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はじめに 
 

このレジュメのコンセプトは，「法律を楽しく学ぶ」ことです。 

法律を学び始める人は誰でも，分厚い「六法全書」と，何冊にも分かれた「判例

集」と，無味乾燥な文章の羅列された「基本書」に圧倒されます。そして，必要とさ

れる膨大な知識量に，初めから「諦め」てしまう人さえいるかもしれません。 

何とか自分を奮い立たせて，法律書を読み始めても，条文や制度が細かく書かれて

いるばかりで，「一体いつになれば『全体像』が見えてくるのか」とイライラしてき

ます。法律の勉強は，「木を見て森を見ず」という状態に陥りがちなのです。 

こういう「無味乾燥さ」や「木を見て森を見ず」という状態をもたらす原因は何で

しょうか。それは，法律を「所与のもの（既に与えられたもの）」として受け入れ，

どうにかして覚えよう，丸暗記してやろうという姿勢にその原因があるのではないで

しょうか。 

でも，法律は，決して「所与」のものではありません。所詮「何らかの目的を達成

するために人間が作り出した技術」にすぎません。法律は「人を縛る」ために存在す

るものではなく，人が「よりよく生きる」ために作り出された「道具」なのです。 

そうだとすると，「今ある制度や条文が作り出された背景は何なのか？」，「その制

度や条文は，どんな問題をどんな方向性で解決しようとしているのか？」，を十分に

考える必要があるでしょう。それを考えてほしいがために，本書は，「歴史」にもか

なり踏み込んで書かれています。 

このレジュメを読んで，「なるほど！ 日本国憲法の背景にはこんな事情があるの

か」，「日本国憲法ってうまくできてるな」という感想を持ってもらえたならば，「法

律を楽しく学ぶ」という目的は十分に達成できたといえます。 

「これから憲法を勉強するんだ！」などと意気込まずに，肩の力を抜いて，読んで

下さい。 

 



原孝至・基礎講座 導入講義【憲法】 

辰已法律研究所 - 2 -

第１部 憲法総論 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第１章 「憲法」とは何か 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

これから，皆さんと，「憲法」を学んでいきます。では，「憲法」とはいった

い何なのでしょうか？ 

憲法を学習するに際しては，まず，「憲法」とは何かということを明らかに

しなければなりません。研究の対象を正確に捉えることは，あらゆる学問の出

発点だからです。 

 

 

         形式的意味 

     憲法         固有の意味 

         実質的意味         自由の基礎法 

                立憲的意味  制限規範性 

                       最高法規性 

 

 

いきなり「形式的意味の憲法」だの「固有の意味の憲法」だの言われても何のこと

やらさっぱり分からないでしょう。 

「憲法」といってもその概念は多義的なのです。その中でも，重要なものとして

「形式的意味と実質的意味」「固有の意味と立憲的意味」を挙げることができます。 

以下，この違いについて説明します。 
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第１節 形式的意味の憲法と実質的意味の憲法 

 

一 形式的意味の憲法 

＝「憲法」という名前で呼ばれる成文の法典（憲法典）のこと 

ex．「日本国憲法」，「大日本帝国憲法」，「一七条の憲法」 

形式的意味の憲法とは，憲法の存在「形式」に着目した概念です。「憲法」とい

う名前さえ付いていればよいのです。成文の内容がどのようなものであるかにはか

かわりません。 

 

二 実質的意味の憲法 

＝ある特定の内容を持った法のこと 

実質的意味の憲法とは，憲法の「内容」に着目した概念です。憲法がどのような

形態をとっているか（成文か不文か，憲法典の形をとっているか etc．）とは関係

ありません。 

では，いかなる「内容」であれば，実質的意味の憲法にあたるのでしょうか？ 

着目する「内容」ごとに，「固有の意味の憲法」と「立憲的意味の憲法」とがあり

ます。 

１ 固有の意味の憲法 

＝国家の統治の基本を定めた法のこと 

国家には，必ず政治権力とそれを行使する機関が存在しなければなりません。こ

れはその国家が，いかなる社会・経済構造をとろうともいえることです。この機

関・権力の，組織と作用及び相互の関係を規律する「内容」を持つ規範（ルール）

が固有の意味の憲法です。政治権力の組織化をねらいとしています。 

固有の意味の憲法はいかなる時代のいかなる国家にも存在します。例えば，邪馬

台国にも『女王卑弥呼が神の声を聞き，その神の声に基づいて邪馬台国を統治す

る』という「内容」の規範があったわけです（「形式」的には不文だったのでしょ

うが）。 

２ 立憲的意味の憲法（近代的な意味の憲法とも言われます） 

＝専断的な権力を制限して広く国民の権利を保障するという思想（立憲主義）に

基づく国家の基礎法 

立憲的意味の憲法は，歴史的な観念であり，権力を制限して人権を保障すること

をねらいとしています。 
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◆１７８９年フランス人権宣言１６条： 

権利の保障が確保されず，権力の分立が定められていない社会は，すべて憲

法を持つものではない 

 

三 以上の「形式的意味」「固有の意味」「立憲的意味」のうち，憲法の最も優れた特

徴は，その「立憲的意味」にあると考えるべきです。この「立憲的意味の憲法」が

憲法学の対象となる「憲法」なのです。「『憲法』とは何ですか？」と聞かれれば，

「国家権力を制限して人権を保障する法規範だ」ということです。 

これから，皆さんとこの「立憲的意味の憲法」について学んでいきましょう。 

 

 

第２節 立憲的意味の憲法の特質 

 

①自由の基礎法 

②制限規範性 

③最高法規性 

 

立憲的意味の憲法の特質といえば，①②③の三つです。この三つの特質は覚えてお

きましょう。 

以下，①②③について説明します。 

 

一 自由の基礎法 

１ 立憲的意味の憲法とは，立憲主義に基づく国家の基礎法をいいます。そして，立

憲主義とは，専断的な権力を制限して広く国民の権利を保障するという思想です。

つまり，「立憲的意味の憲法」の目的は，国民の権利・自由を守ることにあります。

したがって，「立憲的意味の憲法」は，まず，国民の権利・自由を守る「自由の基

礎法」としての特質を持っているということができます。 

２ この立憲主義という考え方は，フランス革命を中心とする近代市民革命の頃に生

まれました。この頃になって初めて，「個人」に着目するようになったのです。そ

れまでは，国民は「個人」として見られるのではなく，「身分」というもので十把

一絡げにされていました。「身分制社会」です。立憲主義の源は，「身分制社会はお

かしい，こんな社会はぶち壊そう！」という考え方なのです。なぜ，中世には身分
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制社会が存在したのでしょうか？ また，なぜ，身分制社会を壊したいという考え

が生じたのでしょうか？ 

中世の人口は，だいたい現在の１０分の１から２０分の１です。野原に草ぼうぼ

うで，非常に人のまばらな社会です。しかも，生産力の低さときたら，現在の２０

分の１どころではありません。一粒蒔いた米や麦がせいぜい十数粒にしかなりませ

ん。虫がくれば手で追い払い，雑草が生えれば手で抜きます。ちょっとした怪我を

しただけで破傷風で死んでしまいます。繰り返し襲ってくる飢饉や疫病の中で，ま

ず皆が生きていくことが何よりも大切です。飢饉になれば，他の村と戦い，食料を

奪って，自分たちの生活を守っていかなければなりません。人が「村」から出てい

けば死んでしまうので，寄り集まって生きていくしかないのです。そういう中でで

きたのが「関所」であり，「身分制社会」なのです。皆が生き残るためには，個人

が自らこの「共同体秩序」を破ることはタブーでした。 

ところが，生産力が向上し，自ら消費しても残るものが出てくると，これをよそ

に持っていって売る人が現れます。商人の登場です。彼らにしてみれば，身分や土

地に縛り付けられることは，才能を活かす上での障害に他なりません。「俺達は自

分の才覚で生きていける。それを邪魔するのが身分や土地だ。それらから逃れたい。

自由に生きられる社会が欲しい」。さらに「たった一人の王様や殿様が様々なルー

ルを決めるのはおかしい。皆で決めたい」。そういう人たちによって，近代市民革

命は担われます。実際には，封建制の中で，商業や製造に携わりながら財を蓄えた

「ブルジョワジー」という人たちが，不合理な身分制からの解放を求めて，近代市

民革命を起こしました。 

３ 憲法論的に考えると，身分から個人を解放することが近代市民革命の大きな役割

だったのです。身分の特権を保障するのではなくて，個人の人権を保障しようとい

うのが近代市民革命でした。ですから，近代市民革命を経た立憲的意味の憲法の特

質は「個人」に着目し，その「個人」の人権を保障することを目的とする点にあり

ます。この意味で，立憲的意味の憲法は自由の基礎法といえます。一人一人の個人

の自由，すなわち人権を定めた法だということです。 

 

二 制限規範性 

１ 制限規範性とは，国家権力を「制限」する性質をいいます。 

先に述べたように，立憲的意味の憲法は，国民の権利・自由を保障する「自由の

基礎法」であるという特質を持っています。 

近代市民革命の当時，国民の権利・自由の保障は，国民の自由競争を通じて実現

されるものと考えられ，したがって，国家は国民生活へみだりに介入すべきではな
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いと考えられていました。「俺達は俺達の才覚で生きていくんだ！ 俺達には俺達

のやり方があるんだ！ お上はごちゃごちゃ口出しせず，放っておいてくれればい

いんだ！」というわけです。 

つまり，国民の権利・自由の保障という目的を実現するためには国家権力を制限

する必要があるというわけです。 

したがって，「立憲的意味の憲法」は，国家権力を制限する「制限規範」として

の特質を持っているということができます。 

２ もちろん，個人を尊重し，一人一人が幸福に生きられるようにするためには，自

由放任とばかりも言っていられません。法律を作って，必要最小限の規制を設け，

秩序を形成することはどうしても必要です。「車は左，人は右」とか，「覚せい剤や

めますか？ それとも人間やめますか？」のようなものです。その結果，国民は，

道の真ん中を悠々と散歩する自由や，覚せい剤を射って恍惚とする自由は制限され

ることになります。でも，これはやむを得ないことですよね。国家が国を治めるに

あたり，国民の権利・自由に対して必要最小限の制限を加えることは，認めざるを

得ないのです。 

しかし，あくまでも「必要最小限」の制限が許されるだけです。国家が全く好き

勝手に国民の権利・自由に対して制限を加えてよいとすると，これは大変なことに

なりますよね。 

例えば，かつての治安維持法のように「政府に対する批判は絶対に許さない。そ

のような者がいたら，特高警察がやって来て拷問を加える」ことの根拠になった法

律が作られたり，戦時下のように「新型爆弾（＝原子爆弾）について口にしただけ

で，憲兵に連れ去られる」という行政が行われたりしたら，国民の権利・自由も何

もあったものではありません。今の状況にあてはめてみて下さい。公共事業に湯水

のごとく税金が使われようが，旧厚生省の失政により薬害エイズが起きようが，官

僚達が接待漬けになろうが，マスコミをはじめ我々国民は政府に対する批判を一切

口にできないことになります。 

そこで，国家が好き勝手をしないように，国家権力の行使に歯止めをかけるもの，

国家を制限していくものが必要となります。それが「憲法」なのです。憲法に適合

しない立法・行政は行えないというわけです。つまり，「法律」が国民の権利・自

由を制限するものであるのに対し，「憲法」は国家権力側を制限して国民の自由を

守るものなのです。 
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 憲 法  

↓ ←国家権力を制限 

 国家権力（法律・行政） 

↓ ←国民の権利・自由を制限 

 国 民  

 

 

「憲法」は国家権力側を制限するものであるということは，日本国憲法９９条に

も現れています。 

 

◆９９条：天皇又は摂政及び国務大臣，国会議員，裁判官その他の公務員は，

この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 

 

日本国憲法は，憲法を守らなければならないのは「公務員」だと言っています。

「国民」ではありません。これは，「憲法」が国民ではなく，公務員に向けられてい

るということを意味します。すなわち公務員という国家権力の担い手に対して憲法を

尊重し擁護しろと命じているわけです。 

 

三 最高法規性 

１ 立憲的意味の憲法がこのように国民の権利・自由を守る「自由の基礎法」であり，

国家権力に制限を加える「制限規範」であることになると，全ての国家権力よりも

上位にあり，全ての国家権力に歯止めをかけられる位置になければなりません。す

なわち，憲法に反する国家権力の行使は，その効力が認められないということが必

要になります。 

このように効力の点で憲法が国の法体系において最上位にあることを「最高法規

性」といいます。立憲的意味の憲法は「自由の基礎法」であり，「制限規範」であ

ることから，「最高法規性」という特質を持っているということができます。 

２ 効力の点で憲法が国の法体系において最上位にあるということは，例えば，憲法

の内容に矛盾する内容の法律があるとすると，その法律は無効になってしまうとい

うことです。 
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◆９８条１項：この憲法は，国の最高法規であつて，その条規に反する法律，

命令，詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は，

その効力を有しない。 

 

このように国の法体系において憲法が最上位にあることを，憲法の「形式的最高

法規性」といいます。 

 

 

※ 国法秩序の段階構造（byケルゼン） 

憲法→法律→命令→処分 

・命令：行政府の定立する法規範。 

政府が制定するものが政令。各省庁が制定するものが省令。 

・処分：行政や裁判所における一定の意思決定。 

 

 

３ 憲法の形式的最高法規性の根拠はどこに求められるのでしょうか。 

それは，憲法が人権保障の体系だからです。憲法の内容が，人間の権利・自由を

あらゆる国家権力から不可侵のものとして保障する規範，すなわち人権規範を中心

として構成されているからこそ，憲法は最高法規なのです。「自由の基礎法」であ

ることが憲法の最高法規性の根拠となっているのです。 

これを明らかにしたのが，９７条です。 

 

◆９７条：この憲法が日本国民に保障する基本的人権は，人類の多年にわたる

自由獲得の努力の成果であつて，これらの権利は，過去幾多の試練

に堪へ，現在及び将来の国民に対し，侵すことのできない永久の権

利として信託されたものである。 

 

９７条は，憲法に最高法規性があるとは，一言も言っていません。人権がいかに

大切なものであるかを高らかに謳っている条文です。人権の大切さを謳う条文が，

なぜ「第１０章 最高法規」の冒頭にあるのでしょうか。本来は基本的人権を定め

る「第３章 国民の権利及び義務」の冒頭にあるべき条文なのではないでしょうか。 

それが，あえてこの位置にあるということは，この９７条こそが憲法の最高法規
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性の根拠を述べる条文だと考えられます。「憲法はこんなにも大切な人権を守ろう

としている。だからこそ憲法は最高法規なのだ」という流れです。 

４ そして，この最高法規性を確保するためには，憲法はそうそう簡単には改正され

てはならないわけです。 

 

◆９６条１項：この憲法の改正は，各議院の総議員の三分の二以上の賛成で，

国会が，これを発議し，国民に提案してその承認を経なければ

ならない。この承認には，特別の国民投票又は国会の定める選

挙の際行はれる投票において，その過半数の賛成を必要とす

る。 

◆５６条１項：両議院は，各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ，

議事を開き議決することができない。 

２項：両議院の議事は，この憲法に特別の定のある場合を除いては，

出席議員の過半数でこれを決し，可否同数のときは，議長の決

するところによる。 

◆５９条１項：法律案は，この憲法に特別の定のある場合を除いては，両議院

で可決したとき，法律となる。 

 

法律に比べて憲法が格段に改正しにくいということは，お分かりいただけるで

しょう。このことを硬性憲法といいます。 

５ 以上より，「９７条で人権の大切さを謳っている。これだけ大切な人権を守ろう

としている。だから，憲法は最高法規であるという９８条１項が出てくる。また，

憲法はそう簡単に改正できないものだという９６条が出てくる」。こういう構造を

理解して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

９７条：基本的人権の永久不可侵性    ９６条：硬性憲法 

    ＝憲法の実質的最高法規性 

                    ９８条１項：憲法の形式的最高法規性 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第２章 何のために憲法はあるのか 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

私たちが生まれたとき，すでに国家権力があり，お役所もあり，役人もいま

した。人権を保障し，国家権力を制限する成文の「憲法典」もありました。 

では，その「憲法」は，何のためにあるのでしょうか？ 

 

何のために憲法はあるのか？ その答えを見つけるために，「もし憲法がなかった

らどんな社会になるのか？」を考えてみましょう。 

世の中には，様々な人が，様々なことを考え，様々な生き方をしています。しかも，

その一人一人が自らの幸せを願い，欲望を満たしたいと考え，そのために行動してい

ます。すべての人が欲望のままにやりたいことをやることを放置しておくと，世の中

はどうなりますか？ あちこちで衝突が起こり，お互いに傷つけ合うことになります。

そのまま放っておけば，強い者が勝ち残る社会，弱肉強食の恐ろしい社会になります。 

憲法とは，そんな恐ろしい世の中にならないように，「何とかうまく調整しましょ

う」，「衝突したら調整しましょう」というかたちで，自分たちの生きていく社会につ

いて約束したものです。多種多様な人々が共存共栄するための「社会契約」こそが憲

法なのです。 

ですから，私たちも，憲法を「生まれた時にもうあったもの」，「すでに与えられた

もの」として捉えるのではなく，「衝突したら，どう調整するのか」，「どうすれば共

存共栄していけるのか」，という発想で考えなければなりません。 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第３章 法の支配 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

立憲的意味の憲法は，専断的な権力を制限して広く国民の権利を保障すると

いう思想（立憲主義）に基づいているということは説明しました。 

この立憲主義思想は，「法の支配」という考え方と密接に結びついていま

す。また，「法の支配」と類似する考え方に「法治主義」というものがありま

す。 

「法の支配」「法治主義」の意義，両者の考え方の違いを見ていくことにし

ましょう。 

 

 

第１節 法の支配と法治主義 

 

一 法の支配 

法の支配というのは，国民の権利・自由を守るために，人（＝権力者）による恣

意的統治を排し，「正しい法」によって国家権力を制限するという考え方です。法

の支配は英米法の根幹に関わるものとして発展してきた考え方です。法の支配のこ

とを，英語では「rule of law」といいます。 

 

二 法治主義 

これに対して，法治主義というのは，議会の制定する「法」（＝法律）に基づい

て国政が行われなければならないという考え方です。法治主義にいう「法」は「正

しい法」である必要はありません。議会が制定した「法」でさえあれば，その内容

の合理性は問題とならないのです。法治主義は大陸法において採られてきた考え方

です。法治主義のことを，英語では「rule by law」といいます。 
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三 法の支配と法治主義の比較 

「法」によって権力を拘束する点では，法の支配も法治主義も同じ意図を持って

います。しかし，実は，両者は，その内容及び歴史的な沿革を著しく異にする考え

方なのです。 

 

 法の支配 法治主義ないし法治国家 

共通点 ともに法による国家権力のコントロールを意図している。 

相違点 

① 

市民階級の立法過程への参加の

原則が前提となっているので，

国民がその権利・自由を守るこ

とを建前とする民主主義と結合

している。 

もっぱら，国家作用が行われる

形式・手続を示すに過ぎず，い

かなる政治体制とも結合する。 

相違点 

② 

法の内容の合理性という実質的

要件を含む観念である。 

形式的な法律であれば足り，法

律内容の合理性は要求されてい

ない。 

 

 

第２節 英米法と大陸法 

 

一 「法による統治」の必要性 

人々が小さい封建的共同体の中で生活しているときは，「法の支配」でなくても

「人の支配」で十分でした。共同体の中では，顔も性格もほぼ分かっているので，

お互いに「気遣い」，「思いやり」，「共通の道徳・倫理」などを説きながら何とか

やっていけたのです。 

ところが，そのような同質的な社会に生活習慣も考え方も異なる異質な人々が入

り込んでくると，もはや「人の支配」ではやっていけません。例えば，居住用とい

うことで家を貸したところ，室内で当然のごとく家畜を飼われたり，焚き火をされ

たり，遠縁の親戚一同が全て住んだりという事態が生じたとします。大家は「住む

だけの約束じゃないか！」と激怒します。これに対して，店子は「我々にとっては，

馬も牛も羊も豚も家族だ！ こんなに寒い日は家の中でも火で暖をとるのは当たり
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前だ！ 自分の孫の妻の叔父さんの再従兄弟も大切な家族だ！」と逆ギレします。

これは，一方が正しく，他方が誤っているということではありません。お互いの生

活習慣や考え方が違えば，どうしても，このような「衝突」が生じてしまうわけで

す。 

こういう異質の人々が混在し，共生していることを前提とすると，誰にも分かる

共通のルールを予め作っておく必要があります。そのルールこそが「法」なのです。 

この「法」の扱われ方は英米法と大陸法とでは大きく異なっています。両者の違

いは，近代市民革命の過程において，議会と裁判所の果たしてきた役割が，大陸と

英米とで異なっていることに由来すると考えられます。 

 

二 大陸法において法治主義が生まれた背景 

大陸法というのは，ヨーロッパ大陸の法体系のことです。ドイツ法やフランス法

のことと思って下さい。 

大陸，特にフランスでは，「アンシャン・レジーム」と呼ばれる打倒すべき旧体

制が存在しました。強大な絶対王政です。そこでは，強大な王権の下で貴族が裁判

官職を独占し，王権と裁判所が結びついて国民を抑圧していました。ですから，国

民は裁判所に対して不信感を抱いていました。フランス革命で最初にバスティーユ

監獄が襲撃されたのも，このことと深い関わりがあります。つまり，革命軍には政

治犯としてとらわれた同志を奪還する目的だけでなく，貴族に独占された旧体制の

裁判所への抵抗という目的もあったのです。 

そのため，革命権力は「自分たちのことは自分たちで決めるのだ」という決意の

もと，まず国王から立法権を奪い，その上で議会を通じて国王や裁判所に対抗する

という形で，市民革命が実現されていったのです。「議会」は市民革命で旧体制を

打ち破った革命軍＝国民代表により構成されていたわけです。したがって，フラン

スでは，伝統的に議会に対する信頼が厚く，議会で定める法律が一番信頼できるも

のだと考えるのです。「自分たちの代表者がおかしなことをするわけがない。行

政・司法の担当者は自分たちの代表が決めた法律さえ執行してくれればいいんだ。

そうすれば，自分たちの人権は守られるのだ」と考えるわけです。 

これが「法治主義」の考え方が生まれた歴史的背景です。 
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三 英米法において法の支配が生まれた背景 

英米法というのは，イギリス・アメリカの法体系のことです。 

１ イギリスの場合 

イギリスでは，議会と裁判所が力を合わせて国王の権力を制限する形で市民革命

が実現されたため，フランスのような裁判所に対する不信はなく，また，議会を裁

判所に比べて特に信頼するということもありませんでした。当然，議会で定める法

律が一番信頼できるものだという考えも生まれませんでした。 

また，イギリスは島国といっても大陸に近いところにあります。もともとイギリ

スにはケルト人が住んでいたところへ，ローマ人，ゲルマン民族，ノルマン人等々

の侵略を度々受けました。大陸なら侵略があれば逃げていけます。でも，イギリス

の西方には大西洋が茫々と広がるばかりで逃げようがありません。結果，イギリス

は異民族によって支配され続けることになりました。例えば，１０６６年にフラン

ス人のノルマンディー公ウィリアムがイギリスを征服してノルマン王朝をたてまし

た。これをノルマン＝コンクェストといいます。 

フランス人に統治された瞬間に，いきなりフランス法で裁かれるのではたまった

ものではありません。そこで，誰が支配者になろうと人間のバランスとして当然守

るべき共通法（common law）が，慣習や裁判の中で生み出されました。そして，

このような common law には国王や議会を含めた全ての国家権力が拘束されると

いう考え方が確立されたのです。 

これが「法の支配」という考え方の原型です。 

 

２ アメリカの場合 

アメリカでは，「代表なくして課税なし」のスローガンに象徴されるように，イ

ギリス議会の不当な立法（とりわけ課税立法）に対する反抗ということが独立運動

のきっかけになったという歴史があります。議会に対する不信が強く，フランスの

ように議会が作った法を絶対に信頼すべきだという考え方が生まれる余地もありま

せんでした。そこで，アメリカにおいても，議会を含めたあらゆる権力が正義の法

に拘束されるという「法の支配」の考え方が採用されたのです。 
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四 以上より，「法の支配」と「法治主義」の違いは，英米法と大陸法における議会

と裁判所の関係の違いに由来するということがお分かりいただけたでしょう。 

英米法と大陸法における議会と裁判所の関係の違いを次ページに図示しておきま

す。 

この違いは，権力分立，違憲立法審査権のところでも反映されることになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 法の支配の内容 

 

①憲法の最高法規性の観念→９８条１項 

②基本的人権の尊重→１１条・９７条 

③適正手続→３１条 

④司法権の優越→８１条 

この４つの内容はとても重要です。しかし，現段階では「法の支配にはこの四つの

内容があるのだ」ということを押さえておいていただければ十分です。 

 

国民 

 

選挙 

 

立法府 

 

 

行政府  司法府 

大陸法型 

国民 

 

 

 

 

 

 

行政府   立法府   司法府 

英米法型 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第４章 日本国憲法の基本原理 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

憲法とは国家権力を制限して人権を保障する法規範であるということはお分

かりいただけたと思います。 

では，憲法には何が定められているのでしょうか？ そこにはどんな考え方

が貫かれているのでしょうか？ 

本章では，日本国憲法の各条の根底に流れる基本原理について説明します。 

 

 

第１節 総説 

 

日本国憲法の三つの基本原理といえば，①基本的人権の尊重，②国民主権，③平和

主義，であるということは，小学校の「社会」や中学校の「公民」でも習いました。 

これらの原理がとりわけ明確に宣言されているのが憲法前文です。 

これらの原理の相互の関係というのはとても難しいのでこのテキストでは深入りし

ません。ただ，根本にあるのは「個人の尊重」であるということは押さえておきま

しょう。三つの原理は「個人の尊重」を通じて，相互に不可分に関連しているのです。 

 

 

                                法の支配 

              ①基本的人権の尊重～自由主義 

      広義の          （前文・１３条）     権力分立 

       民主主義 

 

              ②国民主権（前文・１条）～民主主義   代表制 

 

              ③平和主義（前文・９条） 

 

人
間
の
尊
厳 



原孝至・基礎講座 導入講義【憲法】 

辰已法律研究所 - 17 -

第２節 国民主権 

 

一 立憲的意味の憲法は全ての価値を「個人」においています。全ての価値の根元が

「個人」にあるとなれば，政治も「個人」の考えに基づかなければならないという

ことになります。「一人一人の『個人』を大切にしましょう。そのためには，その

個人の意見を尊重して，それを積み上げて政治を行いましょう」。つまり一人一人

の国民こそが，国の政治のあり方を決める最終かつ最高の権威を持っているという

こと，それが国民主権です。国民主権については，前文及び１条に規定されていま

す。 

 

◆前文１段：日本国民は，正当に選挙された国会における代表者を通じて行動

し，（中略），ここに主権が国民に存することを宣言し，この憲法

を確定する。そもそも国政は，国民の厳粛な信託によるものであ

つて，その権威は国民に由来し，その権力は国民の代表者がこれ

を行使し，その福利は国民がこれを享受する（後略）。 

◆１条：天皇は，日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて，この地位

は，主権の存する日本国民の総意に基く。 

 

 

二 近代市民革命前は，「個人」は着目されていませんでした。当時は，「君主」の考

えに基づいて政治が行われていました。これを「君主主権」といいます。中世にお

いては，君主一人に「主権」があり，他の臣民は君主の主権に服していました。象

徴的な言葉として，ルイ１４世の「朕は国家なり」というのがあります。近代市民

社会は，この「君主原理」を否定し，「個」人一人一人に全く対等平等な「人権」

があるという天賦人権思想の上に成立したのです。イギリスの清教徒（ピューリタ

ン）革命や，フランス革命の過程で，国王が殺され君主制度が廃止されたのは，一

つには，国王が暴政を行ったからという点にあります。もう一つには，万人が等し

く「人権」を有するという原理・原則を承認し，生み出す上で，君主制度を打倒す

るのは歴史的必然だったという面もあるのです。 

つまり，国民主権とは，歴史的に見れば，国民一人一人が主権を有し，君主が主

権者ではないということを意味するのです。 
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三 国民主権を実現していく方法としては，直接民主制と間接民主制があります。直

接民主制というのは，国民自身が直接に政治的意思を表明する制度です。間接民主

制というのは，国会議員などの国民の代表者を通じて間接的に政治的意思を表明す

る制度です。日本国憲法は間接民主制を原則にしています（前文１段，４３条１

項）。 

 

◆前文１段：日本国民は，正当に選挙された国会における代表者を通じて行動

し，（後略）。 

◆４３条１項：両議院は，全国民を代表する選挙された議員でこれを組織す

る。 

 

そして，例外的に直接民主制的制度が三つだけ規定されています。最高裁判所の

裁判官の国民審査（７９条２項），地方特別法の住民投票（９５条），憲法改正（９

６条），です。 

 

◆７９条２項：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，その後十年を経過した後

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。 

◆９５条：一の地方公共団体のみに適用される特別法は，法律の定めるところ

により，その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意

を得なければ，国会は，これを制定することができない。 

◆９６条１項：この憲法の改正は，各議院の総議員の三分の二以上の賛成で，

国会が，これを発議し，国民に提案してその承認を経なければ

ならない。この承認には，特別の国民投票又は国会の定める選

挙の際行はれる投票において，その過半数の賛成を必要とす

る。 

２項：憲法改正について前項の承認を経たときは，天皇は，国民の名

で，この憲法と一体を成すものとして，直ちにこれを公布す

る。 
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第３節 平和主義 

 

戦争が起こると，個人の生命・身体・自由・財産などが，重大な危険にさらされて，

人権の保障を全うすることは極めて困難になります。平和が維持されることは，個人

の尊厳が確保され，人権保障が全うされるための不可欠の前提となります。平和主義

も「個人の尊重」と結びつくわけです。 

殊に，第二次世界大戦は，戦争が人類に対していかに悲惨な結果をもたらすもので

あるかを痛感させました。とりわけ，我が国は世界で唯一の原爆被爆国となりました。

この悲惨な過去を踏まえ，我が国は，近代の作り出した最後の呪縛である「ナショナ

リズム」を捨て，徹底した「平和国家」を指向したのです。これは比較憲法論的に見

て，日本国憲法の最大の特色といわれています。 

平和主義は，前文及び９条に規定されています。 

 

◆前文１段：日本国民は，（中略），政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こ

ることのないやうにすることを決意し，（後略）。 

２段：日本国民は，恒久の平和を念願し，人間相互の関係を支配する崇

高な理想を深く自覚するのであつて，平和を愛する諸国民の公正

と信義に信頼して，われらの安全と生存を保持しようと決意し

た。われらは，平和を維持し，専制と隷従，圧迫と偏狭を地上か

ら永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において，名誉ある地

位を占めたいと思ふ。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。 

◆９条１項：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。 

２項：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。 
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９条は「戦力の不保持」を規定します。では，自衛隊は「戦力」ではないのでしょ

うか？ 素朴な疑問ですよね。実は，９条をどう解釈するかにより，「自衛隊は９条

に反するか？」という問題の答えが異なってきます。しかし，９条の解釈は極めて複

雑です。そこで，このテキストでは，深入りしないことにします。 

 

 

第４節 基本的人権の尊重 

 

基本的人権の尊重については，多くの説明が必要です。第２部で説明しましょう。 
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第２部 基本的人権 
 

 

憲法の基本原理を現実のものにするために各条文が定められています。 

憲法の構成は大きく二つに分かれます。一つは主権者である国民の権利（人

権）について，もう一つは国民の信託を受けた国家の統治機構についてです。 

第２部では，人権の内容とその制約について説明します。 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第１章 人権の歴史 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

人権の歴史といわれると，イギリスのマグナ・カルタ（１２１５）や権利請

願（１６２８），権利章典（１６８９），フランス人権宣言（１７８９）を思い

浮かべる方が多いでしょう。もちろんそれら個々の内容も重要です。しかし，

歴史の「流れ」という観点から見ると，人権には， 

①国民権から人権へ 

②自由権から社会権へ 

③法律による保障から憲法による保障へ 

④国内的保障から国際的保障へ 

という大きな「流れ」があります。 

ここでは，この「流れ」を概観していきましょう。 
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第１節 国民権から人権へ 

 

一 「国民権から人権へ」という流れは，欧米における中世から近代にかけてのもの

です。日本でいうと，明治憲法から日本国憲法への流れということになります。 

 

二 人権思想はイギリスで最初に登場しました。＊マグナ・カルタ（１２１５）は，

王に対して，諸侯（＝貴族）が身分の特権の保障のために作った一番古い憲法だと

いわれています。さらに，＊権利請願（１６２８）や＊権利章典（１６８９）は，

近代人権宣言の前史において大きな意義を有します。 

 

＊ 高校で世界史を選択しなかった方のために，マグナ・カルタ，権利請願，権利章典の内容について，簡単に説明し

ます。 

マグナ・カルタ：国王大権の濫用禁止，正当な裁判手続の保障，課税権の制限などを含む封建契約の再確認をした。 

権利請願：国王が，議会の承認なしに，租税を賦課し，又は財産を徴収することを禁止し，また人身の自由を保障さ

せようとした。 

権利章典：国王が，議会の同意なしに，法律の効力を否定したり，法律の適用を免除したり，常備軍を設置したり，

課税したりすることを禁止した。 

 

イギリスは人権の母国であるといわれます。国王の大権を制限しようという発想

が，１３世紀に出てきたこと自体すごいことです。我が国では，鎌倉時代。「いざ

鎌倉」。封建社会のまっただ中です。 

しかし，これらの文書において宣言された権利・自由は，イギリス人のための，

アングロサクソンのための権利・自由です。イギリス人が歴史的に持っていた権利

や自由，すなわち，イギリス人の「国民権」を保障したに過ぎなかったのです。 

 

三 その「国民権」が近代的な「人権」へと脱皮したのは，１８世紀末からの近代市

民革命の時期です。そこには，ロックやルソーの説いた社会契約論や自然権思想が

大いに影響を与えました。「人間は生まれながらにして自由であり平等である」と

いう観念を基本にした人権宣言が作られたのです。 
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第２節 自由権から社会権へ 

 

一 「自由権から社会権へ」という流れは，１９世紀から２０世紀初頭にかけてのも

のです。 

 

二 まず，自由権とは何か，社会権とは何か，について説明します。 

１ 自由権 

自由権とは，国家が個人の領域に対して権力的に介入することを排除し，個人

の自由な意思決定と活動を保障する人権のことです。「自分は自由にやりたい。

好き勝手にしたい。お上は口を出すな」というのが自由権です。自由権のことを，

「国家からの自由」といいます。 

２ 社会権 

社会権とは，社会的・経済的弱者が，人たるに値する生活を営むことができる

ように，国家の積極的な配慮を求めることができる権利です。例えば，「自分は

病気になってしまいましたが，治療代を払えません」という人のために，医療保

険の制度があります。その人は，国に対して「治療費をくれ」と請求できます。

また，「リストラされて，失業してしまいました。次の仕事が見つかるまで，生

活費もままなりません」という人のために，雇用保険の制度があります。その人

は，国に対して「生活保障をしてくれ」と請求できます。社会権は，国に要求す

る，国に作為を求める権利であると考えて下さい。社会権のことを，「国家によ

る自由」といいます。 

社会権を保障した最初の典型は，ワイマール憲法（１９１９）です。 

 

◆ワイマール憲法１５１条：経済生活の秩序は，すべての者に人間に値する生

活を保障することを目的とする正義の原則に適合

しなければならない。 

 

三 「立憲的意味の憲法の特質」の「自由の基礎法」のところで説明したように，

人々は近代市民革命で中世の身分的拘束を打ち破り，「自由」を勝ち取りました。

当時，国民の権利・自由の保障は，国民の自由競争を通じて実現されるものと考え

られ，したがって，国家は国民生活へみだりに介入すべきではないと考えられてい

ました。「俺達は俺達の才覚で生きていくんだ！ 俺達には俺達のやり方があるん
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だ！ お上はごちゃごちゃ口出しせず，放っておいてくれればいいんだ！」という

わけです。すなわち，人権＝自由権＝国家からの自由，と考えられていました。 

これは，近代市民革命の担い手（＝スポンサー）が，ブルジョワジーと呼ばれる，

中世に生まれながら中世の社会制度を食い破ることとなった有産階級（知識，教養，

富を兼ね備えている人々のこと。単なる「成金」ではありません）であったことと

無関係ではありません。この人々（階級）の求めたものは「我々には能力がある。

その能力を十分に発揮させるために，お上は口出ししないで，自由にやらせろ」，

「能力ある我々に発言させろ」，「王に代わって，我々に国事の決定を委ねろ」，と

いうものでした。 

有産階級に担われた「自由」というのは，富や能力あるものが存分に力を発揮で

きる「際限なき自由」でした。完全なる自由競争社会です。また，その「自由」を

実現するための手段である「民主」も「一定の納税をした階級のみが国政に参加で

きる」というものでしかありませんでした。 

このような自由競争社会では，富める者，能力ある者はいくらでも肥え太ってい

きます。逆に，貧しき者，能力なき者はますます没落していきます。しかも，貧乏

人には発言権すらありません。「発言したければ税金を納めればいいじゃないか」

といっても，貧乏地獄に陥った者が，一定の税金を納めるまでに這い上がることは

容易ではありません。 

この自由競争の結果，一部の人たちにだけ富が集中しました。具体的には，１

０％の人たちに９０％の富が集中し，９０％の人たちには１０％の富しか分配され

なかったのです。こうなると，社会はどうなると思いますか？ 

① 貧しき者はいつまでたっても貧しい。しかも，発言権もない。逆に，富める者

はますます富める。このことは，厳しい階級対立を生みます。 

② １０％しか富の分配を受けない９０％の貧しき者たちは生きていくのに精一杯

です。購買力などありません。生活のために必要最低限のモノしか買えません。

また，９０％の富を独占する１０％の富める者たちは贅沢品は消耗します。でも，

日用品，例えば，腕時計を二十個も三十個も買ったりはしません。ですから，時

計メーカーが腕時計を生産しても市場が狭いので，すぐに生産過剰になってしま

います。生産過剰になると，直ちにバタバタと倒産してしまいます。倒産が倒産

を呼び，恐慌という現象が起きてきます。 

③ 生産したモノを自国で消費しきれないわけですから，「市場を海外に求めよう」，

「国内の購買力のない人たちでも消費できるように，安価な原料供給先を求めよ

う」，ということになります。植民地政策です。 
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四 自由権＝「国家からの自由」は，①階級対立，②恐慌，③植民地争奪，という極

めて不健全な社会を作り上げてしまいました。これを健全化するためのものが，社

会権＝「国家による自由」です。富める者から，累進課税によって多く取り上げ，

これを公共事業や福祉事業に振り向けて，貧しき者に雇用の場を与えます。あるい

は貧しき者に生活保護を与えます。その結果，所得が平準化し，皆が消費して生活

できるようになります。階級対立は緩和し，恐慌は減り，植民地争奪も必要なくな

るというわけです。 

 

五 注意してもらいたいのは，あくまでも自由権が人権保障の中核であって，社会権

は補充的なものである，ということです。「自由権を保障するだけではどうもうま

くいかない」というときにだけ，社会権を保障すればよいのです。国家に「権利・

自由を守って下さい」と依存しすぎることは，かえって国家の過大な介入を招くこ

とになって，「自分たちの好きにさせてくれ。放っておいてくれ」という人権保障

の本質を侵す危険が高くなってしまうのです。 

 

 

第３節 法律による保障から憲法による保障へ 

 

一 「法律による保障から憲法による保障へ」という流れは，１９世紀から２０世紀

中頃にかけてのものです。 

 

二 近代市民革命で，自然権的な人権の観念が確立しました。「人は生まれながらに

して自由であり平等である」というものです。ところが，この自然権的な人権の観

念は，１９世紀に入ると衰退してきます。議会制が確立し，イギリス，ドイツ，フ

ランスその他ヨーロッパの国々でも「法律による人権の保障」という考え方が広ま

りました。 

民主主義が安定してくると，議会で十分な審議討論が行われ，まともな議会に

なってきます。そうすると，国民は，「まともな議会はまともな法律を作ってくれ

るはずだ。法律が我々の人権を侵害するわけがない」と考えます。議会に対する非

常に強い信頼が生まれます。「法律に任せておけば万事安心」というわけです。 
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三 ところが，第二次世界大戦中，その法律が重大な人権蹂躙をしてしまいました。

ナチズムの暴走です。 

ヒトラーは，ワイマール憲法の下で民主化していたドイツで，９５％の支持を得

て政権につき，ドイツ国民の絶大な信頼に支えられて政権を維持しました。彼は，

９５％の民意を背景に，「民族のガンであるユダヤ人や身体障害者は殺してもい

い」という法律を自らどんどん作り，ユダヤ人をアウシュビッツで，身体障害者を

収容施設で「合法的に」虐殺しました。 

 

四 人々は，この歴史的経験から，「法律が人権を守ってくれるとはいっても，やっ

ぱり国家が暴走してしまうことがあるじゃないか。議会に，法律に過剰な信頼を寄

せるのはよくないんじゃないか」ということに気づきました。そこで，戦後のヨー

ロッパでは，「国家の暴走を招く危険のある法律に期待しすぎるのではなく，やは

り憲法によって，人権をきちんと保障しよう」と考えるようになりました。これが

「憲法による人権の保障」です。 

 

 

第４節 国内的保障から国際的保障へ 

 

一 「国内的保障から国際的保障へ」という流れは，２０世紀中頃から，すなわち，

戦後から現在にかけてのものです。 

 

二 第二次世界大戦後は，国際平和への動きに伴い，人権を国際的にも保障しようと

する傾向が強くなり，どんどん広がりをみせています。具体的な動きとしては，１

９４８年の国連での世界人権宣言の採択に始まり，１９６６年に国際人権規約が採

択されたことが挙げられます。また，ヨーロッパ人権条約（１９５３）や米州人権

条約（１９７８）等の地域的な動きもみられます。 

日本も，国際人権規約を批准しています（１９７９）。 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第２章 人権享有
き ょ う ゆ う

主体性 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

第１節 総説 

 

人権を享有する主体となりうるのは誰かという問題があります。すなわち，人権は

誰に保障されるのかという問題です。 

まず，①統一国家を前提とする近代社会においては，憲法自身もともと「その国の

憲法」と考えられています。そうすると，「日本国憲法」では，人権を保

障した第３章の表題が「国民の
．．．

権利及び義務」とされている以上，「日本

国民」のみが人権享有主体であるということになりそうです。 

また，②人権の歴史から考えてみると，そもそも，人権は中世の封建的諸団体の拘

束から「個」人を切り離し，その「個」人に保障されたものです。とすれ

ば，憲法の保障する人権の主体は，生身の人間（自然人）であることが本

来予定されています。 

①②より，日本国憲法において人権享有主体となるのは，原則として，「日本国籍

を有する自然人」であるといえます。 

 

 

第２節 外国人の人権 

 

 

現行公職選挙法によると，国政選挙であると地方選挙であるとを問わず，外

国人に選挙権は認められていません。では，公職選挙法を改正して，外国人に

国政選挙に関する選挙権を付与することは憲法上認められるでしょうか？ 

地方選挙に関する選挙権であればどうでしょうか？ 

その外国人が永住者であればどうでしょうか？ 
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一 外国人に人権は保障されるでしょうか？ 

第１節①を徹底すると，人権は日本人にのみ保障されるものであり，外国人には

保障されないということになります。 

しかし，日本国憲法は，「憲法があるから初めて人権が保障される」という哲学

ではなく，「すべて人は，生まれながらにして，人として生きていく権利がある」

という哲学（天賦人権思想）に立っています。 

そうだとすれば，外国人だからといって，人権を保障されないという理由はない

はずです。判例も，「基本的人権の保障は，権利の性質上日本国民のみをその対象

としていると解されるものを除き，我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ

ものと解すべき」であるとして，外国人の人権享有主体性を認めています（最大判

昭５３．１０．４＜マクリーン事件＞）。 

 

二 そこで，次に，「権利の性質上」といっても，いかなる権利が保障されるのか，

また，その保障の程度はいかなるものか，ということが問題になります。 

１ 例えば，学問の自由（２３条）を考えてみましょう。 

 

◆２３条：学問の自由は，これを保障する。 

 

今，このテキストを読んでおられる皆さんの中にも留学生など外国籍の方がい

らっしゃるかもしれません。また，日本の大学で研究活動を行い，教鞭をとってい

る外国籍の先生方もたくさんいらっしゃいます。そこに国家の介入はありません。

外国人にも学問の自由は保障されているといえます。 

憲法の理念からすれば，「学問の自由」に関しては，外国人にも日本国民と同程

度の保障を及ぼしてもいいのではないかと思います。自分のやりたい学問を自分の

やりたいようにやる自由というのは，権利の性質上，日本国民に限定されるべきも

のではないからです。 
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２ では，選挙権（１５条１項）はどうでしょうか。 

 

◆１５条１項：公務員を選定し，及びこれを罷免することは，国民固有の権利

である。 

◆９３条２項：地方公共団体の長，その議会の議員及び法律の定めるその他の

吏員は，その地方公共団体の住民が，直接これを選挙する。 

 

本来，その国の政治を決定していくべきは，その国の構成員である国民です（国

民主権）。選挙権の行使は政治的意思決定を行うことに他ならないのですから，日

本国民でない外国人には選挙権は保障されないということになりそうです。実際，

公職選挙法は外国人に選挙権を認めていません。 

しかし，このように考えることが，果たして妥当でしょうか？ 

これまでの議論では，「外国人」を十把一絡げにしてきました。でも，一口に外

国人といっても，ただの旅行者，仕事を求めてやってきた人，定住する在日朝鮮・

韓国・中国人など様々な人々がいます。とりわけ，在日朝鮮・韓国・中国人の方々

は，ただ日本国籍がないというだけで，日本人と同じように日本で暮らし，税金も

同じように納めています。また，歴史的に見ても，彼ら（あるいは彼らの先祖）の

多くは，戦時中祖国から無理矢理日本に連れてこられたのです。この生活実態及び

歴史的沿革に鑑みれば，むしろできる限り，日本国民と同じ扱いをすべきといえま

しょう。 

ただ，国政選挙の選挙権については，いかに在日朝鮮・韓国・中国人といえども，

日本国憲法が国民主権原則を採る以上は（前文・１条），外国人には保障されない

というべきでしょう（最判平５．２．２６）。 

しかし，住民の生活に密着する地方政治に関しては，その地域で生活を送る住民

の一員として永住資格を有する定住外国人には選挙権を認めることは可能であると

考えられないでしょうか。 

判例も，在留外国人に対して地方公共団体における選挙権を保障したものという

ことはできないが，在留外国人のうちでも永住者等であってその居住する地方公共

団体と特段に緊密な関係を持つに至ったものについて，地方公共団体の長，その議

会の議員等に対する選挙権を付与する立法措置を講ずることは，憲法上禁止されて

いないとしています（最判平７．２．２８）。 

３ 以上，学問の自由と選挙権について見てきましたが，この他，外国人の人権享有

主体性については，生存権，財産権，出入国・再入国の自由，公務就任権等も問題

になります。 
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第３節 法人の人権 

 

株式会社が，政党・政治団体に寄附（政治献金）することは認められるで

しょうか？ 

税理士会が寄附するのであればどうでしょうか？ 

 

一 法人に人権は保障されるでしょうか？ 

法人とは，「法」が「人」と同じような法律上の扱いをすること，すなわち，『法

が特別に権利義務の主体となることを認めたもの』をいいます。社団法人，財団法

人，学校法人，宗教法人等があります。皆さんもイメージは持てるでしょう。 

この法人にも人権は保障されるのかということが問題となるのです。 

第１節・総説の②で見たように，憲法の保障する人権の主体は自然人であること

が本来予定されています。「個」人を越えた集団や団体が人権享有主体になること

など予定もされていませんでした。ところが，いったん「個」人の自由が確保され，

自由主義（資本主義）の基盤が整えられると，取引の主体も組織化されてきます。

その組織化された，権利義務の帰属主体として法律上認められてきたのが法人です。 

法人は，現代社会において，重要な役割を果たしています。また，法人の活動の

効果は究極的には自然人に帰属します（例えば，株式会社が営業により利益を上げ

れば，株式会社の実質的所有者である株主に利益配当されます）。したがって，法

人に人権を保障することは，自然人の人権を保障することに繋がるといえます。判

例も，「基本的人権の保障は，性質上可能な限り，内国の法人にも適用されるもの

と解すべき」であるとしています（最大判昭４５．６．２４＜八幡製鉄事件＞）。 

 

二 そこで，次に，「性質上可能な限り」といっても，いかなる権利が保障されるの

か，また，その保障の程度はいかなるものか，ということが問題になります。 

１ 外国人の場合は，「外国人も人である以上できる限り人権を保障しよう」という

方向で考えました。ところが，法人の場合は，自然人の人権保障に繋がるからこそ

人権享有主体性が認められるのです。したがって，「法人に当該人権を認めると，

自然人の人権を侵害してしまわないか」という方向で考えることが必要です。 

２ 例えば，株式会社であれば営業の自由（２２条１項）や財産権（２９条１項），

宗教法人であれば信教の自由（２０条１項），学校法人であれば学問の自由（２３

条），報道機関であれば表現の自由（２１条１項），が保障されます。法人にこれら

の人権を保障しても自然人の人権を侵害することにはならないからです。 
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３ これらに対して，政治活動の自由については大いに問題があります。 

⑴ まず一方で，法人外部
．．

の個人の人権を侵害しないかを考える必要があります。

前記の八幡製鉄事件というのはどんな事件だったかというと，八幡製鉄（現在の

新日本製鉄）が自由民主党に対して３５０万円の政治献金を行ったという事件で

す。３５０万円くらい政治献金としては大した額ではないと思われるかもしれま

せんが，献金が行われたのは昭和３５年なのです。昭和３５年の３５０万円とい

うと，現在の貨幣価値にすれば，数千万円でしょう。個人で１０００万円単位で

献金するというのは，よほどの大富豪でもない限りちょっと無理ですよね。 

憲法上の理念からすれば，国会議員は「全国民を代表」する者です（４３条１

項）。国会議員は何よりも全国民の利益を考えて行動することが求められます。

献金額の大小で国会議員の意思決定が左右されるなどあってはならないことです。

しかし，現実の政治の世界では，「あってはならないこと」が罷り通っています。

先進国の中で，日本ほど大企業に有利な法律の多い国は無いという指摘もあるほ

どです。八幡製鉄事件において，最高裁は，政治活動の自由の一環として，企業

の政治献金を野放図に認めました。しかし，企業の行う政治献金は額が大きいの

で，本来自然人が決定すべき政治選択を大きく歪めるものとして，この判例は批

判されています。 

⑵ 次に他方で，法人内部
．．

の構成員の人権を侵害しないかを考える必要があります。

すなわち，「法人は，一部の構成員が望まないことをすることができるか」とい

う問題です。 

例えば，八幡製鉄のような株式会社の場合は，「自由民主党に献金する会社な

んかにはもう投資したくない」と思う株主は，株式を売り払えばいいだけです。

これに対して，法人に加入することが義務付けられている場合は，そうはいきま

せん。これについては，南九州税理士会政治献金事件があります（最判平８．３．

１９）。これは，南九州税理士会が，税理士法改正運動に要する特別資金にする

ため，各会員から特別会費５０００円を徴収し，南九州各県政治連盟に配布する

との決議を行ったところ，税理士法改正運動に反対する会員が「自分の思想・信

条の自由（１９条）を犯す」等とクレームを付けたという事件です。税理士会は，

いつでも自由に株式を売り払うことのできる株式会社とは異なり，会員である税

理士には脱退の自由が保障されていません。税理士会のやることがどんなに気に

入らなくても，税理士の仕事をする以上は，税理士会に加入し続けるしかないの

です。このような強制加入団体では，法人内部の構成員の人権を侵害しないよう

に，特別の配慮が必要です。判例も，南九州各県税理士政治連盟への寄附を行う

ために会員から特別会費を徴収する旨の決議は無効であるとしました。 
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第４節 天皇及び皇族の人権 

 

 

天皇や皇族は，ご自分の好きな研究ができるのでしょうか？ 

言いたいことが言えるのでしょうか？ 

お好きな方と結婚できるのでしょうか？ 

 

一 「天皇や皇族の方々にも人権があるのか？」というと，「エッ？ このテキスト

には，『すべて人は，生まれながらにして，人として生きていく権利がある』と書

いてあるではないか。天皇も皇族も人である以上人権が保障されるのは当然だろ

う」と，そういう問題があること自体驚かれるかもしれません。 

では，なぜ天皇や皇族の人権享有主体性が問題となるのでしょうか？ 

人権享有主体は，原則として，「日本国籍を有する自然人」です。外国人の場合

は「日本国籍」を有しないという点で，法人の場合は「自然人」でない点で，人権

享有主体性が問題になりました。これに対して，天皇も皇族も「日本国籍を有する

自然人」である点については問題ありません。他の観点から人権享有主体性が問題

となるのです。 

すなわち，憲法は１条で天皇の象徴たる地位を定め，２条で皇位の世襲制を定め

ています。このような特殊な地位から，天皇や皇族は国民といえず，人権が保障さ

れる対象にならないのではないかという問題があるのです。 

 

二 天皇だから，皇族だからといって人権が原理的に否定されることにはなりません。

また「天皇は国民に含まれない」などという命題をたててしまえば，かえって天皇

を特別扱いすることにつながりかねません。人間であることに基づいて認められる

権利は認めた上で，象徴としての地位，象徴たる天皇と一定の関係をもっている者

としての地位にふさわしくない人権は制約されると考えます。 
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三 では，どのような人権がどの程度保障されるのでしょうか。これは個別に検討す

るしかありません。 

１ 例えば，学問の自由（２３条）は保障されるでしょうか。 

 

◆２３条：学問の自由は，これを保障する。 

 

天皇も皇族の方々も大学まで進み，ハゼの研究ですとか，ナマズの研究ですとか，

中世の海洋交通の研究ですとか，いろいろと研究なさっています。それらについて

かなり高度な論文も発表されています。学問の自由は保障されているようです。で

も，実態としては，学問の自由も無制限に保障されているとはいえないでしょう。 

 

２ 表現の自由（２１条１項）はどうでしょうか。 

 

◆２１条１項：集会，結社及び言論，出版その他一切の表現の自由は，これを

保障する。 

 

毎日新聞の元宮内庁担当記者である江森敬治氏が著した「秋篠宮さま」という本

があります（１９９８年，毎日新聞社刊）。なかなかの売れ行きだったようです。

その本には，『このような生活を，あなたやってごらんなさいと言われたら，１０

人中１０人が窮屈だと思うでしょう。私も同じ人間ですから…』など，秋篠宮様の

かなり率直な言葉が紹介されています。自分の考えていることを言葉にするという

ことも表現の自由の一内容です。表現の自由も一応保障されているようです。 

しかし，表現の自由のところでお話ししますが，表現の自由の根本は「政治的思

想・意見を公表する自由」なのです。天皇や皇族が「私は○○党を支持します。つ

きましては，ぜひ○○党の××候補が当選されることを願っています」などと，発

言することは許されないでしょう。表現の自由は大幅な制限を受けるといわざるを

得ません。 
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３ その他，参政権（１５条１項），財産権（２９条１項），婚姻の自由（２４条），

についても一定の制約があります。 

 

◆８条：皇室に財産を譲り渡し，又は皇室が，財産を譲り受け，若しくは賜与

することは，国会の議決に基かなければならない。 

◆２４条１項：婚姻は，両性の合意のみに基いて成立し，（後略）。 

２項：配偶者の選択，財産権，相続，住居の選定，離婚並びに婚姻及

び家族に関するその他の事項に関しては，法律は，個人の尊厳

と両性の本質的平等に立脚して，制定されなければならない。 

 

◆皇室典範第１０条：立后及び皇族男子の婚姻は，皇室会議の議を経ることを

要する。 

 

これらの制約も，憲法自身が認める天皇の地位の世襲制（２条）と職務の特殊性

（７条等）からして，合理的であると考えられます（芦部「憲法」）。 

つまりこういうことです。天皇制は近代市民社会においては，本来存在しない制

度です。ですからあえて日本国憲法で天皇制を残すにしても，天皇・皇族が国政に

関与することを認めるわけにはいきません。また，天皇・皇族に財が集中し，天

皇・皇族が経済的に強大な力を持つようになることは避けなければいけません。さ

らに好きな人と勝手に結婚できないというのはとても可哀想なことですが，世襲制

という特殊な身分にある以上，やむを得ないことなのです。 
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第５節 未成年者の人権 

 

 

未成年者には選挙権が保障されていません（１５条３項）。 

 

◆１５条３項：公務員の選挙については，成年者による普通選挙を保障す

る。 

 

未成年者は自由に買い物することもできません（民法５条１項本文）。 

 

◆民法５条１項本文：未成年者が法律行為をするには，その法定代理人の

同意を得なければならない。 

 

法律により，バイクの免許は１６歳から，車の免許は１８歳から，酒・煙草

は２０歳からと定められています。競馬法により，未成年者は勝馬投票券（馬

券）を購入することができません。 

地方公共団体の制定する青少年保護育成条例により，１８歳未満の者に対す

るポルノ雑誌等の販売が禁止されている場合もあります（最判平元．９．１９

＜岐阜県青少年保護育成条例事件＞参照）。 

また，校則により，バイク禁止，アルバイト禁止，パ－マ禁止，男子は丸刈

り等と定められている場合もあります。 

 

一 未成年者も当然「日本国籍を有する自然人」である以上，人権を享有しうること

はいうまでもありません。しかし，冒頭の例のように，成年者に比べ，未成年者の

人権は大幅に制限されています。 
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二 なぜ，未成年者に対しては，より強度の人権制限をする必要があるのでしょう

か？ 

もともと人権の理論は，成熟した判断力を持つ成年者を前提にできあがっていま

す。だからこそ，「他者を害する＝人権と人権が矛盾・衝突する」場合にのみ人権

を制限すればよく，他者を害さない限りにおいては，「自由競争」に任せておけば

よい。他人に迷惑をかけない限りは，何をしてもよい。後先考えずに高額なブラン

ド品を買い込んでローン地獄に陥ろうが，飲んだくれてアル中になろうが勝手にす

ればよいのであって，わざわざお上がしゃしゃり出て世話を焼く必要はない。ただ，

その「自由競争」に任せっぱなしでは，病気になってしまったり運が悪かったりで

苦しんでいる人を見殺しにすることになります。ですから，「自由競争」の結果，

富の偏在という弊害が生じたときは，事後的に富者の富を社会的に再配分すればよ

いとされるのです。 

ところが，未成熟な人格である未成年者についてはそうはいきません。未成年者

が酒を飲み，煙草を吸い，ポルノ雑誌を読み漁り，博打に狂えば，他人に迷惑をか

けないから放っておこうというわけにはいかないでしょう。自業自得あるいは自助

自立の精神の背後には，当然に成熟した人格が予定されており，未成年者に成年者

と全く同じ人権を認めるわけにはいかないのです。 

 

三 では，未成年者に対する強度の人権制限が許される根拠はどこにあるのでしょう

か？ 

人権も絶対無制約なものではなく，人権と人権が矛盾・衝突する場合には「公共

の福祉」による制限を受ける（内在的制約）ということは，次の章でお話しします

（基本的人権の限界）。未成年者が酒に溺れようが，誰に迷惑をかけるわけでもな

いのですから，未成年者の飲酒の自由をこの「公共の福祉」により制限することは

できません。 

しかし，飲酒は未成年者の心身の発達に対して少なからぬ影響を与えます。他人

に迷惑をかけずとも，未成年者の飲酒の自由は制限すべきです。未成年者のことを

思えばこそ，未成年者の権利を制限しようというわけです。このように，未成年者

自身の人格の健全な発展のためにする規制のことをパターナリスティック（父性愛

的）な規制といい，その健全な成長をはかるために必要な最小限度の措置であれば

許されると，一般に考えられています。 

 



原孝至・基礎講座 導入講義【憲法】 

辰已法律研究所 - 37 -

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第３章 基本的人権の限界 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

基本的人権は，「侵すことのできない永久の権利」（１１条，９７条）です。

でも，そのことは「人権保障が絶対で一切の制約が認められない」という意味

ではありません。例えば，２１条は「表現の自由」を保障しています。だから

といって，脅迫や名誉毀損にあたる表現行為を行う自由まで認めることはでき

ません。これらの行為を制約する必要があります。これは，人間が人間社会の

中で生きていく以上，当然のことです。 

では，人権＝「侵すことのできない永久の権利」を，いかなる原理で制約で

きるのでしょうか？ いかなる場合に制約できるのでしょうか？ いかなる程

度まで制約できるのでしょうか？ 

 

 

第１節 人権制約の根拠＝「公共の福祉」論 

 

一 日本国憲法がよって立つ価値観は，「人は生まれたときから等しく人間らしく生

きる権利（＝人権）を持っている」という考え方です。人は，好きなことをやり，

自分が自分として生きるということを十分に享受できるという権利を持っているの

です。 

しかし，それを皆が思い思いに自分勝手にやると，強い者勝ち，即ち弱肉強食に

なってしまいます。そうならないために，「皆が共存共栄していくように」として

できたのが，憲法です。憲法は，お互いの人権を守る「社会契約」だという考え方

です。 

 

二 強い者の論理は，「自分は力があるから一人でやっていける。邪魔するものは叩

き潰してやる」というものです。「でも，そうはさせない。あなただって弱い者に

なる可能性があるのだから，共存共栄していくために一定の制約に服しましょう」

というのが「社会契約」の中に入っているのです。お互いの人権を守るために「社
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会契約」を締結した以上，そこにいう人権は無制約なものではないということです。

これを「内在的制約」といいます。 

では，具体的にどういうものが「内在的制約」にあたるのでしょうか。フランス

人権宣言（１７８９）の「人権とは，他人を害しない，すべてをなし得る権利であ

る」という一節が，一番端的にその中身を示しています。要は，「他人を害さなけ

れば，何でもできる」ということです。 

「人権」を制約できる根拠は，「他人を害してはならない」という，その一点だ

けです（パターナリスティックな制約は極めて例外的な制約といえます。他人を害

してしまうときにのみ，人権は「内在的制約」に服します。その場合，人権と人権

の矛盾・衝突の調整の原理として働くのが「公共の福祉」（１２条，１３条）です。 

 

◆１２条：この憲法が国民に保障する自由及び権利は，国民の不断の努力によ

つて，これを保持しなければならない。又，国民は，これを濫用し

てはならないのであつて，常に公共の福祉のためにこれを利用する

責任を負ふ。 

◆１３条：すべて国民は，個人として尊重される。生命，自由及び幸福追求に

対する国民の権利については，公共の福祉に反しない限り，立法そ

の他の国政の上で，最大の尊重を必要とする。 

 

三 人権と人権が矛盾・衝突する場合，「公共の福祉」により人権は制約されます。

この「公共の福祉」は，「法律」として具体化されます。本章の冒頭で，「２１条は

『表現の自由』を保障しているけれども，名誉毀損にあたる表現行為を行う自由ま

で認めることはできない」といいました。表現の自由という「人権」と，名誉権と

いう「人権」が衝突する場面というのは，世の中にいくらでもあります。例えば，

「松本サリン事件に関する一連の報道」などですね。 

当時，マスコミは事件の第一発見者であるＡさんに対して，犯人扱いの報道をし

ました。専門家が，「Ａさん宅にあった薬品からは絶対にサリンは生成できない」

と指摘した後でも，Ａさんは叩かれ続けました。しかし，後日にこの事件は某宗教

団体の組織的犯行であり，Ａさんは事件とは一切関係ないということが明白になり

ました。 

一連の事件報道で，マスコミの「表現の自由」とＡさんの「名誉権」が衝突した

わけです。また，刑法２３０条という「法律」が規定されています。 
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◆刑法２３０条１項：公然と事実を摘示し，人の名誉を毀損した者は，その事

実の有無にかかわらず，３年以下の懲役若しくは禁錮又

は５０万円以下の罰金に処する。 

 

マスコミにも表現の自由は保障されます（法人の人権享有主体性については第２

章で検討しました）。ですから，マスコミは「松本サリン事件」について，自由に

報道できます。でも，Ａさんの「名誉を毀損」するような報道をすることはできま

せん。そういう意味で，マスコミの表現の自由は制約されることになります。 

 

 

第２節 人権制約の程度＝「二重の基準」論 

 

一 「公共の福祉」は，「人権には制約がある」という意味しかありません。「公共の

福祉に合致するから，このくらい人権を制約してよい」という議論をすることはで

きません。「どの程度人権制約できるか」については，「公共の福祉」はタッチして

いないのです。ですから，「公共の福祉に合致するから，このくらい人権を制約し

てよい」という議論は荒っぽすぎるということになります。「制約できるのか，で

きないのか」というのと，「１０のうち７まで制約できるのか，それとも３までし

か制約できないのか」というのとでは，議論のレベルが全然違います。 

したがって，「どの程度人権制約できるか」については，「公共の福祉」以外に具

体的な基準を求める必要があります。 

 

二 「どの程度人権制約できるか」についての具体的基準を求めるには，アメリカか

ら輸入された「二重の基準の理論」が有用です。 

二重の基準の理論とは，「基本的人権に対する制約が妥当かどうかを裁判所が審

査するにあたり，精神的自由権を制約する場合と経済的自由権を制約する場合とで，

審査の基準を変えよう」という理論です。どの人権が精神的自由権でどの人権が経

済的自由権か，については，「第５章 人権の概観」を見て下さい。 

「基本的人権に対する制約が妥当かどうかを裁判所が審査するにあたり，精神的

自由権を制約する場合と経済的自由権を制約する場合とで，審査の基準を変えよ

う」とは，どういうことなのでしょうか？ 

人権と人権が矛盾・衝突し，それを調整するための法律があるとします。その法



原孝至・基礎講座 導入講義【憲法】 

辰已法律研究所 - 40 -

律が人権と人権の矛盾・衝突の調整のために本当に必要最小限の制約をしているの

かを判断するのは，裁判所の役割です。裁判所は，法律が必要以上の人権制約をし

ている場合は違憲と判断し，法律が必要最小限の人権制約をしている場合は合憲と

判断します（違憲立法審査権）。 

問題は，どの程度の人権制約は必要最小限で合憲なのか，どの程度を越えると必

要以上の人権制約で違憲なのかということです。裁判所が，合憲・違憲の判断をす

る際の判断基準を「違憲審査基準」といいます。二重の基準の理論とは，「制約さ

れている人権ごとに，違憲審査基準を変えよう」という理論です。より端的にいい

ますと，「精神的自由権を制約している法律の合憲性を判断する際には厳格な審査

基準を，経済的自由権を制約している法律の合憲性を判断する際には緩やかな審査

基準を用いよう」という理論です。 

「緩やかな審査基準」とは，「『この法律が必要以上の人権制約をしていることは

明らかだ』という場合にのみ，裁判所は違憲判断を下す」というものです。「実は，

厳密に見れば，ほんの少しだけ人権を制約しすぎかもしれない。でも，そのくらい

なら裁判所は目をつぶりましょう。但し，そんな人権制約が明らかに行き過ぎだと

いう場合には，裁判所としても見過ごすわけにはいきません」。このようなイメー

ジです。 

「厳格な審査基準」とは，「人権制約が『必要最小限度』のラインを越えていれ

ば，裁判所は，即，違憲判断を下す」というものです。 

 

三 では，なぜ，精神的自由権を制約する法律の合憲性は厳格に審査するのでしょう

か？ これについては「二重の基準」が出てくる憲法の基本構造から理解する必要

があります。 

１ 憲法は個人の尊厳を最高理念としています。この憲法の下で，個人が人権を害さ

れた場合どのように人権を救済することが予定されているのでしょう。 

例えば，行政が何か処分をして，個人の権利が侵害されたとしましょう。 

①その人は，まず，行政の窓口，責任者に文句をつけるでしょう。行政が自分で

誤りを認めて是正してくれれば，それに越したことはありません。 

しかし，通常は無理ですね。 

②そこで，その人は，知り合いの政治家に働きかける等して事情を調べてもらっ

たり（国政調査権～６２条，行政監督），行政がそうした処分をできないような法

律を作る運動をしたりします。 

③また，裁判所に訴えてその処分の違法性を認めてもらおうとしたりします。こ

こで重要なことは，人権を侵害された国民は誰に対しても，別の言い方をすれば①
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②③のどのルートをつかって救済を求めてもよいということです。憲法の理念から

すれば，人権侵害からの速やかな救済こそが全てだからです。 

上の事例なら①行政に直接だろうが，②国会への働きかけだろうが（民主政の過

程），③裁判所への訴えだろうが，かまわないのです。これらは優劣の順番がある

わけでなく，並列的手段なのです。 

 

２ このうち，実際に実効性があるのは民主政のルートと裁判所への訴です。 

両者を対比して考えてみましょう。 

国民がどちらに働きかけてもよいことが前提です。 

⑴ まず，表現の自由について考えてみましょう。 

例えば，かつての治安維持法のように，「政府に対する批判は一切許さない」

という法律ができたとしましょう。 

これは，国民の表現の自由（２１条１項）を不当に制限するものです。でも，

マスコミをはじめ国民は政府に対する一切の批判ができないのです。当然，この

法律に反対する意見は世の中に出てこないことになります。選挙でどうのこうの

という前に，国民が法律について判断するための材料がありません。民主政の過

程自体が傷ついてしまうのです。これでは，民主政の過程での自己回復ができま

せん。勿論，傷ついているこの民主政の過程に働きかけることが許されないわけ

ではありません。現実に，戦前の日本でも民主主義運動は存在していました。し

かし，大きな期待は持てないわけです。 

そこで，裁判所に大きな期待が持たれることになるのです。裁判所に積極的な

役割を果たしてもらうために用意されたのが厳格な基準です。厳格な基準とは，

国会や内閣のしたことを簡単には合憲にはしないという機能を持ちます。そのこ

とによって，裁判所が厳しくチェックし人権侵害を是正しようというわけです。 

⑵ それに対し，経済的自由権の場合はどうでしょう。 

例えば，かつての農地改革のように「特定の国民から強制的に土地を収用して，

土地を持たない国民に極めて廉価に売る」という法律ができたとします。農地で

はちょっと現在の社会情勢にマッチしないので，住宅用の土地と考えて下さい。

バブル崩壊で土地価格は下落したとはいえ，まだまだ土地は高いです。なかなか

サラリーマンには手が届きません。そこでお上が手を貸しましょうという法律で

す。 

戦後間もなくの，「国民みんなが力を合わせて，日本を復興させよう」という

時代ならまだしも，現在の社会情勢・経済情勢の下では，この法律は国民の財産

権（２９条１項）を不当に制限する法律といえるでしょう。こんな法律は，新聞，



原孝至・基礎講座 導入講義【憲法】 

辰已法律研究所 - 42 -

ラジオ，テレビなどで徹底的に報道されます。その中で，様々な賛成意見，反対

意見が出されるでしょう。国民は様々な意見に触れて，その法律について自分な

りの考えを持ちます。そして，選挙権を行使します。国民の多くがこの法律に反

対というのであれば，この法律を作った国会議員は落選し，この法律の改正・廃

止を公約に掲げる人が当選します。その結果，この法律は国会で改正・廃止され

ます。これが民主主義のルートに則ったやり方です。 

つまり，民主政の過程も働いているので，裁判所だけがしゃかりきになる必要

はないことになります。 

そこで，裁判所としては国会や内閣のしたことは合理的かという一般的判断を

することになります（合理性の基準）。 

⑶ 規制目的二分論 

裁判所としては国会や内閣のしたことは合理的かという一般的判断をすると

いっても，「裁判所の判断能力」という問題があります。「裁判所の判断能力」と

はどういうことでしょうか。以下，具体的事例を挙げて説明します。 

① 弱者保護の社会的・経済的立法についてはどうでしょうか。 

例えば，小売市場（一つの建物を小さく区切って小売商の店舗用に貸付・譲

渡するもの）の開設を許可する条件として適正配置（既存の市場から一定の距

離以上離れていることを要求する，いわゆる距離制限）の規制を課すという法

律があるとします。このような法律があると，新たに小売市場を経営しようと

する者の営業の自由（２２条１項）が侵害されてしまいます。では，裁判所と

しては，そうそう簡単に違憲判決を出すことができるでしょうか。 

本件規制は，経済的基盤の弱い小売商を相互間の過当競争による共倒れから

保護することを目的にしています。このような「社会的・経済的弱者保護を目

的とする規制」を「積極目的規制」といいます。 

この積極目的規制の合憲性を裁判所が判断するのは相当困難です。「どの程

度の規模の小売商を保護すべきか？」，「その小売商を保護しないとどんな困っ

たことが生じるのか？」，「適正配置といっても何ｍ離せばいいんだ？ ７００

ｍ離せばいいのか，それとも１０００ｍか？」などなど，様々な事実を考慮に

入れなければ，法律の合憲性を判断することはできません。経済学などの専門

知識が絶対不可欠です。 

国会は，国政調査権（６２条）を持っています。経済学者や企業経営者らの

意見を聞いて，立法に役立てることができます。内閣は，官僚機構を持ってい

ます。経済産業省が中心となって様々な調査をして，法案を作成することがで

きます。でも，裁判所は法律の専門家ですが，社会問題・経済問題の専門家で
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はありません。裁判所としては，この法律が，本当に必要最小限の制約といえ

るかどうかについては，実際のところよく分からないのです。裁判所が，判断

能力もないのに判断すると，かえって国民の利益を害しかねません。そこで，

この場合，裁判所としては，一歩引いて，「営業の自由に対する不当な制約で

あることが明らかだという場合以外は，法律は合憲であると判断しましょう。

政治部門（国会・内閣）の判断を尊重しましょう」，という立場を採るのです。

このように「当該規制措置が著しく不合理であることが明白である場合に限っ

て違憲とする」という違憲審査基準を「明白性の原則」といいます。 

判例も，「（前略）小売市場の許可規制は，国が社会経済の調和的発展を企図

するという観点から中小企業保護政策の一方策としてとった措置ということが

でき，その目的において，一応の合理性を認めることができないわけではなく，

また，その規制の手段・態様においても，それが著しく不合理であることが明

白であるとは認められない」と判示しています（最大判昭４７．１１．２２＜

小売市場距離制限事件＞，最判平５．６．２５参照）。 

② もっとも，速やかな人権救済の要請は経済的自由権の場合も同じです。判断

能力があるなら裁判所はやはり積極的に働くべきです。 

人権と人権の衝突，利益衡量，害悪の発生の有無といった場面は，本来の裁

判所の得意分野です。お手のものといったところです。 

例えば，薬局の開設に適正配置の規制を課すという法律があるとします。こ

のような法律が作られると，新たに薬局を開設しようとする者の営業の自由

（２２条１項）が侵害されてしまいます。 

この場合は，裁判所としては，違憲判決を出すことができるでしょうか。 

本件規制は，不良医薬品が出回って国民の生命・健康に対する危険が生じる

のを防止することを目的としています。このような「国民の生命・健康に対す

る危険の防止を目的とする規制」を「消極目的規制」といいます。 

「国民の生命・健康を守るためには本件規制が必要か」，そして「どのよう

にして，国民の生命・健康を守るのが合理的か」というのは，ほぼ一義的に決

まってきます。これは，法律の専門家である裁判所にも判断できることです。

ですから，消極目的規制については，裁判所は，規制の必要性・合理性および

「同じ目的を達成できる，よりゆるやかな規制手段」の有無を立法事実（立法

の必要性・合理性を支える社会的・経済的な事実）に基づいて審査します。こ

のような違憲審査基準を「厳格な合理性の基準」といいます。 

判例も，「（前略）薬局等の偏在－競争激化－一部薬局等の経営の不安定－不

良医薬品の供給の危険又は医薬品乱用の助長の弊害という事由は，いずれもい
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まだそれによって右の必要性と合理性を肯定するに足りず」，本件規制は，憲

法２２条１項に違反し，無効であると判示しています（最大判昭５０．４．３

０＜薬局開設距離制限事件＞）。 

③ このように，経済的自由権の「合理性」を判断するに際し，裁判所の判断能

力の有無に着目して，積極目的規制と消極目的規制とで違憲審査基準を変える

という発想を「規制目的二分論」といいます。 

「社会的・経済的弱者保護を目的とする規制＝積極目的規制」については

「明白性の原則」という「ものすごく緩やかな基準」を用いて法律の合憲・違

憲を判断し，「国民の生命・健康に対する危険の防止を目的とする規制＝消極

目的規制」については「厳格な合理性の基準」という「やや緩やかな基準」を

用いて法律の合憲・違憲を判断するわけです。 

 

 

    精神的自由権→厳格な基準 

                      消極目的規制→厳格な合理性の基準 

 

 

    経済的自由権→合理性の基準 

 

 

                      積極目的規制→明白性の原則 

 

 

 

二

重

の

基

準 
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制

目
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二
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論 
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第４章 私
し

人
じ ん

間
か ん

効
こ う

力
りょく

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

ある学生が企業に就職しました。その試用期間中に，その学生が大学在学中

に学生運動をしていたことが，企業に知れてしまいました。そこで，企業は入

社試験の際に虚偽の申告をしたということで，三か月の試用期間終了後に本採

用を拒否しました。これは，一種の解雇です。そこで学生は，学生運動をして

いたことを理由とする解雇は，信条による差別を禁止した１４条及び思想の自

由を保障した１９条に違反するとして解雇の無効を主張しました。 

では，憲法は私人と私人の間にも適用されるのでしょうか。 

～三菱樹脂事件（最大判昭４８．１２．１２）を素材にした事例 

 

 

第１節 近代憲法の伝統的観念 

 

近代憲法は，国家権力を制限し，それによって国民の基本的人権を保障するという

考え方に立っています。憲法は，国家に対して，「人権を侵害してはいけない」とい

う規範を与えるものなのです。私人に対して，「他人の人権を侵害してはならない」

という規範を与えるものではありません。したがって，私人と私人の関係には憲法は

直接適用されないというのが，通説的な考え方です。私人と私人の関係には「私的自

治」というものが適用されます。「私的自治」とは，対等な私人と私人の間の問題は，

当事者同士の話し合いや自由競争原理に委ねましょうということです。 

では，なぜ，私人と私人の間の関係には，憲法は適用されず，私的自治が適用され

るのでしょうか。 

例えば，１４条１項が，私人と私人の間に適用されると仮定しましょう。 

 

◆１４条１項：すべて国民は，法の下に平等であつて，人種，信条，性別，社

会的身分又は門地により，政治的，経済的又は社会的関係にお

いて，差別されない。 
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皆さんの中にも，親元を離れて生活している方がいらっしゃるでしょう。部屋を借

りるときに，不動産業者で，たくさんの物件の情報を仕入れたことと思います。その

中に，「女性限定」というものを見かけませんでしたか？ 結構そういう物件は多い

のですが，大家さんが，「女性だけに貸したい」と考えているわけです。そこへ，あ

る男性がやって来て，「この部屋が気に入った。『男には部屋を貸さない』というのは，

『性別による経済的・社会的差別』だから１４条１項に違反する。あなたは僕に部屋

を貸さなければいけない」と言ってきたとします。こんなことを言われたら，大家さ

んとしてはたまりませんよね。やはり，人にはいろいろな考えがあり，好き嫌いもあ

ります。それはお互いに認めましょうというのが，「私的自治」です。私人と私人の

間に憲法を適用すると，かえってその憲法の規律が負担となって，国民が不自由を感

じてしまいます。いくら憲法が人権を保障すると言っても，何から何まで憲法が口を

出せばよいというものではないのです。 

 

 

第２節 現代において伝統的観念を貫くことの不合理性 

 

実は，第１節で述べた話は，私人と私人が「対等」であることを前提としています。

ところが，今日では，私人と私人が必ずしも「対等」であるとは限りません。大企業

などの巨大な社会的権力を持つ私的な団体によって，一般私人の人権が脅かされると

いう事態が生じています。 

例えば，「企業と従業員」という関係を考えてみて下さい。これは「対等な」関係

でしょうか？ 会社が従業員に対して，「言うことを聞かないと解雇するぞ！」と言

えば，従業員としては渋々ながらも命令に従わざるを得ません。解雇されては，食べ

ていくことができないからです。企業の方がはるかに力があります。到底「対等な」

関係とはいえません。 

一方の力がはるかに大きい場合に，「私人と私人だから『私的自治』を適用しま

しょう。両者の話し合いに任せておきましょう」ということで済ませてしまってよい

でしょうか？ 会社に「解雇するぞ！」と脅された従業員は，解雇を恐れるあまり，

会社の言いなりになってしまいます。その結果，不当に安い給料で働かされることに

なります。１日１５時間位働かされることになります。最悪の場合は，「総会屋への

利益供与」などの「犯罪」の片棒を担がされることにもなりかねません。これでは，

せっかく憲法が人権を保障した意味がありません。 

このような事例を考えると，私人間にも憲法を適用しないと，人権保障が全うでき
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ないということが分かっていただけるでしょう。やはり，人権保障を全うするために

は，憲法の理念は全ての生活領域で尊重されるべきです。 

いくら私人と私人の間には私的自治が適用されるといっても，「やりたい放題が許

される」というものではないのです。「対等な」関係にある私人と私人であれば，や

りたいようにやらせておけばよいでしょう。両当事者にとってうまい具合のところに

落ち着くでしょうから。でも，力関係に圧倒的に差がある場合は，「私的自治」だけ

ではうまくいきません。「片方が一方的に得をし，他方は忍耐あるのみ」，という結果

になるのがオチです。やはり，私人と私人の間でも，憲法は尊重すべきなのです。 

 

 

第３節 現代的状況への対応 

 

第１節で述べたように，私人間に憲法を直接適用するのでは，かえって国民の生活

が窮屈になります。私的自治に任せておいて何の問題もないのであれば，私的自治に

任せておけばよいのです。 

しかし，第２節で述べたように，私的自治に任せたのでは片方の人権が一方的に脅

かされてしまうという場合は，私人間においても憲法の趣旨を反映させて人権保障を

実現していくべきです。 

そこで，民法９０条の公序良俗規定などの私法の一般条項を解釈する際に，憲法の

趣旨を取り込むことで，私人間においても憲法の価値を実現していきます。具体的に

は，「憲法○条に違反するから無効」とするのではなく，「憲法○条の精神・趣旨に反

するので，民法９０条の公序良俗に反し無効」とするわけです。 

このように考えれば，私人間では私的自治を適用するという原則を崩さずに，私人

間でも弾力的に憲法の価値を実現していくことができます。 

 

◆民法９０条：公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為

は，無効とする。 
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第４節 事例の検討 

 

冒頭の三菱樹脂事件を素材にした事例について検討してみましょう。 

 

一 企業も学生も私人ですから，私的自治が適用されます。まず，単純に私的自治を

適用するとどうなるか考えてみましょう。 

１ 私人と私人の間の法律関係は，まず，お互いの意思が優先します。「あなたを解

雇します」，「承知しました」というのであればそれで問題ありません。 

２ 本件では，お互いの意思が合致していません。この場合は，法律の規定によるこ

とになります。 

 

◆民法６２７条１項前段：当事者が雇用の期間を定めなかったときは，各当事

者は，いつでも解約の申入れをすることができる。 

 

企業と従業員は雇用契約を締結します。試用期間であっても，期間の定めのない

雇用契約が成立すると考えられます（三菱樹脂事件判例）。民法６２７条１項前段

によれば，期間の定めのない雇用契約は各当事者はいつでも解約できます。ですか

ら，企業はいつでも自由に従業員を解雇できます。これによれば，従業員が大学在

学中に学生運動をしていたことを理由とする解雇であっても有効ということになり

ます。 

以上が私的自治からの帰結です（実は，使用者の解雇の自由は，労働契約法１６

条によって大幅に制限されていますが，話を単純にするために以上のような説明と

なりました）。 

 

二 しかし，大学在学中に学生運動をしていたことを理由に解雇されるということは，

特定の政治的思想・信条を有するが故に解雇されるということです。せっかく憲法

が，１４条１項で信条による差別を禁止し，１９条で思想の自由を保障している趣

旨が害されてしまいます。 
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◆１４条１項：すべて国民は，法の下に平等であつて，人種，信条，性別，社

会的身分又は門地により，政治的，経済的又は社会的関係にお

いて，差別されない。 

◆１９条：思想及び良心の自由は，これを侵してはならない。 

 

そこで，本件解雇は，１４条・１９条の精神に反し，公序良俗（民法９０条）に

違反して無効であると解します。 

 

三 判例は，こうは考えませんでした。判例は，企業の営業の自由を重視しました。 

企業には，営業の自由（２２条１項）が保障されています。営業の自由には当然

解雇の自由が含まれます。ですから，企業が，誰を，どのような理由で解雇しよう

が，それは企業の勝手です。このことからすれば，従業員が大学在学中に学生運動

をしていたことを理由に解雇しても許されます。これが判例の論理です。 

しかし，従業員がいかなる政治的思想・信条を持っていようとも，企業としては，

必要な労働力が得られれば何の問題もありません。その従業員がちゃんと仕事して

くれれば，企業の営業には支障はないはずです。このことからすれば，企業の営業

の自由よりも，むしろ，従業員の人権に十分配慮すべきでしょう。 
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第５章 人権の概観 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

次章以下，日本国憲法が保障する各人権について個別に説明します。 

本章では，日本国憲法がどんな人権を保障しているのかを，芦部教授の分類

にしたがって，概観します。 

 

 

幸福追求権 

①包括的基本権（１３条） 

〈第６章〉        新しい人権 

 

基本原則（１４条１項） 

 

②法の下の平等         貴族制度の禁止（１４条２項） 

〈第７章〉          栄典（１４条３項） 

個別的規定  普通選挙（１５条３項） 

夫婦の同等の権利・両性の平等（２４条） 

教育を受ける権利（２６条１項） 

議員及び選挙人の資格（４４条） 

 

思想・良心の自由（１９条）〈第８章〉 

内面的精神活動  信教の自由（２０条１項）〈第９章〉 

の自由  学問の自由（２３条）〈第１０章〉 

 

③精神的自由 

 

表現の自由（２１条１項）〈第１１章〉 

外面的精神活動  信教の自由（２０条１項）〈第９章〉 

の自由  学問の自由（２３条）〈第１０章〉 
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職業選択の自由（２２条１項） 

④経済的自由権  居住・移転の自由（２２条１項・２項） 

〈第１２章〉  財産権（２９条１項） 

 

⑤人身の自由 

〈第１３章〉 

選挙権・被選挙権（１５条１項） 

⑥参政権 

〈第１４章〉         最高裁判所裁判官の国民審査制（７９条２項） 

国民投票制  憲法改正国民投票制（９６条） 

地方特別法住民投票制（９５条） 

 

請願権（１６条） 

⑦国務請求権（受益権）  裁判を受ける権利（３２条） 

〈第１５章〉      国家賠償請求権（１７条） 

刑事補償請求権（４０条） 

 

生存権（２５条） 

⑧社会権     教育を受ける権利（２６条） 

〈第１６章〉  勤労の権利（２７条） 

労働基本権（２８条） 
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第６章 包括的基本権 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

日本国憲法は，１４条以下において，詳細な人権カタログを置いています。

では，憲法に明確な条文上の規定がなければ，「人権」は保障されないので

しょうか？ 

現代は，科学，技術の発達が著しく，高度に情報化された社会です。このよ

うな社会では，憲法制定当時には，予想もできなかった権利侵害が生じる可能

性があります。にもかかわらず，憲法改正を待たない限り，そのような権利は

保障されないというのが適切なのでしょうか？ 

例えば，条例や道路交通法に違反する態様でデモ行進が行われた場合，警察

官がデモ参加者の承諾なしに，デモ参加者の容ぼう・姿態を写真に撮影するこ

とは許されるのでしょうか？ 

～京都府学連事件（最大判昭４４．１２．２４）を素材にした事例 

 

 

第１節 幸福追求権 

 

◆１３条：すべて国民は，個人として尊重される。生命，自由及び幸福追求に

対する国民の権利については，公共の福祉に反しない限り，立法そ

の他の国政の上で，最大の尊重を必要とする。 

 

１３条後段の「生命，自由及び幸福追求に対する権利」を「幸福追求権」といいま

す。これは，「幸福の権利」ではありません。憲法は「幸福になる権利」は保障して

いません。幸福の内容は人により異なるものだからです。 

１３条後段は，あくまでも，「自分なりの幸福を追い求める」という「過程」を保

障した権利です。 

人として生まれた以上，人は人としての尊厳を持って扱われなければならない。そ

して，自分が是とするものに向かって，自らの人生を賭けて，全力で走っていく。そ



原孝至・基礎講座 導入講義【憲法】 

辰已法律研究所 - 53 -

ういう権利は保障されなければならないということです。 

１３条の「生命，自由及び幸福追求」の文言は，直接には，アメリカ独立宣言の次

の一句に由来するものです。 

 

◆アメリカ独立宣言の一句：すべての人は平等に造られ，造物主によって一定

の譲り渡すことのできない権利を与えられてお

り，その中には生命，自由および幸福追求が含ま

れている。 

 

 

第２節 新しい人権 

 

一 名誉権，プライバシー権，肖像権などは憲法に規定がありません。憲法に規定が

ないという意味で「新しい人権」と呼ばれます。憲法にそういう規定がない以上，

人権としては保障されないのでしょうか。国家に自分の名誉を侵害されたり，プラ

イバシーを侵害されたりしても，私たちは我慢するしかないのでしょうか。 

第２章「何のために憲法はあるのか」のところでお話ししたように，憲法という

のは，個人が，より良き「自由」と「生存」を確保するために結んだ「社会契約」

に他なりません。その「契約」を結んだが故に，「自由」と「生存」に必要不可欠

の利益が守られなくなるのは，おかしなことです。憲法に書いてあろうが，書いて

なかろうが，「自由」と「生存」に必要不可欠の利益は守られるべきです。 

憲法は，歴史上大きく問題とされてきた人権について，特に条文を設けてその保

障を明らかにしているだけです。「条文に規定されていないものは人権としては保

障されません。規定のないものを人権として保障したいのであれば，憲法を改正し

なさい」というわけではないのです。 

憲法１３条は，前段で「個人の尊厳」を謳い上げ，後段で「幸福追求権」を保障

しています。個人がその尊厳を確保しながら生きるのに必要不可欠の利益は，この

１３条で保障する趣旨であると考えられています。ですから，時代に応じて保障す

る必要のある利益が生じた場合，条文にないから保障されないというのではなく，

個人の「自由」と「生存」に必要不可欠の利益は，「新しい人権」として，１３条

で保障されることになります。 

ただし，「権利だ」と言えば，何でも憲法上の人権になるというものではありま
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せん。「喫煙の自由」，「眺望の自由」，「散歩の自由」などについてまで，「表現の自

由」などと並べて憲法上の保障を与えるのは，いかにもバランスが悪いと思いませ

んか？ あくまでも，「人としての尊厳を守りつつ生きていく上で必要不可欠な利

益」についてのみ，「新しい人権」として憲法上の保障を与えれば十分です。 

 

二 では，本章の冒頭の京都府学連事件を素材にした事例について考えてみましょう。 

１ 承諾もしていないのにいきなり警察官に写真を撮られた場合，その人の「承諾な

しに，みだりにその容ぼう，姿態を撮影されない自由」が侵害されます。この「承

諾なしに，みだりにその容ぼう，姿態を撮影されない自由」のことを「肖像権」と

呼びます（判例はこの呼称は避けています）。 

「肖像権」について，憲法は規定を設けていません。しかし，「承諾なしに，み

だりにその容ぼう，姿態を撮影されない」ということは，「人としての尊厳を守り

つつ生きていく上で必要不可欠な利益」であるといえます。したがって，「肖像

権」は，１３条により憲法上の人権として保障されます。 

本件の事例について見れば，警察官が，デモ参加者の容貌を撮影することは，１

３条で保障された「肖像権」を侵害するものであるといえます。 

２ もっとも，「肖像権」も「公共の福祉」によって制限されます。「肖像権」に対す

る必要最小限の制約であれば，認められます。判例は，本件の警察官による写真撮

影は，１３条に反しないと判示しました。 

 

三 「肖像権」以外に，「新しい人権」として主張されているものとして，「名誉権」，

「プライバシー権」，「環境権」などがあります。 
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第７章 法の下の平等 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

第１節 総説 

 

法の下の平等は，１４条１項に基本原則が規定され，その他，個別的規定が設けら

れています。このテキストでは，１４条１項について説明します。もっとも，１４条

１項の解釈はとても難解です。とりわけ，違憲審査基準についてはいろいろな考え方

があります。その説明にまで踏み込むことは，「基礎講座を受講する方に，『憲法とは

こんなものだ』と知ってもらう」という，このテキストの狙いから大きく外れてしま

うことになります。ですから，今の段階では，１４条１項の概略を理解して下されば，

それで十分です。１４条１項の解釈については，講義で説明します。 

 

◆１４条１項：すべて国民は，法の下に平等であつて，人種，信条，性別，社

会的身分又は門地により，政治的，経済的又は社会的関係にお

いて，差別されない。 

 

 

 

第２節 「平等」の意味 

 

一 １４条は，１３条と並んで人権全般をカバーするものとして「平等」を保障して

います。天皇・皇族などの特別扱いを認めず，すべての人は平等に人権を享受して

いるという原則こそが，近代の大原則だったのです。 

では，「平等」といっても，何が平等であればよいのでしょうか？ 
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二 形式的平等＝「機会の平等」 

近代市民革命当時の「自由競争」を重視する考え方によれば，「すべての国民が

国家から放っておいてもらう。国家の介入が全くない」と言う意味での「平等」が

重要でした。つまり，「機会さえ平等であればよい」ということでした。 

そもそも，人は，生まれた家が裕福か貧乏か，能力が有るか無いか，男か女かな

どの差異があります。スタート地点が全然違うのです。「機会の平等」とは，そん

な事実上の差異を無視して，チャンスさえ皆に平等になっていればよいということ

です。つまり，「近代」の最初の平等観は，形式的かつ絶対的な平等で，その後不

平等が生じたとしても「平等」は守られている，というものでした（形式的平等）。 

だからこそ制限選挙，つまり一定額の税金を納める者にだけ選挙権を認めるとい

う選挙の方法も「平等」に反するものではありませんでした。「国政に発言したけ

れば一定額の税金を納めればよい。一生懸命働いて所定の高額の税金さえ納めれば，

誰にでも選挙権は与えられる。選挙権を得る『機会』は誰にでもあるんだから『平

等』だ」というわけです。 

比喩的に言えば，イチローと草野球の選手が，全く同じ条件で勝負するようなも

のです。両者の間には歴然とした実力差があります。結果は目に見えています。

「イチローとて人の子。君にも勝つチャンスはある」とか「死ぬ気で練習すれば，

君もイチローになれる」とか言っても，空々しいだけですよね。 

 

三 実質的平等＝「条件の平等」 

形式的平等は，能力のある者，強い者の論理です。「機会の平等」だけを保障し

て自由競争に委ねた結果，国民の中に少数の富める者と多数の貧しい者が作り出さ

れてしまいました。現実の不平等状態を放置したままで「機会の平等」だけを保障

しても，真の人間平等は実現されないということが明らかになったのです。 

そこで，現代国家では，社会的・経済的強者と弱者の存在を認めて，社会的・経

済的弱者に対しては，より厚く保護を与え，それによって他の国民と同等の自由と

生存を保障していくべきであると考えられます。「機会の平等」のみならず，でき

る限り「条件の平等」をも保障するということです（実質的平等）。 

先程の野球の例でいえば，ハンデを付けるということです。草野球の選手の実力

に応じて，ハンデを付けます。こうすれば草野球の選手でも勝負になるのです。 
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第３節 合理的な区別 

 

この「実質的平等」を達成するためには，弱者に対して特別の優遇措置を与えたり，

強者に対して特別の劣遇措置を課したりしなければいけません。この特別の優遇措

置・劣遇措置も「合理的」なものでなければいけません。 

ここでも野球の例でいえば，実力差に応じたハンデを付ける程度であれば，実力差

がある者でも勝負したりプレイを楽しんだりするための「合理的な区別」であると

いってよいでしょう。でも，野球のルールをねじ曲げてしまったのでは，もはや「合

理的な区別」とはいえません。草野球の選手だけバットの太さを通常の２倍にすると

か，イチローは木刀で打つとかではマズイわけです。あくまでも野球のルールが許す

範囲内であってはじめて，「合理的な区別」といえるのです。 

これは，憲法の「実質的平等」についても同じです。あくまでも，憲法が許す範囲

内でのものだけが「合理的な区別」として許容されるのです。 
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