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私事で恐縮ですが、私は現在６０歳で、というこ

持するうえで、戦後の日本は巨大な自己欺瞞を内に

とは、日本国憲法と私の人生がほぼ重なっておりま

はらんでいた。これまた否定できない。

す。私が生まれた 1946 年の 11 月 3 日に現憲法がつ

これまでもしばしば書いていることですが、憲法

くられ、47 年の５月３日に施行されたわけです。

第９条は、日本が厳しい国際社会で主権国家として

私を含めて多くの日本国民は、かつては改憲とい

生きていくにはあまりにも立派なもの、立派すぎる

うことはほとんど考えていなかった。しかし、今日

ものです。

では改憲問題は具体的な政治的な争点として我々の

９条の理念は正しい。すべての国はそうあるべき

目の前にあります。これは一体何が変わってきたの

だ。しかし、９条を厳格に守って PKO も出せないよ

か、変わった中で我々はどういうスタンスをとるべ

うではかえって国際の平和に日本は寄与することも

きなのか。こういうことをかいつまんでお話しした

できない。日本自身の安全も、９条の理念で守るこ

いと思います。

とは困難だ。
このディレンマを解くのに、日本国民は無数の自

護憲的改憲論

己欺瞞を重ねてこざるを得ませんでした。たとえば、

まず、私の主張する｢護憲的改憲論｣とは何か。こ

メディアの人々、知識人の人々は、日米の間に密約

れをごく簡単に、エッセンスだけお話しいたします。

があり、日本に核兵器が持ち込まれているというこ

私の基本的な立場は、現憲法は大変すぐれた憲法

とはほとんどわかっていた。わかっていたけれども、

であるというものです。いわゆる改憲派の人たちは、

それを大っぴらに書き立てることもなく、正面から

現憲法は大変欠陥の多い、戦後日本の「平和ぼけ」

論じることもなく、それをのみ込んでこれまで生き

に責任のある、どうしようもない代物だといいます。

てきたわけです。

私はまったくそう思いません。現憲法こそ、戦後の
発展を支え、平和を支えてきた、重要な国家の基本

第９条の二面性

法である。そういうものとして、我々はそれを高く

このように、私たちがこれまで維持してきた１９

評価しなければならない。そう考えております。

４６年生まれの憲法は、我々の道義性の拠点である

現憲法は第二次大戦の直後につくられました。当

と同時に、戦後日本の偽善のあらわれという、二面

時、日本は世界のいわば｢ならず者｣、最大の侵略国

性を持つものでした。そうであるだけに、現憲法は

の一つとして国際社会から断罪されていた、そうい

激しい論争のテーマであり続けたわけです。

う時期です。徹底した平和主義に立脚する現憲法を

私は現憲法とはいわば「同い年」になるわけです

受け入れることが、国際社会に復帰する条件であっ

が、還暦も迎えてかなり疲れた、世の中の動きにつ

たわけです。

いていけないという部分があります。人間、生まれ

また、現憲法のおかげで、日本は軍事費を減らし

て６０年もたてば、体のいろんなところにガタが出

て、民生に力を注いで今日の経済的な繁栄を達成す

てくる。憲法にも、制定以来６０年を迎えて、いろ

ることができた。米国からの度重なる圧力にも抗し

んなガタが出ているのではないか。

て、軽軍備、経済発展という路線を貫くことができ

これは人間の社会の制度として、当然のことでし

た。さらに現憲法があったおかげで、我々は｢死の商

ょう。それを認めないということは、憲法だけが社

人｣という汚名を着ることなく経済的繁栄を享有で

会の変化、発展とは別の存在であるという、かなり

きたわけです。

無理な主張といわざるを得ないのではないか。

そういう意味で、現憲法こそが、戦後日本の数少

もっとも、憲法は社会のさまざまな制度の中でや

ない、我々が世界に誇り得る道義的な拠点を我々に

や例外的な存在です。どういう意味で例外かという

与え続けてきてくれたものです。そう私は考えてお

と、社会の諸制度の中で、憲法は非常に長生きする

ります。

ようにつくられている。憲法は普通の法律と違って、

しかし他方において、そういう意義ある憲法を維

国の根本を定める法ですから、そう簡単に変わって
２

もらっては困る。どこの国の憲法であっても、普通

方があるということです。おそらく、次回に報告さ

の法律より改正しにくい。そういう特徴を持って憲

れる長谷部さんなどは、私の言う「狭い意味での憲

法はつくられている。

法」のお話をなさるのではないかと思います。
「狭い

ですから、憲法の規定をごらんになればおわかり

意味での憲法」とは、近代的な意味での憲法です。

のように、憲法には一般に抽象的な条文が並んでお

この考え方によると、憲法とは国家権利を縛る道

ります。具体的な規定、細かい規定は、憲法よりは

具です。国家は個人のために存在しているが、同時

るかに生命が短い法律や政令に任せて、憲法はあく

に国家は強大な権力をもち、何かで縛っておかない

までも基本原理を定める。それがゆえに長生きする。

ととかく個人の権利、人権を破るものである。それ

憲法はそういうつくられ方をしているわけです。

を防いで個人の人権を守る、そういう立憲主義の柱

とはいえ、仮に憲法がそういうものであったとし

として憲法がある。そうした見方です。

ても、それがまったく不変のまま５０年、１００年、

これはもちろん非常に重要な見方です。今日我々

２００年と存在し続けるものではあり得ない。その

が生きているのは、近現代の社会であるわけですか

変え方が、根本的か微調整か、どういう変え方をす

ら、何よりも憲法は狭い意味での、立憲主義的な憲

るかという違いこそあれ、憲法だって現実の変化に

法でなければならない。それはそのとおりです。

応じていつかの時点では変えなければならない。そ

しかし問題は、｢それだけでいいの？｣ということ

れは人間がつくった制度である以上、当然のことで

です。私は、近代という時代は、歴史的な継続性、

す。

つながりというものを軽視してきた時代ではないか、

私は、１９８０年代頃までは護憲論の立場に立っ

と思います。

ておりました。そのころから、日本国憲法はどこか

前近代の時代には、世界のどの文明圏であっても、

の時点では変えなければならないのではないか、護

長い伝統というものを尊重して、伝統の中に人間の

憲的な立場に立つ者としてもそれを明らかにしてお

生活、生の営みが行われてきた。人々は過去によっ

かなければならない、と考えるようになりました。

て拘束され、それを自明視して生きてきたわけです。

なぜそう考えるようになったのか？それは、日本

ところが、近代はそのきずなを断ち切って、現在と

が国際社会の中で生きていくうえでさまざまな無理

いう時代を至上価値化した。伝統は否定さるべきも

が重なってきているのではないか。そういう問題を、

のとして性格付けられることになった。

私が国際法学者として感じだしたのが、８０年代で

近代という時代は、このような歴史的な継続性を

あったわけです。

断ち切って、現世代の幸福の最大化をはかってきた。

ではどういうふうに変えていくのが一番望ましい

その結果として、我々は将来の世代を危うくするよ

のだろうか。戦前復帰的な改憲論ではダメだ。護憲

うな文明を持つに至っているわけです。

の精神に立脚した改憲論でなければならない。こう

こういう長期的な歴史の観点からみますと、憲法

して、１９９３年に「『平和憲法と』集団安全保障」

には立憲主義だけでは捉え切れない、もう一つの意

という、その後「護憲的改憲論」の骨格となる論文

味があるのではないか。それは広い意味の憲法、国

を『国際法外交雑誌』という専門誌に発表しました。

のかたちをつくるものです。その場合の国のかたち

その後、衆院や参院の憲法調査会でそうした趣旨の

というのは、たんに現世代にとっての国ではない。

意見陳述を行い、2004 年には「護憲的改憲論」とい

前世代から引き継ぎ、次の世代に受け継いでいく国、

う論文を『ジュリスト』２００４年１月１−１５日

というものです。

号に発表しております。

我々、国民というものも、単に同じ時代を共有す
る国民というだけの存在ではない。歴史的に規定さ

｢立憲主義｣だけでいいのか？

れ、過去から将来へ、世代を超えた、超世代的な流

この護憲的改憲論を説明するうえで、私が最初に

れの中の一存在としての国民でもある。ですから、

申しあげたいのは、憲法には大きく分けて２つの見

我々が憲法を改正するという場合には、この日本と
３

いう国の歴史の中で、過去の国民を我々が引き継い

ればならない。これが国際社会における日本の立場

で、未来の国民というものを意識して憲法のあり方

です。

を定めていく。これは広い意味での憲法でありまし

日本を含む世界中の国のほとんどが加盟している

て、近代主義的な、立憲主義的な性格規定にとどま

正統性が高い条約があるとします。その条約はジェ

らない憲法です。

ノサイド（大量殺害）を禁止しており、ある国がジ

私は、憲法改正論議をするうえで、狭い意味での、

ェノサイドを犯した場合には、他の条約当事国は軍

近代主義的な意味での憲法と、近代という時代を相

事的手段をもってそのジェノサイドの鎮圧しなけれ

対化した、歴史の流れの中での、広い意味での憲法

ばならない、というふうに定めていたとします。

というものの双方を見据えた、そういう視点が必要

仮に日本国憲法が自衛隊の海外派兵を禁じている

である、と考えております。

としたら、この条約に従って日本が自衛隊を派兵し
てジェノサイドを鎮圧することは、国内法上は違憲

集団安全保障と集団的自衛権

の行為であって許されない。しかし、国際社会にお

その点は最後にもう一度立ち返ることにいたしま

ける日本という観点から見れば、日本が、ジェノサ

して、次に、私の専門分野である国際法の観点から、

イドを禁止して違反国への軍事的な貢献を求める条

憲法９条の問題に関連して、いまお話しした歴史的

約に加入していながら、その条約の義務を履行しな

な視点と、さらに国際的な視点を踏まえて、少し具

いことは、条約違反であって国際法上許されない、

体的なお話をさせていただきます。論点は２つあり

ということになります。

まして、１つは自衛権であり、１つは集団安全保障

このように、仮に日本の憲法に違反する行為であ

です。

ったとしても、一国の価値を上回る国際社会の公共

憲法と国際法、ないし国際社会における日本のあ

的な価値があるならば、日本としてはそれに協力し

り方という点に関して、これまでの議論にはかなり

なければならない。これは充分あり得ることです。

混乱がありました。憲法学者の間にも混乱が残って

集団安全保障というものは、まさにそういう国際

います。たとえば、憲法と国際法はどちらが上位で

公共的な価値を指向するものとして、国連の安全保

あるかというような単純な議論をする学者がかなり

障理事会の決定のもとに加盟国に国際平和のための

います。

協力を求める、という制度です。日本は、国連加盟

これは、答えられない問いを問題として設定して

国として集団安全保障体制のもとで国際の平和と安

いるわけです。国内法としての憲法の観点からいえ

全の維持に協力する国際法上の義務を負っているわ

ば、条約に代表される国際法は、基本的には憲法よ

けです。

りも下位にあって法律よりも上位にある。したがっ

これとやや異なるのは集団的自衛権の問題です。

て、憲法の方が優位する。これは当然です。

集団的自衛権は、国連憲章の集団安全保障のもとで

しかしながら、国際社会における日本という観点

あくまで例外的な位置づけを与えられております。

から見た場合は、仮に違憲の条約であったとしても、

したがって、集団的自衛権を行使するかしないかは、

日本が他国と結んだ合意は守らなければならない。

その国の自由であって、その国が自由に決めること

これを遵守しなければ日本は国際法上、違法行為を

です。日本が個別的自衛権は行使するけれども集団

犯すことになる。それは日本であれ、米国であれ、

的自衛権を行使しないという政策をとることは、国

中国であれ、どこでも同じことです。

際法上まったく問題ないことです。それはあくまで

ですから、日本の結んだ条約が違憲であるという

政策的な選択の問題です。

理由でその条約の執行を拒むということは国際法上

この点について詳しくは、私の論文を読んでいた

許されない。国内法の視点からみた場合には条約が

だくか、あるいは私が昨年、
『国際法』という国際法

憲法の下位にあったとしても、日本という国家とし

の教科書を東信堂という小さな出版社から出しまし

て、対外的には憲法に違反する取り決めも守らなけ

たので、それの第１１章の武力行使と安全保障に関
４

する章を読んでいただければ、そこで十分展開して

くざっぽい男が、いい顔の男を組み伏せてしまった。

おります。私は基本的には、集団的自衛権について

やくざが善良な市民をいじめていると思って、その

はきわめて抑制的な形でこれを認めるという考え方

やくざっぽい男に飛びかかろうと思ったら、その人

に傾いています。ただ、この問題は、憲法改正がい

が実は私服警官であって、警察手帳をみせられた。

つ行われるかという点にもかかっています。

私がここでいいたいことは、主権国家同士の争い

私は、現在の小泉政権なり小泉政権の後継政権の

というのは、私服同士の争いであって、現象だけを

もとで、仮に民主党の一部と自民党が合体して憲法

みていると、それはけんかです。警察手帳を見せて

改正を行うというような場合には、集団的自衛権を

もらわないとどっちが公権力の担い手であって、公

正面から認めることには反対に傾きます。現政権や

共的な力の行使なのかわからない、ということです。

次の政権では憲法改正はすべきではない、というの

一口に武力行使と、現象的には同じような概念であ

が私の意見です。

っても、法的には公権力の行使として行っている武

私は改憲論ですけれども、長期的観点からの改憲

力行使なのか、それともやくざの暴力なのか。この

論ですから、そういう長期的な見通しのもとで極め

ふたつは明らかに違うわけです。

て制約的な条文のもとに集団的自衛権を認めるべき

ところが日本では、自衛隊の海外派遣についての

であろう、というふうに考えております。

あらゆる議論が、武力行使というと一緒くたにされ
てしまう。国連が主体となって行使する武力行使も、

｢武力行使｣の概念

日米安保体制のもとに日本と米軍が共同で行う武力

最後に、具体的な論点の中で、１つ申しておきた

行使も、日本が単独で行う武力行使も、全部同じ武

いことは、武力行使という概念についてです。この

力行使にひっくるめられてしまう。それは国際法上

武力行使ということばは、実によく皆さんジャーナ

の観点からいえば明らかにおかしい。法的には区別

リズムの方もお使いになりますし、国会の論議でも

すべき概念です。

よく議論される概念です。ただ、私のような国際法
学者からしますと、非常に奇異な形の使われ方がな

広い意味での憲法

されている。国内的な観点が過度に優越して、内閣

以上、ごく簡単に私の専門分野である国際法と憲

法制局のこれまでの長い解釈が、誤った武力行使概

法、国際社会における日本が主体となる武力行使の

念の用法を日本社会に定着させてしまった、と考え

問題についてお話をいたしましたので、あとの残る

ております。

時間は、護憲的改憲論について、２１世紀の国際社

それはどういうことか。国際社会を見渡してみま

会における日本のあり方に関連づけて、先ほど私が

すと、武力行使といった場合には、明らかに性格の

お話した、広い意味での憲法という観点から、もう

違う２つの武力行使が考えられます。

少し詳しくお話ししたいと思います。

１つは個別国家が自己の利益を追求するために、

この論点を考えるには、大きな俯瞰図を描いてみ

国益追求の手段として行う武力行使です。もう一つ

なければならない。私などには本来手に余る作業で

は、国際社会の公共利益を体現する国連なり国連の

すけれども、皆さんの頭の体操として、そういう少

授権を受けた複数の国家が、国際社会の価値、利益

し大きな話をさせていただければ、と存じます。

の実現のために行う武力行使です。この２つの武力

そもそも２０世紀とは一体どういう時代であった

行使は、法的にみますと完全に性格が異なっていま

のか。２１世紀というのはどういう時代になるのだ

す。

ろうか。あるいはどういう時代として日本は２１世

ホームで２人の男が取っ組み合いのけんかをして

紀にかかわっていくべきなのだろうか。そういう問

いる場面を想像してみて下さい。２人ともジャンパ

題です。

ーを着て、１人は非常にやくざっぽい顔をして、も

単純化していいますと、２０世紀は、19 世紀から

う一人は何か結構いい顔している。そのうちそのや

進行していたヨーロッパの地球大的な覇権を米国が
５

引き継いで、欧州プラス米国の世界大的な覇権のも

私はそれにならって、トランスシビリゼーショナル

とに世界を一様化した時代であった。このように総

という言葉を作ってみました。

括することができると思います。

皆さんも目の前にみておられるように、中国、イ

私は、さまざまな地域文明の比較史を少しずつや

ンドなどの国々の経済発展がもたらすだろうさまざ

ってきました。１８世紀以前の世界をみていただき

まなインパクトを考える必要がある。他方では、米

ますと、ヨーロッパ大陸にはヨーロッパ中心の一つ

国の力もそう簡単には衰えないだろう。ヨーロッパ

の文明圏があり、東アジアには中国中心の一つの文

もＥＵを中心として依然として力を保持し続けるだ

明圏があり、中央アジア、南アジア、西アジアには

ろう。そういった中では、必然的に世界が多極的か

イスラム中心の文明圏というものが存在していまし

つ文明的な世界とならざるを得ないのではないか。

た。

その多文明的な、文際的な世界で、日本はみずから

１９世紀を通じてヨーロッパ中心の文明圏が他の

をどのように位置づけるべきなのか。

ライバルの文明圏を圧倒して、19 世紀末から 20 世

私はここで日本が２０世紀を通じて、非欧米世界

紀初頭にかけてヨーロッパの植民地体制が、地球的

の近代化の中で、孤独な先頭走者であったというこ

な規模で確立しました。そこでは、ヨーロッパ中心

とをかみしめる必要があると思います。日本こそ、

の文化、文明が世界を覆いました。

日露戦争でロシアに勝って非欧米諸国の気持ちを奮

私は、今日このように背広を着て、ネクタイをつ

い立たせた。他方、日本こそ、その後侵略戦争で中

けて、コーヒーを目の前にして皆さんの前に臨んで

国や東南アジア諸国を苦しめ、韓国、台湾を植民地

います。羽織袴でお茶を飲んでいるわけではない。

化した。

それは私たちが、２０世紀の文明のスタイルで暮ら

先ほど私は現憲法が非常にすぐれた、積極的な意

しており、それが、ヨーロッパとアメリカ中心の文

義と、偽善の塊のような否定的な面の二面性を持っ

明であることのあらわれです。

ていると申しあげましたが、日本自身そういう二面

そうした文明は、２１世紀にどのように変わって

的な歴史を生きてきたわけです。この経験は貴重で

いくのだろうか。変えていくべきなのだろうか、あ

あって、そういう立場から日本が世界に貢献できる

るいは維持すべきなのだろうか。この問いが、今後

だろう、と考えています。

の日本のあり方を考えるうえでは当然問われなけれ
ばならないだろうと思います。
日本は、経済不況が１５年も続いた今日でもなお、

そうした観点から歴史を考える場合に、私は日本
国憲法を、広い意味での憲法、歴史的存在としての
憲法として考える必要がある、ということを強く申

世界第２の経済大国です。その地位は中国にはすで

しあげたい。そのことは、憲法を考えるうえで、日

に脅かされておりますし、中国がとってかわるのは

本が持っていた文化的な意義を取り込まなければな

時間の問題です。それでも極めて巨大な、国際的な

らないということです。

影響力を持つ国家です。その国がどういうかたちで

このように申しますと、皆さんの中には、危ない

国際社会にかかわるかということは、国際秩序を考

んじゃないか、自民党の中によくある復古主義的な

えるうえでたいへん重要な要素です。

議論だな、と身構える方がおられるかもしれません。
しかし、私が申しあげたいのは、自分の主張に都合

｢文際的｣な世界

のいい歴史のつまみ食いではなく、もっと日本の歴

私は、２１世紀は多文明の共存の時代、そして多

史を相対化した文明の流れの中に位置づけた、そう

様な文明をできるだけ平和共存のもとに統合できる

いう歴史性を持った日本の憲法というものを考えな

ような、そういう時代にすべきだ、と考えています。

ければならない、ということです。

私 の 言 葉 で い い ま す と 、 ｢ 文 際 的 な

それはどういうことか。一つには、私は、具体的

(trans-civilisational)世界｣です。「トランスナショナ

な憲法規定のあり方としては、日本の伝統的文化を

ル(民際的、越境的)」という言葉がありますけれども、 重視すべきであり、社会や集団に対する個人の責務
６

も、憲法を考えるうえでは少なくとも十分議論すべ

ーロッパと対峙する世界は極めて危険な世界です。

き問題だろうと思います。非常に抽象的な形ででも、

日本は、自らが犯してきた誤りを自覚的に受けとめ

憲法に日本の伝統的文化をうたうべきではないかと

て、平和の貴さを絶えず発信しながら憲法改正をし

思います。

なければならない。そう思います。
私は戦争責任の問題を３０年以上研究し、また実

法律至上主義の問題性

践活動に従事してまいりました。その経験をふまえ

２０世紀は、ヨーロッパに発達して近代主義的な

て、憲法改正の問題は、必ず日本が犯した戦争に対

米国に花開いた法至上主義の文化が全世界を覆った

する責任の問題とセットにして考えなければならな

時代でした。
「法の支配」は人権尊重、弱者保護を支

いと信じています。

えるすばらしい理念、制度ですが、他方、リーガリ

私がこれまで護憲的改憲論を主張して、護憲派と

ズム(法中心主義、法至上主義)が持っている限界、問

改憲派の双方を批判してきた最も重大な点は、一方

題性を、考える必要もある。

で改憲派は過去の侵略戦争を正当化しようとする傾

ついこの間、デンマークのムハンマドの風刺漫画

向が強い。他方で護憲派は憲法９条絶対平和主義的

の問題がありました。それに対するヨーロッパ諸国

に解釈することによって戦争責任を代弁させようと

の一つの典型的な反応は、表現の自由が何よりも重

している。そのいずれも問題ではないか、というこ

要である、どんな偉大な宗教の思想であれ、神であ

とです。

れ、風刺は許されるべきだということでした。ジャ

我々は過去の戦争の責任を正面から受けとめる必

ーナリストの皆さんは、その意見に同意する方が多

要がある。しかし、それを憲法９条に負わせるべき

いだろうと思います。しかし私は、あの議論の中に

ではない。憲法９条は国際社会のシビアな現実の中

表現の自由を憲法上の理念として掲げることによる

で、日本がＰＫＯや人道的危機への派兵など、軍事

法至上主義的な問題性というものも感じております。

面でも世界のさまざまな悪に対して対応できるよう

つまり、神というものは、我々の近代主義的な憲

に変えていかなければならないのではないか。そし

法よりもはるかに長い人間の歴史を持っているわけ

てそのことは、真摯な日本の戦争責任の受けとめと

です。その問題を法至上主義的な観点からだけアプ

セットにならなければならないのではないか。私が

ローチするというのは、典型的な２０世紀のリーガ

最後に申しあげたいことはそういうことです。

リズム文化のあらわれという面を持っている。そう

ご静聴ありがとうございました。

私は考えます。このように、憲法を考えるには長期
の歴史的観点に立って文化の問題を取り入れなけれ

質 疑 応 答

ばならない。
もう一つ。私は、護憲的改憲論の核は平和主義だ

司会(山田孝男企画委員)

いまのお話の中で、私は

と考えています。日本は先ほど申しあげたように、

改憲論者であるけれども、現政権及び直近の政権で

日露戦争で、アジアの諸民族、あるいは全世界の｢有

は変えない方がいいんだ、というふうにおっしゃい

色人種｣に対して希望を与えながら、その期待を裏切

ました。現政権及び直近の政権で変えない方がいい

った。軍国主義に走ってアジア諸国を侵略した。戦

理由は何か。裏腹の問題ですけど、ではどういう条

後の日本は、その最大の反省に立って国づくりをや

件が整えば改憲に踏み切るべきなのか。この点をま

り、その結果誇るべき平和国家という今日の地位を

ずお伺いしたいと思います。

勝ち得た。その精神はどんなことがあっても、２１
世紀へのメッセージにしなければならない。

改憲の条件

今日の中国にせよ、インドにせよ、日本よりもは

大沼

いまの点は、私が最後に申しあげた点と密接

るかには軍国主義的な国家です。こういう軍国主義

に絡んでおります。皆さんご存じのように、小泉総

的な文化をもつ国家が超大国の一員として米国やヨ

理は靖国参拝をずっとやっておりまして、自分が総
７

理である以上、これをやめることはない、Ａ級戦犯

ことは認めます。これもずっといい続けてきたこと

がそこに祀られているということは大きな問題では

ですけれども、戦争責任の問題というのは、いわゆ

ない、これは信条の問題である、ということをいい

る｢けじめがつく｣問題ではないということです。よ

続けて参拝をしているわけです。ここには明らかに

く新聞などでは、｢けじめ｣という言葉が出ますけれ

日本が犯した侵略戦争とそれに対する責任というも

ども、私はあの「けじめ」というのはあまり好きな

のに対する小泉総理の、非常に残念ですが、鈍い感

言葉ではない。こちらがけじめをつけたと思っても、

度がある、と私は思います。

やられた側は、いや、ついていないと思う。それは

小泉政権の後の候補者のかなりの部分が、小泉総

必ずあるわけです。

理のそういう姿勢と共通している。そうでない人が

私はそういう意味で、ある一つのことで憲法９条

後継総理になった場合には、私は若干の考えを変え

が実際に果たしてきた機能に代替できるものはない

る要因があるかとも思いますが。

だろうと思います。ただ、幾つかの方策を積み重ね

ただ、例えば安倍官房長官の人気というものは、

ることによって、私は「いや、けじめがついてない

この数年間ぐらい日本国民全体が感じているフラス

ではないか。憲法改正したら日本がまた軍国主義化

トレーション、韓国と中国に対して一体いつまで謝

に向かうではないか」という議論を少なくとも低減

り続けなければならんのだ、そういうフラストレー

させるということは可能だろうと思います。

ションを強く反映している。日本の国民のそういう

一つは、先ほどからずっといっておりますように、

フラストレーションを解きほぐしていくには時間が

憲法改正にあたっては、私は日本の文化的な伝統を

かかるかもしれない。

重視してそれにかわる条文を、例えば前文に取り込

ですから、政権が仮に福田さんなり谷垣さんなり

むと同時に、他方では国際協調主義的な平和主義を

に行ったとしても、戦争責任の問題について、それ

しっかりと前文に掲げることが大事だと思います。

だけ大きな展開が日本の国民の世論の中でできるだ

前文に書き込むことは、政治的リアリズムの観点か

ろうか。私は必ずしも楽観的ではない。そういう意

ら難しいかとも思いますが、我々がかつて過ちを犯

味では、現政権と直近の政権での憲法改正というの

したということの認識に立った憲法改正なのだとい

は、私がいっている｢戦争責任を正面から認めたうえ

う趣旨の文を憲法の前文に、｢平和主義｣の一環とし

での改憲｣という点で、条件が整わないのではないか

て書き込むことが望ましい。

と思うわけです。

第二に、私は、国家の指導者は、少なくとも現在
のようにＡ級戦犯が祀られている状態では靖国に行

見市元(朝日新聞出身)

憲法９条に戦争責任という

くべきではないと思います。それを政策決定として

ものを負わせるべきではないというご指摘だったと

やるということは非常に重要なことだと思っていま

思うんですけれど、護憲論者は、先生がおっしゃる

す。

ように、憲法９条で戦後の平和主義というものを象

もう一つ。これも政治的リアリズムの観点からど

徴してきた、それを変えることは、おかしい、変な

の程度の現実性があるか、十分自信があるわけでは

メッセージを対外的に与えることになるだろうと心

ありませんけれども、憲法改正を発議する国会にお

配をするわけです。しからば戦争責任を十分果たし

いて、何らかの国会決議というものがあっていいの

たうえで憲法改正せよとおっしゃる場合、その戦後

ではないか。自分たちがいかなる精神のもとにこの

責任の果たし方というのは何によって担保されるの

憲法改正を行うのかという決議を、できるだけ格調

か。憲法以外で担保できる手段というものがあり得

高い言葉で、日本の歴史を踏まえて採決する。その

るのかどうか。

中には、憲法に書き込まないとしても、村山談話に
示されている程度の歴史認識は、表明されていい。

｢けじめ｣と平和主義
大沼

あとは日本国民のフラストレーションを解消する

私もその点は非常に難しい問題だろうという

ような広報活動を、政府が積極的に行うべきですね。
８

文部省は、ご承知のように近隣国条項というものを
つくって、それなりに教科書検定に反映させようと

質問

先ほどから２１世紀という問題をお話してお

してきたわけですが、そのことが他方において、現

られるけれども、私は軍隊という概念が２１世紀に

在の非常に大きなフラストレーションを招いている

変わってくるんじゃないか、と感じているわけです。

ということもあって、これが難しいことは間違いな

いまのような状態では、９条を変えようというのが

い。けれども、少なくとも現政権のような、全く説

一つの大きな流れですね。大沼さんのいわれたよう

明責任を果たさない形での問題の放置ということで

なこともわからんことはない感じはするんだけれど

はない、積極的な方策というものがあり得るだろう

も、それをいっていると、大きな波に流されてしま

と思っています。

う可能性もあるんじゃないか。
もう一つは、９条を変えようとしている力の中に

司会 ことしの『論座』の２月号でしたでしょうか。

は、いわゆる戦争責任の問題ということも非常にあ

読売新聞の渡辺主筆と朝日の若宮論説主幹の対談が

いまいな形で流してしまうというところと一緒の声

大変話題になりました。この中で渡辺主筆が、いま、

になって出ている。何日か前の某大新聞が世論調査

読売がずっと戦争責任シリーズを連載しておられま

をしたら、６５％が改憲賛成。私はあれを見て、や

すけれども、８月には読売として、戦争責任につい

っぱり日本は変になっているなという感じがしたわ

て明快な見解を出すんだというくだりがありまして、

けです。そういう波に、先生の護憲的改憲論が流さ

私も大変感心しましたけど、これは長く戦争責任と

れるんじゃないかという可能性を感じます。

取り組んでこられた大沼先生からごらんになると、

そういうことを感じながら、見解をお聞きしたい

ようやくジャーナリズムの覚醒であり、すばらしい

んだけども、憲法改正というのは一般論としていつ

歓迎すべきことである、というふうにごらんになっ

やってもいいわけですよね。不磨の大典じゃないん

ているのか。そんなこといったって簡単じゃないよ、

だから。そういう気持ちが半分にある。しかしやっ

というふうにごらんになっているのか。

ぱり政治の状況との兼ね合いもある。それで判断し
なくちゃいかんと思う。私はこの空気の中でまずい

大沼

私は、この数年間の読売のスタンスに率直に

なと思います。そうなると、９条を変えていこうと

いってかなり失望していました。かつては読売、朝

いうんじゃなくて、２１世紀の軍隊を変えていく方

日、毎日の３紙に随分書かせていただいていたんで

向で考えたらどうだろう。憲法を変えるんじゃなく

すが、この数年ぐらいは読売とはほとんど縁がなく

て、軍隊のあり方を変える。自衛隊のあり方を変え

て、朝日、毎日には書かせていただくけれども、読

るということに知恵を出して考えたらいいんじゃな

売からはお呼びがない(笑い)。こういう時代になって

いか、ということです。

いました。そうであっただけに、この戦争責任の問

例えば国際緊急援助隊というのがあります。要す

題を１年間かけて取りあげる姿には感銘をうけまし

るに軍隊というのは昔からお助け部隊なんです。自

た。もちろん拝読して、自分の意見と違う点はあり

衛隊のお助け部隊的な要素を徹底的にどうやって出

ます。しかし、それでもあれだけの紙面を割いて、

していくかという考え方です。

あれだけのエネルギーを使って、戦争責任を検証す

２１世紀の安全保障というのは非常に問題になっ

るということは、すばらしいことだと私は大変評価

ていて、人間の安全保障ということも問題になって

しています。

きています。それからもう一つは、いわゆる｢パック

毎日や朝日も、読売ほどでないにせよ、このとこ

スアメリカーナ｣が、どういう形で収束するのかしな

ろ東京裁判や戦犯の問題をずい分扱っています。新

いのか。これはイラクが一つのモデルになると思い

聞だけでなく、影響力のある映像メディアも、本格

ます。それからもう一つは核の管理の問題ですね。

的な戦争責任の検証をやっていただきたい、と思っ

こういう問題を引っくるめて考えたら、早急に自衛

ています。

隊を変えるという方向じゃなくて、自衛隊はもっと
９

お助け部隊的に変えていったらどうかと考えるんで

はもはや維持できないし、維持すべきでもないと思

すが、いかがですか。

います。

憲法は宗教ではない

高橋(毎日放送)

大沼 いまのご意見は、私からいわせていただくと、

てなのですが、自民党の改憲論の９条と、戦争責任

典型的な護憲派のご意見だろうといかがいました。

を認める先生の論とは、どこが一番違うんでしょう

私は、率直に申しあげて、そういう形の護憲派の論

か。

戦争責任を認める形の９条につい

理は、もう維持できないし、すべきでもないのでは
ないか。そう思っております。護憲派は、憲法とい

９条と戦争責任

うものをほとんど宗教の域に高めて至上価値化して

大沼

きました。我々はそのことの問題性を考えるべきで

って、この間、舛添議員がまとめた改憲論は、むし

はないか。国際社会は、残念ながらそれほど立派な

ろ、中曽根さんの文化的伝統の議論などを抑えて、

世界ではありません。人間の安全保障ということを

できるだけ広範なコンセンサスをとれるような形で

いっても、世界の軍事的な問題は、ずうっとこれか

まとめたわけですね。

自民党の中の改憲論にもいろんな改憲論があ

ら残ります。自衛隊をお助け部隊にしようがしまい

ただ、私が典型的にイメージしている旧来の改憲

が、世界ではジェノサイドは起こります。それを我々

論というのは、先ほどの講演の繰り返しになります

は放置していていいのか、という問題もずっと問わ

けれども、憲法９条というのは、要するに甚だ非現

れ続けます。護憲派は、これまでそういう現実から

実的で、平和ぼけの原因となってきているという議

これまであまりにも目を背けてきたのではないかと、

論ですね。日本がやった戦争は、必ずしも侵略とは

私は考えています。

いえない、欧米の植民地に対抗する解放戦争だった

それからもう一つ。大きな流れがあるから憲法を

という主張。そういう典型的な一つの議論があるわ

変えることはやるべきではない、とおっしゃいまし

けです。私は、そういう議論には全く与みしない。

た。私も、小泉政権、あるいはその小泉政権の方針

私は、前の戦争が侵略戦争であったことは、国際法

を受け継ぐような政権のもとでの改憲には反対であ

的にも、歴史学的にも疑問の余地のなく明らかなこ

る、とはっきり申しました。

とだと思っています。

他方において、私が実は護憲的改憲論--そういう名

私とは自民党政権に対するスタンスがやや違うけ

前は出しませんでしたが—の最初の論文を発表した

れど、北岡教授--いまの国連大使ですけれども--ある

のが１９９３年、いまから１３年前のことです。こ

いは五百旗頭教授、そういった方々にしても、ある

の１３年の間にはもうすこし憲法改正についていい

いは自民党のかなりの方々は、そういう点では全く

政権もあったわけです。例えば村山政権のときであ

私と意見は同一ですね。つまり、1931-45 年の戦争

れば、まわりの国々の受け入れ方も違っていたかも

は間違いなく日本の侵略戦争であった。それを踏ま

しれない。

えたうえで９条を変えていくかどうかということな

そういう時代にも、護憲派の皆さんはまだ早いと

のです。

いうふうにおっしゃっていた。ではいつになったら

ですから、同じ９条を変えるにしても、９条とい

いいのか。先ほど申しましたように、いまの憲法が

うのは全くの絵空事であって、日本がやった戦争は

いかにすぐれているかといって、１世紀も２世紀も

侵略戦争ではなかったんだという前提のもとに９条

３世紀も変えないで済むという話ではないのではな

を変えるのと、日本がやったのは間違いなく侵略戦

いか。護憲派の人は、一体、いつ、どのように変え

争であって、９条は、そういう侵略をやった日本が

ればいいのか、その見通しを示さない議論というの

国際社会で生きてい戦後くうえで極めて重要な意味

もいかがなものか、とも思います。私はそういう意

を持つ、その意味で極めて現実主義的な意義のある

味で、典型的な護憲派の議論というものは、今日で

条文だったんだ、その意義を認めたうえで変えるん
１０

だという変え方とでは、非常に大きな違いがあると

私は、ずっと戦争責任のことをいい続けて、書生

思います。私の改憲論が旧来の改憲論とは違うのは

っぽの議論だとか、過度に道徳主義的な議論だとい

そういうことです。歴史認識において、旧来の改憲

う批判を受けてきたんですが、決してそうではない

論とは私は根本的に違うわけです。

と自負しています。つまり、先ほど私が繰り返しい
ったように、憲法９条というのは、侵略をやった日

司会 先ほどの話で、先生が｢村山政権のときだった

本が戦後の国際社会で生き延びるための条件だった

ら改憲してもよかったんじゃないか｣といわれたと

わけです。そういう極めてリアリスティックな条文

ころが、気になったんですけれども、私の認識では、

が憲法９条だった。

確かに近い将来、改憲がないとはもちろんいえませ

日本が戦争責任を認めるということは、道義的に

ん。難しいと思うんですけれども、その条件という

高い日本をつくるために重要な条件であると同時に、

のは、侵略戦争といいますか、歴史認識において非

日本が中国と対等に渡り合える、日本が国際社会の

常に道義性の高い認識を示した、ということが条件

中でさまざまなカードを切ることができる、という

であるというのも一つの側面でしょうけれども、よ

ための条件であるわけですね。

り重要なことは、安全保障条項の９条を変えていく

私は、１０年ほど前に『諸君！』に書いたことが

とすれば、国際政治の現実、むしろアメリカ帝国に

あるんですけれども、そこで私がいっていたことは、

振り回される条件が整うわけですから、それといか

こういう戦争責任の問題をいつまでも引きずってい

にタフに切り結べるだけの政治的な成熟を日本が持

ると、日本は常任理事国にもなれないし、日本がさ

てるかということが最大の条件である。そうします

まざまな意味での外交上の行動の自由を失うことに

と現政権は、米軍再編一つまとめられない、最も防

なる、ということをいっているわけです。１０年前

衛政策に精通している若手のホープ前原(民主党代

に私がいっていたことが残念ながら今回、安保理の

表・当時)氏は、にせメール問題でフラフラであると。

常任理事国になる試みの失敗という形で露呈してし

こういう未熟な政治状況において、改憲というよう

まったわけですね。政治の主流が、戦争責任の問題

なことに直面した場合に、一体どういうふうに鼻面

などは倫理主義的、道徳主義的な問題だ、ほっとい

引き回されるかという不安が非常に大きいのではな

ていいではないか、というようなセンスでいたから

いかと思うんです。

こそ、結局ああいう体たらくになったということな

そういう意味で、村山政権のときに改憲というの

のではないか。

は、これちょっと違うんじゃないかなと思うんです
が、そこはいかがでしょう。

小泉政権は一方で｢靖国参拝｣をやりながら、常任
理事国になろうとしている。そんなアクロバティッ
クなことはできっこない。そういうリアリズムの欠

大沼

私も、村山政権のもとで実際に改憲ができた

如だと思います。そうした成熟のなさがやっぱり一

とか、すべきであったなどというような踏み込んだ

番困ることである。それは全くおっしゃるとおりだ

ことをいったつもりはありません。いま、山田さん

と思います。

がおっしゃったことには、私も全く同感でして、や
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はり９条を変えていくうえで一番重要なのは、日本
が主権国家としてみずからの軍事面でのあり方とい
うものを主体性を持って決めることができる、そう
いう政権とそれを支える国民の成熟がなければなら
ないと思います。
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