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２０１９年６月２日（日）

和歌山市河北コミュニティセンター

守ろう９条 紀の川 市民の会 第１５回総会記念

安倍改憲のトリックを斬る
―― 憲法制定過程の真実と平和憲法を守る歴史的責任 ――

長峯 信彦

≪ ニーメラー牧師の警句 ≫

「ナチスは最初、ユダヤ人を攻撃した。私はユダヤ人ではなかったから黙っていた。そ

して彼らは共産党を攻撃した。私は共産主義者ではなかったから黙っていた。

更にナチスは、社会民主党や自由主義者を攻撃し始めた。この時は少し怖いと思ったが、

自分は聖職者だから大丈夫だろうと思っていた。

最後にナチスは、キリスト教の教会を攻撃した。私は牧師だったので、この時はさすが

に声を上げたが、もうその時、一緒に声を上げてくれる者は残っていなかった。」

≪ 「憲法」とは ≫

普段は憲法のありがたみや重要性はほとんど意識できないかも。しかし（たとえば阪

神・東北の大震災で空気・水・電気のありがたみがわかったように）、いざそれが本当

になくなってしまう時、その重要性は初めて身に染みてわかることだろう。

◆憲法＝空気や水のような、私たちにとって必要不可欠の存在

◆憲法は、国や社会の基本的な「あるべき姿」を定める法規範

憲法や法律を真剣に勉強するには、社会における「人の痛み」を理解（想像）できるよ

うな「人の心」が必要。条文だけを暗記して人の痛みを理解できない“アタマでっかち”

な人間が裁判官や弁護士になったりすると、社会は暗くて冷たいものに・・

◆憲法学や法律学ほど、人の心を必要とする「血の通った学問」はない（渡辺洋三）

---------------------------------------------------------------------------

【第１部】改憲主張「憲法はアメリカが作った」のトリック（嘘と危険性）と
憲法制定過程の真実

―― 天皇を護る避雷針として日本の権力者はＧＨＱ草案を選択した ――

･1945 年 7 月 26 日 ◆ポツダム宣言（米・英・中／後にソ連も）

「日本国民の自由に表明せる意思に従い、平和的傾向を有し且つ責任ある政府が樹立」

されること（第 12項）

「日本国民の間における民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障害を除去」

「言論・宗教・思想の自由並びに基本的人権の尊重」の確立（第 10項）

  ★鈴木貫太郎首相「ただ黙殺するだけ」 ⇒連合国側「ignore 無視・拒否」と理解

ポツダム宣言拒絶と解して態度を硬化

★8月 6日 広島へ原爆投下／8月 9日 長崎へ原爆投下
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当時の日本政府（鈴木貫太郎内閣）はかなり迷ったあげく、「天皇の国家統治の大権」

を変更しない可能性があればポツダム宣言を受諾しようとしたが、連合国側からは「日

本国の最終的な政治形態は日本国民の自由に表明せる意思により決定されるべきもの」

との回答だけ ⇒ ★結局、原爆が落ちるまで戦争を止めなかった日本政府

・1945 年 8 月 14 日 日本政府がポツダム宣言を正式に受諾【「八月革命」成立】

・8月 15 日 敗戦／昭和天皇のラジオ放送

【 Part Ⅰ 】現憲法に結実した日本人の憲法草案
―― 輝きを失わない鈴木安蔵らの「憲法研究会」草案 ――

・1945 年 11 月 5日 憲法研究会が初会合←既にこの頃ＧＨＱでは鈴木安蔵の論文を英

訳して一定の注目！〔原秀成『日本国憲法制定の系譜Ⅲ』563（2006 年）〕

・1945 年 12 月 26 日 ◆憲法研究会の憲法草案公表（ＧＨＱ草案の約 2ケ月前）

・1946 年 1月 11 日 ◆憲法研究会案を分析し高く評価した「ラウエル文書」
（ＧＨＱ民政局の内部文書）

★「民主主義的で、受け容れ可能。」（democratic and acceptable）

★国民主権、差別禁止、労働者の権利など「著しく自由主義的な諸規定」

（Outstanding Liberal Provisions）

★不可欠な規定が若干欠如 ラウエルはこれを綿密に列挙した ⇒なぜ？

⇒憲法の最高法規性、違憲立法審査権、刑事被告人の権利、地方自冶 etc.

〔高柳賢三・田中英夫ら『日本国憲法制定の過程Ⅰ』P.27-39（1972 年）〕

◆ラウエルの列挙こそ、ＧＨＱ草案作成にあたって憲法研究会案を下敷きにした証左

                    ★ラウエル中佐の肉声証言録音が現存

（I did use, We did use that draft.）

≪ 現在の象徴天皇制につながった憲法研究会草案 ≫

◆①「日本国の統治権は日本国民より発する」

◆②「天皇は国政を親らみずからせず、国政の一切の最高責任者は内閣とする」

◆③「天皇は国民の委任により、専ら国家的儀礼を司る」

◆④「天皇の即位は議会の承認を経るものとする」

敗戦前後、日本政府が一番こだわったのは

◆国体の護持＝「神権的君主（主権者）としての天皇」の救済延命

他方ＧＨＱは、連合国側（ｱﾒﾘｶ本国、ソ連、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ etc ）から天皇を裁判にかける

よう圧力を受けていた。

そんな中で、英国の立憲君主制（法的主権者はあくまでも国王）よりも安全な

      「儀礼的存在としての天皇」を早々と提唱した憲法研究会案

はＧＨＱの注目を浴び、起草の下敷きとされた。 ★ラウエル中佐の肉声証言
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〔NHK-ETV「焼け跡から生まれた憲法草案」2007.2.10 放送〕

・1946年 1月 21日 幣原
しではら

喜重郎
きじゅうろう

首相がマッカーサーと会談⇒◆戦争放棄の方向で意気

投合

大平
おおだいら

メモ「マッカーサーは立ち上がって、感動して幣原の手を握った」云々

〔田中英夫『憲法制定過程覚え書』P.92（1979 年）〕

・2月 1日 当時日本政府が作成中の保守的な憲法草案を毎日新聞がスクープ

↓（なんと）

◆日本政府の憲法草案は、明治憲法と変わらない古色蒼然としたもの

   ≪ 明治憲法 ≫        ≪ １９４５年当時の日本政府の諸案 ≫

・天皇は神聖にして侵すべからず ⇒ ★天皇は至尊にして侵すべからず

・天皇は国の元首にして統治権を総攬⇒ ★日本国は万世一系の天皇が統治権を総攬
そうらん

・大日本帝国は万世一系の天皇が統治⇒ ★日本国は君主国とし、万世一系の天皇を以

て君主となす

・2月 3日 マッカーサー３原則発表（マッカーサーノート）

①天皇は国の頭部（at the head of the state） ②戦争放棄、軍備撤廃、交戦権否認

③封建制度の撤廃、貴族特権の廃止（国民の平等）

・1946 年 2 月 4日～13日 ＧＨＱ内部で憲法草案【ＧＨＱ草案】の起草

◆憲法起草をしたＧＨＱ民政局では弁護士資格を持つ３人が中枢の運営委員（♪）とな

り、他に法学・政治学を修めた人も多い。中には国会議員や高位行政官の経験者もい

た。かのベアテ・シィロ夕（22 歳）は民政局通訳だったが、女性の人権条項を担当。

①♪ケーディス大佐(40 歳) Harvard Law School 卒、弁護士。合衆国の法務職員を歴任

②♪ラウエル中佐(42 歳) Stanford L.S.卒、弁護士。法学博士。合衆国法務官。

         保守的な人、民政局では数少ない共和党員。主に司法権部分を担当

③♪ハッシー中佐(44 歳) Virginia L.S.卒、弁護士。準裁判官、自治体行政官を歴任

④スウォウプ中佐(53 歳) 合衆国下院議員、準州知事、合衆国内務省の局長などを歴任

・2月 8日 当時の日本政府作成の憲法草案【松本案】がＧＨＱに提出される

・2月 13 日 ＧＨＱは政府草案【松本案】を否定、逆に日本政府にＧＨＱ草案を提示

・1946 年 3 月 6日 日本政府が新しい憲法原案【3月 6日案】を発表（＝政府原案）

・1946 年 4 月 10 日 衆議院総選挙  ◆日本史上初の男女平等の普通選挙
     （45年 12 月成立の新選挙法下）

選挙後、幣原内閣退陣、吉田茂内閣発足。この選挙により誕生した議員たちこそ、ま

さに「日本国民の自由に表明せる意思」（ポツダム宣言）に相当。この意思に基き、

日本政府原案に対する審議が国会で正式に行なわれることに。

                 ◆事実上の憲法制定議会

・6月 8日 枢密院
すうみついん

本会議【天皇も出席】（枢密院は天皇による諮詢
しじゅん

／明治憲法 56条）
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三笠宮崇仁（昭和天皇の末弟／皇族委員）の発言

「戦争放棄については、・・結構な規定と考へ賛意を表する。・・

皇室典範については、皇族としては遺憾なことと思ふ。・・新憲法については大体賛

成であるが、・・反対もしないが賛成もしかねるので、本官は棄権したいと思ふ。」

〔『帝国憲法改正案審議録』P.190（1986 年 国書刊行会）〕

【 Part Ⅱ 】憲法制定過程における日本の国会審議
―― 日本人の手による「日本国憲法」の完成 ――

・1946 年 6 月 20 日 日本政府、第 90回帝国議会に「明治憲法改正案」を正式に提出

       （日本国憲法の政府原案が正式に日本の国会に提出された）

「第 90回帝国議会」というのは、形式的には明治憲法下での議会

  ◆日本人自身の手による審議により、「国民主権」や
         「社会権」の明記などの重大修正も行なわれて新憲法へ

【１】 「国民主権」の明記

憲法制定過程における最大の論点は「主権」はどこにあるのか、であった。

明治憲法と同様に「天皇」なのか（内閣は天皇を輔弼ほひつするだけの補助的存在に過

ぎない）、それとも「国家全体」（天皇と国民が共有するという「君民同治」説）か、

あるいは「国民」のみか、で議論は熾烈を極めていた。

【２】 「生存権」の明記（現行憲法 25 条）

◆「社会権」は憲法研究会の森戸辰男（衆議員／後に文部大臣）が、自ら国会議員と

なり（社会党）、国会内の憲法制定小委員会（委員は 14人のみ）で主張して実現

【３】無償・義務教育を「中学段階まで含む」ことに（現行憲法 26 条）

ＧＨＱ草案や日本政府原案には「初等教育」とだけしか書いてなかったが、これを中

学校まで延ばし、「普通教育」と修正するように猛烈に連動した中学校教師たちが全

国にいた。特に、

名古屋市の守山青年学校（現・中学校）の校長であった黒田穀つよし

は、最も中心的に運動した人として知られている。〔NHK「憲法誕生」2007.4.〕

・1946 年 8月 24 日 衆議院本会議において政府提出の憲法改正案を修正の上、可決

・1946 年 10 月 6日 貴族院本会議において憲法改正案を修正の上、可決

・1946 年 10 月 7日 衆議院本会議において貴族院から回付された憲法改正案を可決

・11946 年 0 月 19 日 枢密院本会議【天皇は欠席】

・1946 年 10 月 21 日 枢密院本会議【天皇も出席】にて憲法改正案を全会一致で可決

・1946 年 11 月 3日 「日本国憲法」を明治憲法の改正として天皇の名で公布

・1947 年 5 月 3日 日本国憲法施行

【第１部 憲法制定過程 まとめ】
―― 日本国憲法は本当に私たち国民に押しつけられたのか ――
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◆無謀な「中国アジア侵略戦争」の遂行主体は日本の権力者たちだったという事実

（1931～45 年の「15年戦争」）

◆日本の権力者たちは原爆が落ちるまで戦争を止めようとしなかったという事実

◆日本政府は天皇の救済延命を図るために自らポツダム宣言受諾を選択したという事

実

◆当時の日本政府の憲法案は「天皇主権」にこだわる極めて
● ● ●

保守的なものだったという

事実

◆「国民主権」「人権」を唱えていた日本人は既に明治期から存在し（自由民権連動）、

戦後直後には「象徴天皇制」を唱えた日本人グループさえ存在していたという事実

◆日本国憲法は、初の男女平等選挙により誕生した日本人議員たちによって審議され、

「国民主権」「社会権」明記など重大修正も経て国会で成立した、という事実

↓（しかし）

もし、それでも「憲法は押しつけられた」「自主憲法を！」と云うのであれば・・

★日本の近代化【洋服・洋食・ＴＶ・携帯などの西洋近代文明】も、最初は全て黒船来

航によって西洋列強から「押しつけられた」もの。これらも全てダメなのか？

★「日曜日」などは元々キリスト教の安息日。“日本国有”にこだわる方々は当然返上し

て、ガムシャラに働くんでしょうね！（現在のカレンダーは 1582 年にローマ教皇が

制定した、強度にカトリック色の濃いもの）

----------------------------------------------------------------------------

【第２部】改憲主張「憲法 9条は現実に合わせて変えろ」のトリック（嘘と

危険性）

イイ・ワルイといった「価値判断」vs 判断の根拠となる「認識」

「パチン子的状況」に陥る日本⇒ ◆認識と価値判断の混濁

⇒「憲法９条は現実に合わせて変えろ」という論（に対し）

★「法の姿」と“現実”とがズレた時、なぜ“現実”に合わせるのですか？

―― もし「現実に合わせて」法を変えるのなら ――

・路駐だらけの道路の駐禁措置は、すぐに解禁せねばならないですよネ？

・麻薬や拳銃が国内に満ち溢れたら、「現実に合わせて」解禁するのですか？

★そもそも“現実”“現実”って、一体何を指すのですか？

◆日本の軍事費は世界で約第7～8位（約5兆円）。自衛隊の武装レベルは世界最高水準。

海自は（1700 億円イージス艦に象徴されるように）英海軍をも凌ぐほど高性能。他

方、陸自はソ連上陸対策の 90式戦車（10億円）をなぜか 2007 年まで 300 両も製造。

3000 億円もの巨額の無駄遣い！ 〔水島朝穂『徹底分析 集団的自衛権』P.285 岩波

2015〕
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◆ステルス性能の最新鋭戦闘機 F35-B は一機 180 億円。日本は今後 147 機配備し（中期

防）、併せて日米両方の F35-B を発艦させるべく、護衛艦イズモを空母化する。歴然

とした戦力そのものを日本は蓄え過ぎていないか！〔井上哲士議員の鋭い追及

2019.2.7 参予委〕

◆その“現実”とは、私たち一般市民が本当に望んでいるものなのか？

    戦争や軍事行動によって利益を得る勢力が望んでいるだけではないのか

◆「もし攻められたら？」という抽象的で架空の問いは無意味。なぜなら、戦争有事や

軍事衝突は、地震のような偶発的自然現象ではないからだ。戦争は、貧困・大失業・

経済破綻などの非軍事的要因を引き金とする人為的
● ● ●

災厄だ。これらを除去・緩和でき

るのは、軍事力の安易な発動ではなく、人間の努力以外にないのである。

長峯「憲法と有事法制」『月刊 自治研』（2002 年 7月号）

◆もし、日本政府（安倍政権）がホントに本気で「北朝鮮がミサイル攻撃して来る」と

信じているのならば、原発の再稼働は絶対に許されないはずである。しかし奇怪なこ

とに、日本海側の原発（泊・柏崎・敦賀・大飯・高浜等）を中心に再稼働申請されて

いる。なぜか？ 政府自身、北朝鮮がミサイル攻撃して来ないと確信しているからで

ある！ 〔豊下楢彦＆古関彰一『集団的自衛権と安全保障』岩波新書 2014 P.67-71〕

↓（まさに）

①ミサイルの脅威から国民を守るため集団的自衛権解禁と説く安倍政権が、原発がミサ

イルで狙われた際の対策として「屋内退避」ぐらいしか考えていないなんて不真面目

すぎて許せない！と厳しく批判〔山本太郎議員の鋭い追及 2015.7.29 参特委〕

②仮に万万が一、北朝鮮が狂ったように日本を攻めるとすれば、それは日米が人為的に

北朝鮮を「窮鼠きゅうそ猫を噛かむ」状態に追い込み、日本攻撃に大儀名分を与えてしま

ったような場合だ。しかしそうさせないのが外交努力であり政治の責任のはず。

-----------------------------------------------------------------------------

【第３部】憲法違反の戦争法制

【１】◆戦争法制（2015.7.15 衆院特委で強行採決／7.16 衆院採決強行）

（15.9.17 参院特委「聴取不能」状況下で“採決”偽装／9.19 未明 参院採決強行）

（１）武力攻撃事態法・自衛隊法の改定【2015 年戦争法制】

⇒“日本の安全”のためだから、国会承認は事前も事後もＯＫ

◆2015 年戦争法制では、朝鮮有事？を想定した「公海上での米軍艦船防護」等？を口

実に自衛隊の直接的な武力行使が“集団的自衛権”の名の下に正当化される。実際に日

本が攻撃された事態ではないにも拘らず、日本有事との関連を大きな口実するのが特

徴

↓（もし「安倍改憲」になれば）

◆憲法に「自衛隊・自衛権」を明記すれば、単純に“自衛”の名の下にこれらの軍事行動

（戦争活動）が野放図に拡大してゆくことは、火を見るよりも明らか！

★存立危機事態：高村
こうむら

自民党副総裁「もしホルムズ海峡が通行不能となり、石油が入っ
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て来なくなって日本の寒冷地で凍死者が出たら、国民の生命・自由・幸福追求の権利

が根底から覆される事態じゃないですか！」（2015.5.3 NHK 憲法記念日討論）

★安保法制懇報告書（2014.5.15）安倍首相「紛争国から逃れ出る
● ●

際にお父さんお母さ

んや子どもたちが、紛争国から出る
● ●

時に乗る米軍の船を守ることができない！」

・しかし民間機での脱出例はあるが「米軍に救出された例は聞いたことない」（防衛省）

★（しかも）安倍首相の掲げる事例はリアリティーがない。通常は、戦争状態に突入す

るずっと前の段階で現地の大使館が日本人に退避勧告を出して帰国を徹底させるの

で、「米軍艦船に乗って日本人が退避する」例など、あまりにも非現実的な想定。

〔柳沢協二・元内閣官房副長官補（防衛省出身）NHK ｽﾍﾟｼｬﾙ 2014.5.16〕

↓（しかも！）

★在韓米軍が行なう非戦闘員避難救出作戦は航空機なので、艦船という想定がそもそも

間違い。しかも救出対象は在韓の米国民を筆頭に英・加・豪等の欧米系に限定される。

日本国民が米軍艦船で救出されることは絶対にあり得ないシナリオだ。

（豊下稔彦＆古関彰一「集団的自衛権と安全保障」岩波新書 2014 P11）

◆絶対にあり得ない架空のシナリオ、人を欺くトリック（豊下稔彦）

◆国民に対して総理大臣自らが行なう「出る
● ●

出る
● ●

詐欺」（長峯）

安倍晋三は「一日総理大臣」を毎日やっているような人！（笑）

（２）重要影響事態法の新設【周辺事態法からの衣替え／2015 年戦争法制】

1999 年の周辺事態法は、当時から戦争法と呼ばれた悪法だったが、一度も発動され

ずに「重要影響事態法」案に衣替えする。周辺事態法すら違憲なのに、更に異常な内

容に。“日本の安全のため”を口実に、日本への攻撃はないにも拘らず、

    ・米軍および（今回は）他国軍の戦争行為にも軍事支援を拡げる内容

    ・地理的制約の撤廃 ⇒米軍と他国軍への軍事支援が地球規模・グローバルに

◆出撃
● ●

準備中の米軍戦闘機に日本の税金で給油：憲法上疑義があるから周辺事態法では

見送られていたのに（当時の大森政輔法制局長官）、今回の内容は明確に違憲ではな

いか!   〔共産党・塩川鉄也（6/26）＆本村伸子（7/2）鋭い追及 2015 衆特委〕

↓（これに対し）

安倍晋三「出撃前の戦闘機への給油は、それ自体は「燃料補給」行為であって武力行

使ではない。また給油場所は、実際の攻撃行為が行われる場所から遠く離れているの

で問題はない。」←エッ本当ですか！〔共産党・塩川鉄也 15.6.26 衆特委〕

↓（長峯流に翻訳すると）

★もし仮に「これから名古屋で人を殺す」と明言する殺人鬼に、安倍晋三が東京で「こ

のお握り食べて元気出してネ。この切符で新幹線乗ってネ」と言い、食料・交通費を

提供しても、ただの「エネルギー補給／燃料補給」ですか？ 実際の殺人が名古屋で

行なわれても「遠く離れている」から殺人共犯に問われないのですか？ アホな！

↓（しかも）

◆法案が成立していない現時点で既に、日米軍事訓練は「敵地制圧」内容。明らかに専

守防衛の逸脱だ。また今まで輸送不可とされた弾薬を「武器ではない」として法案で
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は可としているなど違憲極まりない！ 〔社民党・福島瑞穂の鋭い追及 2015.7.30 参

特委〕

↓（更に）

◆自衛隊の統合幕僚監部作成の内部資料では、法案が成立した前提で部隊編成計画まで

詳細に書かれており、大問題だ。 〔共産党・小池晃の鋭い追及 2015.8.11 参特委〕

◆自衛隊「陸自教範 兵站
へいたん

」:「兵站はできるかぎり前方で、主攻撃の支援に便利なう

に配置する。・・（戦場での）戦闘力を維持・増進して作戦を支援する」と明記。

米軍海兵隊教科書も「兵站は武力行使と一体不可分」と明記。

兵站が武力行使と一体不可分の軍事行動であることは明らかではないか！

〔共産党・小池晃の鋭い追及 2015.7.29 参院特委〕

（３）国際平和支援法【垣久法／2015 年戦争法制の中の新法】

⇒日本の安全のためでないから「例外なき国会の事前承認」（？？）

一見厳しそうな条件だが、実際には「重要影響事態」などと接続すればホゴにできる

・他国のテロ等「世界の」有事の際、他国の戦争行為に自衛隊が軍事支援する内容

・既に「補給・輸送・基地警備」などという違憲性の強い項目（テロ特措法）を行なっ

てきた“実績”を背景に、今回は◆「弾薬提供」を付加

↓

★中谷防衛相「核兵器もミサイルも≪弾薬と同様、消耗品≫であるから武器ではない。

だからその輸送は今回の法案上は除外されない」と答弁〔2015.8.5 参院特委〕

◆補給・輸送の兵站部隊こそ、戦時国際法上では確実に攻撃対象たり得るのであり、文

字通り武力行使と一体である。〔共産党・志位和夫の鋭い追及 2015.5.27 衆院特委〕

・「現に戦闘をしている現場」でなければ、必ずしも「非戦闘地域」（イラク特措）でな

くても派兵可能に。歯止めなき戦争法制の実態がますます明らかに！

↓（しかも驚くべきことに）

◆昨日激戦だった場所も、今日銃声が≪現に≫聞こえてなければ、戦闘現場に近い場所

でも「ハイ日本製の弾薬ど～ぞ！」「ミサイル運びましたよ～」なのか？ アホな！

【２】“集団的自衛権” ―― 長峯流まとめ（笑）

  あるところにアベさんという人が、「コベ」という犬を一匹飼っていました。そこ

へリカさんという大好きな女性から「ねぇ、うちの可愛いライオンの赤ちゃん、ぜひ

飼って（買って）くれない？」と優しく頼まれ、アベさんは喜んで飼うことに決めま

した。ちなみにリカさんの苗字は「天（あめ）」です（笑）アベさんにとってリカさ

んの言葉は、いつも、文字通り「天の声」なのでした。

  でも、近所のヤトウさんは、家族総出で警告に。「この赤ちゃんライオン、今は可

愛いけど、数年経ったら手に負えなくなっちゃうよ！」 アベさんは自信たっぷり反

論。「大丈夫！ だってライオンの赤ちゃんって、犬と同じだよ！ ちゃんと限定的

かつ安全に飼うから大丈夫！ ヤトウの皆さんはホント心配症だよなぁ」

  アベさんは赤ちゃんライオンに「シンゾー」と名付けました。そしてアベ・コベと

アベ・シンゾーは一緒の檻で飼われることに。が数年後、アベさんが帰宅すると、コ
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ベはシンゾーに噛み殺されてしまってるではありませんか！ アベさんは驚愕、落胆。

そこへシンゾーが、かつての可愛いさとは似ても似つかぬ横暴な態度で現れました。

「アベさん、今日からオレに従ってもらうよ！ 人間がこの檻に入って、オレ様が檻

の外に出るからね！」 それを物陰から見ていた天あめリカさん、こっそりシンゾーに

ウィンク。「あぁ、これじゃあ、本当にあべこべじゃないかぁ・・」 アベさんは檻

の中で、悲しく嘆き続けました、とさ。おしまい（笑）

【出 演】アベさん＝愚かな政治指導者 ヤトウさんの家族＝野党の皆さん

犬・ワンちゃん（コベ）＝個別的自衛権／文民統制の効いた自衛力

ライオン（シンゾー） ＝集団的自衛権／コントロール不能となって暴走する軍事力

檻＝国家権力と軍事力をきちんと拘束する憲法／憲法による制約

【第４部】日本国憲法の先進的な価値原理
【１】“普通の国”より「普遍的価値の国」へ

【人  権】と【民主主義】

つい 200 年余前の西欧でも 70年前の日本でも、人権も民主主義も反体制の危険思想

今、どうか？ ⇒「人権」も「民主主義」も今や世界共通の価値理念

【徹底した平和主義】

・90年前（パリ不戦条約）までは､侵略戦争禁止の約束など実現不可能と思われていた

・ほんの 70年前まで日本では、天皇の統帥大権を否定するあり得ない危険思想だった

今、どうか？ ⇒「侵略戦争禁止」程度の平和主義は多くの憲法で採用

◆「戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認」（9条）や

           「平和的生存権」（前文）まで明記したのは日本だけ

◆戦争や軍事行動は国家権力の発動なしにはあり得ない。憲法９条はまさに

            世界で先駆的にそれを厳しく禁止してきたのである。

◆憲法９条こそは、日本全体を戦争から遠ざけ、私たち日本の市民に対する

世界の信頼と安心を醸成させた、最大の「国際貢献」をしてきた功労者だ。

この第９条こそ、世界共通の価値理念にしてゆくべきではないだろうか。

◆もし憲法に「自衛隊・自衛権」を明記すれば、“自衛”の名の下に軍事行動（戦争活動）

が野放図に拡大してゆくことは必至！

⇒しかも、軍事費の増大は火を見るよりも明らか！

  2019 年度：日本の軍事費 5 兆 3000 億円←年間の文教科学予算とほぼ同額

  しかし、文教科学予算のうち 1兆 3000 億円は「科学」関係予算。

「教育」予算は年間 4兆円しかない！（義務教育費はその中の 1兆 3000 億円デス）

◆日本の軍事費は世界で第 7～8位。しかしジェンダーギャップ指数（世界経済ﾌｫｰﾗﾑ ）

はなんと世界第 110 位前後。世界全体を 150 ヶ国とし、これを学校の一学年になぞら

えると、「日本は軍事費では学年順位１ケタ！ しかし男女平等に関しては学年順位

110 番前後の成績不良者」ということになる。この逆でなければならない！



10

【２】憲法は空気や水みたいに最も大切なもの

★2005 年 4 月 25 日 JR 福知山線脱線事故は 107 名もの犠牲を出した大惨事。1分半の遅

れにこだわって猛スピード出したことが原因。犠牲は、出て初めてその大きさに気づ

くもの

★今「自衛隊の明記」「国際環境の変化」等、多種のこだわりが改憲論を支配する。が、

それらに強くこだわり続けることが、結果として、大切な憲法の「命」を失う ――

角を矯めて牛を殺す ―― ことになりはしないだろうか

◆日本国憲法は、近代立憲主義 150 年の歴史を満載した「完全装備の豪華客船」だ。

米国憲法になかった「社会権」「性別による差別の禁止」「女性参政権」は当然完備。

しかも世界で最も先駆的な「戦争放棄・戦力不保持・平和的生存権」まで装備済み。

◆戦争も原発もＴＰＰも、個人の尊厳と幸福追求からは隔絶した権力者や財界の保身・

利益の象徴。そしてそれらは“国家の威信／電力安定／経済の国際化”といった耳触り

の良い言葉でいつも本質が隠されてきた。しかし、もう騙されてはいけない。

◆戦争も原発も、「現実の結果」という≪答え≫をまざまざと人類に示した。あとは我々

が本質をきちんと直視し、真に人類にとって必要な価値は何か、真に未来に向けた責

任ある選択は何か、という≪正解≫を実現してゆくだけではないだろうか（終）

（ながみね・のぶひこ 愛知大学法学部教授・憲法）

----------------------------------------------------------------------------

【付録】    ≪ 現行の象徴天皇制の問題点 ≫

【１】現行皇室典範で、生前退位を認めていない点

⇒しかし、生前退位を認めるか否かは憲法問題ではなく、あくまでも立法政策の問題。

憲法には、生前退位を禁ずる規範内容も具体的規定も存在しない。

◆ただし「天皇にも人権があるから生前退位認めるべき」という理由付けには問題あ

り！

↓（なぜなら）

◆そもそも「人権」という考え方は、どんな血筋の人であれ、人一般が全て、同じ立場

で憲法上の権利を享受するという原理。それは元来、

身分制社会における「君主・貴族等の特権」

に対抗して主張された概念である。

↓（それゆえ）

◆君主の血筋として認められてきた人々（天皇・皇族）が、その血筋であることの表明

を一切止めて「人一般（人間一般、一般の人）」になることなしに「人権」主体にな

ることは、原理的にあり得ない。

◆「特定の血筋でしか継承できない特別の地位（天皇、国王等）」という考え方は、明

らかに身分制概念そのもの。これは人権概念に全く逆行する。

この点をまず認識しなければ、天皇制関係の議論はぐちゃぐちゃに混乱してしまう。
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①「天皇・皇族にだって最低限の人権はあるはずだ」という言い方はよくされるが、こ

れは原理的には矛盾した主張だ。もし天皇や皇族が本当に「人権主体」ならば、その

血筋であることの表明を止めて「人一般（一般の人）」になったんデス、と表明して

いるに等しいからだ。

②あるいはもし、天皇や皇族に“人権があるはず”ならば、現在の状況は、特定の人々に

だけあまりにも重大な人権制約を憲法の下で認めることになってしまい、それ自体重

大な憲法違反になってしまうからだ。

↓（それはあたかも）

・和歌山県民と三重県民にだけは、政治的な言論・表現の自由も、職業選択の自由も一

切認めない、というのと同じ。

・両県民の結婚は全て、カップルごとに県議会で審議し、許可するかどうかは個別に決

定する。今後結婚するカップルには、男子が誕生するまで、不妊治療も含め、諸々の

ことを一生懸命“頑張って”もらう、というのと同じ。

③「天皇・皇族にだって人権はあるはずだ」という言い方は、正しくは、「天皇・皇族

といえども、人間としての尊厳はあるはずだ」と言うべき。

一方、人間としての尊厳の話は、裁判所を通じて実現可能な「人権（一般人の権利・

自由）」の話とは異なることに注意。

④天皇・皇族への特別扱い（良くも悪くも）をどのように減らしていくべきかという議

論は、「天皇・皇族にだって人権はあるんだから」という俗っぽい前提から出発して

はならない。その議論はあくまでも、

◆象徴天皇制を含む統治機構の制度が、日本国憲法上の原理原則

【憲法上の公序の要請】にどこまで合致しているかいないか

という観点から行われるべきである。〔樋口陽一『憲法（第３版）』P.179 （2007 年）〕

【２】国民主権の下で、元号が「一世一元の制」になっている点

天皇死亡 or天皇交代と同時に元号も変えるという「一世一元の制」

           ◆日本の歴史上、実はたったの 150 年間しかない！

日本に「大王（オオキミ）／天皇」と呼ばれた最高主権者が存在した全時代約 1600

年間のうちの僅か 10分の 1にも満たない、という客観的事実

・「大化」「元禄」といった元号は存在しても、「大化天皇」「元禄天皇」はいない

・「令和」への変更は天皇の生死とは関係なく行なわれたが、一世一元の制は墨守

↓

◆このような一世一元の制が国民主権原理と調和的であるはずがない

【３】現行皇室典範で、女系天皇はおろか、女性天皇すら一切認めていない点

皇室典範１条「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」

  論点Ａ：女性天皇を認めないことは、憲法 14条の「男女平等」に反するか？

  論点Ｂ：「女性天皇を認めないこと」と「女系天皇を認めないこと」は同じか？

古来より、天皇になるには男性であれ女性であれ、「皇統に属する男系男子か男系女
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子」であることが絶対条件だった。 ⇒女系男子も女系女子も即位不可とされてきた

----------------------------------------------------------------------------

≪ 女性天皇＆天皇家血統 こぼれ話 ≫（★は女牲）

①古代の推古
す い こ

天皇★（在位 592～628 年）と敏達
び だ つ

天皇はどちらも欽明
きんめい

天皇の子（異母兄

妹）だが、推古は敏達の皇后になっている。二人の間には実子もいた。古代における

異母兄妹問の結婚は珍しくない。

②推古天皇★の同母兄は用
よう

明
めい

天皇。用明の息子が、有名な聖徳太子（厩
うまや

戸
ど

皇子
の み こ

）。聖徳

太子は叔母である推古天皇に仕えていたが、推古より先に死亡。推古は 74歳まで 36

年もの長期にわたり異例の在位（当時の天皇は 10年前後で交代している）。現在なら

90歳近くの高齢になるまで、大きな政変もなく政権を維持したことになる。驚異!

③蘇我入鹿
そ が の い る か

を討伐した中大兄皇子
なかのおおえのみこ

で有名な天智
て ん ぢ

天皇は、敏達
び だ つ

天皇の曾孫。大海人
お お あ ま

皇子
の み こ

は

その同母（？）弟で、後の天武
て ん む

天皇。彼は壬申じんしんの乱で権力を掌握。

天智の娘は叔父天武の皇后となり、天武の死後、天皇になった。それが持
じ

統
とう

天皇★。

④天武と持統★の間に生まれた草壁
くさかべ

皇子
の み こ

は、天武の次の天皇と期待されたが若くして病

没（即位せず）。草壁の正妃は、天智の娘にして持統の 16歳下の妹、元明
げんめい

天皇★。元

明は、１歳年下の甥と結婚した姉さん女房だった。（妻は叔母、夫は甥、の関係）

天武の死後は、皇后（草壁の実母）の持統が即位。持統は天武の皇后だったから天皇

になれたのではなく、父親が天皇で自分は「男系女子」だったから即位の資格があっ

たという点に注意！ 持統も元明も天智の娘。後に即位する元正天皇★（文武天皇の

姉、聖武天皇の伯母）も草壁・元明の娘。皆れっきとした「皇統に属する男系女子」

であった。天皇になるには男性であれ女性であれ、「皇統に属する男系の男子・女子」

であることが絶対条件だった。→女系男子も女系女子も即位不可

⑤他方、「皇統に属する男系男子」であれば全員に即位の資格があったかと言えば、全

然そうではない。基本的に生母の血筋で即位ランキングが決まってしまい、選挙予想

みたいに「当選確実」から「当落線上」「ほぼ無理」まで多岐に分かれていった。

⑥「鳴く
７ ９ ４

よ 鶯
うぐいす

平安京」で有名な桓
かん

武
む

天皇は、生母が朝鮮半島・百済
く だ ら

からの渡来人の

血筋の高野
たかのの

新笠
にいがさ

★という身分の低い女性だったため、即位は難航した。しかも桓武の

父の白壁
しらかべ

王
のみこ

【光
こう

仁
にん

天皇】という人は、天智の男系の孫ではあったが、当初は即位ラ

ンキングから完全に外れていた官人（大納言）でしかなかった。以前、平成天皇が「桓

武の母は朝鮮系」とわざわざ述べたことは、興味深い。

しかし政変が重なり、当時 61歳の白壁王に突然白羽の矢が立ち光仁天皇として即位。

今なら、有名でない 80 歳近くの“窓際族”官僚が突然総理大臣になる感じ。桓武はそ

の 11年後、遅めの 44歳で天皇に。桓武は天智の血を引く男系男子（曾孫）だったの

で、これ以降の天皇家男系の血統は天武系ではなく、全て天智系に転換した。

----------------------------------------------------------------------------

【陛下・殿下】元来は敬称ではなく、逆の意味。殿下は宮殿の下の意、陛下は宮殿の下

の長い大きな階段の下の意。元々中国の皇帝が住む、高い階段の上に在る宮殿に由来
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する語。日本には陛が存在しないので陛下という言葉は使われて来なかった。中国で

陛下に立つ番兵（下っ端役人）に対し、「陛下の方にまで申し上げます」と言って取

り次いでもらい、その番兵の許可を得たら、今度は大きな階段を登って宮殿の下まで

行き、殿下にいる役人に「殿下の方にまで申し上げます」と言って宮殿内の貴人に取

り次いでもらう。もし皇帝等が許可したら宮殿内に入れる（が、皇帝との直接対話は

不可）。日本では「昇殿」と言い武士は長く昇殿できず。昇殿の初例は 1098 年源義家

（頼朝の祖父の祖父）、内昇殿は 1132 年の平忠盛（清盛の父）が初という。（終）


