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注意事項 

 

・大変だと思うけどおぼえまくってね 

・授業を見て、空欄を埋めてみてください。 

・答えは動画の概要欄にあります。 

・空欄は最重要事項、太字は重要事項です。 
 



1.民主政治における個人と国家 

 

(1) 私たちと政治 

♢「人間とは社会的(ポリス的)動物である」by 思想家アリストテレス 

→人間は様々な社会集団（ex 家族・学校・会社）の中で生活する存在という意味 

♢政治 

集団の中で生活していく中で生じた、意見の対立やトラブルを解決する手段のこと。一般的には国家や

地方公共団体が、社会全体に関して公共的な決定を行い、実施するはたらきのこと。 

 

(2) 政治と国家 

♢国家の三要素➡①             の三つのこと 

▷主権…J.ボーダン(仏)が『国家論』の中で最初に用いた 

三つの意味  国土、国民を支配する権利(統治権) 

他国から干渉されない独立した権力(対外的独立性) 

国家の最終的な意思を決定する権力(最高意思決定権) 

▷領域…②                     の三つからなる国

家の主権の及ぶ範囲 

・領空…領土と領空の上空の大気圏内 

・領海…基線(海岸の低潮線)から③  海里までの範囲 

・④                  

…領海の外側で基線より⑤     海里以内。沿

岸国が資源利用に関して主権的権利が及ぶ水域 

・接続水域…領海の外側で基線より 24 海里以内に設定

される。沿岸国の管轄権が及ぶ水域 

・公海…排他的経済水域に属さない海。各国が自由に

使用することができる 

♢国家権力(政治権力) 

▷特徴 ・物理的強制力を持つ：法による制裁で国民を拘束 

・政治的権威を持つ：国民に権力の正当性が認められている 

▷⑥              (独)の支配の正当性 

伝統的支配…伝統だから従う ex 君主制、天皇制 

カリスマ的支配…超人だから従う ex 独裁国家 

合理的支配…合理的だから従う ex 近代民主制 

 

♢国家の機能と変遷 

・⑦           （消極国家、立法国家、自由国家ともいう） 

    ラッサール(独)の言葉。産業革命後の 19世紀的欧米国家 

    経済は自由放任主義、政治は国民の自由権を保障、国家の役割は国防・治安維持など少し 

    財政規模から見た政府は小さな政府（安価な政府） 

  ・⑧           （積極国家、行政国家、社会国家ともいう) 

    政治は国民の社会権も保障する 20 世紀的国家 

    国家が積極的に経済政策を行い国民の生活福祉を実現しようとする。そのため行政機能が拡大 

    財政規模から見た政府は大きな政府（高価な政府） 
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(3) 近代国家の思想 

 

①        …国王の権力は神から与えられたもので、絶対不可侵であるとする政治理念 

          絶対王政の君主主権を正当化する理論 王様は神様だ 

フィルマー(英)→17C の英君主のジェームズ１世に影響 

ボシュエ(仏)→17C の仏君主のルイ 14 世に影響 

②        …人々の個人間の契約を結ぶことにより、社会が成立したとする考え方。国家権

力の源を国民の同意に求めた。 つまり国家は神や国王ではなく一人一人の人間によって作られている 

社会契約説の理論的展開 社会契約説の思想家は、それぞれ独自に次の A→B→C の順で国家の成立を理論的に組み立てた 

前提自然法思想…自然または人間の理性に基づいた普遍的な法がある 

         A ③        …仮説として想定された、国家や社会ができる以前の状態 

B ④        …自然状態の人間が生まれながらにしてもつ権利 

C 社会契約…自然状態を抜け出したとき、国民は自然権を守るため、契約によって国家を作る 

 

    ▷社会契約を唱えた思想家 

 ⑤        (英) ⑨            (英) ⑫     (仏) 

著書 ⑥          ⑩          ⑬        

自然状態 「万人の万人に 

対する闘争」 
自由、平等 憐れみの情 

自由、平等 

自然権 自己保存権、生命権 所有権(生命権、自由

権、財産権) 

自由権、平等権 

理想政体 ⑦          

君主主権 

⑪          

           

国民主権 

⑭       

国民主権 

(⑮      

に服従) 

⑧      

(抵抗権) 

なし あり あり 

影響 ピューリタン革命後

の王政復古を支持 

名誉革命を正当化 

米独立宣言(抵抗権) 

フランス革命 

フランス人権宣言 
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2.基本的人権と法の支配  

(1) 法の支配 

♢人の支配から法の支配への変遷 

・①        …君主による絶対王政。王権神授説により支配を正当化 

・②        …市民階級が自由・平等を求め支配体制を倒そうとした動き 

・近代市民社会…国民が主権者の民主政治。③       を国家の原理とする 

♢法の支配の確立 

国王ジェームズ一世の暴政に対し裁判官④          が 

「王は何人の下にもあるべきではない。しかし、神と法の下にあるべきである」 

という⑤         のことばを引用し、法の支配を強調。 

♢法治主義…「法律に基づき国家権力が行使されているか」を重視。19 世紀ドイツで発達。 

※法の支配は「国家権力が個人の権利を侵さないこと」重視する点で、法治主義と異なる。 

 

 

 

 

(2) 国民主権と権力分立 

♢法…国家権力により強制される、外面的行為への他律的規範。守ることで社会秩序の維持、正義を実現 

♢法の分類                     法の効力は 憲法＞法律＞命令（政令・省令） 

▷実定法…自然法と対立する概念で、人間が作った法 

・⑥         …文書化されている法 

・⑦         …文書化されていないが、法として人を拘束する効力を持つ 

▷国内法  ・公法…公的関係の国家と国民の関係の規律や国家の規律を行う法。私法に対置するもの 

・私法…私人間の関係を規律する法 

・社会法…資本主義社会において人間の生存を確保することを価値原理としてきた法 

 
♢権力分立 

法の支配を実現するための政治制度。権力の集中は権力の濫用を引き起こすとし、権力を分散すること

で人権を保護しようとした。 

・ロック(英) 

『市民政府二論』の中で法の制定をするものと執行するものは分離しなければならないと説いた 

・⑧            (仏) 

⑨『        』で、三権分立を説く。国家権力を立法権、執行権(行政権)、裁判権(司

法権)の 3 つに区別。各々を議会、国王、裁判所が担当。三権が⑩          を図る 

  法の支配 法治主義 

目的 個人の権利を守る 行政の効率運用を図る 

法内容 自然法、正義の法 法で定められていれば人権侵害も可能 

法の規制対象 国王、政府、国民 国民 
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(3) 基本的人権の考え方 

   イギリスでの①       (大憲章)1215 年などで貴族の権利が認められ②       1685 年

で王権を制限し人身の自由を認めさせた。さらに③       1689 年で伝統的な自由を保障した 

※これらの中で国王は罪刑法定主義、租税法律主義、議論会主権などを認めたが、自然権思想に基

づくものではないので人権宣言とはいわない 

♢④               1776 年 

自然権思想に基づき、基本的人権を初めて具体化した。故に人権宣言の先駆とも呼ばれる。 

 

 

 

 

♢⑤               1776 年 

トマス・ジェファソンが起草した、アメリカの植民地がイギリスから独立することを宣言した文書。

平等、自由、幸福の追求などの基本的人権を天賦の人権として捉え、圧政に対する革命権を認めた 

 

 

 

 

 

 

♢⑥            1789 年 

フランス国民の自由・平等・圧政への抵抗権を自然権とし、政治の目的をその維持に求め、国民主

権・法の支配・権力分立・私有財産の不可侵などを規定した。アメリカ独立宣言とルソーの政治思想

の影響を受けて、18世紀末までの民主主義思想の集大成といわれている。ラファイエットが起草。 

 

 

 

 

♢⑦             (ドイツ共和国憲法)  1919 年 

第一次世界大戦敗北後のドイツのワイマールで制定されたドイツ共和国憲法。世界史上初の生存権や

労働者の権利などの社会権を規定した憲法。公共の福祉による財産権の制限もあり、最も２０世紀的

な憲法と言われた 

 

 

 

 

 

♢三つの自由  

・国家(権力)からの自由 liberty…⑧       獲得：人身の自由、経済の自由、精神の自由 

・国家(権力)への自由 freedom…⑨       獲得：選挙権、被選挙権、直接民主制的請求権 

教養と財産を持つ人に限定された制限選挙が行われるようになった 

・国家(権力)による自由…⑩       獲得：生存権、教育を受ける権利、労働基本法 

→人間が人間らしく生きる権利の保障を国家に求めるようになった 

→夜警国家に代わる福祉国家が出現するようになった 

・「我々は自明の真理として、万人は平等に創られ、創造主から天賦
て ん ぷ

の権利を付与され、そこに生命・自由・幸

福追求の含まれることを信ずる」→自然権思想 

・「これらの権利を確保するために、人類の間に政府が組織されたこと…を信ずる」 

・「いかなる政治の形体といえども、これらの目的を毀損
き そ ん

した場合には、人民はそれを改廃し、…新たな政府を

組織する権利を有する」→抵抗権 

第 1 条 すべての人は生来ひとしく自由かつ独立しており、一定の生来の権利を有するものである。 

第 2 条 すべての権力は人民に存し、したがって人民に由来するものである。行政官は人民の被信託者であり

僕であって、常に人民に従うものである。 

第 151 条 1 経済生活の秩序は、すべての者に人間たるに値する生活を保証する目的を持つ正義の原則に適合し

なければならない。この限界内で、個人の経済的自由は、確保されなければならない 

第 153 条 1 所有権は、憲法によって保証される。その内容及びその限界は、法律によって明らかにされる。 

2 所有権は義務を伴う。その行使は、同時に公共の福祉に役立つべきである 
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・「人は、自由かつ権利において平等なものとして出生し、かつ生存する」 

・「あらゆる主権の原理は、本質的に国民に存する」→国民主権 

・「権利の保障が確保されず、権力の分立が規定されないすべての社会は、憲法を持つものではない」→権力分立 



(4) 人権の国際化 

♢①「          」 1941 年 by F・ルーズベルト(米大統領) 

言論と表現の自由、信仰の自由、欠乏からの自由、恐怖からの自由の 4つからなる 

♢②             1948 年 

国際平和を維持するために基本的人権保障が不可欠であるという国際的な共通理解のもと、国連総会

で採択された。基本的人権と自由の規範の世界共通の基準を示したが、法的拘束力を持たない 

 

 

 

 

 

♢③          1966 年採択 1976 年発効…世界人権宣言の内容に法的拘束力を持たせた規約 

A 規約…「経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約」 

B 規約…「市民的および政治的権利に関する国際規約」 

※日本は A規約、B 規約ともに批准しているが、それぞれの選択議定書には批准していない 

 

♢戦後の人権関連条約 

★日本が批准している条約 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★日本が批准していない条約 

集団殺害(ジェノサイド)禁止条約、アパルトヘイト犯罪条約、死刑廃止条約 

※国連人権高等弁務官と事務所設置 1994←世界人権会議 1993 でウィーン宣言採択 

※国際刑事裁判所設置 2002 オランダのハーグ…集団殺害、人道に対する罪、戦争犯罪を行った

個人を裁く 

     ★⑦              →近年国連の経済社会理事会と協力しているNGO もある 

⑧                 …死刑廃止・「良心の囚人」釈放運動 

国際赤十字…医療など人道援助活動    国境なき医師団（MSF）…医療協力 

パグウォッシュ会議…科学者の反核会議  グリーンピース…環境平和運動 

・cf,民間非営利団体（NPO）…利益を追求しない市民活動団体（法人） 

 

 

難民条約 難民の受け入れや難民の権利の保障などについて定める 

➡迫害されている母国に難民を強制送還してはならない 

 経済難民（貧困状態にある母国から逃れてきた人々）は保護の対象外 

④ 

       

 

人間の自由や平等を確保するため、あらゆる人種差別の禁止を定める 

➡日本はこの条約を批准後、アイヌ文化振興法を新たに制定した（1997） 

 これにより北海道旧土人保護法は廃止された 

⑤ 

       

 

男女の完全な平等の達成を目的とし、女性へのあらゆる差別の撤廃を求める 

➡日本は批准に際し男女雇用機会均等法を新たに制定し、国籍法も改正して男女

両性血統主義に改めた 

ハーグ条約 国際的な児童（16 歳未満）の連れ去り防止に関する条約 

➡原則として児童をもとの居住国に戻す。日本は 2014 年 1 月に加盟 

⑥  

       

 

子ども（18歳未満）の基本的人権を国際的に保障するために定める 

➡意見表明権など子どもを権利行使の主体としてとらえている 

人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義

及び平和の基礎であるので、人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自

由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言されたので、… 

よって、ここに、国際連合総会は、…この世界人権宣言を公布する。 
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3.世界のおもな政治体制 

 

憲法とは 近代国家の政治は憲法に基づいて行われる（立憲国家） 

「憲法典」という特別な形式で存在する最高法規範 

国家の組織や構造などの基本に関する法規範 

近代憲法…国家権力の乱用を防止し、国民の自由を守る 

憲法の分類 

 ・形式…成文憲法（憲法典あり）と不文憲法（憲法典なし ex 英） 

 ・改正手続き…①         （改正困難）と②          （改正容易） 

 ・制定主体…欽定憲法（君主主権 ex 大日本帝国憲法）と民定憲法（国民主権） 

各国の政治制度の三類型 

 ・③            …イギリス型 

 ・④            …アメリカ柄、厳格な三権分立 

 ※半大統領制…大統領制と議院内閣制の折衷 ex 仏・露・独 大統領と首相が両方いる 

 ・⑤            …中国型、社会主義型 

 ※開発独裁…第二次大戦後の新興独立国で、経済開発優先の名目で民主主義を否定した政治体制 

       ex かつての韓国、インドネシア、現代のミャンマー 

 

(1) イギリス 

   ♢立憲君主制…国王は元首 but「君臨すれども統治せず」 

   ♢不文憲法…マグナ・カルタ、権利請願、権利章典、慣習法、判例法などが憲法 

♢議会…二大政党制となっていて、本会議中心の議事運営で、下院優越の原則がある 

上院(貴族院)：貴族、僧侶などの貴族議員 

下院(庶民院)：任期 5年、小選挙区制により選ばれる→二大政党政治 

♢内閣…下院の多数党の党首が国王の任命で首相になる→政党内閣を組閣。野党は 

⑥           shadow cabinet を組織し政権交代を目指す 

♢議院(責任)内閣制…内閣は議会の信任に基づいて存立 

          ※初代首相のウォルポールが議会の不信任で内閣総辞職。1742 年→議院内閣

制の成立 

 

 

 

  

 

♢司法…最高裁判所が最高機関となっていて、違憲立法審査権は持たない 

♢政党…保守党と労働党の二大政党制 
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(2) アメリカ 

♢連邦制…独立性の強い 50州の連合体 

♢大統領…元首で行政の長、任期が 4 年で三選禁止、軍の最高司令官、条約締結権、 

議会への⑦     送付権や⑧           あり(→上下両院で 2/3 以上で再

可決)。大統領選挙人を介した国民による間接選挙により選出。 

♢連邦議会 ・上院(元老院)：任期 6 年(2 年ごとに 1/3 改選)で各州から２名ずつ選出される 

・下院(代議院)：任期 2年で各州から人口比例で選出される 

※上院の優越は条約締結と高級官僚の任命、下院の優越は予算先議権である 

※大統領の弾劾…下院で訴追→上院で 2/3 で解任 

♢司法…連邦最高裁判所(裁判官は上院の同意を得て大統領が任命)が最高機関、 

⑨             を持つ。陪審員制あり 

♢合衆国憲法 1788 年…国家レベルでの初の成文憲法で権利規定は修正条項で追加された 

♢政党…民主党と共和党の二大政党制 

(3) 半大統領制の国々 

◎ドイツ 

♢連邦制、議員内閣制が原則 

♢首相(メルケル 2005～)…下院(連邦議会)で選出される 

♢大統領…元首であるが象徴(政治的な実権なし)。大統領選出機関である連邦会議で選出され、任期

5 年で三選禁止。 

♢憲法…ドイツ連邦共和国基本法(ボン基本法) 1949 年 

♢連邦憲法裁判所…「憲法の番人」 

◎フランス 

♢大統領制で議院内閣制も取り入れている 

♢大統領 ・国民の直接選挙で選出され、任期は 5 年で三選禁止 

・議院内閣制を取り入れるが、大統領の権限が非常に大きい「強い大統領、弱い議会」 

・首相任命権、下院(国民議会)の解散権や国民投票施行権を持つ 

◎ロシア 

♢大統領…国民の直接選挙で選出され、任期は 6 年で連続三選禁止、議院内閣制を取り入れている

が、大統領の権限が非常に大きい 

(4) その他 

◎中国 

♢⑩             に全権力が集中する民主集中制 

・一院制の国家の最高機関 

・主要ポストの任免：国家主席(習近平 2012 年～)、国務院総理(首相)、最高人民法院院長、国

家中央軍事委員会主席＝人民解放軍の最高司令官 

・全人代常務委員会…全人代の常設機関で憲法と法律の解釈 

♢国務院…国家最高行政機関 

♢⑪        の一党独裁で党は総書記(習近平 2012 年～)が指導 

♢一国二制度 ・社会主義：中国 憲法上は社会主義市場経済 

・資本主義の特別行政区：香港(1997 年返還)、マカオ(1999 年返還) 

◎北朝鮮…世襲制の独裁体制が続いている 

◎ミャンマー…かつては軍事独裁。現在は民主化が進む(民主化運動のリーダー:ノーベル賞のアウン=サン=スーチー) 

◎イラン、サウジアラビア…イスラーム法に基づくイスラーム共和制をとっている。 

イスラームの最高指導者＝国の最高権力者 
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4.日本国憲法と基本原理 

 

(1) 大日本帝国憲法の特徴 

♢大日本帝国憲法(明治憲法)の制定 

→①              の高まりに対応 

※自由民権運動：ルソーや J.S.ミルなどのヨーロッパの政治思想の影響を受けて、政府の専制を批判

し、憲法の制定や議会の開設を求めた運動 

 

♢大日本帝国憲法(明治憲法) 1889 年 2月 11 日発布 1890 年施行 

▷特徴 ・欽定憲法…君主(天皇)が定めて臣民に与えたもの 

・硬性憲法…改正が難しい 

・内閣制度が定められていない➡天皇大権 

・国民の権利は天皇に与えられた臣民の権利 

・外見的立憲主義…立憲主義の立場からは不十分（天皇主権のため） 

※立憲主義…憲法は国家権力を制限するものだ 

▷天皇の地位：主権者であり国家元首であり②              するとされていた 

 

 

 

 

★天皇大権…天皇が議会の承認なしに行使できる権利。 

陸海軍の③      (統帥権の独立)、法律にない独立命令、帝国議会閉会中の緊急

勅令、条約締結権、戒厳が認められていた。 

▷帝国議会…天皇の立法権の④      機関。二院制で対等な権利を持っていた。 

二院制  貴族院：皇族、華族の勅任議員、選挙なし 

衆議院：民選議員、選挙あり 

▷内閣：内閣制度が定められていなく、天皇の行政権への⑤        であった。 

総理大臣は同輩中の主席に過ぎない 

▷司法：天皇の名において裁判。大審院が最高機関、特別裁判所あり 

▷臣民の権利：人権は天皇により与えられるものと考えられていて、自然権思想に基づくものではない 

権利の多くは法律により制限できると記されていた(＝法律の留保) 

→しかも天皇大権で全否定あり 

♢戦前の政治 

▷「大正デモクラシー」 1905～1930 年代初頭→護憲運動の高まり 

1925 年 ⑥           の確立により 25歳以上の男性全員に選挙権が認められた 

▷軍部の台頭 

・昭和初期に軍人勅諭、教育勅語を用いる軍国主義、国家主義教育が行われるようになった 

・政党政治は終わり、⑦            (1925)によって共産主義や労働運動、大衆運動

が弾圧された。 

 

 

 

 

第１条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス 

第３条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス 

第４条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ 
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(2) 日本国憲法の制定 

♢日本の戦前と日本国憲法制定 

▷①            

・1945 年 8月 イギリス、アメリカ、中国による共同宣言 

・日本軍の無条件降伏、非軍国主義化(武装解除、戦争犯罪人の処罰)、民主主義の確立、基本的人権の

尊重などを要求 

 

▷日本国憲法成立の流れ  

1945.8.14 ②            の受諾決定と無条件降伏 

8.30  ③        (連合国軍最高司令部)の④         司令官による間接統治が始まる 

12.26  憲法草案要項を発表 

1946.2.13 憲法改正要綱(松本案)が明治憲法と大差なかったため 

→マッカーサーが三原則に基づいた憲法草案作成を提示 

★マッカーサー三原則…天皇制の維持・戦争放棄&軍隊の不所持・封建制度の廃止 

3.6 政府が憲法改正案を可決 

10.29  枢密院で日本国憲法を可決 

11.3 日本国憲法公布 

1947.5.3  日本国憲法施行 

 

♢日本国憲法の特徴 

▷日本国憲法三大原理 

・国民主権…国民は国会を通じて主権を行使する 

・基本的人権の尊重…「侵すことのできない永久の権利」(第 11 条、第 97条) 

・平和主義 

▷議会制民主主義…主権は国民にある。「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」(前文) 

▷最高法規(第 98 条第 1項) 

・国の最高法規として位置づけられ、憲法の内容に反する全ての法律は効力を持たない 

・法律が憲法に反するかどうかの判断は裁判所が行う：違憲法令審査権 

▷硬性憲法（⇔軟性憲法） 

・法律よりも憲法の改正の手続きが厳格である憲法 

・法律によって憲法の内容を変更することはできない 

 

♢象徴天皇制 

▷天皇…日本国の日本国民統合の⑤        

地位：国民の総意に基づく 

機能：国政に関係しない⑥            のみ 

▷国事行為 

・内閣総理大臣の任命：国会の指名に基づいて行う 

・最高裁長官の任命：内閣の指名に基づいて行う 

・憲法改正の公布、衆議院の解散など：内閣の助言と承認に基づいて行う 
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5.平和主義と安全保障 

 

(1) 平和主義と戦争放棄 

♢平和主義を宣言した 

・戦争で日本は多くの被害で人命を失った。この悲劇を繰り返さないという反省と決意に基づく 

・平和的生存権（全世界の国民が平和のうちに生存する権利）をうたっている 

♢憲法第 9 条 

第 1項 戦争の放棄:：争の放棄、武力行使の放棄、武力による威嚇の放棄 

第 2項 戦力の不所持：陸海空軍・その他戦力の不所持・交戦権の否認 

 

          

 

 

 

 

 

(2) 自衛隊と憲法第 9 条 

♢自衛隊の創設 

①         の創設 1950 年 

・GHQ による日本政府への非武装の方針を変更したことにより再軍備 

・政府は、警察予備隊は戦力にあたらないとしていた 

  

②         に改組 1952 年 

・警察予備隊は保安隊に改組された 

・日米相互防衛援助協定(MSA 協定)が成立した 

→日本は自国の防衛能力強化の義務が定められた 

 

③         の発足 

・自国の防衛能力強化を目的に防衛庁が設置され、自衛隊が発足した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第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。 

第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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♢自衛隊と憲法第 9 条 

◎政府の見解 

「自衛のための必要最低限の実力保持」は認められているとしている 

★解釈改憲…憲法改正はせず、解釈を変えることで見解を変化させること。 

◎自衛隊は違憲？合憲？ 

違憲派➡あらゆる戦争を放棄するならば自衛のための戦力保持も認められない 

合憲派➡侵略戦争のみを放棄するならば自衛のための戦力保持は認められる 

◎司法 

       ・④            1955～1957 年 

争点：日米安全保障条約※1に基づく米軍駐留は合憲か違憲か 

内容：アメリカ軍基地に関して住民と警察が衝突した。 

判決：一審  安保条約に基づく米軍駐留は違憲  

最高裁 統治行為論※2により判断を回避 

※1, 日米安全保障条約（安保条約） 1960 年 

 アメリカ軍の日本駐留と基地使用の権利を定めた条約 

・⑤               1969 年 

争点：自衛隊は合憲か違憲か 

内容：自衛隊の基地建設のときに大もめ。そもそも自衛隊ってどうなの？ってなる 

判決：一審   自衛隊は違憲 

   二審  統治行為論※2により判断を回避 

   最高裁 上告棄却 

★これまで最高裁判所では「自衛隊が違憲かどうか」について明確な判断をしたことがない 

※2, 統治行為論…高度な政治判断を要する国の行為については、裁判所の司法審査の対象にならない 

(3) 日米安全保障の変遷 

♢(旧)日米安全保障条約 1951 年…米軍の日本駐留、日本が基地提供することの権利を定める 

♢(新)日米安全保障条約 改定 1960 年 … 新たな安全保障条約が結ばれた 

・日本での日米両国に対する攻撃への共同防衛義務 

・日本の自衛力の維持発展義務 

・⑥          の採用：在日米軍の配備や武装に関して重要な変更などが行われる場合

に、アメリカからの報告と日米での協議を行うことになった。 

※同年に在日米軍の法的地位などについて定めた日米地位協定も結ばれた。 

♢⑦           (日米防衛協力のための指針) 1978 年 

・米軍と自衛隊の役割分担について定めた 

・日本が在日米軍の駐在費用を一部負担(思いやり予算) 

♢⑧            1997 年…周辺事態の際に自衛隊が米軍を後方支援や捜索救助などで軍事

協力をする 

♢ガイドライン関連法 1999年…⑨         、自衛隊法改正…新ガイドラインを法的に整備 

♢有事関連３法 2003 年  ・⑩             などの法律 

・有事の定義や日本が武力攻撃を受けた際の対処が定められた 

♢有事関連７法 2004 年   ・⑪             をはじめとする有事の際の法基盤の整備 

・有事の際の国民の保護のための政府や地方公共団体の役割を規定した 

※一方、その内容には民有地の強制利用や報道規制等されかねない措置

も含まれ、国民の権利を侵害されないか、と不安視する声もある。 
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(4) 日本の安全保障政策 

♢専守防衛 

・安全保障の原則とされてきた考え方で、日本が攻撃を受けた場合のみ個別的自衛権を行使すること

ができる。その行使は自衛のための最小限に限られている。 

・集団的自衛権の行使は今まで禁止されていたが、2014 年の閣議決定により限定的な行使が可能に 

※集団的自衛権…自国と同盟関係にある国が攻撃を受けた場合、自国の安全が脅威にさらされている

とみなし、その国と共同で防衛に当たる権利のこと 

♢①                         の原則 

自衛隊の最高指揮監督権を持つ内閣総理大臣、その他国務大臣は文民でなければならない 

※文民…職業軍人ではない者。職業軍人の経歴を持たない者とする意見もある。 

♢②            …核兵器を「もたず、つくらず、もちこませず」という三原則 

日本は唯一の被爆国として非核三原則を国の方針とした。 

♢武器輸出三原則 

通常武器に関してはこれまで武器の輸出は事実上禁止されていた。 

→2014 年に防衛装備移転三原則が閣議決定され、一定条件のもとで武器の輸出と共同開発が認め

られるようになった 

※防衛装備移転三原則 

従来の武器輸出三原則にかわる新たな政府方針で、日本の安全保証に役立つことや紛争当事

国に関わらない場合などの条件を満たした場合に武器の輸出と共同開発を認めた 

(5) 自衛隊の海外派遣 

♢湾岸戦争 1991 年 ★自衛隊の国際貢献のあり方が問題となったきっかけ 

イラクがクウェートに侵攻。イラクに対抗し国連がアメリカを中心とした多国籍軍を組織。 

➡日本は多国籍軍に多額の資金提供を行い、戦争終結後に自衛隊の掃海艇を派遣した。しかし、国

際社会からは「日本は金だけ出して血は流さないよな」などと批判を受けた。 

♢③                        1992 年 

PKO 参加５原則を定め、自衛隊の海外派遣を可能にした。法の制定後、初の PKO で 

④           に自衛隊が派遣された。 

★PKO 参加 5 原則 

①紛争当事間の停戦合意 

②紛争当事者の受け入れ合意 

③中立的立場の厳守 

④①～③が守られないときは撤収が可能 

⑤武器使用は隊員の防護に限定 

♢⑤               2001 年 2007 年失効 

(→上記法の失効を受け 補給支援特別措置法 2008 年制定 2010 年失効) 

・アメリカ同時多発テロ 2001 年 9 月 11 日をうけて、制定 

・米軍などにインド洋での給油活動や物資補給をおこなった 

♢⑥                      2003 年 

非戦闘地域のイラクのサマワに自衛隊を派遣することを定めた 

♢自衛隊法改正 2007 年 

自衛隊の本来任務に海外での活動を追加した 

♢海賊対処法 2009 年 

ソマリア沖での海賊行為に関して自衛隊が船舶の護衛を行うことを定めた 
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(6) 日本の安全保障政策の転換 

 

♢集団的自衛権の限定的な行使が可能になる(2014 年 閣議決定) 

♢防衛装備移転三原則 (2014 年 閣議決定) 

武器輸出三原則に代わる新たな方針。一定の条件を満たせば武器輸出が可能に。 

♢新ガイドラインの改正 (2015 年 閣議決定) 

・集団的自衛権行使の場合、米軍への後方支援の地理的制限を撤廃 

・活動範囲が世界中に変わった 

 

♢⑦                   2015 年 

・武力攻撃事態法改正 

日本が攻撃をされてなくても存立危機事態の際、集団的自衛権の行使を可能にした 

※存立危機事態…「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国

民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」 

・重要影響事態法 

日本への重要影響事態の場合、自衛隊の海外での米軍などへの支援の地理的制約を撤廃した 

※重要影響事態…「そのまま放置すればわが国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等わが国の平和及び安全

に重要な影響を与える事態」 

・国際平和支援法 

戦争中の他国軍の後方支援が常時可能になった 

・PKO 協力法改正 

自衛隊の武器使用基準の緩和に加え、PKO で駆けつけ警護が行えるようにした 

※駆けつけ警護…「自衛隊が外国でのＰＫＯ活動中に、自衛隊の近くで活動するＮＧＯ等が暴徒などに襲撃された際、襲

撃されたＮＧＯ等の緊急の要請を受け、自衛隊が駆け付けてその保護にあたるもの」 
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6.基本的人権の保証と新しい人権 

 

(1) 基本的人権 

基本的人権とは 

・憲法では自由権、社会権、参政権、請求権、平等権などが定められている 

・これらは「侵すことのできない永久の権利」として保障されている(憲法第 11 条、第 97 条)   

  ★限界＝①「           」原理 

    解釈 社会全体の幸福・福祉のためには人権を制約できるとする考え方 

       人権相互の矛盾・対立を公平になるように調整するための原理であるという考え方 

※「公共の福祉」原理は抽象的な概念のため、何が具体的に「公共の福祉」であるか定めるのが困難であったり、国家権力

が「公共の福祉」原理を濫用して、国民の基本的人権を侵害する可能性があるといった問題点がある。       

(2) 自由権 

人間が生まれながらにして持つ権利で、国家権力からの不当な干渉や侵害を排除する権利 

◎精神の自由 

♢内心の自由 

▷思想・良心の自由 第 19条 

国家による特定の思想の強制や禁止、思想による不利益な取り扱い、思想の公表の強制をし

てはいけない 

 

★②               

        内容：企業に本採用された学生が学生運動に関わっていた経歴を隠して入社。 

後に発覚し、本採用拒否された。 

        判決：原告敗訴。私人間の関係には基本的人権は直接適用されないとして、思想・良心の

自由の侵害の主張は認められなかった。 

 

▷信教の自由 第 20 条 

・③           の原則 

国や地方団体などは政治行為として宗教的活動をしてはならない 

 

       ★④                

        内容：三重県津市が体育館建設のために地鎮祭を行った際、公費で神主に謝礼を渡した 

        判決： 原告敗訴。「目的効果基準」を採用し、地鎮祭は世俗的行事で、目的・効果から見

て、宗教的特権を与えたものではないとした 

★⑤                    

内容：愛媛県が戦没者を祀る靖国神社と護国神社に玉ぐし料を公費から支出した 

判決：最高裁違憲判決 1997 年。玉ぐし料奉納は慣習化した社会的儀礼とは言えず、その

目的は宗教的意義を持つ。また特定の宗教を援助する効果も持つ。特定の宗教団体

に公費で玉ぐし料を支払うことは、政教分離原則や宗教団体への公金支出の禁止に

反するとした。 

★自衛官合祀拒否訴訟 

内容：殉職した自衛官を靖国神社に合祀したところ、キリスト教徒である妻が怒った。 

   ※合祀･･･いくつかの神・霊を合わせてまつること。  

 判決：政教分離に反せず合憲。神社が勝手に合祀しても、その程度は許容される。 
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★北海道砂川政教分離訴訟(空知太神社訴訟) 

 内容：私有地の神社敷地への無償提供 

判決：最高裁違憲判決 2010 年。政教分離原則に反する。 

 

★⑥                   

首相の靖国神社参拝が政教分離原則に反するとした訴訟が何度かあり、中曽根首相・小泉首

相の参拝が問題となった、このうち小泉首相に関して各地下級裁判判決で「違憲」か「憲法

判断せず」にわかれ、「合憲」はなかった。因みに最高裁判決も「憲法判断せず」 

※靖国神社 

明治の戊辰戦争依頼の戦没者を祭神として、祀った、東京の九段にある神社。戦後の東京

裁判で裁かれた A 級戦犯も合祀されている。こうした性格の神社に首相が公式参拝するこ

とは、戦争中の日本の侵略を正当化し、間違った歴史認識によるものとし、特に戦争中に

侵略を受けたアジア諸国からも批判されている。 

 

▷学問の自由 第 23条 (研究発表・教授の自由、大学の自治も含む) 

★⑦                  

        内容：東大構内での劇団ポポロの公演に潜入していた私服警官を学生が吊し上げた 

        判決：原告敗訴。警備のために警察官が学内に立ち入ることは学問の自由を侵すものでは 

ない。 

 

♢表現の自由 

▷集会・結社・言論・出版などの表現の自由 第 21条 

★⑧                  

        内容：ロレンスの『チャタレイ夫人の恋人』の出版社社長と翻訳者が刑法第 175 条のわい

せつ文書販売の罪で起訴された 

        判決：原告敗訴。表現の自由は重要であるが、性的秩序を守り、性道徳を維持する公共福

祉により制限される。 

★⑨                       

内容：警察官職務執行法反対を掲げた学生運動の無許可デモが、東京都公安条例違反とさ

れ、指導者らが起訴された。 

判決：公安条例は合憲。集会やデモなどの集団行動について、事前の届け出制を定めた公

安条例は、集団行動の暴徒化するのを未然に防ぐためのものであり、表現の自由に

反しない。 

 

▷検閲の禁止、通信の秘密 第 21 条 
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◎人身の自由 

♢基本原則 

▷奴隷的拘束及び苦役からの自由 第 18条 

人格を無視した身体の拘束や意志に反した強制労働を禁止 

▷法定手続の保障 第 31条  

       刑罰を科すには法律で定められた適正な手続きによらなければいけない 

       ・①              …事前に決められた法律によらなければ、処罰されない 

       ・②              …正当な手続きによらなければ、処罰されない 

       ・③           の禁止…後から制定された法律で、処罰されない 

▷被疑者の権利 

       ・逮捕の要件 第 33条 

         ④           ：現行犯を除き、逮捕には司法官憲が発行する令状が必要 

       ・勾留・拘束の要件 第 34 条 

         弁護人依頼権がある 

       ・住居の不可侵 第 35 条 

         令状主義：住居に侵入し捜索・押収する場合、令状が必要 

▷被告人の権利 

       ・公平で迅速な公開裁判を受ける権利 第 37条 

       ・弁護人依頼権 第 37 条 

         弁護人による弁護を受けられる権利。国選弁護人をつけることもできる 

       ・不利益な供述の不強要 第 38 条 

         ⑤           あり 

       ・自白の証拠能力の否定 第 38 条 

         強制・拷問などによる自白は無効 

▷拷問・残虐刑の禁止 第 36 条 

▷⑥                 第 39 条 

         判決が確定した事件について再度の訴追を受けない 

 

◎経済的自由 

♢居住・移転及び職業選択の自由 第 22条 

★⑦                      

内容：薬局の開局の申請をしたら、薬事法の配置基準距離制限で不許可となり申請が却下された 

判決：最高裁判違憲判決 1975 年。薬事法の距離制限は公共の利益のための合理的な規定を定

めたものとは言えない。 

★⑧                      

内容：共有持分が 1/2以下の森林所有者である Xさんが、森林の分割請求をしたが、森林法の

制限規定により分割することが出来なかった。 

判決：最高裁違憲判決 1987 年。共有林の分割請求に対する制限は、非合理的で必要限度を超

えている。 

♢国籍離脱の自由 第 22 条 

♢財産権の保証 第 29 条 

私有財産の不可侵。公共の福祉により制限可能。 
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(3) 社会権…人間らしい生活の保証を国に求める権利 

♢生存権 第 25条…国民が「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を国が保証する 

★①             

内容：肺結核で入院し生活保護を受けていた朝日茂氏は、所在不明であった兄が見つかって仕送りを

受けるようになった。そのため福祉事務所は生活扶助を打ち切った。 

判決：上告人の死亡によって終了。憲法第 25条は②              であり、最低限

度の生活の基準は厚生大臣の判断に委ねられているとした。 

※プログラム規定説 

この憲法第 25 条は国政の方針を示したものにすぎず、具体的な権利を定めたものではない。 

よって具体的な施策は国に任されている。 

★③             

内容：児童扶養手当法によって障害福祉年金と児童扶養手当は併給禁止とされた 

判決：障害福祉年金と児童扶養手当の併給の禁止はプログラム規定説から合憲とし、上告を棄却 

♢教育を受ける権利 第 26条…能力に応じてすべての国民が無償の義務教育を受ける権利 

▷④                1947 年 

教育の基本を定めた法で、教育の憲法とも言われる。2006 年に改正され、伝統文化の尊重、新しい

公共の精神などの理念が組み込まれ、それらへの関心が高まった。 

 

 

 

★⑤                         

内容：家永三郎が執筆した教科書が不合格とされ書き直しをした。国家賠償と不合格処分取消を求め

て訴訟を起こした。教科書検定制度は自由権、教育を受ける権利、検閲の禁止に反している 

判決：第一次・第二次訴訟は原告敗訴、第三次訴訟は原告一部勝訴 

★⑥                         

内容：全国中学校一斉学力検査に反対し、テストを阻止した。公務執行妨害の罪に問われた 

判決：国は教育内容の決定権を有するとし、テストは適法である。公務執行妨害罪成立 

♢労働基本権 

▷勤労権 第 27条…国に労働の機会を要求する権利 

→勤労権保護を目的として職業安定法、雇用保険法、男女雇用機会均等法などを制定 

▷労働三権 第 28 条  ・団結権…労働組合を組織し、加入する権利 

             ・団体交渉権…代表者を通じて使用者と労働条件に付いて交渉する権利 

             ・団体行動権(争議権)…ストライキなどの団体行動をする権利 

   →労働三権保護を目的として労働三法―労働基準法、労働組合法、労働関係調整法―を制定 

(4) 参政権…選挙権・被選挙権・国民投票権 

♢公務員を選定、罷免する権利 第 15 条 

選挙の原則：普通選挙、秘密選挙、平等選挙、直接選挙 

★在外日本人選挙権(公職選挙法)違憲訴訟 

内容：海外に住む日本人が選挙権の行使を妨げられているとして起こした訴訟 

判決：最高裁判所は海外に住む日本人の選挙権を保証しないことは違憲とした。 

♢直接民主制的権利 

・最高裁判所裁判官の⑦             第 79 条 

・地方自治特別法の⑧             第 95条 

・憲法改正の⑨             第 96条 

第 1条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な

資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。 
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(5) 国務請求権 

人権侵害に対して救済を求めることができる権利 

♢裁判を受ける権利 第 32 条 

誰もが裁判所による裁判を受けることができる権利 

♢国家賠償請求権 第 17条 

国や地方公共団体の活動による損害に関して、国や地方公共団体に損害賠償を求める権利 

 

★①         違憲訴訟 

内容：郵便業務従事者の過失による損害を免責としていた 

判決：最高裁判所は賠償の範囲を限定し、他の項目について免責していた規定を違憲とした 

 

♢刑事補償請求権 第 40条 

冤罪などの場合に無罪となった場合に、国に対して補償を求める権利 

♢請願権 第 16条 

国または地方公共団体に対して、その職務についての希望や意見を表明する権利 

 

(6) 平等権 

♢法の下の平等 

・人種、信条、性別、社会的身分または門地により差別されない 第 14 条 

・貴族制度の廃止 

 

★②               違憲訴訟 ※尊属…両親、祖父母など先の世代にある親族のこと 

内容：A 子は 14歳の時以来、実父に夫婦同然の肉体関係を結ばされ、5人の子供を妊娠。その

後、勤務先の青年との結婚を希望したが、実父に反対され、耐えきれずに実父を殺害 

争点：刑法第 200 条の尊属殺人の処罰規定が刑法第 199 条の普通殺人の処罰規定よりも重くな

っていることが法の下の平等に反する 

判決：最高裁判所は尊属殺人がより重罰であるという規定が著しく不合理であり、法の下の平等

に反しているとして違憲とした。 

※この判決は最高裁による初の違憲立法審査権の発動である。1995 年の刑法改正で第 200 条は

削除された。 

 

★③           違憲訴訟 

内容：結婚していないフィリピン国籍の母と日本国籍の父との間に生まれた原告(婚外子)らは、生

後に父親から認知を受けたことを理由に、国籍取得を申請したが、国籍法の日本国籍取得要

件を満たさないとして、国籍取得を認められなかった。原告は憲法 14条の「法の下の平

等」に反するとして、訴えた。 

判決：最高裁判所は出生後日本人の父親から認知された子でも、外国人の母親と結婚していないこ

とを理由に、婚外子の日本国籍の取得を認めない国籍法は違憲であるとした。 

 

★婚外子相続差別訴訟 

内容：法律上結婚していない夫婦間に生まれた子供(婚外子)の相続分を正式な夫婦の子供(婚内

子)の半分とする民法規定が法の下の平等に反するとして、均等相続を求め訴えた。 

判決：最高裁判所は相続分が子の間で異なるとする規定を違憲とした。 
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(7) 新しい人権…憲法上の規定なし 

♢①          ←根拠：幸福追求権 第 13 条、生存権 25 条 

健康で文化的な生活を営むのに不可欠な環境の維持をし、より良い環境を享受する権利 

 

★②                       

内容：空港周辺の住民が人格権と環境権に基づく午後 9 時～翌朝 7 時までの飛行差し止めと過去・

将来の損害賠償を求めた。 

判決：飛行差し止め請求を却下。環境権認めず。ただし、過去分の賠償は認める 

★鞆
とも

の浦景観権訴訟 

鞆の浦の埋め立て計画は、景観を損ない合理性を欠くとして、工事着工を差し止め 

 

♢③           ←根拠：(受け手側から捉えた)表現の自由、前提：取材・報道の自由 

国民が国の政治や行政についてのあらゆる情報を知ることができる権利 

→情報公開(＝ディスクロージャー)制度 

・情報公開条例…国に先行して 1996 年までに全ての都道府県で条例制定 

・④               1999年…知る権利は明記されず 

 

★外務省公電(秘密電文)漏洩事件 

内容：沖縄返還に関する日本政府と米国との極秘電報が、外務省女性事務官から新聞記者に渡さ

れ、これをもとに国会でも日米が追及された 

判決：知る権利は認められるべきであるが、取材法が正当ではないので被告人は有罪 

 

♢⑤                ←根拠：幸福追求権 第 13 条 

プライバシーについて本人の同意なく勝手に他人に利用されたり、公開されたりしない権利 

 

a.消極的意味…私生活をみだりに公開されない 

b.積極的意味…自己の情報をコントロールする 

→⑥                 1988 年(行政機関の情報)、2003 年(民間の情報, 500 人

以上の個人情報を保有する企業など) 

★三島由紀夫⑦「           」→小説のモデルに a.の意味のプライバシー権認める 

★柳美里「石に泳ぐ魚」事件→小説のモデルに b.の意味のプライバシー権認める 

➡作者・出版社に損害賠償求める 

 

※住民基本台帳ネットワーク(住基ネット) 2002年～ 

住民に 11 桁の番号を付け、個人情報を管理するシステム 

※共通番号制(マイナンバー制) 2016 年～ 

番号と写真で社会保障と納税に関する個人情報を管理するシステム 

 

以上は通信傍受法と共にプライバシーの保護の観点から問題視されている 

 

♢自己決定権←根拠：幸福追求権 第 13条 

個人が自分の生き方を干渉なしに自律的に決定できる権利 

インフォームド・コンセント(cf パターナリズム)、リヴィング・ウィルなど 
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7.国民主権と議会制民主主義 

 

(1) 国民主権と議会制民主主義 

♢議会制民主主義(間接民主制)の原理 

・①    の原理…議会は国民の意思を代表する機関である 

・②    の原理…公開の議場で与野党の議員が十分な討論を積み重ね、その中から最も多くの

国民に支持される結論を見出す。 

・③    の原理…国民のための行政が公正に行われているかを議会が監督する 

 

(2) 国会の地位と構成 

♢国会の地位 

・国権の最高機関…国会が国民を代表し、国政の中心機関として多くの重要な権限を持つこと 

・唯一の立法機関…国会による立法権の独占を意味している 

♢国会の組織 

・二院制(両院制)…衆議院と参議院により構成されている 

 定数 任期 被選挙権 選挙区 解散 内閣不信任 

衆議院 ④   名 4 年(解散によ

る任期満了前

の終了あり) 

25歳以上 小選挙区：⑥   名 

比例代表区(11 ブロッ

ク)：⑦   名 

あり あり 

参議院 ⑤   名 6 年 

(3 年ごとに半

数改選) 

30歳以上 選挙区(都道府県)：

⑧   名 

比例代表(全国)： 

⑨   名 

なし なし 

 

♢国会議員 

      ▷地位…全国民の代表 第 43 条 

      ▷特権 

       ・会期中の⑩     特権 第 50条…現行犯や、逮捕許諾請求があれば逮捕が可能 

       ・発言・表決の⑪   特権 第 51条…院内でのことを院外で責任を問われないが、院内に

懲罰委員会があり、議員の陳謝・党員禁止・除名などを

求める場合がある。 

       ・⑫    特権 第 49条…経費、議員宿舎、3 人の公設秘書なども認められる 

 

 (3) 国会の運営と権限 

♢国会の種類 

 

種類 召集 会期 主な議題 

⑬    (通常国会) 年 1回、1 月中 150日 予算とその関連法案 

⑭      (臨時会) 内閣か衆参総議員の 1/4 以上の要求 

衆参任期満了総選挙後 

衆参一致の議決で決定 

(延長は２回まで) 

補正予算 

内外の緊急議事 

⑮      (特別会) 衆議院解散総選挙後 30 日以内 同上 内閣総理大臣の指名 

参議院の緊急集会 衆議院解散中の緊急時 不定 緊急議事 
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♢定足数と表決数 ※定足数…合議体が会議を開き，または議決をなすにあたって必要な出席者数 

 

 

 

 

 

※特別議案：議員の資格争訟、秘密会の開催、議員の除名、法律案の再議決 

♢本会議の運営 

      ・公開の原則…しかし出席議員の 3 分の 2 の賛成で非公開の秘密会を開くことができる。  

      ・会期不継続の原則…案件を次の会期に継続しない 

      ・一事不再議…一度議決した事項は同一会期に再度審議しない 

 

   ♢委員会制度…日本は⑯          。 

委員会で法案・予算案などを事前に専門的審議・採択(→可決→本会議に上程) 

常任委員会…衆参両院に各 17 ずつある 

特別委員会…衆参両院に必要に応じて随時設置される 

・⑰      …委員会で有識者から意見を聞く会。本予算や重要な歳入法案の審議が行われ

る予算委員会では必ず開催される。 

・⑱      …イギリスのクエスチョンタイムを手本に導入し、国家基本政策委員会で首相

と野党党首が対面式で行う 

   ♢国会の権限 

      ▷主な権限 

法律制定権※1、予算議決権※2、弾劾裁判所設置権、条約承認権、 

内閣総理大臣の指名、憲法改正発議権 

※1…法案の発議権は内閣、議員、委員会にある。 ※2…内閣が予算案を作成する 

 

(4) 衆議院の優越 

   衆参両院で異なる議決をした際に、最終的に衆議院の議決が採用されること 

♢議決の優越…法律案の議決、予算の議決、条約の締結に必要な国会の承認、内閣総理大臣の指名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※⑲        ：衆参各 10 名ずつで構成される。協議案は 2/3 以上で可決 

♢権限の優越…予算先議権、内閣不信任決議 

   ♢両院対等…憲法改正の発議、決済の審議 など 

   ♢その他の両院の権限：⑳      …権力分立の範囲内で証人の出頭、証言、記録の提出を要求可能 

議案 定足数 表決数 

通常議案 総議員の 1/3 以上 出席議員の過半数 

特別議案 同上 出席議員の 2/3 以上 

憲法改正発議 (総議員の 2/3 以上) 総議員の 2/3 以上 
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8.内閣の行政と民主化 

 

(1) 内閣の地位と組織 

♢内閣の地位：憲法の中で「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う(第 66

条)」、「行政権は、内閣に属する(第 65条)」と定められている 

♢内閣の組織 

最高機関は①    である。 

※閣議…内閣総理大臣と 16 人以内の国務大臣により構成されている内閣の会議。閣議に基づいて行政

権を行使する。この決定は全会一致をとっていて、週 2 回開催される。閣議に参加する総理大

臣及び国務大臣は②      でなければならない 

♢内閣総理大臣…内閣の首長であり、国会の議決で指名されたのち天皇により任命される 

  ▷主な権限 

   ・国務大臣の任命、罷免   ・国務大臣の訴追への同意  ・議案を国会に提出     

   ・自衛隊の最高指揮監督権  ・閣議を主宰        ・行政各部の指揮監督 

♢国務大臣 

③   人以内 or ④   人以内（⑤     は国会議員）が、天皇の認証の下、総理により任命

される。内閣官房長官・国家公安委員会委員長も含まれ、内閣府に特命担当大臣・無任所大臣を設置す

ることも可能。また大臣の兼任も可能。 

 ♢内閣の種類  

 ・超然内閣………政党や議会と関係なしに組閣される 

  ・⑥        …衆議院の多数党により組閣され、単独政権と連立(連合)政権がある 

(2) 内閣の権限 

   ♢独立的権限…内閣が独立して国政を行う権限 

    一般行政事務・法律の執行・外交関係の処理・予算の作成・政令の制定・条約の締結・恩赦の決定 

    （対裁判所→）最高裁長官の指名・最高裁長官以外の裁判官の任命 

    （対国会→）臨時国会の召集・参議院の緊急集会の要求権 

   ♢助言的権限…天皇に対して天皇の国事行為についての助言と承認を行う 

(3) 内閣総辞職 

 ♢⑦         (責任内閣制)…内閣の存立は国会の信任による、内閣は国会に対して連帯責任を負う    

♢衆議院の解散 ・⑧   条解散…衆議院の内閣不信任決議による解散 

         ・⑨   条解散…内閣の解散権の行使により国民の信を問うために解散 

 ♢⑩          …次の 4つの場合に行われる。 

    ・衆議院で内閣の不信任決議が可決された時     ・総理が欠けた時 

・総選挙後初の国会の招集があった時        ・内閣が必要と判断した時 

(4) 行政組織 

 ♢中央省庁再編…縦割り行政の是正を図ることで行政の効率化を狙った 

➡1府 22省庁であったのが 1999 年の中央省庁改革関連法により⑪        体制となる 

   ★1 府 12 省庁体制…内閣府、各省庁、外局(行政委員会、庁)によって構成 

  2007 年 防衛庁は防衛省に昇格 

  2009 年 消費者庁が設立された 

 ♢その他の改革 

  ・独立行政法人(エージェンシー)の設立 ex)国立大学の独立行政法人化 

  ・副大臣、大臣政務官の新設(政府委員制度を廃止):官僚主導から政治家主導の政治を目指した 
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(5) 行政機能の拡大 

 ♢公務員 ・地位：憲法第 15条では公務員は「全体の奉仕者」と規定されている 

       ・種類：国家公務員、地方公務員、特別職、一般職 

       ・制約：政治的中立の要求、政治活動の制限、労働三権の制約、守秘義務 

 ♢行政権の優越から官僚政治への展開 

   ・内閣(政府)提出法案の増加：提出される法律の約 60％  

   ・①      の増加：国会は大枠のみで、細則は行政部の政令(施行令)、省令(施行規則)に委任 

   ・許認可行政：行政部の②       の増大 

   ・補助金行政：行政部からの補助金に依存      行政裁量の拡大 

   ・法的根拠がない③        の増加 

 ♢官僚制(ビューロクラシー)の弊害 

    セクショナリズム(縄張り主義)※、縦割り行政、事なかれ主義、秘密主義、法律万能主義 

    ※各部署が互いに協力せず、自らの利益のために外からの干渉を排除する傾向 

 ♢④    …高級官僚と呼ばれる地位にいた人たちが退官後に民間企業の役員として再就職すること 

       ➡高額の退職金、官僚と企業等との癒着 が問題に 

 ♢汚職と政治腐敗：政、官、業(財)の三位一体の癒着構造による 

   ★疑獄事件…政治にからむ大規模な贈収賄の事件 

     ロッキード事件 1976、リクルート事件 1988、佐川急便事件 1992、ゼネコン汚職 1993 

(6) 行政の民主化 

 ♢立法府による 

    ・国政調査権の活用 

    ・行政法手続法 1993 年 …許認可、行政指導のルール化 

    ・国家公務員倫理法 1999 年 

        汚職の防止を目的として制定された。中央官庁の管理職が 5000 円を超える接待や贈与を受けた

場合に、報告しなければならないという義務 

 ♢行政府による 

   ▷⑤         制度 

      行政府から独立し、準立法、準司法的機能を持つ機関の設置、中立で合議制の行政機関 

       ・国家公安委員会・人事院←政治的中立が必要とされる 

       ・公正取引委員会←技術的専門知識が必要とされる 

       ・中央労働委員会←利害関係の調整が必要とされる 

   ▷審議会…民間知識人・専門家で組織→大臣等の諮問で調査・審議→答申 

   ▷⑥         …行政機能の拡大を抑制 

    ex)三公社・道路公団・郵政民営化、特殊法人の廃止・民営化・独立行政法人化 

    ※民営化…国鉄、電電・専売公社の三公社は 1980 年代の中曽根内閣時にそれぞれ JR、NTT、JT に、郵政公社は小

泉首相により 2007 年から分割され現在は郵便・ゆうちょ銀行・簡保生命保険になったが… 

     ⑦         （構造改革特区 2003~を含む）、省庁再編 

   ▷パブリック・コメント制度…行政に際し、国民からの意見を聴取し反映 

 ♢国民による 

   ▷情報公開制度 ex 情報公開条例、情報公開法 1999 年 

   ▷⑧             …国民が苦情申し立て→オンブズマンが調査→改善を勧告 

     ・世界では 1809 年、にスウェーデンが 

     ・都道府県レベルでは 1995 年に沖縄県が 

     ・市町村レベルでは 1990 年に神奈川県川崎市が  初導入した 
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9.裁判所と人権保障 

 

(1) 司法権の独立 

  ♢司法権…裁判を通じて国民の自由と権利を保障し、社会の法秩序を維持していく権限のこと 

   ・司法権は最高裁判所と下級裁判所に与えられている 

   ・特別裁判所は設置不可 

          大日本帝国憲法下での行政裁判所、皇室裁判所、軍法会議などのこと 

   ・行政機関は終審として裁判を行えない 

  ♢司法権の独立…司法権が内閣や国会から分離独立していて、他の権力の干渉を受けないこと 

   ★①         1891 年 

     内容：ロシア皇太子が警察官に襲われ負傷した 

     干渉者：行政権(政府) 

       裁判官：大審院長の②         は内閣などの圧力に抵抗し皇太子も一般人であると

し、通常の殺人未遂で犯人を無期徒刑にした 

           ※日本の皇族に危害を加えた罪ならば死罪になる 

   ★③          1969 年 

     内容：長沼ナイキ基地訴訟一審札幌地裁での判決に関し、自衛隊の違憲判決をしないように指示 

     干渉者：司法権(平賀札幌地方裁判所所長) 

     裁判官：福島裁判長は自衛隊に違憲判決を下した 

  ♢裁判官の職権の独立 

   「裁判官は、その良心に従い独立したその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」第 76条 

  ♢裁判官の身分保証 

定年はあるが、以下の場合以外に罷免すること、また行政部の懲戒処分も不可とされている 

    ・裁判所による心身故障による職務不能を理由とした分限裁判 

    ・国会による職務義務違反や職務怠慢、非行を理由とした④         

    ・国民による⑤          

      任命後初の衆議院総選挙時とその 10年後の、初の衆議院総選挙時に行われる 

      ※最高裁判所、簡易裁判所の定年は 70歳、それ以外は 65歳に設定されている 
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(2) 裁判制度 

  ♢裁判の種類 

   ▷⑥       …検察官(検事)が原告となって起訴し、犯罪行為を裁く 

    ・検察制度 

      検察総長を頂点として犯罪捜査や公訴提起、判決執行の監督などの検察権を行使する。 

各裁判所に対応する形で検察庁が設置されている。 

    ・不起訴の場合に被害者が納得できなければ⑦       にて申し立てをすることができる。 

   ▷⑧        …私人間の民法上の争いに関する裁判 

   ▷⑨        …行政により権利を侵害されたとする私人の争いに関する裁判 

  ♢三審制 

    冤罪を避け慎重を期すために原則 3 回まで裁判の機会が与えられる。ただし再審制度がある。 

 

 

 

 

   

♢裁判所 

   ▷最高裁判所 

    ・長官と 14人の裁判官を合わせた 15人で構成される 

    ・原則、上告審となっている 

    ・15 人全員の大法廷、3人以上の小法廷がある 

    ・「憲法の番人」とされ違憲法令審査権終審裁判所としての働きを持つ 

    ・裁判の規則制定権や下級裁判所の裁判官の指名権を持つ 

   ▷下級裁判所 

    裁判官の任期は 10年となっていて再任が可能 

    ・高等裁判所…全国に 8箇所あり、原則控訴審の判決、内乱罪の第一審の判決を下す 

    ・地方裁判所…全国に 50 箇所あり、通常の第一審の判決を下す 

           (都府県に各 1ヶ所、北海道に４ヶ所ある) 

    ・簡易裁判所…軽い事件を扱う(民事訴額 140 万円未満、刑事の罰金以下の事件) 

    ・家庭裁判所…50 箇所設置されており、家庭事件、少年事件を扱う 

      ※知的財産高等裁判所：特許権や著作権侵害を扱う裁判所として 2005 年に東京高等裁判所の 

特別支部として設立された  

   ♢裁判公開の原則 

    ・対審…原則公開（裁判官の判断の一致により公序良俗を害する恐れがある場合を除く） 

※政治、出版犯罪、憲法第３章の人権問題に関しては絶対公開 

    ・判決…絶対公開 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一審      第二審      第三審      (再審) 

    ⑩      上訴   ⑪ 

 

      跳躍上告(刑事)、飛躍上告(民事) 
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(3) ⑫                 

   裁判所が「法律、命令、規則、処分」が違憲かどうかを審査する 

    ・付随的(具体的)違憲審査制…具体的な事件に付随して違憲審査を行う 

    ・抽象的違憲審査制…制定された法律自体の違憲審査を行なう 

 

  ♢最高裁判所違憲判例 

   ▷法律の違憲判決 

    ・尊属殺重罰規定 刑法 1973 年           ・薬局開設距離制限規定 薬事法 1975 年 

    ・衆議院議員定数配分規定 公職選挙法 1976, 85年・共有林分割制限規定 森林法 1989 年  

・書留郵便免責規定 郵便法 2002 年           ・在外選挙権制限規定 公職選挙法 2005 年  

・国籍取得制限規定 国籍法 2008 年           ・婚外子相続差別 民法 2013 年 

   ▷行政の違憲判決 

     ・愛媛玉ぐし料 1997 年 ・北海道砂川政教分離 2010 

(4) 司法の課題と対策 

  ♢司法消極主義への批判 

      ・高度に政治的問題は、立法府や行政府の裁量権の範囲として、積極的な憲法判断を行わない場合

が多い。根拠は⑬          、プログラム規定説 

  ♢⑭        の導入 

    司法権への国民参加のため、裁判員法 2004 で導入決定、2009 から実施 

    殺人・傷害致死等の重大な刑事事件の、地裁の第一審の刑事裁判で導入 

    民間人の裁判員 6 名と裁判官 3 名で事実認定と量刑を多数決で決める⑮      型 

            有権者から無作為抽出         裁判員・裁判官の最低一人の賛成必要 

 

 

 

 

 

  ♢少ない法曹（裁判官、検察官、弁護士） 

    法曹一元論➡三者の相互参入が可能に 

    法科大学院(ロースクール)設置 2004…司法試験のハードルを低くして、法曹人口を増やそうとした 

  ♢時間と費用がかかる裁判 起訴から確定まで 20 年以上かかった事件もあり、弁護士費用も馬鹿にならない 

     裁判迅速化法 2003…第一審を二年以内に終わらせることを目標 

    日本司法支援センター(法テラス)の無料法律相談や、裁判所で行われる民事調停や家事調停の利用

民間の第三者が介在する裁判外紛争解決手続き(ADR)による早期・安価な解決 

  ♢犯罪被害者の人権保障 

    犯罪被害者等基本法 2004 被害者参加制度 2008~…犯罪被害者・遺族が法廷で質問・意見が可能に 

    死刑に当たる罪の公訴時効廃止、その他重大な罪の時効が二倍に延長 2010 

 

 

 

 

 

 

 事実認定 量刑 

従来の日本 裁判官 

陪審制型(米、英) 民間人 裁判官 

参審制型(仏、独) 民間人＋裁判官 

  ※1928 年～1943 年の間、日本でも陪審制が行われていた 
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10.地方自治と住民の福祉 

 

(1) 民主主義の学校 

  ①    (英)「地方自治は、民主主義の源泉であるだけでなく学校である」 

  トクヴィル(仏)「地方自治制度の自由に対する関係は、小学校の学問に対してもつ関係と同じである」 

  ▷明治憲法下での地方自治 

   ・地方自治に関する規定がなかったため、中央政府の強い統制が地方行政に加えられていた 

  ▷地方自治の本旨 

   現在では憲法第 92 条の中で地方自治の本旨に基づく地方自治の原則が規定されている 

    ・②       …国から独立して自治を行う(ドイツ型の地方分権的要素) 

    ・③       …住民の意思による自治を行う(イギリス型の直接民主制的要素) 

(2) 地方自治の組織と運営 

  ♢地方自治体(公共団体)のしくみ 

   ▷種類 

    ・普通地方公共団体：都道府県、市町村 

    ・特別地方公共団体：特別区(東京 23 区、財産区など) 

   ▷機関 

    ・首長(知事、市町村長)：執行機関としての役割を担う。直接選挙で選出され、任期は 4年。 

条例の執行、議案や予算の提出、行政の指導・監督などを行う 

    ・議会：議決機関としての役割を担う。院制により構成されている。 

④     の制定や改廃、予算の議決、地方行政の調査などを行う 

 

 

 

 

    不信任決議は議員の 2/3 以上の出席、3/4 以上の同意で成立 

解散権は不信任決議権が成立したときに、首長は辞職するか 10 日以内に議会を解散しなければならない。解

散総選挙後の議会にて総議員の過半数により不信任決議権が成立すれば首長は辞職しなければならない 

拒否権は首長が条例の制定、改廃や予算の議決に異議がある場合に発動し、議会で 2/3 以上で再可決される 

    ・行政委員会 ex 教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会 

  ♢住民の直接請求権 

請求別 必要署名数 請求先 取り扱い 

条例の制定・改廃 有権者の 1/50以上 首長 首長が議会にかけその結果を報告

する 

事務の監査請求 監査委員 結果を公表 

議会の解散請求 有権者の 1/3以上 
 

※有権者数が 40万人を超

える場合は超えた数の 1/6

と 40 万の 1/3の合計以上 

選挙管理委員会 住民投票 

(過半数の同意で成立) 解職請求 議員、首長 

副知事 

などの役員 

首長 議員の 2/3 以上の出席で、3/4 以上

の同意で成立 

       ・⑤         …条例の制定、改廃請求権 

       ・⑥         …住民投票 

       ・⑦         …解職請求権 

 

 

            解散権、拒否権 

執行機関：首長                   議決機関：地方議会 

           不信任決議権 

 

第 20 講① 



自治体 投票年 テーマ 

新潟県巻町 1996 年 原発建設 

沖縄県 1996 年 米軍基地 

岐阜県御嵩町 1997 年 産廃施設建設 

沖縄県名護市 1997 年 米軍基地 

徳島市 2000 年 吉野川可動堰建設 

山口県岩国市 2006 年 米軍基地 

 

いずれも反対派が過半数で勝利 
 

※住民投票は議会制民主主義の否定につ

ながるという批判や国策とのねじれ現象

の可能性などの問題点から賛否両論ある 

いずれも反対派が過半数で勝利 

 

※住民投票は議会制民主主義の否定につ

ながるという批判や国策とのねじれ現象

の可能性などの問題点から賛否両論ある 

(3) 地方自治の課題 

  ♢地方公共団体の業務 

    ⑧        …自治体独自の仕事 ex 都市計画、病院・薬局の開設許可 

    ⑨        …国から自治体に委任した仕事 ex 国政選挙、パスポート交付 

※かつて地方公共団体は国の下部機関とみなされ、国の仕事を機関委任事務として代行していた

が、1999 年の地方分権一括法の成立で、機関委任事務は廃止され、今の事務の形になった 

  ♢地方財政 

       

 

 

 a 歳入の 40%台→自主財源が少なく、依存財源に依存。しかも機関委任事務が多い状況をかつて 

「⑫         」と呼んだ 

    b自治体の貧しさに応じて、格差是正のために国税から配分 

※元々税収の 6 割弱が国税で、地方税の割合は少ない。ところが歳出では地方自治体が 6 割弱と逆転する。その

ため地方税だけでは足りない分が、地方交付税と地方譲与税という名目で地方に回される。自治体の 9 割以上が

もらっているが、東京都はもらっていない。地方交付税に回されるのは、国税三税(所得税・法人税・酒税)、消

費税、たばこ税から国税の約 30% 

c 別名「補助金」で、国から委任された仕事に使う 

d 国の建設国債に相当→地方の借入金残高約 200 兆円 2014 

    ※財政再建団体：赤字額が基準を超えると民間企業の倒産にあたる財政再建団体に指定される 

  ♢地方分権の推進 

   ▷地方分権 

    中央から地方へ権限や財源を移そうとする動き 

    ・地方分権推進法 1995 年…地方分権推進委員会の設置や勧告 

    ・⑬          1999 年 

      地方自治法など関連法の改正が行われた。国と地方を上下関係から対等・協力関係に転換 

    ・「三位一体の改革」 2004～2006 年度 

地方交付税の見直し、補助金の削減、国から地方への税源移譲 

    ・構造改革特区法の実施 2003 年…規制緩和の一環として特定事業の規制緩和が行われた 

・国家戦略特別区法 2013 年 

      医療や農業などの分野において規制緩和により経済の活性化を図る地域を政府主導で選定する 

   ▷市町村合併の推進 

    ・目的：合併により財政力を高め、行政のスリム化、効率化を図る 

    ・市町村合併特例法 1965 年 

      優遇措置により合併が指示された。「昭和の大合併」や「平成の大合併」が行われた。 

   ▷地域広域連合は現在模索中である   例：大阪都構想 

   ▷道州制への移行が主張されるが、現実性がないとされている 

  ♢住民投票条例制定による住民投票法的拘束力を持たない 

 

 

 

 

 

 

 

 一般財源(使途自由) 特定財源(使途指定) 

自主財源 a 地方税  

依存財源 b⑩                、地方譲与税 c⑪           、d 地方債 

 

第 20 講② 



11.世論形成と政治参加  

 

(1) 政党の役割 

  ♢政党とは 

    バーク(英)「主義や原則が一致している人々が、主義や原則に基づいて、国民的利益を増進するため

に協力すべくして結合した団体」（『現代不満の原因』） 

  ♢役割と目的 

   ▷役割 ・利益と集権：世論のリーダーシップをとり、綱領(党の基本方針)、政策に一本化 

       ・利益媒介：国民と政府のパイプ役 

   ▷目的…政権の獲得、政権の実現、政策実現 

  ♢歴史 

   ▷政党のはじまり…イギリス 17C 後半 トーリー党（→保守党に） 

                      ホイッグ党（→自由党に） 

   ▷名望家政党 

     制限選挙下で財産と教養を持つ名望家による議員政党 

        選挙権の拡大 

     大衆政党…普通選挙下で一般大衆型政党が組織 

     包括政党…広い階層から指示を得る政党 

 

  ♢政党政治から政党内閣へ 

①    ：政権担当政党 

    ②    ：政権を担当していない党 

 

    単独政権：多数党が単独組閣する 

    ③   政権：複数の政党が政策協定を結び組閣する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 長所 短所 代表的な国 

⑥ 政権安定 

争点明確 

多様な民意の反映不可 英：保守党,自由党 

米：民主党,共和党 

⑦ 

 (小党分立制) 

多様な民意を反映

できる 

連立政権により政権不

安定 

独、仏、伊、日 

一党制 強力な長期安定政

権の実現 

反民主的な独裁制に陥

りやすい 

中国、北朝鮮など 

の社会主義国 

④   政党(右派)：伝統を重視し現状維持を図ろうとする 

⑤   政党(左派)：変革や社会主義に重きを置いている 
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(2) 日本の政党政治 

  戦前 1874 年 愛国公党：日本初の政党 

     1918 年 原内閣：大正デモクラシー期の原敬による初の本格的政党内閣 

      1932 年 五・一五事件で犬養毅首相が暗殺された。 

     1940 年 大政翼賛会の結成により政党は解党消滅した 

  戦後 1945 年 政党の結成と復活   ex 日本社会党、日本共産党 

      1947 年 日本初の①       政権(片山内閣) 

     1955 年 左右に分裂していた日本社会党の統一 

       ②       …自由党と日本民主党が統合し③        を結成した。 

      55 年体制(~1993)…保守、革新政党が保守(自民党)優位で対抗→1 と 2 分の 1 体制 

1960 年代 野党の多党化、中道政党の結成   ex 民主社会党、公明党 

1970 年代 保革(与野党)伯仲 

1983～86年 中曽根内閣で新自由クラブとの連立政権 

     1993 年 宮澤内閣：自民党から新政党、さきがけが分離した結果自民党が過半数割れした 

       ⑤    内閣：細川護煕(日本新党)による非自民非共産連立政権(8 党派)=55 年体制の終わり 

     1994 年 村山内閣：村山富市(社会党)による自民党、社会党、さきがけ連立政権 

     1996 年 自民党中心の公明党などとの連立政権、⑥       結成、社会党が社民党に変更 

     2007 年 民主党が参議院で第一党 

     2009 年 民主党が衆議院で第一党に、民主党中心の連立政権 

     2012 年 安倍内閣：自民党公明党連立政権 

(3) 日本の政治と金 

 ♢日本の政党の特徴 

  ▷党員が少ない ・議員政党的体質を持つ 

          ・企業、団体に資金、集票が依存→党内実力者(領袖)を中心に⑦      を形成 

  ▷弱い政策立案能力 ・政策は官僚に依存 

            ・特定分野に影響力を持つ族議員の出現 ex 建設族、厚生族 

  ▷強い党議拘束…政党の方針に従うような投票を議員に求める ex 法案採決の賛否 

 ♢⑧       (利益集団)…特殊利益実現のために、政党、官僚、議員などに働きかける団体 

   経営者団体 ex 日本経団連  労働団体 ex 連合(日本労働組合総連合会) 

   職能団体  ex 日本医師会  宗教団体 ex 創価学会  その他 ex 日本遺族会 

     ※ロビイスト…圧力団体の代理人として議員に働きかけるロビー活動(ロビイング)を行う人 

 ♢構造汚職＝疑獄事件 

  ▷背景 ・政治家、官僚、企業の癒着＝政・官・業(財)の三位一体 

      ・自民党中心の政治腐敗＝金権政治 

  ▷汚職事件 

   ロッキード事件 1976、リクルート事件 1988、佐川急便事件 1992、ゼネコン汚職 1993 

 ♢政治資金の健全化 

   ・政治家の資産公開制度 

   ・⑨          1994 年…政党交付金を政党に配分し公費を助成 

   ・⑩            制定 1948 年 改正 2000、2007 年 

      企業、団体からの政治家個人の資金管理団体、後援会などへの献金を禁止 

       企業、団体は政党の政治資金団体のみに献金することができる 

       国会議員、候補者の政治団体は一円以上の領収書を公開する 

   ・あっせん利得処罰法 2001 年…議員や秘書の収賄を禁止 

④ 

の確立 
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(4) さまざまな選挙制度 

  ♢選挙の基本原則 

    普通選挙(⇔制限選挙)、平等選挙(⇔不平等選挙)、秘密選挙(⇔公開選挙)、直接選挙(⇔間接選挙) 

  ♢選挙区制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※中選挙区制度…一選挙区から３~5人選出。日本の戦後の衆議院議員選挙は 1994 年までこれ 

   ※ゲリマンダー…自分の政党が有利になるように選挙区割を勝手に決めること 

 

(5) 日本の選挙制度 

  ♢選挙権の拡大 

 

 

 

 

 

※2016 年に選挙権が満 18 歳以上に変更された 

  ♢現行の選挙制度：⑤        により規定 

   現行以前の選挙制度 

    ・衆議院：中選挙区制→1994 年の改正で現行に→2000 年と 2014 年に定数減 

    ・参議院：全国区＋地方区→1983 年の改正で現行に→2000 年に定数減と比例区が非拘束名簿式に 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ・自書式 2 票制：現在有権者は約一億人 

       ・比例区の投票：衆議院→政党に投票、参議院→政党か候補者に投票 

       ・比例区の議席配分：⑪       により決定される 

       ・重複候補制(衆議院)…小選挙区で落選しても比例区で復活当選することがある 

                  名簿順位が同じ場合は惜敗率で決定される 

 

 

衆議院  参議院(通常選挙) 

⑥ 

(比例代表は拘束名簿式) 

制度 選挙区 比例代表 

(非拘束名簿式) 

小選挙区 

289 区 

比例代表区 

11ブロック 

選挙区 都道府県 

47区(各 1～4

人選出) 

全国 1 区 

⑦     名 ⑧     名 定数 ⑨     名 ⑩     名 

 ①  

一選挙区で一人選出 

②  

一選挙区で二人以上選出 

③  

選択肢 

④      の数 

少数党の選出 

少 

多   ○－ 

不可 

多 

少    ○＋ 

可 

多 

極小    ○＋ 

可 

議員と有権者の関係 

選挙費用 

密      ○＋ 

少 

疎  ○－ 

多 

疎 ○－ 

少 ○＋ 

傾向 大政党有利で選局が安定す

る。二大政党になりやすい。

ゲリマンダーのリスクあり 

小党が分立 

選局が不安定 

小党が分立 

選局が不安定 

 

 1889 年 1925 年 1945 年 

年齢 満 25 歳以上 満 25 歳以上 満 20 歳以上 

性別 男子のみ 男子のみ 男女 

特徴 制限選挙 

(直接国税 15 円以上) 

普通選挙 普通選挙 

世界の主流は満 18 歳以上 
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(6) 日本の選挙の課題 

  ♢議員定数の不均衡…一票の格差は投票価値の平等原則に反する 

    最高裁で衆議院の総選挙に関して違憲判決がある。※ただし事情判決で選挙結果は無効にならず 

    最高裁判例からかつては衆議院は 3 倍以上で違憲判決、参議院は 6 倍以上で違憲状態判決 

  ♢公職選挙法による選挙運動の制限 

   ・禁止：事前運動、戸別訪問、複数立候補者の立会演説会、署名運動、寄付行為、飲食物の提供など 

   ・規制事項：個人演説会、文書配布など 

   ・対策：2003 年より①         (選挙公約)の配布が可能になった 

  ♢金権選挙による選挙違反 ex 買収、供応 

    対策：②      の強化 1994 年：公職選挙法改正により拡大連座制になった 

※拡大連座制…選挙責任者、親族、秘書などの違反の場合、当選は無効となり、同じ選挙区から 5 年間立候補禁止 

♢投票率の低下 ex2013 年衆議院選挙 約 53%、2014 年参議院選挙 約 53% 

   ・背景：政治的無関心、無党派の増加 

   ・対策：投票時間の延長、期日前投票、不在者投票事由の緩和 

       ※在外日本人選挙権制限違憲判決 2005 年 

        国政選挙の在外選挙が比例代表だけなのは、平等な選挙権を保障した憲法に反していると

して、2006 年から選挙区も可能になった 

  ♢マスコミの選挙報道…アナウンス効果を持つ 

  ♢在日永住外国人の地方参政権の与奪や首相公選制などの議論が行われている 

 

(7) 世論と現代の政治 

  ♢マスメディアと世論 

   ▷世論…政治、経済、文化などの問題に関して、社会で一般に影響力を持つ意見 

       大衆民主主義(マス・デモクラシー)と呼ばれる現代の政治では影響力が大きい 

   ▷世論の形成…マスメディアの影響力大 

      ※マスメディアによる情報大量伝達は「第４の権力」とも呼ばれる 

   ▷大衆運動…請願・陳情・デモ行進・署名活動などの形で世論を喚起して政府や自治体に対応を迫る 

   ▷マスメディアの問題点 

    ・世論(情報)操作の道具とされる危険性→政治家が世論を誘導する宣伝の道具として利用 

    ・③         …報道が選挙結果に大きな影響 ex 選挙の世論調査の報道が投票に影響 

    ・④         …情報を吟味し、メディアを批判的に活用することのできる能力 

  ♢政治的無関心 

   ▷政治的無力感、政治不信  政治的無関心→投票率の低下,政治運動への不参加→民主主義の形骸化 

                  無党派層→政治的関心はあるが支持政党なし 
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おまけ 

 

メンタリストDaiGo 流 科学的に証明された効果的な勉強法 

 

キーワードは （１）想起 （２）再言語化 の二つ！ 

 

（１）想起…思い出すこと。想起の回数が記憶の定着度に密接に関わる。 

勉強に「思い出す作業をどこかに組み込めないか」を常に考えよう。 

 

  ◇クイズ化…意識して情報を思い出すような勉強 ex 単語カード、模擬テスト、問題集 etc 

            過去の研究によれば単なるテキストの再読に比べて 50~70%記憶の定着率UP 

    ▷おすすめ法 

     ・テキストは１ページ読んだらいったん本を閉じ内容を思い出してから読み進める 

     ・テキストでまとめたい内容があったら一旦何も見ずにノートに書き出す 

     ・テストは毎日のようにやる（問題集でよし） 

   

◇分散学習…復習の感覚を少しずつ伸ばす。いったん忘れてから思い出すことが大事 

    ▷２×２ルール 

      復習は「一回目は二日後」「二回目は二週間後」「三回目は二ヶ月後」 

    ▷インターリービング…一回の練習時間の間に複数のスキルを交互に練習 

ex (×)数列をマスターしてからベクトルに進む（ブロック演習） 

(○) 二次関数→数列→確率→…など複数の内容を扱う（インターリービング） 

      Point ①ジャンルは三つまでに絞る②時間は均等③ワンセッションごとに休憩 

          ex 長文読解３０分→文法問題３０分→リスニング３０分→休憩２０分 

 

 

 （２）再言語化…自分の言葉で言い直すこと。理解を深めるのに最適 

 

   ◇ティーチング・テクニック…説明することで自分が理解 

     ▷ おすすめ法 

      ・実際に他人に説明する 

      ・「この後人に教えなければいけない」と思って勉強 

        →特に１０歳児に教えるつもりになるとなおよし 

・ペットとかぬいぐるみとかに実際に説明する 

 

   ◇イメージング…何らかのシーンを思い浮かべる 

     ▷おすすめ法 

      ・イメージディスカッション…頭のなかで架空の議論 ex 夜警国家と福祉国家、どちらがよいか 

      ・ソロモン・イメージング…「アイツならどう解くかなあ」と他人になったつもりで考える 

   

 

 

参考 メンタリスト DaiGo『最短の時間で最大の成果を手に入れる超効率勉強法』、Gakken、2019 年 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

———ここみらいチャンネル おすすめ塾——— 

 
成増塾（東京都） 
 プロ講師による少人数指導。 
 トップ高校でなくても難関大を目指せる塾。 

※順次追加予定 

 
塾選びを後悔しているシュンスケが、 
おすすめできる塾をリサーチしてお伝えしていきます。 
 
詳しいレビューはQRコードから読めます。 
 みなさんからの情報提供もお待ちしています。 
 

——————————————————————— 

 




