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【資料：ワイマール憲法（抜粋）】

ワイマール憲法（抜粋）

第Ⅰ編　ドイツ国の構成及び任務

第1章　ライヒとラント

第 1 条〔共和国， 国家権力〕①ドイツ国は共和国である。
②国家権力は国民に由来する。

第2章　ライヒ議会

第 22 条〔選挙法の原則〕①議員は， 普通， 平等， 直接及び秘密の選挙において， 比
例代表の諸原則に従い， 満 20 歳以上の男女によってこれを選出する。選挙の期日
は， 日曜日又は公の休日でなければならない。
②詳細は， ライヒ選挙法でこれを定める。

第7章　司法

第 105 条〔例外裁判所〕例外裁判所は， 許されていない。何人も， その法律の定め
る裁判官〔の裁判を受ける権利〕を奪われない。〔ただし〕軍事法廷及び即決軍事法廷
に関する法律の規定は， これによって影響を受けない。軍人名誉裁判所は， 廃止さ
れている。

第Ⅱ編　ドイツ人の基本権及び基本義務

第1章　個人

第 109 条〔平等原則， 男女同権， 称号の授与， 勲章〕①すべてドイツ人は， 法律の前
に平等である。
②男性と女性は， 原則として同一の公民的権利及び義務を有する。
③出生又は門地による公法上の特権及び不利益取扱いは， 廃止されるものとする。

貴族の称号は氏名の一部としてのみ通用し， かつ， 今後これを授与することはもは
や許されない。
④称号は， 官職又は職業を表示するときにのみ， これを授与することが許される
が， 学位はこれによって影響を受けない。
⑤勲章及び栄誉記章は， これを国が授与することは許されない。
⑥いかなるドイツ人も， 外国政府から称号又は勲章を受けてはならない。

第 111 条〔移転の自由， 職業の自由〕すべてドイツ人は， ライヒ全土において移転
の自由を享有する。各人は， ライヒ内の任意の場所に滞在し定住し， 土地を取得
し， 及びあらゆる種類の生業を営む権利を有する。これを制限するにはライヒ法律
を必要とする。

第 112 条〔外国移住の権利， 引渡しの禁止〕①各ドイツ人は， ドイツ外の国へ移住
する権利を有する。外国移住は， ライヒ法律によってのみ， これを制限することが
できる。
②ライヒに所属するすべての者は， 外国に対して， ライヒ領域の内外においてライ
ヒの保護を請求する権利を有する。
③いかなるドイツ人も， 訴追又は処罰のために外国政府に引き渡されてはならない。

第 114 条〔人身の自由〕①人身の自由は， これを侵してはならない。公権力による
人身の自由の侵害又は剝奪は， 法律の根拠に基づいてのみ許される。
②自由を剝奪される者は， 遅くともその翌日に， いかなる官庁によりいかなる理
由で自由が剝奪されたのかを知らされるものとし， これらの者に対しては， 遅滞な
く， その自由剝奪に対して異議を申し立てる機会が与えられなければならない。

第 115 条〔住居の不可侵〕各ドイツ人の住居は， 各人にとって安息の場所（Freistätte
= 避難所）であり， これを侵してはならない。これに対する例外は， 法律の根拠に
基づいてのみ許される。

第 116 条〔罪刑法定主義〕ある行為は， それがなされる以前にその可罰性が法律に
よって定められている場合にのみ， それに刑罰を科すことができる。

第 117 条〔信書の秘密〕信書の秘密並びに郵便， 電信及び電話の秘密は， これを侵
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してはならない。これに対する例外は， ライヒ法律によってのみ， 許容することが
できる。

第 118 条〔意見表明の自由， 検閲の禁止〕①各ドイツ人は， 一般的法律の制限内で， 
言語， 文書， 出版， 図画又はその他の方法で， 自己の意見を自由に表明する権利を
有する。いかなる労働関係又は雇用関係といえども， この権利を妨げることは許さ
れず， 何人も， この権利を行使する者に対して不利益を加えてはならない。
②検閲はこれを行わないが， 映画については法律によってこれと異なる規定を設け
ることができる。さらに低俗で猥褻な文芸を取り締まるため， 並びに， 公開の陳列
物及び興行に関して青少年を保護するために， 法律による措置をとることも許され
る。

第2章　共同生活

第 119 条〔婚姻・家族・母性の保護〕①婚姻は， 家庭生活及び民族の維持・増殖の
基礎として， 憲法の特別の保護を受ける。婚姻は， 両性の同権を基礎とする。
②家族の清潔を保持し， これを健全にし， これを社会的に助成することは， 国及び
市町村の任務である。子どもの多い家庭は， それにふさわしい扶助を請求する権利
を有する。
③母性は， 国の保護と配慮とを求める権利を有する。

第 120 条〔子どもの教育〕子を肉体的， 精神的及び社会的に有能な者になるように
教育することは， 両親の最高の義務であり， かつ自然の権利であって， この権利・
義務の実行については， 国家共同社会がこれを監督する。

第 122 条〔児童の保護〕①児童は， 酷使されないように， また道徳的， 精神的又は
肉体的に放任されることのないように， これを保護するものとする。国及び市町村
は， それに必要な処置をとらなければならない。
②強制による保護措置は， 法律の根拠に基づいてのみ， これを命ずることができる。

第 123 条〔集会の自由〕①すべてドイツ人は， 届出又は特別の許可なしに， 平穏に
かつ武器を持たないで集会する権利を有する。
②屋外の集会については， ライヒ法律により， 届出を義務づけることができ， 公共

の安全に対し直接の危険がある場合には， これを禁止することができる。

第 124 条〔結社の自由〕①すべてドイツ人は， 刑法に反しない目的のために， 社団
又は団体を結成する権利を有する。この権利は， 予防的措置によってこれを制限す
ることはできない。宗教上の社団又は団体についても， これと同一の規定が適用さ
れる。
②いかなる社団も， 民法の規定に従い， 自由に権利能力を取得することができる。
その社団が政治上， 社会政策上又は宗教上の目的を追求するものであることを理由
として， その社団の権利能力の取得を拒むことは許されない。

第 125 条〔選挙の自由， 選挙の秘密〕選挙の自由及び選挙の秘密は， 保障されてい
る。詳細は， 選挙法でこれを定める。

第 126 条〔請願権〕各ドイツ人は， 書面によって， 権限ある官庁又は人民代表議会
に対し， 請願又は訴願をする権利を有する。この権利は， これを個人で行使するこ
とも複数人で共同して行使することもできる。

第 128 条〔公職就任権〕①すべて公民は， 等しく， 法律の定める基準により， その
能力と資格に応じて， 公職に就任することができるものとする。
②女性の公務員に対するあらゆる例外規定は， これを廃止する。
③公務員関係に関する基礎は， ライヒ法律でこれを規律する。

第 133 条〔公民的役務， 兵役の義務〕①すべて公民は， 法律の定める基準に従い， 
国及び市町村のために兵務に服する義務を負う。
②兵役の義務は， ライヒ防衛法の規定に従ってこれを定める。この法律は， 軍隊に
属する者にその任務を遂行させ軍紀を維持するためにその個々の基本権が制限され
るべき程度についても規定する。

第 134 条〔公の負担への寄与〕すべて公民は等しく， その資力に応じて， 法律の定
める基準に従い， すべての公の負担に寄与する。
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第3章　宗教及び宗教団体

第 135 条〔信教・良心の自由〕ライヒ住民はすべて， 完全な信仰及び良心の自由を
享受する。妨げられることなく宗教を実践することは， この憲法によって保障さ
れ， 国の保護を受ける。国の一般的な法律は， これによって影響を受けない。

第 136 条〔信教の自由の効果， 沈黙の自由， 宗教的行事等の強制の禁止〕①市民及び
公民の権利及び義務が， 宗教の自由の行使によって条件づけられたり制限されたり
することはない。
②市民及び公民としての権利の享受並びに公職への就任は， 宗教上の信仰告白に係
らしめられない。
③何人も， 自己の宗教上の信念を明らかにすることを義務づけられない。官庁は， 

〔ある者の〕権利及び義務がある宗教団体への所属に係り， 又は， 法律の命じる統計
上の調査のために宗教団体への所属を問うことが必要とされる限りにおいてのみ， 
それについて問う権利を有する。
④何人も， 教会の定める行為若しくは儀式， 宗教の実践への参加， 又は宗教上の宣
誓方式の使用を強制されない。

第 139 条〔日曜日・祭日の法的保障〕日曜日及び国が承認した祝日は， 労働を休む
日及び精神の向上の日として， 引き続き法律により保護する。

第4章　教育及び学校

第 142 条〔芸術・学問・教授の自由〕芸術， 学問及びその教授は自由である。国は， 
これに保護を与え， その奨励に関与する。

第 145 条〔就学の義務， 義務教育の無償〕就学は一般的義務である。その義務の履
行のために， 原則として， 少なくとも 8 学年を有する小学校と， それに続く満 18 歳
までの職業学校を設ける。小学校及び職業学校における授業及び教材は無償である。

第5章　経済生活

第 151 条〔経済生活の秩序， 経済的自由〕①経済生活の秩序は， すべての人に， 人

たるに値する生存を保障することを目指す正義の諸原則に適合するものでなければ
ならない。各人の経済的自由は， この限界内においてこれを確保するものとする。
②法律的強制は， 脅かされている権利を実現するため， 又は， 公共の福祉（Gemeinwohls）
の優越的な要請に応ずるためにのみ， 許される。
③通商及び営業の自由は， ライヒ法律の定める基準に従って保障される。

第 152 条〔契約の自由〕①経済取引においては， 法律の定める基準に従って契約の
自由〔の原則〕が妥当する。
②高利は， 禁止されている。善良な風俗に反する法律行為は， 無効である。

第 153 条〔所有権， 公用収用〕①所有権は， 憲法によって保障される。その内容及
び限界は， 諸法律に基づいてこれを明らかにする。
②公用収用は， 公共の利益（Wohle der Allgemeinheit）のために， かつ， 法律上の根
拠に基づいてのみ， これを行うことができる。公用収用は， ライヒ法律に別段の定
めのない限り， 正当な（angemessen）補償の下に， これを行う。補償の額について
争いのあるときは， ライヒ法律に別段の定めのない限り， 通常裁判所への出訴の途
が開かれているものとする。ラント， 市町村及び公益団体に対してライヒが行う公
用収用は， 補償を与えてのみ， これを行うことができる。
③所有権は， 義務を伴う。その行使は， 同時に公共の善（Gemeine Beste）に役立つ
ものであるべきである。

第 154 条〔相続権〕①相続権は， 民法の定める基準に従ってこれを保障する。
②相続財産に対する国の取得分は， 法律によってこれを定める。

第 156 条〔社会化〕①ライヒは， 法律により， 補償を与えたうえで， 公用収用に適
用される諸規定を準用して， 社会化（Vergesellschaftung）に適した私的・経済的企
業を公有化することができる。ライヒ自身， ラント又は市町村は， 経済的企業・団
体の管理に参加し， 又はその他の方法で， これに決定的な影響力を確保することが
できる。
②ライヒはさらに， 緊急の必要があるときは， 公共経済のために， 法律により， 経
済的企業・団体を， 自治の基礎の上に統合することができ， それによって， 生産に
従事するすべての国民層の協力を確保し， 使用者及び被用者を経営に参加させ， か
つ， 経済的財の生産， 製造， 分配， 利用， 価格形成並びに輸入及び輸出を公共経済
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に関する諸原則に従って規律することを目指すものとする。
③協同組合（Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft）及びその連合体は， その請
求により， その規約及び特色を考慮に入れつつ， これを公共経済に組み入れるもの
とする。

第 157 条〔労働力〕①労働力は， ライヒの特別の保護を受ける。
②ライヒは， 統一的な労働法を制定する。

第 158 条〔精神的財産権の保護〕①精神的作品， 著作者， 発明者及び芸術家の権利
は， ライヒの保護と配慮を受ける。
②ドイツの学問， 芸術及び技術の創作になる物は， 国家間の協定により， 外国にお
いても， 尊重され保護されるものとする。

第 159 条〔団結の自由〕①労働条件及び経済的条件を維持し促進するための団結の
自由は， 何人にも， そしてすべての職業に対して， 保障されている。この自由を制
限し， 又は妨害することを企図するすべての合意及び措置は， 違法である。

第 160 条〔被用者・労働者の公民権〕被用者又は労働者として勤務関係又は労働関
係にある者は， 公民権としての諸権利を行使するために必要な自由時間， 及び， 業
務を著しく阻害することのない限度において， 自己に委託された公の名誉職を遂行
するために必要な自由時間を持つ権利を有する。この者がどの程度まで賃金請求権
を保つかについては， 法律でこれを定める。

第 161 条〔社会保険〕健康と労働能力を維持するため， 母性を保護するため， 並び
に老齢， 病弱及び生活の変化のもたらす経済的帰結に備えるために， ライヒは， 被
保険者の決定的な協力の下に， 包括的な保険制度を創設する。

第 163 条〔労働の義務及び権利〕①各ドイツ人は， その人身の自由を損なうことな
く， その精神的及び肉体的な力を， 全体の福祉（Wohl der Gesamtheit）が要求する
ように， 活用する道徳的義務を負う。
②各ドイツ人には， 経済的労働によってその生活の糧を得る可能性が与えられなけ
ればならない。適当な労働の機会〔が与えられていたのに労働しなかったのだとい
うことをライヒ〕が証明しえない者に対しては， その限度において， その者に必要

な生計のための配慮がなされる。詳細は， 特別のライヒ法律によってこれを定める。

第 164 条〔独立中産階級の保護〕農業， 工業及び商業に従事する独立中産階級は， 
立法及び行政においてこれを奨励し， 過重な負担を背負わされたり吸収されたりす
ることがないように， これを保護するものとする。

第 165 条〔共同決定権， 労働者評議会， 経済評議会〕①現場労働者及び職員は， 企
業家と同権をもって共同して， 賃金及び労働条件の規律および生産諸力の全経済的
発展に関与する権限を有する。双方の組織及びその協定は承認される。
②現場労働者及び職員は， その社会的及び経済的利益を守るために， 経営労働者評
議会， 並びに， 経済区域によって分けられる地方労働者評議会及びライヒ労働者評
議会における代表者を法律上の代表者とする。
③地方労働者評議会及びライヒ労働者評議会は， 全経済的任務を遂行するため， 及
び社会化法律を実施するに際して協力するために， 企業家の代表者及び関与したそ
の他の国民の階層の代表者と共同して， 地方経済評議会及びライヒ経済評議会を組
織する。地方経済評議会及びライヒ経済評議会は， すべての重要な職業集団がその
経済的及び社会的重要性に応じて代表されているように， これを構成するものとす
る。
④社会政策及び経済政策に関わる法律案であって基本的な重要性を有するものに
ついては， ライヒ政府は， その提案の前に， これをライヒ経済評議会に提出してそ
の意見を聴かなければならない。ライヒ経済評議会は， 自らこの種の法律案を提案
する権利を有する。ライヒ政府は， これらの法律案に同意しない場合であっても， 
自己の立場を説明してこれをライヒ議会に提出しなければならない。ライヒ経済評
議会は， その構成員の一人をライヒ議会に派遣して， この法律案を弁護せしめるこ
とができる。
⑤労働者評議会及び経済評議会に対しては， それらに委託された範囲において， 監
督権限及び行政権限を委任することができる。
⑥労働者評議会及び経済評議会の構成及び任務， 並びにこれらの評議会とその他の
社会的自治団体との関係について規律することは， ライヒの専属事項である。

＊高田敏・初宿正典編訳『ドイツ憲法集〔第 7 版〕』（信山社，2016 年）の訳を基本とし
ているが，異なる訳に変更した箇所があり，また一部ローマ数字を使用している。


