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概要
２１世紀の日本憲法学が、先行する学問の問題意識を継承した上で新しい展望を探ってゆくため
の試み。『法律時報』連載の論説を基

憲法学者は “公共の福祉" についての一般的, 抽象的な 〟. 論議に終始していることが多く, 経済
. う 『公共の利益』 についてー違法性阻却事由としての 『公共の利益』」, 菊池勇夫^. 教授60年
祝賀論文集 「労働法王経済法 .. 本的人権相互の衝突の可能性を調整するための原理」 を
“自由国家的公共の福 ュ. ネ止”,(ー0)ネ士会権の保障のための,.
国家と自由 - 憲法学の可能性 - 樋口陽一 - 本の購入は楽天ブックスで。全品送料無料！購入
毎に「楽天スーパーポイント」が貯まってお得！みんなのレビュー・感想も満載。

『国家と自由』刊行から8年。同じ18人の執筆者が、憲法学の可能性を探るという、かつて共有した
問題関心からの新稿を寄せる。
が巧みに駆使して支持を調達したとされるが，そのような支持調達を可能. にした国民意識なり社
会的土壌にも目は向けられるべきである. 2） 。政治学. 者からは，個人の解放を . 憲法学が蓄積
した主権論は，主権の「扱い方」をめぐっても相当なるウエ ... 17) 辻村みよ子「『市民』と『市民主
権』の可能性・再論」樋口陽一ほか編『国家と自由――.
[著書] 1.『国会議員による憲法訴訟の可能性－アメリカ合衆国における連邦議会議員の原告適
格法理の地平から－』（専修大学出版局、2006年）（単著） 2.『初学者のための憲法学』（北樹
出版、2008年）（共著） 3. . 国家公務員の政治的行為に対する規制と表現の自由－社会保険
庁職員政党機関誌配布事件－」『法学セミナー』2010年10月号 10.
2017年8月27日 . 今月激安商品新品本/名峰・日本縦断 白籏史朗写真集 白籏史朗/著 昭和
十年代の佐多稲子 of 〔全集. 会社法で定められた配当可能額の規定に反して行われる配当の
ことです。 一般的には、. 、配当可能利益額の限度を超過する「蛸配当」のことを指します。 粉飾
決算による利益操作とセットで行われます。
Seidman教授. の憲法学説に言及する邦語文献は非常に少ないが，これは教授の議論が法 野.
横断的でかつ学際的なことによるかもしれない。その中で教授の憲法に対する. 基本的な立場に言
及するものとして以下のものがある。阪口正二郎「アメリカ. 憲法学とニューディール再 」『国家と自
由―憲法学の可能性』（日本評論社，. 2004年）15頁以下.
現代国家における表現の自由言論市場への国家の積極的関与とその憲法的統制 . 不可視化・
巧妙化する国家活動への憲法的統制の可能性を探る！ . 本書は、こうした極めて現代的な問い
に対し、アメリカ憲法学における表現の自由論の歴史的展開過程をひも解き、これまで個別に論じ
られてきた感のある「特権論」「違憲な条件の法理」「.
そこでは、憲法典の改正の現実的可能性は、本来、低減化. するはずである。しかし、硬性憲法
の硬質度が . 戦後日本政治の中軸を担った自由民主党は、結党以来、日本国憲法の. 改正を
党の基本文書に明記し２）、政権政党として .. しかし、憲法学の主流は、憲法制定権力の発動
には慎重であり、現憲法. の変動を憲法改正に限定化する９）。
吉田仁美）／選挙権と投票価値の平等―権利・制度・統治機構（只野雅人）／国家と宗教（安
西文雄）／表現の自由と民主主義の維持―取材の自由や知る権利をめぐる問題を中心として
（鈴木秀美）; 第2部 憲法政治の展開と憲法学の課題――統治をめぐる諸問題: 「絶対平和主
義」とは異なる「非武装平和主義」の可能性（麻生多門）／違憲審査制（.
各種コード. NII論文ID(NAID): 40003512718. NII書誌ID(NCID): AN00327052. 本文言語コー
ド: JPN. ISSN: 03873420. NDL 記事登録ID: 4587518. NDL 雑誌分類: ZA11(政治・法律・行
政--法律・法律学). NDL 請求記号: Z2-31. データ提供元: NDL.
タイトル. 国家と自由・再論. 著者名, 樋口 陽一／編著. 著者名ヨミ, ヒグチ ヨウイチ. 出版者, 日
本評論社. 出版年月, 2012.3. 内容紹介, 「国家と自由」刊行から8年。文字どおりの激動が内外
の憲法状況をゆるがしている。「国家と自由」の執筆陣が、かつての研究会で共有した問題関心を
ふまえ、憲法について論じる。 この資料に対する操作. カートに.
Title, 国家と自由: 憲法学の可能性. Editors, 樋口陽一, 森英樹, 高見勝利. Publisher, 日本評
論社, 2004. ISBN, 4535513899, 9784535513891. Length, 369 pages. Export Citation, BiBTeX

EndNote RefMan.
日本国憲法の研究書は、人権を「国家からの自由」としておきながら、そもそも国家とは何かを理
性的にも歴史的にも全くと言つていい程論じてみない。日本の国柄と人権の親和 . 頃してしまっ
た。だからそこでは、例へば、子供を作り育てるといふやうな長期的な負担、自分の人生の多くの可
能性や快楽を犠牲にす る子育ては忌避される。一代限りの.
タイトル, 国家と自由--憲法学の可能性(12)「国家・規制・市場」再考--ニューディール再考と憲法
学の可能性. 著者, 阪口 正二郎. 出版年, 1999-05. 対象利用者, 一般. 資料の種別, 記事・論
文. 掲載誌情報（ISSN形式）, 03873420. 掲載誌情報（ISSNL形式）, 03873420. 掲載誌情報
（URI形式）.

自由権. _ _ _ _ J情報社会におけるその変容. 京都大学准教授. 曽我部真裕. 法学セミナー
2012105/no.688. 1自由権的基本権の古典的な保障構造. 本稿の課題は、インターネットに象概
されるコミュ. ニケーション . [尚学社、 2011年]. 上、憲法上の自由権は、国家が活動を行う際に、
個人 .. 4 「新たな中世jと新しい憲法学の可能性? こうした状況.
constitutionの語源を探るのか、そうではなくconstitutioのほうを探るのかによってその意味が異. なっ
てくる可能性がありうるし、別の、たとえばVerfassungならばまたそれなりに別の起源があり. 得よう。
他方、後者においては、「憲法」概念にあらかじめ「国家の基本秩序」なる内容物を想定し. て、こ
れに該当するいくかの用語を拾い挙げるということに.
各種コード. NII論文ID(NAID): 40003514637. NII書誌ID(NCID): AN00327052. 本文言語コー
ド: JPN. ISSN: 03873420. NDL 記事登録ID: 6157378. NDL 雑誌分類: ZA11(政治・法律・行
政--法律・法律学). NDL 請求記号: Z2-31. データ提供元: NDL.
28 長谷部恭男＝中島徹編『憲法の理論を求めて――奥平憲法学の継承と展開』（日本評論
社，2009年）「憲法理論における自由の構造転換の可能性(1)」（13～37頁）. 27 辻村みよ子編
著『基本憲法』（悠々社，2009年）「日本国憲法と日本の法，日本の社会」（1～13頁）. 26 大石
眞＝石川健治編『新・法律学の争点シリーズ 憲法の争点』（.
に入り，新自由主義のもと，経済はもとより社会のあらゆる分野で「規制. （１） その嚆矢として，早
川和男『住宅貧乏 .. 論理と問題点を素材としつつ，憲法学の視点から，「居住の権利」の基本.
的人権としての権利性について考察を加える .. 居住可能性（WHO の「住居の健康原則」に則る
こと）（para８（d））. %アクセスの可能性（障害者等にとっても.
具体的には、 国会議員についての命令的委任の可能性が示唆離滅、 あるいは選挙権を主権的
権利として捉えて定数是. 正の徹底や戸別訪問禁止の撤廃が示唆され丶 ... 条(人格の自由な
発展を目的とする権利) の規定ゃその解釈論に注目し丶 それを参考にしながら、 日本国憲法一
三条が人. 間の人格そのものの権利性を包括的に規定した.
直接民主主義の可能性と限界 蒼天社出版 2006年. ISBN 978-4901916073. 35. 現代憲法入
門ゼミ50選（共編著） プレゼンテーション技法、課題26・27・29・43 北樹出版 2005年. ISBN 9784893849847. 36. 国家と自由－憲法学の可能性（共著） 「国民主権」「一般意思」と「特殊利
益」―フランスにおける「集権」と「代表」をめぐって 日本評論社.
国家と自由 : 憲法学の可能性 / 樋口陽一 [ほか] 編著. 本書影は紀伊國屋書店ウェブストアの .
憲法学の現代的論点 / 安西文雄, 青井未帆, 淺野博宣, 岩切紀史, 齊藤愛, 佐々木弘通, 宍
戸常寿, 林知更, 巻美矢紀, 南野森著. 2, cover · 痛快!憲法学 : amazing study of
constitutions & democracy / 小室直樹著. 3, cover, 比較不能な価値の迷路.
ここで主要な関心の対象となるのは、戦後ドイツが憲法裁判所制度の定着とそこでの判例の飛躍
的発展によって、憲法の役割の増大と法治国家の強化を成し遂げたが、その反面で憲法学的思
考からかつてワイマール期に存在した多様性と理論的豊かさが失われてしまった、という状況である。
そこで失われた可能性が何だったのか、戦後の進歩や.
当事者の自由意志であり、この場合の強姦魔は殺人犯でもあるので刑務所送りである。だが、訴
えることなく真実を隠し、ひ孫までもうけていたらどうなるか。時効である。過去に遡って認知を取り消
すなど、不可能である。ただし、個人の関係を扱う刑法や民法のような下位法の問題と、国家の正
統性を問う憲法学の疑問は単純に同一ではな日本国.
第２版刊行後も，研究の進展，新判例の登場，制度改変等については，増刷の折に最低限の補
正を行ってきたが，憲法や憲法学を取り巻く状況は，大きく変容しており，今回の改版は，それに対
応する必要があると考えたこと .. 第９章 人身の自由Ⅰ 人身の自由の意義Ⅱ 日本国憲法における
人身の自由の保障規定Ⅲ 刑事手続 １ 適正手続の保障
表現の自由は、民主主義にとって非常に重要な権利であるとされ、自由で民主的な国家. の憲法
で遍く保障され、また、国際人権規約等 . ら如何に表現の自由を保障するかというのは、憲法学に
とっても重要な課題であり続けた。 しかし、近年では、ヘイト・スピーチや .. 的過程は機能不全に陥
る可能性がある。なぜならば、民主主義社会が機能する.
ジェンダー法・政策研究叢書第1巻・東北大学出版会（2004）（辻村編）; 『国家と自由──憲法学

の可能性』日本評論社（2004）（共編著書）; 『日本の男女共同参画政策』 ジェンダー法・政策研
究叢書第2巻・東北大学出版会（2005）（辻村・稲葉編）; 『ジェンダー法学・政治学の可能性』
ジェンダー法・政策研究叢書第3巻・東北大学出版会（2005）（.
国家と自由』刊行から８年。同じ１８人の執筆者が、憲法学の可能性を探るという、かつて共有し
た問題関心からの新稿を寄せる。 目次: 学説の「一貫」と「転換」―「学説と環境」再論憲法解釈
学における「論議の蓄積志向」―『憲法上の権利』への招待“デモスの国民国家”とアイデンティ
ティー―フランスの場合政治的憲法論の歴史的条件―現代.
2008年11月17日 . 憲法研究者は研究者の中でも最も忙しい人たちであろう。その憲法研究者90
名（後記参照）の協力を得て、最先端の憲法学の成果を提示することができたのではないかと思っ
ている。本書を通して、国家や憲法をめぐる全体状況の中で、日本国憲法の意義、可能性、課題
を読者の方々に考えていただければ、執筆者たちの苦労は.
国家権力を制限するために. 日本国憲法のある国、日本では主権を持っているのは国民です。 主
権者である国民一人一人の、個人の自由を侵害するものがあってはいけません。 ですが、保障され
ている個人の自由を脅かす可能性があるのはどのような存在なのでしょうか。 一言で言うならば、そ
れは国家権力です。 代表的な国家権力は中世なら.
国家と自由 憲法学の可能性/樋口陽一」の通販ならLOHACO（ロハコ）！ ミネラルウォーター、お
茶、ティッシュ、おむつなどの日用品から、掃除機、冷暖房器具などの生活家電まで、アスクル個人
向け通販ならLOHACO（ロハコ）。翌日以降お届け、1900円以上で基本配送料無料です。
カントの平和思想を契機として、日本国憲法9条の統制的理念たる機能を客観的認識たらしめ、
さらには戦争に対する抑止力へと昇華せしめるべく模索を続けている。 主要担当授業科目 . 法律
時報増刊・安保改定50年‐軍事同盟のない世界へ， 「立憲民主平和主義」の可能性‐相対化の
時代における平和的生存権， 単著， pp. 221-224.， 2010
2016年4月22日 . . あると言われるけれども、それは裏を返せば、専門分野における研究が陰に隠
れてしまっている可能性を示唆するのかもしれない。あるいはまた、先ほどは「学界の『権威』として
君臨している」と書いたけれども、学部生や法科大学院生のような若い方々にとって、教科書（『日
本国憲法概説〔全訂第5版〕』〔学陽書房、1996年、初版.
第6章 多様な属性を包摂する手段としての多文化主義の可能性. おわりに. はじめに―本稿の目
的とその視座― . 日本の憲法学では，ドイツの「文化国家（Kulturstaat）」概念に基. づき，国家に
よる文化への助成という観点から . 年カナダ憲法第1章「権利および自由に関するカナダ憲章」第27
条を援用した. 主に個人の多様な属性について争われた.
2013年5月3日 . 項、国旗・国歌の尊重義務化など、05年の｢旧草案」では現実可能性に配慮し
控えられとい. われる復古的な要素が全面的 .. 日本国憲法前文が「わが国全土にわたって自由の
もたら. す恵沢を確保し」と絶対の前提 .. ず、日本の元首は内閣または内閣総理大臣とするのが
憲法学上の多数説である。元首と明. 記することは、天皇.
Ⅱ ．国家と社会の法的分離. Ⅲ ．国家の後退と社会の利益代表に対する開放. Ⅳ ．チャンスとリ
スク. Ⅴ ．民主主義と法治国家性の燈す国家の責任. Ⅵ ．憲法学と立憲化. Ⅶ .. 結社の自由
も. 、自律的な結合形成の権利として. 、. この文脈におかれる。また、財産権と職業の自由といった
他の諸基本権もここに示しておく。国家は基本権享有主体.
それは“押し付け”でなく“復活”だった！ 戦後70年、日本国憲法を再発見する。憲法学の泰斗が
説く、日本人が守り続けてきたこの国の大切な土台――。 「日本国民が70年近くにわたって日本
国憲法を支持し、様々な問題や困難に直面しつつも真面目にその運用に務めてきたということは、
自らの手でこのような憲法を作った可能性を結果的に証明し.
2017年10月21日 . レジュメ 憲法学における公共圏論従来の憲法学における「公共性」の用法毛
利『表現の自由』p3-4・国家権力発動には公共性の観点から制約が課せられなければ . を強調し
て、その「諸個人の自立と自律にもとづくres publicaを構築」する可能性に賭けるべきだと述べる（樋
口陽一『近代国民国家の憲法構造』（1994年）90頁）。
【送料無料選択可】科学技術英語動詞活用辞典/富井篤/編(単行本・ムック),国家と自由 憲法
学の可能性,近代立憲主義思想の原像 ジョン・ロック政治思想と現代憲法学,シュテルンドイツ憲

法 2,外国人の退去強制と合衆国憲法 国家主権の法理論/新井信之!新品本/外国人の退去強
制と合衆国憲法 国家主権の法理論 新井信之/著,新品本/現代憲法.
３ 戦後ドイツ憲法学の変容; ４ 戦後憲法学を超えて; ５ 結びに代えて. 第１４章 憲法秩序におけ
る団体. １ 本章の課題; ２ 自由と秩序; ３ 「憲法」と「立憲主義」; ４ 自由の諸条件と憲法; ５ 憲
法学の可能性. 第１５章 論拠としての「近代」. １ 主題; ２ 議論の磁場; ３ リュート判決再訪; ４
日本憲法学の「近代」. 第１６章 「国家教会法」と「宗教憲法」の間.
および韓国における憲法学的根拠(４)を検討した後、その制限と限界(５)について考察したい。 ...
したがって、忘れられる権利は、国家に対する防御的性格を持っ . 特性である広範囲な情報への
接近の可能性や情報の持続可能性、そして情報検索・提供の包. 括性による52。 第三は、基本
権の主体が忘れられる権利を主張する場合、その問題は.
2016年3月11日 . 【原著論文】. ヘイトスピーチの憲法的研究. ヘイトスピーチの規制可能性につい
て. 藤井 正希. 憲法学研究室. The study of the constitution of the hate speech. About the
regulation possibility of the . キーワード：ヘイトスピーチ，表現の自由，対抗言論の法理，人格
権，民主主義. 1. はじめに ― ヘイトスピーチとは. 1.1. 定義.
Vol, ISBN:4004306264 ; PRICE:660円+税. Size, vi, 207p ; 18cm. Language, Japanese.
Subjects, NDLSH:憲法. NDLSH:国家と個人. Classification, NDC8:323.01. ID, 1000092958.

ISBN, 4004306264. NCID, BA42627536.
2015年6月22日 . 集団的自衛権の行使は違憲――6月4日の衆議院憲法審査会において、各
党の推薦する3人の憲法学者が、安保法案を「憲法違反」だと明言した。集団的自衛権はどの点
が憲法違反なのか。 . 木村 日本国憲法の改正の要否や、改正原案を審査するための国会内委
員会の一つです。集団的自衛権や、安全保障だけを議論して.
日本国憲法は，21条で「言論，出版その他一切の表現の自由」（→言論の自由，出版の自由）
を保障しており，その特徴として，多くの国で採用されている但書（例外）を .. すなわち、表現行為
は、思想の発達や知的探究や自己確認のために不可欠であり、そうした精神の発達によって、個
人は人格および人間としての可能性を実現することができる。
日本の憲法学における国家緊急権のポピュラーな定義（狭義の国家緊急権） ... 例外裁判所の
禁止）、２７条（＝意見表明の自由、出版の自由、検閲の禁止）、２８条（＝ ... とされる. 71 。停
止可能性が予定. された基本権は、グラウによれば、「その共通の核心によれば、法律による行. 政
の原則の逸脱形式（Ausbruchsform）である。」とされた. 72.
そして、いかなる形態の政府であれ、政府がこれらの目的に反するようになったときには、人民には政
府を改造または廃止し、新たな政府を樹立し、人民の安全と幸福をもたらす可能性が最も高いと
思われる原理をその基盤とし、人民の安全と幸福をもたらす可能性が最も高いと思われる形の権
力を組織する権利を有する」。日本国憲法前文には、次.
安念潤司＝小山剛＝青井未帆＝宍戸常寿＝山本龍彦編著『論点 日本国憲法――憲法を
学ぶための基礎. 知識』（東京 .. 小山剛「自由と安全――若干の憲法学的考察（警察政策
フォーラム 市民生活の自由と安全――各国の. テロリズム .. 小山剛「基本権の機能の拡充の可
能性――ドイツにおける議論を素材として」慶応義塾大学大学院法学.
2008年12月9日 . 近代立憲主義の下では、国家と個人が対置され、国家権限の行使は憲法上
保障され. る自由・財産によって枠づけられていると考えられてきた。そのために、国家権力は. 「公
共の福祉」の実現のためにのみ行使されると考えられ、他方、公共の福祉の内容. については必ず
しも明確に定義づけられず、抽象的な危険回避・予防で.
2017年5月26日 . また，法の支配を貫徹するために憲法の最高規範性を認め，それを担保する ..
(3) 国際的な先駆性. 日本国憲法は，世界人権宣言（１９４８年採択）や自由権規約・社会権
規. 約（１９６６年採択）など国際人権に関する諸条約等に先駆けて，幸福 ... 主義に反する集団
的自衛権の行使の可能性を認めた安保法制など，立憲主義の.
多文化社会における憲法学の序論的考察――日本・アメリカ・カナダの信教の自由を素材に」法
政理論第48巻第4号、72～94頁（2016）. ○「『新しい人権』と『一般的行為自由』に関する一考察
――可謬主義的人間観に基づく憲法一三条解釈の可能性――」阪本昌成先生古稀記念論

文集『自由の法理』（成文堂、2015）607～634頁. ○「憲法教育.
キーワード : 日本国憲法・憲法学・正当性・法社会学・ヴェーバー・Constitutional theory・
Legitimacy・Max Weber. * 神戸大学大学院人間発達環境学 ... その権力に服従する動機が、
その権力の正当性と異なる可能性もあ. る。しかし、このような個人的な ... 自体もまた規範に対す
る服従であって、自由意志あるいは、恩恵あ. るいは特権ではない .
Amazonで樋口 陽一, 高見 勝利, 辻村 みよ子, 森 英樹の国家と自由―憲法学の可能性。アマ
ゾンならポイント還元本が多数。樋口 陽一, 高見 勝利, 辻村 みよ子, 森 英樹作品ほか、お急ぎ
便対象商品は当日お届けも可能。また国家と自由―憲法学の可能性もアマゾン配送商品なら通
常配送無料。
2010年7月17日 . 「日本国憲法」、公民教科書、歴史教科書の占領管理基本法学から憲法学
へ（三）―――独立国精神に基づく「日本国憲法」解釈をに関する詳細記事。 . だが、時効や追
認の可能性を考える以前に、憲法として無効な「日本国憲法」を有効なものに転化させる必要
性、法的利益があるかどうか、考えなければならない。前述のよう.
2016年11月3日 . 憲法を「国家権力を縛るためのもの」とする考えは、近代初期の「近代立憲主
義」と呼ばれるもので、国家の役割を制限することで国民の自由・権利を保障していくという夜警国
家、「小さな政府」時代の産物だ。しかし、 . なお私は憲法学や法律学の専門家でも何でもないの
で、理解が間違っている可能性があります。また、これまで.
政治過程の統合と自由―政党への公的資金助成に関する憲法学的考察（一）～（五・完）」（業
績一覧・論文1～5、東京大学法学部に2000年3月に提出した助手論文を加筆修正し . 自分の
最初の作品であり、憲法学という学問について自分の考えていることを可能な限り表現したいという
思い入れも強かったため、かなり思い切りよく筆を運んでいる.
この日本史がそもそも学者の学問的探求の一致した見解ならば、なぜ憲法という国家の最高法規
の第一条に規定する必要があるのでしょうか。しかも、「歴史は書きかえられる。」というヨーロッパの
みならず、戦後の中国でもァ黄河文明一元史観、が否定されて、古代中国文明多元史観、が登
場するというように、「歴史は書きかえられる」可能性が.
ヒロシマと憲法〔第４版〕: ［憲法］: 水島朝穂 編著: Ａ５判・296ページ・本体2,800円＋税: 世界の
〈ヒロシマ〉と一地方都市〈広島〉を憲法学の視角から結びつけ、平和主義と人権を基軸に具体的
な問題を取り上げ、日本国憲法の . 第二部（太田）では、現代社会における国家間戦争の可能
性を問い、そのための軍事力の存在意義の喪失を明示する。
2016年2月17日（水）、岩上安身による憲法学者 樋口陽一・東京大学名誉教授インタビューが
行われ、樋口氏は、自民党改憲草案の危険性と法的矛盾を、次々と論破していった。 まず、現行
憲法の権力を縛ることを逆転させた自民党憲法改正草案だと指摘。「憲法とは、国民主権や国民
の自由を保障するものだ。ただし、その自由には例外があり、.
置をめぐる法状測の検討を通じて、 近年のドイツ憲法学が取り組む 「安全と自由の整除」 という
課謝の問題の所在. を明らか . 公共の場でのカメラ監視の運用状況を紹介し (一)、 その憲法上
の問題点を整理する (こ)。 さらに、 .. 同体の力に主観的安全確保の可能性を見出し、 国家に下
支えされた社会的規律が機能す鳩 「二層の安全確保システ.
市民」と「市民主権」の可能性・再論……辻村みよ子 「国民主権」「一般意思」と「特殊利益」
――フランスのおける「集権」と「代表」をめぐって……只野雅人 参議院のあり方・考……高見勝
利 「ヨーロッパ憲法制定権力」？……山元 一 「グローバル化」変動と憲法・憲法学……森 英樹
「新しい戦争」と国家 ――U.K.プロイスのポスト「9.11」言説を軸に…
2015年5月1日 . 日本国憲法などの近代憲法は、「人はみな、生まれながらに自由で平等である」
という権利（基本的人権）を持ち、それを国家が好き勝手に侵すことがないよう枠をはめておく（立憲
主義）という発想で成り立っている。専修大の田村理教授（憲法学）に、こうした憲法の意義や、同
性婚やヘイトスピーチなど現代的な問題をどう考える.
2016年12月30日 . 実は、「日本国憲法の哲学」自体がそもそも自律＝個人的自由と社会的連
帯との幸福なあるいは危険な「調和」を内包するものであった。それゆえ日本 . 連帯主義——進歩
と反動の奇妙な結合 日本国憲法制定後初めて体系的な「基本的人権」論を展開したのは、憲

法・公法学者ではなく、民法学者我妻栄であった。宮沢はその「.
が制定するかが問題となるが、人民の権利・自由の確保を目指す以上、これ. を統治者自身に委
ねることはできない。 . 日本の憲法学では、近年、こうした伝統的理解をふまえつつ、より理論的. に
深化した展開がみられる。例えば、「様々 . 概説』 4-6頁 (良書普及会、1987年)。 3) 樋口陽一
『近代立憲主義と現代国家』182頁 (勤草書房、1973年)。
憲法学」まとめ. 小室直樹著. 第1 章 日本国憲法は死んでいる. 「日本国民は、正当に選挙され
た国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のた. めに、諸国民との協和による成
果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の. 行為によつて .. 予定説を信じ
ているのなら、救われる可能性は０ではない. 少なくとも.
国家と自由 : 憲法学の可能性. Format: Book; Responsibility: 樋口陽一 [ほか] 編著;
Language: Japanese; Published: 東京 : 日本評論社, 2004.5; Description: iii, 369p ; 22cm;
Authors: 樋口, 陽一(1934-) <DA00337332> · 森, 英樹(1942-) <DA00457990> · 高見, 勝利
(1945-) <DA04961959> · 辻村, みよ子(1949-) <DA03503766>.
2014年7月20日 . 【弁護士ドットコム】秘密保護法は、憲法を否定するものなのか――特定秘密
保護法について考えるシンポジウム「学生・市民と考える秘密保護法」（主催・民主主義科学者
協会法律部会）が7月13日、東京・新宿区の . 村井敏邦・一橋大学名誉教授（刑事法学）は「こ
の法律に違反した場合、捜索が大規模に行われる可能性がある。
労働力人口の減少が経済成長率低下を招き、国民の所得を減少する可能性をもたらすとともに、
社会面では「社. 会の基礎的 . 養する「少子化対策」二法について、憲法 24 条の自由権的性格
を考察の基軸としながら検証する。最後に、 . 日本国憲法 24 条は、大日本帝国憲法下の社会
制度であった「家」制度を廃止し、それに伴う戸主権、父権、.
2017年10月18日 . 「違憲」１０４人「合憲」２人安保法案アンケート憲法学者ら１２２人回答》平
成２７年７月１１日付の朝日新聞朝刊。安倍晋三内閣が提出した . 違憲の可能性があると答え
た学者を含めると計１１９人。なぜ、こんな〝偏り〟が . これによって、新憲法は新たに主権者となっ
た国民の自由意思で制定された－。宮澤が２１年５月に提唱した.
2017年5月20日 . 2 福岡久美子「児童虐待に関する憲法学的試論」阪大法学 53 巻 3・4 号
1044 頁（2003 年）。 3 福岡・同上 . の最善の利益のために行動すべき親によって、理不尽に傷つ
けられ、踏みにじられ、未来への可能性. すら強奪する .. 日本国憲法において、子どもの人権享有
主体性は当然認められるものとされ、同時に、成人とは異.
愛知憲法会議事務局長. 名古屋大学大学院法学研究科修士課程修了(政治学. 専攻・憲
法). 名古屋大学法学部助手 (憲法講座). 中京大学法学部非常勤講師 (外書購読). 名城大
学商学部 .. 社・2002年5月. 「市民的公共圏形成の可能性」 (編著) 日本評論社・2003年2月 .
12月 「内心の自由」奥平康弘=杉原泰雄編 「憲法学2」有斐閣. 「戦後民主.
この資料は 2 部構成となっており､第 1 部において､公共の福祉､表現の自由、集. 会・結社の自
由及び学問の自由に関する基礎的事項を主に憲法学の文献における. 流れに沿って紹介し､その
上で第 2 部において､具体 ... の衡量が行なわれる憲法の分野においては、概し. て、国家権力の
利益が優先する可能性が強い、という点に根本的な問題が.
2010年1月21日 . 謝罪広告事件（最大判1956年7月4日民集10巻7号785頁／判時80号3頁／
判タ62号83頁）【百選37】. 【関連判例】. ・君が代ピアノ伴奏拒否事件（最３小判2007年2月27日
民集61巻1号291頁／判時1962号3頁／判タ1236号109頁. 【参考文献】. ・蟻川恒正「署名と主
体」樋口陽一ほか（編）『国家と自由——憲法学の可能性』（.
2017年11月29日 . 法学セミナー（日本評論社） (652) 1 2009年. 立川反戦ビラ事件と表現の自
由. 石埼学. 日本の科学者（日本科学者会議） (499) 36 2009年. 精神科閉鎖病棟の憲法学.
石埼学. 亜細亜法学 39(1) 15 2008年. 市民的安全構築の可能性. 石埼学・安達光治. 民主主
義科学者協会法律部会編『改憲・改革と法』（法律時報臨時増刊／.
この両概念を、イギリスを比較対象国として、ヨーロッパレベルの視点も取り入れながら検討したうえ
で、国際人権規約自由権規約という「市民」概念の可能性を、近時主張されつつある「市民主
権」論との関連も考慮に入れて考察する。そして、日本国憲法の解釈論とのかかわりを、シチズン

シップと居住移転の自由、並びに、地方自治の性質論、.
の社会の目的」として，「自由」と「人間に値いする. 生存」という二つの価値を挙げているからであ
る。 これら二つの .. 日本国憲法の「はたらき」と憲法学のかかわりは. どうだったろうか。「日本国憲
法50年──回顧と展望」. を主題と .. 濃部達吉は，その憲法のもとで自由主義憲法学説を. 法律
家として展開することが可能だったのである。 そのことを.
2012年4月27日 . 第三章 「小さな政府」の憲法学 第一節 問題の所在 第二節 政治の語用にお
ける「小さな政府」 第三節 憲法学における「小さな政府」論 第四節 「小さな政府」論のゆくえ 第
四章 憲法と経済秩序 解釈理論上の問題の所在 第一節 問題の所在 ――「憲法と経済秩序」
の関係をどう捉えるべきか 第二節 表現の自由と国家の関係.
前提が、「言論の自由」なので、それが保障されな. いと正しい答えに行き . ④多数決では、なぜ権
利侵害をする可能性が出てしま. うのか、考えて発表 ... 回答例）. ・日本国憲法第 13 条. ①自
己決定権は、「権利」であることを確認させ. る。「自分のことは自分で決める」のは「当た. り前」だと
感じる生徒がいる場合は、この権利. は「自律した個人」が.
そこへ、戦前からある「国家あっての個人」という考え（これについては後で説明します）が結びつくと、
今まで憲法学者が一生懸命に排除してきた「お国のため」の論理が憲法 .. 他の基本的人権の侵
害は民主主義的過程で修復される可能性があるのに対し、「表現の自由」の不当な制約が認め
られれば、民主主義そのものが破壊されてしまい、修復.
憲法学・情報法・辻雄一郎先生＋富士見高等学校有志5人. ○オーサー 辻雄一郎先生. 筑波
大学 社会・ . 日本国憲法21条は、自由な情報流通を保障しています。もちろん他人の名誉やプ
ライバシーを侵害する . 変転するネットの世界では熟練した法律家でさえ、正反対の答えを出す可
能性もあります。そもそも現実世界とインターネットを分離する.
樋口陽一は、敗戦によって自由を回復した戦後社会科学のなかで経済史学が . この歴史学の一
部. 門から受けた影響の大きさについて言えば、憲法学は他の領野に勝るとも劣ら. ない。たとえ
ば、戦後日本の憲法学はとりわけ主権論において高度な理論の精 . 国憲法の諸規定を比較憲
法史の視座から解釈したふたりの巨匠、樋口と杉原泰.
小学校から高校までの社会科の授業で、国民主権と基本的人権と平和主義の3つは、日本国憲
法の三大原則だということを学んだ人も多いのではないでしょうか。なかには、ただ三大 ... つまり、
いったん戦争が起きれば核兵器がいつ使われるかわからず、核兵器によって人類が滅亡する可能性
が出てきたということです。 実際に、現在の世界中の.
樋口 陽一（ひぐち よういち、1934年9月10日 - ）は、日本の法学者。専門は憲法学、比較憲法
学。東北大学名誉教授、東京大学名誉教授。法学博士（東北大学、1964年）、パリ大学名誉
博士。日本学士院会員。日本学士院賞受賞。宮城県仙台市出身。83歳。妻は社会学者で元
東北福祉大学教授の樋口晟子。
経済学の憲法適合性と法政策分析への適用可能性に関する考察1. 常木 淳. 1． 課題の設定 .
ることを論証するために、その最も妥当かつ合理的と考えられる戦略として、日本国憲法. と、その
標準的解釈の提示する規範を . 憲法が定める経済的自由権に対する「公共の福祉」による制約
に関する厚生経済学的解釈. を行い、現行の憲法論において.
. 場合政治的憲法論の歴史的条件―現代イギリス憲法学における立憲主義と民主主義・再訪
法心理学の一側面ロールズ『正義論』におけるＯＰ曲線の意味国家の軍事機能の「民営化」と民
間軍事会社「思想・良心の自由」と「信教の自由」―判例法理の比較検討から社会的排除の構
造と形式的平等論の新たな理論的可能性リプロダクティヴ・ライツ.
2008年4月16日 . 戦後日本の安全保障論議 憲法9条と日米安保の原点国家と自由 憲法学の
可能性/樋口陽一憲法訴訟論/新正幸権力分立 立憲国の条件/阪本昌成【洋書】Nature／ネー
チャー写真集 Cherry Blossoms 【並行輸入品】,【最高の品質を持つ!】日本文化のかたち百科 /
小町谷朝生 〔辞書・辞典〕店舗を超格安価格,【洋書】Nature／.
裁判官は完全に自由な憲法解釈権を漁師に有しているのだろう湖ド. ここで結論を . 以下、 山内
敏弘 「戦後における憲法解釈の方法一 杉原泰雄編 講座 ・ 意法学の基礎第三巻 『憲法学の
方法』 (一 九八四年) 勁草. 書房 七一 .. れた様々な可能性の下で何ら決断することはできず、

この決断を法秩序に基づいて権限を有する法機関に委ねなけれ.
通信の秘密と表現の自由との一定の結びつきを認めつつ私生活の保護の一環としての性格も有す
るとするのが通説である"・憲法における人権の保障は、その人権が国家権力によって侵されること
がな . これに対して、通信の秘密がプライバシー保護の一環として保護されるべきものと考えると、通
信内容の察知可能性の有無にかかわらず、通信.
院法学研究科教授で行政学者である牧原出氏、京都大学法科大学院教授で憲法学者であ
る. 大石眞氏の３名である。 . 理である自由と自由の相互承認、自由に生きる権利、それから他
者の自由を阻害しない限. りは生きていいんだというよう . そして、結局は全体としての日本国憲法
は機能し得ない可能性もあると思い. ます。つまり、危機管理の.
8, 国家と自由 : 憲法学の可能性 / 樋口陽一 [ほか] 編著 東京 : 日本評論社 , 2004.5. 9, 国際
協力と平和を考える50話 / 森英樹著 東京 : 岩波書店 , 2004.2. 10, 市民的公共圏形成の可能
性 : 比較憲法的研究をふまえて / 森英樹編 東京 : 日本評論社 , 2003.2. 11, 現代憲法講義 /
浦部法穂, 大久保史郎, 森英樹著 1 : 講義編. - 第3版. - 京都 : 法律.
佐々木惣一は戦前の日本における代表的な憲法・行政法学者であり，帝国憲法の自由主義的
な解釈学を. 確立した人物として知られて . 両立させ，「国民の利益」を重視する立憲政治を擁護
しようとしたが，この時点では国家に対して個人の自. 由や権利の保障を . 主義はそもそも君主主
義を克服する可能性をもたない原. 理であった」と評価する 5）.
170920000042, ｢憲法学の発想１ 総論・統治機構」, 棟居快行, \1,296, 1998, 古書在庫.
170920000019, ｢政党国家論と憲法学」, 上脇博之, \8,640, 1999, 古書在庫. 170918000007,
｢良心の自由 －基本的人権としての良心的自律可能性の保障ー」, 西原博史, 函少シミ,
\3,780, 1995, 古書在庫. 170915000001, ｢憲法・行政法演習 第２巻」.
11）この点については、春名麻季「憲法学における人権論からみた親子関係の諸要素―『実の
母』をめぐ. る議論を中心 ... 化することが可能となるが、日本国憲法の下では、まさに24条の解釈
により導かれる規範内容. との関係で検討 .. しかし、このように憲法24条の保障内容に個人の自
由以上の制度としての「婚姻」あるいは. 「家族」の保護を.
辻村 みよ子（つじむら みよこ、1949年7月13日 - ）は、日本の法学者。専門は憲法。東北大学
ディスティングイッシュトプロフェッサーを経て、明治大学法科大学院ジェンダー法センター長・教授、
東北大学名誉教授。国際憲法学会日本支部副代表、全国憲法研究会代表、ジェンダー法学
会理事長、日本学術会議会員を歴任。本名は横山みよ子（旧姓.
の最高裁学テ判決の法理を発展させることを期待したのである。しかし、今回の判決は、その学テ
判決の水準にを結集して論陣を張り、最高裁がより深い歴史感覚と人権感覚、教育条理感覚を
もって審理し、先行判例として面から争点となった今回の教科書裁判では、家永側は憲法学、教
育法学、教育学、歴史学など関連諸科学の成果教科書検定.
国家と自由 : 憲法学の可能性. 種類: 図書; 責任表示: 樋口陽一 [ほか] 編著; 言語: 日本語;
出版情報: 東京 : 日本評論社, 2004.5; 形態: iii, 369p ; 22cm; 著者名: 樋口, 陽一(1934-)
<DA00337332> · 森, 英樹(1942-) <DA00457990> · 高見, 勝利(1945-) <DA04961959> · 辻
村, みよ子(1949-) <DA03503766>. 書誌ID: BA67067908; ISBN:.
日本国憲法は議院内閣制を採用しているが、議院内閣制の下では必ず、行政権に自由な議会
解散権があるわけではない。ドイツ基本法に典型的に見 ... 何が起こるか分からないのだから、いく
ら整っているとはいえ、現在の法制度で対処できない事態が発生する可能性も、小さいとはいえ起
こらないとは限らない。理屈としてはたしかにそうであろう。
現行ドイツ憲法＞. 戦後のドイツ連邦共和国（西ドイツ）基本法は、「基本権」の章の第 4 条に
「信仰・良心の自由」. （「信教の自由」ともいう）を定め、同時に第 140 条によって、ワイマール憲法
の 136 条、137 条、 . 教の自由」をめぐる問題と、その論理的前提でもある「国家と宗教」との関係
につき、日本の憲法. 学の議論 .. 憲法的正当化の可能性＞.
2012年8月13日 . つまり、資本主義・自由競争社会のセイフティーネットの構築を国家に求めること
にあります。 もう少し詳しく言うと、「憲法学1」に述べた人権保障の二つの意義がここでも当てはまり
ます。 各個人が経済的な側面で個人の尊厳を保つことができるようにすること、 能力があり発展可

能性のある個人の能力を発揮させる土台作り（.

