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はしがき

本書は，憲法を理解し，司法書士試験の短期合格を目指す受験生のために書かれ
た憲法の基本書であり，次に述べるような特長がある。

①初学者，独学者にも理解できるように書かれていること
 本書では，司法書士試験に合格できるレベルを保ちながらも初学者の方が憲法
を理解できるように噛み砕いて説明した。わかりにくいところには《解説》のコ
ーナーを設けた。

②憲法の本質論（基本）から説明がされていること
 憲法のテキストというと，条文知識，判例知識等が単に羅列されているだけの
ものも目につくが，それでは憲法の一貫した考え方は身につかず，一つひとつの
知識がばらばらのため，かえって学習に時間がかかってしまう。
 本書では，憲法の本質にさかのぼり，そこからすべての説明を有機的に関連づけ，
説明を一貫させた。これにより，自然と憲法の考え方が身につき，知識の一つひ
とつがつながりあるものとして理解できるので，理解しやすく，忘れにくくなる。
また，そのことで，学習の効率化を図ることができるものと考える。

③司法書士試験のために必要十分な情報量が提供されていること
　特に判例知識に関しては，本書では，［判例］という囲みを作り，出題可能性が
ある判例を取り上げた。まず，この囲みの中では，［事案］として，どのような事
件であったのかを記載した。ほとんどの基本書にはこの部分はないと思うが，ど
のような事案のもとで出された判例かわからなければ本当の意味で判例は理解で
きないし，また，事案が書いてあることで判例が記憶に残りやすいと考えたから
である。さらに，憲法はマイナー科目であり，時間がかけられないだろうから，
この一冊に知りたい情報を集約しようとした意図もある。次に，［判旨］が記載さ
れているが，これが重要部分である。この部分は判例をわかりやすく書きかえる
のではなく，なるべく原典の表現を尊重した。試験には，判決の表現がそのまま
出題されることもあり，そのような場合には，その表現に触れていることは重要
だからである。
 最後になるが，本書は，司法書士試験の憲法において，必要となるものがすべ
て提供されている。憲法に関しては，これ一冊で十分といえる。あとは，問題集
や答練で知識をブラッシュアップしていけばよい。
 司法書士試験は難関であり，受験生はそれぞれの思いで挑戦していると思う。
非力ではあるが，そのような受験生の一助になればとの思いで本書を執筆した。
本書を徹底的に利用して，短期合格を勝ち取っていただきたい。健闘を祈る。

東京法経学院　編集部
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1		 憲法とは何か

⑴　法律とは何か
	 憲法は，法律の1つであると思っている人がいるが，実はそうではない。
では，法律とはいったい何なのであろうか。まず，そのことから考えてい
こう。そのために，次の例題を考えてほしい。

［例題］法律と道徳の違いは何か。

	 たとえば，道徳とは，「電車に乗っているときに，お年寄りには席を譲
ろう」などといったものである。法律は，「人の物を盗んではいけない（刑
法235条窃盗罪）」といったものである。
	 道徳も法律も，社会を住みやすくするために，守らなければならない社
会規範であることは共通する。違いは，国家による強制があるかないか，
である。道徳は，国家によって守ることは強制されない。たとえば，電車
に乗っているときにお年寄りに席を譲らなくても，国家による罰則はない
（周りの人に白い目で見られるくらいである）。しかし，法律は，国家によ
って守ることが強制されている。たとえば，人の物を盗めば，刑法により
懲役・罰金という刑罰が待っている。
	 このように，法律とは，〈国家権力による強制力を持った社会規範〉と
いうことができる。パスカルの「力のない正義は無力である」という言葉
からもわかるとおり，国家によって，守るべき社会規範が法律という形で
強制されることで，秩序が維持され，正義が実現できるのである。
	 そして，憲法は，このような意味での法律とは異なるものなのである。

 解　説 

	 法律は，国家が，その権力によって，国民に守らせるものでした。ということは，当然，

国家には，〈権力〉があるということです。国家とは一体何かというと，憲法的には，〈一

定の限定された地域（領土）に，定住する人（国民）が存在し，その国民が服従を強

制される実力（権力）によって，統治される社会〉を意味します。領土，国民，権力

が国家の三要素です。特に，他者を服従させる強制力である権力こそが国家の本質で

あるともいえます。
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⑵　権力は腐敗する
	 以上，見てきたように，国家は，法律を作り，国民に社会規範を守るこ
とを強制する。しかし，国家は，常に，国民が暮らしやすいように考え法
律を作るとは限られず，権力は濫用される危険も存在する。権力は腐敗し
やすいのである。
	 たとえば，「治安維持法」によって，反政府的な言論が弾圧されたり，「国
家総動員法」によって，軍事工場での労働が強制されるなど国民の自由が
制限されたりした歴史は，権力の腐敗の現れともいえる。
	 このように，権力は腐敗し，濫用され，国民の権利・自由が不当に制限
されることも考えられるのである。

⑶　憲法は，権力の歯止め
	 権力が腐敗し，国民の権利・自由を不当に制限することがないようにす
るためには，国家の権力行使に歯止めをかける必要がある。つまり，権力
者の守るべきルールを作り，国家をそれに従わせる必要がある。このルー
ルこそが憲法なのである。
	 つまり，憲法とは，国家権力の濫用を抑制し，国民の権利・自由を守る
基本法ということができる。憲法は国家権力を制限するものなのである。
	 また，このように，権力を法的に制限し，憲法に基づいて政治を行うこ
とを立憲主義という。

 解　説 

	 憲法とは，一言で言えば，国民の権利・自由を守るために，国家権力を制限するも

のなのです。もっと言えば，憲法の目的は，国民の基本的人権を国家から守り，保障

することにあるのです。

	 これまでの話で憲法と法律の違いがわかりましたね。法律は，国民に対して「守り

なさい」と制限しているものなのに対して，憲法は，国家に対して，「守りなさい」

と制限しているものなのです。つまり，憲法を守らなければいけないのは，国民では

なく，国家なのです。これは，憲法99条を見てもわかります。99条を見てみましょう。

憲法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。
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	 これは，憲法尊重擁護義務を定めた条文ですが，憲法を守らなければならない者を

「公務員」と明言していますね。この条文からも憲法は，国民ではなく，国家（公務員）

が守らなければならないものということがわかるでしょう。

	 ですから，憲法訴訟が行われているときには，原則として被告は国家です。裁判で

は，国の行った行為や国の作った法律が憲法違反かどうかが争われているのです。憲

法判例を読むときに気をつけてください。

2		 日本国憲法の全体構造

⑴　構成
	 日本国憲法は，以下のとおり，前文と11の章によって，構成される。

前文
第  1  章　天皇
第  2  章　戦争の放棄
第  3  章　国民の権利及び義務
第  4  章　国会
第  5  章　内閣
第  6  章　司法
第  7  章　財政
第  8  章　地方自治
第  9  章　改正
第10章　最高法規
第11章　補足

	 そして，これらは，講学上，憲法総論（前文，第1章，第2章），基本的
人権（第3章），統治機構（第4章〜第8章），憲法保障（第9章，第10章）
の4つの部分に分けることができる。では，その一つひとつについて概要
を説明していくことにする。

⑵　憲法総論
	 憲法総論では，「憲法の意義」，「前文」，「国民主権」，「天皇」，「平和主義」
を学習する。
	「前文」とは，法律の最初に付され，その法律の目的や精神を述べる文
章であるが，憲法の場合には，憲法制定の由来，目的，憲法制定権者の決
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意などが表明されることが多い。日本国憲法においても，「基本的人権の
尊重」，「国民主権」，「平和主義」の3大基本原理などが述べられている。
	 次に，「国民主権」についてであるが，これは，国民によって政治を行
うことである。日本国憲法では，国民の代表者が政治を行うという間接民
主制という形で国民主権が実現されている。憲法の目的は，基本的人権を
保障することであることはすでに述べたが，基本的人権の保障は，独裁政
治のもとよりも，国民が政治を行ったほうが実現されやすい。そこで，日
本国憲法は，基本的人権を保障する手段として国民主権を採用しているの
である。
	「天皇」については，天皇の地位を理解することが重要である。天皇は，
〈日本国，日本国民統合の象徴〉という地位にある（象徴天皇制）。これは，
天皇が象徴の役割をもつことを強調することにあるのではなく，天皇は，
象徴以外の役割をもたないことを強調することにある。つまり，簡単にい
えば，主権は天皇ではなく，国民にあるということである。このように，
天皇の地位は，国民主権の裏返しとして国民主権と関連づけて理解する必
要がある。
	 そして，「平和主義」についてであるが，日本国憲法は，戦争放棄，戦
力不保持，交戦権の否認という徹底した戦争否定の態度をとっている。戦
争があると，基本的人権が侵害されがちであるので，日本国憲法は，国民
の基本的人権を保障するためにその手段として平和主義を採用したのであ
る。

 解　説 

	「基本的人権の尊重」，「国民主権」，「平和主義」が日本国憲法の3大原理であるこ

とは，中学校で学びますが，この3つの中で，「基本的人権の尊重」が憲法の目的で

あり，「国民主権」と「平和主義」はその目的実現のための手段であるということを

押さえましょう。

⑶　基本的人権
①意義
	 日本国憲法は，基本的人権を保障している。憲法は，国民の権利・自
由を国家から守るために存在するのであるから，この部分が憲法の中心
といえる。
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②公共の福祉による制約
	 国民の基本的人権は，最大限尊重されるべきであるが（11条，97条），
12条後段に，「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」と規定されていることか
らもわかるとおり，絶対的に無制約というわけではなく，公共の福祉の
ために制約を受ける。
	 では，公共の福祉とは何だろうか。この点，「公共」という言葉から，
国家の利益のために制限できると考えてしまう人がいるがこれは間違い
である。
	 公共の福祉とは，人権相互の矛盾衝突を調整するための実質的公平の
原理である。
	 人権も他の人権と衝突することがある。たとえば，憲法では表現の自
由が認められているが，他人の名誉権を侵害するような表現まで認めら
れるわけではない。表現の自由と他人の名誉権が衝突しているので，名
誉権を守るために，表現の自由が制約を受けるのである。この場合，国
家は，名誉権を侵害するような表現の出版差し止めなどの制約をするこ
とができるのである。これが公共の福祉による人権の制約である。

 解　説 

	 人権は，最大限に尊重されますから，国家はこれをむやみに制約できるわけではあ

りません。ただ公共の福祉の範囲内で制約ができるのみです。ここでいう公共の福祉

とは，ある人権を制約しなければ他の人の人権が侵害されることになる場合に，仕方

なく，それを解決するために制約をすることです。つまり，人権を制約することがで

きるのは，他の人権を守る必要があるときだけなのです。人権を制約できるような価

値は，人権以外には存在しないのです。国家がその範囲を超えて，人権を制約する法

律を作ったり，人権を制約する行為をしたようなときには，その法律や行為は，憲法

違反（違憲）ということになります。逆に，国家が人権を制約するような法律を作っ

た場合でも，それが公共の福祉の範囲内ならば，憲法には反しません（合憲）。そこで，

裁判では，国家の作った法律や国家の行った行為が公共の福祉の範囲内かどうかで争

われることが多いのです。

⑷　統治機構
	 憲法は，国家作用を3つに分けて，それぞれ別の機関に担当させている。
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立法権を国会に，行政権を内閣に，司法権を裁判所に分担させているので
ある。これを権力分立という。
	 では，なぜ，憲法が権力分立を採用しているかといえば，それぞれの機
関同士を牽制させることで，国家権力の強大化を防ぎ，憲法の目的とする
人権保障を図るためである。

 解　説 

	 憲法が権力分立を採用しているのは，国家権力を分けてそれぞれ牽制させることで，

権力の強大化・濫用を防ぎ，国民の権利・自由が国家によって侵害されることのない

ようにするためです。国家の行為が効率的に実現できるように仕事を分けたわけでは

ないので注意しましょう。

	 やはり，統治機構の規定も，憲法の目的である人権保障を実現するための手段の規

定であるということなのです。とにかく，憲法の中核は人権保障だということがわか

ってきたでしょうか。

⑸　憲法保障
	 憲法には，人権を保障するために，権力を制限するものであるが，政治
権力により，ゆがめられてしまっては，元も子もない。したがって，憲法
には，下記のような憲法の崩壊を防ぐための，様々な憲法保障の制度が用
意されている。

〈憲法保障の制度〉
①憲法の最高法規性の宣言（98条）
②公務員に対する憲法尊重擁護義務（99条）
③権力分立（41条，65条，76条）
④硬性憲法（96条）
⑤違憲審査権（81条）
※また，憲法に規定がないものとして，抵抗権，国家緊急権がある。

3		 憲法の最終目的

	 以上，見てきたように，憲法の目的は，人権を保障することにあるが，で
は，なぜ，憲法は，人権を保障しようとしているのであろうか。人権規定を
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置いている憲法の根本的な価値観は何なのであろうか。
	 憲法の根本的な価値は，個人の尊重である。憲法13条前段で「すべて国
民は，個人として尊重される」という部分にその価値が現れている。そして，
個人を尊重するために人権規定を置いているのである。
	 個人の尊重とは，一人ひとりの違った個性を尊重し，どのような価値観を
持った人も人間として大切にしていこうということである。

 解　説 

	 個人が尊重されるというのは，人と違ってもいい，ということです。人と違うから

といって国家に差別されたり，多数意見を押し付けられたりしないように，人権規定

が用意されているのです。ただ，人と違うことで，他人に迷惑をかけてしまうような

場合には公共の福祉によって，制約を受けるのはもちろんです。



第１編
憲法総論編
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第1章　憲法の意義と立憲主義

1　憲法の意味

	 憲法の意味は，多義的であるが，大きく2つの意味に分けることができる。
〈形式的意味の憲法〉と〈実質的意味の憲法〉である。
	 まず，形式的意味の憲法とは，憲法が「憲法という名前で呼ばれる成文の
法典」を意味すると考える場合である。この意味の憲法は内容がどのような
ものであるかは問わない。
	 次に，実質的意味の憲法とは，憲法が「ある特定の内容を持った法」を意
味すると考える場合である。この特定の内容とは何かであるが，2つに分け
ることができる。
	 ひとつは，「国家の基本を定めた法」のことを憲法と呼ぶ場合である。こ
れを固有の意味の憲法という。国家はいかなる社会・経済構造をとる場合で
も，必ず政治権力とそれを行使する機関が存在しており，この機関，権力の
組織の作用及び相互の関係を規律する規範が固有の意味の憲法である。よっ
て，固有の意味の憲法は，どの時代のどの国家にも存在する。
	 もうひとつは，国家権力を制限し，国民の権利・自由を守るための法を憲
法と呼ぶ場合である。これを立憲的意味の憲法（近代的意味の憲法）という。
この憲法の目的は，権力を制限することで人権を保障することにある。

《補充解説》憲法の分類

⑴　形式による分類
成文憲法：成文の法典が存在するもの
不文憲法：成文の法典が存在しないもの
	 立憲的意味の憲法は，国家権力を制限するという国民と国家の社会契約
と考えることができるから，契約書として成文憲法が存在するのが通常で
ある。日本国憲法も成文憲法である。ただ，イギリスは，憲法が慣習法や
法律という形で存在しており，成文憲法を持たず，憲法典は存在しない。

⑵　憲法の性質による分類
軟性憲法：改正が通常の法律と同様の手続でできるもの
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硬性憲法：改正が通常の法律より厳格な手続でなければできないもの
	 立憲的意味の憲法は，人権を保障するものであるから，高度の法的安定
性が要求されるので，硬性憲法であることが通常である。日本国憲法も硬
性憲法である。

⑶　憲法の制定主体による分類
欽定憲法：君主によって制定されたもの
民定憲法：国民によって制定されたもの
協約憲法：君主と国民の合意によって制定されたもの
	 明治憲法は欽定憲法であったが，日本国憲法は民定憲法である。

2		 憲法の特質

	 立憲的意味の憲法には，以下の3つの特質がある。
⑴　自由の基礎法
	 立憲的意味の憲法は，国民の権利・自由を保障しようとするものである
という点で，国民の自由の基礎となっているということができる。この特
質から憲法は「自由の基礎法」であるといえる。
	 これが，憲法の目的であり，統治機構の規定は，国民の自由を保障する
ための手段規定として存在するにすぎない。

⑵　制限規範性
	 憲法が自由の基礎法であるということは，同時に憲法が国家権力を制限
する基礎法であるということを意味する。

⑶　最高法規性
①意義
	 憲法は，最高法規であり，国法秩序において強い形式的効力を持つ（98
条1項）。これは，人権が憲法以外の法によって侵害されないため，また，
制限規範性が実効性を有するようにするためである。
	 また，憲法が最高法規であることの実質的根拠は，憲法の内容が，人
間の権利・自由を立法権を含むあらゆる国家権力から不可侵のものとし
て保障するとしていることにある（97条）。

シ憲法-1-総論編.indd   12 20/06/02   11:01



第1章　憲法の意義と立憲主義

13

 解　説 

	 国家権力が国民の権利を侵害している場合にこれをやめさせることができるのは国

家より強い者だけです。つまり，憲法が国家権力を制限できるためには，憲法は当然

に国家より強い必要があるのです。そこで，国家権力から国民の権利をきちんと守れ

るように，憲法には強い効力が与えられており，国家の最高法規となっているのです。

	 また，憲法が最高法規であることの実質的根拠を理解することも大切です。憲法第

10章を見てください。これが憲法が最高法規であることを宣言している章になりま

すが，その中でも形式的には98条が最高法規であることを宣言しています。次に，

97条を見てください。憲法の保障する人権の大切さを述べている条文ですが，なぜ

これが「第10章　最高法規」の中に規定されたのでしょうか。普通に考えると内容

的には最高法規というよりは人権の規定ですよね。ですから，これは，第3章あたり

に入る条文が間違って第10章に入ったという人もいます。しかし，第10章に規定さ

れているからには，それなりの理由があるはずだと考えるのが重要な考え方です。実

はこの条文は憲法が最高法規であることの実質的な根拠を述べているのだと理解する

ことができるのです。つまり，「憲法は，重要な人権を規定してこれを守ろうとして

いる。だから，最高法規なんだ」といった具合です。よって，憲法が最高法規でいら

れる実質的な根拠は，重要な人権を守る規定が置かれていることにあると考えること

ができるのです。

97条：実質的最高法規性  ⇒ 98条：形式的最高法規性

	 また，日本国憲法は，自身の最高法規性を確実にするために，裁判所に違憲立法審

査権を与えました（81条）。これは，憲法に違反するような法律などを違憲無効だと

判断する権限です。

②憲法と条約の優劣
	 条約は，国内法的効力を持つとされる。そこで，憲法と条約のどちら
が優位であるのか，が問題となる。

【論点】憲法と条約のどちらが優位か。
 Ａ説 　条約優位説
結論　条約が憲法に優位する。
理由　①98条1項には，条約が除外されている。
	 	 	 ②	憲法は国際協調主義を採用しており，条約を誠実に遵守することを

規定している（98条2項）。
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 Ｂ説 　憲法優位説
結論　憲法が条約に優位する。
理由　①	条約が憲法に優位するとすると，憲法に反する内容の条約が結ばれ

たときに，簡単に条約によって憲法が改正されたのと同じことにな
り，硬性憲法の建前に反する。

	 	 	 ②	条約の締結権・承認権は憲法によって授権されたものであるから，
条約は憲法の枠内で締結されるべきである。

3　	立憲主義の展開

⑴　近代立憲主義の形成
	 中世の絶対王政のもとでは，国王に絶対的な権力があり，人々の権利・
自由は制限されていた。そのような状況の中で，市民革命が起こり，権力
者の権力濫用を防止するために，権力を憲法で制限する立憲主義が形成さ
れていった。

⑵　自由国家
	 立憲主義の思想は，19世紀の自由国家の下でさらに進展した。そこでは，
個人は自由かつ平等であり，個人の自由意思に基づく経済活動が広く容認
された。ここでは，国家は経済的干渉も政治的干渉も行わずに，社会の治
安維持という警察的任務のみを負っていた。このような国家を，自由国家・
消極国家あるいは警察国家という。

⑶　自由国家から社会国家へ
	 資本主義の高度化に伴って，富の偏在が起こり，労働条件は劣悪化し，
独占グループが登場した。その結果，憲法の保障する自由は，社会・経済
的弱者にとっては，貧乏の自由・空腹の自由でしかなくなった。
	 このような状況を克服し，人間の自由と生存を確保するためには，国家
が，市民の自律にゆだねられていた市民生活に積極的に介入し，社会的弱
者の救済に向けて努力しなければならなくなった。こうして自由国家は，
国家的な干渉と計画を必要とする社会国家（積極国家・福祉国家）へと変
容した。
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 解　説 

	 初期の立憲主義のもとでは，国民は国家に対して「おれたちは自由にするからジ

ャマはするな」といっていたということです。しかし，時間がたつにつれ，資本主

義の下で競争していると，貧乏な人が登場し，このままでは，生きていくこともで

きずに到底自由なんてないわけです。そこで，国家に対して，「おれたちが自由に生

きていけるようにきちんと政策を実現してくれ」というように変わっていったとい

うことです。

4　法の支配

⑴　意義
	 法の支配とは，専断的な国家権力の支配（人の支配）を排斥し，権力
を法で拘束することによって，国民の権利・自由を擁護していこうとす
る英米法の考え方のことである。

 解　説 

	「法の支配」は，英米法の根幹として発達した考え方ですが，「立憲主義」とほとん

ど同じ意味と考えて大丈夫です。

⑵　法の支配の内容
	 法の支配の内容として重要なのは以下の点である。

①憲法の最高法規性
	 憲法は，最高法規であり，行政権だけでなく，立法権をも拘束する。
つまり，いくら立法権といえども憲法に反する法律を作ることはできな
い。
②権力によって侵されない個人の人権
	 法の支配は，人権の保障が目的である。
③法の内容・手続の公正を要求する適正手続
	 権力者を適正な手続に従わせることで，人権を保障しようとしている
のである。
④権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割の重視
	 立法権・行政権による権力の濫用を防止するためである。
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⑶　日本国憲法での法の支配の現れ
	 日本国憲法も，法の支配の考え方を採用しているといわれている。具体
的には，①憲法の最高法規性は「第10章　最高法規」として規定されて
いる。②権力によって侵されない個人の人権は「第3章　国民の権利及び
義務」で具体化されている。③法の内容・手続の公正を要求する適正手続
は31条以下に詳細な規定が置かれている。また，④権力の恣意的行使を
コントロールする裁判所の役割については，裁判所に81条で違憲立法審
査権が与えられている。

《補充解説》法の支配と法治主義
	 法の支配に似た概念として，法治主義がある。これは，法によって国家権力を拘束し国

民の権利自由を保障しようとする点では法の支配と共通するが，法治主義でいう法とは，

憲法ではなく，立法権の制定した法律である点が法の支配と異なる。このことから，次の

2点が導かれる。

	 法の支配では，憲法によって拘束されるのは，立法権と行政権であるが，法治主義では，

立法権は拘束されず，行政権のみが拘束される（立法権は法律の制定権者であるから，ど

のような法律でも作ることができる）。

	 もうひとつは，法の支配では，法は人権を保障するものでなければいけないが，法治主

義でいう法は形式的な法律であり内容は問題とならない（悪法もまた法である）。
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第2章　憲法前文

1　前文の意義

	 前文とは，法律の最初に付され，その法律の目的や精神などを述べる文章
のことである。憲法の場合には，憲法制定の由来，目的，憲法制定権者の決
意などが表明される例が多い。

2　前文の内容

	 日本国憲法の前文は4段から構成されるが，そこには何が書かれているの
か，1段ごとに見ていくことにする。

〈第1段〉
①日本国民は，正当に選挙された②国会における代表者を通じて行動
し，われらとわれらの子孫のために，諸国民との協和による成果と，わ
が国全土にわたつて③自由のもたらす恵沢を確保し，政府の行為によつ
て④再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し，ここに
⑤主権が国民に存することを宣言し，⑥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，⑦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。これは人類普遍の原理であり，この憲法は，かかる原理に
基くものである。われらは，⑧これに反する一切の憲法，法令及び詔勅
を排除する。

	 第1段では，まず，「①日本国民は」「⑥この憲法を確定する」として，日
本国憲法が，〈民定憲法〉であることを宣言している。次に，③において基
本的人権の尊重を，また④では平和主義をそれぞれ宣言している。そして，
⑤⑦において，政治は国民の意思に基づいて行われなければならないとする
国民主権の原理を宣言している。しかも，それは具体的には，「②国会にお
ける代表者を通じて行動」する間接民主制である。最後に，⑧では，第1段
の内容に反するような憲法は排除するとして憲法改正の限界を定めている。
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〈第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，①平和のうちに生存す
る権利を有することを確認する。

	 第2段では，全体として，第1段で宣言した平和主義を再度宣言している。
また，「①平和のうちに生存する権利」すなわち，平和的生存権という人権
を人々が有していることを確認している。

〈第3段〉
われらは，いづれの国家も，①自国のことのみに専念して他国を無視し
てはならないのであつて，政治道徳の法則は，普遍的なものであり，こ
の法則に従ふことは，自国の主権を維持し，他国と対等関係に立たうと
する各国の責務であると信ずる

	 第3段では，「①自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」
として，国際協調主義を遵守することを公約している。

〈第4段〉
日本国民は，国家の名誉にかけ，全力をあげてこの崇高な理想と目的を
達成することを誓ふ。

	 第4段では，前文に掲げられた崇高な理想と目的を達成することを誓約し
ている。

3　前文の法的性質

⑴　法規範性
	 日本国憲法の前文も，本文と同じ法的性質（法規範性）を有する。つま
り，前文も憲法の一部だということである。
	 このことから，前文も本文と同様に憲法改正手続によらなければ改正で
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きず，また，前文も98条の「憲法」に含まれ最高法規であるといえる。

⑵　裁判規範性
	 裁判規範性とは，当該規定を直接の根拠として裁判をすることができる
性質のことである。前文にこの裁判規範性があるかないかについては争い
がある。つまり，前文を直接の根拠に裁判ができるかについて争いがある
ということである。

【論点】前文には裁判規範性があるか。
 Ａ説 	（否定説・通説）
結論	 	前文には裁判規範性はない。よって，前文を根拠に裁判をすることは

できず，法律などの違憲性の主張は本文の各条項に違反するとして主
張されるべきである。ただし，前文は本文を直接の根拠にした裁判に
おいてその解釈の基準とはなりえる。

理由	 ①	前文の内容は，国民主権・基本的人権の尊重・平和主義など抽象的
な原理であり，具体性を欠く。

	 	 	 ②前文の内容は本文各条項に具体化されている。
 Ｂ説 	（肯定説・有力説）
結論	 	前文には裁判規範性がある。よって，前文を根拠に裁判をすることが

できる。ただし，前文を根拠に裁判をすることができるのは，本文各
条項に適用すべき条文がない場合である。

理由	 ①	本文も十分抽象的であり，前文の抽象性と本文の抽象性の差異は相
対的なものである。

	 	 	 ②	平和的生存権は，本文には存在しないので，前文を根拠に裁判をす
べきである。

 解　説 

	 この論点が具体的に問題となるのは実は，「平和的生存権」だけです。前文の内容は，

「平和的生存権」以外は本文で具体化されていますから，前文を根拠にする必要性は

ないのです。

	 Ｂ説では，前文に裁判規範性を認めないと「平和的生存権」を根拠にする裁判がで

きなくなってしまうではないか，というわけです。これに対して，Ａ説からは，わざ

わざ前文に裁判規範性を認めなくても「平和的生存権」は憲法13条から導くことが
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できるのではないかという反論をすることができます。後で学習しますが，本文にな

い新しい人権も13条を根拠に認めることができると考えることができるのです。

	 また，Ａ説をとったとしても前文は本文を解釈する際の基準にはなることができる

ということには注意しておいてください。
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《チェック問題》
□１　前文は，日本国憲法の由来に関する歴史的記述にすぎないから法的意

味を持たない。
□２　前文を変更するには，憲法改正手続によらなくてもよい。
□３　日本国憲法前文が，具体的な争訟における裁判所の判断につき直接の

準拠となる規範としての性格（裁判規範性）を有するか否かについて，
これを肯定する見解（肯定説）と否定する見解（否定説）がある。これ
らの見解に関する次の⑴から⑸までの記述について，その正誤を答
えよ。

	 ⑴　憲法本文にも裁判規範性を有しない規定があるという見解は，否　
　定説・肯定説のいずれの立場とも矛盾しない。

	 ⑵　前文が根本規範であり，そこに憲法改正の限界が示されているとい
　う見解は，前文に法規範性を認めるものではあるが，必ずしも肯定説
　を帰結するものではない。

	 ⑶　否定説によれば，憲法本文は前文の内容をすべて具体化しているの
　であるから，裁判所は，憲法本文の各規定を解釈する際に，憲法前文
　の趣旨をよりどころとすることができない。

	 ⑷　前文は，憲法の理念・基本原則を宣言したものであると理解するこ
　とは，否定説・肯定説のいずれの立場とも矛盾しない。

	 ⑸　いわゆる平和的生存権の裁判規範性を認める立場は，否定説からは
　導かれない。
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（解答）
１　誤り。　３	⑴	参照。法規範性はあるから，法的意味がないわけではな
い。また，前文は基本原理なども述べているから，「歴史的記述にすぎない」
も誤り。
２　誤り。　３⑴	参照。
３　全体として３⑵	参照。
	 ⑴	正しい。　肯定説も，本文に裁判規範性のない規定があることは認め	
　ている。
	 ⑵	正しい。　裁判規範性についての肯定説・否定説の争いは，あくまで
　も裁判規範性の有無についてのものであって，両説とも前文に法規範性
　があることは前提としている。よって，法規範性を認めるからといって，
　必ずしも裁判規範性まで認めることになるわけではないので，本肢は正
　しい。
	 ⑶	誤り。　否定説も前文が本文を解釈するときの基準となることは認め
　ている。
	 ⑷	正しい。　両説とも前文が憲法の理念・基本原則を宣言したものであ
　　ることを前提として，それに裁判規範性を認めるかどうかを争っている。
	 ⑸		誤り。　否定説からも，平和的生存権について憲法13条を根拠に裁判
　　規範性を認める見解がある。
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第3章　国民主権

1　国民主権の意義

	 日本国憲法は，国民自身こそが政治の主役であるとする国民主権を前文で
宣言している。国民自らが自己を統治してこそ，人権保障が確立できると考
えているのである（治者と被治者の自同性）。国民主権の原理が基本的人権
の尊重を目的とし，それを達成するための手段として，規定されているので
ある。

 解　説 

	 治者と被治者の自同性というのは，自分のためであればいい政治ができるという考

え方です。それは，悪い政治をしたとしたら，その結果が自分に痛みとして返ってく

るからです。ですから，国民が国民のために政治をすれば，いい政治ができ，人権保

障が実現できるだろうと考え，憲法は国民主権を採用しているのです。

	 国民主権の対極にあるのは，独裁者による専制政治です。これでは，国民の人権は

なかなか実現できないのは，容易に想像できるでしょう。

2　主権の意味

	 国民主権の学習に入る前に，「主権」という言葉の意味を確認しておこう。
「主権」には，3つの意味がある。⑴	国家の統治権，⑵	国家権力としての最
高独立性，⑶	国政についての最高決定権，の3つである。一つひとつ確認
していこう。
⑴　国家の統治権
	 国家が有する支配権を包括的に示すものである。立法権・行政権・司法
権を総称するものであり，簡単に言えば，「国家権力そのもの」という意
味である。
ｅｘ．「日本国の『主権』は，本州，北海道，九州及び四国並に吾等の決
定する諸小島に極限せらるべし」（ポツダム宣言8項）

⑵　最高独立性
	 国家権力が他のいかなる力にも制約されず，最高独立であることを意味

シ憲法-1-総論編.indd   23 20/06/02   11:01



第１編　憲法総論編

24

する。つまり，国家権力は，他国に対しては，「独立」した権力であり，
国内においては，「最高」の権力であるということである。
ｅｘ．「……自国の主権を維持し，他国と対等関係に立たうとする各国の
責務であると信ずる」（憲法前文第3段）

 解　説 

	 この意味はわかりづらいですね。一言でいえば，国家権力はどんな力からも制約を

受けないという意味ですが，具体的には，その力が国外の力の場合には「独立」，国

内の力の場合には「最高」という意味になります。

	 まず，国外の力の場合ですが，「日本は『主権』国家だから内政干渉するな」とい

った場合の主権は，日本は〈独立〉国家だから外国の力からは制約を受けないといっ

た意味になるのはわかるでしょう。

	 難しいのは，国家権力は国内の力に対しては「最高」であるというほうの意味です

ね。たとえば，国内に国家より強い勢力があるとしたら，いくら国家権力が人権を保

障してくれても，人権は保障されません。ですから，国家権力が他の勢力より強い最

高の力である必要があるのです。そして，その国家権力を憲法で制約すれば人権保障

が実現できるのです。

⑶　国政についての最高決定権
	 国に政治のあり方を最終的に決定する力あるいは権威のことを意味す
る。
ｅｘ．「……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」

 解　説 

	 たとえば，君主主権といった場合には，国の政治のあり方を最終的に決定する力ま

たは権威が君主にあるのに対し，国民主権といった場合には，その力または権威が国

民にあるということです。

	 今，国民主権の学習の前提として，「主権」の意味を確認していますが，国民主権

という場合の「主権」は，この⑶国政についての最高決定権，という意味なのです。
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3　国民主権の意味

⑴　国民主権の本質
	 国民主権の本質に関しては，2つの考え方がある。ひとつは，権力性の
契機であり，これは，主権者たる国民には国の政治のあり方を最終的に決
定する権力がある，とする考え方である。もうひとつは，正当性の契機で
あり，これは，国家権力の正当性の究極の根拠が国民にある，という考え
方である。

 解　説 

	 国民主権は，国民に政治の最終決定権があるということですが，2つの側面がある

のです。

	 ひとつは，国民が「おれたちにはこの国を動かす力があるんだ」という権力として

の側面です。これが権力性の契機です。この側面はわかりやすいでしょう。

	 もうひとつの正当性の契機がわかりづらいかもしれませんが，これは「おれたち（の

代表者）が決めた憲法・法律なんだから従おうぜ」という側面です。つまり，国家権

力の行使を正当化する理由づけとして使われるという側面なのです。

⑵　国民とは
	 国民主権は，政治の最終決定権が国民にあるとするが，この場合の「国
民」が誰を意味するかについて，争いがある。

【論点】国民主権において，主権が国民にあるという場合の「国民」は誰を
意味するか。
 Ａ説 　有権者主体説
結論	 国民主権といった場合の「国民」は，〈有権者〉を意味する。
理由	 	この説は，国民主権の本質において，権力性の契機を重視する。すると，

「国民」とは，実際に政治的意思決定という権力を行うことのできる〈有
権者〉と解することになる。さらに，国民自身が直接に政治的意思を
表明する制度である直接民主制と結びつくことになる。

 Ｂ説 　全国民主体説
結論	 	国民主権といった場合の「国民」は，〈全国民〉を意味する（ただし，

天皇は除く）。
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理由	 	この説は，国民主権の本質において，正当性の契機を重視する。する
と，「国民」とは，有権者に限らず，〈全国民〉を意味することになる。

	 	 	 	さらに，国民自身が政治的意思を表明しなくても，国民の意思に基づ
くものとして正当化されるから，間接民主制と結びつくことになる。

⑶　国家権力行使の方法
	 日本国憲法上，間接民主制が原則として採用されている。つまり，国民
は，代表者を選任・罷免することを通してその意思を表明していくことに
なる。
	 ただ，例外として，①憲法改正の国民投票（96条），②地方特別法の住
民投票（95条），③最高裁判所裁判官の国民審査（79条），に関しては，
直接民主制的な制度が採用されている。

 解　説 

	 日本国憲法は，間接民主制を原則として採用しています。たしかに，直接民主制は，

学校の全校集会のようなものが日本の有権者全員が集まってできるわけはないので不

可能です。しかし，直接民主制が不可能だという消極的な理由で間接民主制を次善策

として採用しているわけではなく，直接民主制よりも利点があるのです。それは，政

治には，高度な判断能力が必要であり，充実した審議が不可欠です。ですから，少数

の政治のプロによる活発な審議が最善の策といえるのです。また，直接民主制は，人

気投票になってしまい，独裁者を生み出す可能性もあるのです。さらに，直接民主制

は，国民の意見が二分されたまま終わってしまいますから，統一した国家意思が形成

できないのです。以上の理由から，間接民主制が採用されているのです。

	 さて，これまで，国民主権について学習をしましたが，日本国憲法は，権力性の契

機と正当性の契機のどちらを重視しているかわかりますか。間接民主制を原則として

いるのですから，正当性の契機を重視しているということになります。

	 つまり，国民の名で憲法が作られたのだから，国民の意思は憲法として実現できた

のであり，権力としての側面は憲法の中に封じ込められた（固まった）と考えるので

す。ただ，憲法改正権としては，権力性の契機の側面が固まらずに残っていると考え

るのです（だから，憲法改正に関しては直接民主制が採用されているのです）。
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《チェック問題》
□	１　主権の概念は，①国家権力そのもの（統治権），②国家権力の最高独

立性，③国政についての最高の決定権の3つの意味に分けられる。次の
⑴	から⑹	について，文章中の主権の意味がどの意味で使われているか，
①から③の記号で答えよ。

	 ⑴　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。
	 ⑵　政治道徳の法則は，普遍的なものであり，この法則に従ふことは，

　自国の主権を維持し，他国と対等関係に立たうとする各国の責務であ
　ると信ずる。

	 ⑶　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。

	 ⑷　国民主権の原理は，国政が国民の厳粛な信託によるものであること
　を意味する。

	 ⑸　高度の政治性を有する国家行為は，司法審査になじまず，国会等の
　政治部門の，最終的には主権者たる国民の，政治責任において行われ
　るべきである。

	 ⑹　日本国の『主権』は，本州，北海道，九州及び四国並に吾等の決定
　する諸小島に極限せらるべし
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（解答）
１　全体として，2参照
	 ⑴　③の意味。「主権」が「国民」にあるといっているのであるから，「国

　民主権」といった場合の「主権」つまり，国政についての最高決定権
　といった意味で使われている。

	 ⑵　②の意味。「他国」と対等関係を保つといっているのであるから，　
　最高独立性の意味である。

	 ⑶　③の意味。「主権」が「国民」にあるといっている点が	⑴と同様。
	 ⑷　③の意味。「国民主権」といっている。
	 ⑸　③の意味。「国民」が「主権者」だといっている。
	 ⑹　①の意味。日本の統治権の及ぶ範囲を示している。
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