
日弁連総第２０８号

２０１２年（平成２４年）３月２８日

内閣総理大臣 野 田 佳 彦 殿

日本弁護士連合会

会長 宇都宮 健 児

勧 告 書

当連合会は，貴職に対し，以下のとおり勧告します。

第１ 勧告の趣旨

当連合会は，２００２年（平成１４年）７月３０日，海外に在住する日本国民

に最高裁判所裁判官の国民審査権の行使が認められていない件につき，人権救済

申立てを受けて，これは憲法１５条に由来する主権者たる海外在住日本国民の国

民審査権を故なく奪うもので人権侵害に該当するので，海外在住日本国民が最高

裁判所裁判官の国民審査権を行使できるよう，衆議院及び参議院は速やかに公職

選挙法，最高裁判所裁判官国民審査法等の所要の法改正を行い，関係機関は国会

による法改正に積極的に協力することを勧告しました。

しかしながら，その後，所要の法改正は行われず，２０１０年（平成２２年）

１０月１日現在，海外在住の日本国民は１１４万３３５７人であり，推定審査投

票権者はその約７５％で約８６万人とみられるところ，それらの日本国民は最高

裁判所裁判官の国民審査権を全く行使できない状況にあります。他方，２００５

年（平成１７年）９月，最高裁大法廷が在外国民が１９９６年１０月に行われた

衆議院議員選挙における選挙権を一切行使できなかったことは憲法１５条１項，

， ， （ ）４３条１項 ４４条ただし書に違反すると判示し また２０１１年 平成２３年

４月２６日，東京地裁が，２００９年の段階で，在外邦人が，最高裁判所裁判官

の国民審査において投票できる制度を創設する立法措置をとらなかったことは憲

法上重大な疑義があると判示するという司法からの警告も続いています。

以上の大きな情況の変化があるにもかかわらず，国（総務省）は，最高裁大法

廷判決の趣旨に従い２００６年（平成１８年）６月の公職選挙法を改正し，その

後に行われた衆議院ないし参議院で，小選挙区選挙，選挙区選挙も含めた全面的



な在外選挙を実施したものの，その成果を最高裁判所裁判官国民審査投票に採り

入れることをせず，公職選挙法４９条７項においてファクシミリによって洋上投

票が実施されていることを参考にしてファクシミリを活用した投票制度を検討せ

ず，国民審査投票の様式を最高裁判所裁判官国民審査法１６条１項の点字投票を

参考に筆記式の投票様式に変更することも検討せず，単なる技術的理由を挙げて

海外在住日本国民の国民審査投票の実現を図る努力をせず，しかも今後もこれら

を検討する考えのないことを明らかにしています。

また，衆議院及び参議院は，上記２００２年（平成１４年）勧告や上記２００

（ ） 。５年 平成１７年 最高裁大法廷判決の判旨を真摯に検討した形跡はありません

これら国の不作為は，主権者たる海外在住日本国民の憲法１５条等に由来する

最も基本的かつ重要な権利である最高裁判所裁判官の国民審査権を故なく奪うも

のであり，著しい人権侵害に該当するものです。

よって，当連合会は，上記２００２年勧告に続き，海外在住日本国民が一日で

も早く最高裁判所裁判官の国民審査権を行使できるよう，衆議院及び参議院は速

やかに公職選挙法，最高裁判所裁判官国民審査法等の所要の法改正を行い，関係

機関は国会による法改正に積極的に協力することを改めて強く勧告します。

第２ 勧告の理由

別紙２０１２年（平成２４年）３月１５日付け「調査報告書」記載のとおり。



日弁連総第２０８号

２０１２年（平成２４年）３月２８日

総務大臣 川 端 達 夫 殿

日本弁護士連合会

会長 宇都宮 健 児

勧 告 書

当連合会は，貴職に対し，以下のとおり勧告します。

第１ 勧告の趣旨

当連合会は，２００２年（平成１４年）７月３０日，海外に在住する日本国民

に最高裁判所裁判官の国民審査権の行使が認められていない件につき，人権救済

申立てを受けて，これは憲法１５条に由来する主権者たる海外在住日本国民の国

民審査権を故なく奪うもので人権侵害に該当するので，海外在住日本国民が最高

裁判所裁判官の国民審査権を行使できるよう，衆議院及び参議院は速やかに公職

選挙法，最高裁判所裁判官国民審査法等の所要の法改正を行い，関係機関は国会

による法改正に積極的に協力することを勧告しました。

しかしながら，その後，所要の法改正は行われず，２０１０年（平成２２年）

１０月１日現在，海外在住の日本国民は１１４万３３５７人であり，推定審査投

票権者はその約７５％で約８６万人とみられるところ，それらの日本国民は最高

裁判所裁判官の国民審査権を全く行使できない状況にあります。他方，２００５

年（平成１７年）９月，最高裁大法廷が在外国民が１９９６年１０月に行われた

衆議院議員選挙における選挙権を一切行使できなかったことは憲法１５条１項，

， ， （ ）４３条１項 ４４条ただし書に違反すると判示し また２０１１年 平成２３年

４月２６日，東京地裁が，２００９年の段階で，在外邦人が，最高裁判所裁判官

の国民審査において投票できる制度を創設する立法措置をとらなかったことは憲

法上重大な疑義があると判示するという司法からの警告も続いています。

以上の大きな情況の変化があるにもかかわらず，国（総務省）は，最高裁大法

廷判決の趣旨に従い２００６年（平成１８年）６月の公職選挙法を改正し，その

後に行われた衆議院ないし参議院で，小選挙区選挙，選挙区選挙も含めた全面的



な在外選挙を実施したものの，その成果を最高裁判所裁判官国民審査投票に採り

入れることをせず，公職選挙法４９条７項においてファクシミリによって洋上投

票が実施されていることを参考にしてファクシミリを活用した投票制度を検討せ

ず，国民審査投票の様式を最高裁判所裁判官国民審査法１６条１項の点字投票を

参考に筆記式の投票様式に変更することも検討せず，単なる技術的理由を挙げて

海外在住日本国民の国民審査投票の実現を図る努力をせず，しかも今後もこれら

を検討する考えのないことを明らかにしています。

また，衆議院及び参議院は，上記２００２年（平成１４年）勧告や上記２００

（ ） 。５年 平成１７年 最高裁大法廷判決の判旨を真摯に検討した形跡はありません

これら国の不作為は，主権者たる海外在住日本国民の憲法１５条等に由来する

最も基本的かつ重要な権利である最高裁判所裁判官の国民審査権を故なく奪うも

のであり，著しい人権侵害に該当するものです。

よって，当連合会は，上記２００２年勧告に続き，海外在住日本国民が一日で

も早く最高裁判所裁判官の国民審査権を行使できるよう，衆議院及び参議院は速

やかに公職選挙法，最高裁判所裁判官国民審査法等の所要の法改正を行い，関係

機関は国会による法改正に積極的に協力することを改めて強く勧告します。

第２ 勧告の理由

別紙２０１２年（平成２４年）３月１５日付け「調査報告書」記載のとおり。



日弁連総第２０８号

２０１２年（平成２４年）３月２８日

外務大臣 玄 葉 光一郎 殿

日本弁護士連合会

会長 宇都宮 健 児

勧 告 書

当連合会は，貴職に対し，以下のとおり勧告します。

第１ 勧告の趣旨

当連合会は，２００２年（平成１４年）７月３０日，海外に在住する日本国民

に最高裁判所裁判官の国民審査権の行使が認められていない件につき，人権救済

申立てを受けて，これは憲法１５条に由来する主権者たる海外在住日本国民の国

民審査権を故なく奪うもので人権侵害に該当するので，海外在住日本国民が最高

裁判所裁判官の国民審査権を行使できるよう，衆議院及び参議院は速やかに公職

選挙法，最高裁判所裁判官国民審査法等の所要の法改正を行い，関係機関は国会

による法改正に積極的に協力することを勧告しました。

しかしながら，その後，所要の法改正は行われず，２０１０年（平成２２年）

１０月１日現在，海外在住の日本国民は１１４万３３５７人であり，推定審査投

票権者はその約７５％で約８６万人とみられるところ，それらの日本国民は最高

裁判所裁判官の国民審査権を全く行使できない状況にあります。他方，２００５

年（平成１７年）９月，最高裁大法廷が在外国民が１９９６年１０月に行われた

衆議院議員選挙における選挙権を一切行使できなかったことは憲法１５条１項，

， ， （ ）４３条１項 ４４条ただし書に違反すると判示し また２０１１年 平成２３年

４月２６日，東京地裁が，２００９年の段階で，在外邦人が，最高裁判所裁判官

の国民審査において投票できる制度を創設する立法措置をとらなかったことは憲

法上重大な疑義があると判示するという司法からの警告も続いています。

以上の大きな情況の変化があるにもかかわらず，国（総務省）は，最高裁大法

廷判決の趣旨に従い２００６年（平成１８年）６月の公職選挙法を改正し，その

後に行われた衆議院ないし参議院で，小選挙区選挙，選挙区選挙も含めた全面的



な在外選挙を実施したものの，その成果を最高裁判所裁判官国民審査投票に採り

入れることをせず，公職選挙法４９条７項においてファクシミリによって洋上投

票が実施されていることを参考にしてファクシミリを活用した投票制度を検討せ

ず，国民審査投票の様式を最高裁判所裁判官国民審査法１６条１項の点字投票を

参考に筆記式の投票様式に変更することも検討せず，単なる技術的理由を挙げて

海外在住日本国民の国民審査投票の実現を図る努力をせず，しかも今後もこれら

を検討する考えのないことを明らかにしています。

また，衆議院及び参議院は，上記２００２年（平成１４年）勧告や上記２００

（ ） 。５年 平成１７年 最高裁大法廷判決の判旨を真摯に検討した形跡はありません

これら国の不作為は，主権者たる海外在住日本国民の憲法１５条等に由来する

最も基本的かつ重要な権利である最高裁判所裁判官の国民審査権を故なく奪うも

のであり，著しい人権侵害に該当するものです。

よって，当連合会は，上記２００２年勧告に続き，海外在住日本国民が一日で

も早く最高裁判所裁判官の国民審査権を行使できるよう，衆議院及び参議院は速

やかに公職選挙法，最高裁判所裁判官国民審査法等の所要の法改正を行い，関係

機関は国会による法改正に積極的に協力することを改めて強く勧告します。

第２ 勧告の理由

別紙２０１２年（平成２４年）３月１５日付け「調査報告書」記載のとおり。



日弁連総第２０８号

２０１２年（平成２４年）３月２８日

法務大臣 小 川 敏 夫 殿

日本弁護士連合会

会長 宇都宮 健 児

勧 告 書

当連合会は，貴職に対し，以下のとおり勧告します。

第１ 勧告の趣旨

当連合会は，２００２年（平成１４年）７月３０日，海外に在住する日本国民

に最高裁判所裁判官の国民審査権の行使が認められていない件につき，人権救済

申立てを受けて，これは憲法１５条に由来する主権者たる海外在住日本国民の国

民審査権を故なく奪うもので人権侵害に該当するので，海外在住日本国民が最高

裁判所裁判官の国民審査権を行使できるよう，衆議院及び参議院は速やかに公職

選挙法，最高裁判所裁判官国民審査法等の所要の法改正を行い，関係機関は国会

による法改正に積極的に協力することを勧告しました。

しかしながら，その後，所要の法改正は行われず，２０１０年（平成２２年）

１０月１日現在，海外在住の日本国民は１１４万３３５７人であり，推定審査投

票権者はその約７５％で約８６万人とみられるところ，それらの日本国民は最高

裁判所裁判官の国民審査権を全く行使できない状況にあります。他方，２００５

年（平成１７年）９月，最高裁大法廷が在外国民が１９９６年１０月に行われた

衆議院議員選挙における選挙権を一切行使できなかったことは憲法１５条１項，

， ， （ ）４３条１項 ４４条ただし書に違反すると判示し また２０１１年 平成２３年

４月２６日，東京地裁が，２００９年の段階で，在外邦人が，最高裁判所裁判官

の国民審査において投票できる制度を創設する立法措置をとらなかったことは憲

法上重大な疑義があると判示するという司法からの警告も続いています。

以上の大きな情況の変化があるにもかかわらず，国（総務省）は，最高裁大法

廷判決の趣旨に従い２００６年（平成１８年）６月の公職選挙法を改正し，その

後に行われた衆議院ないし参議院で，小選挙区選挙，選挙区選挙も含めた全面的



な在外選挙を実施したものの，その成果を最高裁判所裁判官国民審査投票に採り

入れることをせず，公職選挙法４９条７項においてファクシミリによって洋上投

票が実施されていることを参考にしてファクシミリを活用した投票制度を検討せ

ず，国民審査投票の様式を最高裁判所裁判官国民審査法１６条１項の点字投票を

参考に筆記式の投票様式に変更することも検討せず，単なる技術的理由を挙げて

海外在住日本国民の国民審査投票の実現を図る努力をせず，しかも今後もこれら

を検討する考えのないことを明らかにしています。

また，衆議院及び参議院は，上記２００２年（平成１４年）勧告や上記２００

（ ） 。５年 平成１７年 最高裁大法廷判決の判旨を真摯に検討した形跡はありません

これら国の不作為は，主権者たる海外在住日本国民の憲法１５条等に由来する

最も基本的かつ重要な権利である最高裁判所裁判官の国民審査権を故なく奪うも

のであり，著しい人権侵害に該当するものです。

よって，当連合会は，上記２００２年勧告に続き，海外在住日本国民が一日で

も早く最高裁判所裁判官の国民審査権を行使できるよう，衆議院及び参議院は速

やかに公職選挙法，最高裁判所裁判官国民審査法等の所要の法改正を行い，関係

機関は国会による法改正に積極的に協力することを改めて強く勧告します。

第２ 勧告の理由

別紙２０１２年（平成２４年）３月１５日付け「調査報告書」記載のとおり。



日弁連総第２０８号

２０１２年（平成２４年）３月２８日

衆議院議長 横 路 孝 弘 殿

日本弁護士連合会

会長 宇都宮 健 児

勧 告 書

当連合会は，貴職に対し，以下のとおり勧告します。

第１ 勧告の趣旨

当連合会は，２００２年（平成１４年）７月３０日，海外に在住する日本国民

に最高裁判所裁判官の国民審査権の行使が認められていない件につき，人権救済

申立てを受けて，これは憲法１５条に由来する主権者たる海外在住日本国民の国

民審査権を故なく奪うもので人権侵害に該当するので，海外在住日本国民が最高

裁判所裁判官の国民審査権を行使できるよう，衆議院及び参議院は速やかに公職

選挙法，最高裁判所裁判官国民審査法等の所要の法改正を行い，関係機関は国会

による法改正に積極的に協力することを勧告しました。

しかしながら，その後，所要の法改正は行われず，２０１０年（平成２２年）

１０月１日現在，海外在住の日本国民は１１４万３３５７人であり，推定審査投

票権者はその約７５％で約８６万人とみられるところ，それらの日本国民は最高

裁判所裁判官の国民審査権を全く行使できない状況にあります。他方，２００５

年（平成１７年）９月，最高裁大法廷が在外国民が１９９６年１０月に行われた

衆議院議員選挙における選挙権を一切行使できなかったことは憲法１５条１項，

， ， （ ）４３条１項 ４４条ただし書に違反すると判示し また２０１１年 平成２３年

４月２６日，東京地裁が，２００９年の段階で，在外邦人が，最高裁判所裁判官

の国民審査において投票できる制度を創設する立法措置をとらなかったことは憲

法上重大な疑義があると判示するという司法からの警告も続いています。

以上の大きな情況の変化があるにもかかわらず，国（総務省）は，最高裁大法

廷判決の趣旨に従い２００６年（平成１８年）６月の公職選挙法を改正し，その

後に行われた衆議院ないし参議院で，小選挙区選挙，選挙区選挙も含めた全面的



な在外選挙を実施したものの，その成果を最高裁判所裁判官国民審査投票に採り

入れることをせず，公職選挙法４９条７項においてファクシミリによって洋上投

票が実施されていることを参考にしてファクシミリを活用した投票制度を検討せ

ず，国民審査投票の様式を最高裁判所裁判官国民審査法１６条１項の点字投票を

参考に筆記式の投票様式に変更することも検討せず，単なる技術的理由を挙げて

海外在住日本国民の国民審査投票の実現を図る努力をせず，しかも今後もこれら

を検討する考えのないことを明らかにしています。

また，衆議院及び参議院は，上記２００２年（平成１４年）勧告や上記２００

（ ） 。５年 平成１７年 最高裁大法廷判決の判旨を真摯に検討した形跡はありません

これら国の不作為は，主権者たる海外在住日本国民の憲法１５条等に由来する

最も基本的かつ重要な権利である最高裁判所裁判官の国民審査権を故なく奪うも

のであり，著しい人権侵害に該当するものです。

よって，当連合会は，上記２００２年勧告に続き，海外在住日本国民が一日で

も早く最高裁判所裁判官の国民審査権を行使できるよう，衆議院及び参議院は速

やかに公職選挙法，最高裁判所裁判官国民審査法等の所要の法改正を行い，関係

機関は国会による法改正に積極的に協力することを改めて強く勧告します。

第２ 勧告の理由

別紙２０１２年（平成２４年）３月１５日付け「調査報告書」記載のとおり。
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調査報告書 

 

事件名 海外在住日本国民の最高裁判所裁判官国民審査に関する人権救済申立事件

（２０１０年度第４６号事件） 

申立日及び申立人 人権擁護委員会の職権により，調査を開始した事件につき，申

立人及び申立日はなし。 

調査開始日 ２０１１年（平成２３年）２月２３日 

相手方 国 

 

 

第１ 結論 

 ２００２年（平成１４年）７月３０日付け勧告に続き，「改めて強く勧告する」旨

の勧告を発すべきものと考える。 

 

第２ 理由 

１ 本件前の前件申立てと当連合会の措置 

  (1) 前件申立ての内容 

 ２０００年（平成１２年）５月，英国ロンドンに在住する申立人Ａから，

申立人を含む海外在住者に，最高裁判所裁判官の国民審査権が確保されてい

ないのは，人権侵害の疑いがあり，当連合会として必要な対策を講じられた

い，という人権救済申立てがなされた（２０００年度第３号）。 

  (2) 前件申立て以前の当連合会の措置内容 

 当連合会は，１９９６年（平成８年）５月１日，Ｂからの人権救済申立て

について，選挙権が国民主権の柱であるという基本的性格を考えれば，選挙

権行使の機会は日本国民のすべてに平等に保障されなければならず，海外に

おける居住期間や永住権の有無によって区別を設けることはできない，なお，

これに合わせて最高裁判所裁判官の国民審査の機会も海外居住の日本国民に

保障すべきである，として内閣総理大臣らに要望した。 

  (3) 前件申立ての措置内容 

ア 申立てを受け，２０００年（平成１２年）７月２５日，事件委員会が設

置された。 

イ 事件委員会では次の(ｱ)から(ｴ)のとおり照会し，回答を得た。 

(ｱ) ２０００年（平成１２年）１１月２８日，西田司自治大臣（当時）に
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対し，１９９８年（平成１０年）４月２４日の公職選挙法の一部を改正

する法律（同年５月１１日施行）において，海外在住日本国民の選挙権

が，衆議院及び参議院について当分の間比例代表選挙についてのみ実現

し，最高裁判所裁判官国民審査法の改正まで行われなかった理由につい

て照会した。 

 これに対し，２０００年（平成１２年）１２月６日，自治省（当時）

行政局選挙部選挙課長から，次のとおり回答があった（自治選第５８号

書面）。 

  すなわち， 

「…在外選挙においては，国内で調製した投票用紙を国外に送付し，在

外公館での投票や郵便による投票が行われるものですが，国民審査は記

号式投票であり，審査の告示（総選挙の期日の公示）後に投票用紙を印

刷し，国外に送付せざるを得ないため，審査期間がほとんど確保できな

いなどの技術的に困難な面があり，国外における国民審査の実施につい

ては，見送ることとされたものであります。」 

(ｲ) ２００１年（平成１３年）４月５日，片山虎之助総務大臣（当時）に

対し，１９９８年（平成１０年）４月２４日の公職選挙法の一部改正に

おいて，比例代表選挙について海外在住日本国民の選挙を可能としたも

のの，選挙区選挙については見送った理由や，前述の回答にある「技術

的困難」を理由として見送ったとすれば，将来的に，かかる困難を克服

するためいかなる方策を検討しているか，等について照会した。 

 これに対し，２００１年（平成１３年）４月１２日，総務省自治行政

局選挙部選挙課長から次のとおり回答（総行選第３７号書面）があった。 

 すなわち， 

「…審査に付される裁判官は，辞職，死亡等により異動の可能性がある

ため，審査の告示日（衆議院議員総選挙の公示日）前に確定するもので

はなく，審査公報の掲載文についても告示日に提出するものとされてい

るところです。したがって，告示日に先だって審査公報を発行したり，

投票用紙の印刷を行うことは困難であると考えております。 

なお，最高裁判所裁判官国民審査について，衆議院議員総選挙の投票

期間と同様の審査期間を確保して，在外投票の対象とするためには，審

査の期日の告示を早める必要がありますが，衆議院議員総選挙の告示前

に審査の期日を告示することは，衆議院議員総選挙の期日の公示に先だ
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ってその期日を予告することとなるものであり，困難であると考えてお

ります。」 

(ｳ) ２００１年（平成１３年）７月５日，事件委員会委員が，総務省の担

当官から直接事情聴取したところ，担当官は投票用紙の印刷やその発

送・回収に要する時間的制約や審査公報を送付できないなど技術的に困

難な点があることや国民審査の告示により総選挙の投票日を事実上知

らせてしまうことの三権分立上の問題があることを理由として，実施困

難との見解を表明した。 

(ｴ) ２００１年（平成１３年）１０月，当事件委員会は，立命館大学の畑

中和夫教授（当時）から，憲法学者としての意見を求め，次のとおりの

意見を得ることができた。 

 すなわち， 

「通説・判例は，最高裁判所裁判官の国民審査の性質をリコールと解し

ている。（…途中省略…）選挙が公務員を積極的に指名する行為だとすれ

ば，リコールは公務員を消極的に指名する行為だといえる。そうである

以上，公務員の選挙に参加する資格について憲法の定めるところは，す

べて国民審査に参加する資格について準用されるべきである。すなわち

審査権もまた「国民固有の権利」であり，選挙の公正・平等が保障され

ねばならないのである。 

 したがって，公職選挙法における，不在者投票ないし在外投票の規定

は，裁判官審査投票においても準用されなければならない。衆議院議員

選挙において不在者投票・在外投票を認める以上，最高裁判所裁判官国

民審査投票において，不在者投票・在外投票を認めない理由はない。 

総務省（の考え）は，審査用紙の印刷問題という，些細な技術的な困

難点をあげた消極的な対応にとどまり，きわめて官僚的な処理方針とし

か評価できない。 

在外公館及びその長が，審査用紙印刷問題にしても，電送電子印刷技

術を用いて，現地印刷するなどの協力をし，責任をもつことが考えられ

るのであって，なおいっそうの工夫を要求したい。」 

ウ 事件委員会の結論 

(ｱ) 最高裁判所裁判官に対する国民審査権は，憲法１５条１項に基礎をお

く国民の最も重要な権利の一つであり，全ての国民に平等に保障される

べきである（憲法１４条１項）。 
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ゆえに投票用紙の印刷，発送，回収という技術的な問題を理由として，

これを克服すべき法令改正が何ら加えられないまま，海外在住日本国民

の国民審査権が奪われることは，到底正当化されるものではない。 

したがって，当委員会は，当連合会が，衆議院及び参議院に対し，海

外在住日本国民に最高裁判所裁判官の国民審査権の行使を保障すべく，

公職選挙法ないし最高裁判所裁判官国民審査法等に所要の改正を行うよ

う求めるとともに，関係機関に対し，国会の上記の改正に積極的に協力

するよう求め，勧告すべきである。 

(ｲ) これに基づき，２００２年（平成１４年）７月３０日，内閣総理大臣，

総務大臣，外務大臣，法務大臣，衆議院及び参議院の各議長に対し，以

下のとおり勧告した。 

   勧告の趣旨 

「当連合会は，２０００年（平成１２年）５月１５日，木村明広氏から，

海外に在住する日本国民に最高裁判所裁判官の国民審査権の行使が認

められていないとする人権侵犯救済申立を受け，これまで種々調査をし

てきましたが，現状では，海外在住日本国民は最高裁判所裁判官の国民

審査権を全く行使しえないのであり，これは海外在住日本国民の国民審

査権を故なく奪うもので人権侵害に該当すると判断しました。 

よって，海外在住日本国民が最高裁判所裁判官の国民審査をなしえる

よう，衆議院及び参議院はすみやかに公職選挙法，最高裁判所裁判官国

民審査法等の所要の法改正を行い，関係機関は国会による法改正に積極

的に協力することを勧告します。」 

 

２ 在外選挙制度及び在外国民審査制度に関する立法の状況等 

(1) 在外選挙制度 

ア １９９８年（平成１０年）改正前，海外在住の日本国民は，衆議院及び

参議院の各議員選挙につき投票できなかった。 

イ １９９８年（平成１０年）４月２４日，公職選挙法の一部を改正する法

律の成立（２０００年（平成１２年）５月１日施行）により，在外選挙人

名簿が調製され，海外在住の日本国民は投票が可能となった。 

 ただし，当分衆議院と参議院の比例代表選挙のみとされた。 

ウ ２００５年（平成１７年）９月１４日最高裁大法廷判決を経て，２００

６年（平成１８年）６月公職選挙法改正により，衆議院の小選挙区選挙及
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び参議院の選挙区選挙も在外選挙の対象となった。 

(2) 在外国民審査制度 

  最高裁判所裁判官国民審査法８条は，国民審査には，公職選挙法に規定

する選挙人名簿で衆議院議員選挙について用いられるものを用いる，と定

める。 

選挙人名簿への登録は，当該市町村の区域内に住所を有する満２０才以

上の日本国民で，引き続き３か月以上住民基本台帳に記録されている者に

ついて行う。 

「在外審査人名簿」というべきものがない現状では，海外在住者は，住

民票がないため，国民審査の投票はできない。 

 

３ 本人権救済申立事件について 

(1) ２００５年（平成１７年）９月２１日，Ａから，当連合会に対し，２００

２年（平成１４年）７月３０日勧告に対し，その後の当連合会の取組につい

て問合せがなされていた。 

(2) Ａは，２００５年（平成１７年）９月１４日最高裁大法廷判決が，１９９

８年（平成１０年）改正前の公職選挙法について，海外に在住する日本国民

が衆参両院議員選挙における選挙権を一切行使できなかったことが憲法１５

条１項及び３項，４３条１項，４４条ただし書に違反し，立法府である国会

が選挙権の行使を可能とするための法改正を怠ったことにより国は国賠法上

の賠償責任を負うとし，さらに，本件訴訟を提起した海外在住の日本国民に

ついて次の衆議院小選挙区及び参議院選挙区選挙において投票することがで

きる地位にあることを確認すると判旨し，これに対し，当連合会が同日付け

で会長声明（「…当連合会は，衆参両議院が，本日の最高裁判決の意義を重く

受け止め，海外に在住する全ての日本国民の選挙権が保障されるよう，速や

かに公職選挙法の改正を行うよう，強く求めるものである。」）を公表してい

たところ，これに触発され，(1)の問合せをしてきたものである。 

(3) Ａに対し，当連合会は，２００５年（平成１７年）９月３０日付で「…今

後も，在外邦人の最高裁裁判官国民審査に関する国会ないし政府の動向を注

視していく所存であります」と回答したが，その後もＡから当連合会の活動

に対し，問い合わせがあったことや，国が前記１９９６年（平成８年）１０

月，２００２年（平成１４年）７月の各勧告を真摯に受け止めている気配が

全くないため，２０１０年（平成２２年）８月，Ａの問合せを職権により人
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権救済申立事件として，再調査に入ったものである。 

(4) ２０１１年（平成２３年）４月２６日，東京地裁は海外在住の日本国民が，

最高裁判所裁判官の国民審査の投票をすることができる地位の確認等を求め

た裁判で，地位の確認の訴えを却下し，損害賠償請求は棄却したものの，上

記(2)の最高裁大法廷判決を踏まえ，次のような注目すべき判断を示している。 

 すなわち， 

ア 最高裁判所裁判官国民審査制度は，裁判官の地位と権能の重要性に鑑み，

主権者であり，公務員の選定罷免権を有するとされている国民に対し，最

高裁判所裁判官につき，定期的に，これを罷免する機会を与えることによ

って，最高裁判所裁判官を国民による民主的統制の下に置こうとしたと解

される。 

イ 憲法は，最高裁判所の裁判官の罷免権である審査権を国民の固有の権利

として保障しており，その趣旨を確たるものとするため国民に対して審査

の投票を行う機会を平等に保障しているものと解する。 

ウ 国民の審査権の行使を可能とするための立法措置（憲法７９条４項）等

を執らないという不作為によって国民が審査権を行使できないとの事態を

生じさせることは，原則として許されず，これが許容されるには，そのよ

うな立法の不作為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

いうべきである。 

エ 国は，国民の審査権の行使を現実的に可能にするために所要の措置を執

るべき責務があり，そのような措置を執ることが事実上不可能ないし著し

く困難であると認められるべき限り，やむを得ない事由があるというべき

である。 

オ 平成２１年８月３０日時点で，在外審査制度の創設に係る立法措置を執

らないという不作為によって在外国民が審査権を行使することができない

という事態を生じさせていたことの憲法適合性については，重大な疑義が

ある。 

(5) 本人権救済申立事件についての事件委員会の調査 

ア ２０１０年（平成２２年）１２月２４日，横路孝弘衆議院議長及び西岡

武夫参議院議長に対し，それぞれ 

(ｱ) ２００２年７月３０日付け当連合会の勧告の後，どのような対応をし

ましたか。 

(ｲ) ２００５年９月１４日，最高裁判所大法廷は，在外選挙を認めていな
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かった公職選挙法は，憲法１５条１項及び３項，４３条１項並びに４４

条ただし書きに違反すると判断しましたが，この最高裁判所大法廷判決

を受けて，最高裁判所裁判官国民審査の在外選挙について検討しました

か。検討しているのであれば，検討内容を御教示ください。 

(ｳ) 現在に至るまで，最高裁判所裁判官の国民審査に関する法改正が行わ

れていませんが，現在に至るまで，在外投票を認めていない理由につい

て御教示ください。 

(ｴ) 現在，最高裁判所裁判官の国民審査について在外投票を認めるための

検討をしていますか。検討しているのであれば，検討内容を御教示くだ

さい。 

などの照会をした。 

イ これに対し，２０１１年（平成２３年）１月２９日，衆議院事務局秘書

課から， 

(ｱ)の貴会からの勧告については，平成１４年１１月２６日に政治倫理

の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会に陳情書として参考送付

されました。 

(ｲ)から(ｴ)については，会議録上では見当たりませんでした。なお，衆

議院における立法活動は一様ではありませんので，何ら検討を行っていな

いとは言える立場にはありません。 

また，議長からの回答につきましては，請願，陳情及び地方議会からの

意見書に対しても行っておりませんのでご了承願います。 

その他必要がありましたら，本件につきましては調査局第二特別調査室

が所管しておりますので，お問い合わせください。 

という回答があった。 

ウ ２０１０年（平成２２年）１２月２４日，片山善博総務大臣に対し， 

(ｱ) ２００２年７月３０日付け当連合会勧告の後，どのような対応をしまし

たか，(ｲ) 在外選挙を認めなかった公職選挙法は憲法１５条，４３条，４

４条ただし書きに違反するとした２００５年９月１４日最高裁大法廷判決

を受けて，最高裁判所裁判官国民審査の在外審査について検討をしました

か，検討をしていたのであれば検討内容を御教示ください，(ｳ) 現在まで

在外審査を認めていない理由を御教示ください，などの照会をした。 

エ これに対し，２０１１年（平成２３年）１月２８日，総務省自治行政局

選挙部選挙課長から，「国外において最高裁判所裁判官の国民審査を行うこ



8 
 

とは平成１５年１２月２４日付け総行選第５３号で回答したとおりの状況

であり，困難であると考えています」という回答（総行選第６号）があっ

た。 

オ ２０１１年（平成２３年）８月５日，片山善博総務大臣に対し，次のとお

り照会した。 

(ｱ) 公職選挙法４９条７項の「洋上投票」制度においては，ファクシミリ

装置を用いて投票することができることになっていますが，これを不在

者投票に限定している理由について，具体的に御教示ください。 

(ｲ) 洋上投票制度は１９９９年（平成１１年）８月の公職選挙法改正等に

より創設されましたが，その際，貴省は，最高裁判所裁判官国民審査の

投票について，洋上投票の場合と同様に，外洋を航行する船員がファク

シミリ装置を用いて審査の投票をすることを可能とすべきかにつき検討

したか否か御回答ください。 

 また，海外在住日本国民の当該国民審査投票権行使に関する当連合会

から貴省への本件勧告を受けた後において，同様の検討をしたか否かも

併せて御回答ください。 

(ｳ) 当連合会の本件勧告を受けた後において，貴省は，最高裁判所裁判官

国民審査の投票について，洋上投票の場合と同様に，海外在住の日本国

民がファクシミリ装置を用いて審査の投票をすることを可能とすべきか

につき検討したか否か御回答ください。 

また，検討していないとの回答の場合，検討しなかった理由も併せて

具体的に御教示ください。 

(ｴ) 最高裁判所裁判官国民審査の投票について，視覚障がいを有し点字に

よる審査の投票を行う審査人の場合は，最高裁判所裁判官国民審査法１

４条及び１５条の定めにかかわらず，同法１６条に基づき，各選挙管理

委員会が作成した白地の投票用紙に審査人が罷免を可とする裁判官の氏

名を点字で自ら記載する方法により行われるものとされています。 

  そこで，同国民審査について，海外在住の日本国民についても，白地

の投票用紙に罷免を可とする裁判官の氏名を自ら記載し，それをファク

シミリ装置を用いて送信するという投票方法を制度化することが可能か

否か御回答ください。 

(ｵ) 前項で制度化できないとの御回答の場合，その理由や問題点について，

できるだけ詳細かつ具体的に御教示ください。 
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カ これに対し，２０１１年（平成２３年）９月２６日，総務省自治行政局

選挙部選挙課長から次のとおり回答があった（総行選第１０４号）。 

１から５までについて 

 公職選挙法４９条７項の規定によるいわゆる洋上投票制度は，遠洋区

域を航行区域とする指定船舶に乗船する船員について，ファクシミリ装

置を用いて送信する方法による投票を認めるものであり，現行の公職選

挙法の体系の中で極めて例外的な制度です。この制度は，投票送信用紙

を受信する指定市町村の選挙管理委員会や不在者投票管理者となる船長

等の事務負担等が大きいなかで，対象となる選挙人の数などを踏まえて

衆議院議員の総選挙と参議院議員の通常選挙の不在者投票を対象として，

議員立法により制度化されたものと承知しております。 

 また，海外に居住する日本国民にファクシミリ装置を用いて送信する

方法による投票を認めるには，投票の確実な送受信を確保し適正に管理

執行する観点から，それぞれ時差が異なる世界各地から送信された投票

を受信する全国の市町村の選挙管理委員会において，投票の送受信の都

度，送信者と連絡できるようにしておく必要がありますが，こうした措

置を講ずることは現実には不可能と考えられます。 

キ ２０１１年（平成２３年）１２月１２日，川端達夫総務大臣に対し，次

のとおり照会した。 

(ｱ) 貴省の本年９月２６日付け回答書（総行選第１０４号）（以下「前回回

答」という。）によると，いわゆる洋上投票制度は「現行の公職選挙法の

体系の中で極めて例外的な制度」で，「投票送信用紙を受信する指定市町

村の選挙管理委員会や不在者投票管理者となる船長等の事務負担等が大

きい」とのことですが，かかる制度における投開票の実際について，そ

の投票準備段階から投開票段階に至るまで，できるだけ具体的かつ詳細

に（その投票送信用紙の調製，受信装置の選定・管理，当該選挙管理委

員会や当該船長の事務内容なども含め）御教示ください。 

(ｲ) 前回回答によると，「対象となる選挙人の数などを踏まえて衆議院議員

の総選挙と参議院議員の通常選挙の不在者投票を対象として，議員立法

により制度化されたもの」とのことですが，かかる立法段階において想

定された「対象となる選挙人の数」はどの程度であったのか，また，選

挙人の数「など」にはいかなる事項が検討対象とされたのか，それぞれ

御教示ください。 
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(ｳ) 前回回答によると，「海外に居住する日本国民にファクシミリ装置を用

いて送信する方法による投票を認めるには」，「時差が異なる世界各地か

ら送信された投票を受信する全国の市町村の選挙管理委員会において，

投票の送受信の都度，送信者と連絡ができるようにしておく必要があり

ますが，こうした措置を講ずることは現実には不可能」とのことですが，

何故，市町村の選挙管理委員会におて２４時間態勢でかかる送受信に対

応するよう立法化することが「現実には不可能」なのか，具体的に御教

示ください。 

(ｴ) 洋上投票制度について，これまでの実施状況を御教示いただくととも

に，その間，トラブル等何か問題となる事柄が生じたか否か，あるとす

ればそれはどのような事柄であったか，それに対して貴省ないし選挙管

理委員会はいかなる対応をとったのかについて，それぞれ年月日も含め

具体的に御教示ください。 

(ｵ) ２００６年（平成１８年）６月の公職選挙法改正により，衆議院議員

の総選挙と参議院議員の通常選挙については全面的に在外選挙が実施さ

れることとなりましたが，かかる在外選挙制度における投開票の実際に

ついて，その投票準備段階から投開票段階に至るまで，できるだけ具体

的かつ詳細に（その投票用紙の調製・交付なども含め，『在外選挙ハンド

ブック』よりもさらに詳細に）御教示ください。 

(ｶ) 前項の全面的在外選挙の実施後これまでの間，投票準備段階から投開

票段階においてトラブル等何か問題となる事柄が生じたか否か，あると

すればそれはどのような事柄であったか，それに対して貴省ないし選挙

管理委員会はいかなる対応をとったのかについて，それぞれ年月日も含

め具体的に御教示ください。 

(ｷ) 在外選挙の投票準備段階から投開票の段階全てについて，今後，改善

すべき点があると考えているか否か，考えているとすればいかなる事項

についてか，具体的に御教示ください。 

(ｸ) 前項の改善すべき点があると考えている場合，その点について，外務

省と協議等を実施ないし予定しているか否か，実施ないし予定している

場合どのような点についてか御教示ください。 

ク これに対し，２０１２年（平成２４年）１月２５日，総務省自治行政局

選挙部選挙課長から，下記のとおりの回答があった（総行選第６号） 

 (ｱ)について お尋ねの投票準備段階から投開票段階に至るまでの洋上投
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票制度における投開票の手続については，例えば「逐条解説公職選挙法

（上）」において別紙１のように解説されているところです。 

 (ｲ)について お尋ねの「立法段階において想定された「対象となる選挙人

の数」」は，約３万２千人と見込まれていたものと承知しています。 

 また，対象となる選挙人の数のほか，投票送信用紙等を交付，受信する

指定市町村の選挙管理委員会や不在者投票管理者となる船長等の事務負

担，例えば投票受信のたびに投票送信元と受信状況に関する電話連絡，確

認を行わなければならないことに伴う負担や投票送信用紙の請求，保管，

投票の管理等に伴う負担も踏まえ，制度化されたものと承知しています。 

 (ｳ)について 選挙の公示後の期間は，選挙管理委員会は多くの業務を処理

しており，非常に繁忙であることから，選挙管理委員会の限られた人員を

以て，２４時間体制で「全国の市町村の選挙管理委員会において，投票の

送受信の都度，送信者と連絡ができるようにしておく」ことは，過大な事

務負担となり，公平公正な選挙の管理執行に支障をきたすおそれが強いた

め，そのような措置を講ずることは現実には不可能と考えられます。 

 (ｴ)について 洋上投票は，平成１１年の制度創設以来，第４２回から第４

５回の衆議院議員総選挙及び第１９回から第２２回の参議院議員通常選挙

の計８回の選挙において実施されたところです。 

 その実施に当たっては，電波状態に起因するファクシミリ送信のエラー

が発生した事例について，都道府県選挙管理委員会等を介して質問が寄せ

られており，当該事例については，総務省において対応方針を示し，別紙

２のように雑誌に掲載することなどにより周知を図ったところです。 

 (ｵ)について お尋ねの投票準備段階から投開票段階に至るまでの在外投

票制度における投開票の手続については，御指摘の「在外選挙ハンドブッ

ク」において最も詳細に解説されているところです。 

 (ｶ)について お尋ねの「全面的在外選挙の実施後これまでの間，投票準備

段階から投開票段階においてトラブル等何か問題となる事柄」は，別紙３

のものが生じたと承知しています。 

 いずれの事例についても，総務省において把握の上，選挙の管理執行上

問題となった事例として，別紙３のように雑誌に掲載することなどにより

再発の防止に努めるよう周知しています。 

 (ｷ)及び(ｸ)について (ｶ)でお答えしたとおり，各選挙において管理執行上

問題となった事例の対応については，これまでも必要に応じて外務省等と



12 
 

対応を協議しているところであり，今後も選挙がより円滑に執行されるよ

う，適切に協議して参りたいと考えています。 

ケ ２０１１年（平成２３年）１２月１２日，玄葉光一郎外務大臣に対し，

次のとおり照会した。 

(ｱ) ２００６年（平成１８年）６月の公職選挙法改正により，衆議院議員

の総選挙と参議院議員の通常選挙については全面的に在外選挙が実施

されることになりましたが，かかる在外選挙制度における投開票の実際

について，その投票準備段階から投開票段階に至るまで，できるだけ具

体的かつ詳細に（その投票用紙の調製・交付なども含め）御教示くださ

い。 

(ｲ) 前項の全面的在外選挙の実施後これまでの間，投票準備段階から投開

票段階においてトラブル等何か問題となる事柄が生じたか否か，あると

すればそれはどのような事柄であったか，それに対して貴省はいかなる

対応を採ったのかについて，それぞれ年月日も含め具体的に御教示くだ

さい。 

(ｳ) 在外選挙の投票準備段階から投開票の段階すべてについて，今後，改

善すべき点があると考えているか否か，考えているとすればいかなる事

項についてか，具体的に御教示ください。 

(ｴ) 前項の改善すべき点があると考えている場合，その点について，総務

省と協議等を実施ないし予定しているか否か，実施ないし予定している

場合どのような点についてか御教示ください。 

コ これに対し，２０１２年（平成２４年）１月２６日，外務省領事局政策

課長から，次のとおり回答があった（領政第９６３号）。 

(ｱ) お尋ねの在外投票制度における投票準備段階から投開票段階に至る

までの手続は，在外選挙研究会編の「在外選挙ハンドブック」において

詳細に解説されているので，同資料を御参照ください。 

(ｲ) お尋ねの「全面的在外選挙の実施後これまでの間，投票準備段階から

投開票段階においてトラブル等何か問題となる事柄」は，以下の事例１

件が生じたと承知しています。 

第２１回参議院議員通常選挙（平成１９年７月１２日執行） 

 北米公館１館における投票の送付記録と当省に到着した受領数との

間に１名分の差があり，比例代表選挙，比例区選挙の各１票が紛失し

たことが判明した例。 
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上記事案については，在外選挙の管理執行上問題となったケースと

して，再発防止に取り組むよう全在外公館に周知しています。 

また，当省として上記事案について平成１９年７月３０日に報道発

表を行っておりますのでご参照ください。 

(ｳ)，(ｴ) 当省としても，在外選挙に関する事務は国民の権利実現の観点

から重要であると認識しており，２でお答えした，過去の在外選挙に

おいて管理執行上問題となった事案等を踏まえ，これまでも必要に応

じて総務省と対応を協議しているところです。今後も在外選挙がより

円滑に執行されるよう，適切に協議してまいります。 

 (6) 当委員会の検討 

ア 海外在住日本国民の最高裁判所裁判官国民審査権行使の機会の保障は憲

法上の要請であり，そのための所要の法改正は喫緊の課題と考えられるこ

とについて 

(ｱ) 日本国憲法の下で，主権は国民に存する（憲法前文，同法１条）。最高

裁判所の裁判官の任命は，任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際

（その後１０年を経過した後初めて行われる衆議院議員選挙の際も同

様），国民の審査に付し，投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは，

その裁判官は罷免される（憲法７９条２項，３項）。 

(ｲ) 最高裁判所は最終的な違憲立法審査権（憲法８１条）を持ち，かつ最

高裁判所の判断は，当該事件については法律上（裁判所法４条，民事訴

訟法３２５条３項），そして類似の事件については事実上下級審を拘束す

るものであり，このような影響力を有する判断に関与する最高裁判所裁

判官の職責は極めて大きなものがある。かかる重大な職責を有する最高

裁判所裁判官に対する国民審査権は，国民にとって極めて重要なもので

ある。 

(ｳ) このような審査権は，選挙が公務員を積極的に指名する行為であると

すれば，消極的に公務員を指名する行為であるということができ，「国民

固有の権利」であり（憲法１５条１項），全ての国民にとって審査権の行

使の公正・平等が保障されなくてはならない（憲法１４条１項）。 

(ｴ) ここで，現行の最高裁判所裁判官国民審査法（昭和２２年法律第１３

６号）では，審査には，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）に規

定する選挙人名簿で衆議院議員選挙について用いられるものを用いる，

とされる（最高裁判所裁判官国民審査法８条）。 
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 要するに，海外在住日本国民は，衆議院議員選挙に用いられる選挙人

名簿に登録されなければ審査権の行使ができないとされているところ，

選挙人名簿の登録が住民基本台帳と連動しているため，海外に居住し，

住民基本台帳に登録されていない日本国民は（たとえ選挙日に日本に帰

国したとしても），選挙権を行使することができない。すなわち，海外に

在住している日本国民に対しては，国民の最も重要な権利の一つである

最高裁判所裁判官に対する国民審査権が保障されないことになる。 

(ｵ) ところで，近年の国際化の著しい進展に伴い，海外で居住する日本国民

の数は公職選挙法が制定された１９５０年（昭和２５年）当時から飛躍的

に増加しており，２０１０年（平成２２年）１０月１日現在，海外在留邦

人数は１１４万３，３５７人であり，そのうち２０才以上の推定有権者数

は，人口の７５％程度として，最高裁判所裁判官の国民審査権を行使でき

ない日本国民の数は約８６万人程度と考えられる（外務省・海外在留邦人

数調査統計。「在外選挙ハンドブック」（第３次改訂版）在外選挙研究会編

Ｐ１参照。「海外在住邦人の投票制度に関する調査報告書」１９９６年３月

１９日日本弁護士連合会人権擁護委員会参照。）。 

(ｶ) 上述した最高裁判所裁判官国民審査制度の重要性を考えれば，審査権行

使の機会は，本来，主権者たる日本国民全てに平等に保障されなければな

らず，海外に在住していることの一事をもって国内居住の日本国民と区別

した取扱いをすることは許されないはずである。 

したがって，海外在住日本国民にかように重要な審査権行使の機会を全

く保障していない現状は，憲法（７９条２項，３項）が明示的に保障した

国民の最高裁判所裁判官の国民審査権を故なく奪うに等しいものといわね

ばならず，かかる状態を長年にわたって放置してきた立法府の責任は重い

といわなければならない。 

とりわけ，衆参両院議員選挙について，１９９８年（平成１０年）４月

及び２００６年（平成１８年）６月の公職選挙法改正により全面的に海外

在住日本国民の選挙権行使が可能となった現状や上述のような海外在住日

本国民の数に鑑みれば，国会が公職選挙法に所要の改正を行い，海外在住

の日本国民に，最高裁判所裁判官の国民審査権行使の機会を与えることは

緊急の課題となっているというべきである。 

イ 総務省が主張する最高裁判所裁判官国民審査を在外投票の対象とすること

が困難であるとする理由は，主として，審査用紙の印刷，発送及び回収を審査
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の告示（総選挙の公示）から１２日以内に行うのは困難であるという専ら技術

的な面である。しかし，これについては，前件申立て当時と全く同じ理由付け

で何ら調査・検討を深めた形跡も見当たらず極めて遺憾であるとともに，次の

とおり，決して解決不可能な問題ではなく，むしろ，国民審査権の重要性に照

らせば克服しなければならないものである（なお，次の指摘の多くについては，

前件申立事件に関する当連合会の勧告書にも明記されているものであること

も特に付言する。）。 

  すなわち，審査投票用紙の調製，発送等について， 

(ｱ) 審査投票用紙の調製 

 総務省は，在外選挙における投票用紙について，その信憑性確保のた

め同省で一括して印刷し在外公館に発送しているが，これを前提にする

限り，審査期日から１２日前までに決められる審査告示日から審査投票

用紙の調製に着手していたのでは，在外公館では５日から１０日前（現

在衆・参の在外選挙では，遅くとも６日前に締め切る。）には投票を締

め切るため，時間的に到底間に合わないと主張する。 

しかしながら，そもそも，投票用紙の信憑性確保については，総務省

本省で一括して印刷することだけが唯一の方策ではないはずであり（現

に国内では，都道府県の各選挙管理委員会が調製している。最高裁判所

裁判官国民審査法１４条３項。），本来，在外公館は外国にある外務省の

出先機関であり，役所の違いはあるが在外公館も同じ国家機関なのであ

るから，審査投票用紙を総務省で印刷するか，あるいは在外公館でする

かで，その信憑性確保の点に相違はないはずである。 

したがって，審査投票用紙の調製を，在外選挙における投票所たる在

外公館において行うことができるよう最高裁判所裁判官国民審査法１

４条１項・３項等所要の法令改正をすることにより，審査投票用紙の印

刷・発送を総務省本省で一括して印刷することに伴う時間的制約を解決

し，在外審査にみちを開くべきである。 

(ｲ) 審査投票用紙の発送期間の確保 

 仮に，どうしても在外公館における審査投票用紙の調製を認めること

が困難ということであれば，審査投票用紙等を在外公館に届ける時間を

確保するため，審査の告示日前において，あらかじめ，審査投票用紙を

調製し，また，審査に付される各裁判官の経歴等の資料も同様に作成し，

前もって各在外公館に届けることができるよう最高裁判所裁判官国民
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審査法，同施行令，同施行規則に所要の法令改正をし，在外審査にみち

を開くべきである。 

 総務省は，当該審査投票用紙の調製から審査の期日までの間に被審査

裁判官に死亡・辞任・追加等の事由が生じた場合には，審査用紙の作り

直しが必要となり，これは対処不可能である旨主張するが，必ずしも作

り直しする必然性はなく，死亡・辞任の場合は審査投票場所において当

該被審査裁判官の死亡・辞任に伴い当該裁判官に対する審査はなくなっ

たことを告示すればよく，仮にそれでも当該裁判官に対する審査投票が

なされた場合は当然のことながら無効とすればよい（最高裁判所裁判官

国民審査法１１条）。 

 また，被審査裁判官の追加があった場合は，審査投票用紙にあらかじ

め予備欄を設けておいた上，総務省から在外公館に対し，ファクシミリ

その他ＩＴ機器を利用し，追加された被審査裁判官の氏名や経歴等の資

料（審査公報）を送付し，これを基に審査投票場所において，投票者に

追加裁判官の氏名を記載させ，否をつけるか，つけないかの判断をさせ

る，という手段をとることも可能である。 

この点について，特に改めて指摘すべき事柄としては，最高裁判所裁

判官国民審査法１６条１項が，点字による審査の投票を行う場合につい

て，審査人は，投票用紙に罷免を可とする裁判官があるときはその裁判

官の氏名を自ら点字で記載し（なお，罷免を可とする裁判官がないとき

は何らの記載をしないで），これを投票箱に入れなければならない旨を

定め，記名式投票の方法を用いることとしている点である。したがって，

在外審査のための投票用紙の調製の問題については，これに類する記名

式投票の方法を認める所要の法改正をすれば十分に解決可能なのであ

る。 

(ｳ) さらに，審査用紙回収の点について，現行の在外選挙が国内の選挙期

日の相当前（告示日から投票日の６日前までの間で総務大臣と外務大臣

が協議して在外公館ごとに定める。）に締め切られることが実態だとして

も，そのことを理由に，国民の重要な権利である国民審査のみちを海外

在住者に全く認めないことを正当化できるはずはなく，しかも，前述(ｱ)

～(ｲ)を実現することにより，在外公館において，国民審査投票が国内の

選挙期日の６日から１０日前に締め切られたとしても，なお６日から２

日の国民審査投票日時は確保されることになり，急ぎ投票すべき地域は
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出てくるとしても，海外の全ての地域において在外審査が可能になると

思われる。国内の審査と不均衡な点は将来的な課題としつつ，漸次改善

するという姿勢が必要である。 

とりわけ，本件調査を通じて改めて確認できたものとして「洋上投票

制度」があり，これは，衆参両院議員の各選挙の期日前投票に限定はし

ているものの，ファクシミリを使った投票を保障した制度で１９９９年

に創設されたものである（公職選挙法４９条７項）。この洋上投票制度に

おけると同様にファクシミリを活用すれば，在外公館で審査投票した国

民の結果は瞬時に国内（外務省）に結果を知らせることができよう。 

これにつき，総務省は，時差の異なる世界各地からの送受信に備えて，

全国の市町村の選挙管理委員会が２４時間態勢で投票の送受信の都度送

信者と連絡できるようにしておくことは，過大な事務負担となり，公平

公正な選挙の管理執行に支障をきたすおそれが強く，現実には不可能で

ある旨主張する。 

しかしながら，総務省の主張するこの問題点について，「過大な事務負

担」となるかどうかは，結局のところ権利行使を主張する国民の側と「全

体の奉仕者」たる公務員側という異なる立場からの評価の問題といえる

面がある上，そもそも，時差の異なる地域からの送信について当該各時

差を考慮した送信時間を設けるなどいくらでも工夫が可能であり，必ず

しも２４時間態勢をとる必要はないと思料されるのである。総務省の主

張は全く当を得ないものといわざるを得ない。 

(ｴ) さらに，高度かつ急激な進歩・発展を続けている情報技術を利用し，例

えば総務省が国民審査にかかるホームページを開設し，在外公館にコンピ

ューター端末を設置して，そこでの操作で海外在住の日本国民に対し国民

審査にかかる裁判官の経歴等を公報できるようにするなどし，さらには電

子投票制度による在外審査のみちを開くことなども真摯に検討するべきで

あり，単に技術的困難だけを理由に在外審査制度創設を拒むことはもはや

許されないと考える。 

ウ  衆議院及び参議院では，上記３，(5)，イに記載したとおり，衆議院にお

いて上記２００２年（平成１４年）７月３０日勧告書を政治倫理の確立及び

公職選挙法改正に関する特別委員会に陳情書として参考送付したのみであ

り，海外在住日本国民の最高裁判所裁判官国民審査権の行使を可能とするた

めの具体的方策を採ったり検討した形跡もない。 
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(7) 当委員会の結論 

 以上のとおり，最高裁判所裁判官に対する国民審査権は，憲法１５条１項

に基礎を置く国民の最も重要な権利で全ての国民に平等に保障されるべきで

あり（憲法１４条１項），投票用紙の印刷，発送，回収という技術的な問題を

理由としてこれを克服すべき法令改正が何ら講じられないまま海外在住日本

国民の国民審査権が奪われることは，到底正当化されるものではないのであ

る。 

したがって，当委員会は，海外在住日本国民に最高裁判所裁判官の国民審

査権の行使を保障すべく，衆参両院に対し，公職選挙法ないし最高裁判所裁

判官国民審査法等に所要の改正を行うよう求めるとともに，関係機関に対し

前記改正に積極的に協力するよう求め，改めて強く勧告すべきと考え，本報

告書を提出するものである。 

 

以 上  
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