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開会のあいさつ

○ 山﨑和友

こんばんは。金曜日の忙しいところ、またお

疲れのところ、お集まりいただきましてありが

とうございます。

私たちは、和歌山弁護士会の有志、会の過半

数以上の会員で組織をしております「憲法９条

を守る和歌山弁護士の会」というのを今年の５

月 13 日に設立しました。この間、いろんな活

動というか、それほど出来ていないんですけれ

ども、あそこに司会者が着ていますハッピを着

てぶんだら踊りに 50 名余りで参加をしたとい

う、そういう活動をやってきたりもしておりま

す。

さて、先日、自民党の結党 50周年に際して、

自民党から「新憲法草案」というのが公表され

ました。これについての詳しいことは今日のリ

レートークの内容でございますので、後でお聞

きいただいたらと思いますが、この新憲法草案

は、現行の憲法とは全く違った考え方に立って

つくられているということをちょっとだけ指摘

して私の挨拶に代えたいと思います。

憲法というのは、国民と国との関係を規定す

る、そういう国の最も基本的な法律なのですけ

れども、私たちは、憲法は主権者国民が国を規

制するといいますか、国に対してこういうこと

をしてはいけない、こういうことは守りなさい

ということを国民の立場から決めたものだとい

うふうに考えております。こういう関係は国民

と国家・国家権力との関係で、やはりその時々

の権力と国民との力関係を反映して、それが影

響するというふうに考えます。

現行憲法は、もちろん国民が主権者として憲

法を制定した。そして、国に対して戦争をした

らいけません。あるいは基本的人権を侵害した

らいけない。あるいは政府や国会や司法・裁判

所の機構について、こういうふうにしなければ

ならないというルールを決めています。という

ようなことで、国民が国を縛る。そういう憲法

の体系になっているわけです。

しかし、今度の自民党が公表した憲法草案を

見ますと、そこのところが基本的に変わったん

じゃないかという危惧を感じております。もち

ろん、この自民党の憲法草案にも前文のところ

で主権が国民にあるということは書いてありま

すけれども、例えば、基本的人権を定めた条項

のところで、これまでになかった「この憲法が

国民に保障する自由及び権利は」という書き出

しで始まっておりますけれども、「自由及び権

利には責任及び義務が伴うことを自覚しつつ、

常に公益及び公の秩序に反しないように自由を

享受し、権利を行使する責務を負う」というよ

うな言葉が挿入されていたり、あるいは、次の

13 条のところでは、個人の尊重のところです

けれども、「公益及び公の秩序に反しない限り、

立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とす

る」というふうに書いてあります。

このような書き方は、言葉は違いますけれど

も、大日本帝国憲法、明治憲法ですけれども、

そこには例えばこういう条文があります。「日

本臣民は法律の範囲内において居住及び移転の

自由を有す」とか、それから「日本臣民は安寧

秩序を妨げず及び臣民たるの義務に背かざる限

りにおいて信教の自由を有す」というようなふ

うに、ここでは国と国民との関係が逆転してい

る。主権者である国民の上に国があったり、天

皇があったりするという関係の法律になってお

ります。そういうことがまたこの自民党の新憲

法草案では「公益」とか「公の秩序」という言

葉で記載されていると、そういうふうに私は思

います。

そういう意味では、私たちがこの憲法が制定

されてからこれまでの間、憲法を守るという闘

いで手を抜いてきたのではないかという反省も

しております。権利は憲法に書いてありますよ

うに、不断の努力をすることによってこれを守

ることができるわけですけれども、そういうこ



とで少し怠ってきたという反省を同時にしなけ

ればならないかなというふうに思います。

こういう国と国民との間の基本的な関係を逆

転させるような自民党の新憲法草案は９条の問

題でも、国民が国に交戦権を認めない、戦争す

る権利を認めないということを定めている憲法

９条２項ですけれども、これを削除し、その代

わりに新憲法草案では９条の２を新設し、法律

の定めにより戦争ができるという、そういう変

更をしようとしています。こういうことも国民

主権を侵害する考え方に立っているのではない

かというふうに思います。

そういう意味でも、今日のリレートークの中

で、いろんなことが指摘されると思いますけれ

ども、ぜひとも多くの国民の力で、こういう国

民主権をないがしろにするような憲法に対する

考え方、これに反撃を加えるということが大切

じゃないかなと思います。私たちもこれから皆

さんと一緒に力をあわせて憲法を守っていく運

動に取り組もうと思っていますので、ぜひとも

皆さんも自覚的な主権者として、主権者として

の自覚をもって憲法を守る、自分達の主権を守

っていくというそういう運動に一緒に参加をし

ていただきたいということを訴えまして、私の

挨拶に代えたいと思います。

どうも今日は本当にありがとうございまし

た。よろしくお願いします。

○ 司会（金原徹雄）

定刻に始めましたが、予定よりも既に５分超

過しております。

申し遅れましたが、本日の司会を務めさせて

いただきます「憲法９条を守る和歌山弁護士の

会」の金原徹雄と申します。よろしくお願いい

たします。

それでは、資料の説明等は特に必要ないと思

いますので、まず最初の講師、由良登信弁護士

より、自民党新草案とこれまでの案との違い、

この憲法改正案が何を狙うかということについ

てお話をお願いします。

第１トーク

○ 第１演者 由良登信

こんばんは。私の受け持ちは 20 分となって

おります。なぜ今、憲法を改正しようとしてい

るのか。レジュメに沿ってお話していきたいと

思います。

現憲法の下では、できないことをしようとし

ているから憲法を変えようとしているんだとい

うことです。ここのところはきちっと押さえる

必要があると思います。憲法を変えなくても法

律とか政策で実行できるものであれば憲法改正

は必要ないわけです。

憲法というのは、いま山﨑代表からもお話が

ありましたけれども、主権者国民が国家権力、

国会や内閣、それからまた公権力という面でい

えば地方公共団体の首長等も、それを縛るとい

うルールなんです。だから縛られるのは、そう

いう公、権力側が縛られている。その鎖をいま

解いて変えようとしているというのが憲法改正

です。「この憲法は、国の最高法規であって、

その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に

関するその他の行為の全部又は一部は、その効

力を有しない」と定めている憲法 98 条があり

ますから、その枠内でしか法律もつくれない。

それを突破したいということです。

舛添要一さんという方が、この憲法改正草案

自民党担当ということで、テレビタックルとか

ああいう番組に出てきてよく発言しています。

「海外で自衛隊が戦争できるようにするんだ」

ということを発言する人に対して、「そうは書

いてない」と。どう書いてあるかというと、「法

律、その点はどうするかは法律の定めるところ

によって決めるんだ」と。そういう言い方をし

て反論します。しかし、憲法でできないよとし

ているものを外して、法律で決めるということ

は、そもそも権力を規制する鎖を解放すること



です。非常に

詭弁です。法

律で定めるん

だからいいん

だというのと、

憲法改正をや

るとこんなこ

とも出来るよ

うになってし

まうというこ

ととは全然レ

ベルの違うことです。そういうような言い方で

ごまかしをしようとしている点は注意していた

だきたいと思います。

自民党の憲法草案を見ましても、なぜ今、憲

法を変えなくてはいけないのかということにつ

いては伝わってきません。それは国民の側から、

こういう点を変えてほしいんだというような要

求に基づいて変えようという運動ではないから

です。

現憲法は、この憲法の前文の中で、なぜこう

いう憲法をつくることにしたのかということ

を、しっかりとその時代を、その状況を踏まえ

て書いているわけです。前文の第１段のところ

で、「政府の行為によって再び戦争の戦禍が起

こることのないようにすることを決意し、ここ

に主権が国民に存することを宣言し、この憲法

を確定する」。あの第二次大戦の反省を踏まえ

て、そして新しい国家をつくっていくんだとい

うことで、この憲法をつくるんだと。そういう

ことで、憲法をつくっていく決意も正当性も方

向性も示しています。ところが、自民党の新憲

法草案を見ますと、「自らの意思と決意に基づ

き、主権者としてここに新しい憲法を制定する」

というような言い方しかないわけです。

本音のところ、今の憲法の下でできない何を

実現しようとしているのかということですが、

この点については、端的に言いますと、憲法９

条２項で禁止している戦力の放棄、交戦権の否

認、これを廃棄する。この点については、私の

あとバトンタッチして石津先生の方で詳しく分

析されます。これを実現することによって、自

衛隊をアメリカと共に海外で戦争をする、海外

で武力行使できるという軍隊にしたい。日本も

海外で戦争をやれる国に変えたい。これが今回

の本当のねらいです。

じゃあ誰が、そういうことを望んでいるのか

ということです。国民の側からそういうかたち

で政府に求めていくというような運動はほとん

どされていません。端的に言いますと、アメリ

カと日本の経済界です。

アメリカは今、突出した軍事力です。世界の

軍事費の 40％。それから 2002年の規模でいい

ますと、アメリカの国防予算は 3、440億ドル、41

兆円、日本円にしますと。そのような莫大な軍

事費をつぎ込んでいます。１位から９位まで世

界の軍事費ベストナインを並べて、１位アメリ

カ、２位～９位まで８つの国の軍事費を足して

も１位に及ばない。それぐらい飛び抜けて軍事

費突出しているのがアメリカです。この点につ

いては、アメリカ自身がそれを自覚的に言って

います。アメリカの国家安全保障戦略というの

が 2002 年９月ブッシュドクトリンとして制定

されているわけですけれども、この中で「今日

アメリカは軍事、経済、政治的影響力において、

並ぶ者のない立場を享受している」という言い

方をしています。軍事だけではなく、経済でも

政治の上でも並ぶ者がないと、そういう立場を

享受しているということをまず序文でうたいま

す。

そして、その次に、「単独行動主義」と書き

ましたけれども、国連がなんといおうと、国際

法がどうであろうと、「アメリカの国益と独自

の責任に基づいて必要となれば、単独行動をと

る覚悟がある」という言い方をしています。ア

メリカの国益と独自の責任に基づいて必要であ

れば、誰が何と言おうと単独ででも行動をとる

ということを覚悟している。例えば、同盟国が、



それは駄目だよアメリカさん、私はそれまで一

緒に行きませんよと言っても１人でもやると。

こういうことを言ってます。

それから、あとで紹介しますが、アーミテー

ジさんは、日本とアメリカの同盟関係のモデル

は、アメリカとイギリス、米英同盟がそのモデ

ルである。そのためにイギリスはアメリカとイ

ラクにも軍事行動をとっているわけですが、そ

れがこれからの日米同盟のモデルなんだという

ことを明確に報告で言っています。

また、先制攻撃というのも辞さないというこ

とをブッシュドクトリンは言っています。「敵

によるそのような敵対行為を未然に防ぐため

に、アメリカは必要ならば先制的に行動する」

と。まだ来ない具体的に見えない敵を想定して

軍備を増強する。その上で未然に防ぐ必要があ

ると判断すれば、先制攻撃もしますと。

もっと恐ろしいのは、核兵器の保有も超大国

なわけですけれども、大きすぎる核をいくら持

っていても使いにくい、地中貫通能力のある、

そういう小型の核兵器を開発するんだというこ

とで、核兵器予算をたくさん投入するというよ

うなことをしているわけです。

そして、例えば単独行動主義という面で言い

ますと、京都議定書の二酸化炭素排出量につい

ての地球温暖化防止のための議定書ですが、こ

れをアメリカは批准しないということを言いま

すし、生物兵器を止めようという議定書へ反対

をしますし、包括的核実験禁止条約批准を拒否

しますし、ＡＢＭという弾道弾迎撃ミサイル制

限条約から一方的に離脱をしました。それから、

国際刑事裁判所の設立を定めたローマ規程の批

准拒否をするというかたちで、本当に恐れを知

らないというんでしょうか、そういう行動を今

とっているわけです。

そして、アメリカは、２１世紀の国際関係に

おける平和と繁栄を突き崩す可能性をもつ最も

重要な地域はアジアだと。アジアはアメリカの

繁栄にとって死活的に重要な地域であるという

規定をします。その中で、日本に日米一体とな

った行動をとるようにということを求めていく

わけです。米日同盟は、アメリカの地球的安全

保障戦略の中心だと言います。それで、これは

アーミテージ報告の中で出ているわけですけれ

ども、「日本が集団的自衛権を禁止しているこ

とは、同盟間の協力にとって制約となっている。

この禁止事項を取り払うことでより密接でより

効果的な安全保障協力が可能になろう。これは

日本国民のみが下せる決定である」。つまり何

を言っているかといいますと、憲法９条２項が

あることによって、この集団的自衛権を行使で

きない。それを同盟の制約になっているから外

すようにと。それは憲法を変えるということだ

と。これは日本国民のみが下せる決定であると

いうのは、日本国民が憲法を変えて、集団的自

衛権行使をできるようにしろということを報告

の中で求めているわけです。そして、「日本が

より大きな貢献を行い、同盟のより対等なパー

トナーとなる意思をもつことを歓迎する。我々

はアメリカとイギリスの間の特別な関係を米日

同盟のモデルと考えている」そのためにこうい

うことをせよということを、詳しく書いていく

わけです。去年の３月にアーミテージが、「憲

法９条は日米同盟の邪魔だ」ということを明確

に、これは雑誌の中で述べているわけです。

自民党の新憲法草案は 10月 28日に公表され

ましたけれども、その翌日の紙面、これでは「在

日米軍再編計画中間報告」というものを大々的

に取り上げていきました。これは世界的な規模

で共通の日米の目標をもち、それに対応できる

体制を整えていく。司令部も共通に持つ。それ

から、基地も共同使用する。共同訓練をする。

そういう体制をとっていきますと。一体化と強

化をするという方向を打ち出し、その後、会談

をしてそれを受け入れるというようなことを首

相が表明するということをしているわけです。

経済界の方で言いますと、今年の１月 18 日

に、「我が国の基本問題を考える」という提言



書を公表しました。日本経団連が公表したので

す。この中に、それまでには経済同友会である

とか、日本商工会議所とかが憲法改正について

の意見書を出していましたけれども、本当の経

済界の大御所になるところ日本経団連です。そ

こが基本方針を出したということです。この中

に書いてありますのは、「憲法９条２項は現状

からかい離している。集団的自衛権が行使でき

ないということは、我が国として同盟国への支

援活動が否定されていることになる」と述べま

す。そして、その上で、「それを具体化するた

めに憲法の見直しをする。それと、効率的な国

の統治システムを構築する」そのために、直ち

に改憲を要する事項として、安全保障と憲法改

正要件。これは直ちに改憲を要する事項だと。

そうでない事項、改憲を待たずに実行できるも

のなんかは、改憲しなくてもできるものは先に

やっていけと。例えば、教育とか、統治システ

ムだとか、エネルギー政策とか、そういうよう

なものは改憲を待たずにやっていけと。当面の

改憲テーマを９条と 96条の改正要件に絞ると。

そういうかたちで提案をしています。

そういうのを受けて、今回の憲法改正草案が

出されたというふうに言えると思います。９条

の問題と財界がいっている構造改革で壊しつつ

ある既存社会に代わる新しい国家の見取り図を

つくっていくということです。これは企業の国

際競争力強化を図るために、例えば労働者との

関係とか、社会との関係、税制、そういうよう

なものについて新たな見取り図をつくっていく

必要がある。憲法改正要件を緩和することによ

って、必要に応じて、その縛り、国家権力の鎖、

縛りを次々と解き放てるように憲法改正規定を

緩和しておけということを指示しているわけで

す。

自民党憲法草案の特徴についてですけれど

も。本当に正直な本音を出したというのが一番

最初に書いています。去年 11月 17日に発表し

た自民党「憲法改正草案大綱」です。副題が「己

も他もしあわせになるための共生憲法を目指し

て」というのを、全部で 32 ページのものを公

表しました。ただこれは自民党内でも十分議論

していなかったということと、あまりにも参議

院を粗末に扱っている内容になっているという

ことで、参議院議員からも反発が出たのと、そ

れから、非常にストレートに出し過ぎたという

ことです。例えば、まず基本的考え方というと

ころをみますと、この新しい憲法は今までの原

理は尊重はするけれども、「我が国のこれまで

の歴史、伝統及び文化に根ざした固有の価値、

すなわち、人の和を大切にし、相互に助け合い、

平和を愛し命を慈しむとともに、美しい国土を

含めた自然との共生を大事にする国民性、それ

らを一言で言えば、「国柄」を踏まえたもので

なければならない」。これは中曽根さんがぜひ

入れたいと。この「美しい国」とか「国柄」で

すね、そういうのがこの大綱の中で、基本的考

えの第１として書き込まれています。

それから、第２は、「国際社会から尊敬され

る品格ある国家を目指す」と。こういう格調高

いことがいろいろ書かれています。それから、

天皇を元首にするということとかですね、非常

に細かいことを書いています。憲法改正規定に

ついては、各議員の過半数で可決して、それで

国民投票にかけるか、各議員の総議員の３分の

２以上の賛成があれば、国民投票がなくても憲

法を変えられるような案として提案、公表され

たわけです。

そういう点からしますと、その後の一次案や

二次案もかなりトーンのダウンしたかたちには

なっていますが、基本的にここで示した内容は

取り込まれている。表現は変えながら抜け目な

く取り込まれているというふうに思います。

今回は条文、自民党のホームページからとっ

たものを印刷にまわしてお手元にお配りしてい

ますけれども、これが対比表です。見ますと、

線の引いたところが変わるところなんです。そ

うであれば、線の引いたところだけ改正案とし



て出せばいいようなものですが、全部丸ごと一

本で変えるという提案です。つまり、今の憲法

か新しい憲法かどっちを選ぶんだというかたち

で、国民に提案してこようとしていると思いま

す。これは一つは自主憲法を初めてつくるんだ

という向こうのふれ込み。それからも全部丸ご

と変えるんだと。それから、もう１つは国民投

票での一括採択を狙っているということが言え

ると思います。

次期通常国会には憲法改正についての国民投

票法案が上程されるのではないかと言われてい

ます。それから、教育基本法についても改正案

が出されるという状況になっています。こうい

う点も憲法改正の動きとあわせて注目して見て

いっていただきたいと思います。『国民投票法

案Ｑ＆Ａ』の本を入口のところで売っておりま

すので、ぜひそれもお買い求めください。私の

方はこれで終わります。

○ 司会

それでは、本日のリレートークのメイン演者

をご紹介いたします。憲法９条の戦争放棄、戦

力不保持、交戦権否認はどうなるかという問題

につきまして、憲法９条を守る和歌山弁護士の

会の世話人、石津剛彦弁護士がお話します。

第２トーク

○ 第２演者 石津剛彦

１ はじめに

こんばんは。弁護士の石津と申します。メイ

ン演者ということなんですけれど、見ての通り

頼りない弁護士ですので、私が勉強していると

ころを簡単にお話できればいいなというふうに

思っています。

今回、お配りしたレジュメで、私の担当の部

分は３ページから始まっているんですけれど

も、３、４、５というのは現行の９条の解釈論

を書いていますので、これは興味ある方に見て

いただいたり、あるいはこれからの話の中で参

考にしたいところだけを見てもらったらいいの

かなと思っています。司法試験とか公務員試験

には役に立つのかなと思うんですけれども、日

常の生活にはあまり役に立たないかもしれない

ので、ここは割愛させていただきます。

そこで今回、話をさせていただくのは６ペー

ジからということになります。まず、由良先生

の方からもおっしゃっていただいた新憲法草案

というもののうち９条の部分を抜き出して書い

ています。今回の自民党の新憲法草案の中で、

大きいポイントは２つあります。１つは、９条

１項は残すんだけれども、２項はまるっきり削

ってしまう。そして、９条２項の代わりに９条

の２というよくわからないものを差し込んでし

まうと。この２つが大きな改正点というか、変

えようとしている部分ということになります。

２ ９条２項が持っている意義

ところで、９条１項は残して９条２項を削る

ということなんですけれども、これは現行の憲

法９条を全部骨抜きにしてしまうと、こういう

ことなんです。９条の１項にはどういうことが

書いてあるかというと、簡単にいえば、国際紛

争を解決するためには戦争はしませんよと、こ

う書いてあるわけです。何も間違ったことは書

いてない。これも非常に正しいことが書いてあ

るわけです。

この９条１項があるから安心じゃないかと

いう議論もあります。ところが全くこれは違う

んです。なぜかというと、この９条１項という

のはもともとパリ（ケロッグ・ブリアン）不戦

条約と呼ばれている条約を基にしたものなんで

す。驚くべきことに、国際紛争のために戦争を

しないという条約は、太平洋戦争を敢行した日

本もちゃんと批准していたわけです。つまりそ

の条約の中では、侵略のための戦争は駄目だと

されている。けれども自衛のためであるとか、

あるいは制裁、悪い奴を懲らしめるための戦争



はやってもいいと、こういう解釈だったんです

ね。そうすると不戦条約の中身を引き継いだ日

本国憲法９条１項を残したままであっても、自

衛であるとか、あるいは懲らしめのための戦争

はしてもいいという解釈は十分成り立つわけで

す。現に新憲法ができた後に佐々木惣一という

学者の先生は、そういう解釈をしていました。

９条１項の下でも懲らしめのための戦争はやっ

ていいと、こういう理屈です。ですから９条１

項は残っても、全くのジャジャ漏れなわけです。

いろいろ理屈をつけて戦争をしかけることは全

く可能になってくるわけです。そういう９条１

項の漏れを塞ぐためにあるのが９条の２項なわ

けです。９条の２項があってはじめて平和憲法

たるゆえんであると、こういうことなんですね。

また他の国の憲法との比較という面でも、９

条２項というのは非常に大事なんですね。例え

ばドイツとかイタリアにも９条１項と同じよう

な条文はある。けれども、９条２項と同じ中身

の条文はない。つまり、日本の憲法のどこが一

番素晴らしいかというと、９条に関していえば

２項なんですね。２項があるから日本は他の国

からも尊敬されている。素晴らしい憲法をもっ

ている、こういう評価を得ているわけなんです。

ですから、９条２項をカットしてしまうという

ことがいかに無意味な、もったいないことであ

るかということが分かるわけです。

３ 自民党案「９条の２」と立憲主義

ところで自民党が９条の２項の代わりに差し

込もうとしているのが９条の２なんですけれど

も、それは６ページの上の方のところに枠囲み

で書いてあります。枠囲みの下の部分は空欄に

なっているんですが、もともとまずいことがあ

って検閲で削られたんじゃないかという話もあ

ったんですけれども、そういうことじゃなくて

単に印刷の具合ですので、ここにメモでもして

いただければなと思います。

いろいろ書いていますけれども、簡単にいえ

ばいくつかのポイントがあります。先ほど由良

先生のお話しにもあったんですけれども、大事

なことを法律で決めますと、こういうふうにな

っているわけです。９条の２というところです

ね。つまり自衛軍というものをまずつくる。そ

して、自衛軍に関するいろんなことは法律で決

めますよと、こういうふうに書いてあるわけで

す。

そこで出てくる疑問としては、国民の代表で

ある国会議員がいろんなことを決めるんであれ

ば何の問題もないじゃないかと、こういう議論

もあるわけです。ところが全くこれは違うんで

す。それを説明するためには、民主主義とか立

憲主義とかというものがどういうものかを簡単

に説明していく必要があると思います。まず、

民主主義なんですが、民主主義は確かに素晴ら

しいものです。けれども個人の自由、権利、そ

ういうのがはっきり守られてはじめて民主主義

というものが機能するわけです。つまり、言い

たいことが言える。自分の権利が守られている。

変なことで逮捕されない。こういうような前提

があってはじめて民主主義がきちんと機能する

わけです。

例えば、イギリスの政治家でウィンストン・

チャーチルという人がいますけれども、この人

の言葉として、「民主主義というのは最低の制

度である。けれども、今まで試されたどんな政

治制度よりもましなものである」と、こういう

表現をしているわけです。非常に的確な表現だ

と思います。民主主義というのは他に代わり手



をみつけることができないような素晴らしい制

度であると。けれども、非常に危険でもろい一

面をもっているわけです。

例えば 1930 年代の後半からドイツで急速に

台頭してきたヒトラーという人物がいます。こ

の人を知らないという人はいないでしょう。こ

の人は全く暴力でのし上がったのかというと、

そんなことはないです。当時、ドイツはワイマ

ール憲法という最も民主的といわれていた憲法

を持っていたんです。それで民主的に支持され

て、その憲法の下で正当な投票で圧倒的な支持

を得てヒトラーみたいな人が出てきたわけで

す。つまり法律で何でも決めればいい、その時

の多数者が全てを決めればいいという考えは全

くの誤りなんです。ヒトラーのような人物がま

た出てくる。あるいはこういうグループが暴れ

回る。法律で何でも決めればいいという考え方

は、そんな怖いことがあっても仕方がないなと、

こういう意思の表明なわけであります。

４ 軍の統制

９条の２のところで、もう一つ気がつくのは、

「国会の承認その他の統制に服する」という曖

昧な表現で書かれていると。ここのところも大

事な点です。つまり近代国家の軍隊は、少なく

ともちゃんと選挙で選ばれた人などによってき

ちんと抑えが効かなければいけないと、これが

全ての国に共有された考え方と言っていいと思

います。これをシビリアンコントロールなんて

呼んでいるわけです。

戦争好きで知られているアメリカでさえも、

宣戦を布告する権利、これは議会に独占されて

います。ところが、自民党の新憲法草案という

ものを見てみると、「国会の承認その他の統制」

と書いてあるわけです。これを見ると、国会が

どう関与するかも分からないんです。例えば軍

隊が勝手な行動をして、こうやっときました、

だから了承してくださいと、これでも別に構わ

ないわけですね。「普通の国」とか何とか言っ

ているけれども、普通の国でさえも最低限守っ

ていることが守られていない。こういう最悪な

憲法の条文になっていると、こういうことなわ

けです。

これは決して抽象的な危惧じゃないんです

ね。例えば、そこにも若干引用していますけれ

ども、日本の軍部というのは勝手に暴走して無

茶苦茶なことをしていたわけです。例えば、こ

いつは寝返ってしまうなと思ったら、中国の指

導者であっても列車に乗っているところを爆弾

で吹っ飛ばして殺してしまう。あるいは勝手に

自分達で鉄道の線路を壊して、これは中国人の

仕業だということで攻め込む。こういうことを

繰り返していたわけです。こういう抑えの効か

ない軍隊の暴走というのを許す憲法草案といっ

ていいと思います。

５ 「国際協調論」について

それから、国際的に協調して行われる活動の

ためには軍隊を使っていいんだと、こういうこ

とも書いています。「国際協調」というと非常

に耳ざわりがいいわけです。国際協調、ええじ

ゃないかということで、どんどんやれという雰

囲気があるわけです。日本人は特にこういう言

葉に弱いというふうに学者の先生も指摘されて

いるところであります。

ところが「国際的に協調して」というところ

がポイントなわけです。つまり国際的というこ

とは、あともう一個賛同する国があれば国際的

なわけです。つまり二カ国であっても国際的と

言えるわけです。そうすると、日本ともう一つ

の国、例えばアメリカが結託して、どっかの気

に入らない国家を転覆させようとか、あるいは

資源を確保するためにどこかの国を自分達で占

領してしまおう。これも自民党の憲法草案の中

では可能なわけです。全然問題ないということ

になるわけです。つまり国連とか国際法、こう

いうものを全く無視した犯罪、人殺し、殺戮、

こういうものも合憲なわけです。憲法にとって



は全然間違っていないと、こういう結論を導け

るわけです。そうすると「国際協調」なんてい

う言葉のうしろに隠れている恐ろしさというの

が、浮き彫りになるんではないかなと思ってい

ます。

６ 「自衛軍」の創設

それから自衛「隊」から「軍」に変えた目的

というのもちょっと分からないところがあるわ

けです。よくある意見としては、今実際、自衛

隊は軍隊みたいなものだから、軍に変えようと

いう話があります。学者の先生の言っているこ

とから考えると、「軍」にすることには色々と

意味があるようです。まず軍と、例えば警察な

んかはどこが違うかということなんです。軍が

違うのはまず目的です。要するに外国の軍隊に

勝つ、戦争に勝つ、こういう目的があるわけで

す。警察は国内の治安、国内の平和を守るとい

うことです。全く目的が違う。それから、規模

が違います。他国との戦争に対して国土を防衛

する、あるいは侵略する、こういう規模をもっ

ているものが軍隊ということになりますね。そ

うすると、隊から軍に変わることによって、こ

れは戦争に勝つための組織なんだから、もっと

強い装備が必要だと、強力な兵器が必要だ、も

っと人数が必要だ、こういう議論にも繋がりう

るわけです。

そうすると例えば、今、国防の費用をＧＮＰ

の１％に抑えようとか、あるいは、攻撃的な兵

器を持たないようにしようということが言われ

ていますけれども、こういう抑えが外れてくる

可能性が出てくるわけです。

そもそも「自衛軍」なんて呼んで、自衛のた

めの軍隊だからいいんじゃないか、なんて考え

る人もいるかも知れませんが、まるっきりの的

外れなわけです。例えばアメリカなんかは今、

予防的防衛、プリベンティブ・ディフェンスと

いうわけの分からない言葉を使っています。こ

れはどういうことかというと、どっかよその国

でアメリカの脅威になるような兆しがあれば、

それを攻撃していいと、それは自衛のためなん

だと、こう言い切っているわけですね。そうす

ると、自衛なんていうのはただの屁理屈なわけ

です。やろうと思ったら何らかの言いがかりを

つけて、そこに攻めていく。これは自衛のため

なんだと。そういうことが全く可能になってく

るわけです。

あるいは国外だけじゃないんですね、恐ろし

いのは。自民党の新憲法草案なるものの条文に

書いてあるのは、例えば３項、「緊急事態にお

ける公の秩序を維持し、または国民の生命もし

くは自由を守るための活動」というなんか分か

りにくい言葉が書いてあるわけです。条文から

素直に読むと、政府としてなんとなく気に入ら

ない、何か不穏なにおいがする人たちがいると、

軍隊を出動させて国民に銃口を突きつけても構

わないと、こう読めるわけです。実際に今の自

衛隊法の中にも治安出動という条文があって、

例えば大規模な暴動なんかに対して自衛隊を出

動させることができるという条文があることは

あるんだけれども、基本的には警察に毛が生え

た程度と、平たく言えばそう考えていいわけで

す。ところが、憲法にこう書いてあるんだから

ということになって、警察を規制している法律

とは全く別の法律ができてきて、暴動鎮圧のた

めに軍隊をどんどん使っていいんだというよう

な法律をつくることも、何の問題もなくなって

くるわけです。

こういうのは、日本の戦前にもたくさんあっ

たことなんです。例えば 1918 年に「米騒動」

というのが日本全国で起こったことがありま

す。これはどういうのかというと、ソ連で革命

が起こった。それに乗じて日本がシベリア出兵

というのをして、シベリアでの利権を獲得しよ

うとしたんです。軍隊がそこに出ていくと食糧

が必要になる。米が軍隊にどんどん持って行か

れる。そうすると、ただでさえ凶作で米をなか

なか売ってもらえないのに軍隊が買い占める。



そこで全国のおばちゃんが怒ったわけです。そ

れで大変な暴動になった。もともと軍が引き起

こした騒動なんだけれども、軍がどういう対応

をしたかというと、警察と一緒に暴力で鎮圧し

た。こういうことなんですね。

こういうような治安出動、あるいはそれに準

じるようなことがこの憲法草案では全然問題な

くできるということなんです。海外で何の罪も

ない人を殺すということだけではなくて、国内

で文句を言う奴、気に入らない奴に対して、軍

隊で暴力的に鎮圧するということも全く可能に

なるわけです。

他にもいろんな問題点があると思うんです。

今のところ学者なんかでもあまり積極的に意見

を出している人がまだなくて、どれがどうだと

いうことはなかなか私も確定的に言うことはで

きないですね。ただ、今ざっと気がつくような

問題点を挙げるとすれば、そんなところになる

のかなという気がします。

７ 改憲のスローガン

また大事なのは言葉とか理屈だけじゃないん

です。自民党を中心に憲法を変えようという人

は、こういう理由があるから憲法を変えなきゃ

いけない、こういう理由があるから憲法を変え

ましょうと、しきりに言うわけです。それが本

当かどうかということも、やはり考える必要が

あるのかなと思っています。

レジュメでいいますと８ページの中段下のあ

たりから書いています第３のところです。新憲

法草案を正当化する根拠の有無みたいなこと書

いています。だいたい大きな柱立ててしゃべら

ないと議論が混乱しますので、簡単に柱を立て

て、３つに分けています。１つ目は、よく小泉

首相なんかも言っているんですけれども、「備

えあれば憂いなし」だと。だから軍隊を持とう

と、それに合うような憲法をつくろうと、こう

いう議論があります。これが本当なのかどうか

ということです。あるいは、軍隊というのが、

そもそも我々の生活とか安全を守るものなのだ

ろうかということも考えてみる必要があると思

うんですね。

それから３番目は、「国力にあった防衛力」

なんていうスローガンがありますけれども、本

当に我々は軍隊を維持できるような体力をもっ

ているのかどうかと。そのへんもやはり考えて

みる必要があると思います。

まず第１なんですが、備えあれば憂いなし

というんだけれども、何に対する備えなのかと

いう問題なんですね。

これに対して、例えば自民党のホームページ

なんかには２つ書いています。１個目が北朝鮮、

２個目がテロリズムなんです。ところが、よく

よく考えてみるとこんなものまるっきりの嘘っ

ぱちなんです。例えば北朝鮮なんですが、今普

通の人が食べる食糧もありません。平時でさえ

も電力を供給できない。近代戦争は莫大な費用、

装備、そういうものを必要とします。そんな能

力が北朝鮮にあるんでしょうか、全くない。例

えば、2003 年に当時の川口外務大臣も、北朝

鮮が攻めてくるとは考えていませんと明確に答

えています。つまり政府自身も、北朝鮮が本当

の脅威なんて思っていないんです。

次はテロなんですが、由良先生からも紹介が

ありましたけれども、世界で圧倒的な防衛力と

いうか軍隊を持っているのはアメリカなわけで

す。そのアメリカは 2001年の９月 11日のテロ

を防止できたかというと、そんなことは全くな

い。あるいは、その報復だということでアフガ

ニスタンに戦争を起こした。それで指導者とさ

れるビン・ラディンというおじさん１人を捕ま

えられたかというと、全くそんなことはなかっ

たんですね。ここから分かるのは、軍隊なんて

いうのはテロリズムの防止に何の役にも立たな

いということですよ。テロを防止できるのは情

報力であるとか、警察力、そういうものなんで

す。軍隊なんていうのが全く役に立つ形跡はな

いと。



そうすると、北朝鮮やテロのことがあるから

軍隊を持とうなんていうのがまるっきしのまや

かしであるということが分かるわけです。逆に

こういうインチキみたいなものを持ってくると

いうこと自体おかしいわけです。

８ 「軍」を持ちたい理由

ではなぜ軍隊を持とうとか、そういう動きが

広がるのかということも考えてみる必要がある

と思います。これはいろんなことを言う人がい

ます。ただ、いろんな論文とか本を読んでも、

だいたい２つに集約できるのではないかなと思

っています。

１つは、戦争は儲かる、これに尽きます。本

当に儲かるわけですね。例えばハリバートン疑

惑というのがありますが、これはアメリカのチ

ェイニー副大統領がもともと代表者をしていた

役員をしていた会社に、イラク戦争に関して大

量の契約が締結されているという疑惑です。例

えば石油に関する契約、あるいは軍隊に関する

炊事洗濯。最近の軍隊は炊事とか洗濯とかそう

いうものを民間の業者に発注するみたいです

ね、給食とか。そういう契約に対して莫大な金

が流れているわけなんです。あるいは戦争する

ことによってヘリコプターであるとか、飛行機

であるとか、こういうものすごい金額のものが

どんどん壊れていく、それでまた買ってもらえ

る、こういう旨味があるわけです。

２つ目に、もっと大きいといわれているのは、

国内の不満を逸らす、そういう目的があるわけ

です。つまり、戦争をしていれば、それに勝つ

ということにみんなの意識がいきます。普段、

年金であるとか、消費税であるとか、あるいは

教育であるとか、福祉であるとか、こういうも

のに対してみんな関心をもっているんだけれど

も、いざ戦争が始まるとそれに勝つか負けるか、

戦況がどうなっているかということに国民の意

識が集中してくる。そうすると、何かしら問題

があっても簡単にフタができるわけです。こう

いう目的がやっぱりあるんじゃないかなと思い

ます。

現にナチスドイツで国家元帥を務めたゲーリ

ングという人がいるんですが、この人はこんな

ことを言っているんですね。本当はドイツの国

民は戦争をしたがっていない、それはみんな分

かっている。けれども、彼らを戦争にけしかけ

るなんていうことは簡単だと。要するに、外か

らどんどん敵が攻めてくる、こういうことを言

ってあおればいい。そして戦争に反対する人に

対しては、愛国心が足りないんだというふうに

して攻撃すればいい、というふうにして言い切

っているんです。つまり、今言った北朝鮮とテ

ロリズムの話は、ゲーリングが言っているよう

な言葉とぴったり符合してくるわけです。

アウシュビッツに象徴されるように、ナチス

ドイツが本当に考えられないような戦争犯罪を

犯してきたということは、改めて言う必要がな

いと思います。彼らは、実在の人間が想像上の

悪魔よりもよっぽど恐ろしいということを身を

もって証明しているわけです。それと同じよう

な道を我々が一歩踏み出そうとしているという

ことを、やっぱり深く考える必要があると思い

ます。

９ 軍隊は国を守る組織か

次なんですが、軍隊というのは、そもそも国

民を守る組織なんだろうかということです。軍

隊というと非常に勇ましい。それで、こういう

ものがあれば我々の安全を守ってくれるんじゃ

ないか、外から攻めてくる敵を破ってくれるん

じゃないかと。こういう発想もあるわけです。

ところが現実の軍隊をみると、そんなことはな

いようです。つまり彼らは巨大な官僚組織なわ

けです。自分達の組織を守る、自分達の命を守

る、自分達の地位を守る、こういうことを何よ

りも優先してきたようです。このことを示す例

が関東軍です。戦前の精鋭部隊、一番強い部隊

は関東軍で、今のモンゴルから中国の東北部に



かけての部分に駐屯していました。彼らは日本

人の命とか、あるいは権益、そういうものを守

る軍隊だというふうにみんな信じていたわけで

すね。ところが戦況が悪化して、ソ連が中立条

約を破って攻めてきた。そうすると当然精鋭の

関東軍は命を投げ出して、国民のために戦った

んだろうと思うんだけれども、実際、関東軍が

何をしたかということなんです。彼らは真っ先

に日本に逃げ帰った。そしてご丁寧にソ連が追

ってこないように、橋とか鉄道とか丁寧に爆破

していった。そうすると、何十万人という民間

人や兵隊が中国の満州に放り出されたというこ

とになりますね。もともと日本人は中国人をい

じめていますから、そういう人たちから命を狙

われる危険もたくさんあった。あるいはソ連の

兵隊に連れて行かれて、シベリアで強制労働を

させられた。こういう暗い過去があるわけです

ね。

その時の逃避行というのは本当に大変なもの

なんですね。ここの９ページのところにも簡単

に紹介しているんですが、例えば満州から逃げ

てくる人たちは、本当に疲れて、食糧も全くな

いわけです。こうなると、人間というのはだん

だん見境がなくなってくる。例えば、もう逃げ

るのに疲れたお母さんが、自分の子どもを川に

放り投げる。それで、一生懸命上がってくる子

どもを無表情にもう一回突き落とす。こういう

ことが実際にあったわけです。関東軍は国民を

守らなかった。自分達は勝手に逃げて行くと、

こういうことなんです。本当に軍隊が国を守る

のか、国民を守るのか、どうなんでしょうか。

あるいは、沖縄戦もそうですね。沖縄は日本

の固有の領土といわれているところで激しい戦

争があった地域ですけれども、そこでどういう

ことがあったかということです。ここでも日本

軍が沖縄の人たちのために命を投げ出して戦っ

たかというと、そうでもないわけなんです。実

際には、米軍は上陸してくる。そうすると住民

の人たちから日本軍があそこにいるよとか、そ

ういう情報が洩れることを大変恐れたわけで

す。そこでどんなことをしたかというと、例え

ば住民の人に対して集団自決を勧めるわけで

す。集団自決というと、自分達が勝手に自殺し

ているような感じがするんですけれど、そんな

ことはないです。集団自決の時には必ず日本軍

がいるんです。つまり、自分達同士で殺し合い

をするのを見ているわけです。そこでは本当に

大変なことが起こっています。つまり親が子を

殺し、子が親を殺す。そういうものを軍隊はじ

っと見ていたわけです。こういうことなんです

ね。

あるいは、もっとひどいことに積極的に虐殺

もしているわけです。例えば、沖縄の人たちが

米軍に保護される、食糧を供給してもらう。そ

うすると、いつかこいつらが自分達のスパイに

なるかも分からない、脅威になるかも分からな

い、というふうに考えるわけです。そこで彼ら

が何をしたかというと、米軍の目を盗んで銃を

突きつけて浜辺の方まで歩かせる、集団で。そ

こへどうするかというと、見せしめのためにま

ず殺す。それも非常に残虐なやり方で殺したわ

けです。例えば、ＮＨＫスペシャルなんかで紹

介されているような例でいうと、家族の中の男

の人を誰か１人選んでそれで殺す。ただ殺すん

じゃなくて、丸く生皮を剥ぐ。それで日の丸だ

と。「愛国心」が足りない者はこうなるんだと

いうことを見せしめにした上でみんなを殺す。

こういう本当に考えられないようなことを平気

で日本軍はしていたわけです。こういうことを

考えても、軍隊が国を守るなんていうことがま

るっきりの幻想、良くいえば、人が良すぎる考

え方ということが分かります。

日本の軍隊は神軍、神様の軍隊だといわれて

いたんだけれども、そんなことはなかったわけ

です。逆に鬼畜といわれていたアメリカ人たち

が食糧をくれて、そういう人に保護された人た

ちを日本人が殺していたと。こういうことにな

るわけです。



１０ 国力に見合った防衛力

それから国力にあった防衛力なんていう話も

ありますけれども、これが本当かという話なん

ですね。実際にはそんなことないです。

例えば、日本が仮にヨーロッパ地域にあった

としても、日本は経済的な理由でＥＵには加盟

できないんです。なぜかというと、財政赤字を

ＧＤＰの３％以下に抑えなきゃいけないと、こ

ういう基準があるんだけれども、日本は約７％

なんですね。つまり、日本というのは借金漬け

の破綻国家なんです。破産ギリギリのそういう

国家であるということをまず考えなければいけ

ないわけです。そういう国が軍隊にジャブジャ

ブとお金をつぎ込むような能力があるのかどう

かということです。答えは、無いということに

なると思います。

それから、実際に軍隊に金をつかうというの

が本当に国の安全のために役に立つのかどうか

ということも考えてみる必要があると思いま

す。

例えば戦艦大和、これは当時の国家予算の３

％つぎ込んだそうです。完成にもだいたい５年

ぐらいかかっています。それで、これは国民を

守る最強兵器だと宣伝されていた。例えば当時

の将軍は、大和は不沈であると。もしその大和

が沈むことがあるとすれば、その時は日本も沈

むときだと、こういうふうにして宣伝していた

わけです。国家予算３％というと抽象的なんで

すが、ある統計によれば、東京から大阪までの

東海道新幹線全線、これが開通する規模の予算

だったということなんですね。それだけのもの

が、実際の戦争で国民を守ったかというと、実

際にはアメリカの飛行機に本格的な攻撃を受け

てからだいたい１時間ぐらいで沈んだと、こう

いうことなんですね。それだけ金をかけてもま

るっきり役に立たないわけですね。

ただ沈むだけじゃないです。ここには３千

人弱の乗組員が乗っており、その大半の方が亡

くなりました。この人は誰かの子どもだっただ

ろう、誰かのお父さんだっただろう、誰かの兄

弟だっただろう。そういう人の命が僅かな時間

でなくなる。無謀な作戦を立てた人によって殺

されているということです。またこの何千人と

いう人の周りに、その何倍も人の死を悲しんで

いる人がいるということを忘れてはいけないと

思います。

あるいは、軍隊を持つということはかえって

攻撃を受ける可能性があります。それを端的に

示したものがあって、これはカントの『永遠平

和のために』という薄い本ですけれども、たい

へんいいことが書いてあります。イマヌエル・

カントという有名な哲学者の言葉です。そのま

ま引用すると、「常備軍が刺戟となって、たが

いに無際限な軍備の拡大を競うようになると、

それに費やされる軍事費の増大で、ついには平

和の方が短期の戦争よりもいっそう重荷とな

り、この重荷を逃れるために、常備軍そのもの

が先制攻撃の原因となるのである」（宇都宮芳

昭訳。岩波文庫版１６Ｐ）ということです。つ

まり、軍拡競争をどんどん続けていくと、それ

が負担になってもう止めたいと。そしたら相手

方を叩くしかないと、こうなってくるわけです

ね。これはもう 100年以上も前からずっと言わ

れていることなんですね。つまり軍隊を持とう、

軍隊を大きくしようということが、安全どころ

かかえって危険を招くということもよく憶えて

おく必要があるんじゃないかと思います。

１１ 「普通の国」論について

それから、普通の国になろうという議論もあ

ります。つまり、憲法を変えて普通の国になろ

うと。戦争とか軍隊を禁止しているおかしな憲

法を変えようじゃないか、という動きです。し

かし我々の国が果たして普通の国といえるのか

どうかという問題、これも考える必要があると

思います。

我々はヒロシマ・ナガサキを経験している。



ヒロシマ・ナガサキの原爆がどれぐらい恐ろし

いものだったかということは、広島の平和記念

資料館に行けば分かると思います。例えば、石

段に人の影だけがあって人の形は全くない。人

間は飛ばされてしまっているけれども、影だけ

が焼き付いている。あるいは、ドロドロに溶け

たお弁当箱、焼けこげた服、そういうものがい

っぱい展示されているわけです。その影の持ち

主、お弁当箱の持ち主、それぞれが自分達の人

生を生きる権利を奪われていると、こういうわ

けです。その数は広島で 14 万人、長崎で７万

人、合計 21 万人ということです。数にすれば

無味乾燥だけれども 21 万という数は、１から

順番に数えていくだけでも相当の時間がかかり

ます。

また憲法９条というのは、世界に先がけて徹

底した平和主義を宣言した憲法です。これは大

変なことなんですね。みんな戦争が悪いという

ことは知っているんです。けれども、それを憲

法にしてみんなに守らせようということまでは

いかなかったんです。戦争する道具である軍隊

を持つことを止めようと、そういうことを宣言

することはなかったわけです。よくよく考えて

みると人間は古代、もっと昔から戦争を繰り返

してきた。戦争が悪いことだという発想自体な

かったかもしれない。あるいはもっと極端なこ

とをいえば、ジャングルの世界では強い者が弱

い者を食べるのは当たり前だったわけです。

ところが憲法９条の発想は全く違うわけで

す。暴力には頼るな、暴力の手段を持つという、

そういうことも止めようというんですね。これ

は本当に世界史的に、あるいは哲学的に、人類

史的に例がないような素晴らしい行為なんです

ね。そういうものを本当に放棄していいのかと

いうことです。実際、この憲法９条というのは

ＮＧＯであるとか、あるいはアジアの国、もち

ろん欧米でもそうですけれども、非常に高く評

価されています。そういうものを普通の国にな

るなんていう、なんの説得力もない理由で投げ

出していいのかどうかという問題があります。

それから、紛争を解決するために軍隊を使う

という議論もありますね。例えば、外国で紛争

があると。こういうものに対して、日本は座し

て見ていいのかと。こういうものに対して積極

的に協力をしていかなきゃいけないと、そうい

う議論もあるわけです。

ところが、紛争に対して暴力で解決しようと

いう試みがうまくいく試しはないと思います。

かえって新しい暴力の種をまくことになるんじ

ゃないかと思います。例えば、正しい戦争とい

うものの例として、イラクがクウェートを侵略

したと、こういう事件が引き合いに出されます

ね。これに対して軍隊を出すことは何も悪いこ

とはない、正しいことだという議論があったん

だけれども、その根っこというのを辿ってみる

と、これは実は暴力の連鎖じゃないかなと思う

んですね。

もともとイランという国がありますね、イラ

クの隣に。イランは自分達の石油を自分達で管

理しようという当然の動きを第二次世界大戦が

終わった後にしてきたわけです。そうすると困

るのはイギリスやなんかです。イギリスやなん

かはイランの石油なんだけれども、イラン人に

勝手なことをされては困るということで、当時

の大統領を追い出して、パーレビ王朝という王

様を据えて、自分達の都合のいいような政治を

展開するわけです。

ところが無理矢理つくった政権ですから、し

かも非常に暴政というか圧政をしいていたの

で、今度は革命が起こるわけです。それを起こ

したのがホメイニ師といわれている人です。そ

の人がイスラムの教えに従った国をつくろうと

いうことで革命を起こしたわけで、これがだん

だん邪魔になってくるわけです。そうすると、

どこを利用したかというと、隣にイラクという

イランと仲の悪い国があると。じゃあこいつを

利用しようということになったわけです。その

時にいたのがサダム・フセインという人なわけ



です。アメリカをはじめ主だった国はサダム・

フセインを応援して、言うことを聞かないイラ

ンを何とか抑え込もうとしたということです。

そして今度は、イラクの軍隊がどんどん太っ

ていってクウェートを侵略してきたわけです。

つまり、こういうふうに軍隊とか暴力とか圧力

で都合のいいことをしようと思うと、次から次

から、また次から次から、というふうにして暴

力がどんどん生まれていって、何の解決にもな

らないわけです。

確かに独裁であるとか、内戦、紛争、こうい

うものは良くないことであるけれども、それを

本当に生み出す原因というのが貧困であった

り、南北間の経済格差であったりとか、そうい

うところにあるという事実に注目すべきだと思

います。日本ができるのは、むしろそういう根

本的な問題への協力なんじゃないかというふう

にして考えるわけです。

１２ ９条を守る責任とチャンス

いろいろ考えても、今の日本を取り巻く状況

を考えたって、９条２項を変えたりとか、そう

いう必要はない。こういうものを守っていかな

きゃいけないということになると思います。

こういう話をすると、何となく後ろ向きの話

なんですね。今ある憲法を防衛しないといけな

いという、何となく重荷というか、責任という

話になるんだけれども、実際はそんなことない

と思いますね。

実際には、これがたいへん大きなチャンスで

もあると思います。というのは、少し前まで憲

法を変えるということ自体が夢のまた夢だった

わけです。つまり憲法を変えようとたくらんで

いた人たちも、改正に必要なレベルまでの多数

派工作はできないと思っていたわけです。とこ

ろが選挙で大勝ちすると、これはいけるんじゃ

ないかと。この勢いでどんどんやろうという動

きが出てきたわけです。しかしこれだけ選挙で

勝っても、憲法９条、あるいは憲法自体は手を

付けられないんだということをハッキリ示す必

要があると思うんですね。あるいは、国民はそ

んなに馬鹿ではないと。表面的な言葉をいじく

っても、適当なことを言っても、そんなものは

見破られてしまうということをハッキリ示す必

要があると思います。そういうことを示す大き

いチャンス、選択の分かれ道に我々はいるんだ

と思います。

憲法９条の素晴らしい中身を知ってもらえれ

ば、改悪に反対すべきことは自ずと理解できる。

必ず多数派を確保できるというふうに考えてい

るわけです。しかし、油断はできない。改憲を

目論んでいる人はいろんな多数派工作をして、

何とか憲法を変えようとして、色々やってくる

だろうと思います。

これに対して私たちはあらゆる非暴力的な手

段を尽くして闘い抜かなきゃいけないと思うん

ですね。私は憲法を守るためだったら、泥棒と

人殺し以外はしてもいいと思うんですよ。なぜ

かといえば、そういうことをしなければ、軍隊

という怪物が国内でも国外でも人殺しとか略

奪、泥棒、そういうものを繰り返すからです。

そういうものを止めなきゃいけないということ

です。

他にもいろいろ話したいことがあるんです

が、時間の関係もありますので、最後に私から

お願いというかたちなんですが、やっぱり日本

の憲法というのは、本当に素晴らしい。世界史

的に見ても類例を見ないようなものになってい

るわけです。ですから、こういうものを守って

いくということが我々の世代に与えられた一番

大事な仕事だと思うんですね。

そういうときに鍵になるのは、やっぱり数

なわけです。民主主義社会では。ですので、我

々自身が我々のために、あるいは我々の子孫の

ために、１人でも多くの人が協力して、この素

晴らしい平和憲法というのを守っていかなきゃ

いけない。臨席された全ての人にこのことをお

願いして、私の話の締めくくりとさせていただ



きます。

○ 司会

続いて、第３トークとして、９条以外の新憲

法草案の内容について、憲法９条を守る和歌山

弁護士の会、代表世話人の一人である藤井幹雄

弁護士からお願いします。

第３トーク

○ 第３演者 藤井幹雄

こんばんは。今、石津先生の方から、憲法改

正についての一番の重要な問題である９条の問

題について詳しく、また格調高く理論的なお話

がありました。私は、それ以外の今回の自民党

案についての問題点をいくつか指摘させていた

だきたいと思います。

自民党案について何が問題なのか、自民党案

の全編を貫く思想が何であり、その問題点は何

であるのかについては、最初のあいさつをした

山﨑弁護士の方からも指摘がありました。そし

て石津先生の方からも、立憲主義とは何かとい

う説明もありました。まさしく自民党案の問題

点は、そこにあります。

今まで人類は、マグナカルタ以来、つまり

1215年に英国で成立したマグナカルタ以来 800

年かけて少しずつ立憲主義というものを獲得

し、あるいは学習してきました。自民党案の問

題点は、その立憲主義というのを骨抜きにして

いる、あるいはそれを全く理解していないとい

うところにあります。

レジュメの方では、自民党の新憲法草案に至

るまでの自民党が出した文書の中から何点か、

立憲主義の観点から抜き出しています。レジュ

メに書いていないところで、少し紹介しますと、

2004 年の６月 26 日憲法改正プロジェクトチー

ムというところが発表した「論点整理」では、

「新憲法が目指すべき国家像について。新憲法

が目指すべき国家像とは、国民誰もが自ら誇り

にし、国際社会から尊敬される品格ある国家で

ある。新憲法で基本的に国というものがどうい

うものであるかをしっかり書き、国と国民の関

係をはっきりさせるべきである。そうすること

によって国民の中に自然と愛国心が芽生えてく

るのである」と国家と国民との関係、愛国心に

ついて書いています。さらに、「基本的人権に

関して」という部分では、「新しい時代に対応

する権利をしっかりと書き込むべきである」と

書いてあります。そこまではいいかもわかりま

せん。「同時に、権利、自由と表裏一体をなす

義務や責任や国の責任についても、共生社会の

実現に向けての公と私の役割分担という観点か

ら、憲法にしっかりと位置づけるべきである」

等と縷々書かれています。

さらには、２００４昨年 11月 17日に出され

た憲法改正草案大綱（たたき台）というところ

にも、国家と国民を対峙させた、今までの近代

憲法の立憲主義を乗り越えてというようなニュ

アンスで、「国家と国民を対峙させた権力制限

規範にとどまらず、国民の利益、ひいては国益

を守り増進させるために公私の役割分担を定

め、国家と地域社会、国民とかそれぞれに協働

しながら共生する社会をつくっていくための透

明性のあるルールの束だ」という、それが憲法

であると述べています。

つまり、自民党案の憲法観というのは、憲法

とは「国民の側から国家の権力行使を縛り制限

をする」国家権力に対する権力制限規範とうい

う基本的な考え方ではなく、「国民は国家のた

めに、こういうふうに行動しなさい」という国

民の行為の規範へ、というところに重点が置か

れています。

これを読んだ時、私は「時計の針が６０年前

に戻ったみたい」と感じました。これだったら

結局、「日本国憲法を大日本国帝国憲法へ戻す」

という一つの条文でいいんじゃないの、実際に

私はそういうふな印象をもちました。

その後に出された第一次案、第二次案、そし



て憲法改正草案にも、当初の論点整理案にある

ような考えを正面から書いた条文というのが少

なくなってきています。それでも新憲法草案の

前文には、結局それと同じような思想が表れて

います。お手元にある新憲法草案を見ていただ

きたいんですが、「日本国民は帰属する国や社

会を愛情と責任感と気概をもって自ら支える責

務を共有し、自由かつ公正で活力ある社会の発

展と国民福祉の充実を図り、教育の振興と文化

の創造及び地方自治の発展を重視する」とあり

ます。つまり、ここでも国民の国や社会に対す

る責務ということを書いているわけです。そし

て、それが実は、この幾つか９条以外ではあま

り目立たない改正規定の中に少しずつ、そのよ

うな精神が盛り込まれています。

例えば、これも既に指摘がありましたが、権

利、自由に対して憲法 11 条というところに、

国民の責務ということが書かれています。「こ

の憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民

の不断の努力によつて保持しなければならな

い。国民は、これを濫用してはならないのであ

って」。そこからが問題です。「自由及び権利に

は責任及び義務が伴うことを自覚しつつ、公益

及び公の秩序に反しないように自由を享受し、

権利を行使する責務を負う」と、責任及び義務

が伴うということを正面から書いてきていま

す。

そして次に、13 条においても、日本国憲法

では、「公共の福祉に反しないかぎり」という

表現で書かれていました。それが公共の福祉が

わかりにくいと言って、それを「公益及び公の

秩序」というふうに変えています。実はこれは、

基本的人権の保障ということに関して、９条の

改正と伴って大きな意味を持ってきます。

これまでどういうときに人権が制約されるの

か、あるいは人権が保障されるのはここまでだ、

人権だといってもそこは人権の濫用になるとい

うことについて、その幅を決めていたのがこの

「公共の福祉」という考え方でした。「公共の

福祉」についてのこれまでの通説的な見解では、

お互いそれぞれの個々の人権がぶつかり合った

ときの調整であって当然の内在的な制限に過ぎ

ない、というふうに言われていました。例えば、

表現の自由があるからといって他人の名誉を傷

つけてはいけない。あるいは、プライバシーを

侵害するようなことを書き立ててはならない。

つまり、21 条で保障される表現の自由と、憲

法 13 条で保障されているプライバシー、ある

いは人格権、そういうものを調整する原理が「公

共の福祉」だといわれていました。

ところが、今度は公益及び公の秩序というこ

とを表面から出してきました。これはどういう

ことかといいますと、１人の国民の人権よりも

国家の利益の方が大切だと決める考え方、ある

いは国家の秩序に反してはいけないという考え

方に大きくつながっていきます。例えば、憲法

９条が改正されて自衛軍の創設を認めた「９条

の２」ができたという前提で考えてみればどう

でしょう。戦争を遂行しなければならない、あ

るいは海外派兵をしなければならないという時

になってくると、そういうお国の一大事的なこ

とができた場合に、「そんな人権、人権と言っ

ている場合ではないでしょうと。ちょっと皆さ

ん我慢してくださいそれぐらいは」ということ

につながっていくことになっていきます。やは

りここに国家中心の思想が現れて、個人の尊厳

を最大の価値としている現在の日本国憲法から

大きな価値の転換が図られることになってくる

と思います。



まずはこのことを確認しながら、あとは個々

の条文をいくつか明示しながらその他の問題点

を説明したいと思います。

一番大きなところは、やはり政教分離原則の

緩和ということです。日本国憲法では２０条３

項で非常に厳しい政教分離の原則をとっていま

す。これはどういうことが土台になってできた

かというと、戦前における靖国神社を中心とし

た国家神道があの悲惨な戦争の遂行、あるいは

それによる被害について非常に大きな役割を果

たした、それを抜きにしては考えられないとい

う反省から出てきていることです。政教分離の

原則をめぐっては、首相の靖国神社公式参拝に

ついて、先日、大阪高裁で違憲判決が出ていま

す。それ以外でも愛媛県知事だったと思います

が、玉ぐし料を県費から出したということに対

しては違憲であるという判決が既に最高裁で下

されて確定しております。

ところが、自民党新憲法草案では「①社会的

儀礼又は習俗的行為の範囲を超える宗教教育そ

の他宗教活動であって、②宗教的意義を有し、

③特定の宗教に対する援助、助長若しくは促進

又は圧迫若しくは干渉となりうるもの」はして

はならないけれども、そういう３つの要件のど

れかに当たらないようなものであれば、国は宗

教にかかわる行為をしてもいいということにな

ってきます。

ということになればどうなるでしょう。首相

や閣僚が靖国を公式に参拝することも、それは

社会的儀礼または習俗である。つまり小泉首相

がよく言っているように、「戦没者に対する慰

霊と不戦の誓いをするのは社会的儀礼であり習

俗でしょう、何が悪いんですか」ということに

なってきます。とすれば、首相が靖国神社に公

式に参拝することも憲法違反ではなくなり、当

然それに対する財政上の支出、公金からあるい

は税金から何某かの支出をするのも当然できる

ということになってきます。

さて、そういうことが結局どういうことにつ

ながっていくのでしょうか。ここに『靖国神社

遊就館の世界』という本があります。私が今年

９月に靖国神社に行って買ってきたんですけれ

ども、靖国神社というのが過去の戦争、あるい

はこれからの戦争も含めてですけれど、戦争と

いうものについてどういうことを考えているか

ということがはっきりと現れています。靖国神

社は、あの太平洋戦争は避けられない自尊自立

のための戦争だったと言っています。あの戦争

を肯定的に、つまりある意味では自衛戦争だと

言わんばかりのことを言っています。過去の戦

争に対する反省というものは、靖国神社からは

全く感じられません。

そして、靖国神社の目的というのは英霊の顕

彰、英霊となった人の顕彰とその慰霊だと言っ

ています。となれば、９条２項の撤廃というこ

とから考えると、その目的というのは、過去の

英霊だけではなく、未来の英霊への顕彰と慰霊

へのスタートとしてこれが位置づけなれること

になり、そしてそれに対して国家も何某かの援

助をしていこう。それを合憲にしていこうとい

うことになっています。つまり、それは将来の

自衛軍の海外での戦闘行為への参加のための条

件整備の一つと、つながってきてます。

このように、政教分離原則の緩和というのは、

９条の２の創設と全く表裏一体となってきて、

切り離せない問題だということになってきま

す。

その他に、新しい人権というのも明記されよ

うとしています。ちょっと時間がないのでサッ

といきますと、個人情報の保護、自己情報のコ

ントロール権では 19 条の２というところでち

ょっと書かれています。あるいは、国政上の行

為に関する説明義務というのは 21 条の２とい

うことで出てきます。あるいは環境権ではなく

て、国の環境保全の責務というのが 25条の２、

あるいは犯罪被害者の権利には 25 条の３、そ

して知的財産権というのは 29 条の中にちょっ

と明記されるようになってきました。



実はこれらの権利は今の憲法で保障される通

説的な見解、あるいは判例などによっても十分

導きだせるものでありまして、これらを敢えて

書かなければ何か不都合が起こるというもので

も実はありません。

自民党憲法草案２５条の２では、「環境権」

ではなく「国の環境保全の責務」というふうに

書かれてますけれども、「環境権」は現在の憲

法の 13条ないし 25条などによっても十分根拠

づけられるものであります。ところが、今回の

規定の仕方であれば、国民の権利ではなくて国

家目標に過ぎません。その実現や手段というの

は、結局は具体的な立法に委ねられなければな

らないというもので、むしろそういうような立

法をどうするかによっては、国民の権利として

の性格が全く損なわれるということも十分あり

得る規定としかなっていません。

また、知る権利を保障しているのかと思いき

や、これも国政上の権利に関する説明の責務、

これも国の責務であって、国民の側の権利とし

ては規定されていません。国民の知る権利、あ

るいは情報公開請求権ということとは全くかけ

離れたものになっています。

ということは、現行の憲法の 21 条で知る権

利が保障されているという通説的見解からすれ

ば、かえって後退ということになります。そし

て、知る権利のことで一つ指摘しておきたいの

は、やはりこれもまた自衛軍の創設というとこ

ろでの関連、９条との関連を考えなければいけ

ません。つまり、自衛軍を創設するとどうなる

でしょう。軍事機密というのが当然前提となっ

てきます。現在でも自衛隊については「秘密保

持に関する訓令」というのがあります。その中

では３つの秘密のレベルというのがあります。

「秘」、「秘密」、そして「機密」の３つが定め

られて、それぞれ内部での情報管理というのが

認められています。ところが、自衛軍が設立さ

れますと、それは当然その軍の機密を保持する

ための法制度が整備されます。つくられます。

そうすると、自衛軍の内部で何をしているかと

いうのは、全く我々の目に触れなくなります。

実は私が沖縄で弁護士をはじめた 1989 年に

那覇市において、那覇市が建築基準法に基づい

て那覇市に提出された当時の自衛隊のＡＳＷＯ

Ｃ（対潜水艦作戦）センターの設計図を公開す

るかしないかということで、国と那覇市とで裁

判になったことがありました。それは単なる設

計図だったんですけれども、国はいろんな理屈

をつけて、その設計図を公開してはいけないと

いうふうに那覇市に圧力をかけてきました。

例えば、壁の厚さがわかるからいけない。壁

の厚さがわかるとなぜいけないのでしょう。今、

耐震強度というのがちょっと議論になっていま

すけれど、その時は対爆強度がそれで分かると。

爆撃されたときにどれだけ建物が耐えうるかと

いう強度が壁の厚さで分かると。でも、それは

単なるコンクリートの厚さでしょうと。鉄筋が

何本入っているかそこには何も書いてません。

構造計算書もついてません。そんな図面なのに、

それだけで出してはいけないと国は主張するの

です。

あるいは電気設備の配線図、それによって最

大電力量が分かる。そうなると、コンピュータ

の性能がわかって、それのコンピュータの解析

度が全てわかってしまう。潜水艦を察知する施

設ですから、それが分かってしまうと。何いっ

てんねん。コンピュータの性能がそんな電気能

力だけで決まるんですか。でも国は、そんな屁

理屈をどんどん付けてきていました。

この憲法草案のような憲法ができてしまう

と、こういうことが現実にどんどん増えていっ

て、結局知る権利は憲法に何か書いてあったと

しても、９条が改正されてしまえば、結局自衛

隊が何をしているか、それをシビリアンコント

ロールで国民が監視するなんてことは絵に描い

た餅になってしまいます。このことは私の少な

い経験からも明らかだと思います。

すみません、時間がなくなりました。



あと１点だけ、憲法改正規定について若干触

れておきたいと思います。これは現行憲法が「総

議員の３分の２以上の賛成で国会が発議し」と

していたのを、「総議員の過半数の賛成で」「国

民に提案して」いくことに緩めています。

なぜそもそも憲法の改正規定がこれだけ厳し

くなっているのかという理由は、一つは、最高

法規ということの安定性ということ。もう一つ

は、それが民主主義の安全弁だといわれていま

す。つまり、先ほどのヒトラーの例もありまし

たけれども、時の多数派の意思によっても簡単

に変えられないようにしておこうということで

す。つまりヒトラーのような者が簡単に出てこ

ないようにしよう、仮に現れたとしても簡単に

憲法を変えさせないようにしようということで

す。

憲法の改正規定要件の緩和というのは、そも

そも改正というかたちでできるのかどうかとい

うことすら理屈上では議論になっています。そ

こは理屈上の問題ですからさておき、では、緩

和したとき、いったいどうなるかということに

なりますと、憲法改正を毎年でもやることがで

きるようになります。そして、過半数で国会で

発議することができるようになりますから、実

は２分の１多数で、例えば基本的人権の一部を

改正するということもできます。となると、多

数決原理に馴染まない少数派の思想や良心、宗

教の自由等が、そのときどきの多数派によって

侵害される可能性が十分高まってきます。とい

うことは、つまり民主主義の安全弁というのが

取り払われてしまい、そして個人としての生き

方に国家が容易に介入することができるように

なってきます。

また別の面で考えてみます。発議が容易にな

るわけですから、「とりあえず国民投票をした

らいいやん、ここで国会でいろいろ考えなくて

もいいではないか」ということになりかねませ

ん。「あんたらそんなに反対しているというこ

とは、結局国民投票に問うたら負けると思って

るから言うてるん違うんか」ということになっ

てきます。つまり、国民に決めてもらうことに

反対しているから反対しているんでしょう、と

いうようなそういうような批判が多数派から出

る。ともかく、一旦国民にぶつけたらいいでは

ないか。国民がうんと言ったらそれはそれでい

いでしょう、ということです。これは我々が経

験したことです。つい数カ月前にです。郵政解

散のような手法で国民投票が行われるというこ

とが頻発されるかもしれない。

そして、こういうように憲法改正が容易にな

されるということになってきたら、逆に言うと

法律で制定してもいいことを２分の１でやって

発議してしまって、憲法の中へ取り込んでしま

うということも可能になってきます。そして結

局、先ほどのような議論でいくと、憲法改正と

いう問題が実はゆっくり考えて結論を出さなけ

ればならない問題が、短期間、急に進められて

しまう。１カ月、あるいはもっと短い期間で発

議されてしまうということすら起こりかねない

ということです。

そういう、先ほど由良先生の方から、結局こ

れを変えてしまうだけでいいじゃないかという

議論もあるという部分がありましたが、ここを

変えられてしまうと次は何がどうなっていくか

わからない。ブラックボックスになってしまう

ということであります。

かけ足の説明になりましたが、こういういろ

んな問題点も、その他の改正も踏まえて理解し

ていただくと同時に、そういうことが全て９条

２項の改正、９条の２「自衛軍の創設」という

こととかなりの部分で大きくつながっていると

いうことも、また頭においていただきたいと思

います。

○ 司会

早くもスタンバイされていますが、最終第４

トークは、憲法９条を守る和歌山弁護士会事務

局長の畑純一弁護士から、改憲を許さないため



に、我々はいま何をなすべきかについてお話を

お願いします。

第４トーク

○ 第４演者 畑純一

こんばんは。私に与えられたテーマは「改憲

を許さないために」時間はたった 10 分です。

考えてみれば、「改憲を許さないために」とい

うテーマは、ここにいらっしゃる皆さん一人一

人のテーマでもあり、そして、皆さんがた一人

一人が語れるはずのテーマだと思います。その

ような皆さんの前で私が話すのも少し恥ずかし

いんですが、話しをちょっとだけ弁護士らしく

しながら話したいと思います。

先週の土曜日、この場所で和歌山弁護士会が

「憲法改正国民投票について」のシンポジウム

をいたしました。その中で指摘されたことなん

ですが、憲法改正推進議員連盟の国民投票法案

というのがあります。それによると、選挙期間

は 60 日以上ということになっています。しか

し与党が出した国民投票法案骨子は 30 日以上

となっています。しかし、今まで３人の弁護士

が話してきたように、この憲法改正は極めて多

様な論点があるわけなんですね。それらを国会

が発議してから、たった 30 日間で本当に議論

しつくすことができるんだろうかと。我々が改

憲を許さないためにというときに、非常に厳し

い状況の中で、その改憲を許さないための闘い

をしなければならなくなる可能性があります。

そこで、まず第一に、改憲を許さないための闘

いは、この国民投票法案のあり方が課題になる。

これをもう作らせない、あるいは作らせるとし

ても、この間のシンポジストは６カ月でも短す

ぎる１年ぐらい必要なんじゃないかと言ってい

ましたけれども、そういう内容にしなければい

けない。

とりわけ国民主権の下では、国民こそが国を

作り憲法を作る主体です。憲法の世界では憲法

制定権力という言葉がありますが、国民こそが

憲法制定権力なのです。しかし、現実の制度の

中では国民がそういう権力を発揮できる場面は

たった一つしかない。国会議員の投票は間接民

主制になっていますので、議員を選んで、議員

の皆さんに考えてもらう、考える人を選ぶとい

う間接的な恰好になっている。しかし、憲法改

正国民投票はイエスかノーかで国民の意思を直

接に反映できるという唯一の機会なんです。し

たがって、この機会を本当に民主的なやり方で、

国民的な討論の過程を大事にしていかなくては

ならない。マスコミも含め、外国人もが参加し

て自由に論評し、報道しあう中で、本当に語っ

ていかなければいけない。こういうために、ま

ず我々自身が、投票制度の重要性を認識して、

来るべき闘いの土俵をどうするのかを考えなけ

ればならない。そのために、この憲法改正国民

投票法案には特別に注目し、また批判していか

なければならないんじゃないかなと考えていま

す。このことをまず前置きとして指摘したいと

思います。

それから、実は私たち憲法９条を守る和歌山

弁護士の会は、今日の講演に先だって１週間前

に寒空の下で雨混じりだったんですけれども、

和歌山駅前でビラ配りをしました。マスコミの

皆さんに来てもらって、10 何人かの弁護士た

ちが揃いのハッピを着たんですけれども、その

姿を写真に撮ってもらって大勢の皆さんに事前

に報道してもらうということで、記者会見もし、

個別にもお願いしたんですけれども、なかなか

報道も一部を除いてやってくれなかったんです

けれども、その中で感じたことは、やっぱりビ

ラの受け取りは悪いんですよ。第一にビラを受

け取ってもらう秘訣は乞食といっしょというん

ですよね。目で絡めるんですよ。遠くから来る

人を目で捕まえて逃げ切れないようにして、近

づいてきたらビラを渡すのです。そういう絶好

のタイミングが人が少ないので出来ることが多

かったんです。そして、なんと言ったら受け取



ってもらえるかなと思って、「憲法９条を守る

弁護士の会です」。目も絡めとったと。それで

受け取ってくれるかというと受け取ってくれな

いんですよ。「憲法９条を守る」と言うてるの

に、関心がある人とない人がいる。改憲派とそ

うでない人が半々いるんやったら、半分受け取

ってくれるはずですね。私に与えられた条件は

全くよくて、他に人もいない条件で、その人だ

け目を捕まえる。私の目つきが悪かったのかも

わからないけれどもね、だけど、そういう中で

やっぱり意識がまだまだないですね。

その中で、このままで憲法改正国民投票にな

ったらどうなるだろうか。おそらくキャッチコ

ピーによるイメージ選挙が行われるだろうと。

そうすると、「自主憲法制定」、あるいは「日本

を普通の国にする」、「愛国者」、非常に単純な

キャッチコピーになると思うんです。本当に国

を愛する心があるのかどうかなんていうわけの

分からないキャッチコピーが出てくるんじゃな

いかと思うんですね。また、「北朝鮮に攻めら

れたらどうするんだ」とか、「勇気を持ってな

んとか」とかね、そんなになってくると思うん

です。そういうと戦争に反対すると勇気がない、

国を愛していないなどということになるでしょ

う。そういう中で十分冷静な議論ができなくな

るということを考えなければならない。

そうしますと、我々はいったい、これからど

ういうふうにしていくのかということですね。

私はですね、やっぱり直前になってマスコミを

動員してイメージ選挙をされると闘いきれない

と思っています。そのためには、今のうちに幅

広い護憲の世論を本当に正攻法で広げていくこ

とが肝心だと思います。そして、その主体とな

るのは、一人一人だと思うんです。運動ネット

ワークというのも一つ大事です。しかし、基本

は個人の力だと思っています。個人の力という

ときに何なのかということなんですけれども、

やっぱりまず最初に自分がなんで９条を守りた

いのかということを自分に問いかけることが最

初だと思います。そして、おそらく問いかける

と、その答えはみんな違うんじゃないかと思う

んですね。自分の言葉で問いかける、自分に問

いかけて、そしてそれを人に語りかけることだ

と思います。私が今日は語りかけるパートじゃ

ないんですけれども、自分に問いかけたことを

まわりの人に真面目に語りかけられるようにな

ることが一番大事だと思います。

それから、２番目は、理論武装するというこ

とです。先ほど石津弁護士は非常に、あれどこ

で勉強したのかと思うほどびっくりするような

話をしましたですよね。あそこまで出来る人は

なかなかいないと思いますけれども、やっぱり

最低ですね、弁護士、学者が語っていることと

か、憲法とは何なのかとか、国民主権とは何な

のかとか、そういった部分はある程度勉強する

ことが大事だと思います。

この二つを柱にして、個人でそれを関心のな

い人、それからある程度もっている人に積極的

に持ちかけていくという絶えざる努力が大事だ

と思います。

それで、第３番目に憲法を守るための幅広い

ネットワークが大切だと思います。それはみな

さん方にもいろんな会を、「９条を守る会」に

入っている方もいると思いますし、私たちもこ

の「憲法９条を守る和歌山弁護士の会」を立ち

上げました。それから、この間 12 月１日に講

演会をしましたように、「９条ネットわかやま」

を立ち上げようということで「弁護士の会」か

らも皆さんに呼びかけておりまして、それが徐



々に広がりつつあります。

ただですね、法的に言えば国民投票で過半数

を改憲ノーに投票していただく必要がある。改

憲を許さないための闘いは過半数に実を結ばな

ければならない。和歌山でいえば 40 万票をバ

ツで組織しなければ勝てない闘いとなります。

そうしますと、職場、職域とかいろんなところ

でやっている方も、ぜひ地域にも「９条を守る

ネット」を作って、そしてその中で住んでいる

ところでも隣近所にも声をかけていけるような

雰囲気をつくっていかなければいけないだろう

と。そういう運動が大事じゃないかなと思って

います。

最近では地域にも徐々に出来つつありますけ

れども、その運動をないところでなかなかやり

たくても出来ない。それでも徐々に議論をし、

地域のネット、それから職場やあるいは市民の

場とか、その他のネットを広げていくというこ

とをしていきたいと思います。

論争も非常に大事なことです。基本的には、

細かい論争よりも自分の訴えが大事なんですけ

れども、いろんなことを言う人がいます。先ほ

ども石津弁護士がですね、「備えあれば憂いな

し」と言われたらどうするかとか、「軍隊は果

たして国民を守るものなのか」ということにつ

いてお話をされましたが、改憲論にもいろんな

立場の人がいますが、そのような人に対して、

やっぱり噛み合った議論を、丁寧な議論をして

いかないと駄目だと思います。

それから、運動としては、平和を守りたいと

いう人は大同団結しなければいけない。弁護士

の中にも、憲法９条を守るというよりも、一字

一語を守るんじゃなしに、むしろよりましな改

憲案を議論しなきゃいけないんじゃないかとい

う議論をしている人もいます。そして、そのよ

うな立場にもなかなか内容的にはいい内容を含

んでいる場合もある。しかし、果たして、より

ましなというところで一致して、本当に改憲を

阻止することができるんだろうかと考えると

き、我々は憲法９条を変えさせないというとこ

ろで一致して頑張らなければならない情勢にあ

るんだと思います。そこを確信して、あらゆる

既成の団体の枠を乗り越えて、憲法９条改悪に

一致して闘っていくということを今一度確認し

て頑張っていく必要があると思います。その中

で個人が自分の考えをいろいろ述べるのも重要

なことだと思いますが、全体として、そういう

ところで運動の確信をもっていければと思いま

す。

先になるんですけれども、国民投票のとき、

即日開票になるのか、翌日開票になるのかわか

りませんけれども、おそらく○×となれば、開

票結果が出るのは早いと思います。それで、選

挙のときに、あんまり私は選挙事務所へは行か

ないのですけれども、この時ばかりは選挙事務

所というのができるのかもしれないし、行くの

かもしれないけれど、そうでなくてもたぶんテ

レビにかじりつくと思うんですよね。そして、

もし負けたらたぶん泣くと思うんです。暴れる

かもしれませんね。そういう姿が私はもう今か

ら目に浮かぶんです。そういうことになって悔

しい思いをしないために、今から本当に一人一

人と語り合って運動を広げていく。そういう点

で、そういう危機感をもって、そして幅広く人

を信じながら、平和を信じるというのは人を信

じ、愛し合うということだと思いますから、そ

ういう志に相応しい、暖かい大きな運動を一緒

に作っていきたいなと思っています。そういう

点で、皆さん方、また「９条の会」、あるいは

今度できる「９条ネットわかやま」の運動に是

非ともご協力とご参加をお願いして、私からの

トークといたします。ありがとうございました。

質疑応答

○ 司会

それでは、それほど時間はとれないかもしれ

ませんが質疑応答に移りたいと思います。４人



の講師の方は壇上までお上がりください。この

講師に対して質問したいということでも、ある

いは指名せずに質問されても結構ですので、是

非質問したいということがありましたらどう

ぞ。

○ フロアーの声

初めまして、今日の論点で１つ欠けていると

ころがあると思います。改憲案についての会と

いうことですが、共謀罪のことについてちょっ

とご説明いただきたいんですが。共謀罪という

のは団体規制なんですけれども、今日こういう

会は、弁護士さんの会なので来ましたけれども、

一応団体ということになるので、改憲案の背景

としてこういうことがあった場合に、もしこの

まま不況が続いて、おかしな政治家がこういう

憲法の名の下に右翼的な発言をした場合に、反

戦的な、平和主義的な主張をする市民団体が現

れた場合、それが共謀罪の、反テロ政府に反対

するということでテロリズムと共謀していると

いうような拡大解釈をされて、団体規制にかか

ってくる恐れがあると思うんですけれども、そ

のへんのところを詳しく知りたいんですけれど

も、ご存じの方いらっしゃいますか。

○ 畑 純一

９条の問題が非常に重たいので共謀罪のこと

まで話すゆとりがなかったんですが、よい質問

だと思いますので、この際お話したいと思いま

す。共謀罪というのは国連で組織的犯罪という

ものを、越境的な国際犯罪ですね、主にテロを

取締まるために各国に国内法として取締法の制

定を義務付けたと称して、政府がいま国会に提

出し、継続審議になっているはずですが、そう

いう法律で、次の通常国会で、このままいけば

通ってしまう可能性があるという法律です。

ただですね、国連は越境的な国際犯罪を想定

しているんですけれども、日本の政府はその越

境性を要件にしていません。そして、これは長

期３年以上の犯罪について、それを共謀するだ

けで処罰するという内容になっています。しか

し、犯罪はまず結果なんです。犯罪という結果

がある。だから、人を殴って怪我をさせると。

そうすると傷害罪。泥棒をすると窃盗罪という

ことになるわけです。ただ、その中で結果が発

生しなくても非常に危険なもの、よくないもの

については未遂で処罰するようになっていま

す。未遂というのは実行行為があるけど結果が

発生しない場合をいうんです。これも行為があ

るんだし、外に現れているんだから処罰しても、

処罰の必要性がある以上は誰も文句を言いませ

ん。もっとひどい犯罪、例えば殺人とか強盗に

なると、着手はないけれども予備、強盗でいえ

ば、ピストルの準備をするとか、木刀の準備を

するというのが予備なんです。それは殺人とか

強盗というような重大犯罪については、表に出

た予備を処罰します。

それから、共謀共同正犯というのがあって謀

議をしたときのボスを捕まえるという議論もあ

ります。しかし、その場合でも、少なくとも一

部の人が実行しているんですよ。３人いてボス

がお前やってこいと言って、そのとおりに２人

の手下がやったときに、手下が犯罪に着手する

ことによってボスも処罰されます。

しかし、共謀罪は共謀するだけで捕まります。

だれも実行に着手する必要はありません。組織

性も越境性も国際犯罪である必要もありませ

ん。従って、普通の話なんですけれども、２人

で「あの店ガード甘いな、万引きされたらどう



するねん」と言って、「万引きしちゃるか」と

言ったとするでしょう。それだけでつかまって

しまうかもしれないんですよ。そのような犯罪

の数が日弁連の調べでは 600罪名ほどありまし

て、ほとんど何でも当たってくるんです。そう

いう点で非常に緩やかなものです。これは政府

も、そんな法律を作る必要がないことは認めて

いるんですが、この際作ってしまいたいと言っ

ているのです。しかし、先ほどの発言者の方が

おっしゃるように、これを悪用すると非常に危

険で、民衆運動や労働組合運動を弾圧する絶好

の口実になります。そして、その内容もですね、

これ話したらきりがないんですけれど、これ非

常に危険なものです。

私が強調しておきたいのは、こういうものを

つくるという発想は、旧来、日本の保守主義者

にはなかったはずなんです。非常にヒステリッ

クになっていまして、こんなものを作っていい

のかということについて、待てよ、というよう

な人が少なくなっているのです。これこそ右傾

化といいますか、ファシズムというか、そうい

う風潮を背景にして出てきているものではない

かなと思いますし、そういう点ではこういう改

憲と全く根を同じとするものだと思いますの

で、やっぱりこの危険性についてみんなも勉強

して反対していく必要があるんじゃないかなと

思っています。

○ 司会

ありがとうございました。

他に質問のある方、お手を挙げていただきた

いと思いますが。特に質問ということでなくて、

ご意見でも結構です。

○ フロアーの声

石津先生にお尋ねしたいんですけれど、日本

が攻撃されたときに自分達で自分達の国を守る

という自衛権が存在するという考え方がありま

す。ただ、その自衛という名でイラク戦争が起

こって、日本に限らないあちこちでたくさんの

悲劇的な状況をつくってきているんですけれど

も、何が自衛なのか、何が出来るのかについて、

出来るだけ自衛に歯止めをかけるという、枠を

はめるということで考えをもつということにつ

いて、先生はどんなふうにお考えかなというの

が１つ。

もう１つは、国際協力の関係なんですけれど

も、国際協力と日本という関係からいって避け

て通れない問題があるんだという考え方があり

ます。そういう中で、国連のオーソライズした

ようなかたちの中で協力をするというのか、国

連の圧倒的多数の中の結論として、その中で日

本が国際協力をするということについて、どう

いう考えをおもちなのか。

例えば、今のイラク戦争のように、どこかの

国と国際協力をするという、アメリカとだけで

結ぶということではなくて、国連のオーソライ

ズの下で、日本が何ができるかということの枠

をかけるということの国際協力について、先生

はどんなふうにお考えなのかお聞かせくださ

い。

○ 石津剛彦

そしたら、石津の方からお答えになるかどう

か分からないんですけれども、答えさせていた

だきます。

今いただいたテーマなんですけれども、私、

答えるんだったら５年ぐらいもらって５冊ぐら

い本を書いて答えたいなと思いますね。ここで

は簡単にちょっとまとまらない話をさせてもら

うと、１個目の自衛権の話なんですが、国家に

ついて自衛権が認められるかという議論は実は

難しいんですね。国際法の学者の論文なんかを

みると、そもそも国には自衛権というのが認め

られないんじゃないかという学説もあるんで

す。つまり人間の場合には、例えば殴りかかっ

てこられたというのであればそれを防ぐために

自衛をする権利があるんだけれども、国家とい



うのはそういうものじゃないんじゃないかとい

うことなんですね。国同士が自衛のためだなん

だと言い始めると、世の中がだんだん混乱して

しまうと。人間が人間に対して狼であるという

言葉がありますけれども、それと同じようなこ

とになるので、そういうものを避けるために国

連とか、そういうような枠組みがあるので、国

家固有の自衛権というものはそもそも認められ

ないんじゃないかという考え方がまずありま

す。仮に自衛権を認めるとしても、それをどう

するかというのは本当に難しい問題で、これに

ついては百人いれば百様の考え方があると思い

ます。

一番極端な考え方は、先ほど申し上げたみた

いなプリベンティブディフェンスという考え方

です。つまりちょっとでも危険性があれば、ど

んなに遠く離れていても、どんなにその危険が

薄くても自衛のために攻撃するんだと。そうい

う名目をつくることが可能なので、私は自衛と

いう名目が必ずしも歯止めにならないんじゃな

いかと思っています。仮に自衛という言葉で歯

止めをかけようとするのであれば、それがどう

いうかたちで歯止めになっていくのかというと

ころまできちんと論証してもらう、説得しても

らう必要があるのかなと思っています。１個目

の論点については答えになってないかもわから

ないんですけれども、そういうふうに考えてい

ます。

それから国際協力の問題ですけれども、これ

は難しい、本当に難しいですね。日本はこれだ

けの経済力があるんだから、それに見合うよう

な協力をしなきゃいけない。それで、他の人た

ちが血を流しているのに、日本がそれをしなく

ていいのかどうかという問題の立て方をする人

がいるわけです。これに対して答えるというの

はなかなか大変で、本当にこれは一生抱えても

答えられないような重い問題じゃないかと思い

ます。

ただ、一つ言えるのは、軍隊を出すというこ

とが直ちに国際協力なのかどうかということで

すね。あるいは国連の枠組みをつかえば、それ

が正当化されるのかどうかということなんです

ね。ちょっと難しい話なので聞き流してもらっ

てもいいんですけれども、国連の枠組みの中で

暴力をつかえる場合というのは、少なくとも国

連憲章の中では自衛権の行使を含めて２つしか

書いてないです。そして 42 条以下だったと思

うんですけれども、国連安全保障理事会が作戦

計画を立てて、こういうふうにして軍隊を出し

てくださいねということで軍隊を仕組んで、国

連の指揮の下に行使するというのがあるんで

す。ただ、それも事前に参加するとおぼしき国

に声をかけて、やりますか、やらないですか、

というオプションをちゃんと与えているんです

ね。だから、国連の枠組みの中で軍隊を出さな

きゃいけないというような考え方は誤りなんで

すね。つまり日本みたいに独自の憲法がある、

あるいは悲惨な歴史がある、そういうことを理

由にして、我々は違うやり方で国際協力をする

ということは全然おかしくない。むしろ正当な

ことだと思っています。

それから先ほど申し上げたんですが、本当に

国際協力が求められているのは、軍隊で暴動な

んかを鎮圧することなのかというと、私はそう

じゃないんじゃないかと思っています。医薬品

であるとか、水、食糧、そういうものを供給す

ることが大事なのかなと思っています。例えば

だいたい空母一隻の建造費を日本円になおすと

だぶん５千億円ぐらいだと思うんですが、それ



ぐらいのお金があったら、清潔な飲料水を必要

としている 10 億人の人全てに対して１年分の

水を十分供給できると、こういう試算があるん

ですね。そうすると、軍隊なんぞ出してどうの

こうのするよりは、それに必要なものを売っ払

らって水に代えたほうがよっぽどいいのではな

いかなというふうに思っています。

現に、これちょっとうろ覚えで申し訳ないん

ですけれども、アフガニスタンの戦争があった

時に、日本がインド洋に艦隊を出しているんで

すね。その時にパキスタンの政府から、なんで

そんな軍隊なんかもってくるんだと、役に立た

ないのに。我々が欲しいのは、食糧や医薬品な

んだということで、政府から名指しで批判され

たことが、ちょっとこれは正確じゃないんです

けれども、あったと思うんですね。こういうこ

とに象徴されるみたいに協力と言えば軍隊だ、

みたいな発想は全く見当違いで、やっぱり日本

は全然違うやり方で国際協力というのをしてい

く必要があるんじゃないかなと、私個人は思っ

ています。

○ 由良登信

国連憲章の中の 43 条というのがありまして

ね、この中には、今、石津さんが言いましたけ

れども、国連軍を出して鎮圧するというときに、

まず安全保障理事会と加盟国との間で協定を結

びましょうというふうになっています。その国

と国連との間で協定を結んで、どこまで援助し

ます、兵力を何人出しますとか、兵力以外のど

ういう援助を出しますということを協定してい

きましょうと。その時にこういうふうに書いて

います。「この協定は安全保障理事会と加盟国

との間、または安全保障理事会と加盟国軍との

間に締結され、かつ、署名国によって各自の憲

法上の手続きに従って批准されなければならな

い」というふうに規定しています。つまり、各

国の憲法に従って批准手続きもとり、各国の憲

法が可能な範囲で、その協定に参加してもらう

と。そういうかたちで国連軍も結成していくん

ですよということを想定しているわけです。

○ 司会

どうもありがとうございました。

時間もまいりましたので質疑応答は終了しま

す。４人の講師のみなさんありがとうございま

した。

（拍手）

それでは、最後に閉会のごあいさつを、憲法

９条を守る和歌山援護士の会の顧問をお願いし

ておりまして、我々の精神的支柱となっていた

だいております月山桂弁護士にお願いします。

閉会のあいさつ

○ 月山 桂

たいへんお疲れでございました。

私が伺っておりましても、ある意味では難解

で、こういう難しいことで憲法九条を守らなけ

ればいけないのかなという感じをしたぐらい、

難しい問題というふうに捉えられた向きもあっ

たんじゃないかと。尤も、今日お越しの方は、

皆さん日頃から勉強されておりますので、聞い

ておられてもそれほど難しい問題じゃない、あ

る意味ではもっと高次な考え方をすべきだとい

うふうな方もいらっしゃるかとも思います。

この九条の問題、これは単なる政治の問題じ

ゃない。また、政治家のみの問題じゃない。国

民一人ひとりの問題、命の問題だと。そういう

ところに原点をおかなければいけないというふ

うに常々思っております。

自民党の案では、交戦権を認めよう。戦うこ

とを認めよう。あるいはまた、戦うことの正当

性というものを見出そうというふうなことで一

生懸命になっているように感じます。自民党の

ような考え方もあろうかとは思いますけれど

も、この交戦権を認めた場合の軍隊、その軍隊

に組み込まれていく我々国民、それはどういう



ふうになるのかという点です。戦力に組み込ま

れる国民。私はその国民の立場に立たなければ、

この憲法九条の問題というのは理解しがたいん

じゃないかというふうに思っています。

先程から理論的に立派なお話を伺いましたけ

れども、私はしょっちゅう感じるんですけれど

も、憲法九条の問題というのは命の問題だ。そ

して、この憲法九条のそもそもの制定の由来、

これはやはり戦争による悲惨さ、そこから出て

いるんだというふうに思うんです。我々の親兄

弟、あるいはまた子どもたち、これらが戦場で、

また銃後で非常に苦しい中を戦い、そして倒れ

ていった。そういうふうな思い。あるいはまた、

原爆によるあの広島・長崎の悲惨な状態。それ

は象徴的なもので、この我々和歌山市民にとり

ましても、この温かい町の全てが灰じんに帰せ

られたあの７月９日の焼夷爆弾。死の灰じん。

私はそういうところがやはり憲法九条の出発点

だというふうに思うんです。憲法九条は、そう

いうふうな戦争の悲惨さということを背景にし

てできた。その点を決して忘れてはいけない。

憲法九条を守ろうという出発点はやはり広島で

あり長崎であり、この空襲で焼けて灰じんと帰

した和歌山市の情景だというふうに私は常々思

っております。

だから、非常に難しい問題も学ぶことは大切

だと思いますけれども、何よりも戦争の悲惨さ、

この点を私どもは出発点におかなければいけな

いと考えます。

私は、昭和 18 年というと、ちょっと古い言

い方ですが、1943 年でしょうか、東条首相に

よる学徒出陣で代々木の外苑を雨の中を行進さ

せられた１人でございますけれども、その時の

私どもの仲間の誓いといいますか、「二度とこ

ういう戦争は…」という強い思いであります。

また、弁護士というような、これは法曹の中

でも在野法曹、私は在野ということに非常に誇

りをもっております。また、在野精神、これを

忘れては弁護士というものは駄目だというふう

に私は思っております。ところがこの頃はみん

な賢くなりまして、在野ということについてそ

れほど誇りをもたない。在野精神というような

ことを言うのは古ぼけているというふうに考え

ているんじゃないかと思われる先生方もいらっ

しゃると思うんですが。しかし、私は弁護士が

在野の精神を忘れたら、もうこれは弁護士じゃ

ないというふうにさえ思っております。これは

弁護士、お前達自身が考えればいいことだとい

うことかもしれませんけれども、これはですね、

決して弁護士だけのことじゃなくて、先ほど申

しましたように、この憲法九条を考えるという

ことは、これは自分の問題として考えなければ

いけない。その点につきまして、私は弁護士と

いうことを一つの例にとって申し上げたわけで

す。

私ども弁護士が、この「憲法九条を守る和歌

山弁護士の会」というのを立ち上げたのも、そ

ういうふうなところにあるわけです。駒を振る

立場、政治家の立場、総理大臣や、あるいは防

衛庁長官、外務大臣、そういうふうな立場の人

が考えるような、そういう立場に立って考える

んじゃなくて、振られる駒の立場、戦場に赴か

される恐れのある我々の立場、苦しい目にあわ

される国民の立場、その立場に立って物事を考

えなければいけないというふうに思っておりま

す。

そういう意味で、この九条の会というものが

立ち上げられたというふうに聞いております。

そういう意味で、今日、大勢の方々がご参加い



ただきましたことにつきまして、非常に感謝申

し上げるとともに、是非とも我々一致協力しま

して、九条を守るということに頑張っていこう

ではありませんか。たいへん長時間にわたり、

ご静聴いただき、ご参加いただきましたことを

感謝いたします。ありがとうございました。

（拍手）

どうかお気をつけてお帰りください。

○ 司会

これをもちまして、本日の「自民党改憲案の

検証」を終わらせていただきます。本当にあり

がとうございました。

注１ 各演者が講演の中で引用している当日配

布されたレジュメは、本記念誌資料集に資料

１として収録しておりますが、頁数は一致し

ておりませんのでご了解ください。

注２ 録音状態不良により、会場発言の一部に

ついては再現を断念し、掲載を省略したこと

をお断りします。


