


はしがき
平成23年７月17日（日）及び18日（月）の両日にわたり，第１回予備試

験の論文式試験が実施されました。

予備試験は，法科大学院課程の修了者と同等の学識・応用能力等を有する

ことを判定することを目的としています。論文式試験の出題は，多くの法科

大学院で講義がされているであろう条文解釈上の基本的論点及び重要判例の

理解を問うものであったといえましょう。

そこで，本書は，予備試験の論文式試験へ万全の対策をしていただくため，

今後の予備試験論文式試験での出題が予想される，条文解釈上の基本的論点

を多く含む論文式問題を厳選し，掲載いたしました。そして，それぞれの問

題について，論点を指摘するとともに，参考答案をご提示し，より具体的に

合格レベルの答案をイメージすることができるよう編集いたしました。

本書をご活用いただくことにより，論点に対する着実な理解と合格答案作

成のノウハウを身に付けていただけるものと確信いたしております。

2011年10月吉日

株式会社　東京リーガルマインド

ＬＥＣ総合研究所　司法試験部



★ 論点一覧 ★
1　外国人の人権享有主体性
2　外国人の政治活動の自由
3　法人の人権享有主体性
4　法人の政治活動の自由

マスター問題

1 人権享有主体性①

政治資金規正法第２２条の５が，外国人の政治献金を禁止していること
の憲法上の問題点について論ぜよ。
また，現行法を改正して，法人による政治献金を全面的に禁止するとい

う規定を設けた場合についても論ぜよ。
【資料】
〇　政治資金規正法
第２２条の５　何人も，外国人，外国法人又はその主たる構成員が外国人
若しくは外国法人である団体その他の組織（略）から，政治活動による
寄附を受けてはならない。（略）

▶▶▶ 出題の意図 ◀◀◀
法人による企業献金については，八幡製鉄事件判決・最大判昭 45.6.24 ／百選Ⅰ〔11〕，

Ⅱ〔168〕があります。非常に有名な判例であり，しっかりおさえておく必要があります。
外国人と法人の人権享有主体性という基本論点をベースに，外国人と法人に保障され

る人権の限界について比較しながら論じる練習をしていただきたいと思い，本問を出題
しました。

思考のプロセス
一　全体の注意点
本問は，外国人・法人の人権に関する理解を問う問題です。本問では，単に

設問前段と設問後段を論じることだけでなく，外国人と法人の政治活動の自由
に対する規制立法の合憲性を比較する視点が問われています。各法律の合憲性
につきいかなる結論を採るにせよ，外国人と法人との間で政治活動の自由の保
障につきいかなる違いがあるのかを示していただきたいところです。

二　具体的な論述の流れ
１　設問前段について

政治資金規正法第 22条の 5は，外国人から政治活動に関する寄付を受け
ることを禁止していることから，かかる規定が外国人の政治献金をする自由
を侵害し，違憲とならないかが問題になります。
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6 　司法試験 予備試験 新・論文の森　憲法〔上〕

参 考 答 案

⑴　この点，政治活動の自由は，表現の自由の一環として
保障される精神的自由権であり，一度侵害されると民主
政の過程での自己回復が困難な権利である。また，経済
的自由権と比べて，裁判所の判断能力の問題も生じない。
とすれば，厳格な基準によるべきとも思える。
⑵　しかし，政治活動の自由には参政権的側面があり，国
政の最終決定権が国民にあるとする国民主権原理（前文
１段，１条）の下で，外国人による政治活動を無制限に
認めると，国民の政治的意思決定を妨げる等，国民の政
治的選択に対して不当な影響力を与える危険がある。
そこで，外国人の政治活動の自由については，日本国
民と比べて緩やかな基準によるべきと解する。具体的に
は，①目的が正当で，②目的と手段との間に合理的関連
性があるか否かによって判断すべきである。

４　本問では，まず，政治資金規正法の立法目的は，国民の
政治的選択に対する不当な影響を防止する点にあるとい
え，国民主権の観点からは，①目的は正当といえる。次に，
規制手段については，外国人の政治献金を禁止すれば，外
国人が政治献金を通じて国民の政治的選択に対する不当な
影響を与えることを防止できるので，国民の政治的選択に
対する不当な影響防止という②目的と手段との間に合理的
関連性はあるといえる。

第１　設問前段について
政治資金規正法第２２条の５は，外国人が政治献金をする
自由を制約するが，合憲か。
１　まず，政治献金をする自由は，政治活動の自由に含まれ
るが，政治活動の自由は憲法上保障されるか。思うに，政
治活動の自由は，その活動により国民が政治的意見決定に
関与するという，自己統治に資するものとして，表現の自
由に関する２１条１項により保障されると解する。
２　では，政治活動の自由は，外国人にも保障されるか。
⑴　まず，外国人に人権享有主体性が認められるか，第三
章の表題が「国民」となっていることから問題となる。
思うに，人権の前国家的性格，憲法の国際協調主義（前
文３段，９８条２項）に鑑み，権利の性質上日本国民の
みを対象とするものを除いて，外国人にも人権享有主体
性が認められると解する。
⑵　そして，政治活動の自由は，表現の自由の一環として
前国家的性格を有するので，その性質上外国人にも保障
されるといえる。

３　もっとも，政治活動の自由も絶対無制約ではなく他の憲
法上の要請による必要最小限度の制約には服する。では，
政治資金規正法第２２条の５による制約は必要最小限度と
いえるか。合憲性判定基準が問題となる。
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★ 論点解説 ★
1　外国人の人権享有主体性
一　問題の所在

設問前段において，政治資金規正法第 22条の 5が，外国人，外国法人等
から政治活動に関する寄付金を受けることを禁止していることから，かかる
規定が外国人の政治献金をする自由を侵害し，違憲とならないか。そこで，
外国人に政治献金をする自由が保障されるかが問題になるが，その前提とし
て，外国人の人権享有主体性が問題となる。

二　学説
１　外国人の人権享有主体性について
⑴　消極説
憲法第三章の表題が「国民の権利及び義務」となっていることや，憲
法は元来国民に対する国権発動の基準を示すところに本質があることか
ら，外国人は憲法の定める基本的人権の享有主体ではないと解する（た
だし，立法政策として，外国人をできるかぎり国民に準じて取り扱うこ
とは，政治道徳上望ましいとする。）。

 合格ライン
１　設問前段について
・　政治献金をする自由が，憲法上保障されるかについて論じていること
・　外国人の人権享有主体性について論じていること
・　外国人に政治活動の自由が保障されるかについて論じていること
・　（外国人に政治献金の自由が保障されるとした場合）自分なりに規範を立て
たうえで，政治資金規正法 22条の５の合憲性を検討していること

２　設問後段について
・　法人の人権享有主体性について論じていること
・　法人に政治活動の自由が保障されるかについて論じていること
・　自分なりに規範を立てたうえで，本問の仮想法律の合憲性を検討している
こと

の判断基準については性質説を採ることにつき学説上はほぼ争いはないので
これに従うべきでしょう。
外国人の人権享有主体性について積極的な見解を採った場合，政治活動の

自由としての政治献金の自由が外国人に保障されるかが次に問題となります。
他方，外国人の人権享有主体性について消極的な見解を採った場合，外国人
には政治献金をする自由が保障されないことになります。

芦部・91 頁以下，有斐閣憲法Ⅰ・218 頁以下

■参考文献
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人権享有主体性①

オプション問題

喫煙や受動喫煙には害がある点を考慮して，たばこについての過度に美化され
た情報が流れることを防ぐために，たばこ会社によるたばこ製品のテレビ広告を
全面的に禁止する法律が制定された場合における以下の問いに答えなさい。
問１ 　たばこ会社が本件法律の違憲性を主張したい場合，どのような主張をする
と考えられるか，簡潔に述べなさい。

問２ 　この問題に関する，あなた自身の考え方を述べなさい。

学習のポイント
営利的広告の自由については，最大判昭 36.2.15 ／百選Ⅰ〔60〕という判例もあり，

しっかり理解しておくべき分野といえます。
営利的表現の自由については，人権の性質から違憲審査基準をどのように考え

るのかという流れと問題文の事情を自分なりに評価して自己の定立した規範にあ
てはめることができるかという２点がポイントとなります。そこで，あまり見慣れ
ない形式の出題がなされた場合でも，営利的表現の自由における上記２点のポイ
ントをきちんと理解し答案上に示すことができたかを確認していただきたく，本
問を出題しました。

★ 論点一覧 ★
1　営利的表現の自由
2　法人の人権享有主体性
3　営利的表現の規制に対する違憲審査基準

参 考 答 案

３⑴ 　もっとも，営利的表現の自由の保障も絶対無制約では
なく，｢公共の福祉｣（１２条後段，１３条後段）による
必要最小限度の内在的制約には服する そこで 本問法

第１　小問１について
１　たばこ会社としては，テレビ広告という営利的表現をす
ることを侵害されたことを理由に，本件法律が憲法２１条
１項に違反すると主張したい。
２　それゆえ，①営利的表現が２１条１項で保障されること，
②法人にも営利的表現の自由が保障されること，③営利的
表現の自由という通常の表現の自由と同様の自由が侵害さ
れている場合であり，民主性の過程で是正できないことか
ら，経済的自由権より厳格な基準で判断されるべきである
こと，④厳格な基準からすると本件法律は２１条１項に違
反することを主張すると考えられる。

第２　小問２について
１　本問法律は，憲法２１条１項に違反しないか。
２　まず，①営利的表現が表現の自由（２１条１項）の保障
を受けるかが問題となるが，国民が消費者として情報を受
け取るという重要な意義に鑑みれば，営利活動の一環か否
かにかかわらず表現の自由の保障を受けると考える。
また，②たばこ会社のような法人も社会的実在として，
性質上可能な限り人権規定が適用されるところ，営利的表
現の自由は，営利を目的とするたばこ会社にも性質上保障
される。
それゆえ，たばこ会社の①②の主張には賛成する。
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ばこ会社としては，テレビ広告という営利

ことを侵害されたことを理由に，本件法律が憲
項に違反すると主張したい。
それゆえ，①営利的表現が２１条１項で保障され
②法人にも営利的表現の自由が保障されること，③
表現の自由という通常の表現の自由と同様の自由が
れている場合であり，民主性の過程で是正できない
ら，経済的自由権より厳格な基準で判断されるべき
こと，④厳格な基準からすると本件法律は２１条１
反することを主張すると考えられる。
小問２について
本問法律は，憲法２１条１項に違反しないか。
ず，①営利的表現が表現の自由（２１条１
るかが問題となるが，国民が消費者と

う重要な意義に鑑みれば，営
表現の自由の保障を

２
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題と
要
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本問法律は，憲法２１条１項に違反しないか。
ず，①営利的表現が表現の自由（２１条１
るかが問題となるが，国民が消費者と
いう重要な意義に鑑みれば，営利
ず表現の自由の保障を表

１に
ばこ会社としては，テレビ広告という営利

ことを侵害されたことを理由に，本件法律が憲
項

れ
②法人にも営利的表現の自由が保障されること，③

が

こと，④厳格な基準からすると本件法律は２１条１
反
小
本問法律は，憲法２１条１項に違反しないか。
ず，①営利的表現が表現の自由（２１条１
るかが問題となるが，国民が消費者と
いう重要な意義に鑑みれば，営

表現の自由の保障を表

オプション問題を
解くことで，当該
分野を完全に習得
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マスター問題

1 人権享有主体性①

政治資金規正法第２２条の５が，外国人の政治献金を禁止していること
の憲法上の問題点について論ぜよ。
また，現行法を改正して，法人による政治献金を全面的に禁止するとい

う規定を設けた場合についても論ぜよ。
【資料】
〇　政治資金規正法（昭和２３年７月２９日法律第１９４号）（抜粋）
第２２条の５　何人も，外国人，外国法人又はその主たる構成員が外国人
若しくは外国法人である団体その他の組織（略）から，政治活動による
寄附を受けてはならない。（略）

２　（略）

▶▶▶ 出題の意図 ◀◀◀
法人による企業献金については，八幡製鉄事件判決（最大判昭 45.6.24 ／百選Ⅰ〔11〕，

Ⅱ〔168〕）があります。非常に有名な判例であり，しっかりおさえておく必要があります。
外国人と法人の人権享有主体性という基本論点をベースに，外国人と法人に保障され

る人権の限界について比較しながら論じる練習をしていただきたいと思い，本問を出題
しました。

★ 論点一覧 ★
1　外国人の人権享有主体性
2　外国人の政治活動の自由
3　法人の人権享有主体性
4　法人の政治活動の自由
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思考のプロセス
一　全体の注意点
本問は，外国人・法人の人権に関する理解を問う問題です。本問では，単に

設問前段と設問後段を論じることだけでなく，外国人と法人の政治活動の自由
に対する規制立法の合憲性を比較する視点が問われています。各法律の合憲性
につきいかなる結論を採るにせよ，外国人と法人との間で政治活動の自由の保
障につきいかなる違いがあるのかを示していただきたいところです。

二　具体的な論述の流れ
１　設問前段について

政治資金規正法第 22条の 5は，外国人から政治活動に関する寄付を受け
ることを禁止していることから，かかる規定が外国人の政治献金をする自由
を侵害し，違憲とならないかが問題になります。
⑴　まず，政治献金をする自由が憲法上保障されているのかが，明文規定が
ないことから問題となります。
この点，営利法人による政治献金が問題となった八幡製鉄事件判決にお
いて，最高裁は，政治献金を「政治的行為をなす自由」の一環として捉え
ています。
⑵　政治献金をする自由が憲法上保障されるとして，次に，外国人にも政治
献金をする自由が保障されるのかを検討することになります。
まず，そもそも外国人に人権享有主体性が認められるかが問題になりま
すが，この点については，今日ではあまり争いがないことから，端的に人
権享有主体性を肯定すれば十分でしょう。
次に，外国人に政治献金をする権利が保障されるかを論じることになり

ます。ここでは，外国人に政治活動の自由が保障されるとして，その一環
としての政治献金をする自由も当然に保障されるとする構成と，政治活動
の自由が保障されるとしても，政治家に強い影響を与えるという政治献金
の特殊性から，さらに政治献金の自由まで外国人に保障されるのかを別途
検討するという構成が考えられます。

２　設問後段について
後段では，政治資金規正法を改正し，法人による政治献金を全面的に禁止

するという本問の仮想法律は，法人の政治献金をする自由を侵害し，違憲と
ならないかを検討することになります。
⑴　まず，法人に政治献金の自由が保障されるかが問題になります。なお，
法人の人権享有主体性については，肯定する方がほとんどであると思われ
るため，以下，それを前提に解説します。
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ここでは，前述の八幡製鉄事件判決が，法人にも政治的行為をなす自由
が保障されるとし，政治資金の寄付はその一環であるとしていることから，
法人にも政治献金をする自由が保障されるとの結論を採るとよいでしょう。
ただし，設問前段で，政治献金の自由が外国人に保障されないとの結論を
採った方は，なぜ法人には政治献金の自由が保障されるのかを説得的に論
じるべきです。その際，法人には，外国人の場合とは異なり，国民主権の
見地からの制約の必要性がないことを示せるとよいでしょう。
⑵　法人に政治献金の自由が保障されるとして，次に，本問の仮想法律の合
憲性が問題となります。ここで用いる違憲審査基準については，外国人と
異なり国民主権からの要請がないので，政治活動の自由の重要性から厳格
な審査基準を採るとよいでしょう。ただ，自然人と法人との違いを強調して，
緩やかな違憲審査基準を用いても問題はありません。
そのうえで説得的なあてはめをするためには，反対利益に十分配慮する

ことが必要です。
ここで，法人による政治献金を禁止する目的は，強大化した法人によっ
て巨額な献金が行われることにより，政治の不透明化・政治腐敗がもたら
され，民主主義が歪曲化されるのを防止するという点や，自然人の政治的
影響力が相対的に低下することを防止するという点等にあります。これら
すべての目的を挙げて検討する必要はないので，自分なりに法人による政
治献金を禁止する目的を見出し，その正当性を検討すれば十分でしょう。
このように，企業による政治献金を禁止すべきであるという主張には，
一定の合理性が認められますが，学説上は，企業献金の全面的な禁止立法
は違憲となるという見解が多数です。その理由としては，第一に，政治活
動の自由の一環としての政治献金をする自由が，重要な意義を有している
ことが挙げられます。第二に，企業献金の全面禁止が，手段として行きす
ぎであるということも挙げられます。すなわち，企業献金による政治腐敗
の招来を防止するための方策としては，現行法上も行われている献金制限
額の上限の引き下げや，献金の開示や，報告のための制度を整備すること
で十分と考えられるのです。
もっとも，現行の政治資金規正法による規制は，規定・運用が不十分で
あるとして，「ザル立法」であるとの批判もなされているので，政治腐敗を
防止するためには一切の政治献金を禁止する必要があるとして，本問法律
を合憲とすることも十分可能でしょう。
⑶　なお，政治活動の自由は，外国人の場合には，国民主権原理との関係で
制約を受けるのに対し，法人の場合には，かかる制約は受けないという違
いを答案に明確に示すことができると，出題意図に応えたことになり，高
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人権享有主体性①

い評価が得られるでしょう。特に，前段において合憲，後段において違憲
との結論を採る場合には，結論を異ならせた以上，その違いがなぜ生じる
のかを説得的に論じて下さい。
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参 考 答 案

⑴　この点，政治活動の自由は，表現の自由の一環として
保障される精神的自由権であり，一度侵害されると民主
政の過程での自己回復が困難な権利である。また，経済
的自由権と比べて，裁判所の判断能力の問題も生じない。
とすれば，厳格な基準によるべきとも思える。

⑵　しかし，政治活動の自由には参政権的側面があり，国
政の最終決定権が国民にあるとする国民主権原理（前文
１段，１条）の下で，外国人による政治活動を無制限に
認めると，国民の政治的意思決定を妨げる等，国民の政
治的選択に対して不当な影響力を与える危険がある。
そこで，外国人の政治活動の自由については，日本国

民と比べて緩やかな基準によるべきと解する。具体的に
は，①目的が正当で，②目的と手段との間に合理的関連
性があるか否かによって判断すべきである。

４　本問では，まず，政治資金規正法の立法目的は，国民の
政治的選択に対する不当な影響を防止する点にあるとい
え，国民主権の観点からは，①目的は正当といえる。次に，
規制手段については，外国人の政治献金を禁止すれば，外
国人が政治献金を通じて国民の政治的選択に対する不当な
影響を与えることを防止できるので，国民の政治的選択に
対する不当な影響防止という②目的と手段との間に合理的
関連性はあるといえる。

第１　設問前段について
政治資金規正法第２２条の５は，外国人が政治献金をする
自由を制約するが，合憲か。
１　まず，政治献金をする自由は，政治活動の自由に含まれ
るが，政治活動の自由は憲法上保障されるか。思うに，政
治活動の自由は，その活動により国民が政治的意思決定に
関与するという，自己統治に資するものとして，表現の自
由に関する２１条１項により保障されると解する。
２　では，政治活動の自由は，外国人にも保障されるか。
⑴　まず，外国人に人権享有主体性が認められるか，第３
章の表題が「国民」となっていることから問題となる。
思うに，人権の前国家的性格，憲法の国際協調主義（前
文３段，９８条２項）に鑑み，権利の性質上日本国民の
みを対象とするものを除いて，外国人にも人権享有主体
性が認められると解する。

⑵　そして，政治活動の自由は，表現の自由の一環として
前国家的性格を有するので，その性質上外国人にも保障
されるといえる。

３　もっとも，政治活動の自由も絶対無制約ではなく他の憲
法上の要請による必要最小限度の制約には服する。では，
政治資金規正法第２２条の５による制約は必要最小限度と
いえるか。合憲性判定基準が問題となる。

➡

外国人の人権享有主
体性

➡

外国人の政治活動の
自由
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難な権利である。また，外国人の場合と異なり，国民主権
との関係での不都合も生じない。
そこで，厳格な基準によるべきである。具体的には，①

目的の正当性，②目的達成のためのより制限的でない他の
選びうる手段の有無によって判断すべきである。

３　本問では，強大化した法人に巨額の政治献金をすること
を認めてしまうと，一般国民の国政に対する影響力を相対
的に低下させることになってしまい，妥当でない。また，
政治資金が買収に使われる等，政治腐敗を招き，民主政治
が害される危険もある。
したがって，自然人の国政への影響力の維持，及び政治

の腐敗防止という本問法律の①目的は正当である。
もっとも，献金額を一定額に制限すれば，一般国民の政

治的影響力への干渉も不当とはいえない許容範囲内に留め
ることが可能であるし，政治腐敗の防止は政治献金の使途
を立法により制限・監視するといった手段で達しうる。
したがって，②目的達成のために，政治献金の全面禁止

という手段よりも制限的でない他の選びうる手段があると
いえる。

４　よって，本問法律は，必要最小限度の制約を定めたもの
とはいえず，２１条１項に反し違憲である。

 以　上

５　したがって，政治資金規正法第２２条の５は，必要最小
限度の制約を定めたものとして合憲である。

第２　設問後段について
本問の法律は，法人が政治献金をする自由を制約するが，

合憲か。
１　前述の通り，政治献金の自由は２１条１項で保障される
政治活動の自由に含まれるが，政治活動の自由は法人にも
保障されるか。
⑴　まず，法人に人権享有主体性が認められるか。
思うに，法人も現代社会において一個の社会的実体と

して重要な活動を行っていることから，権利の性質上可
能な限り，法人にも人権享有主体性が認められると解す
る。

⑵　そして，政治活動の自由は，自然人に限定すべき性質
のものではなく，権利の性質上法人にも保障されるとい
える。

２　もっとも，前述の通り，政治活動の自由も他の憲法上の
要請による必要最小限度の制約には服する。
では，本問法律による制約は必要最小限度といえるか。

合憲性判定基準が問題となる。
思うに，前述のように，政治活動の自由は精神的自由権

であり，一度侵害されると民主政の過程での自己回復が困

➡

法人の人権享有主体
性

➡

法人の政治活動の自
由➡

最大判昭45.6.24／
百選Ⅰ〔11〕
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 合格ライン
１　設問前段について
・　政治献金をする自由が，憲法上保障されるかについて論じていること
・　外国人の人権享有主体性について論じていること
・　外国人に政治活動の自由が保障されるかについて論じていること
・　（外国人に政治献金の自由が保障されるとした場合）自分なりに規範を立て
たうえで，政治資金規正法 22条の５の合憲性を検討していること

２　設問後段について
・　法人の人権享有主体性について論じていること
・　法人に政治活動の自由が保障されるかについて論じていること
・　自分なりに規範を立てたうえで，本問の仮想法律の合憲性を検討している
こと

★ 論点解説 ★
1　外国人の人権享有主体性
一　問題の所在

設問前段において，政治資金規正法第 22条の５が，外国人，外国法人等
から政治活動に関する寄付金を受けることを禁止していることから，かかる
規定が外国人の政治献金をする自由を侵害し，違憲とならないか。そこで，
外国人に政治献金をする自由が保障されるかが問題になるが，その前提とし
て，外国人の人権享有主体性が問題となる。

二　学説
１　外国人の人権享有主体性について
⑴　消極説
憲法第３章の表題が「国民の権利及び義務」となっていることや，憲
法は元来国民に対する国権発動の基準を示すところに本質があることか
ら，外国人は憲法の定める基本的人権の享有主体ではないと解する（た
だし，立法政策として，外国人をできるかぎり国民に準じて取り扱うこ
とは，政治道徳上望ましいとする。）。
⑵　積極説
（理由）
・　人権は前国家的性格・自然権的性格を有する。
・　憲法は国際協調主義に立っている（98Ⅱ）。

２　外国人に保障される人権の判断基準について
⑴　文言説
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「何人も」という文言が使われている規定は外国人にもその保障が及
ぶが，「国民は」という文言が使われている規定は国民にその保障が限
定されると解する。
（批判）

たとえば，22条２項の国籍離脱の自由のように，もっぱら日本国
民の日本国籍からの離脱の自由を保障する規定であるにもかかわら
ず，条文上は「何人も」となっている規定もあるように，一応の区
別の基準になるにすぎず，それのみで外国人に認められる人権の種
類を決定することはできない。

⑵　性質説
憲法が保障する権利の性質によって，外国人にも適用又は類推適用（準
用）されるものと，そうでないものとを区別すべきである。

三　判例
１　外国人の人権享有主体性について（最判昭25.12.28）

判例は早くから，「いやしくも人たることにより当然享有する人権は，不
法入国者と言えどもこれを有する」という積極説の立場をほぼ一貫して
採っている。

２　外国人に保障される人権の判断基準について（マクリーン事件・最大判
昭53.10.4 ／百選Ⅰ〔２〕）
判例は，「憲法第３章の諸規定による基本的人権の保障は，権利の性質

上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き，わが国に在
留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであ」るとして，性質
説を採っている。

四　検討
外国人の人権享有主体性については積極説，いかなる人権が保障されるか

の判断基準については性質説を採ることにつき学説上はほぼ争いはないので
これに従うべきでしょう。
外国人の人権享有主体性について積極的な見解を採った場合，政治活動の

自由としての政治献金の自由が外国人に保障されるかが次に問題となります。
他方，外国人の人権享有主体性について消極的な見解を採った場合，外国人
には政治献金をする自由が保障されないことになります。

芦部・91 頁以下，有斐閣憲法Ⅰ・218 頁以下

■参考文献
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2　外国人の政治活動の自由
一　問題の所在

論点1で，外国人の人権享有主体性が肯定されるとして，外国人にも政治
活動の一環としての政治献金をする自由が保障されるか。ここでは，前提と
して，外国人に政治活動の自由が保障されるか検討する。

二　学説
１　国民と同様の保障を受けると解する説（浦部ほか）

（理由）
・　政治活動は参政権的機能を営むとしても，参政権そのものではな
い。すなわち，国民の政治的意思決定に影響を与え得るものではあ
るが，直接それに関与するものではない。

・　外国人の政治活動によって，国民が多様な観点からの見解に接す
ることができ，それは国民の政治的意思決定にとり望ましいことで
ある。

２　外国人であることに基づく一定の制約があると解する説（芦部，佐藤（幸），
野中ほか通説）
（理由）

外国人には参政権が認められないことから，外国人の政治活動の自
由には一定の限界がある。
政治活動の自由の保障の限界については，次のような主張がある。
⑴　国民の政治的選択に不当な影響力を行使するような活動は外国人に
は認められない。もっとも，在留外国人の利害にかかわるような選択
については，その方法に適当を欠くところがない限り，より積極的な
意思表示も憲法の保障する自由の範囲に属するとみるべきである。
⑵　日本の政治に直接介入するための政治結社を組織したり，政府打倒
の運動をすること等は許されないが，自分たちの生活から出てくる要
求実現のための政治集会を主催することや，その他結果として参政権
的機能を果たす表現活動を行うことは，何ら国民の意思決定を妨げる
ものではないから自由である。

三　判例（マクリーン事件・最大判昭53.10.4 ／百選Ⅰ〔２〕）
在留中に政治活動（ベトナム反戦，日米安保条約反対等のデモに参加）を

行い，その結果在留更新不許可処分を受けたアメリカ人が処分の取消しを求
めた裁判において，最高裁判所は，「政治活動の自由についても，わが国の
政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみ
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これを認めることが相当でないと解されるものを除き，その保障が及ぶ」と
判示して，外国人であることに基づく一定の制約があると解する説に立って
いる。

四　検討
外国人も政治活動の自由について国民と同様の保障を受けると解する説を

採った場合，政治献金の自由が日本人にも保障されることから，外国人にも
同様に政治献金の自由が保障されることになります。
政治活動の自由が保障されるとしても，外国人であることに基づく一定の
制約があると解する見解を採った場合，政治献金が政党などに過大な影響を
及ぼすと評価すれば，政治献金をする自由は外国人には保障されないとする
ことが可能でしょう。

3　法人の人権享有主体性
一　問題の所在

設問後段において，本問の仮想法律が，法人による政治献金を禁止してい
ることから，法人の政治献金をする自由を侵害するとして違憲とならないか。
そこで，法人に政治献金をする自由が保障されるかが問題になるが，その前
提として，法人の人権享有主体性が問題となる。

二　学説
１　法人の人権享有主体性の有無

現在の支配的見解は，法人の人権享有主体性を肯定する（芦部，佐藤（幸）
ほか）。
（理由）
・　法人の活動は自然人を通じて行われ，その効果も究極的には自然
人に帰属する（あくまでも法人と自然人との結びつきに求める立場）
（①）。
・　法人は現代社会において一個の社会的実体として重要な活動を
行っている（法人が現代社会における重要な構成要素であること自
体に求める立場）（②）。

肯定する論拠については，①又は②のみを論拠とする見解と両者を論
拠とする立場がある。

芦部・92 頁以下，有斐閣憲法Ⅰ・221 頁以下

■参考文献
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２　法人が享有しうる人権の範囲（判断基準）
この点については，人権の性質によって区別して考えるのが通説である

（性質説，芦部，佐藤（幸）ほか）。すなわち，人権が自然人固有のもので，
その性質上団体に対する保障に適しないもの以外は法人にも保障される。
具体的には，平等権（14），経済的自由権（22，29），請願権（16），国
家賠償請求権（17）や裁判を受ける権利（32）のような受益権，一定の刑
事手続上の権利（31，35，37 等）については法人も享有し得ると解されて
いる。これに対して，一定の人身の自由（18，33，34，36等）や生存権（25）
は享有し得ないとされている。また，異説はあるが選挙権，被選挙権のよ
うな参政権も一般には享有しえないと解されている。
３　法人の人権の限界

法人に人権享有主体性を認めたとしても，基本権は本来的には自然人の
権利であるから，常に団体と自然人とで同程度に解さなければならないわ
けではない。個々の基本権の性質と法人の設立目的や性質とによって，そ
の保障の程度は具体的に判断すべきである。

三　判例（八幡製鉄事件・最大判昭45.6.24 ／百選Ⅰ〔11〕）
この点について判例は，「憲法第３章に定める国民の権利および義務の
各条項は，性質上可能なかぎり，内国の法人にも適用されるものと解すべ
きである」として，法人の人権享有主体性を肯定している。

四　検討
法人の人権享有主体性については，判例・学説上，肯定説でほぼ固まっ

ていますので，判例・通説に従っておくのがよいでしょう。
法人の人権享有主体性を肯定すると，さらに具体的に政治活動の自由（政

治献金の自由）が保障されるのかを検討することになります。

4　法人の政治活動の自由
一　問題の所在
法人の人権享有主体性が肯定されるとして，法人にも政治活動の自由（政

治献金の自由）が保障されるかが問題となる。

芦部・89 頁以下，有斐閣憲法Ⅰ・229 頁以下

■参考文献
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二　学説
１　否定説

（理由）
・　政治的行為をなす自由は，思想・表現の自由や参政権にかかわる
ものであり，本来，自然人＝個人のものである。
・　企業による多額の政治献金が，選挙にあたって買収のために利用
される等金権政治の幣を助長する。

２　条件付肯定説
個人としての国民が国家の政治的意思形成に参加するという国民主権の
建前に矛盾しない限度で保障される。
（理由）

法人の中には，強力な経済力・社会的な影響力を持つものがあり，
このような法人が無制限に政治献金をなし得るとすれば，個人の国政
に対する影響力を相対的に低下させ，国民個々の選挙権その他の参政
権の行使そのものに大きな影響を及ぼす。

３　肯定説
（理由）

政治活動の自由について，自然人と別異の取扱いをする必要はない。

三　判例（八幡製鉄事件・最大判昭45.6.24 ／百選Ⅱ〔168〕）
この点について判例は，営利会社の「政治的行為をなす自由」を認めている。

この判例は，法人の人権保障の程度を自然人同様に解しているが，この点に
ついては，学説上批判が強い。

四　検討
いずれの見解も有力ですので，どの見解に立って論じてもよいでしょう。
否定説を採った場合，法人には政治活動の自由が保障されないことになり

ます。
条件付肯定説を採った場合，国民主権の建前に矛盾しない限度で法人に

も政治活動の自由が保障されることになります。また，肯定説を採った場合，
法人にも政治活動の自由が全面的に保障されることになります。そして，２説・
３説を採った場合には，さらに違憲審査基準を立てて，本問法律の合憲性を
検討することになります。

芦部・89 頁以下，有斐閣憲法Ⅰ・229 頁以下

■参考文献
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オプション問題

喫煙や受動喫煙には害がある点を考慮して，たばこについての過度に美化され
た情報が流れることを防ぐために，たばこ会社によるたばこ製品のテレビ広告を
全面的に禁止する法律が制定された場合における以下の問いに答えなさい。
問１ 　たばこ会社が本件法律の違憲性を主張したい場合，どのような主張をする
と考えられるか，簡潔に述べなさい。

問２ 　この問題に関する，あなた自身の考え方を述べなさい。

学習のポイント
営利的広告の自由については，最大判昭 36.2.15 ／百選Ⅰ〔60〕という判例もあり，

しっかり理解しておくべき分野といえます。
営利的表現の自由については，人権の性質から違憲審査基準をどのように考え

るのかという流れと問題文の事情を自分なりに評価して自己の定立した規範にあ
てはめることができるかという２点がポイントとなります。そこで，あまり見慣れ
ない形式の出題がなされた場合でも，営利的表現の自由における上記２点のポイ
ントをきちんと理解し答案上に示すことができたかを確認していただきたく，本
問を出題しました。

★ 論点一覧 ★
1　営利的表現の自由
2　法人の人権享有主体性
3　営利的表現の規制に対する違憲審査基準
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参 考 答 案

３⑴ 　もっとも，営利的表現の自由の保障も絶対無制約では
なく，｢公共の福祉｣（１２条後段，１３条後段）による
必要最小限度の内在的制約には服する。そこで，本問法
律による制約は「公共の福祉」による制約として許され
ないか。違憲審査基準が問題となる。

⑵　この点，表現の自由は，自己の人格の発展に資すると
いう自己実現，民主政の発展に資するという自己統治の
価値が支える重要な人権である。そして，表現の自由は，
経済的自由権に比べて，一度侵害されると民主政の過程
での自己回復が困難な権利であり，また，高度な政策判
断は不要で，裁判所の審査能力も特に問題とはならない。
そうだとすれば，基本的には経済的自由権に対する規

制に比べて厳格な基準で合憲性を判定すべきである。
⑶　もっとも，営利的表現は，非営利的表現と比較して自
己統治の価値は希薄である。さらに，営利的表現の真実
性は，通常の表現と違って客観的判定になじみやすいの
で公権力による恣意的な規制のおそれも少ない。
そこで，営利的表現の規制に対しては，通常の表現の

規制に対するよりもやや緩やかな基準によって違憲審査
を行うべきである。具体的には，立法目的が重要であり，
目的達成手段と目的との間に実質的な関連性がある場合
に，法律は合憲と考える。

➡

営利的表現の規制に
対する違憲審査基準

第１　小問１について
１　たばこ会社としては，テレビ広告という営利的表現をす
ることを侵害されたことを理由に，本件法律が憲法２１条
１項に違反すると主張したい。
２　それゆえ，①営利的表現が２１条１項で保障されること，
②法人にも営利的表現の自由が保障されること，③営利的
表現の自由という通常の表現の自由と同様の自由が侵害さ
れている場合であり，民主政の過程で是正できないことか
ら，経済的自由権より厳格な基準で判断されるべきである
こと，④厳格な基準からすると本件法律は２１条１項に違
反することを主張すると考えられる。

第２　小問２について
１　本問法律は，憲法２１条１項に違反しないか。
２　まず，①営利的表現が表現の自由（２１条１項）の保障
を受けるかが問題となるが，国民が消費者として情報を受
け取るという重要な意義に鑑みれば，営利活動の一環か否
かにかかわらず表現の自由の保障を受けると考える。
また，②たばこ会社のような法人も社会的実在として，

性質上可能な限り人権規定が適用されるところ，営利的表
現の自由は，営利を目的とするたばこ会社にも性質上保障
される。
それゆえ，たばこ会社の①②の主張には賛成する。

➡

営利的表現の自由

➡

法人の人権享有主体
性
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は本問立法の目的達成のための手段として必要かつ有効
とはいえず，目的との間に実質的な関連性があるとはい
えない。

⑷　以上より，本問法律は違憲であるといえる。それゆえ，
③違憲審査の基準は異なるものの④憲法２１条１項に反
し違憲という結論自体はたばこ会社の主張に賛成する。
 以　上

⑷　以上より，③たばこ会社の主張と異なり，営利的表現
の自由の規制に対しては，通常の表現の自由の規制に対
するよりもやや緩やかな基準によって違憲審査を行うべ
きと考える。それゆえ，この点に関しては，たばこ会社
の主張には反対である。

４⑴　では，立法目的は重要か。
本問立法の目的はたばこについての美化された情報の

流出を防止し，国民の誤った情報認識を防止する点にあ
るが，これは最終的には国民の健康を守ることを目的と
するもので，目的の重要性は認められる。

⑵　そうだとしても，目的達成手段と目的との間に実質的
な関連性があるといえるか。
たしかに，テレビ広告を無制限に許せば，美化された

誇大な広告が横行し，国民が適切な情報を得る機会が奪
われるおそれがあるとも思える。
しかし，広告は本来的に自己を美化して表現するもの

であって，そのこと自体は国民に広く認識されていると
いえる。それゆえ，自由な広告を許したからといって，
必ずしも国民が適切な情報を得る機会を奪われるわけで
はないから，本問法律が懸念するおそれは，抽象的なも
のにすぎない。

⑶　そうだとすれば，テレビ広告を全面的に禁止すること
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