には、１人別枠方式の廃止及び定数配分と区割り改定の枠組みを定める法改正の後、新たな 
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区割基準に従い区画審が選挙区割りの改定案の勧告を行い、これに基づいて新たな選挙区割

りを定める法改正を行うという二段階の法改正を含む作業を経る必要があったところ、前者

の改正を内容とする平成 24 年改正法が成立した時点で衆議院が解散されたため、平成 23 年

大法廷判決の言渡しから約１年９か月後に施行された本件選挙は従前の定数と選挙区割りの

下において施行せざるを得なかったことは前記のとおりであるが、本件選挙前に成立した平

成 24 年改正法の定めた枠組みに基づき、本来の任期満了時までに、区画審の改定案の勧告を

経て平成 25 年改正法が成立し、定数配分の上記０増５減の措置が行われ、平成 22 年国勢調

査の結果に基づく選挙区間の人口較差を２倍未満に抑える選挙区割りの改定が実現されたと

ころである。このように、平成 21 年選挙に関する平成 23 年大法廷判決を受けて、立法府に

おける是正のための取組が行われ、本件選挙前の時点において是正の実現に向けた一定の前

進と評価し得る法改正が成立に至っていたものということができる。 

もとより、上記０増５減の措置における定数削減の対象とされた県以外の都道府県につい

ては、本件旧区割基準に基づいて配分された定数がそのまま維持されており、平成 22 年国勢

調査の結果を基に１人別枠方式の廃止後の本件新区割基準に基づく定数の再配分が行われて

いるわけではなく、全体として新区画審設置法３条の趣旨に沿った選挙制度の整備が十分に

実現されているとはいえず、そのため、今後の人口変動により再び較差が２倍以上の選挙区

が出現し増加する蓋然性が高いと想定されるなど、１人別枠方式の構造的な問題が最終的に

解決されているとはいえない。しかしながら、この問題への対応や合意の形成に前述の様々

な困難が伴うことを踏まえ、新区画審設置法３条の趣旨に沿った選挙制度の整備については、

今回のような漸次的な見直しを重ねることによってこれを実現していくことも、国会の裁量

に係る現実的な選択として許容されているところと解される。また、今後の国勢調査の結果

に従って同条に基づく各都道府県への定数の再配分とこれを踏まえた選挙区割りの改定を行

うべき時期が到来することも避けられないところである。 

以上に鑑みると、本件選挙自体は、衆議院解散に伴い前回の平成 21 年選挙と同様の選挙区

割りの下で行われ、平成 21 年選挙より最大較差も拡大していたところではあるが、本件選挙

までに、１人別枠方式を定めた旧区画審設置法３条２項の規定が削除され、かつ、全国の選挙

区間の人口較差を２倍未満に収めることを可能とする定数配分と区割り改定の枠組みが定め

られており、前記アにおいて述べた司法権と立法権との関係を踏まえ、前記のような考慮す

べき諸事情に照らすと、国会における是正の実現に向けた取組が平成 23 年大法廷判決の趣旨

を踏まえた立法裁量権の行使として相当なものでなかったということはできず、本件におい

て憲法上要求される合理的期間を徒過したものと断ずることはできない。」 

【争点】衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りを定める公職選挙法（平成 24 年法律第 95 号

による改正前のもの）13 条１項、別表第１の規定の合憲性。 

【結論】平成 24 年 12 月 16 日施行の衆議院議員総選挙当時において、公職選挙法（平成 24

年法律第 95 号による改正前のもの）13 条１項、別表第１の定める衆議院小選挙区

選出議員の選挙区割りは、前回の平成 21 年８月 30 日施行の衆議院議員総選挙当時

と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったが、憲法上要求される

合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、上記規定が憲法 14 条１項

等に違反するものということはできない。 

 


