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伊藤真『ファーストトラックシリーズ１ 憲法』訂正表 

 

【2021年６月 24日更新】 
◎５刷への重版にあたり、以下の箇所を修正いたしました。 

 

■15頁 下から 10 行目 

 「憲法は、選挙権は成年者に保障され」を「憲法では、成年者の選挙権は保障されますが」に訂正する。 

 

■60頁 ９行目 

 「研究活動等を続けることが」を「研究活動等を続けることで」に訂正する。 

 

■70頁 14～15 行目 

 「真実であることを証明」を「真実であることが証明」に訂正する。 

 

■95頁 下から２行目 

 「生じた損害」を「生じた損失」に訂正する。 

 

■112 頁 下から８～７行目 

 「教師である国民にあるのか、それとも国にあるのか」を「教師といった国民なのか、それとも国なの

か」に訂正する。 

 

■115 頁 11～12 行目 

 「圧倒的に経済的に有利な」を「経済的に圧倒的に有利な」に訂正する。 

 

■122頁 下から３行目 

 「被った損害」を「被った損失」に訂正する。 

 

■123頁 

 Answer５の３行目「②禁固刑中の」を「②禁錮刑中の」に訂正する。 

 下から２行目「公正な選挙も侵害」を「公正な選挙も阻害」に訂正する。 

 

■138頁 下から 12 行目 

 「規律を定めること」を「規範を定めること」に訂正する。 

 

■228頁 ７行目 

 「その幅内の可能な範囲で、」を「その範囲内で、」に訂正する。 

 

■229頁 最終行～230 頁１行目、230 頁１行目、２行目 

 「と考える考え方」を「とする考え方」に訂正する。 

 

■235頁 ４行目、８行目、16 行目、19 行目 

 「訴訟」を「争訟」に訂正する。 

 

■245頁 下から２行目 

 「②交戦権の否認」を「③交戦権の否認」に訂正する。 

 

 

◎法改正によるホームページのみの訂正 

 

■124頁 ３行目 

 「選挙権は満 20 歳以上」を「選挙権は満 18 歳以上」に訂正する。 

 

■185頁 １～３行目を以下に差し替える。 
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 「にあたると判断しました。しかし、最近（2020 年 11月 25 日）、最高裁において、出席停止

の懲罰の性質や議員活動に対する制約の程度に照らすと、その適否はもっぱら議会の自主的・自

律的な解決に委ねるべきではなく、裁判所が判断できるという判例がでました。」 

 

 

【2019年 10月８日更新】 
◎４刷への重版にあたり、以下の箇所を修正いたしました。 

 

■163頁 ２番目の側注、下から４～３行目 

 「人事院がその処分の適当かどうかについて」を「その処分が適当かどうかについて人事院が」に訂正

する。 

 

 

【2017年６月 30日更新】 
◎３刷への重版にあたり、以下の箇所を修正いたしました。 

 

■38頁 右欄下から３～１行目 

 「なお、第 190 回国会で民法 733 条１項の改正が審議されています。」を削除し、「この判例を受けて民

法 733条は改正されました。」に差し替える。 

 

 

【2016年４月 22日更新】 
◎２刷への重版にあたり、以下の箇所を修正いたしました。 

 

■ⅹⅹⅲ頁 

 下から２行目「自衛隊が海外で戦争に参加する?!―集団的自衛権…247」を「最後に、今もっともトピッ

クな憲法９条を考えてみよう！…246」に変更する。 

 最終行「事項索引……248」を「事項索引……249」に変更する。 

 

■５頁 右欄１行目 

 「窃盗罪は、」を「窃盗罪に関しては、」に訂正する。 

 

■12頁 16 行目 

 「このように外国人にも人権が保障される理由として、人権は国家や憲法がなくとも存在する権利であ

り」を「外国人にも人権が保障される理由としては、人権が国家や憲法がなくとも存在する権利であるた

め」に訂正する。 

 

■13頁 下から２行目 

 「考えられ」の前に「国際慣習法上」を挿入する。 

 

■15頁 

 下から 10～９行目「成年者のみに保障され、未成年者には保障されないと規定しています（15 条３項

⑳）。」を「成年者に保障され（15 条３項⑳）、未成年者には必ずしも保障されていません。」に訂正する。 

 

■17頁 Exercise 

 問題「４」を問題「５」に、問題「５」を問題「６」に、問題「６」を問題「７」に、問題「７」を問題

「４」に、順番を並べ替える。 

 

■29頁 Exercise 

 問題「３」を問題「４」に、問題「４」を問題「３」に、問題「５」を問題「６」に、問題「６」を問題

「５」に、順番を並べ替える。 

 

■38頁 

 本文最終行の下に「平等に関する裁判はたくさんあります。最後に、最新の判例⑭を脇に紹介します。」
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を挿入する。 

 側注として「⑭ ☆再婚禁止期間違憲判決 

民法 733 条１項は、「女は、前婚の解消又は取消しの日から６箇月を経過した後でなければ、再婚をするこ

とができない」と規定していました。父性の推定の重複を回避し、父子関係をめぐる紛争を未然に防ぐ趣

旨とされています。しかし、民法 772 条は、婚姻の成立の日から 200 日を経過した後または婚姻の解消等

の日から 300 日以内に生まれた子を当該婚姻にかかる夫の子と推定していることから、前婚の解消等の日

から 300 日以内で、かつ、後婚の成立から 200 日の経過後に子が生まれる事態を避ければ父性の推定の重

複を回避することができると批判され、最高裁大法廷は、「民法 733 条１項の規定のうち 100 日を超えて

再婚禁止期間を設ける部分は、平成 20 年当時において、憲法 14 条１項、24 条２項に違反するに至ってい

た」との判断を示しました（最大判平成 27 年 12 月 16 日）。 

なお、第 190 回国会で民法 733 条１項の改正が審議されています。」を挿入する。 

 

■39頁 Exercise 問題４解答欄 

 「○ 2【2】」を「× 2【1】」に訂正する。 

 

■45頁 Exercise 問題５ １～３行目 

 「受験生の思想、信条そのものを記載したものであり、また、その思想、信条自体を入学者選抜の資料に

供したとしても、」に下線を挿入する。 

 

■69頁 下から３行目 

 「調整が必要になるところ」を「調整が必要になりますが」に訂正する。 

 

■70頁 

 11行目「から」の次に「簡単に優劣はつけられないため」を挿入する。 

 18行目「立場に立った場合は」を「立場に立った場合に」に訂正する。 

 

■72頁 下から７行目 

 「選挙人の迷惑」を「有権者の迷惑」に訂正する。 

 

■83頁 ８行目 

 「罪刑法定主義は」を「罪刑法定主義のもとでは」に訂正する。 

 

■109頁 ３つ目の側注１～８行目 

 「生存権を具体化する……しかし、」までを削除する。 

 

■120頁 下から６行目 

 「擁護することが目的である」を「擁護することを目的としている」に訂正する。 

 

■137頁 16～21 行目 

 21行目「あります。」の次に「しかし、」を挿入し、16行目の「国会は主権者でもなく、明治憲法下の天

皇のように総攬者③でもありません。」を、「しかし、」の次に移動する。 

 

■144頁 下から９行目 

 「優位させています」を「優位に扱います」に訂正する。 

 

■165頁 下から４行目 

 「内閣不信任決議権」を「内閣不信任決議」に訂正する。 

 

■183頁 最終行 

 「国会」を「国会等」に訂正する。 

 

■186頁 14 行目 

 「政党が自立的に」を「政党が自律的に」に訂正する。 
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■221頁 ９行目 

「その意味は」を「その目的は」に訂正する。 

 

■231頁 

 ６行目、19 行目「ここについては」を「これについては」に訂正する。 

 13行目「憲法の前文には」を「憲法の前文は」に訂正する。 

 14行目「一般には」を「一般的には」に訂正する。 

 

■233頁 

 ３行目、下から９行目「３分の２以上」を「３分の２以上の賛成」に訂正する。 

 下から７行目「2014 年現在」を「第２次安倍内閣になってから」に変更する。 

 

■234頁 Case１の４行目、７行目 

 「行政」を「国」に訂正する。 

 

■235頁 ８行目 

 「具体的な訴訟」を「具体的な訴訟の有無」に訂正する。 

 

■246頁 

 最終行の下に、以下の文を挿入する。 

Topics 最後に、今もっともトピックな憲法９条を考えてみよう！ 

１．憲法の恒久平和主義 

 ９条１項は、「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、国権の発動たる戦争と、

武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」として、

戦争の放棄を定め、９条２項は、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。

国の交戦権はこれを認めない」として、戦力の不保持および交戦権の否認を定めています。つまり憲法は、

戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認を通して徹底した恒久平和主義を宣言しています。 

２．９条の構造 

９条１項には、「国際紛争を解決する手段としては」戦争を放棄するとあるため、一定の限定付きのよう

にも読めます。そのため、１項がどのような戦争を放棄しているのかについてはさまざまな考え方があり

ます。通説は、「国際紛争を解決するための手段として」の戦争とは、国家の政策手段としての戦争、具体

的には侵略戦争を意味すると考えます。つまり、１項は侵略戦争のみを放棄しているのであって、自分た

ちの身を守るための戦争（自衛戦争）を放棄しているわけではないと考えるのです。 

 実は、自衛戦争は１項ではなく２項によって放棄していると考えるのが通説です。つまり、２項は「前

項の目的を達するために」戦力の不保持を宣言しているところ、「前項の目的」とは１項の「正義と秩序を

基調とする国際平和を誠実に希求」することを意味するため、２項前段によって戦力の保持は無条件で禁

止されていると考えられます。また、２項後段では戦いをする権利である交戦権まで否認されています。

このように、無条件で戦力をもつことが禁止され、交戦権まで否定されていることからして、自衛戦争を

行うことは事実上不可能です。したがって、９条２項は、侵略戦争のみならず自衛戦争も禁止していると

考えるのです。 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９条１項の意味 

「国際紛争を解決する手段として」の解
釈 
「国家の政策の手段として」と解釈す
る。 

「前項の目的」の解釈 
 
「正義と秩序を記帳とする国際平和を
誠実に希求」することと解釈する。 

侵略戦争のみを放棄し、自衛戦争は
放棄されていない。 

侵略戦争のみならず自衛戦争も不
可。 

９条２項の意味 
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３．積極的非暴力平和主義 

憲法は、９条により徹底した平和主義を志向しています。しかし、それは戦争をしないだけという消極

的な平和主義ではありません。憲法前文２項では、「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から

免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と述べ、全世界の国民、つまり人類が恐怖

と欠乏を免れるように日本国民がさまざまな手段を講じていかなければならないことを示しているのです。

このような考え方を積極的平和主義といいます。 

わたしたちが講じるべき手段は、軍事力を戦地に派遣することではないはずです。日本には日本の得意

とする手段、たとえば開発援助や復興支援、災害救助といったものがあり、そうした手段により紛争や戦

争の原因となる飢餓や貧困それ自体を防ぐことができるはずです。このように、戦争や紛争が生じてから

そこに自衛隊を派遣するのではなく、戦争や紛争の原因それ自体が生じないような国際貢献を果たすこと

こそがわれわれの講ずべき手段ではないでしょうか。 

このように、自衛隊を派遣するといった武力以外で平和主義を実現する考え方のことを積極的非暴力平

和主義といい、憲法はこの積極的非暴力平和主義こそを目指しているのだということができます。 

４．集団的自衛権の違憲性 

 ９条２項では、戦力の不保持および交戦権の否認が定められていました。この９条２項との関係で最近

議論が活発になっているのが集団的自衛権の違憲性に関するものです。集団的自衛権とは、自国と密接な

関係にある他国が武力攻撃を受けたときには、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず武力を行使し

て阻止できるという権利です。たとえば、A 国と密接な関係にある B 国が、C 国から違法に攻撃を受けた

とします。このとき、集団的自衛権の行使が認められるならば、A 国は自国が攻撃を受けたわけではあり

ませんが、仲間が攻撃を受けていることを理由に、C国を攻撃することができるのです。 

このような集団的自衛権の行使を認める安全保障関連法案が平成 27 年９月 19 日に成立しました。しか

しながら、前述のように、９条２項により戦力の不保持および交戦権の否認が定められているかぎり、集

団的自衛権を行使することは９条に背き違憲であると考えざるをえません。現に、弁護士会や元最高裁判

所裁判官、元内閣法制局長官に加えて９割以上の憲法学者など憲法に深く携わってきた人々が安全保障関

連法案は違憲であると述べ、その是正を求めているのです。 

 憲法を学んだわたしたちとしても、憲法が無視され、憲法に反するような法案が成立してしまっている

現状を黙って見逃すわけにはいかないのではないでしょうか。 

 

■247頁 

「Topics 自衛隊が海外で戦争に参加する?!」を削除する。 

 

■248頁 11 行目 

 「委縮的効果」を「萎縮的効果」に訂正する。 

 

■251頁 

 ５行目「統制権……116」を「統制権……115」に訂正する。 

 22行目「内閣不信任決議権」を「内閣不信任決議」に訂正する。 

 

■248頁以降を、１頁ずつ順送りにする。 

 248→249、249→250、250→251、251→252、252→253、253→254 


