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受刑者の選挙権に関する意見書 

 

２０２０年（令和２年）３月１８日 

日本弁護士連合会 

 

第１ 意見の趣旨 

受刑者の選挙権を制限している公職選挙法１１条１項２号及び３号は，成年者

による普通選挙を定めた憲法１５条１項及び同条３項並びに市民的及び政治的権

利に関する国際規約２５条に反しており，受刑者の選挙権を不当に侵害するもの

である。 

よって，当連合会は，国に対し，速やかに公職選挙法１１条１項の「選挙権」

の欠格者から同項２号及び３号の者を除く法改正を行うよう求める。 

 

第２ 意見の理由 

１ はじめに 

公職選挙法１１条１項は，「禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまで

の者」1（２号）及び「禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくな

るまでの者（刑の執行猶予中の者を除く。）」(３号)について「選挙権及び被選

挙権を有しない」と規定して国政選挙権・地方選挙権を制限しているが，以下

で述べるとおり，このような制限は受刑者の選挙権を不当に侵害するものであ

る。 

なお，本意見書は，一般犯罪により実刑に処せられ刑務所に収容されている

受刑者から，受刑者に選挙権が認められていないことに関する人権救済申立て

がなされたことを端緒として調査・研究を開始したものであることから，受刑

者の被選挙権や，公職選挙法１１条１項４号及び５号に係る罪を犯した受刑中

の者の選挙権についてまで検討の対象とするものではない。したがって，本意

見書は，①公職にある間に犯した刑法１９７条から１９７条の４までの罪，②

公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律１条の罪，③

法律で定めるところにより行われる選挙，投票及び国民審査に関する犯罪のい

ずれかによる受刑中の者についてまで欠格者から除外することを提言するもの

ではない。 

２ 選挙権の保障 

                         
1 実刑判決を受けた者(仮釈放中の者を含む。) 
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(1) 憲法による保障 

① 国政選挙権について  

憲法は，その前文及び１条において，主権が国民に存することを宣言し，

国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動すると定めて

いる。また，４３条１項において，国会の両議院は全国民を代表する選挙

された議員でこれを組織すると定め，国民主権・議会制民主主義を採用す

ることを明らかにしている。 

そして，憲法は，１５条１項において，国民に対し，主権者として，両

議院の議員の選挙において投票をすることによって国の政治に参加する

ことができる権利を保障し，同条３項において，公務員の選挙について，

成年者による普通選挙を保障している。さらに，４４条ただし書において，

両議院の議員及びその選挙人の資格については，人種，信条，性別，社会

的身分，門地，教育，財産又は収入によって差別してはならない旨を定め

ている。 

これらの規定からすれば，憲法は，国民主権の原理に基づき，憲法１５

条１項及び３項により，国民に対してその固有の権利として，両議院の議

員の選挙に投票することで国の政治に参加する権利を保障しており，その

趣旨を確たるものとするため，憲法４４条ただし書により国民に対して投

票をする機会を平等に保障しているものと解される。 

② 地方選挙権について  

憲法は，９２条において，地方自治が「地方自治の本旨」に基づいて行

われることを宣言しているところ，この「地方自治の本旨」には，地方自

治が住民の意思に基づいて行われるという住民自治が含まれる。また，憲

法は，９３条２項において，地方公共団体の長，議会の議員を住民が直接

選挙することを定めている。 

以上からすれば，憲法は，地方自治の本旨に基づき，憲法１５条１項及

び３項により，国民に対してその固有の権利として，地方公共団体の長及

び議会の議員の選挙に投票することで地方公共団体の政治に参加する権

利を保障していると解される。 

(2) 市民的及び政治的権利に関する国際規約（以下「自由権規約」という。）に

よる選挙権の保障 

 自由権規約２５条は，すべての市民がいかなる差別もなく，かつ，不合理

な制限なしに，直接に，又は自由に選んだ代表者を通じて，政治に参与する
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ことを行う権利及び機会を有する旨を規定する。 

また，自由権規約１０条１項は，自由を奪われたすべての者は，人道的に

かつ人間の固有の尊厳を尊重して取り扱われると規定し，同条３項は，行刑

の制度が被拘禁者の矯正及び社会復帰を基本的な目的とする処遇を含むと

規定している。 

 自由権規約２５条にいう「すべての市民」とは，当該政治社会の構成員た

るすべての個々人を指すものであり，同条は，各締約国が，その政治社会の

構成員たるすべての個々人にいかなる差別もなく，かつ不合理な制限なしに

参政権を保障すべきことを定めたものである2。 

また，自由権規約１０条１項が定めるとおり，自由を奪われたすべての者

は，人道的にかつ人間の固有の尊厳を尊重して取り扱われるべきであるから，

その権利の制限は 小限であるべきである。 

さらに，同規約１０条３項が定めるとおり，受刑者処遇制度の目的は矯正

と社会復帰にあるとするならば，刑の執行に直接的に必要な要素（例えば移

動の自由が典型）は除いて，受刑者を市民社会から隔絶された環境に置くこ

とは極力例外的でなければならない。 

そうであるとすれば，受刑者にも選挙権の行使を認めることが必要であり，

受刑者の選挙権行使に対する不合理な制限は許されないこととなる3。 

  (3) 以上のように，選挙権は，普通選挙を定めた憲法１５条１項及び同条３項

並びに自由権規約２５条により保障されている。 

３ 公職選挙法１１条１項２号等の合憲性の検討 

 (1) 選挙権制限についての合憲性判定基準及び受刑者の選挙権の制限根拠につ

いて判断した判例等 

① 高裁判所平成１７年９月１４日大法廷判決・民集５９巻７号２０８７

頁（以下「平成１７年大法廷判決」という。） 

本事件は，１９９６年（平成８年）１０月２０日に施行された衆議院議

員の総選挙当時，公職選挙法（平成１０年法律第４７号による改正前のも

の）が在外国民の国政選挙における投票を全く認めていなかったことが，

憲法１５条１項及び３項，４３条１項並びに４４条ただし書に反するとし

て争われた事案である。 

高裁は，まず選挙権について，「国民の代表者である議員を選挙によっ

                         
2 北村泰三「選挙権はく奪違法確認訴訟に関する意見書－受刑者の選挙権のはく奪は自由権規約 25 条に違反する旨の意

見」中央ロー・ジャーナル第９巻第２号８６頁 
3 北村泰三・前掲論文８５頁 
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て選定する国民の権利は，国民の国政への参加の機会を保障する基本的権

利として，議会制民主主義の根幹を成すものであり，民主国家においては，

一定の年齢に達した国民のすべてに平等に与えられるべきものである。」

とした上で，「憲法は，国民主権の原理に基づき，両議院の議員の選挙にお

いて投票をすることによって国の政治に参加することができる権利を国

民に対して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。」として，その重要性を述べている。 

そして，「憲法の以上の趣旨にかんがみれば，自ら選挙の公正を害する行

為をした者等の選挙権について一定の制限をすることは別として，国民の

選挙権又はその行使を制限することは原則として許されず，国民の選挙権

又はその行使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言うべきである。そして，そ

のような制限をすることなしには選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使

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ず，このような事由な

しに国民の選挙権の行使を制限することは，憲法１５条１項及び３項，４

３条１項並びに４４条ただし書に違反するといわざるを得ない。」として

選挙権を制限する法律の憲法適合性については，厳格な審査基準を採用す

ることを明らかにした4。 

② 大阪高等裁判所平成２５年９月２７日判決・判例時報２２３４号２９頁 

本事件は，元受刑者であった控訴人が，公職選挙法１１条１項２号が憲

法に違反していることの確認，原告が次回の衆議院議員の総選挙において

選挙権を有していることの確認及び選挙権を否定された精神的苦痛に対

する国家賠償を求めた事案である。 

本判決は，平成１７年大法廷判決を引用しながら，選挙権制限について

「自ら選挙の公正を害する行為をした者，すなわち，選挙違反の罪を犯し

た者に限って一定の範囲で選挙権の制限を認めるほかは①選挙権それ自

体を制限する場合及び②選挙権の行使を制限する場合の双方について，い

ずれも『やむを得ない事由』の存在を要求する」とした。 

                         
4 本判例は，在外国民の選挙権行使を制限する公職選挙法は違憲であると判断し,在外国民である上告人らが,次回の衆議院

議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙及び参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙において,在外選

挙人名簿に登録されていることに基づいて投票をすることができる地位にあることを確認するとともに，上告人らの国家

賠償請求を認めた。 
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その上で，国側の「受刑者は著しく遵法精神に欠け，公正な選挙権の行

使を期待できない」，「受刑者を拘禁する必要性及びその性質に照らし選挙

権の制限はやむを得ない」，「情報取得の困難性」との主張について，いず

れもやむを得ない事由があるとはいえないとし，公職選挙法は憲法１５条

１項及び３項，４３条１項並びに４４条ただし書に違反するものといわざ

るを得ないと判断した5。 

③ 東京高等裁判所平成２５年１２月９日判決（平成２５年（行ケ）第８２

号事件） 

本事件は，受刑者でない者が，２０１３年（平成２５年）７月２１日に

行われた参議院議員通常選挙の比例代表選出議員の選挙について，投票記

載台に誤った候補者名が掲示されていたことのほか，公職選挙法１１条１

項２号等が受刑者の選挙権を制限していることが憲法に違反することな

どを理由に無効であると主張して争われた事案である。 

本判決は，この点について「憲法上，選挙権を含む選挙に関する事項の

決定は，原則として立法府である国会の裁量的権限に委ねられている。」と

し，公職選挙法１１条１項２号及び３号の規定について，「犯罪行為を犯し，

裁判所において有罪とされ禁錮以上の刑を科せられた者については，選挙

権及び被選挙権を与えることが適当でないとして，いわば制裁の一つとし

て，欠格事由を定めたものであり，一応の合理的理由がある。」ので，同規

定は国会の裁量の範囲を逸脱し，裁量権を濫用するものでもないので，憲

法１５条１項及び３項，４３条１項，４４条ただし書に違反しないとした。 

なお，本判決は上告されたが，上告審（ 高裁第二小法廷平成２６年７

月９日決定・集民第２４７号３９頁）は，「選挙無効訴訟において選挙人ら

が他者の選挙権の制限に係る当該規定の違憲を主張してこれを争うこと

は法律上予定されていない。」として，受刑者の選挙権の制限が違憲か否か

について判断しなかった。 

④ 広島地方裁判所平成２８年７月２０日判決・判例時報２３２９号６８頁

（以下「広島地裁判決」という。） 

本件は，受刑者が次回の衆議院議員及び参議院議員の総選挙において投

票することができる地位にあることの確認を求めるとともに，２０１４年

（平成２６年）１２月１４日に実施された衆議院選挙において選挙権の行

                         
5 本判決は，上記のように判示しつつも，受刑者の選挙権制限規定の立法行為及び廃止立法の不作為は国家賠償法上の違

法と言うことはできないとして，結論としては，原告の国家賠償請求を棄却した原審の結論が維持された。 
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使を否定され，精神的苦痛を受けたとして，国家賠償を求めた事案である。 

本判決は，合憲性判定基準について，憲法４４条本文が「両議院の議員

及びその選挙人の資格は，法律でこれを定める。」として，明文で選挙人の

資格を法律の定めに委ねていることからすれば，「選挙人の資格の制限であ

る欠格条項を定める立法の憲法適合性については，当該立法府の判断が合

理的裁量の範囲内にあるか否か，具体的には，立法目的が合理的であり，

その立法内容が目的達成の手段として必要かつ合理的なものであるか否か

という基準によって判断すべきと解するのが相当である。」と述べている。 

そして，平成１７年大法廷判決の「やむを得ない事由」の存在がなけれ

ばならないとする判断基準は，選挙人の資格について争いがない者の選挙

権の行使が問題となる場合の基準であって，選挙人の資格の制限（欠格条

項）を定める立法の憲法適合性には当てはまらないとする。この点は，②

の原審である大阪地方裁判所平成２５年２月６日判決・判例時報２２３４

号３５頁（以下「大阪地裁判決」という。）も同様の考え方を示している。 

その上で，公職選挙法１１条１項２号について，「受刑者が，重大な犯罪

を犯し，一般社会とは厳に隔離されるべき者として拘禁されていることに

着目して，そのような者に対する制裁として選挙人の資格を停止すること

とし，そのことが選挙が公明かつ適正に行われることに資するとした趣旨

と解される」ので，一定の正当性，合理性が認められるとし，公職選挙法

１１条１項２号は憲法に違反するものとはいえないと判断している。 

 ⑤ 広島高等裁判所平成２９年１２月２０日判決（平成２８年（行コ）第２

４号事件） 

 ④の控訴審である本判決は，投票することができる地位にあることの確

認を請求する訴えについては，控訴人は，１審判決後に刑の執行を終えて

出所しており，被控訴人（国）も控訴人が次回の国政選挙において投票を

することができる地位にあることを争っていないから，確認の利益がなく

なっており，同訴えは却下すべきであるとし，国家賠償請求については，

選挙権は，個人の主観的権利という性格を持つと同時に，国家機関として

の選挙人団の一員としての公権力の行使及び国家意思の形成に参画する公

務としての性格を併せ持つものと解され，憲法４４条本文が明文で選挙人

の資格を法律の定めに委ねていることからすれば，憲法は，法律が公務に

携わることへの適格性（公務適格性）に係る合理的な理由に基づき選挙人

の資格の制限（欠格事項）を定めることを許容しているとして，その請求
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を棄却した6。 

 (2) 以上の判例等を踏まえた合憲性判定基準の検討 

   ① 第２の２(1)①「国政選挙権について」で述べたとおり，憲法は，国民

主権の原理に基づき，両議院の議員の選挙において投票をすることによ

って国の政治に参加することができる権利を国民に対して固有の権利

として保障しており，国民に対して投票をする機会を平等に保障してい

るものと考えられる。同様に，地方自治の場面についても，第２の２(1)

②「地方選挙権について」で述べたように，地方自治体の長及び議会の

議員の選挙に投票することは憲法１５条１項及び３項によって保障さ

れており，国政の場面と同様な基準で検討される必要がある。 

また，選挙権は，国民主権・議会制民主主義，地方自治の本旨のもと，

国民の意見を国政及び地方自治に反映させる貴重な機会である点で重

要な権利であり，それは受刑者にとっても変わらない。また，有期刑の

受刑者はもちろん，無期刑の受刑者や死刑確定者であっても，仮釈放，

恩赦，刑事再審手続等により社会に復帰する可能性があるのであるから，

その社会の在り方について政治的に関与する機会を与えるべきである。

また，受刑者には，自らの刑事施設における待遇の改善等を求める意見

を国政に反映させられる機会が与えられることが必要である。さらに，

刑事施設は権利制限が行われる場であるところ，自ら政治に参加してい

ることをもって，その権利制限の正当性が担保されることにもなる。し

たがって，受刑者にとって選挙権の行使は重要な意味を持つ。 

そうだとすれば，受刑者に対する選挙権の制限を規定する公職選挙法

１１条１項２号等の合憲性は，平成１７年大法廷判決が述べるとおり，

「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」が存在

しているのか否かという観点から検討されなければならない。 

② 選挙権が公務としての性格を持つことを根拠に制限を認める考えに

ついて 

 上記広島高裁判決は，選挙権が公務としての性格を併せ持つものと解

され，憲法４４条本文が明文で選挙人の資格を法律の定めに委ねている

ことからすれば，憲法は，法律が公務に携わることへの適格性に係る合

                         
6
上告審である 高裁判所平成３１年２月２６日決定は，「本件の上告理由は，違憲をいうが，その実質は事実誤認又は単

なる法令違反を主張するものであ」るとして上告を棄却している。 
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理的な理由に基づき選挙人の資格の制限を定めることを許容している

とした。国も，公職選挙法の上記制限の立法目的について，「一般社会と

は厳に隔離されるべき存在である受刑者に公務としての性格を有する

選挙権の行使を認めることは適当でないことから，このような者の選挙

権を制限して選挙が公明かつ適正に行われることを確保しようとする」

ことにあると説明している（当連合会の照会に対する総務省自治行政局

選挙部管理課長の回答）。 

    この点，選挙権の性質・法的性格について，選挙人としての地位に基

づいて公務員の選挙に関与する「公務」と見るか，国政への参加を国民

に保障する「権利」と見るかについて争いがあるところ，多数説は，両

者を併せ持つと解している（二元説）。 

しかし，二元説においても，「選挙権は，人権の一つとされるに至った

参政権の行使という意味において権利であることは疑いないが，公務員

という国家の機関を選定する権利であり，純粋な個人権とは違った側面

を持っているので，そこに公務としての性格が付加されていると解する

のが妥当である」（芦部信喜「憲法」２７１頁）とされ，権利であること

に中心が置かれ，公務は付加的なものとして扱われているにすぎない。 

そもそも，憲法は，１５条３項において，「公務員の選挙については，

成年者による普通選挙を保障する。」としており，選挙権は，公職選挙法

ではなく憲法により既に具体化された権利であることは明らかである。 

確かに，選挙区や投票の方法等の選挙に関する事項については，どの

ような選挙区・投票の方法を設定するかについては技術的な事項も含ま

れていることから，ある程度立法裁量が問題となる余地はあるが，選挙

人の資格を定めるに当たって技術的な事項を考慮する必要はない。そし

て，憲法は，未成年であること以外の選挙権の制限を予定していない。 

以上のことから，選挙権に公務の側面があるとしても，公務を理由に

権利性が後退することは背理であり，選挙人の資格について仮に立法裁

量があるとしても，その範囲は極めて狭いと言うべきである。 

③ 選挙人の資格制限と選挙権の行使を区別し，両者を別の基準で判断す

べきとの考えについて 

上記広島地裁判決及び上記大阪地裁判決は，公職選挙法１１条１項２

号が受刑者の選挙権を制限している事案には，平成１７年大法廷判決の

事案とは異なり，厳格な基準は当てはまらず，合理性の基準で足りると
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している。これらの判決は，平成１７年大法廷判決がいう「やむを得な

い事由」は，選挙人の「資格」について争いがない者の選挙権の「行使」

が問題となる場合に要求されるものであって，選挙人の「資格」の制限

（欠格条項）を定める立法の憲法適合性を判断する場面では当てはまら

ないとする考えである。 

しかし，これらの判決が採用している論理は，上述した選挙権の重要

性を看過するものであり，当連合会はこれに与することはできない。な

ぜなら，資格を誰に付与するかという場面における合憲性判定基準とし

て合理性の基準を採用するとした場合，選挙権を有する者の選挙権「行

使」の場面における論点を，選挙権を有する者の「資格」の場面におけ

る論点に広げる（すり替える）ことによって，容易に選挙権の制限を許

してしまうことになるからである。これは，選挙権の重要性から厳格な

合憲性判定基準を採用すべきとした平成１７年大法廷判決の趣旨を潜

脱するものである7。 

この点，成年被後見人について選挙権を有しないと定めた公職選挙法

１１条１項１号の規定の合憲性が争われた東京地方裁判所平成２５年

３月１４日判決・判例時報２１７８号３頁8は，平成１７年大法廷判決は，

国民の「選挙権」又は「その行使」のいずれについても，制限をするこ

とは原則として許されず，「選挙権」の制限，「その行使」の制限のいず

れについても，その制限に「やむを得ない」と認められる事由がなけれ

ばならないとしていると判示して，広島地裁判決や大阪地裁判決の考え

方を否定している。 

近代選挙の大原則の一つである普通選挙の原則のもとでは，国民一人

一人に形式的かつ画一的に選挙権を保障することに意味がある。そうで

あるとすれば，事案ごとに異なる判断枠組みを用いることは，選挙権付

与の形式性・画一性の原則から乖離するものであり相当ではない。 

   ④ 国会の広い立法裁量を認める見解について 

上記東京高裁判決は，国会の広い立法裁量を認めた上で合理性の基準

を採用しているが，これは平成１７年大法廷判決が指摘する選挙権の重

要性を看過するものであり，容認できるものではない。 

                         
7 新井誠「禁固刑以上の受刑者の選挙権制限－裁判所による判決の動向とその検討－」日本選挙学会年報 選挙研究第３４

巻１号９１～９２頁 
8 同判決は，公職選挙法１１条１項１号のうち，成年被後見人は選挙権を有しないとした部分は，憲法１５条１項及び３

項，４３条１項並びに４４条ただし書に違反し無効であるとした。同判決を受けて，２０１３年５月，成年被後見人の選

挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が成立，公布された。（２０１３年６月３０日施行） 
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⑤ 以上から，公職選挙法１１条１項２号等の合憲性判断に当たっても平

成１７年大法廷判決の判断枠組みが用いられるべきである。 

(3) 「制限をすることがやむを得ないと認められる事由」の存否に関する検討 

① 受刑者に対する制裁を受刑者の選挙権を制限する根拠とすることに

ついて 

受刑者の選挙権を制限する根拠として，受刑者に対する制裁であると

の考えがある。 

しかしながら，受刑者であっても，基本的人権は保障されなければな

らない9。自由刑とは，受刑者の身体を拘束し，その移動の自由を奪うこ

とを目的とする刑罰であるから，自由刑の宣告を受けた受刑者について

は，刑の執行に必要な範囲で移動の自由等の権利が制限されるにすぎず，

国家がそれを超えて受刑者に国民として保障される基本的人権を剥奪

することは許されるものではない。 

したがって，受刑者に対する制裁であるからという理由のみで「やむ

を得ないと認められる事由」が存在すると言うことはできない。 

②  受刑者の遵法精神が欠けており，公正な選挙権の行使を期待できない

ことを受刑者の選挙権を制限する根拠とすることについて 

受刑の理由となった犯罪の多くは選挙権の行使とは無関係なもので

あることなどからすると，受刑者であることをもって，当然に公正な選

挙権の行使を期待できないとは認められない。また，受刑者に選挙権の

行使を認めることによって，直ちに選挙の公明や適正が害されるとも認

め難い。 

したがって，受刑者の遵法精神が欠けており，公正な選挙権の行使を

期待することができないという点を根拠とすることは，選挙権を制限す

る「やむを得ないと認められる事由」が存在すると言うことはできない。 

③ 刑事施設に収容されていることに伴う事務的支障を受刑者の選挙権

を制限する根拠とすることについて10 

未決収容者には公職選挙法１１条１項の適用がなく，刑事施設に収容

されている者も選挙権を行使することが可能である。すなわち，現在も

                         
9 浦部法穂「憲法学教室第３版」８０頁（日本評論社，２０１６年）は，「不可侵の人権を保障した日本国憲法のもとで，

在監者について特別の人権制限が認められ得るのは，憲法自身が在監関係の存在を認めており（１８条，３１条），その目

的を達成するためには，一定の特別な人権制限が必要とされるからである。そうであれば，在監者の人権に対する制限

は，この目的を達成するための必要 小限度のものにとどまるべきであって，それを超えた包括的な支配権限が権力主体

に認められるという筋合いのものではない」としている。 
10 大阪高裁判決・判例時報２２３４号３３頁での国の指摘 
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未決収容者には，収容されている施設における不在者投票が認められて

いる（公職選挙法４８条の２，４９条，公職選挙法施行令５０条，５５

条４項３号）。また，後述のとおり憲法改正の国民投票についても受刑者

に投票権が認められている。 

このとおり，現に刑事施設に収容されている者についても選挙権の行

使が可能な場合が存在していることからすると，事務的支障を根拠とし

て受刑者の選挙権を制限することは許されず，選挙権を制限する「やむ

を得ないと認められる事由」に当たると言うことはできない。 

④ 刑事施設に収容されていることに伴う情報取得の困難性を受刑者の

選挙権を制限する根拠とすることについて 

普通選挙においては，国民が形式的に等しく，かつ，例外なく意思表

示をできることに意味が見出されるのであり，投票者の適性を問題にし

てはならない。そうだとすると，その有している情報の多寡によって選

挙権の有無を決することはこれと抵触する。 

他方で，刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律７２条１項

11は，刑事施設の長に対して，被収容者に時事の報道に接する機会を付与

するように努める義務を課している。これは，受刑者が社会の様々な分

野における時事（出来事）を知ることは，円滑な社会復帰に資するとこ

ろも大きく，受刑者が自費で購入する新聞紙などの閲覧を保障するほか，

国庫の負担においても社会の状況を知る機会を与えることが適当であ

るという趣旨である12。 

そうだとすれば，被収容者の情報取得の困難性を改善していくことが

国の責務であれこそすれ，それを理由として選挙権を制限することは許

されるものではない。したがって，選挙権を制限する「やむを得ないと

認められる事由」に当たると言うことはできない。 

⑤ 国民投票権との均衡 

日本国憲法の改正手続に関する法律においては，受刑者の国民投票権

は制限されていない。 

この点，国民投票権は，制度化された制憲権に基づく権利と観念され

憲法９６条１項で保障されるものであり，選挙権は憲法１５条１項及び

３項で保障されるものである。両者はいずれも民主主義的決定に委ねる

                         
11 刑事施設の長は，被収容者に対し，日刊新聞紙の備付け，報道番組の放送その他の方法により，できる限り，主要な時

事の報道に接する機会を与えるよう努めなければならない。 
12 桑山峻・慶應大学法律学研究５３号３７頁 
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ことを旨とする政治参加のための参政権的制度であることに変わりは

ない。 

また，「憲法改正の国民投票に関する法律」が２００７年（平成１９年）

に制定された際に満１８歳以上を投票権者としたものの，附則において

満１８年以上満２０年未満の者が国政選挙に参加すること等ができる

までの間，国民投票の投票権者を満２０年以上とするとしていた。これ

は，国会もこの両者の参政権的性質を同一視していたからにほかならな

い。 

このように，受刑者にも国民投票権が認められているところ，国民投

票権も選挙権もいずれも参政権として憲法上認められた権利であり，こ

れらを区別する合理的理由はないことからすれば，受刑者の選挙権を制

限することに「やむを得ないと認められる事由」が存在していると言う

ことはできない。 

(4) 以上検討したように，受刑者に対し，選挙権を制限することに「やむを得

ないと認められる事由」は存在せず，受刑者に対し，選挙権を制限すべきで

はない13。 

４ 公職選挙法１１条１項２号等に関する学説の状況 

選挙権の法的性格について，以前は，公務の側面を強調し，公職選挙法１１

条１項２号等の規定を合憲とする学説も存在していた14。 

しかし，近時は，近代選挙の大原則である普通・平等・自由・秘密・直接選

挙の原則から検討し，同号等の違憲性を指摘する見解や，選挙権の重要性から

厳格な合憲性判定基準を用い，同号等の違憲性を指摘する見解が増えている15。 

５ 諸外国の状況 

(1) 立法措置が取られている国 

少なくともスウェーデン，オランダ，スイス，デンマークなどの２２か国

において，拘置中の受刑者にも普通選挙の原則が全面的に及んでいる16。 

                         
13 新井誠「（意見書）禁錮以上の刑に処せられた者の選挙権を制限する公職選挙法 11 条 1 項 2 号の合憲性－広島地裁平成

28 年 7 月 20 日判決をふまえて－」広島法科大学院論集第１４号９４頁（２０１８年） 
14 芦部信喜「憲法」２７１頁（岩波書店，第７版） 
15 辻村みよ子「憲法」３３７頁（日本評論社，第６版），倉田玲「公職選挙法第１１条第１項第２号の憲法適合性の欠如」

立命館法学２０１３年６号１８８頁，長尾英彦「選挙権の制限」中京法学４９巻１・２号８０頁。なお，辻村みよ子「憲

法」３１６頁（日本評論社，第６版））は，「受刑者の欠格の理由を純粋に『刑の執行中であることによる物理的制約』と

解する場合には，在監者の投票の実施が技術的にまったく不可能でない限り，受刑者の主権者としての権利の保障の観点

から再検討の余地があろう。」としている。 

また，当連合会は，本意見書の発出に当たり，広島大学大学院法務研究科教授である新井誠氏から，公職選挙法１１条

１項２号が憲法１５条等に違反するとの意見書を得た。 
16 倉田玲「禁錮以上の刑に処せられた者の選挙権」立命館法学２００５年２・３号１８９頁 
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(2) 判決等 

ヨーロッパ人権裁判所17やカナダ 高裁判所18，南アフリカ憲法裁判所19な

どにおいて，選挙権は民主主義の根底を形成する重要な原則であることから

受刑者に対し一律に選挙権を奪っている法律がヨーロッパ人権条約第１議定

書３条に違反する，若しくは違憲であるとの判決がなされている。 

６ 受刑者が選挙権を行使する場合の選挙区について 

受刑者に選挙権を認めるとして，その選挙区はどこにすべきであろうか。 

未決収容者の場合には，自己又は不在者投票管理者である刑事施設の長を通

して自己が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委

員長に対し投票用紙等の交付を請求し不在者投票を行うことができるとされ

ているが（公職選挙法施行令５０条１項，４項），未決収容者と比べて長期間の

収容が予定されている受刑者について同じ扱いとするべきかどうかについて

は検討を要する。 

この点に関して，イギリス上下両院の合同特別委員会の立法提案（勧告）

では，①選挙権が賦与されるべき受刑者は同人が刑の宣告を受ける以前に登

録されていた選挙区において選挙人登録がなされるべきこと，②確認される

前住居がない場合には，地方関係当局が宣言する方法で（選挙人）登録がで

きるようにすべきこと，③受刑者は釈放予定日６か月前に，釈放（帰住地）

となる選挙区における投票登録がされる資格が与えられるべきことなどに言

及している20。 

我が国においても，上記立法提案を参考に，受刑者にとって民主制の過程へ

の関与という観点から もふさわしい選挙区がどこなのかを検討していく必

                         
17 第 2 次ハースト連合王国事件（Hirst v.the United Kingdom 〔No.2〕, no.74025/01,Judgment of 30 March 2004.

〔2004〕ECHR121）は，英国において刑務所に収容中の受刑者が１９８３国民代表法（Representation of the People Act 

1983）3 条に基づき選挙権が剥奪されたことに対して，ヨーロッパ人権条約第 1 議定書３条違反を主張した事件である。ヨ

ーロッパ人権裁判所小法廷及び同大法廷は，第 1 議定書 3 条に違反すると判示した。 
18 ソーヴ対カナダ（司法長官）事件（Sauve v.Canada[Attorney General]1993 2 S.C.R.438）において，１９９３年，カ

ナダ選挙法 51 条 e 号に置かれていた「矯正施設に拘束されている全ての者」の選挙権を剥奪する規定が違憲とされた。ま

た，ソーヴ対カナダ（選挙管理責任者）事件（Sauve v. Canada[Chief Electoral Officer]2002 3 S.C.R.519）におい

て，２００２年，刑期 2 年以上の者の選挙権を剥奪する規定が違憲とされた。（倉田玲「禁錮以上の刑に処せられた者の選

挙権」立命館法学２００５年２・３号１９３頁） 
19 オーガスト対選挙委員会事件（August v. Electoral Commission,CCT 8/99;1999[3]S.A.1[CC]）において，刑事施設に

収容されている者についても投票させなければならないと判断し，内務大臣対全国犯罪防止・犯罪者更生協会事件

（August v. Electoral Commission,CCT 8/99;1999[3]S.A.1[CC]）において，日本でいう未決拘留者や労役場留置されて

いる者に限定して投票ができるような法改正が行われたが，これも違憲とされた。（倉田玲「禁錮以上の刑に処せられた者

の選挙権」立命館法学２００５年２・３号１９８頁） 
20 三宅孝之「イギリスにおける受刑者の選挙権：ヨーロッパ人権裁判所判決と改正法案」島根法学５８巻４号８３頁 
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要がある21’22’23。 

７ 結論 

以上の検討から明らかなとおり，公職選挙法１１条１項２号等には，受刑者

の選挙権を制限することに「やむを得ないと認められる事由」は存在せず，同

法は，成年者による普通選挙を定めた憲法１５条１項及び同条３項並びに自由

権規約２５条に違反する。 

よって，速やかに公職選挙法１１条１項の「選挙権」の欠格者から同項２号

及び３号の者を除く法改正を行うべきである。 

                         
21 受刑者のように欠格事由ある場合，選挙人名簿から抹消されるのではなく，公職選挙法１１条１項に該当する旨が選挙

人名簿に表示される。 
22 高裁昭和２９年１０月２０日判決民集８巻１０号１９０７号は，寄宿先の学生の選挙区が争われた事案で「住所とは各

人の生活の本拠を指す」としたが，受刑者にとって刑務所を生活の本拠といっていいか検討をする必要がある。 
23 在外選挙の場合，在外選挙人名簿に登録することで選挙権が行使できるが，登録申請先となる市区町村選管は，１９９

４年４月１日以降に出国した者については，日本における 終住所地，それ以外は本籍地となる。 


