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永住市民の参政権訴訟

九州公法判例研究会

第禰節各国の立法の変化と判決への影響

今日︑日本でも人口に膳災している﹁定住外国人﹂とい

う用語は︑適当とは思われない︒というのも︑この概念が

国民と外国人との違いを強調する排他的な民族の共同体で

あるドイツで用いられる場合の限界性を意識したからであ

る︒他方︑イギリス︑フランス︑スウェーデンで用いられ

る﹁移民﹂という包摂主義的な用語も︑適切でない︒そこ

で︑永住を決意しながらも︑政治過程から排除されている

そもそも︑第二次世界大戦後のヨーロッパの憲法典には︑
ユ
国際機関への主権の移譲または制限を定めるものが多い︒

地方自治論において︑従来の憲法学が見直されつつある︒

国際化の影響を受けながら︑人権論︑国民主権論および

永住市民という中立的な概念が有用である︒

第一節各国の立法の変化と判決への影響

事実の概要と論点の 分 析

人々の参政権︵選挙権と被選挙権︶を問題とする本稿では︑

一
最高裁判決の引用の 意 味

第二節 ﹁キム︵金正圭︶地方選挙権訴訟﹂の論点と意義

二

国政レベル

判決の動向

一
地方レベル

第三節

ニ

また︑国家の構成員たる国民のための憲法という発想を転

換し︑国内に住む外国人の人権規定を定める憲法が一九七

学説の整理
全面禁止・許容・要 請 国

○年代から登場している︒この頃からヨーロッパでは︑法

第四節
一

国政と地方を区別す る 説

律改正または憲法改正による外国人の参政権の導入が重大

二

第五節永住市民権説

ヨ

問題となってきた︒というのも︑第二次オイルショック以
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でに定住している多くの外国人の統合が問題となったから

方参政権を認めることになる︒図1に示すように様変わり

を示してきた国々も含め︑今後は何らかの形で外国人の地

イタリアなど︑これまで外国人の地方参政権の導入に難色

である︒このため︑一九七五年に三年以上定住している外

する西欧諸国では﹂新たな市民権論︑民主主義論および住

後︑新たな外国人労働者の受け入れを拒否する一方で︑す

国人の地方参政権導入の法律改正をしたのは︑スウェーデ

民自治論の構想が盛んにな惑れている︒

ンであっ元︒その後︑．デンマーク︑ノルウェーと続き︑一

身者の国政レベルも含む参政権のモデルとしては∵イギリ

九八五年にオランダは法律改正に先だって︑憲法改正を
ハる
行った︒層フィンランド憲法も一九九一年に変わった︒この

スをあげることができよう︒そして．図2に示すように︑

他方︑日本国憲法は︑外国人の人権に関する明文の規定

種の定住要件型の外国人の地方選挙権は︑すでにスイスの

また︑・スペインやポルトガルの場合︑互恵条約を要件と

を定めていない︒しかしながら︑文言にとらわれず馬通説

オーストラリアやアイルランドも︑歴史的経緯から一定の

して︑地方参政権を相互に承認し合う憲法を有していた︒

および判例の立場は︑﹁権利の性質上︑︐日本国民のみをそ

ヌーシャテル州では一八四九年以来︵一八六一年から一八

この互恵要件型のモデルも︑北欧にあり︑依然としてアイ

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

外国人に国会の参政権を認めている︒さらに︑ニュトジー

スランドは︑北欧諸国の市民にのみ相互に地方参政権を認

る外国人に対しても等しく及ぶ﹂として︑原則的に外国人

七四年まで中断︑一九八○年からはジュラ州でも︶みられ︑

めている︒．そして一九九三年のマーストリヒト条約により︑

の人権を肯定する︑マクリーン事件最高裁判決にみられる︑

ラン下は︑一九七五年から英連邦諸国出身の市民に限らず︑

この互恵要件型の地方参政権を欧州連合市民に対して相互

﹁性質﹂説である︒従来︑参政権︵ここでは選挙権と被選

アイルランドでも選挙権は一九六三年から︑被選挙権は一

に認めるべく︑各国は一九九六年一月一日までに必要な法

挙権︶は︑社会権とともに︑その性質上︑．日本国民のみに

永住者に国会の選挙権を承認している︒

改正をする義務が生じた︒したがって︑ドイツ︑フランス︑

九七四年以後である︒

︑一方︑日本でならば︑外国人とみなされる旧植民地の出
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図1

外国人の地方議会における参政権
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※アメリカのタコマパーク市でも、1992年に外国人の地方参政権を認める。

図2

外国人の国会における参政権

ニュージーランド選挙権（要件）○（1年以上住んでいる永住者）
被選挙権（要件）△（1975年8月22日以前に登録したイギリス臣民）

イ

ギ

リ

ス選挙権（要件）△（英連邦市民、アイルランド市民）

被選挙権（要件）△（
〃
）
オーストラリア選挙権（要件）△（1984年1月26日以前に登録したイギリス臣民）
被選挙権（要件）△（
〃
）

アイルランド選挙権（要件）△（イギリス市民）
被選挙権（要件）×

○は定住（永住）を条件に、すべての外国人に参政権を認めている国
○は特定の州がすべての外国人に参政権を認めている国
△は特定国出身の外国人に参政権が限定されている国
△は特定の州が特定国出身の外国人に参政権を認めている国
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保障されるものとして理解されてぎた︒しかし︑︐一︐九八一
︵7︶

年の難民条約批准を契機として︑大幅に社会権に関する法

制度が見直される︒いままた︑一九九〇年代になって︑

互恵型は定住型への過渡期としての性格を強めている︒

︵6︶最大判昭五三・一〇・四民集三二巻七号＝・三三貢︒・

b︒ωN・：

ω団ω8ヨ ↓o竃9︒aω四切①暮9U①ヨ8轟︒麗しO︒︒①﹀一＝閑＝ρ

︵5︶三盛9︒＝冨国︒毘︒︒ヨ良隆8．8昏︒寄§邑
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﹁定住外国人﹂の地方参政権を求める．声が各自治体で高

︵7︶

﹁キム︵金正圭︶地方選挙権訴訟﹂の論点と意義﹂

事実の概要と論点の分析

いなかったので︑その居住する大阪市内の各区の選挙管理

原告らは︑一︐九九〇年九月二日の選挙人名簿に登録されて

その他公共生活における負担の点で日本人と異ならない︒

語の能力を有し︑生活を支える資産を日本で保有し︑租税

生活の本拠を置く︑いわゆる﹁定住外国人﹂である︒日本

韓国国籍である原告らは︑日本に生まれ︑日本の社会に

一

第二節

・省略する︶︒

一九九五︶三五八−三六五頁︵以下き︐一編．︵一九九五刃之

︵8︶三三巨編﹃共生社会への地方参政権﹄︵旦本評論社馬

会︑一九九一︶︸○頁︒

高藤昭﹁外国人労働者とわが国の社会保障法制﹂︐社会

まっている︒この運動に大きな影響を与えた最初の訴訟が

保障研究所編﹃外国人労働者と社会保障﹄︵東京大学出版

．︵ 8 ︶

本件である︒植民地支配の結果︑日本に定住を余儀なくさ
れている原告らの訴えが︑奇しくも︑戦後五〇年目の節目
の年に︑最高裁において︑しりぞけられながらも︑今後の
法改正の可能性が示唆されることになったのである︒

︵1︶ 参照︑ドイツ憲法二四条︑フランス憲法前文︑イタリ

ア憲法＝条︑ベルギー憲法二五条の二︑ギリシア憲法二
八条三項︑ルクセンブルク憲法四九条の二︒
︵2︶ 参照︑スウェーデン憲法一章二〇条︑ポルトガル憲法
一︑五条︑オランダ憲法一条︒

︵3︶拙稿﹁﹃国民﹄と﹃住民﹄の参政権をめぐるヨーロッ
パと日本の比較研究一外国人の地方参政権の導入は憲法改

正か法律改正か？1﹂九州産業大学・三三論叢三五巻二号
︵一九九四︶二六一頁以下︒

︵4︶︐一九七六年に北欧諸国の互恵型に変わり︑・デンヤーク

やノルウェーと同じく︑一九九一年に定住型へと移行した︒

0
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とし︑この却下処分決定の取消しを求めて︑大阪地方裁判

に及び︑原告らは︑同月一四日に各選挙管理委員会を被告

委員会に対し︑異議を申し立てている︒これが却下される

弁する︒その論拠は︑同条同項の﹁国民﹂という﹁文言﹂︑

法一五条一項の﹁国民﹂は︑﹁日本国民のみ﹂をさすと抗

これに対し︑被告側は︑公務員の選定罷免権を定める憲

後国家性﹂に依拠する︒いわく︑﹁権利の主体として︑国

憲法前文および一条の﹁国民主権原理﹂および﹁参政権の

一九九三年六月二九日に︑この請求を棄却した︒

民と明記し﹂︑さらに︑﹁選挙権が憲法前文及び憲法一条の

所に公職選挙法上の﹁名簿訴訟﹂を提起した︒同裁判所は︑

本案について︑原告︑被告および地裁判決を四つの争点

国民主権の原理から導かれるものである以上︑日本国民の

みに与えられるものである﹂︒また︑参政権は﹁国家の存

に即して整理するとおおむね次のようになる︒

第一の争点は︑憲法一五条一項の﹁国民﹂の解釈である︒

在を前提として初めて成立する権利であり︑国家の機関受

託者としての法的地位を有する者のみに与えられる﹂ので

一五条一項によれば︑﹁公務員を選定し︑及びこれを罷免
することは︑国民固有の権利である﹂︒

この点︑地裁判決は︑憲法一五条一項の﹁国民﹂は︑

ある︒

者が含まれる﹂と主張する︒その根拠は︑憲法前文に由来

﹁日本国籍を有する者﹂に限る︒その理由は︑﹁各国の立法

原告側は︑この﹁国民﹂には︑﹁日本国内における定住

する﹁人類民主主義﹂的コ人一地域一票原則﹂と﹁参政

﹁全世界︑全人類的な民主主義及び人権・平和保障を承認

主義︑国際協調主義等の憲法の基本原理を明らかにしたに

められる︒判子によれば︑憲法前文は︑﹁国民主権︑平和

状況﹂︑﹁国民主権原理﹂および﹁参政権の後国家性﹂に求

し︑かつその実効性確保を国家目標﹂とする︒こうした目

とどまり﹂︑一人一地域一票原則が導き出されるものでは

権の定住地域性﹂に基づく︒原告によれば︑憲法前文は︑

標から︑﹁地球上にいる人は︑どこか一箇所で︑自分の属

則が︑国際的に一般に承認されているものとも認められな

ない︒そして﹁各国の立法状況からみても︑そのような原

れる︒この﹁どこか一箇所﹂とは︑﹁参政権の性質上︑そ

い﹂とする︒また︑参政権は﹁国民主権の原理に基づくも

する地域の政治に参加すべきであるとの原則﹂が導き出さ

の人が定住している地域でなければならない﹂とされる︒
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調和しない点があると認めることはできない﹂とする︒さ

義を基本とする国籍法には︑憲法の各条項及び基本原理と

法律でこれを定める︒﹄と規定し﹂ており︑﹁現行の血統主

る﹂という︒いわば︑国と地方の政治的意思決定は﹁不可

域社会の公共事務を自ら処理する機構として存在してい

よれば︑﹁地方公共団体は︑国民主権の枠組みの中で︑地

および﹁国と地方の同質性﹂に求められる︒被告の抗弁に

る者﹂に限られるという︒その論拠は︑﹁国民主権原理﹂

らに︑参政権は﹁その権利の性質からして︑その国家を構

分の関係にあり﹂︑﹁地方公共団体の多くが国の事務を処理

のであるが︑他方︑憲法一〇条は︑﹃日本国民たる要件は︑

成する者に当然帰属すべきものである﹂という︒

している﹂︒したがって︑﹁国と地方で︑選挙権について別

異の取扱いをすることはできない﹂のである︒

者﹂に与えられるとする︒・また︑﹁このことは︑地方自治

て共同決定するという趣旨﹂から︑定住者に限らず﹁居住

された地域共同体において︑共同生活上の利害関係につい

と﹁住民自治﹂に基づく︒いわく︑地方参政権は︑﹁限定

原告によれば︑ここでの﹁住民﹂とは︑当該地域の﹁居
ハヨ
住者﹂であるとする︒その根拠は﹁利害関係者民主主義﹂

直接これを選挙する﹂と定めているゆ

えるのは適切ではなく︑これを統一的に理解すべき﹂とす

の住民を︑憲法一五条の国民とは﹁別個の概念としてとら

の事務を処理することもある﹂︒したがって︑憲法九三条

国の政治︑行政と互いに関連しており︑地方公共団体が国

づくもので﹂ある︒また︑﹁地方公共団体の政治︑行政は︑

﹁地方公共団体についての選挙権も︑国民主権の原理に基

の国民を前提とするとの考えを打ち出す︒興野によれば︑

と地方の同質性﹂から︑憲法九三条の住民は︑憲法一五条

また︑地裁判決も︑同様の﹁国民主権原理﹂．・および﹁国

の本旨︵憲法九二条︶の根幹というべきである﹂と主張さ

原告によれば︑地方自治法一一条︑一八条および公職選

第三の争点は︑憲法一四条の﹁平等﹂の解釈である︒

る︒

憲法一五条一項の﹁国民﹂を前提とし︑﹁日本国籍を有す

しかし︑被告によれば︑憲法九三条二項の﹁住民﹂は︑

れている︒

律の定めるその他の吏員は︑その地方公共団体の住民が︑

九三条二項は﹁地方公共団体の長︑その議会の議員及び法

第二の争点は︑憲法九三条二項の﹁住民﹂の解釈である︒
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導かれる︒したがって︑地方選挙権者を﹁日本国籍を有す

権﹂およびこれまでにみてきた︑憲法の各条項の解釈から

れなければならない﹂と結論づける︒この根拠は︑﹁平等

挙法九条二項の定める地方選挙権者には︑﹁定住者が含ま

一一条︑一八条︑公職選挙法九条二項所定の﹁日本国民﹂

さらに︑﹁各国の立法状況﹂から︑原告らは︑地方自治法

﹁第二次世界大戦後︑日本国籍を喪失した﹂事実を述べる︒

﹁原告らあるいはその父祖らは︑日本国籍保持者であ﹂り︑

﹁定住者﹂である旨を主張する︒また︑﹁歴史的経緯﹂から︑

にあたり︑地方公共団体の選挙権を有するという︒

る者と限定的に解したのでは︑右の各条は︑憲法︵一四条︑
一五条︑九二条︑九三条等︶に違反することになる﹂とい

国人に地方公共団体に関する選挙について︑選挙権を与え

しかし︑被告によれば︑﹁各国の立法状況﹂をみて︑﹁外

こ の 点に関する被告の主張はみ ら れ な い ︒

る国が現れてきていることは事実であるが︑世界の趨勢で

う︒

地裁判決は︑マクリーン訴訟最高裁判決を引きながら︑

あるということは到底できない﹂とする︒

であり︑﹁日本国籍を有しない者について︑選挙権を認め

かし︑憲法上︑﹁そもそも選挙権が保障されていない﹂の

限り︑外国人に対しても類推されるべきものである﹂︒し

憲法一四条は︑﹁その性質上︑特段の事情が認められない

ついては︑地方選挙権を﹁憲法が保障していると認めるこ

態であるとしても︑﹁日本国籍を有しない定住外国人﹂に

はできず︑請求を棄却する︒原告らの主張の通りの生活実

ればならない﹂と主張する原告の憲法解釈を採用すること

結局︑地裁判決は︑地方選挙権者に﹁定住者も含めなけ

る

﹁性質説﹂を型どおりに言明する︒法の下の平等を定める

ないからといって︑そのことが右規定に違反するというこ

とはできない﹂と判示した︒

ただし︑﹁国政のそれと比べると政治的色彩の薄い地方

とはできない﹂とする︒

第四の争点は︑原告の参政権が認められるか否かの問題

が与えられていない現実は不当にすぎるとの意見が出てく

公共団体の政治・行政についてさえ︑これに参加する機会

原告は︑﹁生活実態﹂を根拠として︑﹁日本で生れ︑日本

るのも一面もっともなことと考えられないではない﹂と原

である︒

で教育を受け︑日本の社会に生活の本拠を置いてきた﹂
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告の主張に一定の理解を示す︒しかしながら︑﹁仮に右の
者に参政権を付与することが憲法に違反しないとの立場を
採り得るとしても︑これを付与するか否かは立法政策の問
題にすぎない﹂と補足している︒
そこで︑噛大阪地裁に﹁名簿訴訟﹂を棄却された原告らは︑

地裁判決に対し︵公職選挙法二五条三項に基づき︑﹁控訴
することはできないが︑最高裁判所に上告することができ

≧δ昌ω8Ω樽凶N①昌ρ一〇㊤戯も︐＄よドとりわけ移民の二世の

権利としての国籍取得を認める国が増えていることは︑日

国家権力の行使により利害関係をもつ者は︑この決定

本の議論の再考を促す可能性がある︒

︵3︶

に参加できなければならないという﹁利害関係者民主主義

︵bdo胃︒自①口︒昌ユ︒ヨ︒ζ墨田①︶﹂に外国人の参政権を認める考

え方は依拠している︒一・♂980＼中ωoゴヨ建エ︒再訂ひq

おらず︑フランス︑ドイツ︑イタリアをはじめ多くのヨー

宰︒ヨ

主権原理﹂ゆえに﹁国籍を有する者﹂と解釈されている︒

冒﹄9

︵Φαω・︶一U①ω﹀誘臣民︒ヨ9一﹃8算く︒﹃9ヨ切二巴Φω＜o臥9ω・

ω彗ひq超︒ユ97Uo百ヨ8鼠けδ昌α臼︿Φ臥①汀oP一㊤㊤ω

︵1︶ 名簿訴訟にあっては︑裁判所は︑他の訴訟の順序にか

ロッパ諸国が外国人の地方参政権の導入に消極的であった

最大一三五三・一〇・四民集三二巻七号一二三三頁︒

かわらず︑すみやかにその裁判をし︑事件を受理した日か

が︑最高裁判決が出る頃には︑図1に示すように︑事情が

︵4＞

ら一〇〇日以内に判決を下すようにつとめなければならな

変わっていることに注意する必要がある︒さらに︑近年の

る ﹂ と あるため︑ただちに最高裁 に 上 告 し た ︒

い︒林田和博﹃選挙法﹄︵一九五八︑有斐閣︶九一頁︒し

二重国籍も含む移民の二世の国籍取得の承認傾向から︑原

この訴訟段階では︑マーストリヒト条約が締結されて

かし︑実際の訴訟実務は一〇〇日で終わることは珍しく︑

告らのような永住者の二世の参政権は︑．一般に認められる

︵5︶

本件の地裁判決は提訴後二年半あまりを要しており︑慎重

最高裁は上告を棄却した︒

最高裁判決の引用の意味

ものと思われる︒

二

な審理がなされたものと思われる︒

︵2︶出生に伴う国籍取得には︑親の国籍を承継する﹁血統
主義﹂に加えて︑出生地の国籍を取得する﹁生地主義﹂や︑

親や本人の居住歴に応じて国籍の取得を認める﹁居住主
義しの三つの要素が重要となる国が︑多くなっている︒U．

即ゆ窪び9評︵①匹・︶

Ω慈5寄︒ヨ≧一9ω8ΩユN9ψ＞Ooヨ冨B窪くΦ︾昌⇔蔓ω凶ω第一の争点において︑憲法一五条の﹁国民﹂は︑﹁国民
o︷幻巳①ωo暁↓﹃きω帥瓜oP凶昌
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解するのが相当である﹂という︒このあとの判決理由では︑

利の保障は︑我が国に在留する外国人には及ばないものと

利の性質上日本国民のみをその対象とし︑右規定による権

選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は︑権

を意味することは明らかである︒そうとすれば︑公務員を

ける国民とは︑日本国民すなわち我が国の国籍を有する者

文及び一条の規定に照らせば︑憲法の国民主権の原理にお

いわく︑﹁主権が﹃日本国民﹄に存するものとする憲法前

公務員の選定罷免にも及ぼされることが導かれると評され

第二の争点において︑憲法一五条一項は︑地方公共団体の

いることは︑立法政策上の問題であって︑憲法一五条一項
ヨ
に違反しない旨の先例も引用されている︒この判決から︑

氏名︑氏または名の候補者がいた場合の按分加算を認めて

公選法六八条の二により︑地方議会の選挙について︑同じ

味するものと解するのが相当であ﹂るとしている︒そして︑

とは︑地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意

ることをも併せ考えると︑憲法九三条二項にいう﹃住民﹄

る

マクリーン最高裁判決が引用されている︒この判決から︑

の権利の保障は︑権利の性質上日本国民のみをその対象と

反は︑﹁いずれも実質において憲法一五条一項および九三

第三の争点において︑憲法一四条の﹁平等﹂規定への違

ている︒

し在留外国人に対しては及ばないと解すべきことが導かれ

条二項の解釈の誤りをいうに帰するものであって︑右主張

第一の争点において︑憲法一五条一項の公務員の選定罷免

たと推測されている︒しかし︑﹁マクリーン判決と参政権

に理由がないことは既に述べたとおりである﹂︒したがっ

ユ

問題は異なる事例であるので﹂︑﹁引用の趣旨がよく分から

て︑実際には︑なんら内容上の判断を行わず︑原告の主張

しかし︑第四の争点において︑法律上の地方選挙権者と

をしりぞけている︒

ない﹂との評価もある︒

第二の争点において︑憲法九三条の﹁住民﹂は︑﹁国民
主権原理﹂と﹁国と地方の同質性﹂ゆえに︑﹁日本国民﹂

しめることは︑憲法上︑﹁禁止されているものではな﹂く︑

して︑﹁国と地方の異質性﹂に基づき︑﹁永住者等﹂を含ま

これに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み︑地方公

﹁立法政策﹂の問題であるとした︒禁止説を最高裁がとら

に限るとされた︒最高裁によれば︑﹁国民主権の原理及び

共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素をなすものであ
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から︑我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であっ

の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解される

の区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上

を有する公共的事務は︑その地方の住民の意思に基づきそ

る地方自治の重要性に鑑み︑．住民の日常生活に密接な関連

法第八章の地方自治に関する規定は︑民主主義社会におけ

体における選挙の権利を保障したものとはいえないが︑憲

三条二項は︑我が国に在留する外国人に対して地方公共団

﹁住民の日常生活に密接な関連をもつ公共的事務は︑その

に思われる︒具体的には︑区長公選廃止事件判決の中の

と推測されている︒この判例の解釈がポイントとなるよう

とを憲法が禁じているものではないという判断が導かれる

留外国人の意思を地方公共団体の事務処理に反映させるこ

念に基づくことから︑地方公共団体の区域内に居住する在

と団体自治の原則に基づくものの︑とりわけ住民自治の理

治の重要性を認めていること︑地方自治は住民自治の原則

判決から︑制度的保障説に立ちつつ︑憲法第八章は地方自

九三条二項に違反しない旨の先例が引用されている︒この

てその居住する区域の地方公共団体と特段に密接な関係を

ない旨を明らかにした部分はつぎの通りである︒﹁憲法九

持つに至ったと認められるものについて︑その意思を日常

地方の住民の手でその住民の団体が主体となって処理する
︐政治形態を保障せんとする趣旨に出たものである﹂という

うな措置を講ゼないからといって違憲の問題を生ずるもの

かは︑専ら国の立法政策にかかわる事柄であって︑このよ

相当である︒しかしながら︑右のような措置を講ずるか否

ことは︑憲法上禁止されているものではないと解するのが

その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずる

理に反映させるべく︑法律をもって︑地方公共団体の長︑

憲法上伝来するという制度的保障説においても事実上地方

部分も関連する︒この二つの命題が合わさって︑自治権が

治の権能を法律を以って奪うことは︑許されない﹂という

存在﹂している﹁実体を無視して︑憲法で保障した地方自

接な共同生活を営み共同体意識をもっている社会的基盤が

部分が関連する︒また︑﹁事実上住民が経済的文化的に密

の自治を導いているのであろう︒この一九六三年の先例を

公共団体と密接な関連をもって共同生活を行っている住民

このあとの判決理由では︑特別区の区長公選廃止が憲法

ではない﹂︒

生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処

（3−4
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実﹂をとらえる点で﹁固有権説﹂にも目を配りつつ︑﹁制
︵8︶
度的保障説﹂・の見解をとったと指摘されている︒おそらく

評して︑特別区が﹁社会生活の実体であるという既成事

︵1︶

横田耕一﹁外国人の﹃参政権﹄一地方自治体での選挙

判例時報一五二三号︵一九九五︶五一頁︒

よいであろう︒

頁︒

最大判昭三五・一二・一四論集一四巻一四号三〇三七

最大判昭三八・三・二七刑集一七巻二号＝＝頁︒

判例時報一五二一二号︵一九九五︶五一頁︒

︵3︶

︵一九九五︶四頁︒

権を容認した最高裁判決を契機に一﹂法律時報六七巻七号

︵2︶

は制度的保障説の幅は広いものであり︑その枠内で︑住民
の自治の内容をいかに充実させるかは︑共同体意識や実体
を問題とする固有権説との緊張関係いかんにかかっている
︵10︶

ように思われる︒ついで︑本件最高裁判決においては︑衆
︵9︶

議院定数訴訟判決および参議院定数訴訟判決も引用されて

判例時報一五二三号︵一九九五︶五一頁︒

最大落忌三八・三・二七刑集一七巻二号一二二頁︒

いる︒両判決からは︑選挙制度をどのように定めるかは立
法政策にかかわる問題であるという判断が導かれるものと

大隈義和﹁特別区と憲法上の地方公共団体﹂芦部信

︵11︶

三七頁︒

喜・高橋和之編 ﹃憲法判例百選H﹄︵有斐閣︑一九九四︶四

評されている︒

もっとも︑憲法九三条二項が﹁選挙の権利を保障したも

最大判昭五一・四・一四民集三〇巻三号二二一二頁︒

最大判昭五八・四・二七民心三七巻三号三四五頁︒

︵9︶

︵10︶

判例時報一五二三号︵一九九五︶五一頁︒

のとはいえない﹂ということと︑﹁憲法上禁止されている
ものではない﹂ということの関係がいささかわかりにくい

︵11︶

判決の動向

つぎに︑最高裁判決の判旨とその他の判決とを比較しな

第三節

かもしれない︒この場合︑憲法が﹁保障﹂しないとは︑
﹁要請﹂しないという意味であろう︒そして﹁禁止﹂もし
ないならば︑立法︐による地方の選挙権の導入は︑憲法上

い︒後述する﹁イ︵李鎮哲︶地方選挙権訴訟﹂福井地判の

がら︑本件判決の意義を検討してみよう︒これまで︑外国

﹁許容﹂されていることを表明しているものと解されてよ

ように︑﹁許容﹂という表現を用いる場合と同じと考えて
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人の地方選挙権に関する判決は︑四つの地裁判決と一つの

の通知であって︑﹁処分﹂ということはできない︒した

がって︑抗告訴訟を提起できず︑国里請求の道しか残され

原告によれば︑選挙権の行使を定住外国人に認めない公

高裁判決および二つの最高裁判決がある︒また︑最も早い

職選挙法は違憲である︒国会議員︑内閣総理大臣︑国務大

ていなかったと評されている︒

の被選挙権訴訟の地裁判決が一つある︒多くの判決は︑第

臣億違憲状態を解消すべく︑法律を改廃しなかった︒この

時期に︑国政レベルの選挙権訴訟の地裁判決が一つあり︑

および第三の争点は︑理由づけにおいて違いがあ

るとしても︑結論においては異ならない︒しかし︑第四の

る英国国籍の原告に精神的損害を与えたとする︒また︑国

立法不作為により︑日本人を配偶者にもち︑永住権を有す

るかを検討することも︑興味深いものがある︒本件も含め

住外国人の参政権をめぐり︑いかなる訴訟形式が可能であ

とする︒

とするのではない︒国会自体の故意過失を論ずれば足りる

賠法一条の﹁公務員の故意または過失﹂とは︑合議制機関
である国会の行為の場合は︑個々の議員の故意過失を問題

これに対し︑被告側は︑在宅投票制度廃止違憲訴訟最高
ヨ

裁判決そのままに︑国会議員の立法行為に関する国家賠償

に違反しているにもかかわらず︑国会があえて当該立法を

を限定する︒すなわち﹁立法の内容が憲法の一義的な文言
口 国政レベル

得ない﹂とする︒

民に対する関係で職務上の具体的な義務を負うことはあり

に限る︒また︑﹁内閣総理大臣及び国務大臣が︑個別の国

行うというがごとき容易に想定し難いような例外的場合﹂

挙に投票できないと告げる選挙管理委員会の行為は︑観念

まず︑本件は︑国家賠償請求訴訟である︒参議院議員選

繼 繹 齡N三月二九日︶

①﹁アラン︵即﹀冨づ︶参議院選挙権訴訟﹂大阪書判

その動向を検討することにしよう︒

に番号を付しながら︑国政レベルと地方レベルに分けて︑

て外国人の参政権に関する判例を時期的に早いものから順

前の争いとして︑訴えの適法性が争われる事例が多く︑定

争点においては︑そのニュアンスを異にする︒また︑本案

謫

これは高裁および最高裁判決もある︒さらに︑国政レベル
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判決は︑以上の点に立ち入ることなく︑原告の請求を棄

繼纉

年七月三一日︶

る

右権利の内容は国家のあり方を定めた憲法によって規定さ

前提として初めて成立する国民の権利である︒したがって︑

う意味での人権︵前国家的権利︶ではなく︑国家の存在を

公務員の選定罷免権は︑﹁人たるものが当然に有するとい

国民のみをその対象としている﹂からである︒というのも︑

﹁国民主権原理﹂ゆえに︑憲法一五条の﹁国民﹂は︑﹁日本

活の本拠を有する定住外国人であるからといって︑これに

み与えられるものといわざるをえ﹂ない︒﹁日本国内に生

る国民固有の権利であるから︑その性質上︑日本国民にの

選挙権︶は︑国の政治に参加し︑国家意思の形成に参画す

権の公務性﹂である︒すなわち︑﹁参政権︵参議院議員の

補充した論拠は︑国家意思の形成に参画するという﹁参政

通りとして︑詳しい理由の説明を省略している︒一点だけ

つぎに︑大阪高裁は︑控訴を棄却した︒その際︑原審の

れる﹂︒そして﹁憲法前文及び一条は主権が日本国民に存

参政権を付与すべきことが憲法上の要請であると解する余

却した︒その理由は︑まず︑﹁参政権の後国家性﹂および

することを宣言し︑それを受けて憲法一五条は﹃公務員を

地はない﹂とされる︒

ら

争点に関して︑いわゆるマクリーン事件最高裁判決の﹁趣

さらに︑最高裁は︑上告を棄却した︒第一および第三の

九九三年二月二六日︶

③﹁アラン︵＝．﹀冨旨︶参議院選挙権訴訟﹂亡国︵一

選定し︑罷免することは国民固有の権利である﹄と規定し
ている﹂のである︒

また︑国政レベルを問題とする本件では︑第二および第
四の争点は問題とならない︒そして第三の争点における憲
法一四条の﹁平等﹂条項違反にはならない︒というのも︑

質上日本国民のみを対象としていると解されるもの﹂とし

旨に徴して明らかであ﹂るという︒なぜなら︑﹁権利の性

挙権の行使の可否を区別している点は︑前述のとおり選挙

て︑国会議員の選挙権・被選挙権が含まれることについて

﹁公職選挙法が日本国籍の有無により国会議員に対する選

権の保障が外国人には及ばない以上︑未だ合理的な区別で

は︑マクリーン事件判決の中で︑﹁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を﹃外国人の地位に

あるから﹂と判決はいう︒

②﹁アラン︵＝●﹀一罪づ︶参議院選挙権訴訟﹂大阪合判
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としただけで︑外国人の国政レベルでの選挙権を認めるこ

に等しい﹁この判決は日本国民に限ったことが違憲でない

いわれる︒また︑ほとんど何の理由づけもなされていない

ては︑﹁もう少しことばを尽くして説くべきであった﹂と

のもとに︑外国人の選挙権をはじめて争う最高裁判決とし

を異にする﹂︒そして︑従来の学説とは異なる新しい見解

外国人の政治活動の自由の保障を問うもので︑本件と事案

ら﹂と説明されている︒他方︑﹁マクリーン訴訟判決は︑

運動の自由を侵害するとして︑国家賠償法一条に基づく損

そこで︑原告は︑この不受理の決定が被選挙権および選挙

長は︑それでは受理できないとの決定を下したのである︒

は︑これに代わる外国人登録済証明書を添付したが︑選挙

謄本または抄本が添付されていなかったことにある︒原告

これを受理しなかった︒その理由は︑名簿搭載者らの戸籍

月八日に一〇名の候補者名簿を届け出たところ︑選挙長が

二年七月二六日の参議院比例代表選挙に立候補すべぐ︑同

早い実現を望んでやまない﹂とい％㌍
い
この事件も︑国家賠償請求訴訟である︒︑原告は︑一九九

かんがみ﹄て除外する旨を明言している点から明らかだか

とまで違憲としたものではない﹂との評価もある︒

治資金規制法六条一項に基づき設立された政治団体であり︑

日外国人参政権侃﹂︑略称﹁在日党﹂である︒同党は︑政

原告は︑在日朝鮮人三世の李英和氏を代表者とする﹁在

法的判断﹂としての﹁行政処分行為﹂であるから︑受理し

の書類の﹁受付行為﹂ではない︒﹁法的意思の表明を含む

争われた︒判決によれば︑この審査は﹁事実行為﹂として

使して︑届出を受理しないことが許されるかという問題が

まず︑選挙長が立候補届書についての形式的審査権を行

在日外国人を構成員とする︒その綱領は︑﹁人種差別・民

ないことも許されるとする︒

利︑参政権の獲得をめざす﹂ことを掲げている︒在日党は︑

かという争点もあった︒公職選挙法および同施行令にある

明書または外国人登録証明書を提出することが認められる

ついで︑立候補届出書添付書類として︑外国人登録済証

﹁参政権獲得のあかつきには解散する︒この公約の一日も

展させるために︑日本に定住する外国人の政治的自由と権

族差別に反対し︑基本的人権の擁護に努め︑民主主義を発

九九四年一二月九日︶

害賠償を請求した︒

（3−4
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効力要件であり︑添付書類として︑限定的に解釈すべきも

﹁戸籍の謄本又は抄本﹂を提出する要件は︑﹁立候補届出の

して︑定住外国人と他の外国人とを区別する理由にならな

い﹂とする︒そして︑﹁納税義務﹂は︑参政権の保障に関

は︑憲法コニ条︑一四条に照らしても︑これを見出し難

い︒というのも︑﹁国会における決議事項が租税に関わる

のである﹂と判決はいう︒

第一に︑憲法一五条の﹁国民﹂の解釈が争われている︒

構成員たるすべての市民﹂が主権者である︒また︑﹁代表

がって︑﹁その政治社会における決定に従わざるを得ない

自己統治﹂という﹁民主主義﹂の原理と結びつく︒した

理﹂の考え方に立てば︑国民主権の実質は︑﹁人民による

概念に関係する︒民主主義の同一性理論的﹁国民主権原

する︒しかし︑判決はB規約二五条が︑定住外国人の選挙

告ら定住外国人にも選挙権および被選挙権が保障されると

る国民﹂ではなく︑すべての﹁市民﹂としているので︑原

に参与する権利を有している﹂権利主体は︑﹁国籍を有す

が争われている︒原告は︑B規約二五条により︑﹁政治的

第二に︑国際人権規約のB規約二五条の﹁市民﹂の解釈

事項に限られない﹂からである︒

なきところに課税なし﹂との近代立憲主義の基本理念に照

権まで保障する趣旨であると解すことはできないという︒

原告によれば︑これをいかに解するかは︑﹁国民主権﹂の

らし︑﹁納税者﹂は︑主権者であるという︒よって︑一︒納税

第三に︑原告は︑投票日には帰化して日本国民になるも

ユ

者主権﹂の立場から︑原告ら定住外国人は︑主権者として︑

のの︑立候補届出時にはいまだ外国人である者の立候補の

権利を侵害する公職選挙法施行令は︑憲法一五条︑＝二条︑

憲法一五条により︑選挙権と被選挙権が保障されていると
する︒

一四条および国際人権規約B規約二五条に違反するという︒

判決は︑﹁立候補の権利は被選挙権の存在を前提とするか

判決によれば︑選挙権および被選挙権は︑憲法一五条に
よって保障されており︑﹁国民主権原理﹂に基づくもので

ら︑その可能性の存在だけでは足りない﹂として︑平等違

なお︑本件原告は︑控訴した︒また原告らの在日党は︑

む

反その他は問題とならないとする︒

ある︒それゆえ︑同条の﹁国民﹂は︑﹁日本国籍を有する
者であることは明らかである﹂︒また︑﹁定住性の点をもっ

て︑他の外国人と殊更泣別に解する憲法上の理由について
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一九九五年七月一九日に︑同年一月一日に施行された政党

助成法に基づく政党公費助成が︑原告らも納税する税金を
財源としながら︑参政権を有しない原告らには政党交付金

︵7︶

戸松秀典﹁国会議員の選挙権を有する者を日本国民に

限っている公職選挙法九条一項と憲法一五条︑一四条﹂判

横田︑前掲︑三頁︒

例時報一四六七号︵一九九三︶一七九頁︒
︵8︶

︵9︶李英和﹁在日韓国・朝鮮人と参政権﹂︵明石書店︑一
九九三︶六七頁︒

の交付対象である政党を結成し︑政治活動を行うことを認
めていないのは︑憲法一九条︑二一条︑＝二条︑一四条お

九三年六月二九日︶

への異議についての決定の取消訴訟であり︑いわゆる公職

すでにみたように︑この本件の原審は︑選挙管理委員会

ハ

④﹁キム︵金正圭︶地方選挙権訴訟﹂大阪地判︵一九

地方レベル

︵12︶ 平成六年︵ネ︶第三四九七号︒

一︶四ニー四三頁︒

︵11︶参照︑北野弘久﹃納税者の権利﹄︵岩波書店︑一九八

︵10︶ 判例タイムズ八九二号︵一九九六︶一六七頁︒

二

よび民主主義原理違反であるとして︑政党交付金に使われ
る税金の返還訴訟を提起している︒

︵1︶ 判例タイムズ七七九号︵一九九二︶九六−九七頁︑中

富公一﹁定住外国人に選挙権を認めていない公選法の合憲
性﹂法学セミナー四五三号︵一九九二︶一二三頁︒

︵2V阿部照哉ほか編﹃憲法判例︹第三版︺﹄︵有斐閣︑一九
九四︶二七四頁︒

︵3︶ 最判昭六〇・一一・二一二二三九巻七号一五＝頁︒
︵4︶ 平成三年︵ネ︶第七七七号損害賠償請求控訴事件︒

︵5︶ 判例時報一四五二号︵一九九三︶三八頁︑小栗実﹁外

選挙法上の名簿訴訟である︒本案前の争点としては︑原告

適格と訴えの利益が争われた︒被告側は︑公職選挙法二狂

国人の国政選挙での選挙権﹂法学セミナー四六八号︵一九

九三︶三七頁︑後藤光男﹁外国人の選挙権﹂芦部信喜・高

条の名簿訴訟は︑同二四条により︑﹁選挙人﹂である﹁異

ない原告は︑選挙人としての原告適格をもたないという︒

議申出人又は関係人﹂でなければならず︑日本国籍を有し

橋和之編﹃憲法判例百選H︹第三版︺﹄︵有斐閣︑一九九
四︶八頁︒

︵6︶ 大石眞﹁定住外国人と国会議員の選挙権﹂ジュリスト
平成五年度重要判例解説︵一九九四︶一六頁︒
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判決によれば︑﹁選挙人﹂の要件は︑﹁選挙権を有している

られていない現実は不当にすぎるとの意見が出てくるのも

体の政治・行政についてさえ︑これに参加する機会が与え

地方レベルの許容性の大きいことを述べている︒しかし︑

と主張する者﹂であれば足りるとして︑原告適格を認めて

被登録資格を有しない原告らは︑訴えの利益がないと主張

結論としては︑﹁憲法上は右のような外国人に対しても右

一面もっともなことと考えられなくもない﹂と︑今度は︑

するが︑﹁被登録資格を有すると主張する﹂原告らの主張

参政権は保障されていないといわざるを得ない﹂とする︒

いる︒また︑被告側は︑同二一条一項所定の選挙人名簿の

は︑﹁選挙人名簿の登録に関する不服﹂を理由としている

か否かは立法政策の問題にすぎないというべきである﹂と

とはいえ︑﹁仮に右の者に参政権を付与することが憲法に

しかし︑本案については︑逆に原告の主張がしりぞけら

の法律改正による導入の可能性をを認める旨の萌芽的な指

として︑判決はこれまた被告の主張をしりぞけているので

れるものの︑第四の争点については︑つぎのようにいって

摘がみられる︒したがって︑本件地裁判決は︑否定説では

違反しないとの立場を採り得るとしても︑これを付与する

いる︒﹁確かに︑日本国民と同じようにその地域社会の重

あるものの︑いずれも﹁許容説が成り立つ余地を認めてい

ある︒

要な構成員として︑これを維持発展させるのに大きな貢献

る﹂とか︑﹁許容説の含みもなお残している﹂または︑﹁立

ヨ

をしてきたと自負している定住外国人にとって︑国益を

法裁量の余地を認める﹂と評されているのである︒

⑥﹁アラン︵＝●︾一向コ︶地方選挙権国士訴訟﹂大阪地

判︵一九九四年一月二八日︶

⑤﹁アラン︵国．≧き︶地方選挙権取消訴訟﹂大阪地

る

巡って諸外国と利害が対立する場合に︑日本の国家意思を
確定し︑これに基づき諸外国との外交を直接担当しなけれ
ばならない国政︑すなわち政府レベルの政治への参加はと
もかくとして﹂と︑まずは︑国政レベルでの許容性は少な

ら

この事件は︑二つの訴えが併行してなされている︒一つ

判︵同日︶

住民生活の福祉を図ることを直接の目的とするものが多く︑

は︑前述の④の﹁キム︵金正圭︶地方選挙権訴訟﹂と同じ

い旨を前置きとする︒一方︑﹁その行政機能の内容も地域

また︑国政のそれと比べると政治的色彩も薄い地方公共団
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名簿訴訟といわれる取消訴訟であり︑判決も同じ理由でこ

れを適法としている︒いま一つは︑前述の①の﹁アラン

性﹂を理由に︑﹁憲法一五条一項にいう﹃国民﹄と憲法九

三条二項にいう﹃住民﹄とは同一の概念に基づく﹂と解す︒

と同じ理由で抗弁している︒今回もまた判決は︑この点を

内閣総理大臣︑国務大臣の違法性を原告が訴え︑被告は①

挙法および地方自治法の規定の違憲に基づく︑国会議員︑

公共団体は︑国の領土の一部を区域とし︑その区域内にお

行われることを制度的に保障したものであるところ︑地方

の公共事務がなによりもその地方の住民の意思に基づいて

規定するのは︑民主主義を実行する方式として︑その地方

営に関する事項は︑地方自治の本旨に基づいて定める︑と

というのも︑﹁憲法九二条が︑地方公共団体の組織及び運

判断するまでもなく︑原告敗訴を導いている︒同じ日に出

いてその区域に関する公共事務を行うことを存立の目的と

︵＝・﹀冨昌︶参議院選挙権訴訟﹂と類似の国耳訴訟である︒

された両判決の本案に関する理由づけは同じである︒

主権が国民に存する以上﹂︑﹁国民主権原理﹂から︑憲法一

があって国から独立した存在ではあり得ない﹂からとされ

ほかならず︑地方公共団体と国の間には不可分の関連関係

するのであるから︑その存在は国家の統治体制の一側面に

五条一項の﹁国民﹂は︑﹁国家の構成員としての国民すな

ている︒

第三に︑﹁そもそも選挙権が保障されていない﹂という

ことは︑国家というものの性質上当然というべきである﹂

可分の関係にあるものであるから︑外国人に保障されない

﹁その理由づけが簡略化している﹂と評されており︑﹁極め

る言及はみられなかった︒そこで︑この判決は︑④よりも︑

第四に︑否定説を展開するのみであり︑立法裁量に関す

①と同じ理由で﹁平等﹂条項に違反しないとされた︒

からとされる︒したがって︑﹁国家の性質﹂上当然とする

ける﹂との批判もある︒とりわけ︑定住外国人の地方選挙

て形式的・概念法学的な論理に終始しており︑説得力に欠

第二に︑﹁制度的保障説﹂に立って︑﹁国と地方の同質

根拠として︑マクリーン事件最高裁判決を引用している︒

いう︒しかも︑﹁選挙権を含む参政権は︑国家の主権と不

国籍を有する国民であることを当然の前提としている﹂と

わち︑憲法一〇条を受けて制定された国籍法に基づき日本

︐第一に︑﹁国家が国民によって構成される団体であり︑

今度は︑地方選挙権の行使を定住外国人に認めない公職選
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る韓国国籍の保有者﹂である点にかかわりがあるとの指摘

人あるいは親の日本国籍を否定された﹁歴史的経緯を有す

ス国籍の保有者﹂であり︑後者の原告が︑敗戦とともに本

容となった感がある︒この相異は︑前者の原告が﹁イギリ

権の導入について︑⑤および⑥は︑④よりも︑後退する内

でもない︒したがって︑無名抗告訴訟として考える︒その

行為を前提とする不作為の違法確認訴訟を提起できる場合

ので︑取消訴訟や無効確認訴訟を認める余地はなく︑申請

いないという状態では︑行政処分がなされたとはいえない

して︑いかなるものが考えられるかというと︑登録されて

い理由は見いだせないという︒そこで︑抗告訴訟の規定と

認訴訟は︑登録について法改正を必要とするので︑せいぜ

際︑登録することを求める義務付け訴訟または登録義務確

がなされている︒

⑦﹁イ︵受壷哲︶地方選挙権訴訟﹂福井地響︵一九九
四年一〇月五日︶

の機能も有するので︑通常は︑不登録につき名簿訴訟以外

資格の公証を拒否されたという行政処分に対する救済手続

訴訟であり︑客観訴訟に位置づけられる︒選挙に参加する

は︑選挙人団の構成員を決定するという公の利益に関する

の比較的詳しい判断がなされている︒そもそも︑名簿訴訟

る無名抗告訴訟である︒この判決では︑訴訟形式について

の一方で︑﹁各国の立法状況﹂ゆえに︑﹁市町村レベルでの

規約︶二六条の﹁平等﹂違反は認められない︒第四に︑そ

第三に︑憲法一四条および国際人権規約B規約︵以下︑B

国と地方の同質性ゆえに︑﹁住民﹂は︑国民を前提とする︒

に︑﹁国民﹂とは︑日本国籍を有する者という︒第二に︑

主権原理﹂︑﹁参政権の公務性﹂︑﹁参政権の後国家性﹂ゆえ

本案の争点について︑判決は︑第一に︑伝統的な﹁国民

い違法確認訴訟の限度で許容されるにすぎないという︒

に行政訴訟を提起することは許されていない︒名簿訴訟は

選挙権を一定の外国人に認めることは憲法の許容するとこ

これは︑選挙管理委員会の名簿不登録の違法確認を求め

早期に選挙人団を確定し︑選挙の公正を確保する目的から︑

の実例ではあろう﹂との許容説の立場を明確に打ち出した︒

ろであるとの見解が十分に成り立ち︑実施可能であること

られた趣旨からは︑住民基本台帳に登録されていない外国

したがって︑定住外国人の地方選挙権にとっては︑⑤はも

いわゆる百日裁判とされている︒しかし︑名簿訴訟が設け

人の登録に関する紛争を百日裁判で審理しなければならな
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とより︑④の判決よりも︑コ歩前進﹂する内容であった
り

と評されている︒

いないものだけを＝二条は補充的に保障することになる︒

第六に︑原告は︑﹁代表なきところに課税なし﹂の理念

治過程に参画する権利﹂を内包すると説く︒そして︑・﹁幸

決定に参画し︑自己の意思を表明する権利︑すなわち︑政

第五に︑原告は︑憲法＝二条の幸福追求権が︑﹁政治的

本権を具体的に実現する不可欠の手段として選挙権が保障

う︒したがって︑納税義務者は︑憲法三〇条の﹁納税者基

積極的に是正する権利が保障されなければならない﹂とい

支出が国や地方自治体によってなされた場合には︑これを

は自己が支払った租税の使途を監視し︑違憲・違法な租税

は︑近代立憲民主主義の基本原則であって︑﹁納税義務者

福追求権に基礎づけられる選挙権は︑個人の尊厳の原理と

されなければならない﹂とする︒これに対し︑判決は︑

さらに︑この訴訟は︑以下に述べる憲法＝二条︑三〇条︑

結びつき︑個人の人格的生存に必要不可欠の権利であり︑

﹁右理念が近代立憲民主主義確立のために重要な役割を果

第七に︑原告は︑国際人権規約二五条により︑﹁直接に︑

自己決定と自己実現のための不可欠な基本的人権である﹂︒

判決は︑﹁選挙権が幸福追求権に内包されうるものとして

又は自由に選んだ代表者を通じて︑政治に参与する﹂権利

たしたことは否定できないものの︑憲法三〇条から︑直ち

も︑幸福追求権が憲法第三章に規定される他の個別的人権

を有する主体は︑﹁すべての市民﹂とあり︑﹁国籍を有する

したがって︑﹁選挙権は︑自己が居住する国や地方自治体

と重なる場合には︑その個別的人権の問題として論じるべ

国民﹂となっていないことに着目する︒そζで︑﹁原告ら

に︑納税者には国籍を問わず選挙権が保障されなければな

きであって︑独自に幸福追求権を問題とする必要はない﹂

定住外国人は︑日本社会の住民として定住し︑労働と納税

の政治的決定に従わざるを得ない社会構成員である個人に

という︒この点︑学説にいう保障競合説ではなく︑補充的

を通じて当該社会の維持・発展に寄与し︑地方自治体の政

らないとの結論を導くことはできない﹂という︒

保障説を採用している︒すなわち︑各個別的人権と幸福追

治的決定に従わざるを得ない者である以上︑B規約二五条

対し︑等しく保障されなければならない﹂という︒しかし

求権とが競合関係にあるのではなく︑個別的に列挙されて

国際人権規約B規約二五条の解釈 を 争 う ︒
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によるものであることを明言している﹂︒したがって︑﹁B

する権利を有する﹂と定め︑﹁選挙権の行使が自国民の手

けられた規定﹂である︒同条一項は︑﹁自国の統治に参与

力を具備させるべく︑﹁世界人権宣言二一条に対応して設

五条は︑法的拘束力のない世界人権宣言二一条に法的拘束

の﹃市民﹄に該当する﹂という︒一方︑判決は︑B規約二

し︑自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用

とする︒とはいえ︑判決は︑B規約が﹁自己の文化を享有

欠の権利として必要であり︑保障されなければならない﹂

ティーの人権を確立し︑発展させるためにも選挙権が不可

務である﹂という︒そして︑﹁マイノリティーがマイノリ

ティーを確立し︑発展させることは︑日本政府の国際的義

人の存在とその選挙権についてはなんら言及しておらず︑

する権利﹂を少数民族に保障する規定自体は︑﹁定住外国

﹁すべての市民︵国くΦ蔓〇三N魯︶﹂という用語を使用した

同条によって定住外国人の普通地方公共団体における選挙

規約二五条が国籍を条件とすることを否定する趣旨で﹂︑

ものではない︒この﹁市民︵臼自NΦ嵩︶という用語は︑人

民︵OΦo覧︒︶︑者︵80︶などと異なり︑一般に︑公民権 権を保障することが要請されているということはできな
は

この原告も控訴している︒

い﹂とする︒

て︑B規約二五条の﹁市民﹂に定住外国人を含むと解すこ

⑨﹁アラン︵＝・≧碧︶地方選挙権国賠訴訟﹂大阪三

を有する者という意味で用いられて﹂いることなどからし

とはできないという︒

第四の論点について︑控訴人は︑⑦において︑一定の外

食︵一九九五年一月三一日︶

他方︑判決は︑﹁日本国籍を有しない者については︑そも

国人に地方選挙権を認めるかどうかは﹁立法政策の問題で

第八に︑原告は︑B規約二六条の﹁平等﹂違反をいう︒

そも選挙権が保障されていないのであるから﹂同規定に違

ある﹂と判示した点を批判している︒というのも︑﹁基本

えるべき手段がない者に対し︑その手段の行使を前提とす

策の問題﹄ではない︒しかも﹃参政権﹄という立法府に訴

的人権と位置づけられるべき参政権は︑そもそも﹃立法政

に

反しないとする︒

第九に︑原告は︑﹁旧植民地出身者とその子孫は日本社
会のマイノリティーである﹂として︑B規約二七条から︑

﹁マイノリティーが自らの民族的・文化的アイデンティ
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る﹃立法政策の問題﹄と結論づけることは論理矛盾であ
る﹂からである︒

本件は︑このような判例の流れの中で︑判決が下された︒

とりわけ︑第四の争点において︑﹁永住者等﹂に﹁法律を

権は憲法上保障されていないと判断するものであり︑それ

するのが相当である﹂どされる︒しかも﹁定住外国人参政

提とし︑かつその構成員である国民に保障されるものと解

二項は︑我が国に在留する外国人に対して地方公共団体に

題を生ずるものではない﹂︒しかし︑一方で︑﹁憲法九三条

あって︑・このような措置を講じないからといって違憲の問

るものではな﹂く︑﹁専ら国の立法政策にかかわる事柄で

挙権を付与する措置を講ずることは︑憲法上禁止されてい

もって︑地方公共団体の長︑その議会の議員等に対する選

をもって本件の判断としては十分である﹂︒そこで︑﹁立法

おける選挙の権利を保障したものとはいえない﹂と判示し

高裁判決によれば︑参政権は︑﹁主権︵国家権力︶を直

政策の問題﹂か否かという論点には︑言及していない︒

そこで︑定住外国人の地方選挙権の導入について︑⑦よ

ている︒

政権を認めるべく立法府に働きかけを行っている事実から︑

りも﹁積極的﹂であり︑④よりも﹁明白﹂であると評価さ

係を持つに至ったと認められるもの﹄という強度の定住性

れている︒いわば︑﹁立法政策にすべからく判断を一任し

高裁判決は︑︑この点︑﹁立法府への働きかけ﹂の﹁事実

を必要とするとの要件﹂をどうとらえるかという問題が残

を制限することがいかに不合理で実態に合致しないかを如

が︑直ちに定住外国人に対して地方参政権を認めなければ

る︒立法による具体化にあたって︑﹁本判決が想定してい

たことになる﹂︒とはいえ︑﹁当該区域と﹃特段に密接な関

違憲になることを推認させるものではないことは明らかで

また︑本件最高裁判決の特徴は︑従来の判決が︑マク

あ

あ﹂るとしている︒

年二月二八日︶

⑩﹁キム︵金正圭︶地方選挙権訴訟﹂見学二九九五

る外国人の範囲は︑﹃五年以上の居住﹄といった一部の見
め
解よりもかなり限定的である﹂とも評されている︒

実に示すものである﹂という︒

む

﹁殊に地方議会において︑もはや﹃国籍﹄によって参政権

また︑控訴人は︑多数の地方議会が定住外国人に地方参

接的に行使する権利の一形態であるから︑国家の存在を前
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リーン事件最高裁判決だけを援用していたのに対し︑他の
判例を援用した点にもある︒明確に立法政策の問題である
ことを表明することで︑先端理論を採り入れる反面︑これ
までの司法判断の伝統を継承することを留意する姿勢がみ
られる︒

⑪﹁アラン︵胃≧9︒口︶地方選挙権取消訴訟﹂最判
繼 繻ﾜ年四月二五日︶

この判決は︑⑩とそこに掲げられている地方議会議員選
挙における同一氏名の按分加算︑特別区の区長公選制廃止

判例タイムズ八二五号︵一九九三︶＝二八頁︒名簿訴

をみることにしよう︒

︵1︶

訟の法的性格については︑名取俊也﹁在日外国人地方選挙

権訴訟第一審判決﹂法律のひろば四六巻一一号二九九

中村睦男﹁外国人の地方参政権﹂ジュリスト一〇三六

三︶四六頁以下︒

︵2︶

号︵一九九三︶九七頁︑向井久了﹁定住外国人の地方参政

門田孝﹁選挙権の否定はもはや﹃常識﹄ではない﹂法

権﹂平成五年度重要判例解説︵一九九四︶一九頁︒
︵3︶

︵4︶

判例タイムズ八四八号︵一九九四︶一一七頁︒

横田︑前掲︑四頁︒

学セミナー四七一号︵一九九四︶四四頁︒

︵5︶

初宿正典・時本義昭﹁定住イギリス人の地方選挙権﹂

ある︒何ら実質的な説明はなく︑﹁当裁判所大法廷判決﹂

︵17︶

︵6︶

および参議院議員定数に関する判決の該当頁を示すだけで

の﹁趣旨に徴して明らかである﹂とまことにそっけないも

ジュリスト一〇四五号︵一九九四︶七二頁︒

小林武﹁地方政治における外国人の選挙権⁝ヒッグ

初宿・時本︑前掲︑七四頁︑牧野忠則﹁定住外国人の

八日判決1﹂南山法学一八巻四号︵一九九五︶一七一頁︒

ス・アラン地方政治参政権訴訟大阪地裁一九九四年一月二

︵7︶

のであった︒そこで︑イギリス国籍の永住者の場合には︑

立法裁量論を最高裁が採用していないこととの関連におい
て︑⑩の﹁﹃永住者﹄等とはその前提要件に過ぎず﹂︑十分

︵8︶

地方参政権﹂法学教室一七四号︵一九九五︶一一頁︒

条件ではないとする評価もできる︒⑪の訴訟の弁護団によ
れば︑最高裁は︑定住外国人の地方選挙権ではなく︑在日

︵9︶

岡崎勝彦﹁定住外国人の地方自治体における選挙権﹂

法学教室一七七号︵一九九五︶四六頁︒

︵10︶

判例タイムズ八八一号︵一九九五︶七六頁︒

韓国人のそれとして︑リップサービスをしたとの評価も可
能という︒

以上が︑裁判所の判決の動向である︒つぎに︑学説状況
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︵11︶ 樋口陽一ほか﹃憲法1﹄︵青林書院︑唱九九四︶二六
六頁︒

︵12︶李鎮哲﹁地方参政権への福井からの主張﹂徐竜達編
﹃共生社会への地方参政権﹄︵日本評論社︑一九九五︶三二
九頁︒

︵13︶ 平成六年︵ネ︶第三五三号︒

ついての学説の動向を以下に検討しておこう︒

これまでの学説の論点は︑主として二つの場面︑細かく

法上︑外国人の参政権が禁止されるのか︑許容されるのか︑

みれば五つの場面で対立をみせている︒第一の論点は︑憲

要請されるのかという問題である︒そもそも︑ドイツの学

ついで︑第二の論点として︑外国人の参政権が︑国も地

今日︑否定説︵禁止説︶︑消極的肯定説︵許容説︶および
ヨ
積極的肯定説︵要請説︶の三通りに区別されている︒

る見解がみられる︒この同じ整理方法がさらに名称を変え︑

ついて︑否定説︑許容説︵立法政策説︶︑要請説に整理す

要請説を分けている見解があうた︒ついで︑日本の学説に

エ

︵14︶ 横田︑前掲︑三頁︑田中舘照橘﹁地方公共団体におけ 説を引きながら︑禁止説︵消極説︶︑許容説︵積極説︶と
る定住外国人の参政権﹂法令解説資料総覧一六一号．︵一九

九五︶＝二頁︒
︵15︶ 岡崎︵一九九五︶四七頁︒

︵16︶常本照樹﹁定住外国人に地方選挙権は付与できるか
︹積極︺﹂法学セミナー四八六号︵一九九五︶八三頁︒
︵17︶ 平成六年︵行ツ︶第六五号︒
︵18︶ 岡崎︵一九九五︶四七頁︒

方も認められないか︑地方レベルだけ認められるか︑国も

地方も認められるかという問題が組み合わさる︒外国人の

参政権を全ぐ認めない従来の通説を﹁消極説﹂と呼び︑地

学説の整理

繭

方参政権のみを認める近年の有力説を﹁積極説1﹂とし︑

第四節

本件の原告ば︑地方レベルの選挙権だけを争ったので︑

地方および国政レベルの参政権を承認する説をH積極説

全面禁止・許容・要賄説

地方選挙権だけについて最高裁は︑一定の外国人の参政権

n﹂と分類されている︒この同じ分類を﹁全面的否認説﹂︑

る

を憲法が禁止していないとの判断を示している︒しかしな

﹁部分的承認説﹂および﹁全面的承認説﹂と名づける場合
もある︒

﹀置昌︶参議院選挙権訴訟﹂の最高裁

がら︑﹁アラン︵出

判決では︑国政レベルの可能性を否定している︒この点に
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学説を整理す

国政および地方において外国人の参

この第一の論点と第二の論点を総合して︑

全面禁止説

ると︑つぎのようになる︒

︵ 1︶

政権が︑否定されるのは︑憲法がこれを禁じている

国政および地方において外国人の参

と考える立場である︒

全面許容説

権は︑憲法上︑許容されているにとどまるが︑地方

においては︑憲法上︑要請されていると理解する立
場である︒

さらに︑細かくみれば︑第三の論点として︑外国人の選

挙権と被選挙権が両方否定されるか︑選挙権に限定される

か︑両方肯定されるかという問題も組合わさる︒加えて︑

地方公共団体の長と議会の議員とを区別する第四の論点も

︵11︶
政権が憲法上︑保障されていることを否定するが︑

ある︒そのうえ︑都道府県と市町村を区別する第五の論点

は︑多岐にわたる︒しかしながら︑あまり細かな類型化を

憲法上︑禁止されているわけではなく︑立法政策の

国政および地方において外国人の参

もこれに加わる︒したがって︑予想される学説のパターン

全面要請説

問題として許容する立場である︒

︵ m︶

試みるよりも︑主要な学説の対立を︑前述の六通りに整理

国政において外国人の参政

国政において外国人の参政 うに︑法律を改正して外国人に地方参政権を付与すること

﹃国民主権原理﹄から導かれる︒この場合は︑大石説のよ

この根拠は︑かつての通説を代表した宮沢説のように︑

伝統理論は︵1︶の全面禁止説の立場であったと思われる︒

第一に︑いずれの訴訟の被告および判決も依拠している

類型において整理しながら︑検討することにしよう︒

が適当と思われる︒以下に︑いくつかの学説をこの六つの

政権が肯定されるのは︑憲法がこれを要請している

国政において外国人の参政

し︑その余の問題を今後の課題として︑別に検討すること

国政禁止地方許容説

と考える立場である︒

︵VI︶

権が︑憲法上︑禁止されているが︑地方においては︑

国政禁止地方要請説

立法政策の問題として許容する立場である︒

︵ V︶

権が︑憲法上︑禁止されているが︑地方においては︑

国政許容地方要請説

憲法上︑要請されていると理解する立場である︒
︵IV︶
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務員選定罷免権は﹁国民固有﹂．の権利という﹁他の規定に

述するように別の理解もありうる︒なお︑憲法一五条の公

ることになろう︒とはいえ︑国民主権原理については︑後

の資格を満たす︵たとえば五年以上の居住要件︑ただし納

となる︒そこで︑﹁﹃国民主権﹄原理の再構成により︑一定

﹁人民主権的理解に立てば︑選挙権者は契約参加者の総体﹂

の困難はないと思う﹂とする︒また︑萩原説によれば︾

り

よく練り上げた立法であれば︑参政権を与えるのに憲法上

は見られない特殊な文言を用いている﹂︒しかし︑このこ

税要件はとらない︶外国人に︑あらゆる段階の選挙権・被

は禁止されており︑﹁反って憲法違反の措置とみなされ﹂

とが参政権を日本国民に限る論拠として指摘されるのは適

選挙権が認められる﹂とい先㌍内野説も︑﹁少なくとも定

人にも人権が等しく及ぶか否かを検討する︑今日の通説・

うわけではない︒文言ではなく︑権利の性質により︑外国

外国人にも参政権を認めることがこの文言から不可能とい

曽亘︒︶﹂という意味である︒国民から奪わなければ︑定住

わかるように︑﹁譲り渡すことができな︑い︐︵貯巴δ昌・

﹁限られる﹂という意味ではなく︑憲法の公定英訳からも

挙権を認めるか否かについて︑憲法は沈黙していると理解

とはいえないであろう﹂︒さらに︑戸松説も︑﹁外国人に選

主権原則からみて︑また︑憲法四四条の文言に照らし違憲

付与することも︑治者と被治者の自同性を内実とする国民

らし違憲にはならない﹂という︒そして﹁国政の選挙権を

ることは︑憲法九三条二項の﹃住民﹄という文言などに照

住外国人に対し︑地方公共団体についての選挙権を付与す

第二に︑奥平説は︑︵H︶の全面許容説の立場を表明し

すべきである﹂とい強㌍明確な禁止も要請も憲法から導く

第三に︑浦部説は︑︵m︶の全面要請説である︒結論と

のではなく︑こうした中庸の解釈は︑そのぶん批判の余地

国家社会を構成し当該国家社会に服属するふつうのひと

して︑﹁﹃日本における政治的決定に従わざるをえない生活

ている︒というのも︑﹃国民主権﹄の原則にとって︑﹁国籍

が﹂︑﹁国家意思の最高決定権者であるという点にこそポイ

実態にある外国人﹄すなわち﹃日本に生活の本拠を有する

が狭くなることになろう︒

ントがある﹂︒したがって︑﹁国政・地方いずれを問わず︑

のあるなしはけっして重要ではない﹂からである︒﹁当該

お

判例はここでも適用されるべきである︒

け

切ではないように思われる︒ここでの﹁固有﹂の文言は︑
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外国人﹄︵いわゆる﹃定住外国人﹄︶には︑地方・国政を問

わず︑選挙権および被選挙権を保障すべきである﹂とい翰㌍

その根拠は︑﹃国民主権原理﹄を治者と被治者の同一性と
いう民主主義と同じ意味に理解することにより︑主権者で

岡崎勝彦﹁外国人の地方参政権﹂公法研究五六号︵一

五︶二二i二三頁︒
︵2︶

同﹁定住外国人の地方自治体における選挙権﹂法学教

九九四︶一〇八−一〇九頁︒

︵3︶

室一七七号︵一九九五︶四四一四五頁︒

︵4︶

廣田全男﹁定住外国人の地方参政権に関する覚書﹂都

市問題八六巻三号︵一九九五︶八五−八八頁︒

︵5︶

析﹄︵信山社︑一九九四︶一五七−一六五頁︒

渡辺久丸﹁﹃外国人の人権﹄と日本国憲法一とくに定

ある﹁国民﹂を﹁その政治決定に従わざるを得ないすべて

住外国人の参政権に限定して一﹂同﹃現代憲法問題の分

め

の者﹂と解釈する点にある︒たしかに︑国民主権は﹁君主
主権﹂を否定する概念であり︑そこでいう﹁国民﹂は﹁君
主および封建的特権階層以外の人びと︵人民︶を総称する

宮沢俊義﹃憲法11︹新版︺﹄︵有斐閣︑一九七一︶二四
一頁︒

大石眞前掲︑一七頁︒

︵6︶

者﹂という意味での﹁国民﹂を意味するものではなかった︒

︵7︶

もの﹂であって︑必ずしも﹁外国人﹂に対する﹁国籍保持

この立場は︑①および⑤⑥の原告が依拠するものである︒

宇宿正典﹁外国人と憲法上の権利1とくに定住外国人

五一頁︒

︵9︶

奥平康弘﹃憲法m﹄︵有斐閣︑一九九三︶五五︑六一

萩原重夫﹁憲法上の権利と内外人平等原則﹂愛知県立

︵12︶層萩原重夫﹁﹃外国人の選挙権論﹄の課題﹂法学セミ

大学紀要一七号︵一九八七︶六九頁︒

︵11︶

頁︒

︵10︶

業大学・商経論叢三五巻三号︵一九九五︶二〇四頁︒

権1﹃市民権をもつ永住者︵αΦ三N①昌︶﹄の出現1﹂九州産

拙稿﹁外国人と国民の中間的ステイタスに基づく参政

の︽参政権︾を中心に一﹂法学教室一五二号︵一九九三︶

︵8︶

この見解は﹁魅力的だが難点がある﹂︒というのも︑﹁フラ

ンス革命からナポレオン戦争をへて確立された近代民主
制﹂における﹁国民主権は︑対内的に君主の支配に対抗す
るだけでなく︑対外的に外部の支配に対抗する意義もも﹂

ち︑﹁国籍保持者としての﹃国民﹄および﹃国民国家﹄と
レ

不可分に結びついていた﹂という﹁歴史的事実を軽視して
いる﹂からである︒

︵1︶ 長尾一紘﹁外国人の選挙権﹂法学教室五四号︵一九八
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ナー四八七号︵一九九五︶よ九頁︒

︵13︶内野正幸﹃憲法解釈の論理と体系﹄︵日本評論社︑一
九九一︶八四頁︒

ユ

裁量に委ねられている﹂とする︒

この立場が学界において近年の有力説となっている︒た

とえば︑﹁国民主権原理からみて︑国民が国政に対して直

接ないし間接に参加する権利である参政権を日本国民に限

︵14︶ 戸松︑前掲︑一八一頁︒なお︑全面許容説を﹁立法的

ることは︑権利の性質上認められる合理的な制約である︒

可能説﹂と呼び︑その立場をとるものとして︑青柳幸一・

山越由理﹁定住外国人の参政権 選挙権と被選挙権﹂横浜

なお︑参政権については︑地方公共団体レベルでの選挙権

日本国民に限っている︒これに対レ︑﹁代表的な許容説と

説に近い立場でありながら︑憲法九三条二項の﹁住民﹂は︑

立場に近いことはすでにみた︒しかし︑この判決が︑許容

ヨ

本件⑦の最高裁判決が近年の有力説であるとされるこの

るものと解される﹂とい㍗

外国人にも参政権を認めることは立法政策に委ねられてい

や住民の直接請求権については︑地域共同体の一員として

国際経済法学四巻一号︵一九九五︶四八−五五頁︒
︵15︶ 浦部法穂﹁﹃外国人の参政権﹄．再論﹂憲法理論研究会

編﹃人権理論の新展開﹄︵敬文堂︑一九九四︶四七頁︒

︵61︶ 浦部法穂﹁憲法と﹃国際人権﹄1﹃外国人の参政権﹄
を中心にi﹂国際人権一号︐︵一九九〇︶二六−二七頁︒

︵17︶廣田全盛﹁定住外国人の地方参政権に関する覚書﹂都
市問題︵一九九五︶八六頁︒

国 政と地方を区別する説

しての長尾説が同項の﹃住民﹄概念自体に外国人を含ませ

民﹂には︑﹁外国人を含むものではない﹂と否定する一方︑

しろ地方選挙権に関しては︑要請説の側面をもっていたこ

ある︒この点の解明については︑もともとの長尾説は︑む

る

て解釈する点において︑両者は異なっている﹂との評価が

憲法一条の国民主権原理も﹁外国人の地方議会議員選挙権

方は要請する説であったと思われる︒というのも︑同九三

第五に︑旧長尾説は︑︵V︶の国政は禁止しながら︑地

とに留意する必要がある︒

憲法の許容するところであり︑その当否の判断は︑国会の

﹁地方議会議員選挙に外国人を参加させることは︑日本国

を排除するものではない﹂という点にある︒したがって︑

は許容する説である︒その要点は︑憲法九三条二項の﹁住

第四に︑長尾説は︑・︵VI︶の国政は禁止しながら︑地方

二
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ではな﹂く︑体系解釈から同一条の﹁国民主権原理との関

条二項の文言解釈からは﹁必ずしも外国人を排除するもの

説とは︑現行の公職選挙法や地方自治法の違憲を唱える

政許容地方要請説の立場に近い︒ただし︑この場合の要請

余地はある﹂としている︒なお︑荻野説もこの︵IV︶の国

六つの類型方法には︑必ずしもなじまない︒まず︑国政に

る︒その限りで︑︵H︶の全面許容説にも近く︑上述した

﹁違憲説﹂ではなく︑﹁政治的義務説﹂と呼ばれるものであ

係で何らの不都合も生じない﹂し︑目的論的解釈からは︑

﹁地方自治の原則は︑外国人の地方議会選挙権をむしろ要
請するものとみなすことができる﹂との解釈手法を示して
いたからである︒

で形式的に理解された平等原則の解釈に合致することが証

国人たる住民を日本国民たる住民と区別する措置が︑厳格

ベルの外国人選挙権を導入できる﹂とする︒しかも︑﹁外

の体系解釈から︑﹁憲法を改正することなく地方自治体レ

条一項と九三条二項は︑一般法と特別法の関係にある﹂と

なものととして使用されていた﹂歴史的解釈と﹁憲法一五

いう概念は︑行政法上︑明治憲法下でも︑国籍とは無関係

に近いものと思われる︒まず︑九三条二項の﹁﹃住民﹄と

人の実態に着目すれば︑早急に︑少なくとも︑地方参政権

れに対して︑地方については︑﹁現在の国際社会と︑外国

能﹂という表現は︑許容説に一般的であると思われる︒こ

の記述は︑要請説か︑許容説か不明確である︒﹁憲法上可

国民がもっことと何ら矛盾するものではない﹂という︒こ

に割り当てる決定をすることは︑公務員の終局的任免権を

民を代表する議会が︑国会議員の一定数を﹃定住外国人﹄

めていくことは︑国民主権の権利上可能なことである︒国

日本国民に準じる立場にある人にできるだけ広く権利を認

ついては︑﹁公務員の終局的任免権を国民が持ちながら︑

明できるのでなければ︑現行の法律は違憲ということにな

を承認する措置を講じるべきことが政府の政治的義務にま

第六に︑高田説は︑︵IV︶の国政許容地方要請説の立場

り︑外国人住民にも選挙権が与えられなければならないの

階では︑公選挙法︑自治法をただちに違憲とは判断しない

で達していると解するものである︒この立場からは︑現段

る﹂ことの意義は明らかではなく︑﹁立法者が︑憲法を改

が︑できるだけ早く外国人参政権︵とくに地方参政権︶を

である﹂という︒他方︑四三条一項の﹁全国民を代表す

正することなしに︑外国人の国会議員選挙制度を導入する
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保障すべきものと解することになる﹂とい麓㌍したがって︑

地方のレベルでは︑政治的義務としての要請が明確に打ち
出されている︒

︵1︶ 長尾一紘﹁外国人の地方議会選挙権﹂徐編︵一九九
・五﹀一二ニー一二三頁︒

︵2︶．野中俊彦ほか﹃憲法1﹄︵有斐閣︑一九九二︶二一一
一二一二頁︒同様の見解として︑樋口陽一﹃憲法﹄︵創文
社︑一九九二︶一七七頁︒

︵3︶ ただし︑憲法が保障していないということは︑禁止を

意味するものでないと理解する場合には︑先程みたように
﹁アラン︵国・≧雪︶参議院選挙権訴訟﹂最高裁判決におい

ても︑最高裁は︑国政レベルを禁止していることを意味妙
ないという指摘もある︒そこで︑本件判決も︑︵11︶の全
面許容説に立つものと整理する余地も全くないわけではな

五︶二五−二六頁︒

とくに︑萩野芳夫﹁外国人の定住と政治的権利﹂徐編

︵6︶高田篤﹁外国人の選挙権﹂法律時報六四巻一号九二頁︒
︵7︶

︵一九九五︶一七七頁︒なお︑同﹃基本的人権の研究﹄︵法

律文化社︑一九八九︶二五五頁では︑︵VI︶の国政禁止地

同﹁定住外国人選挙権訴訟上告審判決﹂判例時報一五

方許容説に近い︒

︵8︶

永住市民権説

四〇号︵一九九五︶一六一−一六二頁︒

第五節

と層ころで︑本件の原告側の鑑定意見を書いている江橋説

の主張は︑もともと︑参政権を認めうる外国人のカテゴ

リーを三つに分け︑二つの命題を立てているので︑やや複

雑である︒まず︑江橋説の第一命題は︑﹁永住権を持って

おり︑しかも国籍国での選挙への参加が期待できない在日

い︒

︵4︶判例時報一五二三号︵一九九五︶五一頁︒なお︑長尾

の旧植民地出身者の選挙権・被選挙権の剥奪は違憲と考え

二命題は︑さらにダブルスタンダードの基準を適用する︒

いては︑︵m︶の全面要請説である︒ついで︑江橋説の第

る︒したがって︑第一カテゴリーの在日韓国・朝鮮人につ

られる﹂とし︑国籍法または公職選挙法の改正を促してい

一紘﹁外国人の人権−選挙権を中心として一﹂芦部信喜編
﹃憲法の基本問題﹄︵有斐閣︑一九八八︶一七七一一七八頁

では︑﹁要請﹂という表現は消えたものの︑まだ︑憲法
﹁九三条における﹃住民﹄概念は︑必ずしも外国人を排除
するものではない﹂との文理解釈を行っていた︒
︵5︶ 長尾一紘﹁外国人の選挙権﹂法学教室五四号︵一九八
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地方選挙権が︑認められるべきである﹂としながら︑この

なくとも一定地域での居住が相当の期間に達したときには

に達した場合には中央・地方の選挙権が︑そこまでいたら

ては︑その滞在が︑生活の本拠を日本に移したという程度

いわゆる在日の旧植民地出身者﹁以外の長期滞在者につい

﹃国籍﹄なき﹃生活の本拠﹄者とをあわせて国民主権でい

という指標では不都合になったから﹂︑﹁﹃国籍﹄保有者と

日では︑﹁主権者の存否を識別する指標として﹂︑﹁﹃国籍﹄

ではな﹂く︑一八・一九世紀と違い︑国際移動の進んだ今

的な決定権を持つべきであるという平明な原理以上のもの

ヨ

ゴリーの相当の期間の滞在者については︑おそらく︵VI︶

全面許容説である︒最後に第二命題の後半から︑第三カテ

リーの在日でない﹁生活の本拠﹂者については︑︵H︶の

る︒したがって︑この第二命題の前半により︑第ニカテゴ

か︑生活の本拠を日本に有するか否かの認定をどうするか︑

く︑一律に出身地ごとに区別することが合理的であるか否

不明確である︒日本の植民地政策との関連性を問うことな

このような三類型に分ける場合の制度的メルクマールは︑

理念的には︑こうした区別も可能であろうが︑実際上︑

う﹃国民﹄と理解﹂することになる︒

の国政禁止地方許容説に整理することができるように思わ

複雑な問題を多く抱えることにならないであろうか︒やは

場合は﹁現在の制度を違憲無効とするものではない﹂とす

れる︒この説の根拠としては︑まず︑﹁個人の幸福追求の

り︑﹁永住権﹂をもっていることを拠り所とするのがよい︒

参政権の前提と考える︒今後も日本に永住する者は︑日本
る
に対する政治的決定に責任を負いうる︒この場合︑︵H︶

認めるような永住権の拡充をめざしながら︑この永住権を

き︑引き続き日本に永住する意思のある者には︑永住権を

そこで︑自説の永住市民権説は︑生活の本拠を日本に置

一部﹂としての﹁参政権の人権性﹂が指摘され︑とりわけ

在日韓国・朝鮮人の場合には︑参政権を認めないことが
﹁自己実現の機会を奪っているという意味での人権侵害の
要素が強いこと﹂があげられる︒ついで︑最大の根拠は︑

﹁すべての人間に︑地域住民︑国民︑地球市民という三層
で政治的な自己決定︑自己実現を保障する政治システム﹂

の全面要請説に近いが︑理由づけと具体化の方法の多様性
において異なる︒
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というのも︑根拠条文として︑憲法＝条および同九七
．条の﹁将来の国民﹂にも基本的人権を保障する点に着目す

ロックが信託理論を考案した時代は︑明示の社会契約を

する︒この点︑永住者の参政権が国民主権原理と抵触しな

り︑永住市民としての国籍によらない新しい市民権を取得

定める基本的人権としての公務員の選定権をもつことによ

るからである︒将来の国民としての永住者は︑同一五条の

の国の臣民となることはないという︒このロックのデニズ

おいて︑その施政に服すべき義務を負うのではあるが︑そ

示の同意を与えており︑﹁永住市民︵αo巳N①ロ︶﹂の程度に

活し︑特権と保護とを享有することによって︑外国人は黙

いもよらなかったであろう︒一生涯他国の政府のもとに生

していない﹁外国人﹂を︑国の臣民とすることなどは︑思

いのは︑そもそも﹁過去︑現在および将来の国民﹂が主権

に応える方法としては別の道もあるゆたとえば︑永住市民

から︑同＝条および九七条の基本的人権の具体化の要請

る議論も︑日本に限らず︑ヨーロッパ諸国にも根強いこと

また︑国民主権原理から国政レベルは認められないとす

さらに︑国籍によらない新たな市民権の構想が問題となる

利と義務を含む黙示の契約に由来するステイタスが導かれ︑

と同じであるというのではない︒いまや︑市民と対等の権

に服従の点でこの外国人は︑かつてのイギリスのデニズン

形態が君主への忠誠ではなく︑国籍に移行した今日︑たん

︵10︶

ンシップの概念を現代に再定式化するのがスウェ〜デンの

権の構想は︑同九三条から導かれる﹁住民﹂の地方参政権

のである︒

︵1︶

︵3︶

︵2︶

江橋崇﹁定住外国人の地方参政権と民主主義﹂同一

同一九七一一九八頁︒

江橋崇﹁外国人の参政権﹂芦部古希記念﹃現代立憲主

国籍請求権を実質的に保障することにより︑完全な基本的

義の展開︵上︶﹄︵有斐閣︑一九九三︶一九九頁︒

の信託を具体化する道筋は︑多様である︒

条の明文上︑将来の国民の参政権も要請されているが︑こ

ア

人権を保障する方策もありうる︒いずれにせよ︑憲法九七

化の要素を重視することなく︑将来の国民である永住者の

に限定しながら︑立法政策上︑二重国籍を承認するなど同

︑

者であるという伝統的な理解の上でも︑将来の国民を主権

トマス・ハンマーであると評されている︒しかし︑同意の

（3−4
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者 と す ることは可能だと考えるか ら で あ る ︒

ね
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︵4︶ 拙稿﹁人権と外国人の参政権﹂九州産業大学・商経論

︵一九九五︶七四−七五頁︒
冒b・＝王孫︒

︵9︶↓・＝①ヨヨ貰UΦヨ8轟︒︽①＆普ΦZ豊8ω鼠叶ρお㊤ρ

敦︶

︵10︶国﹂W︒︒二げα︒ぎ日﹁きω爵鉱︒卍巴Ω欝Φづω甑冒しO逡も語・

︵近藤

叢三六巻一号︵一九九五︶一五九頁︒

︵5︶ 拙稿﹁外国人と国民の中間的ステイタスに基づく参政
権1﹃市民権をもつ永住者︵匹①巳NΦ昌︶﹄の出現一﹂九州産

業大学・商経論叢三五巻三号︵一九九五︶二〇五−二一一
頁︒

︵6︶ 拙稿﹁国民主権・民主主義・住民自治のトリレンマ

ー永住市民の参政権1﹂九州産業大学・商経論叢三六巻四
号︵一九九六︶︒

︵7︶ 拙稿﹁永住市民権の立法政策上の課題一﹁外国人﹂参

いい︒警ρ↓げ●一●Ooo評︵①α・γ↓≦o↓お餌鉱ωΦωoh

政権の具体化1﹂九大法学七一号︵一九九六︶︒
︵8︶

Oo＜①∋∋①コ戸一㊤刈心も．μ︒︒ω．鵜飼信成訳﹃市民政府論﹄︵岩波

書店︑一九六八︶一二六頁では︑αΦ巳N雪は﹁住民﹂と訳
されている︒奇しくも︑日本国憲法九三条所定の地方選挙

権者たる﹁住民﹂に日本の﹁デニズン︵永住市民︶﹂を含
むことができるかがいま問題とされているのである︒なお︑

○︶二七〇頁および鈴木秀勇訳﹁統治論第二篇﹂﹃世界大

宮川透訳﹁統治論﹂﹃世界の名著32﹄︵中央公論社︑一九八

思想全集8﹄︵河出書房︑一九五五︶一二五頁では︑デニ
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とができるかも︑また問題である︒

務員の選定権者である﹁国民﹂に日本の永住市民を含むこ

ズンを﹁国民﹂と訳している︒日本国憲法一五条所定の公
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