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事実の概要

　日本国外に住所を有する日本国民であるＸ１、
Ｘ２、Ｘ３及びＸ４（以下「Ｘ１ら」と記す）は、平成
29 年 10 月 22 日執行の最高裁判所裁判官国民審
査（以下「審査」と記す）においてＹ（国）から国
民審査権（以下「審査権」と記す）行使の機会を
与えられなかった。そこで、①主位的に、Ｘ１ら
が次回の審査において審査権を行使できる地位に
あることの確認を求め（以下「本件地位確認の訴
え」と記す）、②予備的に、ＹがＸ１らに対して日
本国外に住所を有することをもって次回審査にお
いて審査権の行使をさせないことが違法であるこ
との確認を求めた（以下「本件違法確認の訴え」と
記す）。なお、Ｘ４は帰国して両訴えを取り下げた。
また、平成 29 年の審査において、中央選挙管理
会がＸ１らに投票用紙を交付せず、あるいは在外
国民が現実に審査権を行使するための立法がなさ
れなかったため精神的苦痛を受けたとして、Ｘ１
ら及びＸ５は国家賠償法 1条 1項に基づく損害賠
償請求訴訟を起こした。
　一審（東京地判令元・5・28 判時 2420 号 35 頁）は、
本件地位確認の訴え及び本件違法確認の訴えを法
律上の争訟にあたらないとして却下した一方、在
外審査制度を創設しないという立法不作為には違
法性が認められるとして損害賠償請求を認容し
た。敗訴部分を不服として双方それぞれ控訴を提
起した。

判決の要旨

　１　合憲性審査
　「……憲法は、主権が国民に存することを宣言
し（前文、1条）、その上で、公務員の選定及び
罷免の権利を国民固有の権利としている（15 条
1項）ところ、最高裁判所は、……〔違憲審査権
を有する等〕重要な地位と権能を有していること
から、憲法は、国民審査制度を設けて、……その
民主的統制を図ろうとしたものと理解できる。
　このような国民審査権の制度の趣旨に照らせ
ば、選挙に関する憲法の規定（15 条 3 項、4項、
44 条ただし書）及び投票の機会の平等の要請（14
条 1 項）の趣旨は、国民審査についても同様に
及ぶものと解され、憲法は、国民に対し、国民審
査において審査権を行使する機会、すなわち投票
をする機会を平等に保障しているものと解するの
が相当である。
　そして、憲法のこのような趣旨に鑑みれば、国
民の審査権又はその行使を制限することは原則と
して許されず、これを制限するためには、そのよ
うな制限をすることがやむを得ないと認められる
事由がなければならないというべきであって、そ
のような制限をすることなしには国民審査の構成
を確保しつつ審査権の行使を認めることが事実上
不能ないし著しく困難であると認められる場合で
ない限り、上記のやむを得ない事由があるとはい
えない。」
　「選挙権も国民審査権も国民主権に根差す重要
な権利であることには変わりがなく、憲法上の保
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障の程度に差異があるものではない。……また、
国民審査が全員の裁判官を対象としていないの
は、解職制度に内在する制約であり、……事後の
任命に係る審査権が事前の任命である選挙権に比
べて重要ではないとはいえない。そもそも、憲法
は、……国民審査を主権者である国民がその意思
を司法作用に直接反映させる重要な制度の一つと
位置付けているのであるから、国民審査権が……
選挙権に比べてその保障の程度において差異があ
るとはいえない。」
　「……在外国民に対して国民審査権の行使を認
めない理由は、記号式による投票を前提とした場
合における技術的な問題があるということに尽き
る……。……〔平成 28 年の国民審査法改正によ
り告示前に投票用紙調整が可能となったため、こ
の問題は〕ほとんどの場合には……事実上解消さ
れたものといえる……。
　……〔極めてまれにしか生じない事態〕におい
て記号式による投票を前提にすると技術的な問題
がなお残るというのであれば、記号式による方法
との併用も含めて他の方法を採用することが、著
しく合理性を欠くような事情がない限り、上記の
やむを得ないと認められる事由があるとはいえな
いというべきである。
　……実際、国民審査法 16 条 1 項は、……点字
による審査につき自書式による投票を採用してお
り、既に同法の下においても、現行の記号式によ
る投票を前提として審査権の行使が技術的に不能
ないし著しく困難となるような場合において、他
の合理的な投票方法を用いることにより審査権の
行使が可能となるときには、その方法を採用して
いる例が存在しているのである。……
　……Ｙが主張する記号式による投票以外の方法
を採用できないとする理由も、在外国民の審査権
の行使を制限することを正当化するに足りるもの
ではなく、記号式による投票以外の方法によるこ
とに著しく合理性を欠くような事情もない。
　以上によれば、国民審査法が在外国民の審査権
の行使を一切認めずこれを制限していることにつ
いては、遅くとも平成 29 年国民審査の時点にお
いては、やむを得ないと認められる事由があった
とはいい難く、同法は、憲法 15 条 1項並びに 79
条 2 項及び 3項に違反するものというべきであ
る。」

　２　本件地位確認の訴え
　「憲法は、〔審査実施時期と罷免事由〕以外の国
民審査に関する事項は、法律でこれを定めるもの
としており（同条 4項）、国民のうち審査権を有
するとされる者にどのような枠組みにおいてこれ
を行使させるかという点も含めて国民審査を具体
的にどのような制度とするかについては、国権の
最高機関である国会の立法政策に委ねているもの
と解される。……
　〔本件地位〕は、国民審査法 4条に基づくもの
としても、同法 8条に基づくものとしても、現行
の法令の解釈によっておよそ導き出すことのでき
るものではなく、国会において、在外国民につい
て審査権の行使を可能とする立法的措置を新たに
講じなければ、具体的に認めることのできないも
のといわざるを得〔ず〕、……確認を求める対象
として有効、適切ではないから、本件地位確認の
訴えは確認の利益を欠くものというほかはなく、
不適法というべきである。……
　また、……在外選挙人名簿の登録者に国民審査
権の行使を認めることが立法政策として考え得る
としても、他の立法政策をとることも許容されて
いるのであるから、国会による国民審査法の規定
の改正なくして、同法 8条の『選挙人名簿で衆
議院議員総選挙について用いられるもの』との部
分を存在しないものとし、『在外選挙人名簿に登
録されている』という要件を解釈によって導き出
すことも、裁判所が同法にはない要件を創設する
ことになって、実質的に国会の権能である立法作
用を行うことになるから許されない。」

　３　本件違法確認の訴え
　「……救済を図るために他に適切な方法がなく、
即時確定の利益もあるから、予備的請求に係る一
審原告Ｘ１らの本件違法確認の訴えは、公法上の
法律関係に関する確認の訴えとして適法であると
いうべきである。……
　……本件違法確認の訴えは、……国民の個人的
な権利の保護を目的とする主観訴訟であって……
客観訴訟ではない。そして、本件違法確認の訴え
を認容した判決が確定した場合には、在外国民に
国民審査権の行使を可能とする立法措置を執るべ
きことになるが（行政事件訴訟法 41 条 1 項、33
条 1 項）、その立法措置の内容については国会が
定めるのであるから、……裁判所が立法作用をし
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たとの批判も当たらない。」

判例の解説

　一　問題の所在
　審査は在外審査制度を全く欠いている。また、
審査権は国政選挙権（以下「選挙権」と記す）と
同様に間接的参政方法の一つに位置づけられる一
方、審査制度は法の支配と民主主義の微妙な調
和を達成維持しようとするものでもある１）。そこ
で、在外選挙権制限規定違憲判決（最大判平 17・
9・14 民集 59 巻 7号 2087 頁、以下「平成 17 年判決」
と記す）の判示が国民審査法による在外国民の審
査権行使制限の場合にも妥当するか否かが問われ
る。本判決は、在外国民の審査権行使制限を違憲
と判示するのみならず、違法確認訴訟を適法とし
た点でも重要な判決である。

　二　在外国民の審査権行使制限の合憲性
　本判決は、国民審査法による在外国民の審査権
行使制限について、厳格な基準に基づきその合憲
性を判断し、遅くとも平成 29 年国民審査の時点
においてやむを得ないと認められる事由はないと
して違憲と判示した。審査の趣意２）や審査権の
保障程度が選挙権に劣後しないことを根拠とし
て、審査権の行使制限についても厳格な基準が適
用されるとしたものである。
　とはいえ、憲法がいわば「国民審査事項法定主
義」３）に立脚する（79 条 4 項）ことからすれば、
審査の具体的制度構築は立法政策に委ねられ４）、
厳格な基準の採用は難しいようにも思われる。に
もかかわらず本判決が厳格な基準を採用できたの
は、平成 17 年判決がそうであったように５）、本
判決が、在外国民に審査権が付与されていないと
いう制約を「審査制度の仕組み」の問題として捉
えていないからだろう。
　しかし、審査権についてそうした切り取りは可
能なのか。選挙権の制限は国会及び国会議員の存
在自体の正当性の根拠消失に直結するからこそ、
選挙権を制限する立法裁量はほとんどない（平成
17 年判決における福田補足意見）。他方審査権制限
にはこれと等しい事情があるわけではないから、
審査権を制限する立法裁量がほとんどないとまで
は言い切れず、厳格な基準採用を維持するには、
上記とは別の根拠も必要ではないか。裁判所が「民

主的な政治過程の正常な運営を維持するために
積極的役割を果たすべき」（平成 17 年判決におけ
る泉反対意見）であるにしても政治部門による最
高裁判所裁判官の任命が恣意的であればその役割
を果たすことはできないところ、審査は、内閣の
任命を国民が確認する側面をももつ６）とすれば、
民主的政治過程の正常な運営維持に資するものと
いえるから、審査権の行使制限については、表現
の自由に対する制限の場合と同様に厳格な基準を
適用すべき７）であるという理由づけも考えうる。

　三　確認訴訟
　本判決は、一審判決とは異なり、本件違法確認
の訴えについて、即時確定の利益があること、そ
して他に適切な救済方法が認められないことか
ら、確認の利益の存在を肯定した。
　本件では平成 17 年判決の事案と同様、法律の
執行行為たる行政決定は介在していないし８）、Ｘ１
らは審査権を現に行使できない状態に置かれてい
るため、その争訟は法律上の争訟としての実体を
有する９）。また本件違法確認判決は対世効をもつ
とまではいえない。もっともそれは行訴法上の拘
束力 10）を介して国会に立法措置を求めるが、内
容を特定して改廃を求めておらず「弱い効力」11）

をもつにとどまる。従って本件違法確認の訴えは
付随的違憲審査制の枠を超えるものではないと考
えられ、本判決の判示は妥当である。
　他方で本判決は、本件と平成 17 年判決または
国籍法違憲判決（最大判平 20・6・4民集 62 巻 6号
1367 頁）の事案との構造上の類似性を根拠に一
部違憲 12）または合憲拡張解釈 13）により本件地位
確認の訴えを肯定する見解があるけれども、確認
を求める対象として有効、適切ではないとして本
件地位確認の訴えを退けた 14）。審査の具体的制
度構築には国会に広い立法裁量が認められるとい
う前提に立ち、法解釈や一部違憲による具体的地
位導出は立法権侵害となることを根拠とするが、
これは、法令の違法性を主張する確認訴訟におい
ては、積極的確認を認めると権力分立に反し立法
裁量を損ないかねないことに基づき消極的確認を
原則的形態とすべきと説く見解 15）に依拠するも
のだろう。
　しかし、本件地位確認の訴えを認める余地はあ
りうるのではないか。第 1に、一部違憲の可否
は総合考慮により決せられ 16）、複数の立法政策
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の選択肢の可能性はその一要素にとどまるし、仮
にそれが重要な考慮要素であるとしても、そもそ
も合憲性審査局面では本件制約は審査制度の仕組
みの問題とは捉えられておらず立法裁量は限定さ
れている 17）。また、文言を加除しても国会はそ
れを改廃できる。第 2に、法解釈はその本性上
立法作用であり 18）、法解釈と立法の区別は絶対
的なものではなく、また、本判決が述べるように
救済の必要性が高いのであれば、在外審査実施の
財源確保の見通しがある限り、憲法上の救済の一
環としてなされる創造的な「救済としての合憲解
釈」19）を選択しうる。国民審査法 4条からは「審
査と衆議院議員選挙を連動させる」という立法者
意思を、合憲性審査局面での判示内容に基づけ
ば、同法 16 条 1 項からは「審査権行使が技術的
に不能である場合等には他の合理的投票方法を用
い審査機会を確保すべきである」という立法者意
思を読み取ることができ 20）、また他の合理的投
票方法が存在し実効的な手段は確保されているか
ら、同法 8条の文言の一部を除き同法 8条に「又
は在外選挙人名簿」の文言を追加しても立法目的
に反しないだろう。
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ない。

13）大石和彦「最高裁判所裁判官国民審査法が在外審査制
度を設けていないことの合憲性」新・判例解説Watch　
文献番号 z18817009-00-011661862（Web 版 2020 年 2
月 21 日掲載）2～3頁を参照。
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