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２０１7年11月２1日（あいあいセンター6Fホール）

主催 憲法９条を守る和歌山弁護士の会

リレートーク「自民党・改憲４項目の検証」
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第１トーク「自衛隊明記（９条加憲論）」 弁護士 芝野 友樹
１ 自衛隊明記（９条加憲論）とは？

(1) 安倍首相の提起した自衛隊明記論
安倍首相が５月３日，「９条１項（戦争放棄）と２項を残しつつ、自衛隊を明文

で書き込む」と表明（２０１７年５月３日付け読売新聞朝刊）。

「北朝鮮を巡る情勢が緊迫し，安全保障環境が一層激しくなっていく中，『違憲

かもしれないけれど，何かあれば命を張ってくれ』というのはあまりに無責任だ。」

「９条については，平和主義の理念はこれからも堅持していく。そこで，例えば，

１項，２項を残し，その上で，自衛隊の記述を書き加える。そういう考え方もある

中で，現実的に私たちの責任を果たしていく道を考えるべきだ。」「自衛隊を合憲化

することが使命ではないかと思う。」

(2) 国民の自衛隊に対する評価
・世論調査 日本人と憲法２０１７（ＮＨＫ）

Ｑ 自衛隊は憲法で認められるか

Ａ 認められると思う ６２

どちらともいえない ２２

認められないと思う １１

わからない・無回答 ５

Ｑ 自衛隊に求める役割（複数回答）

Ａ 人命救助や災害復旧 ９０

テロの防止，対策 ６３

他国からの侵略や攻撃に対する防衛 ６２

国連平和維持活動（ＰＫＯ）への参加 ４７

同盟国と共同で行動すること ３３

自衛隊の存在は認めない ０

⇒国民が考える自衛隊と憲法に規定されようとしている自衛隊と同じなのか？

(3) 自民党憲法改正推進本部条文案（６月２１日判明。報道による。）
９条の２ 前条の規定は，我が国を防衛するための必要最小限度の実行組織とし

て自衛隊を設けさせることを妨げるものと解釈してはならない。

２ 内閣総理大臣は，内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有し，自衛

隊は，その行動について国会の承認その他の民主的統制に服する。

２ 憲法９条１項，２項について
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(1) ９条１項「国際紛争を解決する手段としては」の意味
①戦力・武力の行使が「国際紛争を解決する手段として」行われるのは当然のこ

とで，特に意味は無い…あらゆる戦争・武力の行使が第１項により放棄（全面

的放棄説）

②「国際紛争を解決する手段として」＝「戰爭抛棄ニ關スル條約」（1929）１条
にいう「國家の政策ノ手段トシテノ戰爭」＝侵略戦争の抛棄（限定放棄説・政

府解釈）

(2) ９条２項前段「前項の目的を達するため」の戦力の不保持の意味
①「保持しない」のは「侵略のための戦力」にとどまり「自衛のための戦力」は

保持できる（限定不保持説）

②「国際平和を誠実に希求する」という１項全体の目的を指す＝その文言どおり

「一切の戦力」もたない（全面不保持説・政府見解）

(3) ９条２項後段「交戦権の否認」の意味
①およそ戦争をする権能の否認

②交戦国に認められた国際法上有する権利の否認（政府見解）

(4) 政府見解のまとめ
９条１項について自衛のための戦争等は放棄されていないとする限定放棄説をと

り，２項について全面的に戦力を持たないとする結果，自衛のための戦争，武力

の行使が不可能になるとの見解

⇒自衛隊は，「自衛のための武力の行使」をするもので，違憲なのか？

３ 自衛隊の合憲性

(1) 昭和４７年見解（１９７２年１０月１４日に参議院決算委員会に提出された「集
団的自衛権と憲法との関係」と題する政府見解）

・要件

①我が国に対する急迫不正の侵害（武力攻撃）が発生

②これを排除するために他の適当な手段がない場合に限り

③我が国に対する武力攻撃を排除するために必要最小限度にとどまる

※他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的

自衛権の行使は，憲法上許されない

・専守防衛型自衛隊

・根拠

憲法前文の平和的生存権，１３条の生命，自由及び幸福追求に対する「国民の権

利」の保障

⇒「自衛のための必要最小限度の実力」は，憲法９条２項前段により禁止された

「戦力」にあたらない

⇒これまでの政府解釈とは整合するが…

(2) 平成２６年７月１日「国の存立を全うし，国民を守るための切れ目のない安全保
障法制の整備について」と題する閣議決定）

・要件

①我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し，これにより我が国

の存立が脅かされ，国民の生命，自由，及び幸福追求の権利が根底から覆され

る明白な危険がある場合

②これを排除し，我が国の存立を全うし，国民を守るための他に適当な手段がな

い場合に限り

③必要最小限度の範囲で

・安保法制型自衛隊

・７月１日閣議決定に基づく安保法制で付与された任務・権限
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①重要影響事態における集団的自衛権に基づく武力行使

②重要影響事態や国際平和共同対処事態において外国軍隊と一体化したといえる

範囲まで後方支援活動（協力支援活動）を拡大

③国際平和維持活動（ＰＫＯ）等に従事する自衛隊に駆けつけ警護等の新たな任

務遂行のための武器使用権限を付与

④艦船・航空機を含む米軍等外国軍隊への武器等防護のための武器使用を自衛官

に認めたこと

４ 自衛隊への統制（９条の２ ２項）

現行自衛隊法７条の規定とかわらない。

⇒一般行政作用との相違は？

５ 自衛隊を憲法に明記することの意味，影響とは？

(1) 自衛隊を憲法に明記する意味
①自衛隊法と憲法では，憲法の方が上位。

自衛隊法を考えるにあたっては，憲法９条１項２項による必要がある。

②加憲することで，「自衛隊」が憲法上認められることになり，同位置。

「自衛隊」規定が，憲法９条１項２項の解釈に影響を与えうることになる。

⇒①のもとでも，自衛隊の行動範囲が拡大。

今後さらに拡大することに⇒空文化。歯止めがなくなる危険。

（「自衛隊」規定の解釈のために，さらに９条１項，２項の解釈を非制限的なも

のに変更する可能性もありうる）

(2) どのような「自衛隊」を求めるのか？
①専守防衛型の自衛隊

条文案であれば，安保法制型自衛隊を追認することになる。

あえて加憲するとすると，制限をかける必要があるが…。

②安保法制型自衛隊

条文案であれば，あえて記載する実質的な意味は無い。

むしろ解釈が広がる可能性。

③自衛軍

不十分

(3) 「我が国を防衛するための必要最小限度」は制限根拠となるか

６ まとめ

国民が求める「自衛隊」とはどのようなものか。

明記することで，非武力による平和と反対を指向する。

自衛隊に何を求めて，何を求めないのか，憲法に規定する必要があるのかをきちん

と考えるべき。

＜条文＞

日本国憲法（昭和２１年憲法）

第２章 戦争の放棄

第９条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動た

る戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久

にこれを放棄する。

２ 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦

権は、これを認めない。

自民党憲法改正推進本部条文案
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第９条の２ 前条の規定は，我が国を防衛するための必要最小限度の実行組織として自

衛隊を設けさせることを妨げるものと解釈してはならない。

２ 内閣総理大臣は，内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有し，自衛隊は，そ

の行動について国会の承認その他の民主的統制に服する。

自衛隊法（昭和２９年６月９日法律第１６５号）

（自衛隊の任務）

第三条 自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛す

ることを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。

２ 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない

限度において、かつ、武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において、次に

掲げる活動であつて、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされるも

のを行うことを任務とする。

一 我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対応して行う我が国の平和及

び安全の確保に資する活動

二 国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を

通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動

（※２項は，平成１８年法律第１１８号で追加された）

３ 陸上自衛隊は主として陸において、海上自衛隊は主として海において、航空自衛隊

は主として空においてそれぞれ行動することを任務とする。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16405091.htm
第二章 指揮監督

（内閣総理大臣の指揮監督権）

第七条 内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。

自民党・日本国憲法改正草案（平成２４年４月２７日）

第二章 安全保障

（平和主義）

第９条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動と

しての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段とし

ては用いない。

２ 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。

（国防軍）

第９条の２ 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大

臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。

２ 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国

会の承認その他の統制に服する。

３ 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるとこ

ろにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び

公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。

４ 前２項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、

法律で定める。

５ 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に

関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所

を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければな

らない。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16405091.htm
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第２トーク「緊急事態条項」 弁護士 浅野 喜彦
第１ 緊急事態論の根拠＝国家緊急権

１ 国家緊急権とは何か

内容

①立憲主義の一時的停止

②人権の制限

③権力の集中

どうして国家緊急権が必要とされるのか

・非常時においてなお立憲主義に固執することは、かえって立憲主義の本意

に反する（立憲主義を守るために立憲主義を一時停止する）

・国家の自然法的権利という考え方

行使の方法

・超憲法的に（憲法上の規定なしに）行使する方法

・憲法そのものに根拠規定を創設する方法

２ 濫用事例

戦前の明治憲法

ワイマール憲法下におけるナチスの例

３ 日本国憲法に国家緊急権条項を設けなかった理由

過去の反省からあえて外した

徹底的な平和主義を採ることとの調和

４ 国家緊急権条項を設置する際の注意点

①必要性の有無

立憲主義を停止しなければ対処できないような状況か

憲法の改変まで必要なのか、法律でも対処できるのではないか

②濫用防止措置は十分か

国会・国民はどのように関与するのか

緊急権の期間や内容は

秘密保護法など他の制度との相互作用

第２ 改憲４項目の１つ：緊急事態「対応」

・その内容は

今のところはっきりしない

自民党関係者は国会議員の任期延長に絞るようなことも言っているが・・・

・現時点ではどのように考えるべきか

平成２４年春の自民党憲法改正草案と同内容と考えざるを得ない

国会議員の任期延長は「お試し改憲」か

第３ 自民党草案における緊急事態「条項」

１ 対象となる緊急事態

１）外部からの武力攻撃

２）内乱等による社会秩序の混乱

テロリズムはここに含まれる

３）大規模な自然災害

全国的な防災気運の高まりを意識

４）その他の法律で定める緊急事態

２ 緊急事態宣言の手続要件

１）包括委任

「内閣総理大臣は、（中略）特に必要があると認めるときは」

「法律の定めるところにより、閣議にかけて」

２）国会の承認
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「事前または事後に」

判断材料が特定秘密に指定されるおそれ

３）期間

１００日ごとの更新は必要だが、期間自体には上限がない

３ 緊急事態宣言の効果

１）法律と同順位の政令、財政上の支出や処分、地方自治体首長への指示

国会（国民）の立法権を取り上げる規定

民主的基盤の弱い内閣が立法権を取得

事後に国会の承認が必要だが、不承認となった場合の失効規定はない

２）国等の指示に従う国民の義務

努力義務ではない＝強制をともなう

「基本的人権に関する規定は、最大限に尊重」されるが・・・

自民党Ｑ＆Ａにいう「小さな人権」とは

３）議会の延期・議員の任期延長

必要性の問題

恣意的な利用のおそれ

第３トーク「教育無償化＋参議院の合区解消」 弁護士 重藤 雅之
第１ 教育無償化について

１ 自民党の憲法改正項目候補：「高等教育を含む教育無償化」

（１）幼児教育の無償化

・３歳から５歳までの完全無償化

・低所得世帯の０歳から２歳児の無償化

※消費税１０％の引き上げによる財源を活用

（２）高等教育の無償化

・大学授業料の高騰→低所得世帯の子供が教育を受けにくくなっている

・安倍首相「高等教育についても、全ての国民に真に開かれたものにしなければ

ならない」

２ 現行の憲法２６条

「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を

受ける権利を有する。」（１項）

「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受け

させる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。」（２項）

（１）子どもの教育を受ける権利（子どもの学習権）

→親・親権者：子どもに教育を受けさせる責務

→国：教育制度を維持し、教育条件を整備すべき義務（社会権）

（２）「義務教育は、これを無償とする」

※小中学校の授業料不徴収（最大判昭 39.2.26）
（３）「法律の定めるところにより」（憲法２６条１項、２項）

→教育基本法、学校教育法等

３ 教育無償化のために憲法改正は必要か

民主党政権は法律により高校授業料の無償化を実現

※当時の自民党は「理念なき選挙目当てのバラマキ政策」と批判

→「法律の定めるところにより」教育制度の整備は可能

第２ 参議院の合区解消について
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１ 自民党の憲法改正項目候補：「合区解消」

合区：人口の少ない選挙区を近くの選挙区と合わせて、人口の多い選挙区との格

差を縮めること。現在は、鳥取県と島根県、徳島県と高知県。

※議員１人あたりの有権者数が選挙区によって異なるため、１票の価値に格差が生

じる（議員定数不均衡）→平等選挙（投票価値の平等）（憲法 14条）
※最高裁大法廷が２００９年以降の衆議院議員選挙で３回連続、２０１０年以降の

参議院議員選挙で２回続けて「違憲状態」と判断→２０１６年の参議院議員選挙

は「合憲」と判断（合区を含む是正策を評価）

２ 自民党の憲法改正のたたき台

（１）現行憲法４７条

「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定

める。」

→たたき台（追加）

「各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなけれ

ばならない。」「参議院議員の全部または一部については、改選ごとに各広域的な地

方公共団体の区域から少なくとも一人が選出されるよう定めなければならない。」

（２）現行憲法９２条

「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律

でこれを定める。」

→たたき台（追加）

「地方公共団体は、基礎的な地方公共団体及びこれを包括する広域的な地方公共団

体とすることを基本とし、その種類は、法律で定める。」

３ 合区解消のために憲法改正は必要か

・地域代表としての性格をもつ参議院？地方の声が国政から失われる？

→憲法４３条「全国民を代表する選挙された議員」

・「選挙に関する事項は、法律でこれを定める。」（憲法４７条）

→公職選挙法改正により対応 例）全国一区の比例代表制等

・反対の強い９条改憲とは異なり、改憲のハードルが低い

→改憲のシナリオ作りか

第４トーク「国民投票を見すえたこれからの運動」 弁護士 藤井 幹雄
第１ はじめに

安倍晋三首相から、９条への自衛隊明記論の提起（５／３）、そして各政党、各

会派に向けて議論を呼びかけ（１１／２）

→宣戦布告

第２ 今後の運動の視点：共闘か排除か。今回の総選挙の経過、結果が示唆を与えてい

る。

１ ひとくくりに「改憲」と言ってもさまざま

９条改憲

緊急事態条項創設

高等教育無償化

参議院合区解消

知る権利・環境に関する規定追加

内閣（首相）の解散権制限案

その他統治機構の規定の改正
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２ ９条に改正についての考え方もさまざま

自衛軍明記（自民党改正草案）

安倍自衛隊明記案

護憲的改正案（自衛隊の活動の限界を明記）

９条には絶対手をつけない（自衛隊合憲・自衛隊違憲）

第３ 国民投票に向けて

国会発議から６０～１８０日で国民投票

１ 国会発議までの我々の活動

平和を希求する市民と幅広い連帯を！

一括しての国民投票にさせない。

国会議員への働きかけ

２ 国会発議後国民投票までの活動

公職選挙法のような制限はない。

テレビ新聞広告にも規制がない。→財力の差をどう埋めるか。

組合・サークルの機関誌で、ＳＮＳで、サウンドデモで、そして戸別訪問で、呼

びかけることが可能

金がなくても、「人」がいる。いろんな考え方の人との連帯を！

＜条文＞

日本国憲法の改正手続に関する法律

（国民投票の期日）

第二条 国民投票は、国会が憲法改正を発議した日（国会法（昭和二十二年法律第七十

九号）第六十八条の五第一項の規定により国会が日本国憲法第九十六条第一項に定める

日本国憲法の改正の発議をし、国民に提案したものとされる日をいう。第百条の二にお

いて同じ。）から起算して六十日以後百八十日以内において、国会の議決した期日に行

う。

○２ 略

○３ 略

（投票日前の国民投票運動のための広告放送の制限）

第百五条 何人も、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日までの間に

おいては、次条の規定による場合を除くほか、放送事業者の放送設備を使用して、国民

投票運動のための広告放送をし、又はさせることができない。


