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第 2 回 憲法 天皇、統治 

（合格テキスト 002，003，023～037 過去＆厳選問題集 1，15～20） 

 

 

 

 

 

 

 

1.天皇の国事行為   重要度★☆☆   合 003  問１ 

 天皇は、日本国の象徴です。天皇の国事行為を中心におさえておきましょう。 

 
 

国
事
行
為 

①内閣総理大臣の任命 ②最高裁判所長官の任命 ③憲法改正、法律、政令及び条約

を公布すること ④国会を召集すること ⑤衆議院を解散すること ⑥国会議員の

総選挙の施行を公示すること ⑦国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並

びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること ⑧大赦、特赦、減刑、刑

の執行の免除及び復権を認証すること ⑨栄典を授与すること ⑩批准書及び法律

の定めるその他の外交文書を認証すること ⑪外国の大使及び公使を接受すること 

⑫儀式を行うこと 

過 次のア～オの記述のうち、憲法上、天皇の国事行為として認められていないものはい

くつあるか。  

ア、内閣総理大臣の指名 

イ、憲法改正、法律、政令及び条約の裁可 

ウ、国務大臣の任免 

エ、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の決定 

オ、衆議院の解散  

→ア、イ、ウ、エの４つ。（18-4）合 003 参照。 

 

2.国会の地位   重要度★★★   合 023 

 国会は唯一の立法機関であり、「唯一」の意義が問題となります。 

国会中心立法の原則の例外 ①両議院の議院規則 ②最高裁判所規則 ③政令 ④条例 

国会単独立法の原則の例外 地方自治特別法制定のための住民投票 

過 国会は、国の唯一の立法機関であるが、地方公共団体も法律の範囲内で条例を制定す

ることができる。 

→○ （11-23-2） 

 

天皇、統治分野では条文知識が重要です。キーポイントとなる語句や数字を中心にしっか

りと読み込みましょう。また、「国会」「内閣」「裁判所」からの出題が多いので「国会」

「内閣」「裁判所」を中心に学習しておきましょう。判例については「裁判所」を中心に

重要判例について確認しましょう。 
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3.衆議院の優越   重要度★★★   合 024，025  問 15 

 衆議院には参議院に優越した地位が認められています。 

衆議院のみ認められるもの ①予算先議権、②内閣不信任決議権 

衆議院が参議院に優越するもの ①法律案の議決、②予算の議決、③条約締結の承認、④

内閣総理大臣の指名 

過 衆議院と参議院との関係においては、法律案の議決、予算の議決、条約締結の承認及

び内閣総理大臣の指名についていずれも衆議院の優越が認められている。 

→○ （11-23-3） 

4.国会議員の地位   重要度★★★   合 026  問‐ 

 国会議員には、議員活動を円滑に行うため「歳費受領特権」「不逮捕特権」「免責特権」

の 3 つの特権が認められています。 

歳費受領特権 減額することも可能。 

不逮捕特権 院外の現行犯逮捕、議院の許諾がある場合は逮捕される。 

免責特権 院内責任は問われうる。 

過 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に

逮捕された議員は、開会後直ちにこれを釈放しなければならない。 

→× （24-4-2） 

5.国会の活動   重要度★★★   合 027  問 16 

 国会には「常会」「臨時会」「特別会」の 3 つの会期があります。 

常会の召集時期 年 1 回毎年 1 月中に召集される。 

臨時会が召集される場合 ①臨時の必要があるとき、②いずれかの議院の総議員の 4 分

の 1 以上の要求があるとき、③参議院議員の通常選挙、④衆

議院議員の任期満了による総選挙が行われたとき 

特別会が召集される場合 衆議院が解散後、総選挙がされた場合 

過 いずれかの議院の総議員の 5 分の 1 以上の要求があった場合は、内閣は、国会の臨時

会の召集を決定しなければならない。 

→× 憲法 53 条参照。（10-23-4） 

6.議院の会議   重要度★★☆   合 028 

 議決等の種類に応じて要件が異なっています。 

定足数 各議院の総議員の 3 分の 1 以上 

臨時会の召集要求 いずれかの議院の総議員の 4 分の 1 以上 

憲法改正の発議 各議院の総議員の 3 分の 2 以上 

表決の会議録への記載 出席議員の 5 分の 1 以上 

出席議員の 3 分の 2 以

上の多数決 

①資格争訟裁判で議員議席を失わせる議決、②秘密会を開く議決、

③院内の秩序を乱した議員の除名の議決、④法律案の再可決 
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過 日本国憲法における国会に関する次の記述のうち、出席議員の 3 分の 2 以上の多数に

よる議決を必要とするものはいくつあるか。 

ア、憲法の改正を発議するとき。 

イ、秘密会を開くとき。  

ウ、議員を除名するとき。  

エ、議員の資格に関する争訟の裁判により、議員の資格を失わせるとき。  

オ、条約の締結を承認するとき。 

→イ、ウ、エの３つ。（8-22） 

 

7.議院の権限   重要度★★★   合 029 

 国会の権限と議院の権限は異なっているので注意しましょう。 

国会の権限 ①条約の承認 ②予算の議決 ③内閣総理大臣の指名 ④弾劾裁判所の設置

⑤法律の制定 ⑥憲法改正の発議 

議院の権限 ①逮捕された議員の釈放要求 ②議院規則制定 ③秘密会の開催 ④資格争

訟の裁判 ⑤懲罰 ⑥役員選任 ⑦国政調査 ⑧大臣出席要求 

過 日本国憲法によって認められる「議院の権能」として、誤っているものはどれか。 

1. 国政調査権の行使  

2. 議院規則の制定  

3. 議員に対する懲罰  

4. 議員の資格争訟の裁判  

5. 弾劾裁判所の設置  

→５ （14-4） 

8.内閣の組織   重要度★★★   合 030，032 

 内閣総理大臣と内閣の権限は異なっているので注意しましょう。 

内閣総理大臣の権限 ①国務大臣の任免権 ②議案を国会に提出すること ③一般国務及

び外交関係について国会に報告すること ④行政各部を指揮監督す

ること ⑤法律・政令に連署すること ⑥国務大臣の訴追に対して

同意を与えること ⑦閣議を主宰すること ⑧内閣総理大臣・主任

の国務大臣の臨時代理を指定すること 

内閣の権限 ①法律の誠実な執行と国務の総理 ②外交関係の処理 ③条約の締

結 ④官吏に関する事務の掌理 ⑤予算の作成 ⑥政令の制定 ⑦

大赦・特赦・減刑・刑の執行の免除及び復権の決定 ⑧天皇の国事

行為に対する助言と承認 ⑨最高裁判所長官の指名 ⑩最高裁判所

長官以外の裁判官の任命 ⑪国会の臨時会の召集の決定 ⑫予備費

の支出 ⑬決算の提出及び財産状況の報告 ⑭衆議院の解散の決定 

⑮参議院の緊急集会の求め 
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過 日本国憲法における次の記述のうち、Ａ欄に内閣の権能が、Ｂ欄に内閣総理大臣の権

能がそれぞれ正しく記述されている組合せはどれか。 

        Ａ欄             Ｂ欄  

1. 予算の作成       法律の誠実な執行と国務の総理  

2. 条約の締結       国務大臣の訴追に対する同意  

3. 国会の召集       官吏に関する事務の掌理  

4. 外交関係の処理     批准書の認証  

5. 行政各部の指揮監督   参議院の緊急集会の請求  

→２ （7-22） 

 

9.衆議院の解散と内閣総辞職   重要度★★★   合 031  問 17 

 衆議院は参議院と異なり解散することができます。 

内閣が総辞職する必要がある場合 ①内閣不信任決議が可決または信任の決議が否決され

た場合に 10 日以内に解散しない場合、②内閣総理大

臣が欠けた場合、③衆議院議員総選挙後にはじめて国

会の召集があった場合 

参議院は、内閣不信任決議をする

ことができるか。 

できるが、政治的効果を有するにすぎない。 

過 内閣の「責任」のとり方は任意かつ多様であるべきなので、日本国憲法の下で総辞職

が必要的に要求されることはない。 

→× （24-3-4） 

 

10.司法権   重要度★★★   合 033  問 18 

 日本国憲法は、行政事件の裁判も含めてすべての裁判作用を司法権とし、これを通常裁

判所に属するものとしています。 

法律上の争訟とは 具体的な争訟について、法を適用することによって終局的に解決で

きるもの。 

法律上の争訟であっ

ても、裁判所の審査

の対象とされないも

の 

①憲法自身が明文で例外を認めている場合（議員の資格争訟裁判、

裁判官の弾劾裁判）、②自律権に属する行為、③自由裁量行為（逸脱・

濫用がある場合を除く）、④国際法上の限界、⑤部分社会の法理、⑥

統治行為 

過 具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争であっても、宗教上の教義に関する判

断などが必要で、事柄の性質上法令の適用により解決するのに適しないものは、裁判

所の審判の対象となりえない。 

→○ （19-5-5） 
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過 衆議院の解散がいかなる場合に許されるかは、裁判所の判断すべき法的問題であるの

に対して、これを行うために憲法上必要とされる助言と承認の手続に瑕疵があったか

否かは、国家統治の基本に関する政治的な問題であるため、裁判所の審査権は及ばな

い。→× （19-5-4） 

 

11.裁判所の組織   重要度★★★   合 034 

 裁判所には、最高裁判所と下級裁判所（高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁

判所）があります。 

官職 指名権者 任命権者 

最高裁判所長官 内閣 天皇 

最高裁判所長官以外の裁判官 最高裁判所 内閣 

下級裁判所裁判官 最高裁判所 内閣 

過 裁判官の身分保障に関連して、下級裁判所の裁判官の任期は 10 年であり、仮に再任

されたとしても、法律の定める年齢に達したときには退官するものとされている。 

→○ 憲法 80 条 1 項参照。（17-6-3） 

 

12.裁判官の身分保障   重要度★★★   合 035 

 裁判官には、司法権の独立という観点から強力な身分保障が認められています。 

最高裁判所裁判官の身分喪失事由 下級裁判所裁判官の身分喪失事由 

①罷免（職務不能の裁判、公の弾劾、国民審

査） 

②定年（70 歳） 

①罷免（職務不能の裁判、公の弾劾） 

②定年（簡易裁判所裁判官は 70 歳、それ

以外は 65 歳） 

③任期満了後再任されない場合。 

過 最高裁判所の裁判官は、国民審査又は弾劾裁判所の裁判によらなければ罷免されない。  

→× （11-25-2） 

過 最高裁判所の裁判官は、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙のうち、その

任命後最初に行われる選挙の際に国民審査に付される。 

→× （11-25-3） 

 

13.最高裁判所の権限   重要度★★★   合 036  問 19 

 最高裁判所の権限の中では違憲審査権が重要です。 

違憲審査の意味は？ 付随的違憲審査制 

下級裁判所も違憲審査できるか。 できる。 

条約にも違憲審査権は及ぶか。 一見極めて明白に違憲無効と認められない

限り及ばない。 

違憲無効の効力は当該事件のみか。 当該事件のみ（個別的効力説）。 
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過 裁判所が具体的事件を離れて抽象的に法律命令等の合憲性を判断できるという見解に

は、憲法上および法令上の根拠がない。 

→○ （14-5-1） 

過 憲法第 81 条の列挙事項に挙げられていないので、日本の裁判所は、条約を違憲審査

の対象とすることはできない。 

→× （14-5-2） 

 

14.財政   重要度★☆☆   合 037  問 20 

国会の予算の増額修正権について限界はあるか問題となります。（減額修正はどの説から

も自由です。） 

予算行政説 増額修正は、認められない。 

予算国法形式説 予算の同一性を損なうような大規模な増額修正は認められない。 

予算法律説 自由に修正できる。（限界はない。） 

過 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、

その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。 

→○ 憲法 90 条 1 項参照。（24-5-3） 

過 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責

任でこれを支出することができる。 

→○ 憲法 87 条 1 項参照。（24-5-4） 

 

15.重要判例   重要度★★★   合 007  問 5 

(1)平成 21 年 8 月 30 日施行衆議院議員選挙定数不均衡訴訟（最判平 23．3．23） 

 

 

 

 

 

 

違憲状態か 選挙当時、本件選挙区割りの下で生じていた選挙区間の投票価値の較差は最

大 2.304 倍に達しており、その主要な原因である本件区割基準のうち 1 人

別枠方式に係る部分は、憲法の投票価値の平等の要求に反するに至ってお

り、同基準に従って改定された本件区割規定の定める本件選挙区割りも、憲

法の投票価値の平等の要求に反するに至っていた。 

違憲か いずれも憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとは

いえず、本件区割基準規定及び本件区割規定は憲法 14 条 1 項等の憲法の

規定に違反しない｡ 
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(2)平成 22 年 7 月 11 日施行参議院議員選挙定数不均衡訴訟（最判平 24．10．17） 

※違憲状態（衆議院 2．3 倍、参議院 5 倍）＋合理的期間経過＝違憲 

違憲状態か 選挙当時の較差最大 5.00 倍が示す選挙区間における投票価値の不均衡は、

投票価値の平等の重要性に照らしてもはや看過し得ない程度に達しており、

違憲状態に至っていた。 

違憲か 参議院議員の選挙制度の仕組み自体の見直しの必要性を指摘したのは本件

選挙の約 9 か月前のことであり、選挙制度の仕組み自体の見直しについて

は、参議院の在り方をも踏まえた高度に政治的な判断が求められるなど検討

に相応の時間を要すること、参議院において制度改革の検討が行われていた

ことなどを考慮すると、本件選挙までの間に本件定数配分規定を改正しなか

ったことが国会の裁量権の限界（合理的期間）を超えるものとはいえず、本

件定数配分規定は憲法に違反しない。 


