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第 1控 訴の申立の理由の要 旨の 4記 蛾の控訴の趣意 (被告人団体及び同戸田につき
判示第 2の 1. 2の 事実についての法令適用の誤)に ついての補充
1 政 治活勢に関する寄職する自由は憲法上保障されている
会社,労 働組合,職 員団体,そ の他 の団体が,政 治活動に関す る寄附をする
自由は,憲 法上保障された権利 である。
これは,最 高裁判所大法廷判決昭和 45年 6月 24日 が,「憲法上の選挙権
そ の他 のいわゆる参政権 が 自然人たる国民 にのみ認め られた ものであるこ と
は,所 論のとお りである。 しかし,会 社 が,納 税の義務を有 し自然人たる国民
とひとしく国税等 の負担 に任ずるものである以上,納 税者たる立場において,
国や地方公共団体の施策に対 し,意 見の表明その他の行動に出たとしても,こ
れを禁圧すべ き理 由はない。 のみならず,憲 法第三章に定める国民の権利およ
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び義務 の各条項は,性 質上可能なかぎ り,内 国の法人にも適用 されるもの と解
すべ きで あるか ら,会 社 は, 自然人た る国民 と同様,国 や政党 の特定 の政策を
支持 ,推 進 しまたは反対す るな どの政治的行為 をなす 自由を有す るので ある。
政治 資金 の寄附もまさにその 自由の一環 であ り,会 社 によつてそれがな された
場合 ,政 治の動向に影響 を与えるこ とがあつた として も,こ れを 自然人たる国
民による寄附 と別異 に扱 うべ き憲法上の要待 がある ものではない。」 と述べ る
とお りである。
この最高裁判決 は,事 案 が,会 社 の政治資金 に関す るものであった ところか
ら,会 社について述べ た もので あるが,労 働組合,職 員団体,そ の他団体 にお
いて も,政 治活動に関す る帝附の 自由を憲法上 (具体的には憲法 21条 )保 障
されてい るこ とに変 わるところはない。
また,労 働者 は,憲 法 28条 によって保障 された団結す る権利及 び 団体交渉
その他の団体行動 をす る権利 に基づいて 「
労働者 が主体 となつて 自主的に労働
条件の維持改善その他経済的地位 の向上を図ることを主たる 目的 として組織す
る団体」 (労働組合法 2条 )と して労働組合 を結成 してい る。 労働組合 が保 障
された。政治活動に関す る寄附の自由を含 む,政 治活動 の 自由は,労 働者に と
っては,憲 法 28条 によって保障 された権利でもある。
そ して,寄 附の 自由とは,帯 附す る自由とともに寄附 され る 自由を包含す る
ものである。

政治資金規正法 21条 1項 ・22条 の 2は 憲法違反 である
(1)政 治活動 に関す る寄附の 自由を含む,政 治活動 の 自由は,憲 法 21条 によ
り保障 され る精神的 自由であ り,か つ,民 主政治の根幹をなす重要な権利 で
ある。
この よ うに重要な憲法上の権利 を規制す るに当たっては,厳 格な審査基準
によるべ きである。す なわい,当 該規制 を合意 と判断す るに当たっては,当
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該規制立法 の 目的が真にやむを得ない 目的 体じ
益)であるか,手 段 (規制方法)
が 目的を達成するために必要最小限 (必要不可欠)なものであるかを
判断 して
(過大包摂 ・過小包損は許されない),こ れが認 められる場合 に
,は じめて当
該規制を合癒とされなけれ ばならない。
修)平 成 6年 ,同 11年 に政治資金規正法を改正 して,それまで適法であった
,
政党又は政治資金団体以外の者に対する政治活動に関する寄附を刑罰をもっ
て禁上 した趣 旨は,「政治資金の調達を政党中心 とするため
,ま た,近 年 に
おける政治 と金をめぐる国民世論の動 向等」 にあるとされる (政治 金
資 制度
研究会編集 「
逐条解説政治資金規正法」第二次改訂版 ・ぎょうせぃ)。
国民世論の動向によって,憲 法上の自由を制限することはできない。
従つて,政 党又は政治資金団体以外 の者 に対する政治活動 に関する寄附を
刑罰 をもつて禁止する目的は,「政治資金 の調達を政党中心とする」 こ とに
しか求めることがで きない。そ して,「政治資金 の調達を政党中心 と
するJ
目的は,さ らに 「
政治資金 の調達をめぐる腐敗の防止」ない しは,「(いゎゅ
る)政 党本位 の政治の推進」 と,考 えることができる。
●)仮 に,「政治資金 の調達をめ ぐる腐敗 の防止」を真にやむを得ない 目的と
考えることがで きるとして も,そ の 目的達成 のために,「会社 ,労 働組合 ,
職員団体,そ の他 の団体」についてのみ,「政党又は政治資金団体以外の者
に対する政治活動に関する寄附を刑罰をもって禁止すること」は
,必 要最小
限な手段ではない。そもそ も,「会社 ,労 働組合,職 員団俸,そ の他の団体」
が行 う政治活動に関する争附がそれ以外 の者 の行 う寄附よりも,あ るいは
,
政党又は政治資金団体以外が行 う政治資金 の調達が政党又は政治資金団体が
行 う政治資金の調達 よ り腐敗 しやすぃ。 とは言えないか ら, 目的と手段 の間
に合理的関連のない ことは二重に明らかである。
仏)) 憲 法上特段 の地位 を与え られてい るわ けではない政党について,「(いわ
ゆる)政 党本位 の政治の推進」を考 えることは,真 にやむを得ない 目的 (利
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益)で あるとはない。仮 に,そ れ を真 にやむを得ない 目的 と考えるとしても,
そ の 目的 の実現 は,政 党助成 など他 の手段 に よってなされ るべ きであ り,憲
法上保障 された政治活動 の 自由を刑罰 をもって規制す ることによって実現す
る こ とは許 されない。
脩￨「 政治資金 の調達をめぐる腐敗の防止」 ない しは,「 (いわゆ る)政 党本位
の政治 の推進 」 とい う,い ずれ の 目的に照 らしても,政 党又は政治資金団体
に対す る政治活動 に関す る寄附を詩 して,そ れ以外 に対するものは刑罰 をも
って禁止す るこ とは,憲 法 が保障す る政治的活動 の 自由に対す る,憲 法 21
条 ・28条 に達反 した規制 であ り,か つ。 「
会社,労 働組合,職 員団体,そ
の他 の団体」 とそれ以外 の者 の,あ るいは,「政党又 は政治資金団体」以外
の者 と 「
政党又は政治資金団体」 との間の,合 理的理由のない憲法 14条 に
違反 した差別である。

3 最 近のアメ リカ合衆国連邦最高裁判決 について
2003年

12月 10日 ,ア メ ツカ合衆国連邦最高裁判所 は, 2002年

超

党派選挙運動資金改革法の主要な規 定 をほぼす べ て合憲 とす る判決 を下 した
(外国 の立法 220。

233買

)。

政 党 によるノフ トマネー (連邦選挙以外 の一般政治活動 に用 い る資金)調 達
等 を原則 禁止す るな どの前記改革法が,合 衆国憲法修 正 1条 の保障す る表現 の
自由を侵害す る, として 11件 もの連憲訴訟 が提起 されていたのに対する判決
であった。
そ こで は,「選挙過程 にお ける腐敗 を防止す る政府 の利益 と,政 治 に参加 し
発 言す る国民の権利」の衝突 が嬢烈 に争 われ ,下 級審ではい くつ もの連憲判決
が出てい なが ら,連 邦最高裁 は,上 記 の通 りの判決 を下 した。
しか し,こ の判決は,政 党 の政治資金調達 を禁止するもので ある。政党以外
の非営利団体はかえって規制 を免れ てい る。
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この判決 に照 らして も, 日本 の政治資金規正法の
規制態様 の不合理 さを知 る
ことがで きる。

第 2控 訴 の 申立の理 由の要旨の 2配 敏の控訴の趣意 (被告人団体 田につ
戸
き判示第
2の 2の 事実についての―

認)に つ いての補充

被告人戸 日は,被 告人組 合か ら得 た 3年 分 360万

円の給与について,本 件

捜査 ・起訴等 によ り,修 正 申告の機会を失 していたが,全 日本建設運輸連常
労
働組合近畿地方本部か ら得 ていた毎月 10万 円の給 与 と共 に,本年 2月 19日
,
門真税務暑 に修正 申告 し,こ れ について給与 として課税 されてい る。
門真市議会 にお いて も多 くの議員 が現 に副業をもつて,そ れ ら副業 か ら
収入
を得てい る。

第 3控 訴 の 申立の理 由の要旨の 7記 載の控訴の趣意 (被告人団体及び同 日につ
戸
き
刑の量定の不当)に ついての輸充
本年 1月 以降だ けで も,参 院副議長の 2520万

円の政治献金 の収支報告書

への不記栽が,副議長辞任だけで決着 ,そ の他
,多 くの国会議員の収支報告
レ
書 の,多 額 の不明朗な記載 が報 じられたが,刑 事事件 とな った ものは一件
もな
い

。

被告人戸田に対する刑 の過蜜は明 らかで ある。
また,被 告人戸 日の市会議員 としての活動 , と りわけ,多 数派議員が
専横 を
繰 り返す門真市議会 にお ける被告人戸 日の活動 は,門 真市民だけでな く他 自治
体 の市民派議員 か らも,強 く支持 されている。
そ して,被 告人戸日が公 民権停止 とな らない ことを要望する署名 は, 253
2案 に及 んでい る。
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