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２０１６年６月１５日（水） 西牟婁教育会館にて

憲法をまもりくらしに活かす田辺・西牟婁会議

自 民 党 改 憲 案 を 斬 る
～いま主権者がなすべきこと～

弁護士 金 原 徹 雄

【本日のお話の構成】

１ はじめに

２ 憲法をめぐる重要論点の推移

３ 明文改憲の危機と参議院選挙

４ 自民党改憲案を知るための“教材”

５ 憲法は誰が守るべきものか（立憲主義とは何か）

６ 「個人」が消えた自民党改憲案

７ 復古主義の衣をまとった「新自由主義」至上憲法？

８ 平和主義の放棄

９ 緊急事態条項は不要であるばかりか有害

１０ 終わりに～いま主権者がなすべきこと～

１ はじめに

本日は、「憲法をまもりくらしに活かす田辺・西牟婁会議」学習会でお話をさせてい

ただく機会を頂戴し、まことにありがとうございます。

和歌山県下で行われる憲法学習会で講師を務める弁護士としては、皆さまもよくご存

知のゆら登信（たかのぶ）弁護士が第一人者であり、今日の講演も、本来であれば、ゆ

ら弁護士が最適任だったのではないかと思うのですが、いかんせん、ご存知のような事

情で、学習会の講師どころではありません。

ゆら弁護士並みのお話が出来るかどうか心許ない点もありますが、質疑応答も含めて

約１時間お付き合いください。

なお、話を始める前に１つお断りしておくことがあります。今日は自民党改憲案につ

いてお話するのですが、自民党は、２０１２年改憲案に先立ち、２００５年１０月２８

日に「新憲法草案」を発表しています。

同草案でも、①前文を全面的に書き換える、②９条２項を削除して自衛軍を保持する、

③「公共の福祉」を「公益及び公の秩序」に置き換える、④２２条の経済的自由を制約

していた「公共の福祉に反しない限り」を削除する、⑤最高裁の下にある下級裁判所と

しての軍事裁判所を設置する、⑥９６条の改正発議要件を各議院の総議員の２／３から

過半数に緩和する、などを提案しており、前文や９条２項の削除、改正要件の緩和など

は大問題でしたが、２０１２年改憲案に比べれば、まだしも近代憲法の枠内に収まって

いたというべきでしょう。

従って、今日のお話で「自民党改憲案」といえば、特に断らない限り、自民党が野党

時代の２０１２年４月２７日に発表した「日本国憲法改正草案」のことを指します。
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２ 憲法をめぐる重要論点の推移

私は、ゆら弁護士ほどではありませんが、いろいろな団体から頼まれて憲法学習会の

講師を務めることがあります。振り返ってみると、第二次安倍政権が誕生してからの３

年半、主催者から依頼される講演のテーマが、ほぼ１年おきに交替してきたことが分か

ります。はなはだ大ざっぱに言えば、

２０１３年：自民党「日本国憲法改正草案」批判、９６条先行改憲論批判

２０１４年：集団的自衛権行使容認批判、立憲主義無視批判

２０１５年：安保関連法（戦争法）批判

２０１６年：戦争法批判（継続）、緊急事態条項批判

というものであったと思います。もちろん、これは重点の置き所が換わっていったとい

うことです。

ところで、私にとって、自民党「日本国憲法改正草案」批判をメインテーマとした講

演の依頼があったのは、ほぼ３年ぶりと言ってもよいので、思えば、２０１３年の春か

ら初夏にかけて、つまり前回の参院選の直前までということですが、県下の様々なとこ

ろ、和歌山市だけではなく、田辺、新宮、龍神などで、自民党改憲案の危険性を指摘し

て回っていました。もっとも、その甲斐なく、与党（自民・公明）の圧勝を食い止める

ことは出来ませんでしたけど。

３ 明文改憲の危機と参議院選挙

今回、「憲法をまもりくらしに活かす田辺・西牟婁会議」が学習会のテーマを自民党

改憲案批判にしようとされた趣旨まではうかがっておりませんが、改憲を目指す諸政党

（自民党、公明党、おおさか維新の会、日本のこころを大切にする党）が、既に衆議院

で２／３以上の勢力を持っている現在、７月の参議院選挙の結果、同院でも２／３以上

の議席を確保するような事態となれば、いつでも改憲発議が可能となり、取り返しのつ

かない事態を招きかねないという危機感からではないかと推測しています。

ここで、現在の参議院における会派別議席状況をご紹介することで、憲法を取り巻く

情勢分析に代えたいと思います。

参議院は任期６年の議員（定数２４２人）を３年ごとに半数（１２１人／選挙区７

３人・比例代表４８人）ずつ改選します。

現在の会派別議席状況は以下のとおりです。なお、括弧内に、今回改選期を迎える

議員数と選挙区・比例の内訳を記載します。

自由民主党 １１６（改選５０／選挙区３８＋比例１２）

公明党 ２０（改選９／選挙区３＋比例６）

おおさか維新の会 ７（改選２／比例２）

日本のこころを大切にする党 ３（改選０）

改憲政党計 １４６（改選６１／選挙区４１＋比例２０）

民進党・新緑風会 ６４（改選４６／選挙区２７＋比例１９）

日本共産党 １１（改選３／比例３）

日本を元気にする会・無所属会 ４（改選２／選挙区１＋比例１）

社会民主党・護憲連合 ３（改選２／比例２）

生活の党と山本太郎となかまたち ３（改選２／選挙区１＋比例１）

無所属クラブ ２（改選０）

新党改革・無所属の会 ２（改選１／比例１）
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無所属 ７（改選４／選挙区３＋比例１）

改憲４党以外計 ９６（改選６０／選挙区３２＋比例２８）

以上の議席状況によれば、改憲４党が参議院の２／３（１６２議席）以上を確保する

ためには、改選議席６１を確保した上で、あと１６議席上積みすれば良いということが

分かります。

今回改選期を迎えるのは、２０１０年、民主党の菅直人政権時の選挙で当選した議員

たちであり、各会派別の改選数を見れば分かるとおり、６年前の選挙では、比例では、

自民１２議席に対し、民主が１６議席確保していたのです。今から見れば信じられない

と思いますが（民進党で改選期を迎える比例議員数１９となっているのは、６年前にみ

んなの党で当選した議員３人を含むという趣旨でしょう）。

従って、手をこまねいて選挙になだれ込めば、仮に他の政党の獲得議席が６年前と全

く一緒であったとしても、自民党が５０＋１６＝６６、民進党が４６－１６＝３０にな

っただけで、改憲４党が２／３確保です。

ちなみに、３年前の参議院選挙での獲得議席数は以下のとおりでした。

自由民主党 ６５（選挙区４７＋比例１８）

民主党 １７（選挙区１０＋比例７）

公明党 １１（選挙区４＋比例７）

日本維新の会 ８（選挙区２＋比例６）

日本共産党 ８（選挙区３＋比例５）

みんなの党 ８（選挙区４＋比例４）

社会民主党 １（比例１）

沖縄社会大衆党 １（選挙区１）

無所属 ２（選挙区２）

これを一瞥するだけでも、民進党が（旧みんなの党系の議員の一部が合流したにせよ）

３０議席確保するということ自体、非常にハードルが高いということが分かります。

選挙区のうち、３２の１人区で「野党統一候補」擁立が目指されたのも、比例代表選

挙でぎりぎりまで「統一名簿方式」が模索されるであろうことも、以上のような状況を

踏まえた上でのことであり、事態はまことに危機的と言わざるを得ません。

逆に言うと、来月の参議院選挙で改憲派が２／３を超える議席を確保できなければ、

３年後の参議院選挙で改憲派がこれ以上議席を増やすことは難しく（３年前に民主党

があまりに負け過ぎている）、「改憲のチャンス」が当面遠のく可能性が高いとも言え

るのです。

日本会議や神社本庁などが中心となって構成する「美しい日本の憲法をつくる国民

の会」が、有名神社の境内で初詣客に「１,０００万人賛同署名」を呼びかけたり、全
国各地で「憲法おしゃべりカフェ」なる改憲推進イベントを活発に開催しているのも、

今年の参議院選挙後の国会による改憲発議を目指した動きであることは明らかです。

改憲派と護憲派の決戦の場が７月１０日の参議院選挙であるということをあらためて

強調しておきたいと思います。

４ 自民党改憲案を知るための“教材”

わずか１時間の講演の前置きにしては長く時間をかけ過ぎましたが、ここからはいよ

いよ本論の「自民党改憲案を斬る」です。

ただし、時間の都合により、細かな問題点を解説している余裕はありませんので、は

じめに、皆さんが自習するための“教材”をご紹介しておきます。
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まず、２０１２年４月２７日に発表された自民党改憲案そのものを読まなければ話に

なりません。その全文は、自民党ホームページにＰＤＦファイルで掲載されています（現

行憲法との対照形式で縦書きのもの／全３０ページ）。

自由民主党「日本国憲法改正草案」（現行憲法対照） 平成２４年４月２７日（決定）

https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf
それから、条文を横書きにし、条文の前に問答式の解説を添えた「Ｑ＆Ａ」もダウン

ロードできます。ただし、全部で８８ページもあります。

自由民主党「日本国憲法改正草案Ｑ＆Ａ 増補版」

https://jimin.ncss.nifty.com/pdf/pamphlet/kenpou_qa.pdf
自宅に家庭用プリンターのある方には、少し手間でも、８８ページの「Ｑ＆Ａ」をプ

リントアウトして手元に置かれることをお勧めします（モノクロ印刷で十分です）。現

行憲法との対照条文自体、横書きの方が読みやすいですし、「Ｑ＆Ａ」の解説がまた、

突っ込みどころ満載で、この改憲案を作った人々の思想的背景を推測する有力な材料に

なりますから。

次に、自習の手引きとなる参考書として、以下の２冊を推奨します。

１冊目は、自民党改憲案の逐条解説、それも鼎談なので読みやすい（情報を詰め込む

ために文字が小さめなのが難点ですが）本です。ジャーナリストの岩上安身さんが、２

人のベテラン弁護士と縦横無尽に語り合い、鼎談後に詳細な注釈も付けたというコンメ

ンタールです。

『前夜』（増補改訂版） 梓澤和幸、岩上安身、澤藤統一郎

現代書館 ２０１５年１２月１６日刊 ２７００円（税込）

もう１冊は、高名な憲法学者２人（樋口陽一東京大学名誉教授・東北大学名誉教授・

日本学士院会員、小林節慶應義塾大学名誉教授・弁護士）による対談で、自民党改憲案

の本質的問題点を、深い学識を踏まえ、これほど分かりやすく解説してくれた本は他に

ないと思います（絶対のお奨めです）。

『「憲法改正」の真実』 樋口陽一、小林 節

集英社新書 ２０１６年３月２２日刊 ８６１円（税込）

“教材”の最後は視聴覚教材です。しかも、無料で視聴できます（１枚５００円のＤ

ＶＤも継続販売されていますが）。弁護士の伊藤真さんが２０１３年４月に語りおろし

たＤＶＤ「憲法ってなあに？憲法改正ってどういうこと？」（５５分）は、タイトルの

とおり、憲法とは何か？自民党改憲案の問題点はどういうところにあるのか？について、

実に分かりやすく解説されており、初めて視聴した時、私は「目から鱗とはこのこと

だ！」と感激し、以後、和歌山県下で憲法学習会の講師を頼まれるたびに持参し、２０

１３年のうちに２００枚以上売りまくりました。

そして、収録から丸１年が経過した２０１４年４月３０日、この動画は「憲法ってな

あに？」というタイトルで YouTubeに無償アップロードされました。
https://www.youtube.com/watch?v=5X69Fq_DxWM

５ 憲法は誰が守るべきものか（立憲主義とは何か）

問題続出の自民党改憲案の中でも、とりわけ重大な肝となる条文は、樋口先生、小林

先生が語られているとおり、現行１３条「すべて国民は、個人として尊重される。」が

https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf
https://jimin.ncss.nifty.com/pdf/pamphlet/kenpou_qa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5X69Fq_DxWM
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「全て国民は、人として尊重される。」に変更され、「個人」が消滅していることでしょ

う。

この点については後ほど触れられればと思いますが、以下には、２０１２年４月２７

日に自民党改憲案が発表された後、私自身が自民党ホームページに掲載された改憲案を

ざっと通読した時に最も衝撃を受けた条文「１０２条１項 全て国民は、この憲法を尊

重しなければならない。」を中心に、やや詳細に自民党改憲案の反立憲主義ぶりをご紹

介しようと思います。

さて、この改憲案を最初の前文から読み始めた人は、「なんて義務規定が多いんだ」

と思われるでしょう。ざっと目に付く規定を抜き出してみます。

３条２項 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。

９条の３ 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全

し、その資源を確保しなければならない。

１２条後文 国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴う

ことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。

１９条の２ 何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはなら

ない。

２１条２項 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活

動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。

２４条１項後文 家族は、互いに助け合わなければならない。

２５条の２ 国は、国民と協力して、国民が良好な環境を享受することができるように

その保全に努めなければならない。

２８条２項前文 公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めると

ころにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。

９２条２項 住民は、その属する地方自治体の役務の提供を等しく受ける権利を有し、

その負担を公平に分担する義務を負う。

９９条３項 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところによ

り、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置

に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合におい

ても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、

最大限に尊重されなければならない。

１０２条１項 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。

この一々にコメントを付すことも可能ですが、それをやり出すときりがありません。

ただ、１２条後文は、まず日本語になっていません。改憲派は、現行憲法が翻訳憲法で

あって日本語としておかしいと批判しますが、十分意味は伝わります。これに対し、自

民党改憲案の１２条後文はそもそも文法的に成り立ちません。

それはそれとして、私は、この自民党改憲案を、発表されてから遅くとも６日以内に

は読んでいます。なぜはっきりそう言えるかと言うと、２０１２年５月３日に配信した

「メルマガ金原」で「憲法記念日に考える（立憲主義ということ）」という記事を書い

ているからです。

ブログに転載した前編 http://blog.livedoor.jp/wakaben6888/archives/22698538.html
ブログに転載した後編 http://blog.livedoor.jp/wakaben6888/archives/22698597.html

http://blog.livedoor.jp/wakaben6888/archives/22698538.html
http://blog.livedoor.jp/wakaben6888/archives/22698597.html
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それは、改憲案１０２条１項「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。」

を読んだ衝撃によって一気に書き上げたものでした。

私が言わんとしたのはこういうことです。やや長くなりますが、この部分が今日のお

話のポイントなので、我慢してお付き合いください。

現行の日本国憲法は、９７条から９９条までの３箇条で「第１０章 最高法規」とい

う章を設けています。引用してみます。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html

第９７条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得

の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民

に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第９８条 この憲法は、国の最高法規であつて、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。

２ 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必

要とする。

第９９条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法

を尊重し擁護する義務を負ふ。

「第１章 天皇」「第２章 戦争の放棄」「第３章 国民の権利及び義務」「第４章

国会」「第５章 内閣」「第６章 司法」「第７章 財政」「第８章 地方自治」「第９章

改正」までは、どういうことが規定されているのか、章の標題だけからでも、ある程

度は推測がつくと思いますが、「最高法規」という第１０章の標題を読んだだけで何ら

かのイメージがわく人がどれほどいるでしょうか？実際に３箇条の条文を読んでみたら

どうでしょう？

「どうやら憲法が一番偉い規定であって、他の法律などは憲法に違反すると効力がな

いということを定めたのかな」位のことは（９８条にそう書いてあるのですから）誰で

も分かると思いますが、最高法規性を定めた９８条と、その前後の９７条、９９条との

関係、何故この３箇条で一つの章をわざわざ設けているのか、ということは少し説明を

加える必要があります。

実は、今日のお話は、この第１０章の意義とこれをなきものにしようとしている自民

党改憲案の対比を説明すれば、ほぼそれで尽きると言ってもよい位なのです（というか、

他にも重要な論点はあるのですが、多分お話している時間がありません）。

私自身、日本国憲法の条文を初めて通読したのは、大学の１回生として教養課程の「憲

法」を受講した時だったから相当昔のことですが、その時は、「第１０章 最高法規」

の本当の意義は全然分かっていませんでした。

学生時代の私が何より疑問に思ったのは９７条でした。基本的人権の重要性を強調す

るのであれば、「第３章 国民の権利及び義務」の最初の方に置けば良いし、実際、第

３章には既に以下のような条文が置かれています。

第１１条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障

する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へ

られる。

第１２条 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、こ

れを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
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に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

大学に入ったばかりの私には９７条の存在意義が理解できず、「１１条や１２条と無

駄に重複しているのではないか」などと考えていたものです。９７条や９９条の重要性

を理解するまで、相当時間がかかったように記憶しています。

ここで、９７条及び９９条の意義を理解するためのこれ以上ない「反面教師」として、

自民党改憲案「第１１章 最高法規」を読んでおきましょう。

現行の第９７条 → 全文削除

（憲法の最高法規性等）

第１０１条 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。

２ 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必

要とする。

（憲法尊重擁護義務）

第１０２条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。

２ 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。

どこをどう変えようとしているのかを確認しましょう。

９７条はどうなったか？「全面削除」です。これについて、自民党「Ｑ＆Ａ（増補版）」

は、「我が党の憲法改正草案では、基本的人権の本質について定める現行憲法 97 条を
削除しましたが、これは、現行憲法 11 条と内容的に重複していると考えたために削除
したものであり、「人権が生まれながらにして当然に有するものである」ことを否定し

たものではありません。」としています。

けれども、そらなら何故１１条ではなく９７条の方を削除したのかについては一言も

触れられていません。

現行９８条は、ほぼそのまま１０１条となっていますが、現行９９条の憲法尊重擁護

義務はどうなったか？

まず、現行規定にはなかった「国民」の憲法尊重義務なるものが１０２条１項として

規定されています。

１０２条２項には、現行の９９条からあえて「天皇又は摂政」を削除した上で、公務

員の憲法擁護義務を残しています。

ここで、「立憲主義」とは何かを考えるために、迂遠なようではありますが、日本で

最初の近代的「憲法」として制定された「大日本帝国憲法」を振り返っておきたいと思

います。

１８８８年（明治２１年）６月２２日（大日本帝国憲法公布の約８か月前）、憲法草

案を審議していた枢密院において、議長である伊藤博文が述べた以下の発言は非常に著

名なものです。

「そもそも、憲法を創設するの精神は、第一君権を制限し、第二臣民の権利を保護する

にあり。ゆえに、もし憲法において臣民の権利を列記せず、ただ責任のみを記載せば、

憲法を設くるの必要なし」（原文は旧字・カタカナ・句読点なしなので、読みやすくし

ました）
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そして、明治憲法「第２章 臣民権利義務」の中で、臣民に直接義務を課す規定は、

兵役の義務（２０条）と納税の義務（２１条）を定めた２箇条だけにとどめられていま

した。

伊藤博文が正しく指摘しているように、そもそもなぜ憲法を定めるかと言えば、それ

は国民の権利・自由を保障する（臣民の権利を保護する）ためであって、そのために国

家権力に制限を加える（君権を制限し）必要があるからです。つまり、「憲法を守らな

ければならない」という規範の名宛人は国家であって国民ではない、というのが大原則

なのであって、これが「立憲主義」の本質です。

※伊藤博文の発言の淵源の１つが、１７８９年～大日本帝国憲法発布のちょうど１００

年前～フランス人権宣言（人及び市民の権利の宣言）１６条「権利の保障が確保されず、

権力の分立が規定されないすべての社会は、憲法をもつものでない。」（岩波文庫「人権

宣言集」の訳による）にあることは言うまでもありません。

ここまで書けば、現行憲法の「第１０章 最高法規」において、憲法の形式的最高法

規性を明示した９８条に先立ち、基本的人権の不可侵性を強調した９７条がなぜその直

前に置かれねばならなかったかが理解されるでしょう。

９７条は、憲法が最高法規でなければならないその根拠を明示した規定なのです。

そして、９９条の憲法尊重擁護義務に列挙された「天皇又は摂政及び国務大臣、国会

議員、裁判官その他の公務員」は、正に最高法規である憲法規範の名宛人である国家を

実際に運営する主体であるがゆえに、明示的に「憲法尊重擁護義務」が課せられている

のです。

以上のとおり、９７条－９８条－９９条という第１０章の３箇条は、非常に論理的な

つながりをもって構成されており、最も根本的な憲法の基本原理である「立憲主義」を

明らかにした章なのです。

さて、自民党改憲案です。

９７条が全面削除されることにより、伊藤博文の言う「臣民の権利を保護する」とい

う憲法の最も重要な目的が消えてなくなっています。

９８条の形式的最高法規性はそのまま残っていますが、現行の第１０章において、真

に重要な規定は９７条と９９条であり、９８条はこれらの条文の存在理由を論理的に明

らかにするために必要であったため、９７条と９９条の間に置かれた規定です。

考えてもみましょう。憲法が形式的に法律等の規範より上位にあるなどということは、

規定があろうがなかろうが「当たり前」でしょう？

そしてとどめは９９条です。自民党は新１０２条で、あろうことか国民の憲法尊重義

務をまず規定しました。

実はこの規定に限らず、先に列挙したとおり、自民党改憲案には国民に義務を課す規

定が目白押しです。数え方にもよりますが、新たな義務規定が少なくとも１０箇所はあ

ります。

自民党改憲案は、国際標準で言えば「憲法」の名に値しません。

もちろん、世界には様々な国家があり、それぞれ憲法を持っているのですから、伊藤

博文が述べたような意味での「立憲主義」に立脚した憲法ばかりではなく、国民の自由

・権利よりも「公益や公の秩序」を重しとする全体主義国家の憲法もあるでしょう（特

定のファミリーが三代にわたって強権的に国民を支配している国も近隣にありますし

ね）。

しかし、そのような「立憲主義」に立脚しない「憲法」は、「近代的意義の憲法」と
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は言いません。自民党は、「立憲主義」を捨て去ることによって、日本を全体主義国家

にしようと提唱していると言わざるを得ません。

６ 「個人」が消えた自民党改憲案

立憲主義について詳しく論じたため、それ以外の論点については簡単に触れるにとど

めます（時間がなくなってきました）。もともと、こういうことになるだろうと思い、「４

自民党改憲案を知るための“教材”」を先にご紹介しておいたのです。

ただ、そうは言うものの、１３条の「個人」の消滅には一言せざるを得ません。

先にも少し触れましたが、多くの憲法学者が、現行憲法の最重要条文（の１つ）と認

める１３条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する

国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の

尊重を必要とする。」を、自民党改憲案は「全て国民は、人として尊重される。生命、

自由及び幸福追求に対する国民の権利については、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、最大限に尊重されなければならない。」に改めようとしてい

ます。

「公共の福祉」から「公益及び公の秩序」への変更については、憲法学者の間でも意

見が別れるところのようですが、それよりも問題なのは、「個人」から「人」への変更

です。

これについて自民党「Ｑ＆Ａ」は、黙して語りません。

しかし、総論部分の「Ｑ＆Ａ」を読むことにより、だいたいの推測はつきます。

Q14「日本国憲法改正草案」では、国民の権利義務について、どのような方針で規定し
たのですか？

答 国民の権利義務については、現行憲法が制定されてからの時代の変化に的確に対応

するため、国民の権利の保障を充実していくということを考えました。そのため、新し

い人権に関する規定を幾つか設けました。

また、権利は、共同体の歴史、伝統、文化の中で徐々に生成されてきたものです。し

たがって、人権規定も、我が国の歴史、文化、伝統を踏まえたものであることも必要だ

と考えます。現行憲法の規定の中には、西欧の天賦人権説に基づいて規定されていると

思われるものが散見されることから、こうした規定は改める必要があると考えました。

例えば、憲法 11 条の「基本的人権は、……現在及び将来の国民に与へられる」という
規定は、「基本的人権は侵すことのできない永久の権利である」と改めました。

これについては、Q44 の答において、「人権は、人間であることによって当然に有す
るものです。我が党の憲法改正草案でも、自然権としての人権は、当然の前提として考

えているところです。ただし、そのことを憲法上表すために、人権は神や造物主から「与

えられる」というように表現する必要はないと考えます。こうしたことから、我が党の

憲法改正草案 11条では、「国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保
障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。」と規定し、人権は神か

ら人間に与えられるという西欧の天賦人権思想に基づいたと考えられる表現を改めたと

ころです。」と説明しており、Q14 において「西欧の天賦人権説に基づいて規定されて
いると思われる」「こうした規定は改める必要がある」としたのは、単なる「表現」の

問題について述べただけだと主張しているようです。



- 10 -

しかし、問題の本質は、造物主（などと日本国憲法は書いていない）から「与へられ

る」と書こうが「永久の権利である」と書こうが、権利（人権）の主体が、他人とは異

なった一人一人のかけがえなのない「個人」であると考えるかどうかという点にあるの

です。

「Ｑ＆Ａ」Q14における「現行憲法の規定の中には、西欧の天賦人権説に基づいて規
定されていると思われるものが散見されることから、こうした規定は改める必要がある

と考えました。」は、表面上は、「表現」の問題にとどまるようでありながら、「個人の

尊重」という日本国憲法の最重要規定を骨抜きにし、国家主義的憲法を確立しようとい

う底意が透けて見えてしまったということでしょう。

７ 復古主義の衣をまとった「新自由主義」至上憲法？

「４ 自民党改憲案を知るための“教材”」で推奨した『「憲法改正」の真実』では多

くのことを学ばせてもらいましたが、その中でも重要ポイントの１つがこの論点です。

上記著書から樋口陽一先生の発言を一部引用します（１４９～１５６頁）。

「「美しい国土」などについて謳う前文をもう一度、見てください。同じ前文のなかに、

異様な規定があるでしょう。「活力ある経済活動を通じて国を成長させる。」」

「つまり、自民党改正草案が憲法になると、いわゆる新自由主義が国是になってしまう

のです。」

「うっかり制限をつけ忘れたわけではないのでしょう（金原注：２２条の経済活動の自

由から「公共の福祉」による制限を削除したこと）。用意周到に、前文で新自由主義を

国是とする宣言を行い、経済的領域における基本権だけ自由を拡大しているのです。」

「効率重視、競争の拡大を進めて、無限の経済成長を目標に置けば、「国と郷土」「和」

「家族」「美しい国土と自然環境」「良き伝統」、この全部は壊れてしまいます。片方で

日本独特の価値を追及しつつ、他方国境の垣根を取り払い、ヒト・モノ・カネの自由自

在な流通を図るグローバル化を推進するというのは、矛盾というほかありません。」

「論理的にはひどく矛盾していますね。けれども、実はこの二つは表裏一体なのかもし

れません。つまり、「美しい国土」など復古調の美辞麗句は、競争によって破綻してい

く日本社会への癒しとして必要とされた、偽装の「復古」なのではないかと思うのです。」

２２条１項の経済的自由についての規定を比較しておきましょう。

現行憲法

２２条１項 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有

する。

自民党改憲案

２２条１項 何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

はたして樋口先生が言われるように、復古調の美辞麗句が「偽装の「復古」」なのか

どうかについて、私にはにわかに断言することができません。

しかし、２０１２年の改憲案制定から現在の安倍政権に至るまで、事実上、日本政治

の駆動力が、復古反動勢力と新自由主義勢力の微妙な（これまでは絶妙な？）バランス

の上に成り立っていると考えれば、かなり明瞭な見取図を描くことができるように思い

ます。
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８ 平和主義の放棄

２０１４年７月の閣議決定、２０１５年９月の安保関連法強行成立により、憲法の平

和主義は蹂躙されてきましたが、その総仕上げが９条「改正」です。

自民党改憲案を参照しておきましょう。

まず、現行憲法の前文を全面的に書き換え（そんなことが論理的に可能なのか？とい

う疑問もあるのですが）、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうに

することを決意し」も、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全

と生存を保持しようと決意した。」も、「平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上

から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思

ふ。」も、「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに

生存する権利を有することを確認する。」も一切なく、単に「平和主義の下」と書くだ

けです。

ついでに、自民党改憲案の前文について一言すれば、「先の大戦による荒廃や幾多の

大災害を乗り越えて発展し」には「反省」という契機は完全に欠落しており、「今や国

際社会において重要な地位を占めており」に至っては「夜郎自大」の卑しい表現という

しかありません。

あと、現行憲法９条２項の戦力不保持、交戦権否認を削除した上で認める「自衛権の

発動」には、当然ながら集団的自衛権も含まれます。

なお、９条の２以下の規定については、「法律の定めるところにより」とか「法律で

定める」が頻出しており（他の条項でもそうですが）、ほとんど憲法でしばりをかける

という機能を果たしていません。

（前文）

日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であ

って、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。

我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会に

おいて重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の

平和と繁栄に貢献する。

日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するととも

に、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。

我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を

振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。

日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法

を制定する。

（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
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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 前二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。

（領土等の保全等）

第９条の３ 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保

全し、その資源を確保しなければならない。

９ 緊急事態条項は不要であるばかりか有害

自民党改憲案は、「第９章 緊急事態」という一章を設けています。まず条文を読ん

でみましょう。

（緊急事態の宣言）

第９８条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩

序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、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、緊急事態の

宣言を発することができる。

２ 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得な

ければならない。

３ 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態

の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要

がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やか

に解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとすると

きは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。

４ 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。

この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるもの

とする。

（緊急事態の宣言の効果）

第９９条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法

律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上 必

要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。

２ 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の

承認を得なければならない。

３ 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該

宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して

発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第

十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限

に尊重されなければならない。
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４ 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣

言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその

選挙期日の特例を設けることができる。

該当部分の「Ｑ＆Ａ」も引用しておきます。

Q39緊急事態に関する規定を置いたのは、なぜですか？
答 8 章の次に 2 条から成る新たな章を設け、「緊急事態」について規定しました。具
体的には、有事や大規模災害などが発生したときに、緊急事態の宣言を行い、内閣総理

大臣等に一時的に緊急事態に対処するための権限を付与することができることなどを規

定しました。

国民の生命、身体、財産の保護は、平常時のみならず、緊急時においても国家の最も

重要な役割です。今回の草案では、東日本大震災における政府の対応の反省も踏まえて、

緊急事態に対処するための仕組みを、憲法上明確に規定しました。このような規定は、

外国の憲法でも、ほとんどの国で盛り込まれているところです。

以上のとおり、立法事実として挙げられているのは「東日本大震災における政府（注

・民主党政権）の対応の反省」とある部分だけです。

このようなあるのかないのかすら曖昧な立法事実で、９９条に規定するような強大な

独裁権限を内閣総理大臣に付与する規定を新設する必要性・合理性がどこにあるのでし

ょうか。

しかもこの緊急事態条項は、改憲政党が参議院でも２／３以上の議席を確保すれば、

まず最初の改憲発議の対象となるものと想定されており、「美しい日本の憲法をつくる

国民の会」なども、重点的に緊急事態条項の必要性を訴えるパンフレット類を配布する

などして、改憲機運の醸成に躍起となっています。

改憲派のいう「外国の憲法でも、ほとんどの国で盛り込まれているところです。」に

ついて、東京大学の石川健治教授（憲法学）が、今年の４月３０日、日弁連主催のシン

ポジウムで次のように述べられたことが印象に残っているのでご紹介します。

「『海外では（憲法に緊急事態条項があるのが）普通である』ということですが、確か

に、緊急事態条項を持っている国は多いということがあります。何故そうなのかという

と、その国は『戦争する』からなんですね。簡単にいえば、戦争をする準備である。我

々は少なくとも『戦争を絶対しない』という憲法を持っているということですから、結

局、根本問題はどこかということです。逆にいえば、根本問題を先送りして、緊急事態

条項だけを作るということには意味がないということです。」

日本では、大規模災害に備えて緊急事態条項が必要というプロパガンダが盛んですが、

災害時には現場に権限を降ろすことこそ重要であって、内閣総理大臣に権限を集中する

緊急事態条項は百害あって一利なしであることは、災害支援に深く関わってきた弁護士

やＮＰＯ関係者らの一致した意見です。

また、日本国憲法制定時の国会審議における政府側答弁者（金森徳次郎国務大臣）の

答弁内容からも、現行憲法に旧憲法における緊急勅令等に相当する規定を置かなかった

のは意図的であったことが分かります。

そのことを示す文献（現行憲法公布時に内閣が発行した『新憲法の解説』）から該当

部分を引用します。
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「明治憲法においては、緊急勅令、緊急財政処分、また、いわゆる非常大権制度等緊急

の場合に処する途が広くひらけていたのである。これ等の制度は行政当局にとっては極

めて便利に出来ており、それだけ、濫用され易く、議会及び国民の意思を無視して国政

が行われる危険が多分にあった。すなわち、法律案として議会に提出すれば否決される

と予想された場合に、緊急勅令として、政府の独断で事を運ぶような事例も、しばしば

見受けられたのである。

新憲法はあくまでも民主政治の本義に徹し、国会中心主義の建前から、臨時の必要が

起れば必ずその都度国会の臨時会を召集し、又は参議院の緊急集会を求めて、立憲的に、

万事を措置するの方針をとっているのである。」

１０ 終わりに～いま主権者がなすべきこと～

（１）憲法を取り巻く様々な「危機」の具体的内容をしっかりと見定める必要がありま

す。そのためにも学習を怠らないようにしなければなりません。

（２）とりわけ、自民党「日本国憲法改正草案」については、集中的に理解を進める必

要があります。そのために、「４ 自民党改憲案を知るための“教材”」でご紹介した文

献や動画を活用してください。

（３）そして、学んだ者は、自らが改憲阻止のための「伝道師」としての役割を果たす

自覚を持たなければなりません。まずは家族、親戚から。さらに自らの周囲へ。憲法に

関心の薄かった者を 1人でも説得できれば、立派な「護憲の伝道師」です。
（４）「伝道」の方法は、1 人 1 人が最も得意とするところで力を発揮すべきです。対
面による話し合いが効果的だとは思いますが、それが不得手な人は手紙やメールでもよ

いでしょう。

食わず嫌いでソーシャルメディアを敬遠するのではなく、Twitter や Facebookにも果
敢に挑戦してください。ただし、あまりのめり込み過ぎても問題ですが。

（５）来るべき７月の参議院議員通常選挙に向けての目標は明確です。改憲政党（自民

党、公明党、おおさか維新の会、日本のこころを大切にする党）の獲得議席を１議席で

も少なくすることに尽きます。その結果として、何としても改憲政党が参議院で２／３

以上の議席を確保することを阻止しなければなりません。

（６）新たに選挙権を持つに至った１８歳、１９歳の有権者をはじめ、これまであまり

投票所に足を運んでいなかった若者層への働きかけを最優先課題として取り組んでいた

だきたいと思います。手近なところで、自分の子供や孫、甥、姪に声をかけていますか？

（７）現実の情勢は冷静に分析しなければなりませんが、とはいえ、いかに情勢が厳し

くとも、絶対に諦めないように１人１人が仲間を鼓舞するという意識を常に持つことが

必要です。「評論家」になって、上から目線で仲間を批判したりするのは最悪です。

（８）ともに頑張りましょう。


