


序 章
教養として
憲法を学ぶということ

1　教養としての憲法とは何か  

（１）そもそも、教養とは？
憲法について具体的に学び始める前に、まずは本書でいう教養とは何
かについて述べておきたい。教養をどのようなものと説明するかは人に
よってさまざまで、主に読書を通して多様な文化を享受し、自我を内面
的に形成・発展させることだという説明もあれば、教養とは１人で完結
するものではなく、社会の中で何ができるかを知ることだと考える人も
いる。前者はいわゆる教養主義の流れにあり、後者は著名な西洋史家で
ある阿部謹也（1935 年〜2006 年）などによって示された考え方である。
本書では、これまで展開されてきた教養に関する多くの議論を踏まえた
上で、教養という言葉に特に３つの意味をこめて用いることとしたい。
１つ目として、広く深い知識というような意味で教養という言葉を使
う。ここでいう知識とは、タコツボ型の閉じた世界でただ言葉を暗記す
るというようなことではなく、意味を理解するということである。何か
について考えようとするときには、前提となる知識が必要になる。何も
知識を持たないままに、何か意見を述べたりしてみても、それは結局、
個人の価値観や思い込みをぶつけるだけのものになりかねない。だから、
何かを考える土台となるような基礎知識が大切なのであって、さらに、
それはあるどこかのレベルまで得られればそれでよいというものでもな
く、幅を広げて深め続けていく意識を持つことが重要である。





２つ目として、社会と自らを結びつけ、異なる価値観や世界観を認め、
尊重する意識を持ち、市民としての公共的な責任を自覚し、多角的な視
点から問題を発見し解決しようとする姿勢を教養と呼ぶ。そして、その
ために必要となる、情報を集め分析する力、既存の考え方を疑う批判的
な思考力、独自の観点で既存の枠組みから踏み出していく創造的な発想
力、それらを表現して人に伝える能力なども、本書では教養と位置づけ
ることにする。
３つ目として、１人の人間としての人格を形成・発展させていく努力
と、その成果として得られるものという意味で教養という言葉を使う。
ここでいう教養は、多くの哲学・歴史・文学などの読書や芸術作品に触
れ、物事を深く考え、自己を掘り下げ続けることによって徐々に輪郭を
持つものであり、明日使える何かのスキルというものとは真逆である。
このような、いわゆる教養主義的な意味での教養は、現在の大学ではか
なりすたれてしまったものかもしれないが、筆者はなお、学生生活の中
に、哲学書・歴史書などと静かに向き合う時間があるべきだと考えてい
る。

（２）日本国憲法に関する知識
続いて、（１）の教養の３つの意味と憲法とを結びつけ、教養として

憲法を学ぶとはどういうことなのかを考えてみたい。
１つ目の意味において、そもそも憲法というものは市民が作り上げた
ものだから（この「憲法は市民が作り上げたもの」ということも、前提となる
知識の１つである）（→第１章）、憲法の基本原理や基本構造は、市民が理
解しておかなければならないものだといえる。そのため、まずは日本国
憲法に関する最低限の知識を身につける必要があり、さらにそれを広
め・深め続けて、具体的な社会問題を考えていくための基盤となる知識
を蓄積していくことが求められる。ここでいう知識は、（１）で述べた
通り意味を理解するということだから、例えば、ただ立憲主義という言
葉を知っていればよいということではなくて、立憲主義とはいつどのよ



序 章　　教養として憲法を学ぶということ

うな経緯で生まれてきたどのような考え方なのかを知っておくというこ
とである（→第１章）。
また、現代の学問は、伝統的な学問分野のみで切りわけることは難し
くなっており、法学部の所属ではない学生や研究者たちが、法学の素養
を求められるような場合もある。例えば、体外受精、代理母、臓器移植、
クローンなど、先端科学技術に対する倫理的立場からの法規制が、果た
してどこまで許されるのかという問題がある（→第８章）。
さらに、教職課程を履修する学生は、教育現場は憲法や法学との接点
が多い場所であることから、特に広く深い知識を得ておく必要があるだ
ろう。例えば、信仰上の理由で特定の授業が受けられない学生にどう対
応するか（→第８章）、国歌斉唱と国旗掲揚の問題（→第８章）、教育権は
誰のものかという議論（→第10章）など、学校には、自身が専門的に教
える教科の知識だけでは解決できない問題も多くあり、憲法や法学に関
する広く確かな知識が求められる。

（３）思考の訓練と公共的な責任
２つ目の意味において、一般に真理は存在せず、説得的な論理を展開
することに価値が置かれるのが憲法学である。よって、判例と通説とで
見解が異なる場合も多いし、学説の中には多数説や少数説がある。学習
する上では、それらの意義を客観的に捉え、そこで展開される論理に対
して批判的に向き合い、それぞれの考え方は何を重視しているのか、な
ぜ意見の食い違いが生まれているのかなどについて、それぞれの立場を
論理的に説明し、さらに自身の考えを示すことが求められる。このよう
な訓練を通して、問題を発見し解決する力や、情報を集め分析する力、
批判的な思考力や創造的な発想力が培われていくと、筆者は考えている。
また、憲法の各条文に関わる多様な社会問題を見ていくことは、読者の
皆さんと社会とを結びつけるものとなり、市民としての公共的な責任の
自覚を促すものとなるだろう。





（４）日本国憲法と教養主義
３つ目の意味において、憲法学は、法学の各分野の中でも特に、歴史
学や哲学に支えられているという特徴がある。例えば、立憲主義や人権
といった概念や、議院内閣制や違憲審査という制度が、どのような歴史
的な文脈の中で生まれてきたのか、あるいはその背景にどのような思想
史的な流れがあるのかを知っておかなければ、憲法を理解したとはいえ
ないはずである。この点について、本書では、歴史的な考察を詳細に展
開したり、古典を具体的に読んでいったりするようなことはできないが、
各章の根底にはこのような意識が流れている。例えば、第１章コラムで
は、ケルゼンの人生を紹介したり、第12章コラムでは、民主主義の原
理を数学で証明しようとしたコンドルセについて触れたりもしている。
本書でのこれらの学習をきっかけにして、是非多くの古典や歴史学の文
献と向き合う時間を設けてほしい。その時間はきっと、憲法を本質的に
理解するということを超えて、読者の皆さんの人格形成にも何らかの意
味を持つであろう。
では、以上のことを念頭に置いて、具体的な憲法の学習に入っていく
ことにしたい。

2　法学の基礎知識  

（１）憲法と法律
ここでは、憲法を勉強していく上での基礎用語について確認していく。
まずは、そもそも憲法と法律は何が違うかについて説明する。
憲法は、いわゆる六法の１つとして数えられる。六法という言葉は、
明治初期に法学者である箕作麟祥が刊行したフランス法の翻訳書『仏蘭
西法律書』（1874 年）の中で、憲法・民法・商法・刑法・民事訴訟法・
治罪法（現在の刑事訴訟法）を六法と呼んだことに由来するが（なおこれ
は狭い意味での六法であり、広義では法律全般のことをいう）、憲法とその他
の五法とは、実は全く性格が異なっている。





第７章
表現の自由と「知る権利」とは？
─精神的自由権①

　インターネットは、表現の自由を取り巻く環境を大きく変えた。そのお
かげで、国民は比較的手軽にこれまでにない量の情報を得られるようにな
り、情報を発信することができるようになった。国民がテレビや新聞など
のマスメディアから情報を受け取るだけの立場から、情報を伝える主体に
なったのである。しかし、その手軽さゆえ、不適切な写真を投稿する例や、
特定の個人や組織に対する苛烈な攻撃的表現も、よく目にするようになっ
ている。
　表現は外部に情報を発信することだから、誰かを傷つける可能性もある。
と同時に、社会を活性化させ、世論を作り出すのも表現の重要な役割であ
る。果たして表現の自由は、このインターネット時代にどのような意味を
持つだろうか。
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1　インターネット時代の表現の自由  

（１）表現の自由とマスメディアの発展
憲法 19 条が内面的なものの考え方の自由を保障するのに対して、憲
法 21 条は、その考えを外部に自由に発信すること、すなわち表現の自
由を保障している。
憲法 21 条が「言論、出版」と規定するように、演説やビラ、書籍や

雑誌などが伝統的な表現手段であった。表現活動は社会を動かす原動力
となり、そうであるがゆえに権力者にとっては脅威となりうる。検閲制
度を痛烈に批判したイギリスの詩人であるジョン ･ミルトン（1608 年～
1674 年）の『アレオパジティカ』に見られるように、古くから表現活動
は厳しい弾圧や規制を受けてきた。表現の自由の核心は、このような国
家権力からの規制を受けないことである。
マスメディアが発展する中で、表現の自由に期待される役割が変わっ
ていく。時代が進むにつれて、マスメディアは情報・情報伝達を寡占し、
これを受けて国民はテレビや新聞などの情報に頼るところが大きくなり、
国民は、一方的に情報を受け取る立場に立たされるようになった。また、
社会が発展する中で、国家が収集・保持する情報が飛躍的に大きくなっ
ていく。そのような中で、表現の自由に対しては、単に自由な表現活動
を保障するだけでなく、「知る権利」の役割も期待されるようになって
きた。

（２）表現の自由とインターネットの広がり
インターネットが国民の間に広がり始めると、状況は大きく変わる。
今やスマートフォンを手に取って、数回のタップをすれば──あるいは、
タップをするまでもなく自動的に──インターネットにアクセスするこ
とができる。インターネットでは、複製・圧縮・蓄積が容易な膨大なデ
ジタルデータを、伝達経路を固定化することなく、極めて効率的にやり





取りすることができる。これによって、これまでとは比較にならないほ
どに情報は速く流れ、そして広い範囲に届く。瞬時に地球の裏側の情報
を得ることも容易である。環境さえ整えば、必要な情報を自ら大量に入
手することができるようになり、自分の意見や主張を発信することは容
易になった。このように国民は情報の受け手の地位にとどまらず、マス
メディア発達以前の情報の送り手としての地位に返り咲いたともいえる。
しかし、インターネットが抱える問題もまた見逃せない。不適切な情
報が投稿される例は後を絶たないし、いわゆる「炎上」などが生じれば、
苛烈な攻撃的表現で名誉毀損やプライバシー侵害がなされることもある。
その手軽さから、青少年が事件に巻き込まれる例も少なくない。先ほど
挙げたインターネットの特性によって、多くの重大な利益侵害が生じて
いることもまた事実である。
表現の自由は、これまでも極めて重要な基本的人権の１つであったが、
インターネット時代の現在、改めてそのことが身近に感じられるのでは
ないだろうか。

2　表現の自由の保障  

（１）表現の自由の価値
私たちは、「高尚な」議論に限らず、日常的な会話やインターネット
でのやり取りなども含めて、自身の考えや思いを表現し、広く他者との
コミュニケーションを通じて、自分自身の理解を深め、人格的に成長す
ることができる（自己実現の価値）。また、私たちは、主権者として政治
的な意思決定をするに当たって、社会・政治問題や諸施策の内容など多
くの情報を得て、自由に議論がなされる環境を必要とする。このように、
表現の自由は、政治的な意思決定をする上で欠かすことができない権利
でもある（自己統治の価値）。この２つが、表現の自由の価値である。
さらに、表現の自由は国家権力によってひとたび不当な侵害を受ける
と、その侵害を批判すること自体が封殺されることになり、民主的な政
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治過程が大きく損なわれる。そのため、表現の自由は、「傷つきやすく
壊れやすい権利」であるといえる。また、表現は、将来規制されるおそ
れがあるというだけで萎縮しやすい。表現の自由には、このような萎縮
効果を受けないようにすることも含まれると考えられる。日本でも、戦
前の新聞紙条例、出版法といった例に見られるように、表現行為は為政
者から制約を受けることが多かったのである。
こういった価値や機能を持った表現の自由は、「優越的地位」にある。
そのため、国は、表現の自由（さらには、精神的自由）を制約する場合に
は、経済的自由の場合よりも慎重でなければならない（→第９章）。これ
は裁判所が、表現の自由を制約する法律などが憲法に違反していないか
を審査するに当たって、より厳しい基準によらなければならないという
ことを意味する（二重の基準）。大学の学期末試験で考えると、答案（法
律など）を厳しく採点（審査）すれば、当然に不合格（違憲）となる可能
性は高くなる。

（２）情報の流れと表現の自由
憲法 21 条が保障する表現の自由を、文字通り、表現する自由、すな
わち、情報を発信する自由とだけ捉えるのでは十分ではない。その情報
を自由に受け取ることができなければ、情報発信の意味は大きく損なわ
れるため、情報を受け取る自由も含まれる（知る自由）と考えるべきで
ある。また、情報を発信するためには、自由な情報収集は欠かせない
（図表７－１参照）。

出典：筆者作成。

図表７−１　情報の流れ

情報収集 情報提供 情報受領





COLUMN

ヘイト・スピーチ

特定の人種や民族など一定の集団に対する憎悪を煽るような表現を、ヘイ

ト・スピーチという。在日コリアンなどに対して抗議をするデモで過激な表

現が用いられ、その様子がインターネットで公開されたり、ニュースで取り

上げられたりして注目を浴びたことは記憶に新しい。

2009 年には、ある市民団体が、朝鮮学校に隣接する公園の利用問題をきっ

かけに、児童が校内にいる中、威圧的な示威活動を行ったことについて、行

為を行った者が侮辱罪及び威力業務妨害罪で起訴され、学校側が不法行為に

基づく損害賠償請求を行った。刑事事件については、有罪が確定した。民事

訴訟においては、この示威活動は人種差別撤廃条約 4 条 a・b が禁止する

「人種差別」に該当し、民法とこの条約を合わせて解釈した上で、名誉毀損

が成立することを認めた。

日本ではヘイト・スピーチ自体を規制する法律はないが、この判決では現

行の法律・条約の解釈で対応した。しかし一般的には、名誉毀損罪や侮辱罪

は、人種、民族など不特定多数に対する場合は適用できず、常に同様に解決

することができるわけではない。1969 年に発効した人種差別撤廃条約は、

締約国に対して、人種差別を助長する宣伝活動などの処罰を求めている。し

かし、日本は、1995 年にこの条約に加入する際に、表現の自由の保障と整

合する範囲において義務を履行する、という留保をつけた。また、2002 年

には、不特定の集団に対する差別助長表現を規制する規定の書かれた人権擁

護法案が提案されたものの、成立せずに廃案となっている。ヨーロッパ各国

は、ヘイト・スピーチ規制をする国が多く、アメリカは連邦法による規律は

ない（州法にはある）。日本でも、大阪市は、2016 年１月に、ヘイトスピーチ

条例を公布・施行した。この条例は、罰則規定を持たないが、市の審査会が

ヘイトスピーチと認定した場合、その発言内容や団体・氏名を公表すること

を定めている。

表現の自由が保障されているといっても、絶対不可侵ではない。しかし、

こうした事例のような表現も、一方で、政治的な問題提起と捉えれば自己統
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おすすめの本・映像・ウェブサイト

   三谷幸喜原作・脚本「笑の大学」（1996 年）

　演劇の台本に対して警察による検閲がなされるようになった戦時下の日本で、劇
団「笑の大学」の作家と、今まで一度も笑ったことのない警視庁検閲係の「攻防」
が繰り広げられる。映画版（星護監督（東宝、2004 年））とパルコ劇場版がある
（筆者は、劇場版がおすすめ）。

 山崎豊子『運命の人』全４巻（文藝春秋、2010 年～2011 年）

　1971 年の沖縄返還協定に関する日米密約をめぐる、新聞記者と国家権力との戦い
を描いた（小説冒頭にあるように「事実の取材に基づいた」）長編小説。フィクショ
ンではあるが、西山事件が描かれていると想定される。2012 年１月から３月まで
TBS系列で、本木雅弘主演のドラマ「運命の人」としても放送された。

引用参考文献
安念潤司・小山剛・青井未帆・宍戸常寿・山本龍彦編『論点 日本国憲法 〔第２版〕』（東京法
令出版、2014 年）
市川正人『表現の自由の法理』（日本評論社、2003 年）
大石眞・石川健治編『憲法の争点』（有斐閣、2008 年）
駒村圭吾『ジャーナリズムの法理』（嵯峨野書院、2001 年）
駒村圭吾・鈴木秀美編『表現の自由Ⅰ』（尚学社、2011 年）
宍戸常寿『憲法〔第２版〕』（日本評論社、2014 年）
渋谷秀樹『憲法〔第２版〕』（有斐閣、2013 年）
渋谷秀樹・赤坂正浩『憲法２ 統治〔第５版〕』（有斐閣、2013 年）
高橋和之『立憲主義と日本国憲法〔第３版〕』（有斐閣、2013 年）
野中俊彦・中村睦男・高橋和之・高見勝利『憲法Ⅱ〔第５版〕』（有斐閣、2012 年）
松井茂記『インターネットの憲法学〔新版〕』（岩波書店、2014 年）
毛利透『表現の自由』（岩波書店、2008 年）
横大道聡『現代国家における表現の自由』（弘文堂、2013 年）

治の価値に資するとも考えられるし、他方で、思想の自由市場に委ねておけ

ば容易に解決するものでもない。ヘイト・スピーチは、表現の自由を考える

に当たって重要な問題を含んでいる。
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アクセス権　　個人が自らの意見を表明す

るために、マスメディアに対して、意見広

告や反論記事などの掲載を求める権利。マ

スメディアの表現（編集）の自由を侵害す

る、論争的な問題について反論を懸念して

萎縮するおそれがあるといった理由から、

学説は消極的に捉えている。サンケイ新聞

事件（最高裁第二小法廷昭和 62 年４月 24

日判決）で、最高裁は、同じような理由から、

法律の根拠なく新聞社に対する反論権を認

めることはできないとした。〔武市周作〕

→132ページ

芦田修正　　1946 年８月、憲法改正草案が

帝国議会において審議される過程で、衆議

院に設置された帝国憲法改正案委員会小委

員会委員長の芦田均が提案し、認められた

修正。修正は憲法改正草案の複数箇所に渡

るが、現在の議論との関係では、９条２項

の冒頭に「前項の目的を達するため」との

一文が挿入されたことの意図が大きな問題

である。この修正によって、極東委員会や

GHQ は、日本が自衛のための戦力を保持

することが可能になったと見たようだが、

帝国議会での審議からは、そうした変化に

自覚的であった様子は読み取れない。提案

者である芦田均自身の意図についても、学

者によってその見方がわかれている。〔児

玉圭司〕

→72ページ

新しい権利　　日本国憲法制定からしばら

く経つと、社会・経済の変動によって生じ

た新たな問題（プライバシー、環境など）

に対処する──憲法を「更新」する──必

要性が生じてきた。しかし、例えば、プラ

イバシーを保障せよという条文は、憲法の

どこを探しても見当たらない。根拠となる

条文がなければ、裁判で権利を主張し、プ

ライバシー侵害の救済を受けることができ

ない。そこで、憲法に個別の明文規定がな

い「新しい権利」の根拠として、憲法 13

条の幸福追求権に注目が集まった。現在で

は、プライバシー権、環境権以外にもさま

ざまな新しい権利が主張されているが、判

例上認められているものはわずかである。

〔山本龍彦・水谷瑛嗣郎〕

→92ページ

アファーマティブ・アクション　　積極的

差別是正措置（affirmative action）、ポジティ

ブ・アクションともいわれる。もともとア

メリカなどでの人種やセクシュアル・マイ

ノリティの差別是正（優遇措置）のために

展開された理論だが、近年は国連や EU の

指針のもと、世界的に導入されている。女

子差別撤廃条約によれば、アファーマティ

ブ・アクションは、「機会及び処遇の平等

の目的が達成された時に廃止されなければ

ならない」（４条１項）ため、あくまで一時

的な特別措置に限って認められるものとい

えよう。〔岡崎まゆみ〕

→118ページ

附録１
憲法基本用語集





　各章に挙げたおすすめの本・映像・ウェブサイト以外で、本書の読者の皆さん
に是非手に取ってもらいたい本を掲載しました。それぞれの本は、難易度やテー
マに基づいて、４つの Stepに分類しています。
　Step0は「法学部出身の親が教えてくれた、憲法の本質と向き合う本」、Step1

は「法学部に進学した友人がすすめる入門書」、Step2は「法学部の憲法ゼミで勉
強しているバイト先の先輩が、『法律っていろんな勉強の仕方があるよ』とすすめ
てくれた本」、Step3は「将来はロースクールへの進学を考えている先輩の家の本
棚にあった、代表的な憲法の教科書」という設定です。これらの書籍を１冊でも
多く読むことで、憲法に対する理解は、より深く・より広いものとなると信じてい
ます。

Step０

 碧海純一『法と社会』（中央公論社、1967 年）

　法哲学者による高校生・大学１～２年生に向けた法学入門書……といっても単
に易しく書かれた本ではない。法制史、法思想史、（法）社会学など幅広い視点から、
「文化の一部としての法」が、人間社会においてどのように機能し、発展してきた
かを概観する。この紹介文の著者が、高校時代に最初に手に取った入門書でもある。

 芦田均『制定の立場で省みる日本国憲法入門 第一集』（書肆心水、2013 年）

 金森徳次郎『制定の立場で省みる日本国憲法入門 第二集』（書肆心水、
2013 年）

　日本国憲法制定に関わった人物の著書から、当時の立場や考え方がよくわかる
ものを選出して収めた史料集。『第一集』は、「芦田修正」で知られる芦田均、『第
二集』は、憲法担当国務大臣であった金森徳次郎を扱っている。当事者の「生の声」
に耳を傾け、歴史として日本国憲法を考え直すことができる。

附録２
おすすめの本ガイド


