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守ろう 9条 紀の川市民の会（2017年 4月 1日：河北コミュニティセンター）

  安倍首相はなぜ憲法（constitution）を変えたいのか  
植松健一（立命館大学・憲法学）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

０ はじめに――秘密保護法・共謀罪・政策芸術  

哲学者・戸坂潤の時評（「文化統制の種々相」（1935年）『全集 5巻』（勁草書房・1967年）所収 245‐
246頁（傍点は原文、下線は植松）

現代の日本に於ける文化統制の内で、最も典型的なものは所謂国体明徴運動である。憲

法学説に就いての一定の学的立場と学的解釈方法とをば、一個の行政府に過ぎない政府が

公的に決定して之を施行するのだから、ここではこの問題に関する限り、言論の自由と信

教の自由とが全く制約されるのであって、これ以上の公的な文化統制振りは今の処日本に

は先ず存在し得ないのである…。

…統制がこのように一定の露骨な形を取ることが出来たのも、国民の或る意味における

「総意」が之を支持するからなのである。というのは、国民が総体から云ってこの統制に

対して、何等本当の抵抗を試みようとしないからなのである。というのは、別な言葉で云

うと、実は国民は全体から云って、それ程、この問題に対して無関係だからなのである。

統制政策はいつも、国民のこうした一種の無関心による支持
．．．．．．．．

を見出し得る場合に限って容

易に成功するのであり、或いはそういう無関心な支持を期待出来そうな場合だけを選んで

も最も容易に発動するのである。

安倍首相支持の勉強会「文化芸術懇話会」（産経デジタル 2015年 6月 25日 21:55）

自民党の若手国会議員有志は２５日、芸術家を講師に招いて意見交換する勉強会を発足させた。出席者に

は、安倍晋三首相（自民党総裁）に近い議員も多く、９月の総裁選を前に首相の無投票再選の機運を高める狙

いがある。 新勉強会は「文化芸術懇話会」。設立趣意書によると、芸術家との意見交換を通じ「心を打つ『政

策芸術』を立案し、実行する知恵と力を習得すること」を目的としている。

この日、党本部で開いた初会合には加藤勝信官房副長官や薗浦健太郎外務政務官、萩生田光一総裁特別

補佐ら首相を支持する議員を中心に３７人が出席、作家の百田尚樹氏の講演に耳を傾けた。 代表に就任し

た木原稔党青年局長は会合後、記者団に「党所属国会議員として、党や政府が進めようとしていることを後押

しするのは当然だ」と強調。総裁選に向け、首相の「応援団」として活動するとみられる。…

Ⅰ すでに「憲法」（constitution）を変えてしまった（!?）安倍政権

・人事権をフル稼働させての権力内ブレーキの破壊

日本銀行総裁、NHK経営委員・会長、内閣法制局長官、内閣人事局設置…

  最高裁裁判官人事（山口厚氏の任命）も？

・集団的自衛権の政府解釈変更による行使容認
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・内閣もスキップする国家安全保障会議による意思決定

・「憲法の常道」の破壊⇒2015年臨時国会の非招集

・小選挙区制効果としての、「自民 1強」と自民党内の「安倍 1強」

Ⅱ では、なんのための改憲（日本国憲法の改定）？

（１）そもそも安倍政権を担うのは、どのような勢力か

①米国の権益の擁護（外務省・自衛隊統幕）：「強固な日米同盟」・「積極的平和主義」

自衛隊と米軍の運用一体化、自衛隊の権限拡大・装備充実（2017年 3月護衛艦「かが」就役）、防衛省

内部における制服組の台頭、大学での軍事研究誘導、辺野古基地建設の強行

②グローバル企業の利益の擁護（経産省・防衛装備庁）：アベノミクス＋成長戦略としての「積

極的平和主義」

……金融緩和、TPP、国家戦略特区、「一億総活躍」、「官製春闘」、武器・原発の輸出促進

③右翼的勢力の擁護（日本会議）：国粋・民族主義

……閣僚の靖国参拝、「日本第一」の教科書検定、道徳の教科化

第 2 次以降の安倍政権の特徴＝後期新自由主義政権（渡辺治）・「関わっていく政治」（柿﨑明二）

①のための改憲＝集団的自衛権規定、愛国心条項（日の丸・君が代規定含む）、緊急事態条項

②のための改憲＝健全財政条項、社会権条項の削除、首相公選制、道州制、参議院見直し ＋フ

ォローとしての愛国心条項、「公益」による人権制限、家族条項  

③のための改憲＝「押しつけ憲法」の破棄、天皇の元首化、愛国心条項、個人尊重的要素の削減、

「公益」による人権制限、家族条項、政教分離緩和

    ↓

①→解釈改憲（自衛のために必要な限定的な集団的自衛権行使は合憲）により必要なくなった

②→多くは法律レベルで対応可能（生活保護費や年金制度の切下げ）

③→実は①②に比べ優先順位は実は低い!?：＝「保守」を語らなくなった安倍首相、一定のヘイ

トスピーチ規制、森友問題での「しっぽ切り」

（２）では、なぜ改憲なのか？

①「自分らしさ改憲」＝保守層の結束、安倍首相の個人的思い入れ

②「どさくさ改憲」＝緊急事態条項（まずは議員任期特例規定）、参議院の地方代表化、健全財

政条項

③「思いやり（のふり）改憲」＝高校無償化、同性婚

④「あわよくば改憲」＝「限定」を取り払った完全な軍隊、基本的人権の制限規定
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Ⅲ 15 年安保体制下の自衛隊・防衛省の力学の変動

１ 安保関連法の本格始動

・南スーダン PKO第 11次要員（陸自第 9師団第 5普通科連隊等）の「駆け付け警護」「宿営

地共同防護」「任務遂行型武器使用」（16年 11月 18日防衛大臣命令→17年 5月末には撤退

予定）

・日米共同統合演習（16年 11月 7日・うるま市沿岸）「重要影響事態」を想定した訓練

・空自と英空軍の共同訓練（16年 11月 3日・三沢基地）

・日韓軍事情報包括協定（GSOMIA）締結（16年 11月 23日）

２ 一体化する自衛隊・米軍（実際には米軍優位の「対等」化）

「同盟調整メカニズム」の常設（15 年ガイドライン）＝日米の共同軍令機構（横田＝市ヶ谷＝

ハワイ）

「共同計画策定メカニズム」による計画策定

３ 台頭する制服組

（１） 統合幕僚長の政治的役割の向上

・第 2次安倍政権発足（2012年 12月）以降～2016年 4月 23日段階までで首相と統幕長との面

会は 76回（2006年の統幕長ポスト発足から 2012年 12月の野田政権までは 24回）

・国家安全保障会議 4大臣会合にも「首相の求めに応じて」出席可能

・国家安全保障局にも影響力（６つの部局に幹部自衛官 2名を配置）

国家安全保障局顧問会議： 座長・山内昌之（東大名誉教授）、特別顧問・三村昭夫（日本商工

会議所会頭）、顧問・折木良一（富士通顧問・元統合幕僚長）、片岡晴彦（IHI顧問・元航空幕

僚長）、香田洋二（ジャパンマリンユナイデット顧問・元自衛艦隊司令官）、細谷雄一（慶大教

授・安保法制懇委員）ほか 7名（2016年 6月現在）

（２） 防衛省設置法改定（2015年 6月）

・内局優位から内局と統幕が「対等」に防衛大臣を補佐することを明文上明確に（12条）

・運用企画局（「自衛隊の行動の基本」についての大臣の補佐が所掌事務）の廃止→部隊運用は

統幕に一元化

（３） 日本型「文民統制」システムにおける「文官統制」の意義

①国会による統制→・批判的エキスパートの少なさ＝エキスパートはミイラとり(防衛族)に…

・「特定秘密の壁」→国家安全保障会議 4大臣会合は特定秘密以外でも「率直な意見交換」のた

め「非開示が原則」（衆院情報監視審査会 2015・9・25の政府参考人答弁）

②内閣による統制→南スーダン PKO派遣部隊の「日報隠し」問題での稲田防衛大臣の統制力の

無さ

③文官による統制→防衛参事官制度を中心とする文官統制がかろうじて、「軍」の統制を行って

きた⇒現在はこれが破壊された状態（「軍からの自由」保障の真空常態！）

（４） 政治エリート化する幹部自衛官
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・陸自による自民党新憲法草案（2004年）たたき台への関与

・安保関連法成立前に法案成立を先取りした自衛隊と米軍との覚書き

・元幹部自衛官の政界進出（中谷元衆議院議員［元 2 等陸尉］、佐藤正久参議院議員［元 1 等陸

佐］）

（５） 増殖する軍産学複合体～司令塔としての防衛装備庁

「成長戦略」（グローバル競争国家路線）と「積極的平和主義」（対米従属型軍事大国路線）の一

体的追及

国家安全保障戦略（2013年 12月）＝「積極的平和主義の観点から、防衛装備品の活用等

による平和貢献・国際協力に一層積極的に関与するとともに、防衛装備品等の共同開

発・生産等に参画する」

デュアル・ユース技術などの一層の振興のため、「技術開発関連情報等、科学技術に関す

る動向を平素から把握し、産学官の力を結集させて、安全保障分野においても有効に

活用するように努め」る。

  ・防衛装備庁の発足（2015年 10月）：事務官・技官 1400名・自衛官 200名

   「防衛装備庁は、装備品等について、その開発及び生産のための基盤の強化を図り

つつ、研究開発、調達、補給及び管理の適正かつ効率的な遂行並びに国際協力の推

進を図ることを任務とする」（防衛省設置法 36条）⇒海外の武器輸入業者や外国政府など

への武器の購入資金の低金利融資や武器製造の海外合弁会社の設立などにも関与

  ・軍事下請け化される大学： 「安全保障技術研究促進制度」（防衛装備庁所管）：

   15年総額 3億⇒16年総額 6億円：自民党政調会国防部会は 100億規模への拡大を提言

  ・歯止めなき軍拡予算

  ・2016年度予算 5兆 5千億円、2017年度概算要求 5兆 1千億円規模

  ・長期契約特例法（2015年 4月成立）：国庫債務負担行為の上限を 5年とする財政法 15条の

縛りを解除し、最長 10 年の複数年契約を可能とする（護衛艦などの建造）⇒予算単年度主

義（憲法 86条）との関係で問題

  ・民間企業にとっての安保関連法 ：「存立危機事態」や「重要影響事態」において後方支援

のために「民間が有する能力を適切に活用する」（15 年ガイドライン）⇒⇒「武力攻撃

事態」での空港や港湾などの民間施設の自衛隊・米軍の優先利用を可能にする特定公共施設

利用法の「存立危機事態」への拡大 //フェリー船員の予備自衛官化の推進

Ⅳ 「政治的公正中立」論に抗う日本国憲法 12 条の論理

・自治体における「憲法集会」の「後援」の取りやめ、安保法学習会などへの公民館の利用拒否

（さいたま市の九条俳句不掲載事件、神戸市の後援取止め、姫路市の集会中止要請事件など）。

   しかし↓

「憲法尊重擁護義務」（99 条）から憲法や立憲主義の普及・擁護を目的とする催しについて自治
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体がサポートすることは当然では？ ⇒⇒（憲法擁護以外の）特定の立場の政治的・社会的意見

を内容とする催しであっても、住民への「多様な観点」の提供は自治体の責務だといえるのでは

ないか？

・教育公務員特例法改定の動き：「政治的行為」をした公立高校の教職員に対して「３年以下の

懲役又は百万円以下の罰金」程度の罰則を設ける

・「高等学校における政治的教養の教育と高等学校の生徒による政治的活動について（通知）」

（2015 年 10 月）、生徒指導者向けの「Q＆A」（16 年 1 月）：高校生の学校外での政治活動を

届け出制にすることも可能

・小中学校で政治活動をした教職員に罰則を科す「義務教育諸学校における教育の政治的中立の

確保に関する臨時措置法」を私立高校教職員への適用も検討（2016年 5月 10日の産経新聞）

・市立三重短期大学教員による安保関連法反対の活動に対する、市議会での追及

「公共の福祉のために基本的人権を利用する責任」：

拙稿「『憲法擁護』・『公正中立』・『人権を利用する責任』」月刊憲法運動 452号（2016年）4頁以下より抜粋

…もともと「立憲主義」（constitutionalism）とは当然に「ある」状態を指すのではない。「立憲

主義」とは、複数の「ありうる」政治制度・憲法体制（例えば、専制君主制や独裁制）から「ある

べきもの」として選択された１つのスタンス（-ism）である。国民が主権者＝憲法制定権者として、

専制主義や全体主義ではなく、「立憲主義」の価値観と憲法体制を選び取ったという基本線におい

ては、人は「中立」ではありえない。これは、日本国憲法という立憲主義の憲法体制に関しても、

当然の事理である。「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」ものであり、かつ、これらの権利を国民は「常に公共の福祉のため

に」「利用する責務を負ふ」のだと説く憲法 12条の文言は、この事理を表現したものといえるので

はなかろうか。

「不断の努力」とは同時に「普段の努力」でもある。日々の生活の中で、国や自治体や大企業の

振舞いが憲法の観点からみておかしいと市民が感じたときに、抗議行動、抗議集会、SNSでの発信、

反対請願、訴訟の提起など、いろんな手を尽くして抗議の意思表示をし、これを是正させる――そ

の意味での国民の「普段からの努力」によって日本国憲法の精神は維持されるのであり、憲法 97

条との強い連関を持つ憲法 12条後段の「公共の福祉」の意味も、そのように読まれるべきである。

この 12条に基づく基本的人権の行使は「人権の立憲主義回復的な行使」と呼ぶべきもので、いわ

ゆる「国民の抵抗権」が問題となるような立憲主義秩序が根底から破壊されるような局面とは一応

区別された、まさに「普段の」抵抗をバック・アップするものと理解できるのである。

公権力が憲法の条規やその精神に反した行動をとるときには――「選挙」「国民投票」という「非

日常」での意思表出の機会はもちろんのこと、それにとどまらず――表現の自由、請願権、財産権、

「知る権利」、平和的生存権、裁判を受ける権利など、多種多様な基本的人権の行使によって、こ

れを是正する。さらに、報道機関、教員集団、大学人、弁護士会などの専門家集団、政党、労働組
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合、NPOなどがそれぞれの「立場」「持ち場」において、基本的人権をこの意味での「公共の福祉

のために利用する」ことも憲法 12条に由来する「責任」といえるかもしれない。

いずれにしても、国民ないし団体が憲法 12 条の「責任」を果たす場面では、その時々の公権力

との関係において「中立」ではいられないはずである。とりわけ憲法尊重擁護義務を負っているは

ずの公権力がそれを無視する行為に及んだ局面において、それと対峙することをせず、「公正中立」

を理由に沈黙を続けることは、そのような憲法違反の公権力への「加担」にほかならないし、憲法

12条が訓示する「責任」の放棄とみなされるよう。

こうした観点から、自民党改憲案が試みる現行憲法の改変の対象に 12 条後段が入っている事実

も看過してはならない。自民改憲案の 12 条後段では、国民に「自由及び権利には責任及び義務が

伴うことを自覚し、常に公益及び公共の秩序に反してはならない」ことを求める内容に改められて

いる。現行憲法にある「公共の福祉」を「公益及び公共の秩序」に替えたことの意図や「権利には

義務が伴う」式の人権に対す無理解はかねてより批判されてきた点であるが、12条後段の削除は、

「人権の立憲主義回復的な行使」という発想を憲法から消し去ることに他ならない。

Ⅳ まとめ～排外主義・差別主義に抗い「個人として尊重される」（憲法 13 条）

世界へ

・世界規模での排外主義・差別主義の台頭―-「ポピュリズム権力者の暴言・放言」（橋下か

らトランプまで）が一般民衆の差別心を促進（「籠池小学校」からイスラム差別まで）

・沖縄への冷たい視点：国による「合法的暴力」（不服審査請求制度の趣旨外使用、反対派

市民の不当拘束、知事への個人賠償請求の示唆など）が民間の「沖縄ヘイト」を援助・助

長

★自らが「個人として尊重される」ことの重要性を知る者は、他者もまた「個人として尊重」さ

れてしかるべきと考えることができる＝他者に対する「共感力」「想像力」→共生のための「創

造力」


