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[要点] 

(1) 基本的人権を分類すると，①自由権(個人が自分の意志で行動し，他から束縛
そくばく

され

ない権利)，②平等権(人種，信条，性別，身分などによって差別されない権利)，
③社会権(人間らしい生活をするために保障された権利)，⑤基本的人権を守るた

めの権利(参政権，請求権など)となる。 
(2) 人権は，他の人々の人権との関係で制限されることがある。人権と人権との対立

を調整するための原理を公共の福祉という。 
 
[要点確認] 

(1) 基本的人権を分類すると，①(   )権(個人が自分の意志で行動し，他から束縛
そくばく

さ

れない権利)，②(   )権(人種，信条，性別，身分などによって差別されない権

利)，③(   )権(人間らしい生活をするために保障された権利)，⑤(   )(参
政権，請求権など)となる。 

(2) 人権は，他の人々の人権との関係で制限されることがある。人権と人権との対立

を調整するための原理を(   )という。 
 
[問題] 
 次の文のA，Bに適語を入れよ。 
「この憲法が国民に保障する自由及び権利は，国民の(A  )によって，これを保持し

なければならない。又，国民は，これを濫用
らんよう

してはならないのであって，常に(B  )
のためにこれを利用する責任を負ふ。」(12条)   

[解答]A 不断
ふ だん

の努力 B 公共の福祉
ふく し

 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 「国民はすべての(A  )の(B  )を妨げられない。この憲法が国民に保障する

(A)は，侵すことのできない(C  )の権利として現在及び将来の国民に与へられ

る。」(11条)  
(2) 「すべて国民は(A  )として尊重される。生命，(B  )及び幸福追求に対する

国民の権利については(C  )に反しない限り，立法その他国政の上で最大の尊重

を必要とする。」(13条)   
(3) 上の2つの条文は，日本国憲法の三大原則の何と関連があるか。 

[解答](1)A 基本的人権 B 享有
きょうゆう

 C 永久 (2)A 個人 B 自由 C 公共の福祉
ふく し

 (3) 
基本的人権の尊重 
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[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 基本的人権は，最大限に尊重されなければならない。しかし，人権は，他の人々

の人権との関係で制限されることがある。このような場合に，人権と人権との対

立を調整するための原理を，憲法では何というか。 
(2) (1)によって人権が制限されることがあるが，その理由を説明せよ。 

[解答](1) 公共の福祉
ふく し

 (2) 他人の人権を侵害してはならないから。 
 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 基本的人権を大きく4つに分けるとどうなるか。すべてあげよ。 

(2) 個人が自分の意志で行動し，他から束縛
そくばく

されない権利を何というか。 
(3) 人種，信条

しんじょう

，性別，身分などによって差別されない権利を何というか。 
[解答](1) 自由権，平等権，社会権，基本的人権を守るための権利 (2) 自由権 (3) 平
等権 
 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) フランス革命当時から認められている人権の基盤となる権利は何か。2つあげよ。 
(2) 人間らしい生活をするために保障された権利は何か。 
(3) 国民が，自分たちの代表者を選んだり，自分が直接政治に参加したりする権利を

何というか。 

(4) 基本的人権が侵
おか

された場合に，救済
きゅうさい

を求める権利を何というか。 
[解答](1) 自由権，平等権 (2) 社会権 (3) 参政権 (4) 請求権

せいきゅうけん

 
 
 



[問題] 
 次の各問いに答えよ。 

 次は自由権，平等権，社会権，参政権
さんせいけん

，請求権
せいきゅうけん

のどの権利と関係があるか。 
(1) すべて国民は教育を受ける権利を有する。 

(2) 現行犯以外は，法で定められる正しい手続きがなければ，逮捕
た い ほ

されない。 
(3) 選挙権，被選挙権。 

(4) 団結権
だんけつけん

，団体交渉権，団体行動権(争議権
そ う ぎ け ん

)。 
(5) 自分の考えを出版したり，政府に反対の意見を発表したりしてもよい。 

(6) 警察官でも，令状
れいじょう

がなければ他人の家に勝手にはいることはできない。 
(7) どんな職業についても，どこに住んでもよい。 
(8) 健康で文化的な最低限の生活を営む権利がある。 

(9) 最高裁判所の裁判官の国民審査
こ く みん しん さ

。 
(10) 何人も裁判を受ける権利がある。 

(11) 拷問
ごうもん

や残虐
ざんぎゃく

な刑の禁止。 
(12) 財産権。 

(13) 憲法改正の国民投票
こくみんとうひょう

。 
(14) 勤労権。 

(15) 人権が侵害されたときに，刑事補償
け い じほ しょ う

や損害賠償
そんがいばいしょう

を求めることができる。 
(16) 集会，結社，言論，出版。 

(17) 人種，信条
しんじょう

，性別，社会的身分または門地
も ん ち

により差別されない。 
(18) 国会や政府に対して請願

せいがん

する権利。 
(19) どんな宗教を信仰

しんこう

してもよい。 
(20) 国から生活保護を受ける。 

(21) 通信の秘密を侵
おか

されない権利。 
(22) すべての国民が，人間らしい生活をするための権利。 

(23) 一票の重みの格差
か く さ

が憲法に違反するとして裁判で争われた。 
[解答](1) 社会権 (2) 自由権 (3) 参政権

さんせいけん

 (4) 社会権
しゃかいけん

 (5) 自由権 (6) 自由権 (7)
自由権 (8) 社会権 (9) 参政権 (10) 請求権 (11) 自由権 (12) 自由権 (13) 参
政権 (14) 社会権 (15) 請求権 (16) 自由権 (17) 平等権 (18) 請求権 (19) 自
由権 (20) 社会権 (21) 自由権 (22) 社会権 (23) 平等権 
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