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＊シリーズ 3 回目は、憲法改正問題で最大の争点となっている憲法第九条をテーマ
に取り上げた。
より多角的な視点からテーマに迫るために、今回のシリーズでは唯一、立場の違う
2 人のゲストをお呼びした。会見は、自民党の党大会直前で、改憲に向けた自民党改
正案の最終的な取りまとめ時期にあたり、参加者の関心も高かった。

※論旨をわかりやすくするため、青井・井上両先生にお願いして、発言の文字記録に
手を入れていただきました。
※レジュメは巻末にあります。
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本日は 9 条の議論ということでお招きいた

司会＝川上高志 日本記者クラブ企画委員（共
今回は「憲法論議の視点」シリーズ

だきましたが、私は必ずしもこれまで 9 条を専

の 3 回目です。１回目「総論」
、２回目「憲法

門的に研究したわけではございませんで、立憲

改正の国民投票」と取り上げてきましたが、き

主義とか憲法裁判所などを主にやってまいり

ょうは 9 条についての検討会となります。

ました。9 条についてはこれまでたくさんの研

同通信）

究の蓄積がありまして、青井先生初め専門の先

ちょっと永田町の方が騒がしくなっていま

生がたくさんいらっしゃいます。私は専門的に

す（注：財務省決裁文書改ざん問題）が、こち

やってきたわけではないということで、新鮮な

らは淡々と 9 条の論点整理をしたいと考えて

目で少し違った角度から、憲法 9 条についてど

おります。

のようなことを考えるべきか、どういう視点か

自民党は、3 月 25 日の党大会に向けて、改

ら捉えるべきか、ということをお話させていた

憲に向け 4 項目の条文案の取りまとめに入っ

だきたいと思います（※編注：巻末に資料があ

ています。今週 15 日に 9 条についての全体会

ります）
。

合が開かれる予定で、そこでおそらく安倍総理

最初に、プログラムに従いまして、「9 条の

が示された 9 条加憲案に対して複数の案が示

意義と改正の是非に関する基本的見解」につい

されるのではないかと思います。きょうはまだ

てお話をさせていただきたいと思います。

案が絞り込まれていない段階ですが、非常にタ

まず、9 条が持つ意味ですけれども、この規

イミングのいい会になると思います。

定は、これまで日本国憲法のいわゆる三大原理

憲法については、それぞれの条項でさまざま

の一つに挙げられる平和主義を表すものとし

な解釈があるわけですが、特に 9 条では、長い

て位置づけられてきました。しかし、そもそも

議論の経過、過程ということもありまして、今

憲法 9 条が制定時にどういう意味を持ってい

回はゲスト講師を 2 人お招きいたしました。

たのかということを確認する必要があると思

学習院大学の青井未帆先生、九州大学の井上

っています。

武史先生です。きょうは、貴重な時間をありが

憲法が制定された背景や過程を眺めてみれ

とうございます。

ば、憲法 9 条や平和主義は、日本の敗戦に伴っ

まず、憲法 9 条の意義と、その改正の是非に

て受諾したポツダム宣言およびその後、調印す

関する基本的な考え方ということを、お 2 人の

ることになる降伏文書を履行する意味で制定

先生方に 15 分ずつお話しいただいて、それぞ

された、という意味合いが非常に強いわけです。

れに対してコメントをいただく。その次に、い

当時の学説、学会もこの見方は共有をしてお

ま議論されている自民党の具体的な草案につ

りまして、例えば一番標準的な日本国憲法の注

いてのご所見をまたお 2 人から 15 分ずつぐら

釈書をみますと、9 条の制定は、「ポツダム宣

いお話しいただいて、それに対するコメントを

言の最も重要な履行としての意味を持ち、かつ

いただく。その後、会場からの質問をお受けす

講和条約の成立と占領軍の撤収の前提条件を

るという進め方で行きたいと思います。

満たす意味を持った」、ということがはっきり

私たちが報道するに当たって、憲法 9 条の論

書かれています。

点を整理する勉強会にしたいと考えています

降伏文書の履行という面と、さらに将来的な

ので、ご協力をよろしくお願いいたします。

平和条約の締結、つまり、占領解除の要件とし

それでは、最初に井上先生から、憲法 9 条の

て重要な意味を持っていたということになる

意義と改正の是非に関する基本的見解につい

わけですね。その一番の目的は、基本的には軍

てお話しいただきます。よろしくお願いいたし

国主義の否定。これはポツダム宣言に書かれて

ます。
井上武史 九州大学准教授

いますし、さらに武装解除ですね。これもポツ
ご紹介にあずか

ダム宣言で書かれています。この 2 つの、いわ

りました九州大学の井上武史と申します。
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ば占領の目的を実施する。さらに、平和条約締

先ほども述べたように、普通、憲法の制定は、

結の条件として、こういうことが連合国から突

最初から最後まで、つまり起草の段階から、議

きつけられたということは事実として押さえ

会での審議、採択に至るまで自国民の手によっ

ておくべきものと思っています。

て完結するわけですけれども、戦争とか内戦の

その次の「国際社会が関与して制定された憲

後、国が混乱している状態では必ずしもそうで

法」という見出しですけれども、これは日本国

はないことが起こるわけです。そのときに、国

憲法の制定のあり方の説明として提示されて

連や先進国が、戦争とか内戦の後に当該国家を

いるものです。従来、日本国憲法については、

民主化するため、あるいは平和勢力として国際

これは「押しつけである」
、あるいは「押しつ

社会に復帰させるという目的もあると思いま

けでない」という議論がありましたけれども、

すけれども、民主化や平和構築のために行われ

日本国憲法が占領期に、主権のないときに制定

る国際的介入の一種として考えられておりま

されたことは疑いありません。

す。

原文が連合国によって英語で作成され、審議

そして、この理論によりますと、日本国憲法

の過程でもずっと裏の統制が行われていたこ

は、国際社会が関与して制定された憲法である

とはすでに明らかにされており、日本国民が自

と考えられます。この憲法の特徴は、当該国家

主的に制定したものではないということは明

が自主的に再建できない、あるいは国際社会に

白な事実です。その意味で、「押しつけ」とい

復帰させるために、外国勢力と一緒になって憲

うのも間違いでないのですが、ただ、押しつけ

法を制定する点にあります。

だ、押しつけではないという議論は、自尊心を

このような憲法にも、さらに 2 つの種類があ

非常に傷つけるものなので、感情的な議論にな

ります。「全面的に国際化された憲法」と「部

りやすいのだと思います。

分的に国際化された憲法」です。「全面的に国

もっとも、外国の議論をみますと、日本国憲

際化された憲法」というのは、自国民が一切関

法が「imposed constitution」つまり「押しつ

与せずに制定された憲法です。1995 年のボス

けられた憲法」の典型であると説明されるのが

ニア・ヘルツェゴヴィナ憲法がそれにあたるの

一般的で、押しつけ憲法論は日本国憲法の認識

ですが、そのようなものを本当に「憲法」と呼

として間違いではないわけですけれども、ここ

んでよいのかどうか、憲法学で議論があるとこ

で私が紹介したいのは、もう少し別の観点です。 ろです。「部分的に国際化された憲法」という
のは、外国勢力と国民が一緒になってつくった
日本国憲法は、憲法理論的には「国際化され
という憲法ですけれども、日本は部分的に国際
た憲法（constitutions internationalisée）」
化された憲法に分類されているのが現状だと
に分類されます。平たく言えば、国際社会が関
思います。同じく敗戦国のドイツ憲法も、日本
与して制定された憲法であるということです。
国憲法と同じく、部分的に国際化された憲法に
憲法は普通その国の最高の自治規範なので、国
分類されます。
民によって、国民限りで制定されるのが通常で
特に資料の下のほうをみてみますと、ドイツ
す。憲法を制定する権力を憲法制定権力と言い
ますが、これは国民だけが行使できるものです

の基本法があります。日本も同じく敗戦国です

（詳しくは、「立憲主義とテクスト」論究ジュ

が、ドイツの基本法と並んで日本国憲法もこう

リスト 20 号 112 頁以下をご参照ください）
。で

いうふうに位置づけられていることになるん

は、国際社会が関与して制定された憲法とは何

ですね。つまり、これらの憲法では自国民だけ

かというと、本来国民が独占的に行使するもの

で憲法制定が完結してないということで、アメ

である憲法制定権力の全部または一部が国際

リカ、フランスとは違って、他律的な憲法とい

機関や外国に譲渡された状態で制定された憲

うふうに位置づけることができるわけです。

法というふうに定義されます。

ですから、日本国憲法は、ポツダム宣言や降
伏文書という国際約束を履行する目的で、かつ、
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GHQ が関与して制定された憲法ということに

法のです。

なります。実際、日本側が自主的に検討した松

つまり、1 項では放棄されていないというも

本委員会案が GHQ に拒否された事実があるわ

のを、2 項によって放棄されているという解釈

けなので、その段階で日本側の自主的な憲法制

をするわけですけれども、これは先ほどとは逆

定の機会はついえたと言えると思います。ここ

に、1 項に法的な意味を認めていないというこ

までで歴史的な経緯をごく簡単にお話しさせ

とになって、1 項と 2 項がなぜ 2 つあるかとい

ていただいたところですけれども、それでは、

う存在理由をきちんと説明することができま

それでは、憲法 9 条の解釈をどうみるかという

せん。

ことが問題となりますが、次にこの点について

ですから、通説的見解を批判するのははばか

簡単にお話をさせていただきます。

れるのですけれども、解釈としては、①とか②

日本国憲法が制定されたときは、占領期でし

の解釈は、実定法の解釈としては成り立たない

て、主権のない状態であったわけです。そうす

と思います。つまり、法文の解釈はというのは、

ると、憲法は文字どおりの最高法規ではありま

法文の存在理由をきちんと説明できないと合

せんで、その上には総司令部の命令などがある

理的ではないので、私のみるところは、従来の

わけです。その限りでは、憲法 9 条の矛盾や解

解釈は成り立たないなというふうな感じはし

釈のあり方がそれほど深刻に問題になること

ております。もちろん、学界でこういうことを
は基本的にはなかった。武装解除されたあとは、 言うと、お叱りを受けるのかもしれないのです
問題となり得るような実力組織もなかったわ
けれども、新鮮な目で素直にみると、そのよう
けですので。

に感じるわけです。

問題となるのは、日本が独立を果たし、占領

それでは、政府はどう解釈しているかといい

が終わったときに、初めて憲法は最高法規にな

ますと、やはり 1 項と 2 項、それぞれの存在意

る。そのときに、憲法 9 条は文字どおり最高法

義をきちんと整合的に理解しようということ

規として整合的に解釈される必要が出てきた

で、それぞれに意味を認める解釈をとっていま

ということで、ここで解釈の対立が起こるとい

す。これは、憲法が最高法規になったことから、

う事態が生じました。

当然、憲法の内部で 1 項と 2 項とを整合させな

学説の 9 条解釈というのは、これもたくさん

ければいけないということで編み出された解

あるわけですけれども、主なものだけをここで

釈であると言えると思います。

挙げさせていただいています。

それはどういうことかというと、9 条 1 項は、

当初の政府見解、有力な学説の唱えていたも

不戦条約に倣って自衛権が否定されていない

のは、1 項で放棄されるのは、自衛戦争を含め

と解釈するわけですけれども、もしそうなので

た全ての戦争である。2 項は、その 1 項の確認

あれば、自衛のための最大限度を超えない範囲

規定であるという解釈です。これが有力に唱え

での実力行使は、本来認められなければならな

られていたわけですけれども、しかし、こうい

いはずですね。自衛権を認めるのだったら、自

う解釈をとると、本来、1 項だけで十分なわけ

衛権を行使できる最大限度まで認められると

でして、2 項に法的な意味を認めない解釈であ

いうのが普通で、現に諸外国はそのようにに理

ると考えることができます。

解をしているわけです。しかし、他方で、日本
国憲法には 2 項というものがあります。2 項は

他方、②の通説的見解ですけれども、これは、
1 項は不戦条約などの国際法に倣いまして、放

一切の戦力の不保持ですので、それだけをみる

棄されているのは侵略戦争だけで、自衛戦争は

と、一切の実力行使を裏づける実力組織の保持

放棄されていないと解釈するわけですけれど

を禁止しているように見えます。そうすると、

も、2 項の戦力不保持・交戦権否認により、結

一見すると相矛盾する 1 項と 2 項とをどういう

局、自衛戦争まで放棄されていると解釈する方

ふうに整合的に理解するかというと、1 項の解
釈の中に 2 項の要請を入れる。で、2 項の解釈
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の中に 1 項の要請を入れるということです。

これは、政治が憲法に従って行われるべきだ

つまり、1 項で自衛権はあるけれども、2 項

という立憲主義の考え方と相入れないと思い

があるためにそれを最大限度まで行使しない

ます。つまり、政治が従うべき憲法の中身がす

ということですね。他方、2 項は実力行使を禁

ぐわからないわけですね。

止しているけれども、1 項は自衛権を認めてい

そうすると、どういうことが起こるかといい

るので、その範囲での実力行使と実力組織を認

ますと、権力はみずからの行為が正しく憲法に

めるという理解に立っているわけでして、ここ

のっとって行われているかどうかを判断でき

から、自衛のための必要最小限度の実力行使と

ない、あるいは解釈を通じて憲法の意味を融通

そのための実力組織の保持は禁じられていな

無碍に操ることができることになります。他方、

い、という解釈が辛うじて導き出されているの

国民の側からみても、憲法の意味が直ちにわか

だと思います。

らないために、権力が憲法に従って政治を行っ
ているかどうかを評価できないということに

このような解釈は、欺瞞的だと言われること

なるわけですよね。

があるのですが、しかし、欺瞞的なのは憲法の
方でありまして、その憲法を合理的に解釈する

ですから、立憲主義との関係というと、統治

と、この政府の見解、これは内閣法制局が生み

者の行為を統制および評価できていないとい

出した見解ですけれども、これ自体は、合理的

う点で、9 条の規範性、あるいは規律力という

な解釈だと考えることができると思っており

ものはなくなっていることが問題であると言

ます。

えると思います。その意味で、解釈改憲の歴史
というのは、立憲主義を弱める効果をもつので

問題は、この複雑な解釈を今後また続けてい

くのか、あるいは条文を改正することによって、 望ましくありません。
シンプルなものにしていくのかという話にな

そのため、現に通用している意味、内閣法制

るのだろうと思っております。

局とか政府見解でも構わないのですけれども、

3 番目ですけれども、9 条についてどのよう

現在、行政の解釈として通用している意味を明

な論点があるのかということをお話しさせて

文化して、できるだけ解釈の余地を与えないよ

いただきたいわけですけれども、ここでは 4

うにすることは、立憲主義の観点からはむしろ

点ほど指摘させていただきます。

望ましいわけですね。つまり、現在は解釈でい
ろいろ物事を決めていますけれども、明文化す

第 1 点目は、先ほどからお話ししております

ることによって、その幅を狭めていくというこ

占領目的との関係ということでして、9 条は占

とは立憲主義にかなうと言えると思います。

領期に占領目的で制定された規定ですので、そ
れを独立後も維持することは、そもそも妥当な

3 番目は、民主主義との関係です。9 条は武

のかということです。これを独立後も維持した

力行使の範囲や軍備の規模などを定めている

ことによって、先ほどの政府解釈のような複雑

わけですが、そのような安全保障政策にかかわ

な技巧的な解釈をとらないと整合的に理解で

る事柄を、改正が極めて難しい憲法で固定する

きないことになっていますので、こうした状況

ことは合理的な方法なのか、という問題です。

を何とかする必要があるのではないかという

つまり、2015 年の安保法制のときも、本当

のが 1 点目です。

はわが国の平和と安全や国際社会の平和と安

2 点目は、立憲主義との関係ということです。 全にはどうするのが一番適当なのか、という政
策論をもう少し闘わせるべきだったと思うん
これはあまり指摘されることはないかもしれ
ませんが、9 条においては、条文と意味が乖離

ですけれども、結局、全ての措置が憲法問題に

している。つまり、条文に複雑な解釈を施さな

還元されていくわけですね。新しい措置をやろ

いと条文の本当の意味にたどり着けないとい

うとすると、それは全部憲法に適合しているか、

うことになっているわけですね。

してないかという話になって、実質的には安全
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保障論議になかなかなりにくいという側面が

司会

ありがとうございました。憲法の成り

あります。ですから、そういう改正が難しい憲

立ちのところから、改正論議で考える論点につ

法で安全保障政策の一部を固定化することが

いて整理してお話しいただきました。では、青

合理的か、という点は問題があると思います。

井先生お願いいたします。

これは、ほかの国の憲法との比較をすること

青井未帆 学習院大学教授

でも言えまして、現に多くの国は武力行使の範

学習院大学の青

井でございます。

囲とか軍備の規模を憲法では書かずに、通常の

お手元に資料を配付していただいておりま

政策問題として議論をし決定しているわけで

すので、そちらに従って少しお話をさせてくだ

す。しかも、それが不合理的であるとは考えら

さい。

れてはいません。憲法で武力行使の範囲とか軍

1 つ目の「憲法 9 条の改正の是非に関する基

備の規模を固定しようという動きは、私の知る

本的見解」というところですけれども、まず、

限り、ほとんどみられないわけでして、その点、

いま、われわれがどういうような状態にあるの

日本がこういう建前を今後も維持するのかと

かをきちんと認識することは、憲法 9 条の改正

いうことは、大いに議論すべきことかなと思っ

問題を考えるうえで非常に重要であると考え

ております。

ます。

最後の 4 点目は、国際協調主義との関係とい

そこで、レジュメ「状況」の 1 番目に挙げて

う点ですけれども、これは、憲法のもう一つの

いますが、森友財務省文書改ざん問題に象徴さ

原理である国際協調主義が 9 条によって足を

れる政治が、いま私たちが議論の前提にしなけ

引っ張られているのではないかという問題で

ればならない政治に他ならないことを直視す

す。これは次のところに条文を載せていますけ
れども、憲法は平和主義を掲げていると同時に、
国際協調主義も掲げているのですが、9 条の平

べきでしょう。
これまでしばしば言われてきた「行政の中立
的運営とこれに対する国民の信頼」はすっかり

和主義が国際協調主義の足かせになっている

メッキが剥がれました。国会の国政調査権（憲

のではないかということ、これをどう考えるか

法 62 条）は鈍っています。言葉がどんどんと

ということの問題提起をさせていただきたい

軽くなり、実質的な説明が一向にされない。政

と思います。

治のありかたに非常に深いダメージが与えら

例えば世界の平和と安定、国際社会の平和と

れている。果たして、そういう中で、憲法改正

安定という点では、国連のＰＫＯでありますと

の議論をするとはいかなる意味を持つのでし

か、あるいは集団安全保障措置があります。こ

ょうか。この危機的な状況を正しく認識するこ

れについて、いまの 9 条のもとで日本がそれら

とを抜きに、9 条改正論も含めて、憲法改正は

の活動に参加できるのかという問題です。政府

論ぜられないのではないか。

は、多分、集団安全保障措置ではできないとい

事柄は、緊急事態条項もそうですけれども、

う立場だと思うのですけれども、本当にそれで

現在提案されている憲法 9 条改正素案によれ

いいのかということも、国連加盟国の一つとし

ばこれまでよりもずっと大きな権限が内閣に

て考えるべきときではないかと思っておりま

与えられるわけです。そんなこと、現実的に可

す。

能なのか。この問題を捨象してはならないとい

さらに、人道的干渉という新しい問題につい

うことを強調いたしたいと思います。

ても、日本としてどうすべきかということにつ

それから、2 つ目ですけれども、平成 24 年

いて、9 条改正論議の中で、もう少し広い視野

に自民党の日本国憲法改正草案が出されてお

から考えていくべきではないかなと思ってお

ります。3 月 25 日に党大会では、4 項目につい

ります。

て条文案が決まってくることになるのでしょ

以上４点、お話しさせていただきました。

うけれども、4 項目以外の論点も忘れてはなら
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ないでしょう。平成 24 年の改憲草案に示され

めまとめておきますと、次のようになります。

た日本の国がらの強調や、個人の尊重にもあま

なぜ、憲法 9 条改正が必要なのかが、よくわか

りコミットしているようにはみえないところ

らない。改正を必要とする事実に基づく議論が

は、優先 4 項目の背後に通奏低音として存在し

どこまできちんとされているのか疑問である。

ているのではないのでしょうか。そういうこと

非常に抽象的なところでフワフワッとしたも

も含めて、憲法 9 条の問題も考えるべきなので

のにしかなっていないのではないか。もし必要

はないか、ということを最初に指摘いたしたい

ないならば、変える必要はないわけです。

と思います。

説得的に改憲する理由が示され得ると仮定

その次に「現状」でございますが、ここ数年

するなら、理論的にみれば、それは戦後の体制

の安保政策の変更は大変大きなものでござい

そのものや日本の行く末を変えるものとなり

ました。

ますので、大きな意味を持つことになります。
しかも、波及する問題領域は大変広く、かつ困

2014 年に、従来の政府解釈を変更すること

難な論点ばかりであろうと考えます。

により集団的自衛権の行使容認が、限定的とは
いえ、なされたわけですが、私はこれは「本来

実力の統制という問題は、ここ数年に生まれ

はできないはずのことを無理を通してしてし

たものではなく、近代日本の出発地点からの課

まった」と理解しています。

題であることにも注意を払う必要があります。

そして 2015 年の安保関連法の制定につきま

そしてまた、この問題は単に 9 条の解釈にとど

しても、これも十分な説明がされないまま強行

まるものではなく、これまでも条文およびその

採決されてしまい、内容的にももちろん手続的

解釈、安全保障をめぐる諸政策、さらには平和

にも違憲の法律である、こういう理解に立って

へのコミットメント等々、後で「9 条のプロジ

います。

ェクト」という言葉を使いますが、総体として
機能させてきたというべきです。大きな問題を

この点につきましては、いろいろな見解もあ

非常に矮小化してしまっている。

り得るところかと思いますけれども、現状で言

元来は大きいはずの問題を小さく語り、しか

いますと、依然として法律家共同体全体で一般
的に共有されている理解をもとにするならば、

も極めて不真面目な態度で 9 条問題が扱われ

そしてまた、各地で提起されている違憲訴訟な

ていることへは、いかなる政治的な立場に立と

どを踏まえるならば、これは依然としてまだ白

うとも、批判的にならなくてはいけないのでは

にはなっていない、黒ないしはグレーの部分が

ないか。

たくさん残っているといえます。

あたかも改憲が目的であるかのように、何で

しかしながら、例えば敵基地攻撃能力を維持

もいいから変えたい、そういった姿勢にみえま

すると、相手の脅威圏の外から攻撃できる長距

す。こういうようなことのために、実力に関わ

離巡航ミサイルの保有について予算に計上さ

る議論を簡単にしていいのだろうか。私は、そ

れたり、「いずも」の空母化が語られたり、着

もそも実力統制を論じられるような土壌も、基

実に日米同盟の深化が進行して、既成事実が積

盤も、状況にもないと考えます。どういう国家

み上げられている。さらには、先制攻撃の可能

を目指しているのか、青写真をきちんと示すこ

性を示唆したと受け止められなくもない発言

となく、憲法をいじろうとしていて、非常に危

が、首相みずからの口から飛び出すに至ってい

険な状態にあると理解しています。

る。これは専守防衛が有名無実化であり、9 条

いま申しあげました 9 条のプロジェクト

を具体化し規範を支えてきた枠組み全体が揺

等々、9 条の働きについて、少し敷衍をさせて

らいでいると言わざるを得ないと考えてござ

いただきたいと思います。

います。

1 ページ目の（2）に移ります。9 条の働きに

この 1 つ目で申しあげたいことをあらかじ

ついてです。現状の議論で欠けている視点だと
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私は考えますけれども、9 条は国内の法秩序に

能だったのだろうか。全く真空状態で、背景も

閉じている問題ではないという視点です。元来、 なく、9 条のような条文をつくることは可能な
安全保障は国内法秩序に閉じることのできな

のだろうか。私は無理なのではないかなと思い

い問題領域で、その点が憲法のほかの条文とは

ます。9 条は、いろいろな意味で、ただならぬ

性質を大きく異にしています。国際政治、国際

条文です。

法との交錯においてあらわれる問題である。さ

「戦争の惨禍」という言葉が憲法の前文に使

らには、憲法を頂点とする憲法秩序の外にある

われておりますけれども、多かれ少なかれ、全

「権威」も考えなくてはならず、日米安保条約、

ての人が体験した戦争の惨禍があって、9 条と

日米地位協定など、
「日米同盟」の関係と密接

いう条文が憲法に入りました。この出発点は消

不可分である。

すことができないわけですし、改正するとなれ

観察するならば、国内法秩序の外で重要な安

ば、絶対に振り返らなくてはいけない点だろう

保政策の基本方針が決定されて、それらが国内

と思います。

法化されてきています。そういった、これまで

そこで、9 条のプロジェクトの背景といたし

の経緯や、有事の際の自衛隊の指揮権が実質的

まして、2 点をここでは考えておきたいと思い

にどこにあるのかという問題を思えば、残念な

ます。

がら、この問題は純法理論的に解決することは、
もともと不可能であると言わざるを得ません。

1 点目が、国際法の到達点の国内法への編入
です。考えてみますと、1928 年の不戦条約で

９条改正は、この点をよく踏まえなくてはいけ

戦争が違法化されたのではありました。しかし

ない問題と考えます。

ながら、戦争をとめることを人類はできなかっ

先ほど来使っている言葉でありますけれど

た。事変という、戦争に至らないような武力紛

も、私はこの頃、
「9 条プロジェクト」という、

争をとめることができなかった。結果として第

必ずしも法的なタームではない言葉を使って、

二次世界大戦で、第一次大戦をはるかに上回る

9 条について考えるようになりました。前文や

犠牲者を出してしまった。

9 条の条文、そしてそれらの解釈、関連する諸

こういうことを踏まえまして、国連憲章では

政策、そして憲法文化全体をひっくるめて、ひ

「戦争」という言葉を避けたわけですよね。武

とつのプロジェクトとして、日本の平和主義は

力行使そのものを違法化する。これは大きなス

見る必要があるのではないか。また、憲法秩序

テップだったと言えます。ただ、軍事による平

の中での機能のみならず、対外的な関係におい
ても、他国からの要求を断る正当な理由として、
つまりいわば「防波堤」としての役割を働いて

和という考えは捨てられていません。個別的自
衛権、集団的自衛権、そして集団安全保障とい
うような例外を設けておりますので、武力行使

きています。9 条は、「論理」や「戦略」
、「価

の「原則」違法化ということになります。

値」など、様々な要素が複雑に絡み合う中で働
いてきたことを、改めて確認したいと思います。
いま、2014 年以降、顕著に変化が生じてい

これは、国際的な軍事の統制の試みです。長
い長い道のり後、もはや戦争をする権利が、国
家の当然の権利ではなくなったのです。攻めら

るのは、「論理」の面です。その前に、もしか

れたときに自衛のための措置を講ずることが、

すると国民の共有する「価値」の面ですでに変

国際法上の違法性を阻却することができるか

化があったのかもしれません。「論理」の変化

という問題となったのです。

を受けて、さらに「価値」の変化も起こってい

従いまして、こういう国際法の体制を維持す

るものではありましょう。多面的に、複雑に絡

るためには、手前勝手な理由で、「自衛なんだ

み合いながら、これまで動いてきていると理解

から戦争していいんだ」ということを許すわけ

できます。

にはいきません。加盟国には、国際法の抜け道

さて、その次に、プロジェクトの背景に着目

をつくらないという責務が課せられています。

します。9 条プロジェクトなど、一体、なぜ可
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そうでないと、戦争の違法化へのこれまでの努

国際法のスタンダードを超えないということ

力が無に帰してしまうからです。

を維持してきたのだ、と私は理解しています。

その次に、レジュメで、武力行使に関する法

9 条だけのお話ではない。そして政府の 9 条

（jus ad bellum）と武力紛争中の法（jus in

の解釈は、それ単体では十分な力を持たず、つ

bello）を分けてありますが、この観点からみ

っかえ棒として関連する諸政策が必要だった。

ますと、9 条というのは比較的素直に理解でき

いま現在は、専守防衛をやめるかどうかとい

ます。武力行使に関する法について、武力行使

うところなのでしょう。専守防衛という言葉自

をするか、しないかという時点で、日本国憲法

体はまだ捨てられていませんけれども、実質的

はもうしないという選択肢をしているからこ

にはぎりぎりのところにあると考えます。攻撃

そ、武力紛争中の法に関わる問題が生じない、

型の兵器を持たないという点も、早々に覆すに

というのが非常に素直な解釈なのだろうと思

至りそうである。憲法 9 条のプロジェクト全体

います。だから、交戦権を持たないということ

のお話でいうと、危ういところにあるのでしょ

になる。

う。ただ、論理の点からすると、大きな傷を負

しかしながら、政府解釈は jus ad bellum

ってしまっていてはいるものの、まだグレーな

の例外を認めておりますので、必然的に jus in

ので、いまなら、まだ政策の変更により、選択

bello の問題が生じています。これを手前勝手

肢として 2014 年よりも前に戻るということも

な理由で jus in bello の問題を自分たちと関

考えられます。そういう中で憲法 9 条の改正論

係ないのだ、国際法と関係ないところで自分た

も考えていかなくてはならないと思います。

ちはできるのだという話を始めてしまうと、そ

2 つ目の、平和という価値という点ですけれ

れこそ、これまでの積み重ねがオジャンになっ

ども、もともと「平和憲法」という別名をもつ

てしまいます。政府が交戦権の否認についての

日本国憲法、特にその 9 条は「戦争は絶対にだ

解釈で、日本独自の交戦権なのだとしてきてい

めだ」
「人を殺すことは決して許されないのだ」

るのは、このような問題を抱えています。説明

といった価値への強いコミットメントと不可

の仕方としては非常に危うい。

分な形で始まっているのではないのだろうか。

どうしたら国連加盟国として負う、国際法の

こういうようなモラルの話を憲法論に入れ

体制を破壊しないという責務を果たすことが

るのは異論もあろうかと思います。ただ、私は

できるか。問題が顕在化しないのは、国際法の

このところ強く思うのですけれども、こういう

スタンダードの下限をさらに下回る場合に限

道徳的な支えなく、9 条のプロジェクトを維持

られるということなんでしょう。そうである限

することは、できないのではないか。もしそう

りにおいて、国際法上違法であるという指弾を

だとするならば、いま、こういう話をしないで、

受けない。問題が顕在化しない限りにおいて違

いつするのだろうかと思うわけです。

法性を追及されることはなく、したがって、国

「死は鴻毛より軽し」だったり、「お国のた

際法の体制を破壊することもない。こういう非

め」というようなことを、180 度価値観の転換

常にぎりぎりの綱渡りのところで、憲法、国際

をしたところから出発したはずだったのでは

法を処理してきたという側面があります。

ないのか。

そう考えてみますと、非常に難しい綱渡りを

ダレスから再軍備を迫られたときに、吉田茂

可能にしたのは、9 条の解釈だけではないこと

が「そんなことは日本の女性が許しませんよ」

が明らかです。問題を顕在化させないための工

と言ったこと、それをどこまで私たちは「よく

夫が、必要不可欠だからです。集団的自衛権の

わかる」という感覚をもって、思いを馳せるこ

行使の否定、専守防衛、攻撃型兵器を持たない、

とができるのだろうか。空爆をされる側の立場

他国の武力行使と一体化しない、行政機関とし

にどこまでコミットできるのだろうか。簡単に

ての自衛隊、それやこれや、問題を顕在化させ

空爆をする側の立場に立ってしまっているの

ないことを担保する仕組みがあって、ようやく
9

ではないか。それやこれやを考えたときに、実

争の反省ということでこれまでは必要だった

は、9 条改正というのは、この平和という価値

かもしれないのですけれども、この制限をいつ

を語らずしては、決して本来論じ得ないお話の

まで残すべきなのか、どのような条件が整えば

はずだということを強調いたしたいと思いま

解除されるのか。

す。

もしかして、9 条がなくなってしまうと、ま

まとめます。まだ 2014 年政府解釈の結果は、

た軍国主義になるのではないか、という懸念が

完全に固まっていない。いまなら、まだ政策の

あるとしたら、それは本来、われわれの民主主

範囲は広くもなり得る。なぜ、9 条改正によっ

義的な能力、民主的な政治の能力の問題になる

て、性急に狭めるのか。そもそも、9 条改正が

はずでして、多分、それこそ平和主義よりもっ

なぜ必要なのだろうか。必要がないのに変える

と深刻な問題だと思うのですよね。その点につ

ようなことは、非常にばかげたことである。

いてどういう見通しがあるのかということを、
率直にお尋ねしたいと思います。

司会 ありがとうございます。井上先生は憲
法の解釈のほうから展開をされて、青井先生は

司会

ありがとうございました。では、青井

若干政治的な視点というところからお話をさ

先生、いまのことへのご回答も含めて、冒頭に

れたかなと思います。

井上先生が提起されたプレゼンテーションに
対してご所見をお願いします。

それぞれにコメントをいただくと申しあげ
ていたんですが、時間の関係もあり、ここでそ

青井

ほかの国との比較という観点も含め

れぞれ、ぜひここの点はご指摘されたいという

てプレゼンテーションいただいたんですけれ

ことがあったら、簡単にお願いできますでしょ

ども、やはりわが国の場合は、先ほど、ちょっ

うか。

と述べましたけれども、明治初期からの課題と

まず、井上先生から、青井先生のご所見に対

して、実力をどう統制するのかという課題がず

して、この点は指摘しておきたいという点がご

うっとあった。それに失敗したのが第二次世界

ざいましたらお願いします。

大戦だったとするならば、簡単に、過去がなく、
ほかの国と比較するというのは、私はそもそも

井上 さすが青井先生はご専門なので、非常

できないお話だろうと思います。

に詳しい理論で、私もたいへん勉強になりまし
た。日本国憲法にとって、9 条の平和主義がア

軍を動かす統帥という作用をどうやって憲

イデンティティを構成している。それを憲法の

法で制御するのか。これの一つの回答として 9

プロジェクトとしてこれまで守ってきたし、こ

条があるという以上は、大日本帝国憲法よりも

れからも大切にしていきたいという思いは理

前に存在した実力の統制という課題、これを失

解しているつもりです。

敗したわけですけれども、もう一度振り返るこ

ある人は「9 条は平和のお守りみたいなもの」
と言っていましたが、そのような感覚を、私は

となく先には進めないだろう。少なくともほか
の国と平らなところで比較できるような形ま
で行くには、まだわれわれはやらなければいけ

別に否定するつもりはありません。それは、皆

ない課題がたくさん残っていると考えます。

さん、各自の思っていることで構わないと思っ
ています。ただ、他国との比較や、憲法理論の

もし、そういうような課題を克服してといい

観点から客観的にみた場合、9 条は武力行使の

ますか、自分たちなりにこうしなければいけな

範囲や軍備の規模など、他国では見られないよ

いんだという答えがみつかったならば、それは

うな特殊な制限を設けているわけです。でも、

私は大変大きな規模の憲法改正を論ずるスタ

普通の国はそういう事柄は憲法には書いてい

ートラインになるのだろうと思いますし、そう

ないわけですよね。憲法に書いていなくても、

いうことを経たうえでなら、ほかの国の民主的

多くの国は平和主義を守っているでしょうし、

な統制過程との比較はできるのだろう。まだで

特段、軍国主義化もしていません。日本は、戦

きないというのが私の理解です。
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それから、民主的な過程を信じられないのか

関係というのは、むしろそちらの観点からアプ

というご指摘もあったかと思うんですけれど

ローチしなければいけないのではないかなと

も、私は、現状で、いまの政治家がどこまで実

思っております。

力の統制についてわがこととして考えている

司会

ありがとうございます。議論をもう少

のか、非常に疑問をもっています。もっと自分

し深めたいところではあるんですが、後の質問

たちのこととして、統制の任務を自分たちが負

のところで、この議論をまた深めていきたいと

っていると考えているのであれば、例えば南ス

思います。

ーダンでの日報問題への対応であったりとか、
ああいうことにはならなかったのではないか。
本当に文民統制ということを語り得るのか。

次に、2 つ目のテーマであります、自民党が
検討している 9 条改正案についてのご所見を
いただきます。お手元に資料を配付していると

前提となるような状況がつくり出せているの

思いますが、これは先日の自民党の改憲草案で、

だろうか。そうではない。米艦防護とかイージ

自民党内から 100 を超える条文案が示された。

ス艦への給油というものも、報道されたからこ

これを類型的に分類した、その条文の資料です。

そわかった部分がありますし、もともと首相は

今度は青井先生からよろしいですか。

これを国会できちんと説明しますということ

青井

を言っていたわけです。そういう説明が実際の

条文案に沿って細かいお話というこ

とではなくて、もう少し広い観点から眺めてみ

ところなされているわけではない。

たいと思います。

それやこれやの状況を考えるならば、民主的

自民党の改憲案は、2 項削除と 2 項維持とい

な政治過程に委ねれば全てが解決するのだと

う、いくつかのパターンが現在示されていると

思うのは、あまりにも無責任なのではないかと

ころで、どうなるのかというのは、まだ流動的

思います。

な部分もあると伺っていますけれども、基本的

これとプラスして、多分、すでにプレゼンテ

には 2 項を維持したうえで自衛隊を明記する

ーションへのお答えにもある程度なっている

という案が強いのかなと思っています。2 項を

のかなと思うんですけれども、もう一つ別の点

維持する、あるいは削除する、自衛隊を明記す

を申しあげますと、規律力がなくなっていると

る、自衛権を明記する、いろいろと議論があり

いうお話ですね。条文と意味の乖離がある。統

ますけれども、いずれも同様の問題をはらんで

治者の行為を制御できていない。

おり、その最大公約数的なところを捉えてみた

これはかねてより指摘されてきたことでも

い、というのがここでの私の話の趣旨です。

あるのかなと思うんですが、ただ、本当に規律

維持にしても、削除にしても、いずれも 2

力がないというのはどうなのか。憲法 9 条のも

項の意義とか意味をなくすものであろうと考

とで、さっき、プロジェクトという形で引き直

えています。さらに、維持のほうがいま有力か

しましたけれども、動かしてきているという実

と思いますけれども、維持のほうの議論で現在

績があるわけです。

特に出てきているのは、ためにする議論なので

それに、改正をしたところで、完全に規律す

はないか。

る憲法をつくることは、無理だろう。条文のう

こういうふうに説明するならば説明できま

えでも集団的自衛権行使を容認したわけです

す、というのは、説明することが目的の議論と

ので、2 項を維持したままで規律力をつけるよ
うな改正をすることがそもそも難しいうえに、
守る気持ちがないならば、いくら憲法を強く規

聞こえます。最近はコントロールという観点が
入れられたり、あるいは内閣の条文をいじって
みたり、無理やりに説明をしようとして、こう

律するようなものにしたとして無理である。む

いうふうに説明するならば書けるはずだとい

しろ、姿勢の問題なのではないか。国会と内閣

う可能性を探っているように思われます。でも

等々の関係の姿勢の問題であり、立憲主義との

どうやったら（改正案を）書けるのかというこ
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とが真の問題ではないはずです。

先ほど来、強調してきておりますように、こ

まず、維持する場合ですけれども、2 項を維

の統帥作用をどうするのかというのは、近代日

持したうえで自衛隊を書くという場合には、活

本の出発地点から抱えている一大問題であり

動範囲とか、任務とか、権限とか、装備とか、

まして、これを頬かむりして改憲なんて、本当

限界をつくらなければ、結局のところ、2 項の

はできないはずであります。それはどういう国

意味がなくなってしまうわけですので、そうな

にしたいのかという骨太の議論と不可分のは

ると、集団的自衛権行使が容認されている以上、 ずです。
いまの憲法解釈を仮に 1 ミリも変えないとい

あまり時間がございませんので、細かく言え

うことであるならば、これを憲法に書くのは非

ませんけれども、思い出しておきたいのは、明

常に困難と言えます。自衛とかわが国の存立と

治維新当初、国家の軍事力がなかった、天皇の

いったような言葉が不明瞭だからです。

軍隊が存在していなかったということであり

また、仮に自衛隊ではなく、自衛権という言

ます。そういう中で徴兵制を用い、国民がかか

葉を書き込むにしたところで、9 条 2 項を維持

わって軍隊をつくる。さらに自由民権運動から

したうえで自衛権を書き込むところで、自衛権

軍隊を守るということで、統帥権の独立という

というのは国際法上の観念でありますから、国

のは、明治憲法よりも前なんですよね。統帥権

内法の憲法でいくら主張しても、「そう主張し

の独立、参謀本部の設置というのが、議会すら

ている」というだけの話です。国際法上、黒か

ない状態で行われました。また、統帥権の独立

白かということは、国際法的な観点から判断さ

が憲法よりも前になされていたからこそ、例え

れるわけでありますので、非常に据わりの悪い

ば美濃部達吉のような憲法学説をはじめ戦前

ところで議論をしているのだろうなと思いま

の通説が、統帥権の独立を「慣行」とか「慣習」

す。

によって認めていたこと、つまり、それ以外に
は説明できなかったことも思い出したいと思

結局のところ、自衛権と書こうが、自衛隊と

います。

書こうが、2014 年以降の解釈を書くのは非常
に難しく、書いた結果として、2 項の無効化に

憲法ができる前からあったものも含め、明治

つながっていくはずで、特別扱いをするという

憲法体制下には、軍に関する制度がたくさんあ

わけでありますので、さらなる改憲が待ち受け

りました。統帥大権、編制大権、戒厳制度、非

ているだろう。これで終わりではなくて、その

常大権、兵役義務、参謀本部・軍令部、軍令、

次の改憲を当然視野に入れたうえで、非常に中

軍部大臣現役武官制など。

途半端な形として行おうというのが維持する

これが一切合財なくなったというのが日本

タイプの改憲案の理解だろう。

国憲法でありました。もっとも、結局のところ、

また、削除するということならば、9 条にと

雲散霧消したわけではなく、「実力の統制」と

どまらず、全ての条文の総点検をしなくてはい

いうのは、いかなる時代であっても、いかなる

けないはずです。いずれにせよ、2 項を維持し

社会であっても存在する課題です。潜った形で

たとしても、その行く末は削除という方向に流

これまでやってきたということに注意を払わ

れていくのでしょうから、総点検を同時にしな

なくてはいけないでしょう。

くてはいけないお話で、そもそも問題の所在と

そうしたときに、わが国で防衛という作用が

して私が指摘したいのは、もし改憲をするとい

どう説明されてきたのかというのは、実は、統

うのであれば、これはかつての統帥作用をどう

帥と国務の関係を考えるうえで非常に興味深

位置づけるのかという、非常に厄介な問題と向

い例だったと思います。

き合わなくてはいけないはずだということで

政府は、防衛という作用につきまして、日本

す。しかしながら、それをしていない以上、い

国憲法 73 条の柱書きにいう一般行政事務とし

ずれも小手先の議論にすぎないのではないか。

て、つまり、普通の行政であるというような説
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明をしてきております。行政各部の一つである

ません。憲法 90 条が特別の憲法上の機関とし

防衛省は、内閣の統括のもとに行政事務をつか

て定めています。内閣からも独立した地位を憲

さどる機関でありまして、国家行政組織法に従

法上認められているのです。だから会計検査院

ってつくられておりますけれども、その目的は

法１条で内閣から独立であると定めることが

わが国の平和と独立を守ることにあります。そ

できるのです。憲法上の機関である、特別な機

のために自衛隊を管理するというようなこと

関であるということを憲法の中に設けるか、設

を任務としています。

けないかというのは、相当に違った意味を持っ
てくる。

では、防衛省と自衛隊はどう関係するのかと
いいますと、これまで一般的に防衛省というも

このように、従来の説明が根本に変わるよう

のを管理運営からみると防衛省だけれども、機

な大きな変更をしようというのに、それが語ら

動的な観点からすると、自衛隊だと説明してき

れているだろうか。説明されているだろうか。

たんですね。一つのものなのだけれど、見方の

十分な話がされていると私は思えません。

違いだというのです。こっちからみると自衛隊

いまの部分もちょっと関係するんですが、
（2）

だけれども、こっちからみると防衛省だという

に進んでまいりたいと思います。

説明です。ほかの行政組織とは基本的に異なら
ないというような前提でつくってきています。

何が問題になるのか。繰り返しですけれども、
自衛隊・防衛省は、基本的にほかの役所と同じ

かつての統帥作用にほかなりませんけれど

位置付けでした。完全に同じには扱っていませ

も、自衛隊に対する最高指揮監督権についても

んけれども、特別扱いがしにくいものではあり

このことは貫徹されております。自衛隊法 7

ました。これを改憲して、憲法 9 条に、どうい

条が、内閣総理大臣は内閣を代表して自衛隊の

う形であれ、正当化の根拠を設けるということ

最高の指揮監督権を持つと定めていますが、こ

は、特別扱いをする憲法上の根拠が生まれると

れは憲法 72 条の確認規定であるとされており

いうことになります。

まして、したがって、閣議の決定を経ずには行

だとするなら、なぜ特別扱いをするのだろう

使され得ないというものです。

か、という議論をしなくてはいけないはずです。

考えてみると、普通の行政作用とかつての統

実質的に考えて、自衛隊がほかの行政機関とど

帥作用にかかわるような実力組織を動かす作

ういうところで違うか、どういう特質があるか

用というのは、大分違うんですよね。本来、非

を、仮に合理的に説明してみるならば、多分、

常に違うわけですけれども、そういう特殊性が

次のポイントになります。

表立っては強調できない仕組みだったのが、9

非常に自律性の高い、上意下達の徹底した組

条と 9 条を持つ憲法のもとでの防衛作用であ

織である。高い規律が求められる。対外的な関

りました。

係で実力を行使する−―。こういうようなとこ

これは非常に興味深いところでありまして、
そのような説明が可能なのかどうかという時

ろに説明が求められるはずです。
だとすると、それに対応する仕組みは何かと

点で、かねてより疑問が指摘されてきたところ

いう方向へ思考が向かうのは必至でしょう。規

でもありますが、改憲をして、自衛隊なり自衛

律を保つということを強調するならば、軍法会

権を入れるというのは、ここの部分を開放する

議の設置というのが論点になるでしょうし、そ

に等しいわけです。

うだとすると、憲法 76 条 2 項の改正も当然視

改憲というのは、これまでの説明をこのレベ

野に入れなくてはならない。

ルから変えていくわけであります。これまで特

また、最高指揮権ないし最高の指揮監督権を

別な存在として説明できないからこそ、自衛隊

有する首相と、主任の国務大臣であるところの

にできないこともたくさんあったわけです。

防衛大臣の権限の切り分けは一体どうなるの

例えば会計検査院と比べるといいかもしれ

だろうか。一般の行政事務の指揮監督権と自衛
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隊の最高指揮権あるいは指揮監督権の行使は、

統一指揮が原則である、と。結局のところ、日

いかなる意味で違うのか。それやこれや、さま

本が独自の指揮権を持つということは、要は、

ざまな論点が存在している。

統合した任務を行う以上は難しいと言ってい
るわけであります。

自衛隊に対してほかの機関がどういう抑制
の権限を持つのか、という議論も当然なされな

統合というような言葉、共同作戦というよう

くてはならない。実力組織を特別な扱いをする

な言葉が言われる中で、他方では、実際上、最

ものとして書き入れる以上は、例えば国会はど

高の指揮権を持つことがより一層できなくな

ういう権限を持つのか、司法権はどういう権限

っているとするならば、これは正面から見据え

を持つのか。何しろ日本国憲法は、持たない前

なければいけないのではないか。憲法で最高指

提なのです。9 条のもとでそういう権限がない

揮権を書いたところで自己満足になりやしな

わけですので、国会とか司法権、裁判所も含め

いだろうか。そもそも統帥権、統帥という作用

て、どういうような抑制・均衡をするのか、改

をどう考えるのか。

めて洗い出しをしなくてはいけないはず。統治

機能的な面で言うならば、日本に存在する、

機構全体にかかわる問題として位置づけなく

日本国憲法の憲法秩序の外にある実力やその

てはいけない。

周辺は、統帥権の独立に似た作用を果たしてい

でも、こういう大きな議論について、根本的

ると観察することができないだろうか。少なく

な疑問があります。そういう議論がそもそもで

ともそういうような問題意識をもたなければ

きる状況にあるのか。統制できる力量を政治は

いけないのではないか。大正時代に戦争指導は

備えているのだろうか。財務省の公文書改ざん

軍部が主導して行ったわけですけれども、ある

とそれへの対応という衝撃的な問題で明らか

論者は、政治家は軍事をわが事ではないとする

なように、いいかげんな政治がまかり通ってい

態度をとり、その研究に不熱心だったために、

る中で、実力の統制にかかわるような議論をま

自然に軍人の掌握に帰したということを言っ

ともな形でできるのだろうか。中途半端にした

ています。同じようなことが起こってはいけな

らどういうことになるか。私は大変危機感を覚

い。

えるものであります。

それで、まとめのところに行きますけれども、

だんだん時間がなくなってきたんですが、駆

憲法に自衛隊を書き込む、あるいは憲法 9 条を

け足でその次の（3）の論点も申しあげたいと

改正するという問題の背後には、非常に多くの、

思います。

極めて重い論点が控えています。問題は非常に

深化する「日米同盟」、自衛隊と米軍で進む

大きい。それにとても深い。でも、いまなされ

統合についてです。これまでの議論で、憲法 9

ている議論は、政局でどうにでもなってしまう

条の改正という中で、日米安保条約とか日米地

ような憲法改正論とも言え、あまりにも薄いも

位協定の改定がセットで論ぜられるというこ

のではないか。これが実力を扱う態度なのだろ

とは、あまりなかったと思います。軍事の特殊

うか。

性とか特別性を否定している現状の 9 条では

今の改憲論は、こういうようなことは表に出

なくなるならば、日本の政治を支える突っかい

さず、目隠しして国民に白紙委任を求めるのに

棒がなくなるということも意味します。深化す

等しい。それは、決してやってはいけない憲法

る「日米同盟」、あるいは自衛隊、米軍との間

改正の方法なのではないのだろうか。政府の解

での統合にかかわり、日本の政治が独自に判断

釈によれば、そもそも 9 条のもとで個別的自衛

できる余地は、多分もっと小さくなってしまう

権、専守防衛まで導けるわけです。それ以上、

であろうことを意味します。

なぜ必要なのだろうか。何が必要なのか。

これは防衛大学校編の『軍事学入門』に書か

最初の問題に戻りますけれども、憲法改正が

れていることですけれども、軍事行動において

必要なのか、その理由は何なのか、これを問う
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ていくべきだと私は考えています。すっきりさ

法というのは政策を実現する手段ですので、

せたいとか、規律の力がなくなっているとか、

具体的な政策に応じて条文というのはつくら

そういうようなことは、理由として通らない。

れるわけです。逆に言うと、政策が決まらなけ

すっきりするなどあり得ない。これからも議論

れば条文をつくることはできません。ですから、

や解釈は続いていくわけです。

必ず最初に政策があって、それに応じた条文を
つくるということなので、私のここでの着眼点

司会 ありがとうございます。それでは、井

は、まず、各条文案が何を目指しているのかと

上先生、お願いします。

いうことを確定することにあります。

井上 いま、青井先生から自民党の改憲案を
語る前提となる重要なお話がありましたけれ

そうすると、2 項削除案の一番目標としてい

ども、私のほうは、実際、自民党で検討されて

るところは、自衛隊を普通の国の軍隊にすると

いる具体的な案について、その理論的な問題点

いうことですね。それと、自衛隊に課されてい

などについて指摘をしたいと思っております。

る憲法上の制約を除去することが政策の目標
になっているわけです。

というのも、私などは一介の憲法学者ですの
で、現状の政治情勢や現在の政権について判断

つまり、先ほどみましたように、9 条 2 項に

する能力は、正直なところありません。ここで

よって、自衛隊にはいろんな制約が課されてい

は法学者として、具体的な政策を実現する条文

るわけですので、これを基本的に除去する。だ

案が理論的、合理的なものかということを指摘

から、本当は新しく何も加える必要はなくて、

するにとどめたいと思っております。

除去すれば、普通の軍隊は持てるということに
なりますので、2 項削除ということになってい

それでは、またスライドに従っていきますけ

るわけです。取り払えばいいわけです。いま、

れども、最初の基本的な前提は前半でお話しし

9 条 2 項が制限をかけているので、それを取り

たところでして、現状、9 条の解釈はどうなっ

除けば軍隊になる、こういう理屈なのですね。

ているのかということの確認でございます。

これは現在の自衛隊を普通の軍隊にすると

重要なのは②のところでして、9 条 2 項が禁
止する戦力というのは、いまの政府見解ですと、
「自衛のための必要最小限度の実力を超える

いうことなので、それが日本の歴史的、政治的
にいいかどうかというのは、青井先生に聞かな
いとわからないのですけれども、普通の国はこ

力」である。だから、これに満たない実力であ

ういう 9 条 2 項のような規定がないので、仮に

れば、これは憲法違反ではないということです

これを削除したとしても、それは民主主義とか

ね。

立憲主義に反するということはないわけです。

つまり、9 条は、ここで保持できる軍備の規

どの国もあるわけですので。ですから、政策目

模に制限をかけているわけです。問題は、この

標それ自体が普通の憲法理論からしておかし

9 条 2 項の制限を今後どうするのかということ

いというわけでは全くない。それが日本的にど

ですね。削除案というのは、この制限を取り払

うなのかというのは、私は判断の基準を持ちま

うということですので、この基本的な前提を押
さえて、まずは確認しておきたいと思います。
自民党は、年末の論点取りまとめで、9 条改

せんので申しあげません。
この 2 項削除案は評価できる点と問題点が
あるというのは、それぞれ指摘しますけれども、

正については 2 つの案を軸に検討するという

これを実現すると、9 条の論争は解消する。つ

方針が打ち出しております。一つが 2 項を削除
する案で、もう一つが 2 項を維持する案です。

まり、いままで、きょう前半でも紹介しました
解釈に関する論争はなくなる。議論はとてもシ

まず、2 項削除案ですけれども、前提として

ンプルになる。青井先生の言葉でいうと、すっ

具体的な条文を考えるに当たりましては、その

きりするということになるのですけれども、す

条文によってどういう政策を実現するのか、と

っきりさせてはいけないのかもしれません。た

いうことがまず大事なわけですね。

だ、2 項の制約が取れますので、自衛隊が合憲
15

か違憲かという従来の論争はなくなるという

3 番目は、これも先ほど青井先生に出てきま

わけですね。

したけれども、軍刑事裁判所ですね、軍法会議
と呼ばれるものを設置することを考える必要

さらに、2 項削除案では、自衛隊の憲法上の

がある。ただ、これは憲法で書くというよりも、

地位と国際法上の地位との齟齬が解消される

ということも評価できる点だと思います。現行、 これを設置できるかという問題ですので、現行
自衛隊というのは軍隊ではないということで、 憲法でそれの障害になりそうな規定との関係
ＰＫＯなんかに出ていくと、非常に複雑な法的

で議論をする必要があるという指摘にとどめ

地位に置かれるということが指摘されていま

たいと思います。

すけれども、そういう問題も解消されるだろう

ただ、2 項削除案は、自民党の案を報道のと

ということは評価できる点だと思います。

ころでみますと、単純に削除するだけではあり
ませんで、削除して、例えば国防軍を置くとか、

他方、問題点としては、平和憲法という現行
憲法のアイデンティティを変更する改正であ

削除して自衛隊を置くとかいうふうな規定に

るため、国民の合意を得るのが容易でない。こ

なっていまして、それだと単純な削除にならな

れは法的な問題ではないのですけれども、実際

い。また別の問題が発生するわけですけれども、

の政治上では大きな問題だと思います。自民党

それは次の 2 項を維持した案でも同じような

の議論でもこの案主流にならないのは、やはり

ことが起こりますので、そちらで説明します。
。

9 条＝日本国憲法という観念が深く根づいて

一方、2 項を維持する案ですけれども、これ

いるからだ、と言うことができるのではないか

については自衛隊を明記する案（自衛隊明記案）

と思います。

と実力組織というふうに書く案（実力組織庵）
という、2 つの条文案が現在議論されているよ

この 2 項削除案をとりますと、自衛隊が普通

うです。

の軍隊になるということですので、軍事とか軍
隊の保持にかかわる規定を整備する必要は当

まず最初に、自衛隊明記案をみていきますけ

然出てきます。

れども、例えばどういう条文が想定されている

3 点挙げましたけれども、1 つ目は内閣総理

かといいますと、「前項の規定は、わが国の平

大臣を最高指揮監督権者とするという規定で

和と独立及び国及び国民の安全を確保するた

すね。これは青井先生のご指摘にも含まれてい

め、自衛隊を設置することを妨げない」、とい

ましたけれども、現行法律上は自衛隊法にその

うような案文なわけですね。

ような規定があるわけですけれども、これを憲

これら 2 項維持案に共通する政策目標は、昨

法条項化して格上げをする必要がはあると思

年の 5 月 3 日、安倍首相がビデオメッセージで

います。諸外国の憲法をみてもそういう例は多

言いましたように、自衛隊に対する違憲の疑義

いように思います。

を払拭することにあります。つまり、現行、憲

2 つ目は、防衛出動についての国会の承認手

法学者の中でも、自衛隊は違憲と言う人はかな

続ということですけれども、これについては、

りの数いらっしゃると思うのですけれども、自

必ずしも憲法事項かと言われると、そうではな

衛隊に向けられている違憲の疑いを改憲によ

いとも言える。例えばドイツなんかでは、防衛、

って払拭する。これは、自衛隊を合憲化すると

非常事態については国会の承認とかが要求さ

いうことだと思います。

れますので、それに倣いますと、やはり防衛出

もっとも、本来、違憲の疑いについて白黒は

動、それに続く武力行使については国会の承認

っきりさせるのは、基本的には憲法によって違

が必要でされるでしょう。それをいまは自衛隊

憲審査権が与えられている最高裁判所なわけ

法でやっているわけですけれども、これも憲法

ですけれども、最高裁判所がこの点について判

に格上げして、憲法条項化するということが必

断することは、事件の性質からなかなか考えに

要になると思います。

くいところがあります。現にこれまで最高裁判
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所は自衛隊の合憲・違憲について一度も判断し

の位置づけになってしまうわけですが、そこま

たことはありません。そうだとすると、最高裁

でする必要はありますか、という問題です。し

判所の判決によってではなく、憲法改正によっ

かも、国民投票で承認された自衛隊という位置

て違憲の疑義を払拭するということ自体は、問

づけになりますと、非常に高い憲法上の正統性

題があるわけではなく、むしろ主権者である国

を持ちまして、国民の幅広い支持を得たという

民に問うという意味では正攻法とも言える方

位置づけになる。そこまでする必要があります

法であると考えられます。

か、というのが 2 つ目の問題ですね。

自衛隊明記案、つまり「自衛隊」という言葉

3 番目は、他の行政組織との均衡も考えない

を条文に書き込む案に評価できる点があると

といけない。つまり、自衛隊と憲法で書いてし

すれば、それは何より国民の理解を得やすい。

まえば、自衛隊や防衛省は憲法に根拠を置く組

また、政治家の側も国民に説明しやすいという

織となってしまいまして、これは他の行政組織

のが最大の理由のようです。つまり、自衛隊と

とは違うわけですね。例えば外務省とか財務省

いうのは国民に広く定着しているので、法律的

でも、法律で設置される組織で、国家行政組織

な正確性を期して「実力組織」などと仰々しい

法の規定を受けるわけですけれども、憲法で自

言葉を書くよりも、
「自衛隊」という三文字を

衛隊と書いてしまえば、ほかの行政組織との関

書く方が国民にとって非常にわかりやすいし、

係をどうするのかという、理論的に大きな問題

政治家にとっても説明しやすいという利点が

が生じるのではないかと思います。

あるわけです。

ただそうはいっても、自衛隊明記案というの

ただ、問題があるのは、自衛隊というのは、

は自民党内でも非常に強いようでして、実際、

現存する固有名詞の組織ですね。自衛隊は英語

自衛隊をどうしても書くことになればどうす

では「Self‐Defense Forces」と訳されます。

ればいいのか、というのも憲法学者としては考

つまり、大文字から始まっていることからもわ

えないといけないわけです。

かるように、固有名詞であるわけです。普通の

つまり、そこのレベルでは、最後は政治の問

軍隊は一般名詞ですけれども、自衛隊はそうで

題なので、私は対処できないわけですけれども、

はないのですね。そういう現存する固有名詞の

どうしても書くというならば、自衛隊が憲法

武力組織を憲法に書く必要は本当にあるので

72 条の行政各部、つまり、内閣総理大臣の指

しょうか。

揮監督に服するということを明確にすること

これは政策目標とも関係します。つまり、自

が必要であろうと考えていまして、これは先ほ

衛隊を合憲化するという目標との関係で、「自

ど青井先生の言われたご指摘と共通する点だ

衛隊」を書く必要があるのかという問題です。

と思っております。

それ以外により良い方法があるのであれば、そ

これに対して、もう一つ、自衛隊と明記しな

ちらを選択すべきではないか、少なくとも検討

くて、「実力組織」あるいは「実力」という文

すべきではないかと思います。

言を使う案が提唱されています。どういう条文

3 点ほど指摘していますけれども、いま述べ

案かといいますと、例えばＡ案、Ｂ案があるわ

たのは最初の 1 点目ですね。つまり、自衛隊と

けです。

書かなくても、自衛隊の合憲化というのは可能

Ａ案というのは、元内閣法制局長官の阪田雅

であって、現に、後でみます実力組織案という

裕さんが 2 月に朝日新聞で公表された案です。

のは、それを目指しているわけです。

それによると、第 3 項として「前項の規定は、

さらに、2 つ目ですけれども、自衛隊を憲法

自衛のための必要最小限度の実力組織の保持

に書いてしまうと、これは青井先生もおっしゃ

を妨げるものではない」という条項が追加され

いましたけれども、
（自衛隊が）憲法組織、憲

ています。本当は阪田案には自衛権の範囲に関

法機関となって、憲法で認められた国家機関と

する第 4 項、第 5 項もあるのですけれども、こ
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こでは、とりあえず第 3 項のところだけを抜き

もう一つは、自衛隊は、現在、法律で設置さ

書きしております。

れていますけれども、その方式を維持できると

Ｂ案というのは、偶然同じ日に日経新聞に私

いう点で、現状を書くという目標ならば、これ

が寄稿しました案です。「前項の規定は、自衛

で達成できるというのが、この案の一番の利点

のための必要最小限度の実力の保持を妨げな

ということになります。

い」としています。この 2 つを比べてもらいま

ここで条文作成の技術を多少ご紹介したほ

すと、阪田案と私の案はほとんど変わらない。

うが良いのかもしれません。ここでは 3 つを挙

「実力組織」か「実力」かというのはあります

げたいと思います。まず、「憲法条項化」とい

けれども、条文の構造は全く同じです。

う 技 術 で す 。 憲 法 条 項 化 は 、

これはどういう考え方に基づいているかと

constitutionalization と英語で言いますけ

いいますと、これは自衛隊を明記するのではな

れども、現在、法律で定められているルールを

くて、自衛隊の根拠規定を明記するという考え

憲法のルールにいわば格上げすることを言い

方に基づいています。その際、何を参照してい

ます。つまり、これは既存の憲法に新しいルー

るかといいますと、阪田先生も私も従来の政府

ルをつけ加えるということなので、基本的には

解釈を参照しているわけですね。ですから、表

これは現状変更なのですね。ですから、先ほど、

現はほとんど同じになるわけです。政府解釈は

2 項削除案の説明のときに憲法条項化という

「実力」と書いているときもありますし、「実

言葉が出てきましたけれどそれは、現在、自衛

力組織」と書いているときもありますので、そ

隊法という法律レベルで書かれていることを

の違いが出たのだと思いますけれども、いずれ

憲法レベルに位置づけるということなので、こ

にせよ、政府解釈を明文化するという点では共

れは基本的には現状変更になるわけです。

通しています。

第 2 に、これに対して、先ほど、実力組織案

つまり、先ほどから申しあげているとおり、

で説明した明文化というのは、判例や学説で確

憲法 9 条のもとでも、自衛のための必要最小限

立しているルールをそのまま書くということ

度の実力あるいは実力組織の保持は禁止され

です。つまり、憲法で言いますと、解釈によっ

ていないというのが行政上確立した憲法解釈

て、すでに憲法としての意味を持っているルー

なのです。そしてこの政府解釈こそがが自衛隊

ルを書くということなので、基本的には現状を

が認められる憲法上の根拠になっているわけ

変えないわけです。

です。そうすると、この確立された解釈を明文

つまり、先ほど説明した政府見解というのは、

化すれば、自衛隊は憲法上の根拠を与えられる

良いか悪いかは別として、現在の行政実務では

ことになりまして、それだけで合憲化という政

憲法の意味として通用しているものなので、そ

策目標は達成できるということになります。

の憲法解釈を明文化しましょうというのが実

逆に言えば、これ以上、わざわざ「自衛隊」

力組織案です。確立した解釈を憲法に明文化す

と書く必要はないわけです。阪田先生を私と比

ることは、一番無理の少ない方法だと思います。

べるのはたいへんおこがましいのですが、法律

実力組織案では、こういう条文作成のテクニッ

家だと普通はこのように考えると思うのです。

クが基本になっています。

というのは、これが最も無理の少ない方法だか

最後、「前項の規定は〇〇を妨げない」方式

らです。つまり、現状を超えないということで

ですけれども、これは非常に国会議員の評判の

は、これが一番いいのだろうと思います。

悪い方法のようで、特に自衛隊の存在を明記し

このポイントとなっている考え方は、2 つあ

たい人たちは、自衛隊を「保持する」とか、
「保

ります。1 つ目は「自衛隊」という固有名詞で

有する」などと、ポジティブに書きたいという

はなくて、「実力」とか「実力組織」という一

希望があるようです。、何々することは「妨げ

般名詞を使っているという点です。

ない」という言い方は、たしかに、どちらかと
いうとネガティブな言い方に聞こえます。自衛
18

隊を持っても、持たなくてもどちらでもよいと

あるとされた上で、今回解決しようとするのは

いうように読めるので、あまり好まれないよう

前者の自衛隊の合憲違憲だけで、後者の集団的

です。しかし、「妨げない方式」も条文作成の

自衛権を含むかどうかのについては解決しな

テクニックとして認められていますので、自衛

い。そこの争いは残す、つまり 2 つ目の神学論

隊合憲化の場面ではこの技術を使うのがいい

争を残すということをおっしゃっていました

と思います。

ので、政策の目標が違うのですね。

これはどういう意味かというと、前項の規定

ですから、具体的な条文化をするに当たって

によって排除されていないという事柄を確認

は、先ほど申しましたように、どこに政策の目

的に示すときに使う条文作成のテクニックな

標を設定するかというのが大事ですので、ここ

のですね。これは別段突飛なものではありませ

が明らかにならないと、条文というのは定まら

んで、現行憲法でも使われております。

ないことになると思います。

例として、憲法 59 条 3 項がありますけれど

いずれにしても、自衛権の範囲を条文化する

も、これは法律の制定のところで、「前項の規

のは難しいので、条文案が具体的に出てきたと

定は、……衆議院が、両議院の協議会を開くこ

きには、それによって何を達成するのか、何を

とを求めることを妨げない」と書かれています。 達成しないのかという、改正の意図を国会審議
衆議院で可決した法律案が参議院で否決され

において明確にすることが必要なのではない

たとき、通常は衆議院の 3 分の 2 で再議決すれ

かな、ということもあわせて申しあげたいと思

ば法律は成立するのですけれども、しかし、直

います。

接そこに行く前に両院で協議会を開くことも

司会

ありがとうございます。ここで、お互

できますよ、ということを確認的に書いている

いの冒頭発言にコメントをいただくという段

わけです。「妨げない」方式はこういうときに

取りにしていましたが、時間をオーバーしてい

使うわけでして、ですから、こういうテクニッ

ますので、質疑応答に入ります。質問の中でコ

クを駆使して、何とか政策を条文化することも

メントも含めてお聞きしたいと思います。

考えられると思います。
最後に、最大の論点として残るのは自衛権の

◆ 質 疑 応 答 ◆

範囲です。つまり、個別的自衛権に限定するか、
安保法制以後の限定的な集団的自衛権まで含
司会

むかということです。これをどう書くかという

まず私から。青井先生に、いまの井上

先生の、2 項維持の必要最小限度の実力の保持

問題があると思います。

を妨げないという案。これはおそらく 9 条 1

ただ、この点については、自民党の内部でも

項、2 項の解釈のところで、井上先生は有力説

政策目標をどこに定めるかというのが、実は定

と書かれていますが、2 項は自衛のための戦力

まってないように思うのですね。例えば安倍総

の保持は認められるという、ここに基づく部分

理大臣は、1 月の予算委員会では現在の解釈を

から導き出されているのかなとも思いますが、

変えないと言っているわけですが、そのときの

自衛隊ではなくて、この実力組織を書くという

現在というのは、おそらく安保法制以後の憲法

案についてのご見解を中心に、井上先生のご発

解釈だと思うのです。

言に対するご所見をいただけますか。

つまり、改憲によって集団的自衛権の限定行

井上先生には、先ほど、青井先生から問いか

使まで含むというニュアンスだと私は感じた

けがあったことに対するご意見の機会がなか

のですけれども、他方で、高村副総裁は、自衛
隊の合憲だけを今回の憲法改正で解決したい、
と。憲法 9 条には、自衛隊の合憲違憲と集団的

ったので、民主的な統制といいますか、9 条の
条文によらずに民主主義による統制というも
のに対して、青井先生はいまの政治状況等を考

自衛権の合憲違憲という 2 つの「神学論争」が

えると、そこは非常に疑義があるというふうに
19

ご指摘をされているわけですけれども、その点

司会

はどのようにお考えでしょうか。

ますが、会場からのご質問をお受けしたいと思
います。

まず、青井先生からお願いできますか。
青井

わかりました。残り時間が限られてい

自衛隊という言葉を書くことに比べ

て、実力組織を持つことを妨げないとする方が

質問

井上先生に伺います。井上先生はかつ

理論的なハードルが一気に下がるというのは、

て集団的自衛権の議論の中で、集団的自衛権の

おっしゃるとおりだろうと思います。

部分的な行使容認は合憲であるということを
おっしゃられた。先ほど提示された先生の改憲

ただ、先ほど申しあげましたように、jus ad
bellum と jus in bello ということで言うと、

案では、自衛権という言葉を出されていますが、

そもそも戦力を持たないとか交戦権を持たな

この場合、自衛権だけでなく、個別的自衛権と

いと言えるのは、jus ad bellum も武力紛争に

集団的自衛権の一部と書く必要があるのでは。

するか、しないかのレベルで 9 条が解決してい

その点について先生のご見解を伺いたいと思

るからだというのが、理論的といいますか、一

います。

貫して説明できる方法であろうと考えます。

井上

まず、私自身の見解を言うと、自衛権

その観点からすると、必要ないから持たない

を集団的と個別的と分けることができるのか

と言っているわけですので、必要ないから持た

という問題があるわけですね。どちらも自衛権

ないと言っているのに持つというのは論理矛

として包摂されているわけでして、これを分け

盾であり、もし仮にそういうことになるとする

て書くことにどれだけの意義があるのかとい

ならば、jus ad bellum での規定と捉えること

う点を、私はかねてから持っているわけです。

は当然できなくなるし、いままでの政府解釈と

さらに、いまのご質問ですけれども、結局、

もまた変わってくるだろうし、作法が 180 度変

自衛権というところで、これを解釈でどう読み

わるということには変わりないかと思います。

込むかということですけれども、結局、それは
政策論に還元できると思います。どちらかわか

司会 では、井上先生、お願いします。
井上

らない、曖昧なまま書くということは難しいと

軍事力の民主主義による統制という

のは、それがいいか悪いかという問題よりも、
他の国ではそうやっており、かつ、それが不合
理であるとは考えられていません。ではなぜ、
日本はできないのか。9 条がなくなると再び軍

いいますか、具体的な審議の場とか国会の審議
の場において、これはこういう意味だというこ
とを明らかにして条文化するという方法しか
ないと思います。
司会

国主義化するという議論は、日本の民主主義の

条文ではなくて、国家答弁なり政府、

能力に対する悲観的な評価と裏腹なわけで、も

首相なりというところで明らかにしていくと

しそうだとすると、そちらの方が我々が抱える

いう……

課題としては深刻なはずだと思っています。

井上

そうですね、やり方としては、阪田さ

武力行使の範囲とか軍備の規模とかを憲法

んは、実は、4 項、5 項で、現状の限定的な集

で書くのではなくて、武力行使に関しては、国

団的自衛権を認めるとすれば、これぐらい書か

際法上の制約のほかは、選挙で選ばれた政治家

ないといけない、というふうに非常に細かい条

が彼我の能力や時の情勢を見極めて判断する

文を書かれています。そういう詳細なやり方が

のではなぜだめなのか。制度論としては、例え

一つ。

ば武力行使の発動にあたって国会の承認手続

もう一つは、簡潔に「自衛のための」とか、

を厳格化するとか、そういう方向での議論もあ

あるいは 2014 年 7 月 1 日の閣議決定の文言で

り得るのではないのか。別のあり方も一度考え

いえば、「我が国の存立を全うし、国民を守る

たほうがいいのではないか、という趣旨で質問

ため」とか、そういう根拠となる条文を引いて

させていただきました。

きて書いて、これはこういう意味に解釈します

20

というふうに審議をして、議決をするという方

質問

法ですね。

第 1 に、
「日本の憲法学者が自衛隊は違憲で

そういう、どちらもあり得るのではないかと

青井先生に 2 点質問があります。

あると言っている。この状況を変えたい」と言

思います。どちらがいいかというのは、ちょっ

っております。

とわかりませんけれども。

日本の国会では、日本共産党を除いて、他の

司会 青井先生は、集団的自衛権と個別自衛

与野党は自衛隊を合憲として認めています。国

権のところの切り分けの話はいかがですか。

民大多数も自衛隊を政府機関の中で信頼でき

青井 2014 年の 4 月の安保法制懇の報告書

る機関であるとしている。こういう状況で、護

や、あるいは 7 月 1 日の閣議決定でも、このあ

憲派憲法学者が自衛隊を違憲とする考え方と

たりは結構気を使って書かれているところだ

いうのは、国民と大きく乖離しているように思

と思うんですけれども、国内法の話ではありま

いますが、この点をどうみていらっしゃるかと

せんので、国際法上、集団的自衛権と解釈され

いうのが 1 点目です。

ることがある、という言い方です。われわれが

2 点目、先ほど、「法律家共同体で共有され

これが個別的自衛権だと言って、それが通ると

ている理解」とおっしゃいましたが、法律家共

いうお話ではないことを捉えるならば、集団的

同体というのは何でしょうか。これは、安保法

自衛権と個別的自衛権を切り分けることがで

制に反対を唱えてきた人たちを指しておっし

きない、という井上さんのお話も理解できなく

ゃっているのでしょうか。

もないところはあります。

また同じ憲法学者の中でも、長谷部教授や木

ただ、しかし、わが国において、例えば集団

村草太教授のように、非常に独特の学説で、こ

的自衛権行使は容認できないんだ、憲法を改正

の安保法制に反対してこられた方々がいらっ

しないとできないんだという中で説明されて

しゃいます。これは、先ほど、お話の出た 2014

きたのは、他国防衛としての集団的自衛権の行

年 7 月 1 日の閣議決定以前の自衛隊であれば、

使ということであります。これはかなり長い期

合憲と認める立場ですよね。これと青井先生の

間にわたって維持されてきた解釈であること

お考えは違うのではないでしょうか。

を踏まえるならば、日米安保条約を結ぶといっ

青井

1 点目ですけれども、憲法学者が言っ

たような意味での集団的自衛権行使ではなく、

ているから変えなければいけないんだという

他国を防衛するといった意味での集団的自衛

のは、どこまで本気にとっていいのかなと思い

権行使はできないんだ、というのが 9 条のもと

ます。多くの憲法学者が集団的自衛権行使に反

での非常に重要な解釈であったし、いまでもあ

対したときは、耳を傾けなかったわけですので、

るということは認めるべきだろうと思ってい

憲法を改正するというときに耳を傾けなけれ

ます。

ばいけないというのは、何か矛盾しているので

もし、いまの解釈を変えないということであ

はないか。そう考えると、あまり真剣に捉えて、

れば、阪田案のようにするのが一番筋が通って

これを議論する価値はないのではないかな、と

いるのだろうと思います。

いうのが私の理解です。

「自衛」という言葉があまりにも漠然として

さらに、学者の権威という観点でいうと、先

いる。「わが国の存立」という言葉もあまりに

ほどおっしゃった長谷部先生とか、国会で流れ

も漠然としている。こういうような概念を使っ

を変えたと一般に言われていますけれども、権

ては、政策を超えたところにある狙いが実力の

威のある先生もいらっしゃいますが、私のよう

統制という課題にあるというべきである以上

な一介の憲法研究者がどのような権威を持っ

は、その課題が無に帰してしまうことはできな

ているのか、疑問です。憲法改正の目的として

いだろうと思う次第です。

の学者の意見というのは、あまり積極的に論ず
る魅力はないのかなと思います。
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2 つ目の法律家共同体という言葉ですけれ
ども、これも実は長谷部先生がよくお使いにな

質問

第 9 条の問題とは切り離して、安全保

る言葉なので、ちょっと引用させていただいて

障基本法という、石破さんとか、野党の一部に

いる形なのですが、私の認識としては、公法学

もあるんですけれども、国の安全保障は別途定

会とか全国憲法研究会とか、特定の学会とか団

めるということで、9 条の神学論争はもうやめ

体、日弁連の執行部といったようなものを念頭

たらいかがでしょうか、そういう意見、議論も

に置いているわけではございません。大体法律

あります。これについてはいかがご見解をお持

家一般であるならば、こういうような相場感が

ちでしょうか。お二方に伺いたいと思います。

あるよねという、フワッとしたところで捉えて
みるならば、依然として集団的自衛権を行使容
認することが正しかったのかということにつ

司会

では、井上先生からよろしいですか。

井上

その点については、安全保障のような

非常に重要な問題について、基本法がないとい

いて、みんなが正しいと思うには至っていない

うのは確かにおかしいなという感じはします。

だろうという、そのくらいでございます。
また、これもまた長谷部先生ですけれども、
「機能する憲法」というような概念を使われて

ただ、基本法と言えども法律なので、その内容
をどう定めるかというのは、憲法の中身が明ら
かでないとできないという側面があると思い

います。先ほどの井上先生の話にもちょっと出

ますので、やはり最初に憲法の問題について、

てきましたけれども、実際、通用している解釈

きちんと解釈を整理したり、ルールを整理した

というものが、公務員が従っている法というの

りする。そのもとで基本法というのはできるの

が憲法の意味にほかならないだろう。実際に機

ではないかなというふうには考えています。

能しているという意味において、それを憲法と

青井

いうふうに言うと、法律家共同体の中で理解さ

安全保障基本法の一番の眼目は、基本

的には集団的自衛権を行使容認するというと

れているものと、機能する憲法というのは、大

ころにありましたので、それが解釈変更によっ

体同じところに落ちつくものだろう。そうでな

て突破された以上は、実質的にはあまり意味が

いと機能しないだろう、というところまでは言

ないことかと思います。ああいう形でやる最大

えるかと思います。

の方法は、外堀を埋めていくような形で、憲法

ご指摘になったように、長谷部先生は 2014

改正をしなくとも同一の状態をつくり出すと

年前の政府解釈を妥当とされていらっしゃい

ころにありましたので、それを解釈変更によっ

ますが、私は、非常にシンプルな jus ad bellum

て一番大きなハードルを越えていますから、あ

とか jus in bello とか、そういう観点でいう

えてわざわざ基本法をつくらなくても、少なく

ならば、持てないとすることが素直なのだろう

とも石破さんなどの立場からすれば、初期の目

と、私は思っています。

的はある程度達成できているだろうと思いま

ただ、9 条の条文と解釈と政策とさまざまな

す。

ことを一体としてみると、ぎりぎり機能する憲

そのうえで、そういうお話とはまた別に、安

法を維持できるようなレベルがあり、そういう

全保障基本法のようなものが必要かどうかと

観点でいうと、政府解釈は一つのあり得る解釈

いうことについて言えば、いま、井上先生がお

だろうと思っています。

っしゃったように、あっておかしいというとこ

だから、9 条の解釈として成り立ち得る解釈

ろまでは私も思いませんけれども、基本法とい

が、私は少なくとも 2 つあるだろうと思ってい

ったからといって、個別の法律と効力が変わる

ます。非常に素直に解釈するものと、政府解釈

かというと、そうではございませんし、論ずべ
のような形でぎりぎり維持するものです。ただ、 きはその意味ですから、基本法ということをあ
それは成り立ち得るとしたら 2014 年までで、
えて論ずるメリットは、もはやないのではない
それ以降はいくら何でも論理を超えてしまっ

かと考えます。

ている。私の立場はそういうものです。
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いか注文を、というふうに言っていただきまし
たけれども、骨太の議論をしている暇がなくな

司会 最後に 2 つお聞きします。

るのではないかと私は懸念しております。いま

そもそも、いま自民党が 4 項目まとめるみた

示されているようなタイムスケジュールもそ

いな形で憲法改正の議論が進んでいるわけで

うですけれども、ものすごく短期のうちにパパ

すが、本来、憲法改正の議論というものはどの

ッと決めてしまうということで仮にあるなら

ようにあるべきかということ。

ば、現在、すごく流動的でありますけれども、

それから、9 条なりの改憲案が条文化されよ

いつ、どういう国にしたいのかという議論がで

うとしていますけれども、これをわれわれメデ

きるのだろうか。それはいましかないのではな

ィアが報道するに当たって、どういう点に留意

いかと思うんですね。

すべきだとお考えになっているのか。その注文

いつの間にか何か違う国になっている。昔は

というようなところがありましたら、ご意見を

平和国家というような言葉で共有されていた

聞かせていただけますでしょうか。

ものがあった。でも、もうそういう平和国家で

さっきの順番の逆で、青井先生からよろしい

はなくなるかもしれない。だとすると、「どう

ですか。

いう国にするのか」という議論をできるのは、

青井 一般常識的に考えても、何か変えると

いまだけなのではないか。骨太の議論をするチ

か新しいことをするというのは、変えなければ

ャンスであると私は思っております。ぜひお願

いけない理由があるからということのはず。本

いいたしたいと思います。

来、どうあるべきかということを考えるならば、
これを変えないとどうしようもない。普通の法

司会

ありがとうございました。では、井上

先生。

律改正なり、新しく法律をつくるということで

井上

は目的が達せられないから、憲法改正をどうし

憲法をどう考えるかということとも

関係するわけですけれども、憲法というのはわ

てもしなければいけないのだ。あるべき論で言

れわれの民主的な社会を運営するルールとい

うならば、そうだろうと思っています。

うふうに捉えると、いま、日本がどういう課題

憲法改正というのは非常に大きなエネルギ

を抱えているか。で、どういうことを解決すべ

ーが必要ですし、政治的なキャピタルも必要で

きかということを考えて、それを憲法に書くと

すし、普通の政治がストップするわけで、すっ

いうやり方は当然あり得ると思うのですね。

きりしたいとかさっぱりしたいというような

例えば諸外国なんかをみても、民主主義の質

ことでやるようなお話ではない。

を高めるにはどうすればよいか、立憲主義をよ

憲法改正に 860 億円ぐらいかかるというよ

り充実させるにはどうすればよいかなど、その

うなことでありますけれども、果たして何のた

国が抱える大きな課題が意識されているよう

めにするのか、目的をはっきりさせないで、単

に思います。例えば、女性議員の少なかったフ

に抽象的な議論をするにとどまるということ

ランスは、1999 年の改正で男女同数原則（パ

であるならば、過去に行われた憲法制定、大日

リテ原則）を憲法に導入し、社会状況を反映し

本帝国憲法をつくるなり、日本国憲法をつくる

た民主主義を実現しようとしました。おかげで、

なりと比べても、非常に恥ずかしいことなんじ

90 年代には 10％台だった女性下院議員の割合

ゃないか。いま、私たちが誰に責務を負ってい

は、2017 年総選挙で 39％まで上昇しました。

るのか、誰にその説明の責任を有しているのか

現在の民主主義を見直して、より良い民主主義

といえば、次の世代であり、その次の次の世代

を構想するという発想が、日本の改憲論議にも

です。これまで行った憲法論議の中でも最も質

あってよいのではないでしょうか。そういう意

の悪いものを行ってしまうなど、本当にあって

味では、自民党の 4 項目にはそれぞれの関連性

はならないと思います。

も含めて、どのような構想に基づいているのか

どういうようなことに留意していただきた

について疑問があります。もう少し大きな構想
23

から具体的な改憲案を語ってほしいと思って

井上

おります。例えば、合区解消論は本来、参議院

いろんな人との出会いを大切にした

いということでございます。

にどのような民意を集めて、それにどのような

司会

ありがとうございました。本当にきょ

権限を行使させるのかというまさに民主主義

うは貴重な時間をありがとうございました。日

の構想に関わる大きな論点のはずです。われわ

本記者クラブから、ささやかですが、お礼の記

れの社会をどうするかという大きな話を議論

念品を贈らせていただきたいと思います。（拍

して、改憲につなげていくというやり方はある

手）

と思います。

これで会見を終わりたいと思います。どうも

もう一点、やり方としては、いま、憲法改正

ご協力ありがとうございました。

の議論は、ほとんど国会議員が独占する形で進

文責・編集部

んでいっているわけですね。これは、国会しか
議案を提出できないというルールになってい
るからそうなっているののですけれども、ただ、
憲法というのは国の一番基本法なので、やっぱ
りしっかり専門的な、技術的な合理性も担保さ
れないといけないと思うんですね。
ですから、実務家とか憲法学者がそういう合
理性を担保して、国会議員が民主主義的な議論
をするという、この 2 つの両輪で議論するのが
いいのではないかなというふうに、あるべき姿
としては思っております。
それで、メディアの留意すべき点ですけれど
も、これも先ほどの話と関連するのですが、具
体的な条文案がどうかにこだわるよりは、改憲
によって何が実現されるのか、あるいはどうい
う問題があるのかという点を明らかにしてい
ただければいいのではないかなと思います。
司会 ありがとうございました。
2 時間という長い時間をいただいたんです
が、論点をいろいろ示していただいたところで、
それを深めるところまで行かなかったかな、と
いうのが正直な私の感想です。まだこの議論を
続けていく機会があればなと思っております。
お忙しい中、非常に貴重な時間をいただきま
して、ありがとうございました。
始まる前にお 2 人に揮毫をいただきました。
青井先生は、「平和を」というふうにお書きい
ただいています。これは改めてご説明する必要
はないかなと思いますが、いいですか。井上先
生は、「一期一会」というふうにお書きいただ
いています。これ、ちょっと一言説明いただけ
ますか。
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憲法論議の視点

９条

２０１８年３⽉１２⽇

⽇本記者クラブ１０階ホール
⻘井未帆（学習院⼤学）

１

憲法９条と改正の是⾮に関する基本的⾒解

（１）状況
・森友財務省公⽂書書換問題（２０１８年）
・⾃⺠党「⽇本国憲法改正草案」（平成２４年）
現状）安保政策
・２０１４年政府解釈の変更、２０１５年安保関連法制定
→ 法律家共同体に⼀般的に共有されている理解や、各地で提起されている
訴訟などを踏まえるなら、依然として「⽩」にはなっていない。
・しかし既成事実が積み上げられている。
→ ９条を具体化し規範を⽀えてきた枠組みの揺らぎ
◉ まとめ：憲法９条と改正の是⾮に関する基本的⾒解
・理論⾯で⾒れば、戦後の体制や⾏く末を変えるものとなるのなら、⼤きな意味
を持ちうる。波及する問題領域は広く、かつ困難な論点ばかり。
・しかし、現状として、問題を矮⼩化し、極めて不真⾯⽬な態度で９条問題が扱
われている。「改憲が⽬的」
：そもそも改憲論議をできる状況にない。危険な⾏為である。
（２）９条の働きについて
・９条 ＝

国内法秩序に閉じていない問題領域。国際政治、国際法との交錯。

その上、⽇⽶安保条約・⽇⽶地位協定など「⽇⽶同盟」関係。国内法秩序の外で
安保政策の基本⽅針が決定し、国内法化してきたこれまでの経緯や、有事指揮権
の所在を思えば、純法理論的に問題を解決することが不可能であること
・９条、９条の解釈、諸政策、憲法⽂化

＝「９条のプロジェクト」
：憲法秩序

のなかでの位置付けや機能と対外的な関係における機能（防波堤）
→ 論理や戦略と価値など、複雑に絡み合うなかで動いてきた
：２０１４年以降顕著なのは論理への変化。

1

・プロジェクトの背景として
➀

国際法の到達点の編⼊

武⼒⾏使の原則違法化

→ 国際的な軍事⼒統制の課題：⾃衛権の⾏使について

いえば、⾃衛の措置のみ違法性が阻却される

← ⼿前勝⼿な理由で、国際法の

抜け道を作らない
「武⼒⾏使に関する法」
（jus ad bellum）、
「武⼒紛争中の法」
（jus in bello：
国際⼈道法）：「戦争放棄のゆえに、戦⼒不保持、交戦権の否認」
← 政府解釈は jus ad bellum の例外を設けているので、jus in bello の問題が⽣
じてしまっている

→ 問題が顕在化しないのは、国際法スタンダードの下限を

さらに下回る場合に限られる：「平和国家」
→ これらを担保するものとして、集団的⾃衛権の⾏使否定、専守防衛、攻撃型
兵器を持たない、他国の武⼒⾏使と⼀体化しない、⾏政機関としての⾃衛隊とい
う位置付け
②

等。

平和という価値

・「戦争は絶対にダメだ」「⼈を殺してはダメだ」
２

⾃⺠党の改憲案（２項削除と２項維持）についての⾒解

（１）問題の所在
・ 改憲するのなら、かつての統帥作⽤をどう位置付けるのかという厄介な問題
に向き合わなければならない。
・⽇本国憲法の下では存在しなくなった、明治憲法体制下における軍に関する
制度として、統帥⼤権、編制⼤権、戒厳制度、⾮常⼤権、参謀本部・軍令部、軍
令、軍部⼤⾂現役武官制、兵役義務

など

→ 潜った形で存在してきたこと
・⼀般⾏政事務としての防衛、⾏政機関としての防衛省（機動⾯からみた⾃衛隊）
：⾏政各部に完全に組み込まれた⾃衛隊

／

→ 改憲

＝

解放

・内閣総理⼤⾂のもつ⾃衛隊に対する最⾼指揮監督権（憲法 72 条の確認規定）
← 内閣ではなく内閣総理⼤⾂の権限とすべしという議論の存在

2

（２）何が問題になるか
・これまで：特別扱いをしにくくさせられてきた
・これから：特別扱いの憲法上の根拠
：他の⼀般の⾏政機関には引き受けられない特別性とは。
→ ⾃衛隊がいかなる特別性を持つか、それに対応する法的な仕組みはなにか、
いまだ明瞭とはいえない。
：軍法会議の設置？、
「最⾼指揮官」あるいは「最⾼の指揮監督権」を有す
る⾸相と、主任の国務⼤⾂である防衛⼤⾂との間の権限の切り分け？、他の
⼀般⾏政事務の指揮監督権と、⾃衛隊の最⾼指揮権あるいは指揮監督権の
⾏使はいかなる意味において異なるのか？
：⾃衛隊に対して他の国家機関がどのような抑制権限を持つか。
（３）深化する⽇⽶同盟あるいは⾃衛隊と⽶軍で進む「統合」と９条改正
・軍事⾏動において「統⼀指揮が原則」であり、
「指揮の関係が協同関係にせよ、
統⼀指揮にせよ、主導権は国と国との⼒関係で、兵⼒量、装備、運⽤等の優れた
国が握り、主導権を握る国の指揮官が定めた作戦⽅針、作戦要領に対して異論を
唱えることは難しく、同意せざるを得ないというのが実情である1」。
まとめ
・問題の⼤きさ、深さに⽐べて、あまりにも議論が薄い。
・⽇本国憲法が⽴脚する平和主義のありようや、私たちの社会の価値観をも変
えてゆこう。
「果たしてそれでいいのか」を問うことができるのは、今しかない
のでは。
・すっきりさせることはできない。議論や解釈は続く。
・９条で専守防衛・個別的⾃衛権が導き出せてきたのに、何が問題か。

1

防衛⼤学校・防衛学研究会編『軍事学⼊⾨』（かや書房、1999 年）。
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シリーズ研究会・憲法論議の視点 (3)

「第九条」
井上 武史（九州大学）
2018年3月12日
日本記者クラブ

憲法９条の意義と改正の是非に関する基本的見解

1

１．憲法９条がもつ意味


憲法制定時の意味
・ ポツダム宣言・降伏文書の履行。占領解除の条件。
「本条の制定は、ポツダム宣言の最も重要な履行としての意味をもち、
かつ講和条約の成立と占領軍の撤収の前提要件を満たす意味をもつた
わけである。」『註解日本国憲法』

・ 軍国主義の否定・武装解除


2

「国際社会が関与して制定された憲法」としての日本国憲法
・ 憲法制定権力の全部または一部が国際機関や外国に譲
渡された状況で制定された憲法。
・ 戦争や内戦の後、当該国家の民主化や平和構築のために
行われる国際的介入。

国際社会が関与して制定された憲法

（Nicolas Maziau, « L’internationalisation du pouvoir constituant. Essai
de typologie: le point de vue hétérodoxe du constitutionnaliste »,
Revue générale de droit international public, 2002.をもとに筆者作成。）

3

２．憲法９条の解釈


憲法９条
第1項 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。
第2項 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。



学説の９条解釈
① 当初の政府見解
１項で放棄されるのは、自衛戦争を含めたすべての戦争。
２項は１項の確認規定。
⇒ ２項に法的な意味を認めていない。
② 通説的見解（自衛隊違憲説）
１項で放棄されるのは侵略戦争で、自衛戦争は放棄されていない。
２項の戦力不保持・交戦権否認により、結局、自衛戦争も放棄される。
⇒ １項に法的な意味を認めていない。
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２．憲法９条の解釈（続き）
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③ 有力説
１項は自衛戦争を放棄していない。
２項は自衛のための戦力の保持は認められる。
政府の９条解釈： １項と２項の整合的な理解
・ １項：自衛権が否定されないのであれば、自衛のため
の最大限度を超えない範囲での実力行使は認められる
ように見える。
・ ２項：一切の実力組織の保持を禁止しているように見
える。
⇒ 自衛のための必要最小限度の実力行使とそのため
の実力組織の保持は禁じられていない

３．憲法９条の論点
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占領目的との関係
・ 占領期に占領目的で制定された規定を独立後も維持する
ことは妥当か。
立憲主義との関係
・ 条文と意味が乖離しており、統治者の行為を統制・評価で
きていない。
・ 現に通用している意味を明文化し、解釈の余地をできる限
り与えないことは有益。
民主主義との関係
・ 武力行使の範囲や軍備の規模などを、改正が難しい憲法
で固定することは合理的か。
国際協調主義との関係
・ 憲法９条が国際貢献の足かせになっていないか。
・ 国連PKO、集団安全保障措置、人道的干渉などは視野に
入れなくてよいのか。

平和主義と国際協調主義
平和主義
 「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…」（憲法前文）
 「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。」（憲法9条1項）
国際協調主義
 「われらは、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。」（憲法前文）
 「いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない
…」（同上）
 「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98条2項）
7

平和主義と国際協調主義


8

『あたらしい憲法の話』（文部省、1947年）

平和主義と国際協調主義
①自国中心主義の陥穽（国際平和主義から一国平和主義へ）
 「限定された」集団的自衛権の問題
 「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
明白な危険があること」（存立危機事態）
 国際法にない「自国民保護要件」が追加され、かつそれが憲
法9条の要求だとされた。
②国際社会の平和と安定のための貢献ができるのか
 集団安全保障措置（多国籍軍）に参加できるか：湾岸戦争
（1991年）
 人道的干渉（humanitarian intervention）：NATOによるコソボ
空爆（1999年）
 ⇒憲法9条が国際貢献の足かせになっていないか。それは憲
法の国際協調主義に適合するのか、という問題。
9

自民党の改憲案についての見解

10

基本的な前提


①９条１項は武力行使の範囲を、２項は実力組織の有
無・規模を定める規定である。



②９条２項が禁止する「戦力」とは、「自衛のための必要
最小限度の実力を超える力」である。



③自衛隊は、「自衛のための必要最小限度の実力組織」
である限り、憲法９条２項に違反しない。



⇒これが、行政実務上通用している憲法９条の意味。

11

２項削除案
政策目標
・ 自衛隊（Self-Defense Forces）を軍隊（armed forces）に
する。
・ 自衛隊に課されている憲法上の制約を除去する。
 評価できる点
・ ９条論争は解消する。
・ 自衛隊の憲法上の地位と国際法上の地位との齟齬が
解消される。
 問題がある点
・ 「平和憲法」という現行憲法のアイデンティティを変更
する改正であるため、国民の合意を得るのが容易でない。
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２項削除案（続き）
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軍隊（軍事力）の保持に関わる規定の整備
①内閣総理大臣を軍隊の最高指揮監督権者とする
⇒自衛隊法７条（内閣総理大臣の指揮監督権）の憲
法条項化
②防衛出動についての国会の承認手続
⇒自衛隊法７６条（防衛出動）の憲法条項化
③軍刑事裁判所の設置
⇒最高裁判所に最終的に上訴できる仕組みにすれ
ば、憲法７６条２項が禁止する「特別裁判所」に該当しな
いため、憲法で定める必要はない。

２項維持・自衛隊明記案
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条文案
第３項「前項の規定は、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、自衛隊を設置することを妨げない。」
政策目標
・ 自衛隊に対する違憲の疑義を払拭する（自衛隊を合憲化する）。
評価できる点
・ 国民の理解を得やすい。国民に説明しやすい。
問題がある点： 現存する固有名詞の武力組織を憲法に書く必要があるの
か
・ 「自衛隊」と書かなくても、自衛隊の合憲化は可能（⇒実力組織案）。
・ 憲法的正統性が高くなりすぎる。
「国民投票で承認された自衛隊」
・ 他の行政組織との均衡を失する。
「憲法で設置される行政組織としての防衛省・自衛隊」
⇒どうしても書くならば、自衛隊が憲法72条の「行政各部」であることを明
確にする必要あり。

２項維持・実力組織（実力）案
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条文案
・ A案
第３項 前項の規定は、自衛のための必要最小限度の実力
組織の保持を妨げるものではない。
・ B案
第３項 前項の規定は、自衛のための必要最小限度の実力
の保持を妨げない。
第４項 前項の実力の組織及び編成は、法律で定める。
条文化のポイント：自衛隊の根拠規定の明記（≠自衛隊明記）
・ 政府解釈の明文化。最も無理の少ない方法。
「自衛のための必要最小限度の実力（実力組織）の保持は
禁止されていない」
・ 自衛隊（固有名詞）ではなく、実力・実力組織（一般名詞）
を使用する。
・ 自衛隊が法律で設置されている現行方式を維持する。

条文作成の技術
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憲法条項化（constitutionnalisation）
法律レベルのルールを、憲法レベルのルールに格上
げすること。
明文化
判例や学説で確立しているルールを明記すること。
⇒解釈によって憲法としての意味をもっているルー
ルを明記すること。
「前項の規定は～を妨げない」方式
前項の規定によって排除されていない事柄を確認的
に示す方法。
例：憲法59条3項「前項の規定は、法律の定めるとこ
ろにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを
求めることを妨げない。」

自衛権の範囲の問題


自衛権の範囲
① 個別的自衛権に限定するか（安保法制以前）
② 限定的な集団的自衛権までを含むか（安保法制以後）
⇒ 政策目標をどこに設定するかの問題。



考え方
・ 自衛隊の合憲・違憲と、集団的自衛権の合憲・違憲とは、
問題の次元が異なる。
・ ２０１５年安保法制（集団的自衛権）が違憲となっても、自衛
隊（組織）が違憲となるわけではない。
・ 条文案に加えて、改正の意図を国会審議で明確にするこ
とが必要。
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