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２年政治・経済学習プリント（６） 第１編 現代の政治

第１章 民主政治の基本原理と日本国憲法

６基本的人権の保障と新しい人権（教科書ｐ．３９～５２）

（１）個人の尊重と幸福追求権 ※《重要》cf.資料集p.61～63

《ＰＯＩＮＴ》

①人権の永久不可侵性について理解する。

②憲法第11・12・13・97条の内容を理解する。

①《確認》人権の性質

：日本国憲法における人権は自由権も社会権も、「【１ 】」性に由来する【２

】（人間が生まれながらにして持つ権利であり、国家権力であっても侵すこ

とができないもの）的な権利として保障されている。

ａ）【３ 】

：人間が生まれながらにして持っている当然の権利であること。

〔憲法の該当箇所〕

・第11条「現在及び将来の国民に与えられる」 ・第97条「信託されたもの」

ｂ）【４ 】

：人種・性別・身分などの区別なく、すべての人に保障される権利であること。

〔憲法の該当箇所〕

・第11条「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」

ｃ）【５ 】

：国家によっても侵すことができない権利であること。ただし、他人の人権を不当

に侵害しない範囲で認められる。

〔憲法の該当箇所〕

・第11条、第97条「侵すことのできない永久の権利」

②《確認》人権の主体

ａ）日本国憲法における国民の要件（第10条）

「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」
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（ア）【６ 】〔1950年制定、2008年最終改正〕

：第２条で、出生時、父または母が日本国民であるとき、子は日本国籍を取得

できる。

〔Ⅰ〕結婚している男女から生まれた嫡出子の場合、出生した時点で親子関係が

確定できるので国籍も決まる。

〔Ⅱ〕結婚していない男女から生まれた非嫡出子の場合も、母親が日本人の場合

は、民法で出生と同時に親子関係が成立するので、国籍も決まる。

〔Ⅲ〕問題は、非嫡出子で父親だけが日本人の場合、以前の国籍法の規定では、

日本国籍の取得は、

出生前に父親が認知すれば、出生と同時に親子関係が成立するので

認められる。

出生後に父親が認知した場合は、届け出ても認められなかった。

これが法の下の平等に反するとして違憲とされ、現在は、国籍取得の

要件として婚姻の有無は撤廃された。

ｂ）未成年者

：未成年であっても人間である以上、当然人権を享有している。ただし、未成年者

は成人のような成熟した判断能力を持たないので、人権の性質により、未成年者

の心身の健全な発達を図るための必要最小限度の制約は許されている。

例）選挙権の制限や婚姻年齢の制限など、年齢による【７ 】が認

められる。

ｃ）天皇

：通説では、天皇や皇族も「国民」としての人権は保障される。

→ ただし、皇位の【８ 】や職務の特殊性から、必要最小限度の特例

が認められる。

（ア）認められないと考えられる人権

・選挙権や政党への加入 ・外国移住や国籍離脱

（イ）制限を受けると考えられる人権

・婚姻の自由 ・表現の自由

ｄ）法人

：「自然人（個人）」ではないが、法律上「人」と見なされ、【９ 】

となる資格を与えられたもの。学校法人、株式会社など。
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→ 法人は巨大な社会的権利を有する場合があるので、個人よりも、権利が規

制される場合があり得る。

→ 「生存権」など、個人に保障された人権は認められない。

ｅ）外国人

：選挙権や被選挙権など、制限を受けたり認められない人権がある。

③《重要！》日本国憲法における基本的人権の享有・本質

ａ）第11条

「国民は、すべての【10 】を妨げられない。この憲法が国民

に保障する基本的人権は、【11 】として、【12

】に与えられる。」

ｂ）第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

努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪え、現在及び将来

の国民に対し、【13 】されたもの

である。」

④《重要！》日本国憲法における自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任

（第12条）

「この憲法が国民に保障する【14 】は、国民の【15 】に

よって、これを【16 】しなければならない。また、国民は、これを【17

】のであって、常に【18 】のためにこれを利用する

責任を負う。」

⑤《最重要！！》日本国憲法で保障されている基本的人権

：【19 権・ 権的基本権・ 権的基本権・ 権・ 権】

⑥上記以外の人権・・・「新しい人権」

〔憲法上の根拠〕

：第13条「幸福追求権」

「すべて国民は、個人として尊重される。【20 】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、

【21 】を必要とする。」
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（２）法の下の平等 ※《重要》cf.資料集p.61、64～72

《ＰＯＩＮＴ》

①法の下の平等について、その内容と現存する差別について理解する。

①《確認》平等権

：すべての人間が平等に扱われることを要求する権利。

②《重要！》日本国憲法で保障する「平等」

ａ）【22 】（第14条第１項）、貴族の禁止（第２項）、栄典（第３項）

「①すべて国民は、法の下に平等であって、【23 、 、 】、社

会的身分又は【24 】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。

②華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

③栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、

現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」

※ただし、年齢による就職差別など、合理的理由がある場合は除く。

（ア）政治的差別の例

（イ）経済的差別の例

（ウ）社会的差別の例

ｂ）【25 】（第24条）

「①婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを

基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

②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。」
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※旧民法における男女間の地位

：1947年の改正まで旧民法では、おおむね男性がなった戸主が、家族の居所指

定権、結婚に対する同意権など、強大な権限（戸主権）を持っていた。また、

刑法にも姦通罪のように男女平等に反する規定があった。

ｃ）【26 】の平等（第44条）

「両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信

条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならな

い。」

※ここでいう法律とは、【27 】のこと。学習プリント（11）を参照。

ｄ）普通選挙（第15条第３項） → 参政権で学習。

ｅ）教育の機会均等（第26条） → 社会権で学習。

③《最重要！！》法の下の平等

ａ）形式的平等と実質的平等

（ア）【28 】

：【29 】を確保するものであり、不合理な差別を禁止して、すべ

ての人々を一律公平に扱うこと。

（イ）【30 】

：【31 】を確保するものであり、人々の間にある格差に着目して、

その是正を図るもの。社会権の保障により実現。

《作業１》資料集p.64５を参考にして、空欄に適語を入れ図表を完成せよ。

形骸化

（ ） 結果の不平等の拡大

国家の介入を排除 国家の介入を要求

（ ） （ ）

18世紀 20世紀

（ ）的平等 自由と財産の保障 社会的弱者の保護 （ ）的平等
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（ウ）実質的平等に関して、社会的・経済的に弱い立場の人々（高齢者、障がい者、

少数民族など）のために、国家による積極的優遇措置が行われることがある。

これを【32 】という。

例１）【33 】

：企業に対し、高齢者の継続雇用を求める。

例２）【34 】

：官公庁や一定規模以上の企業に対して、障害者の雇用を義務づける。

《作業２》資料集p.64５を参考にして、空欄に適語を入れ表を完成せよ。

（ ）制 一定の（ ）や（ ）を女性や

マイノリティに割り当てる方式。

（ ）方式 能力が同等である場合には、女性やマイノリ

ティを（ ）に取り扱う方式。

ゴール・アンド・タイム・テー 達成すべき目標と達成までの期間の（ ）

ブル方式 を示して、その実現に努力する方式。

ｂ）法の下の平等に関するおもな事件訴訟（判例）

※【35 】

：裁判における先例のこと。厳密には判決の結論を導く上での法的な理由づけ

で、日本の場合は最高裁判所が終審裁判所なので、【36 】の判

例が最も重要である。

判例は法的拘束力を持つものではないが、下級審が最高裁判所の判例と異

なる判断をした場合には、そのこと自体を控訴や上告の理由とすることがで

きるので、事実上、下級審の判断を拘束することになる。

└下級裁判所の「司法権の独立」に制限がかかるのでは？

※裁判に関する基本用語の確認

①控訴：一審判決に不服で上訴（不服の申し立て）すること。

②上告：二審判決に不服で上訴すること。

③被告人：刑事裁判で犯罪を犯したとして起訴された人。

④原告：民事裁判で裁判を起こした人。

⑤被告：民事裁判で訴えられた人。

⑥棄却：上訴に理由がないとして原判決（上訴の理由となった判決）を維持し、

請求を退けること。控訴棄却と上告棄却がある。

⑦破棄：上訴に理由があるとして原判決を取り消すこと。破棄自判（破棄し、

自ら判決する）と破棄差戻し（破棄し、審判させるため元の裁判所へ差

し戻す）がある。
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⑧確定判決：通常の上訴という手段では取り消すことのできない状態に至った

判決。

⑨再審：確定判決に重大な誤りがある場合、再審理（裁判のやり直し）を行う

こと。これを求めるのが再審請求。

※日本の裁判所が持つ違憲審査権の特色

→ 【37 】

：具体的事件の裁判に付随して（必要に応じて）、違憲審査権を行使（ア

メリカ型）。

⇔ 抽象的違憲審査制（フランスやドイツなど）

：憲法裁判所を設置し、議会の法律制定ごとに合憲・違憲を判断。

（ア） 《判例》【38 】〔1973年〕

：刑法第200条「尊属殺人は死刑or無期懲役＝尊属殺人重罰規定」（それ以下

の刑はない）の規定は憲法第14条「法の下の平等」に違反するのではないか？

→ 最高裁で「違憲」判決。憲法第14条「法の下の平等」に反する。

尊属殺人にも刑法第199条の普通殺人罪を適用すべきであるとした。

→ 刑法改正により、刑法第200条は1995年に削除。

（イ） 《判例》【39 】〔2013年〕

：民法第900条第４号但書「婚外子（非嫡出子）の法定相続は婚内子（嫡出子）

の２分の１」の規定は憲法第14条「法の下の平等」に違反するのではないか？

→ これまでは最高裁は「合憲」判決を出していた。両者の間の財産分割

に差が生じてもやむを得ない。

〈理由〉

①婚内子の立場を尊重。家族制度の崩壊を防ぎたい！

②法定相続を認めることで、逆に婚外子を保護。昔の昼ドラに

見られるような婚外子へのドロドロとした嫌がらせを防ぎた

い！

→ 2013年最高裁で「違憲」判決。家族形態の多様化や国民意識の変化

を考慮して、民法の規定は違憲・無効とされた。

→ この判決を受けて、同年に民法が改正された。

（ウ） 《判例》【40 】〔2008年〕
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：フィリピン人女性と日本人男性の間に生まれた子が、出生後、父から認知（法

的な親子関係の成立）されたにも関わらず、婚内子（嫡出子）でないことを

理由に、日本国籍取得を拒否された。国籍法のこの規定は、憲法第14条「法

の下の平等」に違反するのではないか？

→ 最高裁は、父母が婚姻していないことに関し、子どもは何の責任もな

いため、国籍法の同規定は「違憲」とした。これを受け、同年国籍法は

改正した。

《作業３》資料集p.68７を参考にして、空欄に適語を入れ文章を完成せよ。

※父母両系血統主義

：日本では、どこで生まれたかによって国籍を取得（生地主義）するので

はなく、誰から生まれたかによって国籍を取得する〔（ ）〕。

つまり、父母のいずれか一方が日本国民であることを要件に、子どもに

日本国籍を付与するのである。従来、父が日本人であることを要件とす

る（ ）が取られていたが、（ ）

の批准〔1985年〕に向けて、1984年に国籍法を改正し、父または母が日

本人であればよいという（ ）に変更した。

※日本国民の条件

：国籍とは、個人が特定の国家の構成員〔国民〕である資格をいう。日本

国憲法では（ ）の自由（第22条第２項）を認めているが、日

本国籍の取得については国籍法で規定されている。国際法上は（

）の原則〔人は一つの国籍を持つべきとする原則〕と、（

）の原則〔国籍の変更と離脱は自由であるとする原則〕がある。なお、

外国人が日本国籍を取得する（ ）については、一定の要件の下で

認められている。

（エ） 《判例》【41 】〔2015年〕

：女性だけに離婚後６か月間の再婚禁止期間を定めた民法第733条第１項の規

定について、憲法第14条「法の下の平等」に違反するのではないか？

→ 2015年、最高裁判所は100日を超えて再婚を禁じることは合理的な根

拠に基づかない規制であるとして、憲法第14条第１項の「法の下の平等」

に「違憲」であるとする判決を下した。

→ 2016年、最高裁判決を受け、民法の規定を再婚禁止期間を６か月から

100日に短縮し、さらに重複が推定されない場合には即時に再婚可能と

した改正が行われ、施行された。

（オ） 《判例》【42 】
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：選挙の際、選挙区によって有権者数に著しい不均衡があったにも関わらず、

当選者数が同じであった。公職選挙法の定数規定は憲法第14条「法の下の平

等」に違反するのではないか？

→ 最高裁は衆議院については過去７回、参議院については過去３回の選

挙結果について、「違憲」あるいは「違憲状態」判決を出す。

→ しかし、選挙結果そのものは「【43 】」（選挙のやり直しはない）

としている（【44 】）。

④≪確認≫在日韓国・朝鮮人差別

ａ）日本の植民地支配に由来する【45 】など在日外国人に

対する差別。

ｂ）【46 】〔2016年成立・施行〕

：日本以外の出身者やその子孫に対する不当な差別的言動を禁止したが、違反者へ

の罰則規定はない。

→ 同年、ヘイトスピーチをした人の氏名を公表できる条例が大阪市で制定さ

れた。こうした条例の制定は他の地方公共団体にも広がっている。

ｃ）在日韓国・朝鮮人差別に関するおもな事件訴訟（判例）

（ア） 《判例》日立就職差別訴訟〔1974年〕

：在日朝鮮人の日本名での受験が理由で採用取り消しになるか？

→ 横浜地裁は、労働基準法に抵触し、民法の規定にも反するとし、「採

用取り消しは無効」と判断。さらに未払い賃金の支払いを命じる。

※日本の植民地政策により母国を離れた在日韓国・朝鮮人の多くは、日本名

を使用させられ、同化するための教育を受けていた。それにも関わらず、

第二次世界大戦後は外国人であるとして差別を受けている。この裁判では、

裁判所が歴史的・社会的背景を踏まえた結論を導いている。

⑤《確認》部落差別

ａ）古くから続き、今も残る【47 】。国民的課題。

1871年 ・太政官布告第61条「【48 】」

（えた・非人などの蔑称を廃止）

1922年 ・【49 】設立

※水平社宣言：「【50 】」

46年 ・部落解放全国委員会結成 → 55年部落解放同盟に改組

65年 ・【51 】（同対審）答申

※「市民的権利と自由を完全に保障されていないという、もっとも

深刻にして重大な社会問題である」

69年 ・【52 】制定

（10年間の時限立法、79年３年間延長）
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76年 ・全国部落解放運動連合会

（同対審答申をめぐる評価の対立から、部落解放同盟から分離）

82年 ・【53 】制定

（同和対策事業特別措置法期限切れにともなう）

87年 ・地域改善対策特別事業財政特別措置法（地対財政法）制定

（５年間の時限立法、92年に５年間延長）

97年 ・人権擁護施策推進法施行

（５年間の時限立法）

2000年 ・人権教育・人権啓発推進法成立

16年 ・部落差別解消推進法成立

ｂ）日本最初の人権宣言「水平社宣言」

：全国水平社は、京都市の岡崎公会堂で1922〔大正11〕年に結成され、この時採択

されたのが、水平社宣言である。これは、被差別部落の人々が自主的な運動で解

放を勝ち取ることを宣言した歴史的文書である。

ｃ）同和対策審議会答申〔1965年〕

：部落差別の解消が「国民的課題」であり、「国の責務である」と明記された。

→ 行政が部落問題の解決を国策として取り組むことを初めて確認した。

ｄ）部落差別解消推進法〔2016年〕

：この法律は罰則のない理念法ではあるが、現在もなお部落差別が存在し、部落差

別は許されるものではないとして、それを解消することが重要であるとした。

⑥《重要！》アイヌ民族差別

ａ）【54 】に対する差別

〔Ⅰ〕主に北海道を中心に居住する先住民族で、独自の言語と文化を持つ。

〔Ⅱ〕近代にはいると、アイヌ民族を日本人に【55 】させ、差別を押しつける

【56 】〔1899年〕が制定された。

ｂ）アイヌ民族差別に関するおもな事件訴訟（判例）

（ア） 《判例》二風谷ダム訴訟〔1997年〕
に ぶ た に

〔Ⅰ〕原告の請求は棄却されたが、札幌地裁〔1997年〕はアイヌ民族を【57

】と、公的機関として初めて認定した判決を出した。

〔Ⅱ〕判決後、北海道旧土人保護法を廃止、【58 】〔1997年〕

を制定。しかしアイヌ民族の「先住性」については明文化されなかった。

〔Ⅲ〕その後、2008年、衆参両議院はアイヌ民族を先住民族とすることを求める

決議を全会一致で採択した。（※法的根拠はなし）

２年政治・経済学習プリント（６） 基本的人権の保障と新しい人権
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※国連総会は2007年「先住民族の権利に関する国連宣言」を採択し、先住
民族に対する差別を禁止し、文化やアイデンティティ、言語などに関す
る諸権利を規定した。

ｃ）《時事問題》【59 】（アイヌ施策推進法・アイヌ民族支援法）

〔2019年５月施行〕

：アイヌ民族の先住性が初めて法律で明記された。

⑦《重要！》障害者に対する差別

ａ）【60 】〔1987年制定、数回改正〕

：事業主に対し、障害者雇用率（常時雇用している労働者数に占める身体障害者・

知的障害者・精神障害者の割合）の達成を義務づけているが、未達成の企業や役

所が多く、政府機関による偽装問題も発覚している。

※障害者雇用率（法定雇用率）

～2013年３月 ～2018年３月 2018年４月～

民間企業 １．８％ ２．０％ 【61 】％

国・地方公共団体 ２．１％ ２．３％ 【62 】％

都道府県等の教育委員会 ２．０％ ２．２％ ２．４％

ｂ）【63 】〔1993年制定〕
：障害者があらゆる分野の活動に参加する機会を与えられると明記した。

ｃ）【64 】〔2011年制定〕
：障害者への虐待の予防と早期発見、養護者への支援などを目的とし、家族などの
養護者、施設の職員などによる身体的・心理的・経済的虐待や放置（ネグレクト）
といった行為を発見した者は、市町村や都道府県などに【65 】しなければ
ならないと義務づけている。

ｄ）【66 】〔2013年制定、16年施行〕

《作業４》資料集p.70コラムを参考にして、空欄に適語を入れ文章を完成せよ。

※障害者差別解消法
：障害者権利条約〔2006年採択〕の批准に向けて、行政機関や民間事業者によ
る障害を理由とする差別を禁止した法律。この法律では、障害者に対する差
別を「（ ）」と「（ ）」の２つに
区分している。差別解消のための具体的な施策については、法律ではなく（

）に委ねている。また、差別的取り扱いの禁止は法的義務とさ
れているが、合理的配慮の不提供禁止については、民間事業者については（

）にとどまっている（行政機関には法的義務を課している）。
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ｄ）2014年に日本は、【67 】（国連）を批准。

ｅ）障害者差別に関するおもな事件訴訟（判例）

（ア） 《判例》障害者入学拒否訴訟〔1992年〕

：障害を理由に公立高校への入学を拒否された少年が、処分の取り消しと損害

賠償を求めて提訴。

→ 神戸地裁判決〔1992年〕は校長の裁量権の逸脱を認め、入学を認めた。

→ 障害を理由とした入学拒否の是非が問われた初めての訴訟。

⑧《確認》ハンセン病差別

ａ）ハンセン病差別に関するおもな事件訴訟（判例）

（ア） 《判例》ハンセン病国家賠償請求訴訟〔2001年〕

：「らい予防法」の下で強制隔離され、人権を侵害されたハンセン病患者が、

国に対して謝罪や損害賠償などを求めた訴訟。

→ 熊本地裁判決〔2001年〕では、隔離規定は1960年以降の違憲性は明白

であり、それ以降も隔離規定を廃止しなかった国の違法性も認めた。

→ 国は控訴を断念し、判決は確定。

→ 【68 】制定〔2008年〕。

⑨《重要！》女性差別

ａ）【69 】〔1979年〕を批准し、

（ア）【70 】〔1985年〕

（イ）【71 】〔1999年〕 などを制定。

セクシャル・ハラスメントやマタニティ・ハラスメントなどの問題。

※日本が女子差別撤廃条約を批准したのは1985年６月である。批准のためには国
内の法律を整備することが必要であり、1985年５月に雇用の分野において男女
に均等な待遇を与えるために男女雇用機会均等法が成立した。他にも国籍法の
改正、高校家庭科の男女必修が実現した。

※男女雇用機会均等法
：募集・採用、配置・昇進、教育訓練、福利厚生、職種・雇用形態の変更、定
年・解雇などについて、性別を理由とする差別的取り扱いを禁止している。

※男女共同参画社会基本法
：男女格差を改善するために必要な範囲内で、男女のいずれか一方に対し、格
差改善の機会を積極的に提供することを求めている。
→ 実質的平等を実現するアファーマティブ・アクション（ポジティブ・
アクション）を取り入れている。

２年政治・経済学習プリント（６） 基本的人権の保障と新しい人権
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ｂ）【72 】〔2001年施行〕

《作業５》資料集p.67を参考にして、空欄に適語を入れ文章を完成せよ。

※ＤＶ防止法

：ＤＶとは、（ ）の略で、配偶者や婚姻届を

出していない事実婚にある者からの身体的・精神的な（ ）のことをい

う。日本においては、家庭内の問題は家庭内で解決するという意識が強く、

女性の泣き寝入りが多かった。2001年にＤＶ防止法が施行し、暴力・脅迫を

受けた被害者の申し立てにより、裁判所は加害者に６か月の接近禁止命令な

どの（ ）を出すことができるようになった。対象者は（

）を問わない。

また、2013年の改正で、離婚後の暴力や同居中または同居していた交際相

手にまで広げられた。最近では、同居していない恋人同士での身体的・精神

的な暴力が「（ ）」として問題視されているが、同法では対象と

なっていない。

ｃ）候補者男女均等法（政治分野における男女共同参画推進法）〔2018年制定〕

：選挙において候補者数をできる限り男女同数とすることを政党に求める法律。

ｄ）女性差別に関するおもな事件訴訟（判例）

（ア） 《判例》日産自動車男女別定年差別訴訟〔1981年〕

：男女別に定年年齢を規定することが、性別による差別にあたらないかが争点

となった。

→ 最高裁判決〔1981年〕では、性別による差別であると判断され、女子

の定年を男子よりも５年早く定めていた日産自動車が敗訴となった。

（イ） 《判例》住友電気工業訴訟〔2003年〕

：女性社員２名が同世代の男性社員と同じように働きながら、同じように昇進

できず給与にも差があるとして、男性の給与との差額と慰謝料を求めて提訴

した。

→ 2003年大阪高裁で和解。男女雇用機会均等法が制定された1985年以前

に雇用された労働者も平等に扱われるべきであると明示された。

（ウ） 《判例》男女コース別人事差別訴訟〔2002年〕

〔Ⅰ〕野村證券が行っていた、男女をコースに分けて採用・処遇する制度の違法

性が問われた。
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→ 判決は、改正男女雇用機会均等法が施行された1999年以降において、

会社がそれ以前に入社した社員について、男女のコース別の処遇を維持

し、男性を総合職に位置づけ、女性のほとんどを一般職に位置づけてい

ることは配置及び昇進について女性であることを理由として男性と差別

的取り扱いをするものであり違法・無効であるとした。

→ コース別人事による女性差別を違法とした初めての判決であった。

〔Ⅱ〕一般職は男性、事務職は女性というコース別人事を理由にした賃金格差は

男女差別にあたるとして、総合商社「兼松」の女性社員・元社員が損害賠償

を求めて提訴した。

→ 最高裁判決〔2009年〕で、コース別人事は労働基準法の男女同一賃金

に違反するとした東京高裁の判決を支持した。

（エ） 《判例》【73 】〔2015年〕

：民法第750条「結婚後の夫婦の姓は、夫または妻の氏のいずれか」の規定は

憲法第13・14・24条に反するとして、損害賠償を求めて国を訴えた。

→ 最高裁は原告の上告を棄却し、民法の規定は「合憲」とした〔2015

年〕。夫婦のどちらの姓を選ぶかは、夫婦間の合意に基づくものであり、

夫婦同姓規定男女間の不平等が存在するわけではない。また、婚姻によ

る改姓によって受ける社会的な不利益に関しては、旧姓の通称使用が普

及することで一定程度は緩和される。したがって、民法上の夫婦同姓規

定が合理性を欠くとは認められない。

⑩《重要！》外国人の人権

《作業６》教科書p.17、資料集p.72を参考にして、空欄に適語を入れ文章を完成せよ。

※外国人にも基本的人権が保障されなければならないことは当然であるが、（
）などは国籍と密接に関わる権利として、外国人には適用されないとさ

れてきた。しかし、在日韓国・朝鮮人のように歴史的な事情で日本に（ ）
している外国人に対しては、地域社会に共に暮らす人々して（ ）
を認めるべきではないかという議論がある。また、外国人は一定の地位以上の
（ ）にはなれないと考えられてきたが、（ ）を廃止する地
方公共団体も出てきている。

※（ ）

：（ ）で提唱されたデニズンシップとは、永住市民権のことで、

自国民と外国人の中間に位置づけられる。デニズンシップの中核は（

）であり、民主主義を考える際、国民と外国人とを対立関係でとらえ

ない発想でもある。

※日本に在留する外国人は、（ ）〔入管法〕によって、

目的別に在留資格が定められており、それぞれに就労などの活動内容と在留期

限が制限されている。

２年政治・経済学習プリント（６） 基本的人権の保障と新しい人権
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（ ）
：在留期限や活動の制限はない。第二次世界大戦前に移住や強制徴用で日本
に来た朝鮮・台湾出身者とその子孫は（ ）とされる。

（ ）
：在留期限は６か月～５年の範囲内で、更新が必要。活動の制限はない。日
系３世や第三国定住難民などが該当する。

※ 《判例》マクリーン事件

ａ）アメリカ人マクリーンが、１年間の在留期間の更新を申請した。しかし、

無届けで転職をし、ベトナム反戦運動にも参加したことを理由に不許可処分

とされ、これを不服として提訴した。

ｂ）最高裁判決〔1978年〕

：外国人の入国や在留の権利は憲法上保障されているものではない。また、

基本的人権の保障は在留外国人にも等しく及ぶが、在留制度の枠内で与

えられているにすぎず、不許可処分は（ ）ではないと判示した。

※ 《判例》外国人地方参政権訴訟

ａ）永住資格を持つ外国人が、地方参政権は憲法上保障されているとして、選

挙管理委員会に選挙人名簿への登録を求めて提訴した。

ｂ）最高裁判決〔1995年〕

：「住民」とは「我が国の（ ）を有する者」であるが、「永住者」等

であって、その居住する地方公共団体と緊密な関係を持つと認められた

者については、法律を特別に定めて、地方参政権を付与することは「憲

法上禁止されていない」。しかし、地方参政権が付与されないからとい

って（ ）になるものではないと判示した。

※在住外国人に対する権利・義務

年 金 （ ）
社 国民年金と国民健康保険については、不法滞在

医療保険 （ ） 者は（ ）。その他についても、現実的に
会 は本人や雇用主が発覚を恐れて加入・申請しない

労災保険 （ ） （させない）ため、不法滞在者が実際に給付を受
保 けることは困難。

雇用保険 （ ）
障

生活保護 （ ）〔法的根拠はないが、外国人にも準用。ただし、
不法滞在者は（ ）。〕

- 16 -

国政（ ） 地方自治体（ ）

・地方レベルでは定住外国人に（ ）を認めた例

参 政 権 もある。

・定住外国人に対する地方参政権の付与について、最高裁

は憲法上禁止しておらず、立法政策の問題であるとして

いる。

請 願 権 （ ）

直接請求権 （ ）

国家公務員（ ）〔現業公務員は任用可〕

地方公務員（ ）〔現業や専門職など、職種によっては

就 職 （ ）を撤廃する動きがある。〕

国公立学校の教員（ ）〔小中高では常勤講師として採

用。〕

労 働 労働基準法や最低賃金法などの労働者保護法制（ ）

〔不法滞在者にも適用。〕

義務教育（ ）〔通説では不法滞在者の子女にも適用。〕

就 学 高等学校（ ）〔実際は入試があるため、入学が困難な

状況にある。〕

大学（ ）〔ただし、外国人学校卒業者の入学資格は各

大学が判断。〕

納税の義務 （ ）

外国人の在留管理制度

：2012年以降、３か月を超えて日本に在留する外国人に対

して氏名・在留資格などが記された在留カード〔常時携

帯義務あり〕が交付された。永住権を有する在日韓国・

そ の 他 朝鮮人などに対しては特別永住者証明書〔携帯義務なし〕

（別資料集か が交付された他、前記二者等の外国人に対しても住民票

ら抜粋） が交付されるようになった。

指紋採取・顔写真撮影

：2006年出入国管理及び難民認定法が改正、テロ防止の観

点から16歳以上の外国人に入国審査時の指紋採取と顔写

真撮影が義務づけられた。

※日本国内に居住する外国人にも、権利の性質上、適用可能な人権は保障される。

→ しかし、参政権、出入国の自由など、権利の性質上、日本国民のみに保

障されると考えられる人権は外国人には保障されない。

２年政治・経済学習プリント（６） 基本的人権の保障と新しい人権
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※一部の地方公共団体では、国籍条項が見直されて外国人に対して門戸が広げら

れてきており、日本の国籍を持っていなくても公務員の採用試験を受験できる

ようになってきている。ただし、外国人の管理職などへの任用については様々

な制限がある。

【練習問題】日本に居住している外国人の権利保障についての記述として適当でないものを、

次の①～④のうちから一つ選べ。

①外国人も、公的な医療保険や年金保険に加入することができる。

②外国人にも、裁判所において裁判を受ける権利が認められている。

③外国人にも、労働基準法が適用される。

④外国人も、地方選挙で投票することができる。

（３）自由権（＝自由権的基本権、18世紀的基本権）

※《重要》cf.資料集p.61、73～82

《ＰＯＩＮＴ》

①精神活動の自由の内容と、それに関する「判例」について理解する。

②人身の自由の内容と、今も後を絶たない「冤罪」事件について理解する。

③経済活動の自由の内容と、それに関する「判例」について理解する。

①《重要！》国家権力が個人を束縛したり、個人の生活に介入したりすることを排除する

ことで自由を実現する。つまり、「【74 】」を保障する権利であった。

18～19世紀の自由主義国家の理念に基づいて獲得されてきた。

②《確認》国家からの自由

：国家の不当な干渉によって国民の自由、権利が侵害されてはならないというもの。主

張の背景には、大日本帝国憲法下で、治安警察法や治安維持法などの【75 】

等によって、国民の自由のほとんどが国家権力により大きな制約を受けていたことが

ある。

③《最重要！！》精神（活動）の自由

※人身の自由、経済活動の自由とともに自由権的基本権を構成するもの。思想・良心

あるいは信教など、人の内心に関する自由と、それが外部に表現される場合の自由

である集会・結社・言論・出版・学問の自由などの表現の自由とから構成されてい

る。【76 】を支える基本的条件である。また【77 】

をなすものである。

信教の自由（宗教的方面）

思想及び良心の自由 表現の自由（外部的行為）

（精神の自由の母体） 学問の自由（体系的知識の方面）
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ａ）【78 】（第19条）

「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」

（ア）人間の内面に創り出される思想・信条や道徳的価値観は、権力の干渉すること

のできないものであるという原理。民主主義の根幹をなす自由であり、精神の自

由の母体となる。

※信条

：世界観や人生観など政治や人生に関する信念をいい、宗教的信仰だけでは

ない。

（イ） 《判例》【79 】〔1973年〕

〔Ⅰ〕入社試験で身上書に嘘や学生運動歴を秘匿していたとして、使用期間終了
ひ と く

直前に本採用を拒否された原告が、本採用拒否は思想・信条を理由とする解

雇であるとしてその無効を求めた事件。

〔Ⅱ〕被告（企業）による解雇権の濫用に当たるとし、第一審・第二審ともに原

告勝訴。

〔Ⅲ〕最高裁は第二審差し戻し判決。

→ 直接的に判決を下したわけではないが、・・・

実質合憲

：憲法第19条は【80 】（企業と従業員）には適用されない。

「【81 】」

また、憲法第22、29条により経済活動の自由が保障されており、企業

側にはその一環として「契約の自由」を有していて、特定の思想・信条

ゆえの採用拒否は違法とならないとした。

〔Ⅳ〕差し戻し審理（東京高裁）にて本採用拒否の撤回と原告の職場復帰、和解

金の支払いで和解成立。

ｂ）【82 】（第20条）

「①信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる【83 】

も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる【84 】もしてはな

らない。」

２年政治・経済学習プリント（６） 基本的人権の保障と新しい人権
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（ア）一般に広く宗教の自由を意味し、信仰の自由、布教の自由、宗教的結社の自由

などが含まれる。

（イ）【85 】

：国家（政治）と宗教を分離し、国家が宗教に対して中立性を保つ原理。

（ウ） 《判例》【86 】〔1977年〕

〔Ⅰ〕1965年、三重県津市が体育館起工式を神式の儀式（地鎮祭）で行い、その

費用を公金で支出したため、住民がこの支出は違法として起こした訴訟。

〔Ⅱ〕第一審は地鎮祭を世俗的（習俗的）行事として原告の請求を棄却したが、

第二審では憲法第20条の規定する宗教的活動に当たるとした。

〔Ⅲ〕最高裁では地鎮祭は宗教行為でなく【87 】と判断し合憲、住

民が逆転敗訴した。

※【88 】

：国家（地方自治体も含む）と宗教の結びつきがどの程度まで許される

かの基準で、米国の判例で確立されてきた。

①問題となった行為の目的が宗教的意義を持ち、

②その効果が特定の宗教に対する援助・助長・圧迫・干渉になるよ

うな行為が憲法の禁止する宗教的活動である

とするもの。日本の最高裁判所も津地鎮祭訴訟以来、この基準を採用

している。

（エ） 《判例》【89 】〔1997年〕

〔Ⅰ〕1981～86年に愛媛県が県靖国神社に公費で玉ぐし料を支出したのは、違法

として起こした訴訟。

〔Ⅱ〕第一審では県の行為と宗教との関わりは相当限度を超え違憲としたが、第

二審では支出金は少額で社会的儀礼の範疇ということで合憲であるとした。

〔Ⅲ〕最高裁では特定の宗教団体への公金支出は政教分離に違反であるとし、政

教分離原則をめぐる最高裁初の違憲判決を下した。

（オ） 《判例》【90 】（空知太神社訴訟）〔2010年〕
そらちぶと

〔Ⅰ〕北海道砂川市が、市有地を２つの神社に無償で提供していたことが政教分

離に違反するとして訴訟となった。
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〔Ⅱ〕2010年最高裁は、２つの神社のうち、空知太神社に関して判決は、神社の

敷地となっている砂川市の市有地には神社の祠や鳥居があり、一体として神

道の神社施設に当たると見るほかなく、祭事等も宗教的行事として行われて

おり、市有地の提供は、一般人から見て、砂川市が特定の宗教に特別の便益

を提供し、援助していると評価されてもやむを得ないとして違憲とした。

〔Ⅲ〕今回の判決では、国や自治体の行為が政教分離原則に反するか否かは、①

施設の宗教的性格、②無償提供の経緯や態様、③一般人の評価を総合的に考

慮し、社会通念に照らして判断する必要があるという新基準を提示。従来用

いられてきた「目的効果基準」によらずに判断された。

（カ）政教分離をめぐるその他の主な訴訟と判決

訴 訟 名 裁判所 判 決 訴 訟 名 裁判所 判 決

自衛官合祀訴訟 最高裁 合 憲 岩手靖国訴訟 仙台高裁 （実質違憲）

箕面忠魂碑訴訟 最高裁 合 憲 大阪靖国訴訟 大阪高裁 （実質違憲）

ｃ）【91 】（第21条）

※【92 】、【93 】

「①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。

②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」

（ア）表現の自由

：あらゆる手段によって人の精神活動を外部に表していく自由を意味する。民

主主義社会を支え発展させるために、重要かつ不可欠のものである。しかし、

他人の持つ自由や権利と衝突する場合もあり、必要最小限度の制限が課され

ることもやむを得ないとされる。

例）①公共の安全を理由に集会やデモを規制する【94 】。

②「【95 】」に基づく表現の自由の制限。

→ 「【96 】」の視点からの制限では、表現の自由

を過度に制限する恐れ。

→ 「【97 】」などの具体的基準により、

表現の自由の制限の妥当性を判断する必要がある。

２年政治・経済学習プリント（６） 基本的人権の保障と新しい人権
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※【98 】（ダブル＝スタンダード）

：自由権の中で、精神の自由・身体の自由と経済活動の自由を区別し、前

者の自由をより保護し、後者の自由は社会経済政策上制限を可能としよ

うとする人権の制約基準。つまり前者の規制立法には、後者の規制立法

より厳しい基準を設け、人権の保障を図ろうというもの。

〔Ⅰ〕集会の自由

：人々がある目的のために一定の場所に集合する自由で、表現の自由の一

つである。デモ行進は動く集会といえる。

〔Ⅱ〕結社の自由

：多人数が共通の原理に従って結合したものが結社であり、特に政治結社

がその結成・指導・加入について国家から禁止されたり制限されない自

由をさす。

※【99 】（破防法）

：1952年に制定された法律で、暴力的破壊活動を行った団体に対し、団

体活動の制限、解散の指定などを行うなど、公共の安全の確保に寄与

することを目的としている。しかし、集会結社の自由・表現の自由と

いう基本的人権に重大な制限を加えるほか、その前提となる暴力的破

壊活動の内容も必ずしも明確といえないなどの疑問が出ている。制定

後、適用されたことはなかったが、95年３月に起きた地下鉄サリン事

件をきっかけに、オウム真理教団への適用が大きな問題となったが、

公安調査委員会は、その適用請求を却下した。

〔Ⅲ〕言論の自由

：言語によって自分の思想を発表し論ずる自由。

〔Ⅳ〕出版の自由

：出版により意思を発表する自由。

〔Ⅴ〕報道の自由

：新聞・放送等の報道機関が、報道伝達を行うことに関わる自由。

取材の自由（【100 】の秘匿）、編集の自由、頒布の自由を要素

とし、表現の自由に含まれる。マス＝メディアによる多量の情報の迅速

かつ広範囲にわたる伝達は、今日の国民生活で不可欠なものになってお

り、国民の知る権利に仕える意義は大きい。

（イ）検閲の禁止

〔Ⅰ〕検閲とは、【101 】が外部に発表されるべき思想の内容を予め審

査し、必要があるときは、それが発表される前に差し止めること。表現の自

由獲得の闘いは、検閲の廃止を求めることから始まった。
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〔Ⅱ〕「わいせつ表現にあたる」として、「一度刊行した出版物」を差し止めた

としても、「発表前」ではないので検閲にはあたらない。

〔Ⅲ〕また、裁判所（司法権）が「発表前」に差し止め命令を出したとしても、

検閲にはあたらない。

← 北方ジャーナル事件〔1986年〕

（ウ）通信の秘密

〔Ⅰ〕「通信」には、手紙などの信書だけではなく、電信・電話も含まれる。

〔Ⅱ〕【102 】が制定される際に、同法が「通信の秘密」に違反す

るのではないかという議論があった。

しかし同法は、

①重大な犯罪が行われた場合に限定、

②事件ごとに裁判所の発する令状による、

③捜査官以外の人間が立ち会うなどの厳格な要件が定められたため、

憲法に違反しないとされている。

※通信傍受法〔1999年制定〕

：組織的殺人、銃器や薬物の取り引き、集団密航などの捜査において、

裁判官の令状に基づいて、犯罪に関わる電話や電子メールを捜査機

関が傍受することを認める法律。

〔傍受対象４犯罪〕

①薬物犯罪 ②銃器に関する犯罪 ③集団密航に関する犯罪

④組織的集団殺人事件

〔傍受方法〕

①裁判所に傍受申し出 → ②裁判所の許可（傍受令状）

→ ③ＮＴＴ職員などの立ち会いの下、傍受

→ ④傍受したことを相手に知らせる

→ ⑤傍受された人は傍受記録の閲覧・視聴ができる

2016年に改正され、傍受の対象となる犯罪を拡大し、現住建造物等

放火、殺人、窃盗・強盗、詐欺・恐喝、児童ポルノなどが新たに加え

られるとともに、従来必要とされた通信事業者の立ち会いが不要とな

った。
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（エ） 《判例》【103 】〔1957年〕

〔Ⅰ〕ロレンスの小説『チャタレイ夫人の恋人』が露骨な性描写があると知りな

がら出版した出版社社長と翻訳者を刑法第175条のわいせつ文書販売の罪で

起訴をした。

〔Ⅱ〕最高裁は合憲と判断、わいせつ文書販売の処罰は、性的秩序を守り、最小

限度の性道徳を維持するという公共の福祉を守るために必要であるとした。

（オ） 《判例》【104 】〔1993年〕

〔Ⅰ〕家永三郎氏の教科書『新日本史』の検定において、不合格となり、その取

消を求めて起こした訴訟（家永第２次訴訟）。第１審東京地裁〔1970年〕、

いわゆる杉本判決は、現行の教科書検定制度は、「制度」として憲法第21条

・第31条には違反しないが、本件処分は思想（学問的見解）に対する事前審

査にあたり、違憲・違法とした。

〔Ⅱ〕最高裁は、教科書検定制度は教育内容の統一を図るためには必要であり、

検閲にあたらず合憲とした。

〔Ⅲ〕家永教科書訴訟には、国家賠償請求訴訟の第１次・第３次訴訟がある。

ｄ）【105 】（第23条）

「学問の自由は、これを保障する。」

（ア）学問の研究・発表やそれを教える自由をさす。真理を発見する上で不可欠の自

由である。

（イ）【106 】

：1935年、憲法学者美濃部達吉の「統治権は国家にあり天皇もその一機関であ

る」という学説が、日本の国体に反するとして貴族院で問題とされ、その著

書が政府により発売禁止になった事件。1933年の滝川事件（京都大学の滝川

幸辰教授の刑法思想を左翼思想であるとして、文部大臣が滝川教授を休職処

分とした事件）とともに、【107 】（戦前における学問や思想

の自由を奪った事件）として知られている。

（ウ） 《判例》【108 】〔1963年〕

〔Ⅰ〕東京大学構内で開催された大学公認の劇団の演劇発表に私服警官が潜入し

ていたため、学生が警察手帳を奪うなど暴行を加え、訴訟された事件。
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【109 】が論点となった。

〔Ⅱ〕学生は有罪

：学生運動は「学問」でなく、警官への暴行は有罪。

④《最重要！！》人身（身体）の自由

※正当な理由なしに身体活動を拘束されないこと。個人の尊厳にとって欠かせない条

件であり、また他の自由権の基盤となるものである。

ａ）【110 】（第18条）

「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。また、犯罪に因る処罰の場合を除い

て、その意に反する苦役に服させられない。」

（ア）人格を無視するような身体の拘束、肉体的・精神的な苦痛をともなう労役から

の自由である。

ｂ）【111 】（第31条）

「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、

またはその他の刑罰を科せられない。」

（ア）法の適正な手続きを意味し、「何人も法の適正な手続きによらなければ、生命

・自由・財産を奪われることがない」という規定を適正手続条項という。

（イ）法律の規定なしに罪を問えない（【112 】）など。

：何が犯罪であり、またそれにどんな刑罰が科せられるかは、議会の制定する

法律で定められなければならないという原則。

（ウ）“疑わしきは【113 】に”・・・【114 】

：裁判の結果、有罪と確定されるまでは、被疑者・被告人は無罪の推定を受け

るということで、刑事裁判の鉄則とされている。

（エ）“【115 】”

：犯罪事実の存否が明らかでないときは、刑事被告人に無罪を言い渡すという

刑事訴訟上の原則。検察官は犯罪事実の存在を裁判で証明する責任を負うこ

とになっている。

ｃ）【116 】（第33条・第35条）

２年政治・経済学習プリント（６） 基本的人権の保障と新しい人権
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「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発

し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。」

（第33条）

「①何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受ける

ことのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せ

られ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵され

ない。

②捜索または押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これ

を行う。」（第35条）

（ア）逮捕・捜査・押収・通信傍受等には【117 】の令状が必要。

※令状主義

：犯罪捜査のための強制処分（逮捕・勾留・住居侵入・捜索・押収）には、

現行犯以外は警察官や検察官の判断だけでなく、裁判所の令状（強制処

分の根拠を記した文書）を必要とするという原則。刑事手続きにおける

人身の自由の保障の一つである。

（イ）令状主義の例外

〔Ⅰ〕【118 】

：現に犯行を行っている犯人の逮捕。犯罪とその犯人が明らかであり、誤

認逮捕のおそれがないことや、逃亡や証拠隠滅を防止するために、その

場で犯人を取り押さえる必要があり、令状の発行は不要とされる。

※条件を満たせば、現行犯の場合、私人も含めて誰でも令状なしに逮捕

することができる。 （刑事訴訟法第213条）

〔Ⅱ〕【119 】

：罪状の重い一定の犯罪のみについて、厳格な制約の下に、緊急でやむを

得ない場合に限り、逮捕後に令状を発することが認められる。

→ これに対しては違憲ではないかとの見方もある。

ｄ）抑留・拘禁の要件（第34条）

「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに【120 】に依頼する権利

を与えられなければ、抑留又は拘禁されない。また、何人も、正当な理由がな

ければ拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の

出席する【121 】で示されなければならない。」
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（ア）【122 】

：比較的短期間の身体拘束をさす。逮捕から勾留までの留置など。

（イ）【123 】

：比較的長期間の身体拘束をさす。起訴までの勾留など。

ｅ）【124 】（第36条）

「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」

（ア）拷問

：被疑者または被告人に自白を強いる目的で肉体的苦痛を加えること。

ｆ）【125 】（第37条）

「①すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な【126

】を受ける権利を有する。

②刑事被告人は、すべての【127 】に対して審問する機会を充分に与えら

れ、また、【128 】で自己のために強制的手続により証人を求める権利

を有する。

③刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する【129 】を依頼する

ことができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、【130

】でこれを付する。」

（ア）憲法は、裁判公開の原則を定めているが、「裁判所が、裁判官の全員一致で、

公の秩序又は善良の風俗を害する 虞 がある場合には、対審は、公開しないでこ
おそれ

れを行うことができる」（第82条第２項）と規定している（判決は例外なく公開

法廷で行われる）。

（イ）裁判を受ける権利、弁護人依頼権、国選弁護人の規定など。

1992年から被疑者（逮捕後から起訴前）の求めに応じた当番弁護士制度開始。

※刑事裁判の被告人本人やその家族などに依頼された弁護人を私選弁護人、

国によって附された弁護人を【131 】という。

→ 2009年からは一定の重罪（法定刑が死刑または無期もしくは３年を

こえる懲役もしくは禁錮にあたる事件）の場合には、被疑者の段階か

ら国選弁護人がつくことになり、2018年からは被疑者が勾留されてい

る全事件に対象が拡大されている。

ｇ）不利益な供述・自白強要の禁止（第38条）

→ 【132 】
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「①何人も、自己に【133 】な供述を強要されない。

②強制、拷問もしくは脅迫による自白または不当に長く抑留もしくは拘禁され

た後の自白は、これを証拠とすることができない。

③何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の【134 】である場合には、

有罪とされ、または刑罰を科せられない。」

（ア）自白

：広い意味では自己に不利益なことを申し述べること。３項で自己に不利益な

唯一の証拠が自白である場合には有罪とされないと定めている。

（イ）黙秘権

：捜査機関の取調べや裁判において、被疑者や被告人が供述を拒むことのでき

る権利。

ｈ）刑罰法規の不遡及、一事不再理、二重処罰の禁止（第39条）
ふそきゅう

「何人も、実行の時に適法であった行為または既に無罪とされた行為については

刑事上の責任を問われない。また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任

を問われない。」

→ 損害賠償などの民事責任は、刑事責任（刑罰）以外にも問われることが

ある。

（ア）【135 】

：法制定前の行為を、事後に制定した法律で処罰できない。

※行為の後に制定された法律を過去に遡って適用し、その行為の刑事事件を

問うことはできない。

（イ）【136 】

：一度判決が確定した事件については、再び刑事上の責任を問うことを禁止し

ている。

※刑事事件で被告人の有罪が確定した後でも、証拠が虚偽のものであったり、

新たな事実が判明したりした場合には、裁判のやり直しを行う【137 】

制度が設けられている。

（ウ）【138 】

：ある行為について処罰した上で、さらに別の犯罪として処罰することはでき

ない。
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ｉ）身柄拘束と刑事手続きの流れ cf.教科書p.44、資料集p.78

地位 手続き 機関 憲法の条項 拘禁場所

逮捕 ●（第31条）法定手続きの保障 警察の

被 【139 】●（第33条・第35条）令状主義 留置場

疑 勾留 ●（第34条）抑留・拘禁に対する保障

者 【140 】●（第36条）拷問の禁止

●（第38条）黙秘権

起訴 拘

被 ●（第32条）裁判を受ける権利 置

告 裁判 【141 】●（第37条）刑事被告人の権利 所

人 ●（第38条）黙秘権、自白の証拠能力

●（第39条）遡及処罰の禁止・一事不再理

受 ●（第36条）残虐な刑罰の禁止

刑 服役 【142 】 ●（第40条）刑事補償請求権 刑務所

者

※留置所・・・【143 】管轄／拘置所・刑務所・・・【144 】管轄

※事件によっては、検察が逮捕を行う場合がある。また、被疑者を拘束しないで

刑事手続きを進める場合もある。

なお、勾留中の被疑者は、本来は法務省が管轄する拘置所に収監される。し

かし、警察署内の留置場を代用刑事施設（いわゆる「【145 】」）とし

て、被疑者を留め置くことが多い。これが、警察官による長時間の取り調べを

可能にしており、【146 】の温床になっているといわれる。

また、共犯者などに対する捜査への協力を条件に、被告人の刑を軽くする

【147 】（合意制度）が2018年に導入されたが、この制度による冤罪

の可能性も指摘されている。

※冤罪・・・cf.資料集p.80「冤罪とは何か？」

ｊ）刑事司法改革

（ア）憲法上の刑事手続きの規定は、冤罪の防止に役立っている。しかし、冤罪は無

くなっていない。冤罪を防止するためには、「代用監獄」の廃止や、取り調べの

【148 】が必要であるとの意見もある。

（イ）取り調べの可視化〔2016年〕

：警察や検察による取り調べの状況を【149 】して、その状況を

第三者が検証できるようにすること。日本では裁判員制度の対象となる事件

などに限って、取り調べの全過程の可視化が導入されているが、可視化され

る事件の範囲を広げるべきとの意見もある。

２年政治・経済学習プリント（６） 基本的人権の保障と新しい人権
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ｋ）公訴時効の延長・廃止

《作業７》資料集p.79のコラム「公訴時効の延長・廃止」を参考にして、空欄に適語

を入れ図表と文章を完成せよ。

※刑事訴訟法の改正前と後の公訴時効

「人を死亡させた罪」の法定刑 改正前 改正後

上限が死刑である犯罪 ２５年 （ ）

上限が無期の懲役・禁錮である犯罪 １５年 （ ）

上限が20年の懲役・禁錮である犯罪 １０年 ２０年

上限が懲役・禁錮で上記以外の犯罪 ５年・３年 １０年

※（ ）とは、犯罪行為が行われても一定の期間が経過すれば、犯人を

処罰することができなくなることをいう。2010年の（ ）の改正に

より、「人を死亡させた罪」のうち、法定刑の上限が（ ）である犯罪〔殺

人罪など〕の時効が（ ）され、それ以外の「人を死亡させた罪」につい

ても公訴時効期間が延長された。その背景には、（ ）などの科学

技術が飛躍的に向上したことにより、証拠の長期保全が可能になったことがあ

げられる。なお、この改正法の施行前の犯罪であっても、公訴時効が成立して

いない犯罪については適用される。

ｌ）死刑制度の是非 ※cf.資料集p.81「死刑制度を考える」

《作業８》教科書p.45「死刑制度の是非」を参考にして、空欄に適語を入れ文章を完

成せよ。

※死刑制度について、最高裁判所は（ ）を禁止した憲法第36条に違

反していないとしている。しかし、（ ）の可能性、倫理的な問題、犯罪

抑止効果の観点、被害者や遺族の感情への配慮などから、死刑制度の存廃が問

題となっている。世界的には、死刑を（ ）、もしくは執行していない国

が多い。国連総会では、1989年に（ ）Ｂ規約の第二選択議定書

〔（ ）〕が採択された〔1991年発効〕。近年では、死刑存置国に
そ ん ち

対して死刑の執行停止を求める決議がたびたび採択されている。
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⑤《最重要！！》経済活動の自由

ａ）【150 】（第22条）

「①何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有す

る。

②何人も、外国に移住し、または国籍を離脱する自由を侵されない。」

（ア）居住・移転の自由

：人が住みたいところに住み、希望するところに移転する自由のこと。「公共

の福祉に反しない限り」という限定の上で、その自由が保障されている。

（イ）職業選択の自由

：誰でも好きな職業を選択できることを指すが、同時に選択した職業を自由に

営むことができること（【151 】）も含む。この自由は、財産権

の不可侵とともに資本主義の成立・発展の基盤をなすものであった。憲法で

は、「公共の福祉」による制限がなされている。

（ウ） 《判例》【152 】〔1975年〕

〔Ⅰ〕医薬品の販売業を営もうとして県に申請したが、薬事法第６条の「薬局等

の配置の基準」に適合しないとの理由で不許可処分されたため、薬局の適正

配置規制（【153 】）が、営業の自由を保障した憲法に違反しない

かが争われた訴訟。

〔Ⅱ〕最高裁は、薬局開設の距離制限については、必要かつ合理的な規制といえ

ず、開設者の職業選択の自由を侵害するとし、違憲・無効と判断した。

ｂ）【154 】（第29条）

「①財産権は、これを侵してはならない。

②財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。

③【155 】は、正当な補償の下に、これを【156 】のために用

いることができる。」

（ア）財産権

：財産に対して人々が持つ諸権利のこと。財産の所有・利用の自由がその中心。

（イ）財産権の不可侵

：財産権について国家及び他者が侵害してはならないということ。しかし、他

者の諸権利との衝突や社会全体の利益確保などの点から、絶対的なものとは

認められなくなっている。
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（ウ）財産権の制限

：憲法は財産権の不可侵を保障しながら、その内容を公共の福祉に適合するよ

うに法律で定めるとして、財産権不可侵の原則を公共の福祉の立場から修正

している。また正当な補償があれば、私有財産を公共のために用いることが

できるなど、社会公共の利益のため財産権が制限されるという立場に立つ。

※公共的な目的があれば、国民の私有財産を収用または制限することができ

ることを定めている。この規定に基づき、道路、ダムの建設などの公共事

業に際し、国や地方公共団体が土地を【157 】できる。

（エ） 《判例》【158 】〔1987年〕

〔Ⅰ〕森林の共有者による森林の分割請求を制限する森林法第186条（持ち分２

分の１以下の共有者による分割請求を認めない規定）が、憲法に違反しない

かが争われた訴訟。

〔Ⅱ〕最高裁は、分割請求の制限（自由処分を認めない）は、所有権の本質（処

分権）を侵害し、合理性・必要性を肯定できず、違憲・無効と判断した。

ｃ）知的財産権の種類

特許権 発明を保護

産業財産権 実用新案権 考案を保護

知 出願や登録が

的 必要 意匠権 物品のデザインを保護

財

産 商標権 マークなどの営業標識を保護

権

著作権 著作者の権利 著作財産権 複製権など著作者の財

著作物が創作 産的権利を保護

された時点で 著作隣接権 著作者人格権 同一性の保持など著作

権利が発生 実演などを保護 者の人格的権利を保護

その他
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（４）社会権（＝社会権的基本権、20世紀的基本権）

※《重要》cf.資料集p.61、83～85、271

《ＰＯＩＮＴ》

①日本国憲法で保障されている社会権について、その内容を理解する。

①《最重要！！》「社会権」という考え方

ａ）「【159 】」だけでは「人格の尊厳」は実現できない。

→ 自由権は「国家からの自由」という消極的権利である。また経済活動の自由

により、その競争から取り残されたものは貧困に陥ってしまう。

→ 国家が積極的に介入して、国民の生活を保障すべきでは？

→ そこで社会権（＝社会権的基本権、20世紀的基本権）が登場する。

※「人間たるに値する」生存を保障する権利。資本主義の高度化にともなってあ

らわれた失業、貧困、飢餓、疾病などの私有財産制のもたらす弊害を防ぎ、国

民の幸福な生活を確保する目的を持つ。

→ 「【160 】」 。実質的平等の実現。

ｂ）社会権を最初に規定した憲法

→ 【161 】〔【162 】、ドイツ共和国〕

（ア）生存権（人間が人間らしく生きる権利）、労働基本権（労働者がその労働に関

して持つ権利）を規定した20世紀型憲法。

（イ）また、従来不可侵とされてきた所有権や経済的自由に対して、制限を加えた。

「すべての人に対して【163 】すること」を「経済活

動の自由」に対して優先させ、【164 】を謳った憲法。

②《最重要！！》日本国憲法における「社会権」

ａ）【165 】（【166 】）

「①すべて国民は、【167 】を営む権利を有する。」

→ 第１項では「生存権」が規定されている。

「②国は、すべての生活部面について、【168
】の向上及び増進に努めなければならない。」

→ 第２項では「国の社会的使命」が規定されている。

憲法が目指すのは「【169 】」である！！
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※福祉国家

：国家の機能を安全保障や治安維持などに限定（夜警国家）するのでは

なく、社会保障制度の整備を通じて国民の生活の安定を図ること。

（ア） 《判例》生存権に関する最高裁判例「【170 】」〔1967年〕

・・・「【171 】」

〔Ⅰ〕1950年代、入院中の朝日茂さんは兄から毎月1,500円送金してもらうこと

になった。福祉事務所はそのうち900円を自己負担分とし、600円を朝日さん

の手元に残して日用品費の扶助を打ち切った。このため、朝日さんは月600

円では憲法第25条「健康で文化的な最低限度の生活」ができないと訴えた。

その後、朝日さんが死亡したため、最高裁は訴訟を終了した。

〔Ⅱ〕最高裁は憲法第25条について【172 】の立場をとった。

朝日訴訟は生存権の保障と国の責務に関し、大きな課題を残した。しかし、

この訴訟がきっかけとなり、生活保護基準は大幅に改善した。

※プログラム規定説

：憲法第25条のような規定は、個人に対して裁判上の救済が受けられる

権利を定めたものではなく、政治のプログラム（指針）を書いたもの

で、そのときどきの財政事情と見合わせて初めて法律上の保障内容が

与えられるという考え。朝日訴訟と堀木訴訟の規定がプログラム規定

にあたるかが争点となった。

⇔ 法的（具体的）権利説（個々の国民に具体的権利を認めている

という考え方）

（イ） 《判例》生存権に関する最高裁判例「【173 】」〔1982年〕

〔Ⅰ〕全盲と母子世帯という二重の負担を負った堀木フミ子さんが、障害福祉年

金と児童扶養手当の併給を禁止した児童扶養手当法（改正前）の規定は、憲

法第25条などに違反するとして国を相手取り起こした訴訟。憲法第25条の規

定がプログラム規定であるかをめぐって争われた。

〔Ⅱ〕最高裁は、憲法第25条は国の責務を宣言したもので、具体的な福祉政策は

立法府（国会）に委ねられるとして、上告を棄却した。

ｂ）教育を受ける権利（第26条）

「①すべて国民は、法律の定めるところにより、その【174 】に応じてひと

しく教育を受ける権利を有する。」

- 34 -

→ 第１項では「教育を受ける権利」が規定されている。

「②すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に【175

】を受けさせる義務を負う。【176 】は、これを無償とする。」

→ 第２項では「保護者の教育の義務」が規定されている。

→ 【177 】〔1947年、2006年全面改定〕の制定。

（ア）教育を受ける権利（教育権）

：教育を受けることは、「健康で文化的な最低限度の生活を営む」ための不可

欠な条件であり、現在では教育制度を設け、これを充実させることは国家の

責務となっている。

（イ）学習権

：すべての人間がその可能性を十分開化させるために、自ら学習し教育を受け

て成長する権利。憲法第26条第１項に規定する教育を受ける権利を、主体の

側に即して積極的にとらえたものと言える。

（ウ）義務教育

：国民の「教育を受ける権利」に対応して、保護者がその子女に受けさせなけ

ればならない小・中学校９年間の普通教育。保護者の義務であるとともに国

家が保障すべきもので、憲法第26条第２項は義務教育費の無償を規定。

（エ）教育基本法

：1947年制定。大日本帝国憲法下の教育勅語に基づく教育方針を廃し、日本国

憲法の精神にそって、個人の尊厳、真理と平和を希求する人間の育成など、

新しい日本の教育目的を示した法律。教育の機会均等・義務教育制・男女共

学及び義務教育費の無償などが詳細に定められている。

※教育基本法改正〔2007年、第一次安倍内閣〕

①【178 】の尊重

②「【179 】」理念

③教育行政 → 教基法以外の法律の定めに従う場合もある（明文化）

※2018年度以降の小中学校における道徳が、「教科外での活動」から「特別

の教科」に格上げされた。

（オ）「いじめ」、高校生の中途退学者、不登校の児童・生徒の増加に伴う学習権の

保障、障がい児の就学保障などの様々な教育問題への対策が急がれる。
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（カ）【180 】の充実

：人が生涯にわたり学び、学習の活動を続けていくこと。

→ 例）【181 】（主に学校教育を終えた後の社会人が大

学等の教育機関を利用した教育）

（キ）《判例》旭川学力テスト訴訟 ※cf.資料集p.85

ｃ）【182 】

：労働者の経済的・政治的・社会的地位の向上を図るために認められている基

本的権利。

第27条第１項の【183 】

第28条の【184 】（団結権・団体交渉権・団体行動権（争議権））

（ア）勤労権（第27条）

「①すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。」

「②賃金、就業時間、休息その他の【185 】に関する基準は、法律

でこれを定める。」

→ 【186 】〔1947年〕の制定につながる。

「③児童は、これを【187 】してはならない。」

※労働の意思と能力を持ちながら職に就けないものが、国に労働の機会を与

えることを要求し、それができない時は必要な生活費を請求できる権利。

（イ）労働三権（第28条）

「勤労者の【188 】する権利及び【189 】その他の【190

】をする権利は、これを保障する。」

※憲法第28条が勤労者ないし労働組合に対して保障する、団結権・団体交渉

権・団体行動権の総称。労働者が、資本家である使用者と対等の関係で、

生存の条件を確保できるようにすることを目指したものである。
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※《重要！》労働三権の制限と禁止

①

団結権 団体交渉権 団体行動権

民間企業労働者 ○ ○ ○

公務員（一般職・教育職） ○ △ ×

② 公務員（警察・消防・自衛） × × ×

ｄ）財産権の制限（第29条第２項・第３項）

「財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。」

（第29条第２項）

「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」

（第29条第３項）

（５）基本的人権を確保するための権利 ※《重要》cf.資料集p.61、85～86、92

《ＰＯＩＮＴ》

①日本国憲法で保障されている参政権と請求権について、その内容を理解する。

①《最重要！！》参政権・・・ 「【191 】」 、19世紀的基本権

ａ）公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙・秘密選挙の保障（第15条）

「①公務員を選定し、及びこれを罷免することは、【192 】であ

る。

②すべて公務員は、【193 】であって、一部の奉仕者ではない。

③公務員の選挙については、成年者による【194 】を保障する。

④すべて選挙における【195 】は、これを侵してはならない。選挙

人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。」

ｂ）選挙権の平等（第44条）

「両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信

条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならな

い。」

→ 【196 】〔1950年〕で規定。

（ア）近代選挙の四原則

→ 【197 】
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（イ）日本における男女普通選挙の実現

→ 戦後、1945年12月、衆議院議員選挙法が大改正され、女性参政権が認め

られた他、選挙権が20歳以上となり、有権者がそれまでの３倍になった。

結果、39人の女性議員が誕生。その後日本国憲法制定のため、最後の帝国

議会が開会された。

ｃ）【198 】（第79条第２項）

「最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の

際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行わ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。」

ｄ）【199 】（第93条第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官吏は、その地

方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」

ｅ）【200 】（第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。」

※《まとめ》住民投票

①特別法の同意 憲法第95条。一つの地方公共団体に適用される特別法

（レファレンダム） に対して、その地方公共団体の住民が賛成・反対の投票

→ 法的拘束力あり をする制度。特別法は住民投票の過半数の賛成を得て制

定。

②解散・解職の同意 地方自治法第76～85条。議会の解散、議員・首長の解

（リコール） 職請求があった時。

→ 法的拘束力あり

③地域の争点 住民の条例制定直接請求（イニシアティブ）（地方自

→ 法的拘束力なし 治法第74条）か首長（議員）の条例提案で議会が住民投

票条例を可決した時。
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ｆ）【201 】（第96条）

「この憲法の改正は、各議院の総議員の３分の２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われる投票において、その過半数の賛

成を必要とする。」

【202 】〔2007年成立、2010年施行〕

：憲法第96条を具体化し、憲法改正に限定。各議院の総議員の３分の２以上の賛

成で国会が発議。その後、【203 】以上の有権者による国民投票で、有

効投票総数の過半数の賛成で憲法改正となる。

②《重要！》請求権

：日本国憲法で保障された基本的人権が侵害されたとき、国家の積極的な行為を自己の

ために要求できる権利。参政権とともに能動的性格を持つ権利。

ａ）【204 】（第16条）

「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改

正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をし

ためにいかなる差別待遇も受けない。」

※国や地方公共団体に対して、その職務について希望を表明する権利。

ｂ）【205 】（第17条）

「何人も、【206 】の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定め

るところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」

（ア）国家賠償請求

：公務員の不法行為などによりこうむった損害の賠償を、国や地方公共団体に

求めることができる権利。

（イ）損害賠償請求

：民法第709条に基づき、故意または過失により他人の権利を侵害した場合に、

それによって生じた損害の賠償を請求する権利。
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ｃ）【207 】（第32条）

「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」

※不法に自己の利益や権利を侵害された人は、誰でも、個人間の問題だけでなく、
行政処分についても救済を求めて裁判に訴えることができる権利。刑事事件で
は被告人が権利として裁判所の裁判を受けることができるという意味をも含む。

ｄ）【208 】（第40条）

「何人も、抑留又は拘禁された後、【209 】の裁判を受けたときは、法律に
定めるところにより、国にその補償を求めることができる。」

※裁判に付された後に無罪になった場合は、国に金銭の形で無償を求めることが
できる権利。

（６）新しい人権 ※《重要》cf.資料集p.61、87～91

《ＰＯＩＮＴ》

①新しい人権の内容と、それに関連する法制度を理解する。

※18世紀的人権＝自由権、19世紀的人権＝参政権、20世紀的人権＝社会権。このように

人権の拡大・発展にも「歴史」がある。めまぐるしく変化する現代社会において、「新

しい人権」が唱えられるようになった。

①《最重要！！》【210 】

ａ）他者に知られたくない【211 】的な情報を保護する権利。また、【212 】

の情報をコントロールする権利（【213 】）も意味する。これに加え、

【214 】なども含む。

（ア）国家権力、マスメディアなどが私たちの情報を勝手に利用しないように、法整

備が必要。

→ 各地方公共団体でプライバシー保護条例が制定され、遅れて国レベル

でも【215 】〔2003年制定、2005年施行〕などの個人情

報保護関連５法を制定。
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※個人情報保護関連５法

：行政機関電算処理個人情報保護法〔1988年〕

・・・行政機関の電子情報のみ。

→ 民間業者（報道機関・著述業・学術研究機関などは義務規定の適用

除外）や行政文書全般が保護の対象。個人の情報開示請求権も盛り込

まれた。本人からの請求があれば、事業者は情報の開示、訂正、利用

訂正に応じなければならない。

ｂ）憲法による根拠

（ア）幸福追求権（第13条）

「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び【216 】

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。」

ｃ）プライバシーの権利に関する主な事件訴訟

（ア） 《判例》【217 】〔1964年〕

：元外務大臣有田八郎が、三島由紀夫の小説『宴のあと』によりプライバシー

を侵害されたとして訴えた事件。プライバシー保護のためには、表現の自由

も制限されるという判決が出された。日本で初めてプライバシーの権利が論

議された事件。

（イ） 《判例》【218 】〔2002年〕

：柳美里の小説『石に泳ぐ魚』のモデルとなった知人女性がプライバシーを侵
ゆ う み り

害されたとして、出版差し止めと損害賠償を求めた。最高裁は公的立場にな

い女性の人格権に基づいて判決を行った。出版差し止めと損害賠償確定。

ｄ）知る権利、表現の自由や報道の自由との調整が難しい。

（ア）【219 】〔1999年〕

：組織的犯罪対策三法の一つ。捜査機関による電話や携帯電話、電子メール、

ＦＡＸなどの傍受を認めるものである。

（イ）「国民総背番号制」への批判と、個人情報管理の難しさと流出の危険性の指摘

・・・プライバシーが侵害されないか？

〔Ⅰ〕住民基本台帳ネットワークシステム：通称「住基ネット」

→ 【220 】〔1999年、従来の住民基本台帳法は

1967年制定〕

２年政治・経済学習プリント（６） 基本的人権の保障と新しい人権



- 41 -

※国民全員に11桁の認識コードを付し、①氏名、②生年月日、③性別、

④住所、の基本４情報をコンピュータで一括管理。

〔メリット〕居住地以外の市町村でも住民票を入手でき、転入・転出届

も現地に行かなくてすむ。

〔デメリット〕2002年８月に稼働したが、セキュリティに対する不信を

理由に、接続を見合わせている自治体もある。

〔Ⅱ〕【221 】

→ 【222 】〔2013年制定、2016年から実施され、以

降住民基本台帳ネットワークは廃止〕

※全国民に番号を付し、医療や年金、介護等に関わるすべての手続きを

共通番号で行えるようにするもので、行政事務の効率化や行政手続き

の簡素化が狙い。

〔メリット〕①年金、保険料、所得税などの支払額を一括で確認可能。

②マイナンバーカード１枚で年金手帳、健康保険証、介護保

険証として使える、など。

〔デメリット〕①病歴や所得など個人情報が収集・分析される。②シス

テム構築やメンテナンスに約１兆円が必要となる、など。

②《最重要！！》【223 】

ａ）社会を構成する者として、国・地方公共団体の持つ情報を、国民が必要に応じて知

る権利。国・地方公共団体で【224 】が整う。

※国に先がけて全都道府県と多くの市町村で【225 】が制定。

（1982年に山形県金山町が最初の情報公開条例を定めて以来、同様の条例を制

定する地方公共団体が相次ぎ、現在ではほぼすべての地方公共団体が情報公

開条例を制定している。）

→ 1999年には国でようやく【226 】が成立、2001年に施行。

→ 情報公開制度は、国民が主権者として参政権を行使するために必要で

あるだけでなく、政府と国民が信頼関係を築く上でも不可欠である。

※情報公開法

：「知る権利」は明記されなかったが、外国人・未成年・法人を含めたすべて

の人に開示請求権を認め、国の行政機関に対して情報開示と説明責務（【227

】）を義務づけている。
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→ 官公庁が非公開にできる「不開示情報」として、①プライバシーに関

わる個人情報や、競争上の地位・国の安全を害するおそれがある、②法

人情報、③防衛・外交情報、④捜査などの情報、⑤審議・検討情報、⑥

行政運営情報などが挙げられる。

→ しかし、国家機密という理由で行政が非公開と決めた情報でも、裁判

所は開示を命じることができる。

：開示に不服な場合は、内閣府の下に置かれる第三者機関「情報公開・

個人情報保護審査会」に申し立てることができる。

ｂ）憲法による根拠

（ア）国民主権（第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って、この地位は、

主権の存する日本国民の総意に基づく。」

（イ）表現の自由（第21条）：これを受け手側から捉える。

「①集会、結社及び言論、出版その他の一切の表現の自由は、これを保障す

る。」

※表現の自由は、各人が自由に情報を取得し、自由に流す権利を保障してい

る。しかし、現代社会では自由に情報を取得するといっても簡単ではない。

特に政府が情報を秘匿する場合にはどうすることもできない。そこで政府

活動の情報の開示を要求する権利として「知る権利」が必要となった。

ｃ）知る権利に関連して

（ア）取材・報道の自由（← 表現の自由）

（イ）【228 】

：【229 】の一方的な伝達に対して、個人が反論と意見を表

明する機会を保障する権利。

→ 現代社会では、マス＝メディアの果たす役割が巨大化している。マス

＝メディアが一方的に情報を流す弊害も無視できない。そのため、市民

がマス＝メディアの場において意見を表明したり反論する権利としてア

クセス権が主張されることとなった。「知る権利」を基盤として生まれ

た。

※【230 】

：マスメディアの報道で損なわれた利益を回復するために反論できる権利。
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ｄ）知る権利に関する主な事件訴訟

（ア） 《判例》【231 】〔1978年〕

：取材の自由（表現の自由）と国家機密が対立した事件。毎日新聞記者が沖縄

復帰に伴い、米国側が支払うべき軍用地復元補償に費用を、日本側が肩代わ

りするという密約の秘密電文を、親しい外務省女性職員から入手した。両人

とも国家公務員法違反で起訴された。最高裁で有罪が確定後、記者は密約文

書の情報公開を求め提訴した。

ｅ）アクセス権に関する主な事件訴訟

（ア） 《判例》【232 】〔1987年〕

：サンケイ新聞の自由民主党を広告主とする意見広告に対して、日本共産党が

自党を誹謗・中傷する内容として、反論文の無料掲載を求める仮処分を申請

した。しかし、東京地裁が仮処分の申請を却下したため、共産党は反論文の

掲載を求めて提訴した。最高裁では、反論権の持つ意義に言及しながらも、

具体的な成文法のない（法的根拠のない）反論権を認めなかった。

→ これ以降も、アクセス権を認める判決は出されていない〔2020年４月

現在〕。

ｆ）情報公開の限界

【233 】〔2013年成立〕

：「防衛」「外交」「特定有害活動（スパイ活動）の防止」「テロ防止」の四つの

分野における、日本の安全保障に関する重要情報を「特定秘密」に指定して厳

格に管理し、漏洩した者に刑罰を科す法律である。また、漏洩を共謀、教唆、

煽動した者に対しても刑罰を科すと定めている。

→ 政府による恣意的な運用により、国民の知る権利が制限されるおそれが

ある。

③《最重要！！》【234 】

ａ）生活に欠かせない水・大気・【235 】などの恩恵を受けられる権利。

→ 生活環境の悪化で、主張されるようになった。

※清浄な水や空気・日照・静けさなど、人間の生存にとって必要な生活環境を享

有する権利。４大公害訴訟を通して、環境の保全とその管理責任として国・地

方公共団体の責務が確認された。また、環境の破壊に反対する住民運動を通し

て、公害などから多数の人々の健康や生活環境の保護と侵害に対する救済を目

的として、憲法第13条（生命・自由・幸福追求の権利）や、第25条（生存権）

に基づき主張されるようになった。今日では、環境破壊施設の設置差し止め請

求の権利としても主張されている新しい人権である。
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ｂ）憲法による根拠

（ア）生存権（第25条１項）

「①すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」

（イ）幸福追求権（第13条）

ｃ）環境権に関する主な事件訴訟

（ア） 《判例》【236 】〔1981年〕

〔Ⅰ〕大阪空港に離発着する航空機の騒音、振動、排気ガス、墜落の危険等から

そこに住む住民が憲法上の人格権・環境権に基づいて、航空機の夜９時から

翌朝７時までの夜間飛行の【237 】を求めて起こした訴訟。

→ 大阪高裁〔1975年〕は、環境権について言及しなかったが、憲法第13

条・第25条を根拠に人格権を認めるとともに、それに基づく差止め請求

を認めた。

→ それに対し最高裁〔1981年〕は、人格権・環境権に触れず、差し止め

請求についても却下した。

※差し止め請求

：公害など環境破壊は一度起こってしまうと取り戻すことはできない。そ

こで公害裁判などで事前にある行為をやめさせるよう請求することをい

う。例えば、夜間の航空機の飛行を差し止めるとか、発電所の操業差し

止めを環境権に基づいて請求することが多い。

〔Ⅱ〕最高裁判決要旨

：大阪空港をどう使わせるかは運輸大臣（現・国土交通大臣）の権限に属

し、差し止め請求はこの航空行政権の取り消し、発動などを求めること

になり、民事上の請求としては【238 】。

ｄ）環境権に基づいて、地域開発などによる環境の破壊を防ぐために、環境影響評（環

境アセスメント）条例を制定する地方公共団体も多い。

→ また、従来の公害対策基本法に代わって【239 】〔1993年〕や、

【240 】〔環境影響評価法：1997年〕が制定された。しか

し、これらの法律に「環境権」は明記されていない。

→ 日照・眺望・静穏などは法的に保護されるべき生活上の利益として、その侵害

に対しては民法上の不法行為と認定する判例が増えている。

※これまで最高裁は一度も環境権そのものを認めた判決を下していない！！

→ これ以降も、環境権を認める判決は出されていない〔2020年４月現在〕。

２年政治・経済学習プリント（６） 基本的人権の保障と新しい人権
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※1993年に制定された環境基本法は、環境保全についての基本理念や責務などを

定めているが、環境権を明文で規定してはいない。

④《確認》【241 】

ａ）戦争の惨禍や恐怖から解放され、平和のうちに生存していく権利及び自由。

ｂ）憲法による根拠

（ア）生存権（第25条１項）

（イ）幸福追求権（第13条）

ｃ）平和的生存権に関する主な事件訴訟

（ア）《判例》【242 】 ※平和主義で学習済み。

⑤《重要！》【243 】

ａ）個人の人格的生存に関する重要な私的事項を、権力の介入や干渉なしに、各自が自

律的に決定できる権利・自由。

（ア）ライフスタイルの決定。

（イ）危険行為の選択。

（ウ）【244 】（性と生殖に関する健康と権利）

に関わるもの。

（エ）【245 】

：「十分知らされた上での【246 】」と訳される。患者が医師から、医療

行為の内容、それによって得られる結果、治療に伴う危険性、成功の確率、それ

以外の治療法などについて十分な説明を受けた上で、その医療行為に自己決定権

に基づいて同意することをいう。

（オ）【247 】が進歩する中で、「死」の迎え方も問われている。

→ 苦しみながら生きるより、尊厳死や安楽死を望む人が増えている。日本で

は安楽死を犯罪行為とみなしているが、裁判所の判決でそれらを容認する基

準を示した例や、海外では合法化している国もある。

→ 「【248 】（クオリティ・オブ・ライフ：ＱＯＬ）」の重視。

〔Ⅰ〕【249 】

：回復の見込みのない状況で、患者本人の意思で死を延期するに過ぎない

医療行為を自己決定権に基づいて拒否し、人間らしい尊厳性のある自然

死を迎えること。
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※末期の患者に対して、本人の「生前の意思」（【250

】）に基づいて人工呼吸器や点滴などの延命治療を行わず自然な

死を迎えさせること。

※リヴィング・ウィル（生前の意思表示）

：死ぬ前に臓器提供の可否、葬儀の仕方等について意思を記録・表明

したもの。

〔Ⅱ〕【251 】

：死期が切迫した患者の肉体的苦痛を緩和、除去するために患者自身や家

族の同意を得て、生命維持装置等を外して人為的に死期を早めること。

日本では認められていないが、オランダなどでは合法化されている。

（カ）【252 】〔1997年制定〕

：脳死状態であれば臓器移植が可能になった。本人の意思が必要。

改正臓器移植法〔2009年〕

：本人の意思が不明の場合、【253 】で移植可能。

【254 】からの臓器移植も可能となる。

《課題》

〔Ⅰ〕脳死を人の死とすることへの疑問。

〔Ⅱ〕臓器提供に同意するかの決断に迫られる家族の精神的負担。

〔Ⅲ〕救命救急医療がおろそかになることへの懸念。

〔Ⅳ〕親の虐待により脳死となった子どもからの臓器提供への注意。

（キ）末期患者が残された人生を快適に生きる【255 】、ターミナルケア。

→ 精神的ケアの重視。

ｂ）憲法による根拠

（ア）生存権（第25条１項）

（イ）幸福追求権（第13条）

ｃ）自己決定権に関する主な事件訴訟

（ア） 《判例》【256 】

２年政治・経済学習プリント（６） 基本的人権の保障と新しい人権
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：エホバの証人の信者である患者が、宗教上の信念からいかなる場合にも輸血

を拒む固い意思を持っていたにも関わらず、医師が「他に救命の手段がない

事態に至った場合には輸血する」との方針を説明しないままに手術し、輸血

した。そのため患者は不法行為を理由として損害賠償請求訴訟を起こした。

→ 第一審では原告の敗訴、第二審では患者の原告の請求を一部認容した。

→ 最高裁では医師の不法行為を認めて損害賠償を命じた。最高裁の見解

では「自己決定権」という表現はしなかったが、意思決定をする権利は

人格権の一内容として尊重すべきであるとした。

この判決は、治療法に関する患者の意思決定権を認めた初の最高裁判決で、

インフォームド・コンセントが定着しつつある医療現場の実態を踏まえた結

果となる。

（７）国民の義務と公共の福祉 ※《重要》cf.資料集p.61、91

《ＰＯＩＮＴ》

①憲法で規定している国民の義務について理解する。

②憲法第12条などで示されている「公共の福祉」について理解する。

①《確認》国民の三大義務
ａ）保護する子女に普通教育を受けさせる義務（第26条第２項）

「②すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を
受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。」

ｂ）【257 】（第27条第１項）

「①すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。

ｃ）【258 】（第30条）

「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。」

②《重要！》「公共の福祉」

：かつては「公益」「社会全体の秩序」のような漠然とした概念として捉えられていた。

→ 今日では、人権を制限できるのは、それが他者の権利や利益と衝突する場合の

みであると考えられている。

→ 公共の福祉についても、「人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平

の原理」として解釈されることが多い。

- 48 -

ａ）【259 】（かつての解釈はこれのみ）

：経済活動の自由（職業選択の自由や財産権）については、人々の安全を確保し利

益を図るなど特定の目的を実現するために、国家が政策的観点から「公共の福祉」

により制約することが認められている（第22条・第29条）。高度な知識や技術を

必要とする一定の職業に就く者に特別な国家資格の取得を求めるのは、かつての

「公共の福祉」の解釈による制約の例である。

ｂ）【260 】（現在の解釈の主流）

：日本国憲法第11条と第97条は、基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」

であると述べて、基本的人権が不可侵性を持つことを明文で規定している。しか

し、基本的人権については、人権相互の矛盾・衝突を【261 】し、各人に

人権を【262 】に保障するために「公共の福祉」による制約が憲法上認め

られている（第12条・第13条）。

《作業９》基本的人権には、公共の福祉による制約が伴うが、このような制約の目的につ

いて、他者の人権との関係に触れながら４０字程度で説明せよ。

（解答例）他者の人権を侵害することを防ぎ、すべての人に平等で実質的な人権保

障を実現する。 （３９字）

この公共の福祉は、個人を超えた全体の利益を意味するものではない。人権

相互の矛盾や衝突を調整するための原理である。

例えば、ある人が表現の自由を行使することによって、他者のプライバシー

の権利が侵害されるならば、表現の自由に一定の制約が求められる場合がある。
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●２年政治・経済学習プリント（６）解答

【１ 人間の尊厳】 【２ 自然権】 【３ 固有性】 【４ 普遍性】

【５ 不可侵性】 【６ 国籍法】 【７ 合理的差別】 【８ 世襲制】

【９ 権利義務の主体】 【10 基本的人権の享有】

【11 侵すことのできない永久の権利】 【12 現在及び将来の国民】

【13 侵すことのできない永久の権利として信託】 【14 自由及び権利】

【15 不断の努力】 【16 保持】 【17 濫用してはならない】 【18 公共の福祉】

【19 平等（権）・自由（権的基本権）・社会（権的基本権）・参政権・請求権】

【20 生命、自由及び幸福追求】 【21 最大の尊重】 【22 法の下の平等】

【23 人種、信条、性別】 【24 門地】※家柄のこと。
も ん ち

【25 両性の本質的平等】 【26 参政権】 【27 公職選挙法】

【28 形式的平等】 【29 機会の平等】 【30 実質的平等】 【31 結果の平等】

【32 ポジティブ・アクション（アファーマティブ・アクション）】

【33 高齢者雇用安定法】 【34 障害者雇用促進法】 【35 判例】

【36 最高裁判所】 【37 付随的違憲審査制】 【38 尊属殺人事件訴訟】

【39 婚外子（非嫡出子）相続差別訴訟】 【40 国籍法違憲訴訟】

【41 女性再婚禁止期間規定違憲判決】 【42 議員定数不均衡訴訟】 【43 有効】

【44 事情判決】 【45 在日韓国・朝鮮人問題】 【46 ヘイトスピーチ対策法】

【47 部落】 【48 解放令】 【49 全国水平社】

【50 人の世に熱あれ、人間に光あれ】 【51 同和対策審議会】

【52 同和対策事業特別措置法】 【53 地域改善対策特別措置法】

【54 アイヌ民族】 【55 同化】 【56 北海道旧土人保護法】 【57 先住民族】

【58 アイヌ文化振興法】 【59 アイヌ新法】 【60 障害者雇用促進法】

【61 ２．２】 【62 ２．５】 【63 障害者基本法】 【64 障害者虐待防止法】

【65 通報】 【66 障害者差別解消法】 【67 障害者の権利条約】

【68 ハンセン病問題解決促進法】 【69 女子差別撤廃条約】

【70 男女雇用機会均等法】 【71 男女共同参画社会基本法】 【72 ＤＶ防止法】

【73 夫婦同姓規定訴訟】 【74 国家からの自由】 【75 治安立法】

【76 人間の尊厳】 【77 民主主義の基盤】 【78 思想・良心の自由】

【79 三菱樹脂事件】 【80 私人間】 【81 間接適用説】 【82 信教の自由】

【83 宗教団体】 【84 宗教的活動】 【85 政教分離】 【86 津地鎮祭訴訟】

【87 世俗的行為】 【88 目的効果基準】 【89 愛媛靖国神社玉ぐし料訴訟】

【90 砂川政教分離訴訟】 【91 集会・結社・表現の自由】 【92 検閲の禁止】

【93 通信の秘密】 【94 公安条例】 【95 公序良俗】 【96 公共の福祉】

【97 明白かつ現在の危険】 【98 二重の基準】 【99 破壊活動防止法】

【100 取材源】 【101 行政権】 【102 通信傍受法】 【103 チャタレイ事件】

【104 家永教科書検定訴訟】 【105 学問の自由】 【106 天皇機関説事件】

【107 学問弾圧事件】 【108 東大ポポロ劇団事件】 【109 大学の自治】

【110 奴隷的拘束及び苦役からの自由】 【111 法定手続の保障】

【112 罪刑法定主義】 【113 被告人の利益】 【114 推定無罪】

【115 疑わしきは罰せず】 【116 令状主義】 【117 裁判所】 【118 現行犯逮捕】

【119 緊急逮捕】 【120 弁護人】 【121 公開の法廷】 【122 抑留】

【123 拘禁】 【124 拷問及び残虐刑の禁止】 【125 刑事被告人の権利】

【126 公開裁判】 【127 証人】 【128 公費】 【129 弁護人】 【130 国】
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【131 国選弁護人】 【132 黙秘権の保障】 【133 不利益】 【134 自白】

【135 遡及処罰の禁止】 【136 一事不再理の禁止】 【137 再審】

【138 二重処罰の禁止】 【139 警察】 【140 検察】 【141 裁判所】

【142 刑務所】 【143 警察署】 【144 法務省】 【145 代用監獄】

【146 冤罪】 【147 司法取引】 【148 可視化】 【149 録画・録音】

【150 居住・移転及び職業選択の自由】 【151 営業の自由】 【152 薬事法違憲訴訟】

【153 距離制限】 【154 財産権の保障】 【155 私有財産】 【156 公共】

【157 強制的に収用】 【158 森林法違憲訴訟】 【159 自由権】

【160 国家による自由】 【161 ワイマール（ヴァイマル）憲法】

【162 １９１９年】 【163 人間に値する生活を保障】 【164 社会的弱者の保護】

【165 生存権】 【166 第２５条】 【167 健康で文化的な最低限度の生活】

【168 社会福祉、社会保障及び公衆衛生】 【169 福祉国家】 【170 朝日訴訟】

【171 人間裁判】 【172 プログラム規定説】 【173 堀木訴訟】 【174 能力】

【175 普通教育】 【176 義務教育】 【177 教育基本法】 【178 公共の精神】

【179 愛国心】 【180 生涯学習制度】 【181 リカレント教育】

【182 労働基本権】 【183 勤労権】 【184 労働三権】 【185 勤労条件】

【186 労働基準法】 【187 酷使】 【188 団結】 【189 団体交渉】

【190 団体行動】 【191 国家への自由】 【192 国民固有の権利】

【193 全体の奉仕者】 【194 普通選挙】 【195 投票の秘密】 【196 公職選挙法】

【197 普通・平等・秘密・直接選挙】 【198 国民審査権】 【199 直接選挙権】

【200 特別法の住民投票】 【201 国民投票権】 【202 国民投票法】

【203 １８歳】 【204 請願権】 【205 損害賠償請求権】 【206 公務員】

【207 裁判を受ける権利】 【208 刑事補償請求権】 【209 無罪】

【210 プライバシーの権利】 【211 個人】 【212 自己】 【213 パブリシティ権】

【214 肖像権】 【215 個人情報保護法】 【216 幸福追求】

【217 「宴のあと」事件】 【218 「石に泳ぐ魚」事件】 【219 通信傍受法】

【220 改正住民基本台帳法】 【221 マイナンバー制度】 【222 マイナンバー法】

【223 知る権利】 【224 情報公開制度】 【225 情報公開条例】

【226 情報公開法】 【227 アカウンタビリティ】 【228 アクセス権】

【229 マス＝メディア】 【230 反論権】 【231 外務省秘密電文漏洩事件】
ろうえい

【232 サンケイ新聞意見広告訴訟】 【233 特定秘密保護法】 【234 環境権】

【235 日照】 【236 大阪空港（騒音）公害訴訟】 【237 差し止め（請求）】

【238 不適応】 【239 環境基本法】 【240 環境アセスメント法】

【241 平和的生存権】 【242 長沼ナイキ基地訴訟】 【243 自己決定権】

【244 リプロダクティブ・ヘルス／ライツ】 【245 インフォームド・コンセント】

【246 同意】 【247 延命治療技術】 【248 生命の質】 【249 尊厳死】

【250 リヴィング・ウィル】 【251 安楽死】 【252 臓器移植法】

【253 家族の同意】 【254 １５歳未満】 【255 ホスピス】

【256 エホバの証人輸血拒否事件】 【257 勤労の義務】 【258 納税の義務】

【259 政策的制約】 【260 内在的制約】 【261 調整】 【262 公平】
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●【練習問題】解答

正解は④。「地方選挙で投票することができる」というのは適当ではない。日本では、

国政選挙や地方選挙で外国人が投票することは認められていない。ただし、定住外国人

に対する地方参政権の付与について、最高裁は憲法上禁止しておらず、立法政策の問題

であるとしている。

●【センター演習】

（１）「基本的人権の分類」 18本試験

問．日本国憲法が保障する基本的人権は、さまざまな観点から分類することができる。一

つの分類のあり方について述べた次の文章中の空欄 ア ～ ウ に当てはまる語句の

組合せとして最も適当なものを、下の①～⑥のうちから一つ選べ。

日本国憲法が保障する基本的人権には、さまざまなものがある。その中には、表現

の自由や ア のように、人の活動に対する国家の干渉を排除する権利である自由権

がある。また、 イ や教育を受ける権利のように、人間に値する生活をすべての人

に保障するための積極的な施策を国家に対して要求する権利である社会権がある。さ

らに、これらの基本的人権を現実のものとして確保するための権利として、裁判を受

ける権利や ウ をあげることができる。

① ア 生存権 イ 財産権 ウ 国家賠償請求権

② ア 生存権 イ 国家賠償請求権 ウ 財産権

③ ア 財産権 イ 生存権 ウ 国家賠償請求権

④ ア 財産権 イ 国家賠償請求権 ウ 生存権

⑤ ア 国家賠償請求権 イ 生存権 ウ 財産権

⑥ ア 国家賠償請求権 イ 財産権 ウ 生存権

（２）「人権と公共の福祉」 06追試験・改

問．基本的人権と公共の福祉についての記述として最も適当なものを、次の①～④のうち

から一つ選べ。

① 日本では、明治憲法によって、基本的人権は公共の福祉に優先するものとされた。

② 日本国憲法では、経済的自由について、精神的自由よりも広く公共の福祉に基づく

制限を受けるものとされた。

③ フランスでは、ワイマール憲法の影響を受けた「人および市民の権利宣言」によっ

て、基本的人権と公共の福祉との相互補完的関係が規定された。

④ ドイツのナチス政権では、基本的人権は公共の福祉に優先すべきとされた。

（３）「基本的人権の区別」 02本試験

問．多様な内容を含んだ基本的人権の保障のあり方を考える場合には、さまざまな観点か

ら区別を行うことが可能である。このような視点の例Ａ～Ｃと、それぞれの視点に基づ

いて区別された権利の具体的な例ア～ウとの組合せとして最も適当なものを、下の①～

⑥のうちから一つ選べ。

Ａ 国家の不介入により保障される権利と、国家の行為を求める権利

Ｂ 内心の自由と、内心を外に表す自由

Ｃ 個人の権利と、団体の権利
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ア 信者が宗教団体を作る自由と、宗教団体の自治

イ 信仰告白の自由と、信教の自由の侵害を理由とする国家賠償請求権

ウ 信仰をもたない自由と、宗教儀式を行い、宗教を宣伝する自由

① Ａ－ア Ｂ－イ Ｃ－ウ ② Ａ－ア Ｂ－ウ Ｃ－イ

③ Ａ－イ Ｂ－ア Ｃ－ウ ④ Ａ－イ Ｂ－ウ Ｃ－ア

⑤ Ａ－ウ Ｂ－ア Ｃ－イ ⑥ Ａ－ウ Ｂ－イ Ｃ－ア

（４）「形式的平等と実質的平等」 03本試験

問．平等について、形式的平等と実質的平等の考え方がある。前者は、すべての国民を法

的に一律に取り扱おうとする考え方である。また後者は各人が置かれている現実の状況

に着眼して合理的な区別により社会的な格差を是正しようとする考え方である。実質的

平等の考え方に沿った政策の例として最も適当なものを、次の①～④のうちから一つ選

べ。

① 一定の年齢に達した国民に、国会議員などの公職の選挙に立候補する資格を認める

こと。

② 公平な裁判所による迅速な裁判を受ける権利を、国民に対して等しく認めること。

③ 経済的事情によって就学が困難な者に対して、授業料を免除したり奨学金を支給し

たりする制度を設けること。

④ 高等学校や大学の入学者選抜試験において、志願者の人種や性別、社会的身分を考

慮しないこと。

（５）「法の下の平等についての最高裁判所の見解」 03本試験

問．「政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」という日本国憲法の規定

に関連して、最高裁判所の見解と合致するものを、次の①～④のうちから一つ選べ。

① 選挙権の平等には、投票機会の平等だけではなく、選挙区相互間における議員一人

当たりの有権者数の格差の是正を求めることも含まれる。

② 公害規制は全国一律でなければならないので、地方自治体が条例によって他の地域

よりも厳しい公害規制を行うことは、法の下の平等に反する。

③ 国民各層の経済的不平等を是正するためとはいえ、高額所得者の所得に対して低額

所得者の所得よりも高率の所得税を課すことは許されない。

④ 尊属殺人罪の法定刑を、死刑または無期懲役に限定する刑法の規定は、著しく不合

理な差別的取扱いには当たらない。

（６）「男女平等に関する法制度」 07追試験

問．男女平等に関連して、日本の法制度の説明として誤っているものを、次の①～④のう

ちから一つ選べ。

① 日本国憲法は、個人の尊厳と両性の本質的平等を規定し、それに対応して、民法の

親族および相続に関する規定が改正された。

② 民法は、夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏を称すると規定していたが、夫婦別姓を

認めるために改正された。

③ 男女共同参画社会基本法は、男女が対等な立場で社会参画すると規定し、それに対

応して、国の審議会などで女性委員の割合が高められた。

④ 男女雇用機会均等法は、男女の均等な雇用機会と待遇の確保について努力目標を規

定していたが、差別的取扱いを禁止する規定に改正された。
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（７）「表現の自由」 09本試験

問．日本国憲法が保障する表現の自由に関する記述として最も適当なものを、次の①～④

のうちから一つ選べ。

① 表現の自由には、楽曲を演奏する自由は含まれない。

② 表現の自由には、報道機関の報道の自由も含まれる。

③ 検閲の禁止は、一度刊行した出版物の再発行を禁じるものである。

④ 通信の秘密は、電信・電話による通信の内容を対象としていない。

（８）「検閲の禁止」 06追試験

問．憲法によって禁止されている検閲に当たる事例とは言えないものを、次の①～④のう

ちから一つ選べ。

① 他人のプライバシーを害する不当な内容の新聞記事が発行される前に、特別の行政

委員会が審査して削除する。

② 政府の政策を批判する内容のウェブページがインターネット上に公開される前に、

行政機関が審査して削除する。

③ 住民生活に影響する内容の地方自治体の計画案がその広報紙に掲載される前に、地

方議会が閲覧して内容の変更を求める。

④ 性風俗を害する内容の小説や図画が市販される前に、警察が閲覧して内容の変更を

求める。

（９）「被疑者・被告人の権利」 03追試験

問．日本国憲法が保障する被疑者や被告人の権利に関する記述として最も適当なものを、

次の①～④のうちから一つ選べ。

① 裁判官の発する、逮捕の理由となっている犯罪を明示した逮捕状がなければ、現行

犯として逮捕されることはない。

② 殺人罪などの重大犯罪について起訴されている時でなければ、弁護人を依頼するこ

とはできない。

③ 無罪の確定判決を受けた時でも、裁判中の抑留や拘禁についての補償を、国に求め

ることはできない。

④ 無罪の判決が確定した行為について、再び刑事上の責任が問われることはない。

（10）「経済活動の自由①」 13追試験

問．経済的自由についての記述として誤っているものを、次の①～④のうちから一つ選べ。

① フランス人権宣言は、個人の所有権を、古来の伝統を根拠に保障される自然権の一

つとする。

② 日本国憲法による職業選択の自由の保障には、選択した職業を実際に行う自由の保

障も含まれる。

③ 資本主義経済は、所有権の保障を含む私有財産制を、その特徴の一つとする。

④ 日本国憲法による財産権の保障には、公共のために個人の財産が収用された場合に

はその損失の補償を受けることができるという内容も含まれる。
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（11）「経済活動の自由②」 02本試験

問．経済的自由権に関連する記述として最も適当なものを、次の①～④のうちから一つ選

べ。

① 日本国憲法では、私有財産は、正当な補償をすることを条件に、公共のために用い

られることが明文で定められている。

② 日本国憲法では、奴隷的拘束や苦役からの自由は、経済的自由権と位置づけられて

いる。

③ 日本国憲法では、職業選択の自由とともに、選択した職業を自由に営むことを保障

する営業の自由が明文で定められている。

④ 日本国憲法が保障する自由権は、経済的自由権と精神的自由権の二つの種類に分け

られる。

（12）「社会権①」 15本試験

問．人権は、自由権、社会権、参政権などに分けることができる。社会権についての記述

として正しいものを、次の①～④のうちから一つ選べ。

① 不当に長く抑留された後の自白は、証拠とすることができない。

② 選挙権が国民固有の権利として保障されている。

③ 健康で文化的な最低限度の生活を営む権利が保障されている。

④ 思想および良心の自由は、侵害することができない。

（13）「社会権②」 12本試験

問．社会権Ａ～Ｃとそれを実現するために日本で行われている具体的な施策ア～ウとの組

合せとして最も適当なものを、下の①～⑥のうちから一つ選べ。

Ａ 勤労権 Ｂ 生存権 Ｃ 団結権

ア 労働組合員であることを理由に労働者を解雇することを、不当労働行為として法

律で禁止する。

イ 公共職業安定所（ハローワーク）を設置し、求職者に職業を紹介することを法律

で定める。

ウ 生活に困窮する者に対して、公費を財源に厚生労働大臣が定める基準に基づき扶

助を行うことを法律で定める。

① Ａ－ア Ｂ－イ Ｃ－ウ ② Ａ－ア Ｂ－ウ Ｃ－イ

③ Ａ－イ Ｂ－ア Ｃ－ウ ④ Ａ－イ Ｂ－ウ Ｃ－ア

⑤ Ａ－ウ Ｂア－ Ｃ－イ ⑥ Ａ－ウ Ｂ－イ Ｃ－ア

（14）「社会権③」 06本試験

問．福祉国家としての日本の現状の記述として最も適当なものを、次の①～④のうちから

一つ選べ。

① 健康で文化的な最低限度の生活を営むことのできない者は、法律の根拠がなくても、

直接憲法に基づいて国に生活保護を請求することができる。

② 義務教育においては、国民に、授業料を徴収しない教育の機会が保障されているだ

けでなく、教科書もまた無償で配布される。

③ 勤労は、権利であるとともに義務でもあるので、国が必要と認める場合には、国民

を強制的に徴用することができる。

④ 公務員も勤労者であるから、労働基本権の保障を受け、その一つである争議権もし

ばしば合法的に行使される。
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（15）「参政権」 02追試験（現代社会）

問．日本の参政権に関する記述として最も適当なものを、次の①～④のうちから一つ選べ。

① 男女普通選挙権が保障され、１票の重みが等しくなければならないとの原則の下、

衆参両議院議員選挙とも１票の格差は２倍以内に抑えられている。

② 少年法の対象年齢が引き下げられたのに伴い、参政権についても見直しが行われ、

18歳から選挙権・被選挙権が認められるようになった。

③ 海外で生活する日本人が多くなり、国外にいる日本人も、国政選挙で選挙権を行使

できるようになった。

④ 国際化の中で有権者の範囲が広げられ、在日外国人にも国政選挙での選挙権が保障

されるようになった。

（16）「環境権」 02本試験（現代社会）

問．環境訴訟においては、新しい人権の一つとして環境権がしばしば主張される。環境権

に対する見方を述べた次のア～エと、その法的根拠について述べた下のＡ～Ｄとの組合

せとして最も適当なものを、下の①～④のうちから一つ選べ。

ア 環境権は、国家に対して個人が良い環境権を享受できることを要求する権利であ

り、健康で文化的な生活を営む権利に含まれるものである。

イ 環境権は、対象となる環境の範囲や権利内容が極めてあいまいで、また権利者の

範囲も確定できないため、法的に権利として認められない。

ウ 環境権は、国家による積極的な環境保全を要求するだけでなく、幸福追求権に基

づいて、国家による侵害を排除する自由権としての性格をも有する。

エ 環境権の主張のうち、人の生命、身体、精神及び生活に関する部分は人格権で保

護されており、これに基づいて侵害行為の差止めを請求できる。

Ａ 環境権は憲法や法律に根拠を持たないとする立場

Ｂ 環境権の内容の一部を、主として民法を根拠として認める立場

Ｃ 環境権の根拠を憲法13条と25条に求める立場

Ｄ 環境権の根拠を憲法25条に求める立場

① ア－Ｃ イ－Ｂ ウ－Ｄ エ－Ａ ② ア－Ｄ イ－Ａ ウ－Ｃ エ－Ｂ

③ ア－Ｄ イ－Ｂ ウ－Ｃ エ－Ａ ④ ア－Ｃ イ－Ａ ウ－Ｄ エ－Ｂ

（17）「個人情報保護」 08本試験

問．個人情報保護のための、日本の法制度についての記述として最も適当なものを、次の

①～④のうちから一つ選べ。

① 個人は、企業に対して、自分の個人情報の開示・訂正・削除を請求することができ

る。

② 企業は、業務上の必要性の有無を問わず、従業員の個人情報を第三者に渡すことが

できる。

③ 企業は、顧客の同意があっても、その個人情報を事業のために利用することはでき

ない。

④ 個人は、国のすべての行政機関に対して、自分の個人情報の開示・訂正・削除を請

求することはできない。
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（18）「自己決定権」 08本試験

問．日本における個人の国家に対する自己決定権についての記述として最も適当なものを、

次の①～④のうちから一つ選べ。

① 国家に干渉されない権利

② 憲法に明文の規定を持つ権利

③ 福祉国家の理念に基づく権利

④ 国民固有の権利

（19）「外国人の権利保障」 07本試験

問．日本に居住している外国人の権利保障についての説明として適当でないものを、次の

①～④のうちから一つ選べ。

① 外国人も、プライバシーの権利が保障される。

② 外国人も、選挙権が保障される。

③ 外国人にも、国民年金への加入が認められる。

④ 外国人にも、会社の設立が認められる。

（20）「人権に関する条約」 05追試験

問．それぞれの条約に対する日本の取組みに関する記述として適当でないものを、次の①

～④のうちから一つ選べ。

① 二つの国際人権規約を批准する際に、それらの権利をすべて認めたのではなく、い

くつかの条項について留保している。

② 女性差別撤廃条約を批准するに先立って、男女雇用機会均等法の制定など、国内法

の整備を行った。

③ 子どもの権利条約を批准したが、未成年者保護の観点から、成人と異なった取扱い

を行うことは認められている。

④ 死刑廃止条約（自由権規約第２選択議定書）の批准により、長年にわたって維持し

てきた死刑制度を廃止した。

●【センター演習】解答

（１）③ 正解。

アについて、経済活動の自由の一つである財産権が入る。憲法第29条で規定され

ている。自由権とは、国家からの自由を基本理念とする権利で、基本的人権の中で

は最も早く確立した。18世紀的人権ともいわれる。

イについて、生存権が入る。憲法第25条１項で規定されており、同２項に基づい

て生活保護法などが制定されている。社会権とは、国家による自由を基本理念とす

る権利である。20世紀的人権ともいわれる。

ウについて、国家賠償請求権が入る。国家賠償請求権とは、公務員の不法行為に

よって損害を受けた場合に、国や地方公共団体に対して損害賠償を求める権利であ

る。
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（２）② 日本国憲法では、職業選択の自由（第22条）と財産権（第29条）は公共の福祉に

よる制限が明記されている。

①について、大日本帝国憲法では、臣民の権利は法律の範囲内とされ、法律の定

めがあれば、人権の制限もできるとされた（法律の留保）。

③について、フランス人権宣言は1789年に成立。一方、ワイマール憲法は1919年

に成立し、世界初の社会権（生存権）を明記した憲法である。

④について、ナチス政権では、全体主義の下、基本的人権は抑圧された。

（３）④ アについて、宗教団体を作る自由は、信教の自由（第20条）として保障される、

個人の権利であり、宗教団体の自治は、その宗教団体の権利である。Ｃと結びつく。

イについて、国家（公権力）が信教の自由を侵害した場合、国に対し法律の定め

るところにより、損害賠償を求めることができる（憲法第17条の国家賠償請求権）。

Ａと結びつく。

ウについて、信仰の自由は信教の自由の内容であり、精神的自由権の一つである。

この精神的自由には、内心（内面）の自由と外部表明の自由とがある。Ｂと結びつ

く。

（４）③ ①と②は形式的平等。

（５）① 一票の格差、不均衡は立法裁量の範囲を超えており、衆議院議員選挙では２度違

憲の判決が出ている。

②について、法律が一定の目的で規制している場合、それよりも厳しい規制を行

う上乗せ条例などの例があり、合理的理由があれば法の下の平等には違反しない。

③について、累進課税制度は、税の応能負担（能力に応じて負担する）と垂直的

公平（所得のより多い人がより多くの税を納める）を実現したものであり、法の下

の平等に違反しない。

④について、最高裁判所は1973年、刑法第200条の尊属殺重罰規定について違憲

判決を出した。

（６）② 民法は「夫または妻の氏」を称すると規定している。この部分は改正されていな

い。

①について、憲法第24条２項では、家族生活における個人の尊厳と両性の本質的

平等が規定されている。

③について、男女共同参画社会基本法は、1999年に、性別に関わりなく、男女が

対等に社会に参加しつつ能力を発揮し、責任を担う男女共同参画社会を実現するた

めに成立した。そのため、審議会などで女性委員の割合を高める努力がなされてい

る。

④について、男女雇用機会均等法は、1997年の改正で女性差別を禁止、2006年の

改正で男女への差別も禁止した。
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（７）② 報道の自由は、取材の自由・編集の自由・頒布の自由を要素として、表現の自由

に含まれる。

①について、音楽・楽曲の演奏は、表現の自由に含まれる。

③について、検閲とは、外部に発表されるべき思想の内容を当局（行政権）が審

査するものである。

④について、電話・電信なども対象としている。

（８）③ 地方議会の審査行為の範囲内であり、検閲にはあたらない（公権力内部の規制）。

①②④は検閲にあたる。

（９）④ 一事不再理の原則という。確定した同一事件について、同一の罪状で重ねて裁判

を行ってはならないという憲法第39条前段後半の規定である。

①について、現行犯の場合、私人も含めて誰でも令状なしに逮捕することができ

る。

②について、刑事事件は憲法第37条などに弁護人依頼権が規定されている。

③について、憲法第40条で刑事補償請求権として無罪判決を条件に「国にその補

償を求めることができる」と規定している。

（10）① 所有権は「古来の伝統を根拠に保障される」自然権ではない。自然権思想では、

自然権は生まれながらにすべての人に、国家に侵されない権利（固有性・普遍性・

不可侵性）と考えられる。

②について、薬事法距離制限規定訴訟では、薬事法の距離制限規定を理由に薬局

の開設を不許可にする規制は、憲法第22条に反するかどうかが争われた。1975年、

最高裁は薬事法のこの規定は違憲無効と判決を下した。

③について、資本主義経済は私有財産制が前提となり、経済活動の自由が保障さ

れる。一方、社会主義経済は生産手段（土地・機械・原材料など）の私有を否定す

る。

④について、憲法第第29条３項では「私有財産は、正当な補償の下に、これを公

共のために用いることができる」と記されている。公共の福祉のために財産権が制

限された場合、正当な補償を受ける権利がある。

（11）① 憲法第29条３項で「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひる

ことができる」と規定している。

②について、奴隷的拘束や苦役からの自由は、人身の自由（身体的自由権）であ

る。

③について、営業の自由は憲法上の明文規定はないが、第22条の「職業選択の自

由」に含まれると解されている。

④について、他に人身の自由（身体的自由）があり、あわせて三種類。

（12）③ 憲法第25条の生存権の規定であり、生存権は社会権に含まれる。

①について、人身の自由における適正手続の原則の記述であり、社会権ではない。

②について、選挙権は参政権に含まれ、社会権ではない。

④について、思想・良心の自由は精神活動の自由に含まれ、自由権である。
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（13）④ 正解。

Ａについて、勤労権は、憲法第27条で「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務

を負う」と定められている。1947年に職業安定法が制定され、国はハローワークを

設置し、職業を紹介している。したがって、イと関係する。

Ｂについて、生存権は「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」である。そ

して、生存権を保障するために、社会保障の一つである公的扶助が行われている。

したがって、ウと関係する。

Ｃについて、団結権は、団体交渉権、団体行動権（争議権）と並んで労働三権の

一つである。労働三権を保障するための労働組合法は、使用者が組合活動に干渉し

たり、団体交渉を拒否したり、労働組合の組合員であることを理由に不利益な取り

扱いをしたりすることを不当労働行為として禁じている。したがって、アと関係す

る。

（14）② 憲法第26条２項には「義務教育は、これを無償とする」とある。無償とは授業料

不徴収の意味であるが、義務教育用の教科書は別途法律により無償で配布されてい

る。

①について、最高裁は朝日訴訟や堀木訴訟などで、憲法第25条の生存権は具体的

権利ではなく、国の努力目標を定めたもの（プログラム規定説）とした。生活保護

は生活保護法を根拠に行われる。

③について、憲法第27条は、勤労の権利と義務を定めるが、強制的な徴用は、憲

法第18条により違憲である。

④について、憲法第28条の規定にもかかわらず、公務員の争議行為（団体行動権）

は一律禁止されている。警察・消防職員などは、団結権・団体交渉権も禁止されて

いる。

（15）③ 段階的に認められ、現在では衆参院選での選挙権が認められている。

①について、衆参ともに「一票の格差」は２倍以上である。

②について、2002年当時は選挙権20歳以上（2016年参院選より18歳以上に引き下

げ）、衆議院被選挙権25歳以上、参議院被選挙権30歳以上。

④について、国政選挙では選挙権・被選挙権ともに「日本国民」に限定。

（16）② 正解。

アについて、「健康で文化的な生活を営む権利」から、憲法第25条を根拠に環境

権を説く立場でＤと結びつく。

イについて、その文言から、憲法や法律に環境権の根拠はないとする立場でＡと

結びつく。

（17）① ②について、個人情報を第三者に渡すことはできない。

③について、同意があれば利用することはできる。

④について、請求することはできる。
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（18）① 自己決定権とは、国家の干渉、介入を受けずに自分についての私的事項を自分で

決定する権利である。

②について、憲法に明文の規定はない。

③について、この権利は社会権の内容である。自己決定権は憲法第13条を根拠に

主張される新しい人権である。

④について、国民固有の権利とすれば、自己決定権は外国人には保障されなくな

る。

（19）② 外国人に選挙権は認められていない。ただし、最高裁は「定住外国人に対する地

方参政権付与は、憲法上禁止されているわけではない」〔1995年〕としている。

①について、基本的人権は外国人にも原則として保障されている。

③について、国民年金への加入はできる（日本に１年以上在住）。

④について、会社設立は認められている。

（20）④ 日本は死刑廃止条約は批准していない。死刑制度は存続しており、死刑判決も死

刑執行も行われている。

①について、国際人権規約〔1966年〕は、国連総会で採択されたもので、広範な

基本的人権について規定した規約。Ａ規約とＢ規約があり、世界人権宣言〔1948年〕

とは異なり、法的拘束力がある。日本は、Ａ規約の公務員のストライキ権、公休日

の報酬については留保したままで批准している。

②について、1979年に採択された女性差別撤廃条約の批准にあたり、1985年に男

女雇用機会均等法が制定された。

③について、子どもの権利条約は1989年に採択され、日本は1994年に批准した。

子どもの保護のため、成人と異なった取り扱いを定めている。
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