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安倍首相が新年会見で「憲法改正に向けた国民的議論を一層深めていく年にしたい」

と発言するなど、改憲論議の高まりが予想されるなか、日本記者クラブでは、自民党

の改正案が決まり是非論争一色になる前に、憲法改正を考える枠組みについての、新

進気鋭の憲法学者による 5 回シリーズの連続研究会「憲法論議の視点」を企画した。 

第一回目は、東京大学大学院法学政治学研究科の宍戸常寿教授（４３）が、「国民

主権と立憲主義」「『政治の法』としての憲法」など、今回のシリーズの総論的解説を

行った。 

宍戸教授は、憲法論議を有効なものにする条件として「憲法改正をすること、ある

いは、しないことを自己目的化しない」ことをあげ、「広い観点から社会全体で質疑

討論を尽くすことが必要で、そのためにもメディアあるいはジャーナリストの間で健

全な協力と論争をしてほしい」と要望した。 

 

※論旨をよりわかりやすくするため、宍戸教授にお願いして、録音による発言の文

字記録に手を入れていただきました。 

 

 

司会：川上高志 日本記者クラブ企画委員（共同通信） 

YouTube日本記者クラブチャンネル動画 

 

○C 公益社団法人 日本記者クラブ

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JhRgddGqm-w&feature=youtu.be
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司会＝川上高志 日本記者クラブ企画委員

（共同通信） それでは、始めさせていただき

たいと思います。 

安倍総理の強い意向で進んできた憲法改正

論議が実際に国民投票まで行くのかどうかわ

かりませんが、その前段階として、基礎的な勉

強を日本記者クラブでやりたいと考え、シリー

ズ「憲法論議の視点」という全 5回の会見を設

定しました。 

きょうは全体的な総論ということで、憲法改

正というものの意味、それから、メディアの役

割をどう考えるかというようなことについて、

東京大学の宍戸常寿先生にお越しいただきま

した。 

申しおくれましたが、本日の司会を務めます

当クラブ企画委員の共同通信の川上と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

先生、よろしくお願いいたします。 

 

宍戸常寿 東京大学教授 ご紹介にあずかり

ました東京大学の宍戸でございます。 

メディアによく出てくる非常にエッジのき

いた憲法研究者は多いと思うんですけれども、

必ずしもそうでない、私なんかは代表でござい

ますけれども、もう少し実務的な、現実に憲法

の運用の中で憲法改正をめぐる議論はどうな

るべきかということを考えている研究者をこ

うして連続で呼んでいただけるということに、

改めて私からも御礼を申しあげたいと思いま

す。 

きょうは、この憲法論議の視点のうちの総論

ということでございますので、憲法改正という

ものがどういう作業であるのかといったとこ

ろから始めて、私自身が憲法、あるいは憲法改

正という作業をどのように理解しているかと

いうことをお示ししつつ、それだけだと、お昼

のすぐ後ですので眠くなるかと思いますので、

自民党あるいは立憲民主党で議論されている

ような憲法論議について、私のような立場から

みると、どういう点が論点として今後深掘りさ

れていくべきだろうか。賛成、反対というより

は、どういう議論の仕方であるべきか、あるい

は皆さんの報道に期待する点についてお話を

する、という形で進めさせていただきたいと思

います。 

お手元のスライドのコピーに沿ってお話を

させていただきますが、まず憲法改正の意義で

ございます。 

一般に、憲法は普通の法律の制定、改廃に比

べて、改正がより難しくなっております。この

ように、法律よりも改正の手続が難しい憲法の

ことを「硬性憲法」、かたい憲法と呼んでおり

まして、普通のリベラルデモクラシーの国、立

憲主義国では、大なり小なり、このような硬性

憲法の仕組みをとっております。 

 

安定性と可変性のバランス 

その理由はどこにあるかと申しますと、憲法

は、後で出てくる言い方でいえば「この国のか

たち」、いま比較している法律との関係でいい

ますと、法律を制定、改正あるいは廃止する基

礎となる、そのプロセスなどを定める、そうい

うものでございます。 

そうである以上、普通の法律よりも安定性が

高い、普通の法律よりも難しい手続でなければ

改正できないということが、まず一面において

要求されます。しかし、他方で、憲法も社会、

それから政治を対象としていますので、社会の

変化、政治の変化に合わせて変わらなければい

けないといった場合も当然出てきます。永久に

変えることができない、そういう憲法では、憲

法としての本来の役割を果たせないというこ

とが起きるわけです。 

そこで、憲法の安定性と可変性のバランスを

どのように保つかということが、まず一つ難し

い問題になっております。これは各国ごとに憲

法で工夫をしているわけですけれども、日本国

憲法においては、ご承知のとおり、まず衆参の

特別多数決で発議をし、そして、国民投票で過

半数の承認があった場合に憲法改正がなされ

るということになっております。 

この憲法改正の手続について、日本国憲法の

手続は厳格過ぎるのではないか。厳し過ぎるか



3 
 

ら憲法改正ができないのではないか、こういっ

た指摘がなされることがあります。 

この点ですが、普通の憲法の教科書には、日

本国憲法の改正手続は難しい憲法だというこ

とが書いてありますが、実は、私はそうではな

いと思っております。これは、憲法の字面だけ

ではなくて、きょうのお話全体にかかわります

が、憲法の実運用全体をみてからでないと、こ

ういうことは軽々に言えないと私は思ってお

ります。 

まず、日本国憲法は単一国家という形で規律

していますので、連邦制ではありません。です

ので、アメリカ合衆国の憲法改正のように、連

邦の議会で可決をした後、各州の政治単位の同

意というものは要らないわけです。 

簡単に言えば、国民から選挙で選ばれた国会

に集まっている国会議員の先生方、政治エリー

トの人たちの間で、全党派一致でないにしても、

広範な一致があれば憲法改正の発議ができる

わけです。そして、その広範な一致が国会議員

の間であるような憲法改正の提案について、国

民投票で否決されるというのは、よほど国会が

国民の意思から遊離していない限り、あり得な

いことだろうと私は思っております。 

この意味で、日本国憲法の改正手続は、実は、

少なくとも連邦制と比べるとはるかに容易で

あります。また、憲法によっては、会期をまた

いで、つまり、選挙を挟んで議会で繰り返し議

決をしなければ、憲法改正ないしは憲法改正の

発議はできない。そういった民意の確認という

ものを選挙で求める、といったような憲法も存

在します。 

それから、日本とよく比較されるドイツにつ

いて言いますと、ドイツの連邦議会は、基本的

には完全比例代表制ですので、その完全比例代

表制の国で3分の2の特別多数決がとられると

いうことは、要するに、与党第一党と野党第一

党、政権を担える政党の間で、この憲法を改正

しようという合意がある場合です。 

これに比べまして、日本国憲法は国会、衆議

院、参議院の構成、選挙制度のあり方を法律に

委ねております。その結果、例えば衆議院でい

えば小選挙区制、参議院でいえば都道府県選挙

区制を中心とした選挙制度になっているわけ

です。 

ここにおいては、選挙制度のつくり方次第で、

実際の得票率とは異なった形で国会の多数を

構成することが可能であるわけです。ドイツの

ような完全な比例代表制を基礎とする議会に

おける 3分の 2というのと、日本における衆参

の 3分の 2ということの意味合いは、非常に異

なっているわけです。 

こうしたこと全体を考え合わせますと、繰り

返しになりますが、主要な政党の間の一致があ

れば、そして、この政党ないし国会が国民から

遊離しているということがなければ、憲法改正

は日本で成立するものであります。それがいま

まで具体的な憲法改正に至らなかったのは、や

はり具体的な提案内容として、主要な政党間の

合意、あるいは、このような憲法改正提案を国

民投票にかけても否決されてしまうのではな

いか、といったようなことがブレーキになって

きた、こういうふうに考えるのが自然であるだ

ろうと私は思っております。 

 

立憲主義の多義性 

次に、憲法あるいは憲法改正をめぐっては、

この間、最近特にそうですけれども、立憲主義

という言葉が挙げられます。ここで、きょう、

私がお話ししたいのは、この立憲主義という言

葉の基本的な意味と、それから、同時に多様性

であります。 

一般に国家権力を法で拘束し、国民の権利・

自由を確保する、そのような政治のあり方のこ

とを立憲主義という。これは最大公約数的な立

憲主義の理解であり、このような立憲主義の考

え方は、リベラルデモクラシーと言いかえても

いいものだろうと思います。 

そしてまた、この立憲主義の核心を、市民革

命の時代、フランス人権宣言でうたわれた人権

保障と権力の分立、つまり、国民の権利・自由

を守るために国家権力を誰か、僣主であるとか、

独裁者あるいは専制君主が一手に握るのでは

なくて、権力を分けておくことが必要なのだ、
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というフランス人権宣言の 16 条の規定が、こ

の立憲主義のコアになる考え方を示している

と言われます。 

ただ、この立憲主義という言葉は、政治に関

する言説が全てそうであるように、歴史的に人

類の政治闘争の中で使われて、それで、内容が

固まってくる場合もあれば、また、政治闘争の

中で使われて、意味が拡張してくるといったよ

うなものもある。歴史的に発展してくる概念で

ある。それから、同時に、世界の各国の政治に

おける課題に応じて、立憲主義という言葉はバ

リエーションを持って使われてきました。 

例えば明治憲法下においては、天皇のもとで

国務大臣、具体的には藩閥官僚が政治を運営す

るというのが基本でありました。これに対して

国民の代表者が集まっている議会から、天皇の

責任を問うわけにはいきませんので、天皇のも

とで天皇にかわって政治を行っている国務大

臣の権力行使に対して、それは一体どういう理

由で権力を行使しているのかと説明を求め、問

題があった場合には、その大臣の責任を問うと

いう責任政治の観念が、大日本帝国憲法下で立

憲主義とか、立憲とか、あるいは護憲運動とい

う言葉で求められた内容であったわけです。 

これに対して現在のような国民主権の民主

主義体制のもとでは、議会から離れて権力行使

を行う、場合によっては国民に対して説明を行

わない無責任たり得るような権力というのは、

建前上、存在しないものであります。むしろ、

国民主権体制のもとでは、その国民を代表する

議会による専制支配というものが起こり得る、

それが問題であるわけです。 

そこで、現在のリベラルデモクラシーの国に

おいて立憲主義という場合には、法の支配とい

うふうにアングロサクソンの憲法伝統では呼

びますけれども、全ての権力が法によって拘束

される。そして、それは法律をつくる議会であ

ってもそうである。だから、憲法のもとで議会

も拘束される。そして、憲法に定められた国民

の人権を法律によっても侵害してはならない

し、そのことは憲法裁判所であるか、わが国で

あれば最高裁判所以下の裁判所の違憲審査権

によって議会といえども拘束される。これが立

憲主義のメルクマールということになります。 

また、このように法の支配でありますとか、

基本的人権というものがなぜ重要なのかとい

うことを考えていくと、それは、突き詰めます

と、日本国憲法では 13 条に書かれている、全

て国民は個人として尊重される。一人一人の国

民が自分で生き方を選び、その自分の生き方に

ついて責任を負う。そして、そういったものと

して、お互いがお互いを尊重し合う。そういっ

た社会のあり方というものに、根差すものだと

いうことになります。 

一点、ご留意いただきたいのは、いま申しあ

げたような個人の尊重あるいは個人主義につ

いて、われわれが日本国憲法を教える際に、憲

法 13 条の個人の尊重が一番重要な考え方です

よ、と申しあげるんですけれども、この考え方

が非常にエゴイスティックで、自分が好き勝手

な権利・自由ばかり主張して、その結果、全体

社会というものが成り立たなくなるのではな

いか、こういった批判があるわけです。しかし、

これは明確に誤解だと申しあげておきたいと

思います。 

いまのようなエゴイズム、いわば利己主義で

ございますけれども、これは個人主義という考

え方と明確に矛盾する考え方でございます。そ

れはなぜかといいますと、自分の好き勝手、自

分の権利とか自由だけを主張して、他人の権利

や自由を尊重しないと、何が起きるかといいま

すと、他人も同じように動く結果、結局、力と

力の戦いになってしまうわけです。 

日本国憲法はそうではなくて、自分の生き方

を自分で追求したい。そして、そういう生き方

を人に尊重してもらいたい。それが個人の尊重

であるわけですが、これは、当然に、自分が尊

重されたいと思うならば、他人のことも尊重し

なければいけない、ということを同時に意味し

ます。 

もちろん、個人の尊重は、社会であるとか、

国家であるとか、企業であるとかいった、何か

個人を超える全体に価値があって、その全体の

一部であることによって、人間が初めて価値を
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持つんだ、といった全体主義の考え方とは対立

しますけれども、同時に、利己主義の考え方と

も対立する考え方だという点にご留意をいた

だきたいと思います。 

このように立憲主義が多様な観念、あるいは

仕組みのセットで成り立っている、あるいは発

展してきて、さまざまなバージョンがあるとい

うことを、いま、お話ししたわけです。けれど

も、一般に日本で立憲主義という場合には、先

ほどの私の説明にも出てきましたけれども、権

力を制限するという側面が強調される傾向に

あります。 

ただ、私は、権力を制限すると同時に、むし

ろ、根底から権力をつくり出す、権力を構成す

る。民主主義社会では政治プロセスを形づくる、

そういった憲法の役割が重要であり、かつ、こ

の間の憲法改正に賛成するか、反対するかとい

った議論で、その権力を構成するといった立憲

主義の視点が見落とされがちだと感じており

ますので、少しその話をさせていただきたいと

思います。 

 

国民主権と立憲主義 

一般に国民主権という場合に、主権者である

国民があって、そして、主権者である国民ある

いは国民が選んだ議会と憲法が対立する。国民

主権と立憲主義が対立するのだ、というような

イメージで語られることがあります。しかし、

現実に、政治の場において決定を行う、あるい

は決定に正統性を与える国民とは、どういう形

で存在するのか。われわれが、例えば安倍首相

を手につかむことができるのと同じような形

で、生身の国民というのは存在しないわけです。

むしろ、選挙というやり方で国民の審判が下さ

れたり、あるいは国会での議論の結果、法律が

できたりする。これは、全国民の代表としての

国会の働きであるわけです。 

また、この場においでの方々が担っておられ

る世論というのも、単に一人一人の国民である

ところのジャーナリストが好き勝手なことを

言っているというのではなくて、あるべき民意

というのはこうであるだろう、あるいは民意が

前提とすべき情報というのはこうであるだろ

う、というような報道によって支えられている。

これも一つの国民の現れであり、なればこそ、

世論と呼んでいるわけです。 

それから、憲法改正における国民投票という

のも、制度によって、国民投票法によってつく

られた国民であるわけです。 

このように、われわれの社会が民主主義社会

あるいは国民主権の体制だといっても、現実に

は国民というのはさまざまな形で現れ、そして、

そのさまざまな形それぞれが、役割を担ってい

て、場合によっては制度によってつくられてい

る、そういう存在であるということになります。 

国民の中で価値観であるとか利害が収れん

している、そういった社会であれば、それでも

何となく国民というとこういう形をしている

よね、ということをみんなが共通のイメージ、

あるいは共同幻想かもしれませんが、持てたか

もしれません。しかし、現代社会というのは極

めて複雑であり、また、その多様性が、例えば

情報通信の発達あるいはグローバル化によっ

て、加速度的に多様性、複雑性が増していく、

そういった社会であります。 

こういった社会を、それでも共通の社会とし

てつなぎとめる。そして、一人一人が決定すべ

き問題、家族であったり、企業であったりが決

定すべき問題、社会全体で決定すべき問題を振

り分けていって、そして、社会を維持、発展さ

せていく。それが各国の民主主義、政治プロセ

スの課題であります。 

そうした中で、国民があらかじめいて、何か

わからないことがあれば、国民投票で聞いてみ

よう。それが民主主義だ、あるいは国民主権だ

というものではなくて、むしろ、個々の政治プ

ロセスの決定に正統性を与える国民というも

のは、政治プロセスを通じて、普通は世論を踏

まえて、選挙で選ばれた国会議員が公開の討論

を積み重ねて、最後は、選択肢が絞られたとこ

ろで多数決で決定を行う。こういうことによっ

て初めて国民というものは形成される、このよ

うに考えるべきだろうと思います。 
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そして、まさに、このような国民のあり方と

いうものを形づくっているのは、憲法を初めと

する、政治プロセスを規律する法そのものであ

ります。 

言いかえますと、立憲主義は、国民主権と対

立するものではなくて、まさに主権者である国

民をその都度形成するためのルールであり、し

たがって、立憲主義は国民主権の前提というふ

うに考えるべきだろうと思います。これを、立

憲主義と民主主義・国民主権がくっついたもの

ということで、立憲民主主義というふうに呼ん

でいるわけであります。 

 

「政治の法」としての憲法 

同じことを少し裏側からお話しします。日本

国憲法は政治プロセスあるいは国家権力をど

うやって構成しているかということですけれ

ども、まずは、先ほど申しあげた憲法 13 条を

はじめとする個人の基本的人権を保障するな

どして、日本における政治プロセスの目標は何

であり、その限界というのはどこにあるのか、

という大枠を設定いたします。 

問題は、その政治プロセスの中身、権力の構

成の部分です。現代社会は、一人一人が個人で

あり、意思決定をすることができる主体である。

そのようなものとして自律して平等である人

たちの間のコミュニケーションによって、われ

われの政治が成り立っています。したがって、

このコミュニケーションを保障する。日本国憲

法でいうと、21 条の表現の自由の保障あるい

は政治活動の自由が、これに相当するわけです。 

ただ、大きな社会で、構成員がばらばらにコ

ミュニケーションしているだけでは、選択肢が

収れんしていって決定を下すということはで

きません。したがいまして、国民の間の政治的

コミュニケーションが太く重なる中心点とし

て、日本国憲法は代表機関である国会を組織し

ています。この国会が全国民の代表と呼ばれる

のは、そういった事情によるものです。 

そして、国会がそれ以外の政治権力、具体的

に言えば政府を生み出すと同時に、その政府の

権力行使に対して説明責任を求めるというこ

とによって、政治プロセス全体の透明性、それ

から説明責任が確保されるというのが、日本国

憲法の最も重要な政治プロセスの規律、基本的

な権力の構成の部分になります。 

こうしたことを前提にして、この憲法をどの

ように理解すべきかということですけれども、

ここは憲法学者の中でも大きく見方が 2 つあ

り得るところです。 

1つが、憲法をスタティックに、静態的に理

解するものです。つまり、政治プロセスの中で

何が起きようとも、最終的にはアウトプットが

一定の矩を越えてはいけない、それが憲法であ

る。憲法は政治の枠を設定するものである、こ

ういう見方です。 

よく言われる「この国のかたち」という言葉

でいえば、スタティックな、静態的な憲法の理

解にあっては、憲法を制定した時点、あるいは

改正が行われた時点で、一定の形に、「この国

のかたち」の内容を固定するものとして、憲法

の制定あるいは改正は理解されます。 

これに対して、憲法をよりダイナミックに理

解する、動態的な理解の仕方があり得ます。こ

こでは、憲法は政治プロセスを形づくる。しか

し、その政治プロセスによって憲法は改正され

ることもあるという、憲法と政治の相互作用を

正面から見据えることになります。 

そして、「この国のかたち」は、一面におい

ては憲法によってつくられると同時に、また政

治の、あるいは社会の発展によって変わってい

くものでもある。憲法の憲法たるゆえんは、そ

の変化する「この国のかたち」が発展する、そ

のための政治プロセスのあり方、手続をしっか

り規律している。そして、動態的に政治プロセ

スが変わっていくし、憲法もそのプロセスの中

で変わっていくことがあり得る、というふうに

理解するのがもう一つの理解の仕方です。 

多くの憲法学者は、多分、静態的な理解を基

礎にしているだろうと思います。私自身は、い

ままでお話ししたところからおわかりいただ

けると思いますけれども、どちらかといえば、

動態的な理解も、静態的な理解と一緒にして、
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憲法という現象をみていくときに、両方が必要

だろうと考えております。 

そして、このような動態的な理解をとる限り、

ふだんの政治プロセスの中で憲法が運用され

たり解釈されたりするということと、憲法を改

正するという作業は、何か全くの別物ではなく

て、これは連続的な現象として理解すべきだと

いうことになります。 

そのことの含意は幾つかあります。 

憲法の改正は、ふだんの政治の中で憲法が運

用されたり、裁判所によって、解釈によって発

展させられたりということと連続的なのだか

ら、憲法の改正のときだけあたふたするとか、

全く新しい更地で物を考えるという必要はな

いだろう、ということが一つの含意であります。 

もう一つの含意は、憲法の改正のときになる

と、何か更地で無垢のキャンバスにいきなり何

でもいいから絵を描き出すような議論という

のは、やはりおかしいだろう。ふだんの政治プ

ロセスの中での現実の課題に対応するために、

憲法の運用や解釈がなされる。その延長線上で、

運用や解釈で解決できない問題を憲法の改正

で解決するんだ、こういうふうにみるべきでは

ないかということになります。 

 

憲法と憲法典 

いまお話ししたように、憲法は政治の法、政

治プロセスを規律する法でありますけれども、

日本で言いますと憲法典、日本国憲法という憲

法典の 103条の条文で、その政治プロセスを規

律し切っているわけではありません。現実には、

国会法であったり、公職選挙法であったりを初

めとする政治プロセスを規律する法、そして、

その内容は、憲法典に書かれていてもおかしく

ないような内容を持つ一群の法律が存在いた

します。これを憲法学の領域では実質的意義の

憲法と呼びますし、あるいは憲法にくっついて

いる、憲法を補完する、そういう法律であると

いう意味を込めまして、憲法附属法というふう

に呼んでおります。 

そして、日本においては、戦後 70 年間、憲

法は改正されなかったわけですけれども、しば

しばここに挙げた実質的意義の憲法、憲法附属

法を改正することによって、政治プロセスのあ

り方は大きく変わってまいりました。とりわけ、

90 年代以降の統治構造改革、選挙制度改革で

ありますとか行政改革、あるいは司法制度改革

によって、政治プロセスのあり方、したがって、

憲法の運用は根本的に変わってきているわけ

です。 

論者は、憲法附属法を改正することによって、

憲法典は変わらないけれども、実質的な意味で

の憲法が大きく変わったということを指して、

これを「憲法改革」と呼んでおります。 

私自身は、日本で憲法改正を議論するという

のであれば、この憲法改革が何を目標にして、

そして、どの程度成功したのか、あるいは失敗

したのか。それの思わぬ作用、良い作用、悪い

作用が両方あると思いますが、それはどういっ

たものだったのか。そういったことを踏まえて、

いま現在の私たちの政治プロセスがどういう

パフォーマンスを達成していて、そして、それ

を改める部分があるのだとすれば、どこにある

のか、といった手順を追って、憲法改正の要否

をまずは考えるべきではないかと思っており

ます。 

そこに、ヤフー「憲法について議論しよう！」

を挙げましたのは、こういった関心から、ヤフ

ーの政策企画部門と、それから、今シリーズに

登壇される京都大学の曽我部先生と私がご相

談するという形で、この統治構造改革について

若干の検証を有識者あるいは論者の方と行う、

といったようなイベントを約 1 年かけて行い

ま し た 。 そ れ は 全 部 、 ホ ー ム ペ ー ジ

（https://thepage.jp/series/694/）に載って

おりますので、ご関心のある方はごらんいただ

きたいと思います。 

いままでお話ししましたように、政治プロセ

スのあり方は憲法典を変えなくても、憲法附属

法を改正することによってかなり変わってく

る。あるいは憲法を変えるといっても、それは

解釈や運用を変えるといったやり方もあれば、

憲法典を変えるといったやり方もあるという

ふうに、いろんな物事を連続的に捉えていくと

いうのが私の見立てでありますけれども、もし

https://thepage.jp/series/694/
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そうだとすると、憲法典を改正するというのは

どういう意味があるのか、という疑問をおそら

くお持ちの方がおられるだろうと思います。 

この点は、通常の政治プロセスで普通の政策

が決まるということ、それから、憲法改革、憲

法附属法を変えることによって、憲法秩序が変

わっていくということ、そして、国民投票を要

する憲法典を改正するという形で、まさに本当

に憲法の根本的なあり方が変わっていくこと

の、それぞれの役割分担といいますか、それぞ

れが担っている部分があるだろうと私は思っ

ております。 

現実に、政治プロセスに何か変化をもたらし

たいと思うのであれば、それを憲法附属法の改

正で行うのか、憲法典を変えるというやり方で

やるのが合理的なのか、ということを、いわば、

仕分け、腑分けをしっかり行わなければいけな

いだろうと思っております。 

そのうえで、なぜ、憲法典の改正という作業

があるのかといえば、それは国民投票を要する

ということが私は決め手になるだろうと思っ

ております。先ほど申しあげました公職選挙法

の改正あるいは内閣法、国家行政組織法の改正

などは、要するに、政治エリートであります国

会での、もちろん世論を見据えたうえでの、議

論の中で実施されたものです。いわば、政治エ

リートの間で、与野党の間で、あるいは世論と

政治エリートの調整の中で物事が完結してい

るわけです。 

これに対して憲法典の改正の場合には、その

政治エリートの中で一定の幅広い合意が得ら

れたうえで、なお国民に聞く、という手続を踏

むというところに特徴があります。それは、言

いかえますと、この手続に期待されている最大

のものが、国民と代表者あるいは公職者の基本

的な関係を変更するといった場合だろう。その

場合には、代表者、公職者限りで決めてはいけ

ない。やはり国民に聞くべきだ。これこそが憲

法改正の最も重要なポイントということにな

るだろうと思っております。 

 

 

憲法の解釈 

次の話は、若干専門的になりますので、簡単

にお話をさせていただき、後で疑問があれば質

疑でお答えをしたいと思います。 

憲法改正を議論する、あるいは憲法改正を阻

止するといったような議論をする場合に、とに

かく何が何でもこういう条文で改正したいと

か、何が何でも改正させない、という議論にな

りがちのように私はみえます。しかし、本当に

憲法改正で何が起きるかというのは、その条文

だけで決まるものではなくて、その条文を受け

て、その後の政治プロセスで、政治家であると

か、官僚であるとか、メディアであるとか、法

律家であるとか、最終的には国民が、この改正

された憲法典の文言は何を意味しているのか

というのを、憲法改正の直後もそうですし、5

年後、10 年後、また新しい問題が出てきたと

きに、その憲法を運用して解釈することによっ

て、その憲法改正の規定の意味は決まってくる

ものです。それは、日本国憲法の規定が、いま、

解釈や運用で意味が決まっているのと同じで

あります。 

この観点から、日本国憲法の条文をみますと、

例えば国民主権、平和主義のような解釈が難し

いような基本原理規定と、かなり広範な解釈が

できる、法律家は「原理」的性格が強いとも呼

びますけれども、たとえばできるだけ最大限表

現の自由というのは尊重されなければいけな

いといった、原理的な性格の強い規定と、それ

から、一定の国会の少数派が要求してきた場合

には、臨時国会を開かなければいけないといっ

たような趣旨の統治機構の規定とでは、その解

釈や運用との関係で、それぞれ具体的な問題状

況が変わってきます。 

例えば国民主権や平和主義は、法的な解釈を

するというよりも、政治プロセスの中でそれを

構成する国民の意識でありますとか、世論に対

する影響、政治的、社会的な影響のほうが強い

ものです。 

それから、人権規定について言いますと、実

際には憲法改正によって細かいことを憲法に

書いても、あまり成功するものではなくて、具
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体的に法律をつくるときに、その憲法の趣旨、

人権の趣旨がどこまで反映されているか、とい

うことを真面目に考えたり、また、その法律の

実施、執行の段階で、国民の人権を侵害してい

るのではないかということを、個別の場面にお

いて検討したりする。実際には裁判所の違憲審

査に委ねる、判例による解釈に委ねる、という

ことがどうしても必要な領域になります。 

これに対して統治機構の分野は、国家機関の

間の権限であるとか手続を定めるという性格

上、民法とか刑法とか普通の法律に、どちらか

というと性格が近い。これをレジュメでは「準

則的性格が強い」と書いておりますけれども、

もちろん、解釈の余地はあるのですが、それに

しても国民主権とか基本原理とか表現の自由

とかいった人権の規定に比べると、解釈の余地

というのはかなり小さいわけですね。 

そのため、統治機構の分野については、何か

物を変えようという場合には、いま書いてある

憲法の規定を変えるとか、新しい憲法の規定を

つくるといったことが、どうしても重要になっ

てまいります。 

 

自民党「４項目」について 

ここまでが本当に総論の総論的なお話でご

ざいましたので、この後は、私の目からみて、

いま現在の憲法改正をめぐる主要な論議、ここ

では自民党と立憲民主党のペーパーを持って

まいりましたけれども、それについて、いまま

で私がお話ししたような視点からはどうみえ

るか、あるいはどういう点が議論の対象となる

べきかということを試論的にお示ししたいと

思います。 

まずは自民党の「4項目」でございますけれ

ども、憲法 9条の従来の政府解釈を動かさない

で、自衛隊を憲法に位置づける。これこそ、自

民党の憲法改正推進本部で議論されていると

ころの本丸であるだろうと承知をしておりま

す。 

これについて、賛成、反対ということは置い

て、真面目に、では、どうやったらそういう憲

法改正ができるのだろうか。そこにどういう問

題があるのだろうか、と考えてみますと、やは

り根本的な問題は、憲法典上に固定されるとこ

ろの従来の政府解釈というのは、そもそも何か

といった問題であります。 

それは、個別的自衛権に限られるのか、集団

的自衛権を含むのか。いわゆる集団的自衛権の

一部行使・容認を含むのかどうか、といった問

題もあります。 

それから、現在のところ、日本は国連の集団

安全保障、国連軍には関わっていないわけです

が、ＰＫＯには参加しているわけです。そのＰ

ＫＯへの参加は武力の行使ではないからとい

うことなのでしょうけれども、それを憲法に書

かないで、ただ、自衛隊とか自衛権ということ

だけを書き込むと、ＰＫＯを排除しているとい

うことに本来なるのではないか。むしろ、ＰＫ

Ｏへの参加を認めるというのであれば、それも

憲法にきちんと書くべきではないのか、といっ

たような疑問が出てきます。 

それから、昨年の 5月 3日以降、首相が憲法

改正をおっしゃる際に、一つは、自衛隊につい

て違憲の疑義があると憲法学者が多数主張し

ている、そういう違憲の疑義がないように、し

っかり自衛隊を憲法に明記するんだ、という主

張をされているように拝見しておりますけれ

ども、問題は、この自衛隊を適切に書き込むこ

とが憲法上できるかどうかであります。 

すでに世論でも、あるいは報道でも、そうい

う議論がみられるようになってきましたけれ

ども、例えば「自衛隊を置くことができる」と

一言だけ置くと、自衛隊の名のもとに、いまの

自衛隊とは違う自衛隊でも憲法上許されると

いうことになってしまうだろう。 

つまり、自衛のための必要最小限度の実力組

織として現在の自衛隊は日本国憲法のもとで

許される、このように政権見解は解しているわ

けですから、そうだとすれば、「自衛のための

必要最小限度の実力組織として自衛隊を置く

ことができる」、こう書かなければいけないだ

ろうということになります。 

しかし、そうだとすると、もう一歩先に進ん

で、自衛隊が自衛のための必要最小限度の実力
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として置くことができるとして、その自衛隊と

いうのを憲法にバンと書いた以上は、国会、内

閣、裁判所、それから会計検査院と同じような

憲法上の機関なのか、といった疑問が当然に出

てまいります。 

そうではないのだ。いまの自衛隊は、一つの

行政各部である。防衛省という行政各部の中の、

またもう一つの行政各部であるというのであ

るとすれば、「一の行政各部として自衛隊を置

くことができる」、こう書かなければいけない

はずです。 

そして、もし、そう書くのだとすれば、内閣

と行政各部の関係は、憲法 72 条で、通常の指

揮監督の系列があります。しかし、自衛隊と内

閣あるいは首相の指揮監督の形態は、普通の行

政組織とは異なっているわけです。そうである

と、それを書かなければいけないのではないか

といったように、芋づる式に従来の政府解釈の

根幹になる部分をある程度固めて、それを丸ご

と書くというふうにしないと、文字どおり、従

来の政府解釈を動かさないで、自衛隊を憲法に

位置づけることは難しいのではないかと思わ

れます。 

他方、そういうのは面倒くさいというので、

とにかく日本国は憲法9条2項にもかかわらず、

自衛のための必要最小限度の実力を行使する

ことができるんだ、自衛権があるんだ、これだ

け書くというのが一つのやり方であります。し

かし、これを書くと何が起きるかというと、自

衛隊そのものを憲法上オーソライズしたこと

にはなりません。 

例えばですけれども、現在の自衛隊に対して

否定的な憲法学者で、私程度にずる賢い方であ

れば、こういう憲法改正ができたら、逆にいく

らでも自衛隊のたたきようがあるんですね。 

いまの自衛隊違憲論は、自衛隊がそもそも、

あるいは自衛権がそもそも許されないという

議論よりは、いまの自衛隊の装備であるとか、

人員であるとか、それを動かす指揮命令系統と

か、ハード、ソフト全体含めて、自衛のための

必要最小限度を超えているのではないかとい

うことが力点であるわけです。 

そこに、9条 3項で、いまのように、自衛の

ために必要最小限度の実力を行使することが

できる、あるいはそういうものを持つことがで

きると、自衛隊という名前を使わずに書けば、

もうすぐ国会で、55 年改正下における政府自

民党と日本社会党の間の議論のような論争が、

たとえば、「この装備は自衛のための必要最小

限度を超えているのではないですか、どうです

か、総理」といったような議論が、憲法典の明

文上の根拠をもってできるようになるわけで

す。それでいいのかということが、憲法改正を

提案する側の狙いと合っているかどうかとい

うことが問題だろうと思います。 

残りの 3 点は簡単にお話ししたいと思いま

すけれども、例えば緊急事態情報を書く場合で

あっても、緊急事態において、例えば瓦れきの

処理とか財産権の制限をしたいというのであ

れば、それは国民保護法制の中で本来決着をつ

けるべき問題だろうと思います。あるいは議員

の任期を延長できなければいけないのではな

いかといった問題についていえば、これはすで

にある参議院の緊急集会制度を利用するとい

うのでは足りないのかどうか、という議論を詰

めたうえでないと、生産的なものにならないだ

ろうと思います。 

それから 3番目ですけれども、参議院の議員

選挙の合区を解消するように、都道府県から必

ず１人の議員を出すように、といった趣旨の憲

法改正ができないかというものがございます。 

この提案は、とりわけ都市部あるいは若い世

代からどうも評判が悪そうでございますけれ

ども、私自身は、これまでお話ししてきたとこ

ろからは、これこそ憲法論議の本丸に据えられ

るべきもの、自民党の「4項目」の中では、こ

れが一番プライオリティが高いものだろう、と

思っております。 

それはなぜかというと、一つには、1票の較

差に対する最高裁の姿勢が厳格化してきて、違

憲状態であるとか、あるいは昨年の最高裁判決

では、合憲なんだけれども、これは参議院の選

挙制度を根本的に国会が見直すということの

留保づきで、いまのところ合憲であるという判

決であったわけです。 
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このように、司法から憲法解釈の名において

1票の較差が問われている以上、その司法の判

断に沿う憲法附属法の改正を行うのか。そうで

はなくて、政治プロセスのあり方として、地域、

地方を重視する、そういう政治プロセスのあり

方にしたい、ただ、それには憲法上限界がある

と言われるのだから、憲法改正によってそれを

乗り越えていくかというのは、真っ当な議論の

やり方だろうと私は思うからです。 

ただ、この議論の前提になるのは、立法プロ

セスあるいは政治プロセスの中心になる国会

の場に、地方の意見が表明される、反映される

必要があるという見方ですけれども、これ自体

が一つの論争に置かれるべきだと思います。 

そうではなくて、世代であるとか、男女であ

るとか、それ以外にもさまざま政治プロセスの

中に代表されるべき利益とか属性とかが考え

られるところを、なぜ地方なのかということは、

もっときちんと議論されなければいけないで

しょう。 

また、地方という単位が代表されるべきだと

すれば、それは市町村ではなくて、なぜ都道府

県なのか。日本国憲法のどこをみても、都道府

県とか広域的な地方公共団体ということは書

いてないわけです。 

こういったことを考え合わせますと、もとは

合区解消といったような議論、あるいは最高裁

判決の厳格化といったところから始まったか

もしれないけれども、それは根底的には二院制

のあり方とか、国と地方のあり方といったもの

に触れているから憲法問題なのであり、それに

ついてきちんとした議論、やはり統治構造改革

の第 2 段階として議論をすべきだろうと思い

ます。 

それから、4番目、教育無償化でございます

けれども、これについては、世代間公平なのか、

世代内公平なのか、将来へ投資するという国家

目標なのか、という目標を整理したうえでない

と、政策手段としての教育の無償化の妥当性は

判断しがたいわけです。そういった政策目標に

ついて整理がなされていないところで、政策手

段である教育の無償化だけ書いても、ちょっと

うまくいかないのではないかというふうに考

えております。 

 

立憲民主党「当面の考え方」について 

次に、立憲民主党の「当面の考え方」という

ペーパーがあり、そこでは大きく 3つの点が指

摘されていたと思います。 

1つは、臨時国会を少数派が召集を要求した

のに召集されなかった、といったようなことが

ないようにする憲法改正が考えられるのでは

ないか。 

2番目は、衆議院の解散が恣意的に行われな

いように、それを限定すべきではないか、こう

いった議論であります。 

この 2つに共通して言えるのは、統治機構の

規定が遵守されているか、されていないかとい

う問題であります。 

そして、日本においては最高裁判所が統治機

構の規定について付随的違憲審査制の建前と

か統治行為論によって判断をしてこなかった

ので、まさに政治プロセスの間で、政治の運用

の中で何となくの決着をつける。これらの規定

が守られているか、守られていないかについて、

政治的解決を図ってきたわけですけれども、政

治の対立が厳しくなってくると、その合意によ

る調整、協調がなし得なくなってくるわけです。 

そうであるとすれば、立憲民主党の（1）（2）

のような議論をするのであれば、第三者的な、

例えば憲法裁判所によって、この憲法規定が政

治アクターによって遵守されているか、されて

いないかを争うような仕組みまで議論を進め

ていかなければいけないのではないか。政治プ

ロセスを法によって、それも裁判手続によって

統制するということまで考えなければ、話が完

結しないのではないかと私は思っております。 

それから、もう一点、衆議院の解散について

言えば、衆議院の解散事由を限定する、恣意的

な解散ができないようにするというのは、それ

自体としてはあり得る考え方ですけれども、や

はりこれを何のためにするか。政治プロセスの

クオリティを上げるためにどうするか、という
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観点から考えていかなければいけないものだ

ろうと思います。 

一つのポイントは、日本においては、この間、

ほぼ毎年のように国政選挙がある。参議院選挙

が 3年に 1回あり、また、衆議院選挙もいつあ

るかわからない。2年に 1回ぐらいあるという

状態になりますと、与野党ともに目先の選挙の

問題、また、それとの関係で対決、対立がクロ

ーズアップされて、特に財政であるとか、将来

的な社会保障のあり方といった問題について、

政党間での話し合いと妥協がしにくい状況に

あるだろうと思います。 

そうだとすると、例えばですけれども、参議

院選挙に合わせて、3年に 1回、衆議院の選挙

を行うようにするのも一つの手でしょう。いず

れにしても、何のために解散を限定するのかと

いう、やはり理由なしではいけないだろうと思

います。 

それから、立憲民主党からは、知る権利等の

拡充ともありますが、これは時間の関係上、省

略をさせていただきます。 

 

憲法論議が有意義なものとなる条件 

まとめのほうに入らせていただきたいと思

います。 

憲法を改正する、憲法を改正しないといった

議論がございますけれども、それが有意義なも

の、日本の民主主義のパフォーマンスを上げる

ためには、憲法を改正する、あるいはしない、

それ自体を自己目的化しないで議論すること

がまずは大事だろうと思います。 

次に、普通の法律あるいは憲法附属法の制定

改廃ではできないことなのだろうか。あるいは

仮に憲法を改正したとしても、その後の運用で

どうやって現実化していくのか。その際、普通

は憲法を改正すれば、それに合わせていろんな

法律を改正しなければいけなくなるわけです

ので、そういったことまでしっかり議論してい

かなければいけないだろうと思います。 

何よりも重要なのは、憲法のいまの現実のう

ち、何を具体的に変更するのか、あるいは確認

するのか。これは、言いかえますと、どこから

先は決めないかという問題でもあります。運用

や解釈に委ねるのか。それを憲法の改正を主張

する側も、あるいは憲法の文言を変えさせない

という側も、明らかにしていくべきだろうと思

います。 

 

ジャーナリズムへの期待 

この場にお集まりの皆様、ジャーナリズムへ

の期待を少し申しあげさせていただきたいと

思います。 

まず第一に、仮に国民投票になった、そして

憲法改正が通りました、あるいは否決されまし

たという場合、どちらに転んでも、おそらく既

成のマスメディア、ジャーナリズムは、負けた

側から絶対批判されると私は思います。あの報

道が偏っていたから、こんなことになったんだ

と絶対言われる、と思います。ですから、これ

はもう腹をくくってやっていただくしかない

と私は思います。 

そのうえでもう一点申しあげますと、選挙は、

人あるいは政党を最後は選ぶものです。そこは、

人が何をするか、何をしないかということは、

全て決まっているわけではないわけです。これ

に対して憲法改正国民投票というのは、一人一

人の国民が、この憲法改正の提案に賛成か、反

対か、という具体的な政策の帰結を選ぶもので

あります。 

したがいまして、選挙の公正を確保するため

の、あるいは選挙報道についてのマニュアルの

ようなものは、各メディアにおいてお持ちだろ

う、あるいはジャーナリストの方が経験を蓄積

されているだろうと思いますが、それが憲法改

正国民投票においては使える部分と同時に、使

えない部分があるだろうと思います。これはも

ういまのうちからシミュレーションをしてい

ただく必要があるのではないかと思います。 

それから 3点目でございますけれども、既成

メディアの報道が、要するに、新聞をみる、テ

レビをみるような一定の層の方に基本的に訴

えるわけですけれども、とりわけ、最近、新聞

やテレビをあまりみないというような若い世
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代の人たちは、憲法改正について、さあ、考え

ろと言われたときに困るだろう。 

そうなったときに、とにかくネットメディア

やＳＮＳなどで、何となく自分にフィットした

ような報道に接して、それによって自分の投票

行動を決められるということになれば、おそら

く根底的に社会におけるマスメディア、ジャー

ナリズムの存在意義が問われる事態が来るだ

ろうと私は思っています。 

むしろ、私としては、広く国民がネットメデ

ィアやＳＮＳにも触れる、同時にマスメディア、

あるいはこれまでのジャーナリズムの深く突

っ込んだ報道に触れることによって、自分の投

票行動を決定する。仮に憲法改正国民投票にな

ればですけれども。そういう中で、新聞とかテ

レビとかのよさを各世代が再認識する、そうい

うことになるべきだろうと私は思っておりま

す。 

そうやって考えていきますと、やはり国民一

人一人が、例えば憲法 9 条一つとってみても、

自衛隊はあってほしいけれども、何か遠いとこ

ろで変なことをやられたら困るとか、いろんな

複雑なイメージを持っていると思うんですね。

そういった一人一人の人たちが、自分が本当に

考えているのはこういうことであり、だから、

賛成に投票する、反対に投票する、といった真

意に基づく投票行動ができるような報道をし

ていただきたいと思います。 

そのためには、言うまでもないことですが、

幅広い観点から社会全体で質疑討論を尽くし、

賛成・反対の判断の対象、あるいは帰結を明ら

かにしていただくことが必要だろうと思って

おります。 

そのために、まさに、きょうの記者クラブで

のこうした連続講演会はそうだと思いますが、

メディアあるいはジャーナリストの間で健全

な協力、そして論争がなされることが必要であ

ろうと思います。 

もう一点だけ申しますと、ＮＨＫ以外の新

聞・放送あるいは雑誌は、広告収入を大なり小

なり財政的な基盤にしていると思いますけれ

ども、この場合、憲法改正についての賛成・反

対についての広告の扱いについては、かなりい

ろいろ問題があるのではないかという議論が

いまのところ出てきております。 

こういった場合、広告に限らずですけれども、

例えば読者に対してアクセス権あるいは反論

権の行使を認めるといったようなやり方も、一

つの検討に値するのではないかというふうに

思っております。 

若干時間を超過いたしましたが、私からの話

は以上でございます。ご清聴ありがとうござい

ました。（拍手） 

 

＜ 質 疑 応 答 ＞  

 

司会 どうもありがとうございました。ベー

シックなところから個別、各論に触れて、さら

にはわれわれメディアへのご意見にも触れて

いただきまして、ありがとうございました。 

会場からのご質問を受ける前に、私から 1

問だけ、導入として聞かせていただきたいと思

います。 

われわれメディアは、憲法改正というと、自

民党の「4項目」、立憲民主党の解散権、それ

に知る権利ぐらいを加えたところで報道が進

んでしまうわけです。そういう現状については

どういうふうにお考えでいらっしゃいますか。 

宍戸 ご質問、ありがとうございます。 

憲法研究者は、実は、世間で思われているよ

りも、非常に多種多様でございます。具体例を

言うのは差し控えますが、多様でございます。 

一般的に言うと、いまの多くの憲法学者は、

憲法がよくなるのであれば、憲法改正というも

のは誰も排除しない。日本国憲法に正面から憲

法改正の手続が書いてあるわけですから、それ

は排除しないし、ウエルカムである。ただし、

よく議論される個別、具体の憲法改正の提案の

項目をみていると、ちょっとなあ、という話に

なり、そして、そのよいとか悪いという評価軸

が人によって違うという側面はあるだろうと

思っております。 
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ただ、一般論として言いますと、先ほど、私

が申しあげた立憲主義ということにかかわり

ますが、立憲主義をよりよくしていく。私の言

い方で言いますと、政治プロセスの質をより高

めていく。いまのこれだけグローバル化した中

で、とりわけ、衆議院の小選挙区制を中心とす

る政治の中で、多種多様な価値とか利益が、ど

こか国会にうまく吸収されていってないので

はないか、という若干の心配があります。今後、

全体的に日本が人口減少していって、少子高齢

化が進んでいく、あるいは過疎地域がどんどん

生まれていくという中で、いろんなものを整理

していかなければいけない社会になっていく

と思うんですけれども、そういったことをうま

くやっていくといった成熟した民主主義のあ

り方を進めていくうえで、必要な選挙制度改革

であるとか、あるいは知る権利の保障であると

か、そういったことについてもっと議論がなさ

れたらいいのではないかな、というのが基本的

には私の見立てでございます。 

司会 ありがとうございます。 

それでは会場から質問を受け付けます。 

質問 きょうのお話の 1 と、それから 2、3

にかかわることです。 

まず、1点目のところで、硬性憲法について

のお話がありました。それで、日本国憲法の憲

法改正手続は厳格過ぎるかという点につきま

して、きょうの宍戸先生のお話ですと、厳格過

ぎることはないというお話でした。 

連邦制の国々との比較については、ドイツに

しろ、アメリカ合衆国にしても、基本的には議

会承認がまず大切という点があろうかと思い

ます。そういう点から考えると、日本が学ぶべ

きは、第五共和制の現在のフランス憲法からみ

れば、議会における賛否のあり方が一番大切な

のではないか。その点からは、やはり国民投票

まで求めるというのは厳格過ぎるのではない

か、という点についてどうお考えなのか、まず

お聞きしたいと思います。 

それから、立憲主義について、きょうの宍戸

先生のお話は、すんなりと素直に受け入れられ

るお話で、わかりやすいお話であったかと思い

ます。 

立憲主義の多様性という点は、おっしゃると

おりだろうと思うんです。ところが、日本にお

いては、先ほどのご紹介にもありましたとおり、

権力を制限する、権力を縛ることが立憲主義だ

という、それは間違いではないんですけれども、

非常に一面的な理解をし、また、それだけを強

調して主張する傾向がありますが、この現状を

どうみておられますか。 

私はこれでは立憲主義を全体として理解す

ることにはならないのだろうと思います。 

また、長谷部説によれば、民主主義をかなり

懐疑的にみているんですけれども、立憲民主主

義であるべきだというのが本来の筋だろうと

思うんですね。長谷部説というのは非常に特殊

な議論を展開しているように思いますが、この

点についてもどう思われるでしょうか。 

宍戸 ご質問ありがとうございます。2点ご

質問いただきましたので、それぞれ簡潔にお答

えしたいと思います。 

フランスが参考になるだろうというのは、ま

さにご指摘のとおりです。ただ、フランスの場

合でも、やはりフランスの憲法構造全体をみた

うえでの議論でなければいけないというのは、

先ほどからの私の話からおわかりいただける

だろうと思います。 

先ほど、ドイツについて言ったのは、一つは

連邦制もありますが、それ以上に、議会が比例

代表制になっているということがかなり大き

いというお話をしました。フランスについても、

フランスの第五共和制憲法というのは、議会の

力を弱める、そのために大統領と憲法院が議会

をいわば挟み打ちにする、といったような大き

な憲法構造が一つあり、さらにもう一つは、い

ま、ヨーロッパの国はどこもそうですけれども、

ＥＵという超国家的な組織の中で、ＥＵ基本権

憲章であるとか、ＥＵの仕組みとか、そういっ

たいわば枠の中でどうしても動かざるを得な

いわけですね。 

そういったところでの憲法改正の仕組みの

部分から学べる部分と、どうしても学べない部
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分は、それぞれあるだろう。そういったことに

ついての整理であるとか、分析がどんどん国民

の間に広がっていくことが私は必要だろうと

思います。これが 1点目です。 

それから 2点目でございますけれども、立憲

主義の理解について、権力を制限するといった

側面が、この間の日本の憲法をめぐる議論の中

で強調されてきているということでございま

すけれども、歴史的にいいますと、民主主義の

時代であろうが、その前の君主制の時代であろ

うが、とにかく歴史的にずっと通じた立憲主義

というものがあって権力のあり方を問わず、権

力を制限するという側面を強調しなければい

けないという学問的な一つの見方と、そうでは

なくて、昔は昔、立憲君主制の時代は立憲君主

制の時代、いまの民主主義の時代において立憲

民主主義、立憲主義をどう考えるかという見方

があります。大きな立憲主義という言葉で、い

ま、具体的にカバーしようとする対象が古いと

ころまで考えるか、狭いところで考えるか、と

いうことによっても違ってくると思います。私

がきょうお話ししたところは、立憲民主主義と

いう言葉からわかるとおり、後者ということに

なります。 

それから、長谷部教授の議論については、私

の先生のお一人でもございますが、一つは、長

谷部教授の議論の中でよく見落とされている

のは、政教分離が代表ですけれども、基本的に

は多様な価値観が共存する社会を成り立たせ

るためには、権力がどうでなければいけないの

だ、という議論がもともとの出発点にあるんで

すね。 

それは、多様な価値観が共存して、それが最

終的に公共空間で民主主義でものが決まると

いうことは当然の前提としたうえで、ただ、そ

の民主主義が行き過ぎると、その多様な価値観

のあり方を破壊して、特定の価値観で社会を壊

してしまうかもしれないという関心があって、

権力を制限するという立憲主義の側面を強調

されているのだろうと思います。 

したがって、政治的な現実との関係で、いろ

いろな学説がどういう機能を果たすかという

議論はありますけれども、理論的には、私のよ

うな立憲民主主義の立場をとる観点において

も、権力の暴走は抑えなければいけない。ただ、

私の場合には、権力が暴走しないためにも、た

だ権力を外側から制限するというよりも、権力

が合理的に形づくられる、責任を持った形でつ

くられるということが必要だ。 

そこが、多分、長谷部教授と私の違いで、論

争したら私が負けるのだと思いますが、しかし、

そういうふうに私は考えているということで

ございます。 

質問 ジャーナリズムの話をされたので、そ

ちらに絞ってお聞きしたいと思います。 

「国民一人ひとりの『真意』に基づく投票行

動につながる報道を」ということが赤で書かれ

ているんですが、そこはずうっと新聞メディア

として考えてきたところで、そうありたいと思

っていたんですが、あえてそこを注文された理

由はなんでしょうか。 

また、これまでの選挙報道と国民投票の報道

で、決定的に何か違うのはなにか。今までの選

挙報道のままで国民投票をやるとおかしなこ

とになるのではないか、と懸念をされているこ

とがあれば、教えていただきたいと思います。 

宍戸 選挙報道と変わることと変わらない

こと、両方をお答えしたいと思います。 

第一に、選挙報道との関係でいうと、一定の

短い期間の中で、1つの、あるいは複数の公職

のポストをめぐって、候補者あるいは政党がそ

れぞれ競争し合うわけですね。そして、その場

合については、基本的には、それぞれの候補者

あるいは政党を平等に扱うとか、少なくとも国

民からみて主要な競争者になるような者につ

いて、その発言であるとか言動を満遍なく取り

上げたり、マニフェストを取り上げる、といっ

たやり方がある程度確立してきているのだろ

うと思います。 

これに対して憲法改正国民投票の場合には、

ある政策、憲法改正の具体的な条文案に対して、

「賛成する」、「反対する」なわけですけれど

も、これは最終的にどちらかを選ぶことになる

わけですが、しかし、それぞれを支える理由づ

けは、人によって非常に異なるはずなんですね。 
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先ほど、少し 9条について言いましたけれど

も、例えば自衛隊を国軍として認めるべきだと

いう人から、逆に、自衛隊をいまのままでいい

んだという人までが、賛成の側に投票するかも

しれないし、逆に反対の側についても、自衛隊

があることはいいんだけれども、変なことをさ

れたら困るので反対だという人から、そもそも

日本は一切の武力を持つべきではないという

人まで、非常に多様な人たちの連合によって投

票がなされるわけです。 

そうなったときに、賛成とはこういうものだ、

反対とはこういうものだというような決めつ

けの報道をされると、多分、非常に投票に迷う

投票者が続出するのではないか、という点が心

配の一点です。 

もう一つの心配は、選挙とは違う新しい公平、

公正だという点で私が懸念しているのは、例え

ばとにかく日本国憲法をこういうふうに改正

すべきだという、メディアでよく出てこられる、

それなりにとんがった主張をお持ちの論者が

ずらずらっと並ぶ。そして逆に、日本国憲法は

一切変えさせないというダイハードな護憲派

の人たちをずらずらっと並べて、それぞれが太

平洋の両岸からとにかく撃ち合っているよう

な感じの、改憲派というのはこうです、護憲派

というのはこうです、という報道をされると、

それにぴったりくる有権者はいるわけですけ

れども、また、それによって学ぶ有権者もいる

わけですが、やはり多くの有権者にとって、学

びとか自分の真意に対する気づきが十分提供

されないのだろうと思うんですね。 

ただ公平、公正といって、改憲派の主張をこ

れだけ並べました、護憲派の主張を並べました

というものでは済まなくて、一つの政策につい

てかなり立ち入って踏み込んだ形で、その是非、

よしあしを分析したうえで、最後はあなた方が

判断してください、というような報道でないと、

真の意味で憲法改正国民投票における公正、中

立な報道とは言えないのではないか。そこは選

挙と違ってくるのではないかと思います。 

質問 いまの点に関連するんですが、広告の

扱いについてはよくわかるんですが、反論権や

アクセス権といった場合、フランスのようなこ

とをお考えなのか。プライバシーと法律が必要

だということだと思うのですが、具体的にどの

ようなことをイメージされているのか、教えて

もらいたいと思います。 

宍戸 ご質問ありがとうございます。 

例えばアクセス権、反論権のようなことを憲

法改正手続法に書くというのは一つのやり方

ですが、そういうことをやろうとすると、日本

新聞協会がこぞって反対することがあり得る

のかもしれませんが、それは私は一つのやり方

だろうと思います。 

つまり、憲法改正国民投票における公正、中

立というのは何なのか、ということをしっかり

考えた結果、例えば改正賛成派、改正反対派、

どちら派でも結構ですけれども、一定の広告を

掲示する場合には、同じスペースで反論を、同

じ面で、あるいは日にちをずらして掲載すると

いったことを、例えば法律で一定の報道機関に

義務づけるということは、私は真面目な検討に

値するのではないかと思います。 

しかし、それ以上に真面目な検討に値すると

思いますのは、新聞・テレビ各社において自主

的な取り組みとしてそういうことをする。しか

も、それはもうすでに個別の広告の入稿があっ

てからでは遅いので、自社内でいろいろポリシ

ーを議論していただいて、そして、わが社とし

てはこういう方針で国民投票について広告の

申し入れがあった場合にこう対応します、とい

う姿勢を示すというやり方も本来あり得るだ

ろうと思います。 

したがって、これは制度でという問題もあり

ますけれども、各社皆さんがそれぞれ、憲法改

正国民投票における公平・中立、とりわけ、広

告の取扱いについての公平・中立を保とうとす

るのか、しないのか。するとすれば、それはど

ういう形の公平・中立なのか、ということをい

まからよく考えておいていただく必要がある

だろう。その具体例として、ややどぎつい例で

すけれども、アクセス権、反論権ということを

申しあげた次第です。 

質問 1 点あるんですけれども、お話を聞い

ていて、「4項目」のところですけれども、つ
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ぶさにみていくと、圧倒的に議論が足りてない

だろうという受けとめを、私、お話の結果、抱

いたわけです。 

要するに、もっと憲法典の話と憲法附属法を

網羅的に、その 4項目を精査したうえで、どの

ような影響が及ぶのかという議論が全然足り

てない気がするという中で、安倍さんがおっし

ゃっているスケジュール感からすると、先ほど

の 5 月 3 日の話でいうと、2020 年だと。期限

は区切らないよという話をしていますけれど

も、いまの世論における議論の進捗状況と政権

が目指しているようなスケジュール感につい

て、どのようなお考えか教えていただけますか。 

宍戸 ご質問ありがとうございます。 

政治的なスケジュールは、私は政治学者では

ないので、よくわからないところもあるのです

けれども、もっと議論が深まって、具体的な条

文案あるいはその手前の論点整理について、公

党間でしっかりした議論がなされるというこ

とでないと、結局、どたばたした感じになって、

本来、やるべき憲法改正がポシャる、あるいは

やってはいけない変な憲法改正になるという

ことは、やはり危惧されるところです。 

せっかくなので、スライドを持ってきたので

お示ししますと、これはＮＨＫ放送文化研究所

がやられている憲法改正についての国民の意

識調査で、2002年と 2017年を比較したもので

す。出典を書き漏らしましたが、「放送研究と

調査」2017 年 10 月号に掲載されています

（https://www.nhk.or.jp/bunken/research/y

oron/20171001_9.html）。 

これをみると、2017 年段階ではありますけ

れども、多くの国民が、議論が深まってないの

ではないか。とりわけ、30代から 50代の男性、

女性がそう思っているという数字が出ていて、

そういった中で改正に賛成ですか、反対ですか

と問われても、国民としては判断が難しいとい

うことはあり得るだろうと思います。 

他方で、私は、憲法改正すべきだ、というつ

もりも、するなというつもりもないのですが、

本当に議論すべき課題ならば、国会でいろいろ

やり方を工夫して、真剣な濃密な議論をされる

べきだと私は思うんですね。 

例えば参議院の 1 票の較差の問題について

言いますと、もともと参議院には国の統治機構

に関する調査会があるわけです。例えばあそこ

での議論を参考にするとか、参議院の 1票の較

差、合区、あるいは二院制の問題については、

あちらの調査会と、それから参議院の憲法審査

会の合同で議論する。憲法だから、憲法改正だ

から、こういう議論の仕方をしなければいけな

いとか、こういう手順を踏まなければいけない

というだけではなくて、やろうとする実質に即

して、いろいろな各委員会との連携であるとか、

もっと議論を深める工夫は、あり得るのではな

いか。そこは与野党とももう少し自由に考えて

いただいていいのではないかなと私は思いま

す。 

質問 きょうのお話を伺っていると、憲法改

正というのはすごい大変なんだなと思いまし

た。安倍さんが想定しているのは、多分、自衛

隊を設置するという、多分、一行だと思うんで

すけれども、きょうのお話は、それでは済まな

いということですね。 

そして、きょうのお話を通じて、憲法をどう

いうふうに扱うかということがよくわかった

のですが、憲法というのは、そもそも非常に歴

史と関係がありますよね。明治憲法しかり、近

代国家をつくる。いまの憲法は、戦争に負けて

新しい国をつくる。そういう歴史の大きな節目

と憲法というのはかかわっています。 

いま、これから、憲法改正はあり得るのか、

あり得ないのか、必要なのか、必要でないのか。

どういう時代、歴史意識を感じておられるのか。

きょうのお話は、これが憲法学というものだ、

そこは大変よくわかったのですけれども、もっ

と大きな意味で憲法というものを位置づけて

いく、ジャーナリズムはそこにかかわっている

わけですよね。そのあたりで何かご意見、ご感

想があれば伺いたいと思います。 

宍戸 ご質問ありがとうございます。 

私自身がどういうふうに考えるかという話

は、きょうは時間がないので、しないで済むの

https://www.nhk.or.jp/bunken/research/yoron/20171001_9.html
https://www.nhk.or.jp/bunken/research/yoron/20171001_9.html
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かなと思いましたが、させていただく機会を与

えていただいてありがとうございます。 

立憲民主党の「当面の考え方」とはちょっと

違う流れですが、その３番目にかかわります。

いま現在、まさに安倍政権自身が今後の日本社

会のあり方として、いわゆる第 4次産業革命だ

とか、あるいは Society 5.0 という言い方で、

情報化社会のさらに行き進んだ先として、情報

通信が発達して、ＡＩ、ＩｏＴ、ビッグデータ、

あるいはシェアリングエコノミーといった新

しい社会のあり方、もっと人間と機械とかテク

ノロジーが融合して新たな価値が生まれてい

くような社会のあり方を構想して、そこへ向か

っていろんな計画を進めているわけです。 

そして、それは単に経済発展とか、労働力不

足の解消とかいう問題ではなくて、当然に社会

のあり方に、社会を効率的に運営しなければい

けない政治プロセスのあり方にもかかわって

います。 

最近だと、エビデンスベースドな政策立案が

必要だ。ちゃんとした具体的なデータがあって、

そのデータに基づいて政策をやらなければい

けない。もうちょっと言いますと、政局で、あ

いつの顔が気に食わないから、この政策はポシ

ャるとか、あの人の顔を立てなければいけない

から、足して 2で割るような政策とか、そうい

うある種のゆがみは当然なくしていかなけれ

ばいけないということに、Society 5.0を進め

ていくと、私は政治行政がなっていかざるを得

ないと思うんです。ですから、現在、行政もオ

ープンデータを進めているわけです。 

そういった、いわば民主主義のあり方がもう

一段高くなってくる。憲法改正の国民投票もそ

うですけれども、個々の政策についてしっかり、

どういう価値を生むのか、そして、それを支え

る事実は何であるのか。そういったものが情報

通信技術であるとか、あるいは経済でどういう

ふうに達成されるのかといったことについて、

広くさまざまな知が、行政機構の中だけではな

くて、企業であるとか、われわれ一人一人の国

民であるとか、インターネット空間にもあるわ

けですから、そういったものをうまく集約して、

対立軸として提示して意思決定をする。 

そういうことに適した選挙制度であったり、

政治のあり方について、私も具体的なデザイン

があるわけではないですけれども、議論してい

き、そのために必要であれば憲法を改正すると

いう議論を始めないと、もう 5 年、10 年たっ

たときに、多分、日本経済とか日本社会は世界

の中で大変なことになるのではないか。 

そこを私は危惧していますし、そういった骨

太な議論を、まさにメディアを含めて、あるい

は政治も含めてしていただきたいし、私も機会

があれば参加したいと思っています。 

質問 私は、昭和 23年に中学 1年生になった

んですね。そのときに、校長先生が 1年間、講

堂に集めて憲法の解釈をずうっと講義してく

れたんです。しかし、いまの国民からすると、

一体、いまの憲法をどう思っているかというこ

とはなかなか把握されてないんですね。 

例えば自衛権というものについても、国民か

らすると、憲法そのものをみた場合、自衛権が

あるということが確認されてないと、やっぱり

まずいのではないかと思うんですね。自衛権の

確認の条項を入れる必要について、先生のご意

見を聞きたいというわけです。 

宍戸 ご質問ありがとうございます。 

これは、結局のところ、憲法改正で何をした

いのかということによるのだろうと思います。

つまり、自衛権の存在を確認したいので書くと

いうのは、私はあり得る改正のやり方だと思い

ます。 

ただ、もう一点重要なのは、自衛隊の存在を

憲法上確かなものにするために自衛権を書く

というのは、目的と手段の関係が対応していな

いということになります。そのことを踏まえた

うえで、なお、自衛権を憲法に書く、確認する、

そのこと自体に意義があるかどうかという問

題について、さらに進んで言いますと、私はこ

れは両面あり得るだろうと思います。 

両面あり得るだろうと申しますのは、一つは、

ご指摘のとおり、日本国憲法の条文をみたとき

に、重要なことが書いてない。だから、書いて

おいたほうがいいというのは、一つの考え方で

す。しかし、同時に、これまで政府が常々議論
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してきたり、国連憲章というもっと高いものに

も書いてあるので、いまさら、あえて書く必要

はないのではないかという議論もあり得ると

ころです。これは、両方、議論して決着をつけ

るべき問題です。 

そしてもう一点は、いまの段階で、むき身で

自衛権をただ書きますということになると、い

ままでの現状に何か変更をもたらすかどうか

ということです。自衛権をただ書くということ

で、憲法に書く以上、それは、ほかの 9条なり、

ほかの条文の解釈に波及してくるところがあ

ります。そして、その波及を打ち消すような形

で、とにかく自衛権を確認するという形での書

きぶりができるかどうか。私は、憲法研究者と

しては、そこに興味があるということになりま

す。 

質問 私、テレビ局の報道出身なんですが、

四半世紀前に読売新聞が憲法改正試案を発表

して、私のところのテレビ局、当時、政治部長

だったんですけれども、朝ニュースで 1分、最

後の項目でちらっとやっただけでした。読売新

聞は5月3日に安倍首相の単独インタビューで

憲法改正のスケジュールを鮮明にさせ、その一

方で予算委員会で安倍さんは朝日新聞はうそ

つきと、反朝日を鮮明にする。 

朝日と読売が憲法については両極、護憲派と

いうか、改憲派というか、そういった、いま、

日本のジャーナリズムが分断されているわけ

ですね。国民世論も、多分、分断されている。

各党間の意見も分断されている。 

特に憲法第 9条をテーマにしてしまうと、日

本国の「和の政治」に大きな禍根を残すのでは

ないか。つまり、分断国家、分断社会を生んで

しまうのではないかという懸念に対して、先生、

どんなご判断をいただけるでしょうか。 

宍戸 ご質問ありがとうございます。 

個々の新聞社のことは申しあげませんが、包

括的な論調、包括的なメディアであろうとする

限り、いま、挙げられた 2つの新聞社は、読者

に大変多様な方をそれぞれ抱えておられると

思いますので、実際に憲法改正が現実化してく

ると、一方的な決めつけとか、ある種のキャラ

クターでは済まない問題が私は出てくると思

います。 

その意味で、いま、名前を挙げられた新聞社

もそうですけれども、メディアの皆さんの間で

論争すべきところは論争する。しかし、共通認

識や、例えば憲法あるいは政治について議論の

質を上げていこうという点では、私は協力が一

般にできるのではないか、あるいはしていただ

きたいと思っております。 

いまの憲法改正のお話について、国民世論が

分断されているのではないかというお話にか

こつけて申しますと、これは先ほどのＮＨＫの

文献の調査ですけれども、下の図で、支持政党

（自民）のところで、2002年と 2017年で、0.131

と 0.585という数字が出ております。 

この統計の数字の意味は、私、厳密にはよく

わからないところがあるんですけれども、専門

家に聞くと、要するに、2002 年の段階では自

民党支持者である人と自民党支持者でない人

との間で、憲法改正に対してどういう心構えと

いうか、賛成・反対であるかという分布は、有

意な差がない。 

つまり、自民党支持者の中でも憲法改正に賛

成する人、反対する人の比率があり、自民党支

持者でない人の中にも賛成・反対の比率がある

わけですけれども、そこに大きな差がないとい

うことでございました。 

これに対して 2017 年になると、アスタリス

クが 2つついている。つまり、これは自民党支

持者の中に憲法改正に賛成・反対する人の比率

の中で、憲法改正に賛成する人が非常に多い。

これに対して、非自民支持者や自民党支持者で

ない人の中には、憲法改正に賛成か、反対かと

言われれば、反対であるという人が多いという

数字でございます。 

つまり、憲法改正をめぐって、政治それ自体、

政党政治それ自体が、ある種の分極化をしてい

る状況なのだろうと思います。これは、政治改

革以降の自民党、とりわけ、現在の安倍さんが

総裁として率いている自民党が、ある種のイデ

オロギー的な純化をしてきた、あるいはそうい

った外部の支持勢力に支えられているという
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ことの現れなのだろうと思いますけれども、こ

ういう形で、ある特定の政党に対する、あるい

は政治家に対する好き・嫌いだけで憲法改正が

議論されるようになると、これは非常に危険な

兆候であり、まさにマスメディアの皆さんの底

力に期待したいと私は思っております。 

司会 ありがとうございます。 

まだご質問はあろうかと思いますが、いただ

いたお時間をちょっと過ぎてしまいました。こ

れできょうの会見を終わりにさせていただき

たいと思います。 

先生に、会見の前に揮毫をいただきまして、

「立憲主義と政治権力の構成」、きょうの冒頭

お話しになられたことですけれども、われわれ

もこれからの報道に当たって考えなければい

けないお言葉だと思っております。 

きょう、大変お忙しい中、貴重な時間をいた

だきまして、ありがとうございました。これは

日本記者クラブから、些細ではありますけれど

も、いつも申しわけございません、記念品です。 

宍戸 ありがとうございました。（拍手） 

司会 それでは、これで会見を終わりたいと

思います。どうもありがとうございました。 

文責・編集部 

 
















