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戦争法案を学ぶ―「戦争ができる国」へ

鎌倉平和学習会 20150611

永山茂樹（東海大）

１、戦争法と日本国憲法

戦争法；安倍首相の「積極的平和主義」と、日米ガイドライン（第 3 次）を具体化するた
めの一連の法律（新規＋改正）を総称

「なにが国際「平和」支援法だ。戦争する他国の軍隊に協力するのが「平和」支援というのは

欺瞞が過ぎる。「積極的平和主義」やら「国際平和支援法」やら、「平和」を付けさえすれば騙

せると思っているのだから、安倍政権は国民を愚弄している。」（小林よしのり）

１―１ 矛盾する「二つの法体系」

憲法は国の「最高法規」だから、憲法違反の法律や条約は無効になるはずだが…

日本における「二つの法体系」

日本国憲法体系（戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認）

日米安保条約体系（自衛隊・米軍）＋ 専守防衛（？）

１―２ 軍事法の転換

防衛法から戦争法へ 「切れ目のない」対応

非軍事法

防衛法 これまでの日米安保条約体系

軍事法

戦争法 これからの日米安保条約体系

国会の議事録から「戦争法」（福島発言）の文字を消そうとしたこと；「戦争法」という言葉が

法案全体の本質をよく表しているから

２、戦争法の概要

使い方に対するこれまでの法的規制を撤廃し、

どこにでも

自衛隊を いつでも 使うことのできる軍隊へ

なんにでも
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２―１ 戦争法を批判するための視点

昨年の「7・1 決定」（集団的自衛権の容認などを内容とする閣議決定）でも大丈夫だとか、

この決定をベースにかんがえる、というのはおかしい（「7・1」決定自体が、戦争法の枠組

みの中にある）。ベースにおくべきは憲法平和主義である。

「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」

（憲法前文）

憲法平和主義 「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）
「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。」（憲法 9条 2項）

「国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の下、国際社会の平和と安定にこ

れまで以上に積極的に貢献するためには、切れ目のない対応を可能とする国内

積極的平和主義 法制を整備しなければならない。」（2014年 7月 1日閣議決定）

「平時から緊急事態までのいかなる状況においても日本の平和及び安全を確保

するため、また、アジア太平洋地域及びこれを越えた地域が安定し、平和で繁

栄したものとなるよう」（第 3次日米ガイドライン）

２―２ 戦争法としての第 3次日米ガイドライン

戦争法は日米軍事同盟を強化させ、自衛隊を「どこにでも、いつでも、なんにでも」使おうと

する第 3 次日米ガイドラインと連動している。安倍首相の「個人的な信念」のあらわれという
とらえ方は問題の一面的なとらえ方である（安倍倒閣でも問題は解決しない）

日米ガイドラインの範囲

第 1 次日米ガイドライン（1978 年）「東西冷戦」「ソ
連の脅威」を背景に、日本有事への対応を定める

第 2 次日米ガイドライン（1997 年）「朝鮮半島核危
機」を背景に、半島有事への対応を定める

第 3 次日米ガイドライン（2015 年）「中国の脅威」
を背景に日米同盟の活動範囲をさらに拡張する
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２―３ 戦争法と防衛法のおもな違いを比較対照しておこう

「事態」だらけでわかりにくい！

でも「わからないから」といって思考停止したら、相手の思うつぼだ

防衛法 戦争法

武力攻撃に至らない侵害 警察組織（警察・海上保安庁） 自衛隊が積極的に対応する

（離島への不法上陸など）が対応することを原則とする

＝グレーゾーン

日本周辺での他国軍支援 「日本周辺」＝地理的制限 「重要影響事態」に対して地理的制限は外され

＝周辺事態法の改正＝「重 アメリカ軍を支援する る（世界中どこへでも）

要影響事態安全確保法」 武力の行使と一体化しないよう アメリカ軍以外の軍隊にも支援対象を広げる

に、支援内容に制限がある 弾薬提供さえ可能

個別法・時限法に基づく支援活 一般法・恒久法に基づく支援活動

国際的な活動をする多国 動（「テロ特措法」など）

籍軍等への支援 後方地域における活動のみが認 現に戦闘が行われていないなら活動できる（活

＝「国際平和支援法」 められる 動範囲は次頁図を参照）

支援内容に制限がある 駆けつけ警護や弾薬提供もできる

武器搬入監視など治安維持活動 武器搬入監視なども行う

国連 PKO・PKF へ参加＝ は行わない

「国際平和協力法」改正 駆けつけ警護・治安維持活動は 駆けつけ警護・治安維持活動を行う

（国際連携平和安全活動）行うことができない

武器使用は自己保存・武器防護 任務遂行のための武器使用を認める

目的に限られる

国連が統括しない活動に 個別的自衛権に限られ､集団的自 国連の統括から離れた活動へ参加

参加＝ PKO 法改正 （国 衛権の行使は憲法上、容認され 駆けつけ警護・治安維持活動ができる

際連携平和安全活動） ない 任務遂行のための武器使用を認める

集団的自衛権の行使 集団的自衛権の行使を容認（日本と密接な関係

＝集団的自衛権の行使容 にある他国に対する武力攻撃が発生し、日本の

認（2014 年 7 月 1 日閣議 存立が脅かされ､国民の生命自由及び幸福追求の

決定の法制化） 権利が根底から覆される明白な危険がある場合）

＝「存立危機事態」

文民統制の緩和 背広組が制服組に対して優位で 両者が対等になることで、文官による武官の統

ある。 制が弱まる。
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２―４ 他国の武力行使との一体化とはどういうことか

歴代政府は、「他国の武力行使と一体化しないこと」によって、戦争放棄を規定する日本国憲

法との整合性をかろうじて保とうとしてきた。かりに他国の武力行使と一体化してしまうな

ら、憲法 9条 1項違反（他国の軍隊が戦争をすれば）・同条 2項違反（戦力の保持と同視され
れば）と判断される可能性がある（イラク派兵違憲訴訟・名古屋高裁判決は、この一体化が

あったことをあげて、派兵を憲法 9 条違反と認定している（名古屋高等裁判所判決 2008 年 4
月 18日））

与党は戦争法においても「一体化論」を維持するので、他国の武力行使と一体化しないと説

明する。しかしその内実はどうだろうか？

防衛法における「一体化論」 戦争法における「一体化論」

非戦闘地域＝活動の期間を通じて戦闘が行われ 他国が現に戦闘を行っていない場所

ることがない地域

○ 自衛隊が支援できる地域 ○ 自衛隊が従来から支援できた場所

戦闘地域 ＝「 活動の期間を通じて戦闘が行わ ○ 自衛隊があらたに支援できる場所

れることがない」とはいえない地域

他国が現に戦闘を行っている場所

× 自衛隊が支援できない地域 × 自衛隊が支援できない場所

一体化論の変更点

３、戦争法の使い方

３―１ Ａ グレーゾーン

【事例】 南西地方の無人の X 島。ここに Y 国の漁民を乗せた 2 【戦争法の使い方】

隻の漁船が接岸した。上陸した漁民は「X 島は Y 国の領土」とい ①与那国島（情報収集）や奄美大島（警

う意味の横断幕を海岸に掲げる動画をネット配信した。 備部隊＋地対艦ミサイル部隊など）で

自衛隊駐屯地・基地の建設が進行中

日本政府は、X 島にもっとも早く行けるのは沖縄 Z 島（①）の陸 ②警察や海上保安庁など警察組織の活

上自衛隊部隊（②）だと判断し、治安出動を決めた。また佐世保 用は後回しにされる可能性がある。

からはオスプレイを搭載した艦船（③）を派遣し、海上警備行動 ③離島防衛部隊（陸自）やオスプレイ

を行うむね発令した（④）。 搭載の強襲揚陸艦（海自）を導入する

方針。揚陸艦調査費だけで 500万円を
ところが日本が軍隊を出動させたことで、紛争は一気にエスカレ 計上（2015年度予算）。
ートした。Y国も「自国民の救出」を名目に軍隊を出してきた。 ④閣議決定が必要。これを電話閣議で

済ませようとしている。



- 5 -

３―２ Ｂ 存立危機事態 ＋ 集団的自衛権に基づく武力行使

【事例】 P 国と Q 国は交戦状態にある。P 国は、原油産出国で 【戦争法の使い方】

ある Q国を封鎖するため、Q国周辺海域に大量の機雷を敷設した。 ①武力攻撃事態法における「存立危機

事態」。だが左事例が「国民の生命、

豪州籍商船がこの機雷に触雷して大破し、諸外国のタンカー等も 自由及び幸福追求の権利」を侵害した

付近を航行できなくなった。このため日本政府は「我が国と密接 といえるか、「明白な危険」の判断は

な関係にある豪州が P 国から攻撃され、これにより、日本の原油 客観的かなど、批判される。

輸入が困難となって、厳冬期に国民の間に凍死者の出ることが明

らかである」（①）と判断した。 ②日本の船舶が攻撃を受ければ個別的

自衛権の問題だから、集団的自衛権を

そして集団的自衛権に基づく武力攻撃の要件を満たしたとみなし 援用する必要性は低いといわれる。

（②）、豪州の要請をまって、Q 国近辺での機雷掃海目的で海上自

衛隊の掃海艇を派遣し機雷の掃海を始めた（③）。 ③交戦国敷設の機雷を掃海すること

は、国際法上、武力行使と認定される。

「自民党の高村正彦副総裁は 3 日の NHK 番組で、自衛隊が中東・ホルムズ海峡で、集団的
自衛権を使って停戦前に機雷掃海をする条件について「ホルムズ海峡から原油が全く来なく

なって、国内で灯油もなくなって、寒冷地で凍死者が続出するというのは、国民の権利が根

底から覆される（状況）ではないか」と語った。」（朝日電子版 2015年 5月 3日）

３―３ Ｃ 重要影響事態 ＋ 存立危機事態（集団的自衛権に基づく武力行使）

【事例】 西太平洋（①）にある M 諸島の領有をめぐり、ABC 【戦争法の使い方】

三カ国が対立している。最近、M 諸島の N 岩礁を実質的に占有す ①従来は「日本周辺」という地理的制

る A 国が、岩礁近辺を埋め立て滑走路建設を始めた。これに抗議 限があったので、南シナ海をふくむ西

する B国と C 国は、A 国の作業船が岩礁に接近することを阻止す 太平洋全般は周辺事態法の対象地域外

べく、警備艇（②）による共同パトロールを始めた。 だったが。

②武器禁輸原則の網の目をくぐりイン

米国は、この海域で武力紛争が差し迫っていると判断し、太平洋 ドネシアに警備艇を供与（2008）。フ
艦隊を現地に派遣した。また日本政府は「我が国の平和と安全に ィリピンやベトナム等にむけても同様

重要な影響を与える事態」である（③）と判断し、公海上で米軍 の計画。

艦船に支援を行うことを決定した。（④） ③重要影響事態安全確保法の定める

「重要影響事態」。緊急の必要がある

ところがこの米艦隊に、Ａ国艦船から散発的な砲撃が加えられた。 とき、国会承認は事後でよい。

日本政府は「日米同盟を脅かすもので、放置すれば我が国の存立 ④この支援には、燃料や食糧の提供だ

が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆 けでなく、弾薬提供が加わる。

される明白な危険があ」り、「武力行使の新三要件」に該当すると

認定した（⑤）。 ⑤武力攻撃事態法の定める「存立危機

事態」であり、集団的自衛権に基づい

そこで日本は、A国にミサイル攻撃を開始した。（以下、略） て、日本が武力を行使する可能性。
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３―４ Ｄ 多国籍軍の支援

【事例】 テロ組織 D は、中東のＥ国内の主要都市を支配下に 【戦争法の使い方】

おいている。国連安全保障理事会は、これが国際平和を著しく害 ①決議は、加盟国に「軍事活動をとる

すること、非人道的な統治が行われていることなどを認定し、加 ことを義務づける」内容でなくてよい。

盟国は「国際社会の平和と安全を守る」ために、D に対抗する必 ②アフガンで治安維持を目的に設置さ

要な措置をとることが望ましいとうたった決議を採択した（①）。 れた ISAF（治安維持軍）の死者は 3,500
人。

これに呼応して、世界 30カ国の軍隊が参加して国際共同軍（共同 ③新しい国際平和支援法（恒久一般法）

軍）が組織された。共同軍はかろうじて首都を守る E 国政府から で「いま現に戦闘が行われていない場

了承をとりつけ、5 万人の兵員を派遣し地上戦を行った。また各 所なら派遣できる」（上述 2-2 の一体
地で空爆を展開した（②） 化論を参照）。

④秘密保護法のせいで、情報の正確さ

E 国内の F 市に D の勢力は侵入しておらず、いまのところ平穏な を国民は検証できない。「政府が言う

市民生活が営まれている（③）らしい（④）。そこで日本政府は陸 ところによれば」というだけ。

上自衛隊隊員 300 人を F 市に派遣することを決定し（⑤）、共同 ⑤一般・恒久法に基づく派遣なので、

軍に対する給油などの支援活動を開始した（⑥） 行政府の判断が事実上優先するはず。

⑥支援活動の内容には、弾薬提供や「作

ところが F 市でも D による爆弾テロが発生し、ついに自衛隊員に 戦行動のために発信準備中の航空機に

も負傷者が出た。自衛隊は活動を休止し、政府は計画を変更し、 対する給油」が加わる。

自衛隊を帰国させる検討を始めた。このことが報道されると同時 ⑦「攻撃があれば逃げる（帰国する）」

に、自衛隊に対する攻撃はいっそう激しくなった（⑦）。 と宣言する軍隊ほど、じつは攻撃対象

になりやすい。

３―５ Ｅ 国連が統括しない人道復興支援活動・安全確保活動

【事例】 G国では HI民族間の内戦状態にあったが、国連の仲介 【戦争法の使い方】

で両者間の停戦協定が結ばれた。 ①人道復興支援の場合、国会承認は不

国連が提唱し、加盟国は G 国に軍隊を派遣し、人道復興支援活動 要。安全確保活動や停戦監視活動の場

および安全確保活動にあたった。日本政府も自衛隊員 300 人を参 合も、国会閉会中なら事後承認で可。

加させる決定をした（①）。 ②治安維持活動に該当する。従来、自

衛隊は、PKO に参加する場合でも、
自衛隊員は、HI 両民族が兵器廃棄協定を遵守することを確かめる 治安維持活動には参加しなかった。

ため、J 軍と連携して検問所を運営し、自動車の積み荷を検査し ③自衛隊員の武器使用は「自己保存」

ている（②）。ところが 2km ほど離れた隣村の J 軍が管轄する検 （自己または自己の管理下の者の安全

問所で、H 民族が J 軍に発砲した。救援を求められた自衛隊員は を守ること）目的に限られていたが、

現場に急行し、H民族と交戦し J軍要員を救出した（③）。 戦闘現場に出向く「駆け付け警護」も

解禁するので、必然的に自己保存を超

またそれとはべつに、自衛隊要員は、検査を拒む I 民族の自動車 えることになる。

に対する検査を強制するため、小火器を使用している（④） ④業務遂行目的の武器使用も認められ

る。
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４、戦争法と改憲の関係

４―１ 戦争法がもたらす日本国家・日本社会の「軍事化」

① 自衛隊員が戦場で殺し・殺される関係

国家が国民に対して、「殺人を強制する権力」を行使する根拠は？

国民のための国家なのか、それとも軍事のための国家なのか

② 帰還兵を受け入れる「社会的体力」の問題

参考『帰還兵はなぜ自殺するのか』（デヴィッド・フィンケル）／前線のない戦争兵士とその家

族の生活を破壊すること ／ 帰国後の生活保障はどうなる？

日本でもアフガン（インド洋）とイラク派遣自衛隊員の自殺が多い（56名）

③ 労働・経済の軍事化の問題

参考『ルポ労働と戦争』（島本慈子・岩波新書）

経済と労働が軍事に組み込まれること／武器輸出禁止原則から積極的奨励策へ

国民保護法を通じた指定公共機関の「巻き込み」

④ 対テロ「監視」の強化が必要になる＝警察国家

市民的自由が犠牲になる（アメリカ、イギリス）

戦争法が制定されることによって､事実上、自衛隊の「普通の軍隊」化（どこにでも・いつでも・なんにで

も）構想は実現しているといえる。9 条（明文）改憲は、もはや不必要になるかもしれない。 しかし安

倍内閣が上の諸問題①～④をもし真剣にかんがえるのなら、戦争法の先には改憲しかないはず！

４―２ 安倍・戦争法の先にある安倍・改憲（明文改憲）

安倍の「三本の矢」は、経済＝アベノミクスだけではない。安倍の改憲の「三本の矢」、そして

「第四の矢」というかたちで整理しよう。

改憲の「第一の矢」＝ 9 条改憲（2005 年新憲法案）
9 条の会

9 条改憲賛成は世論調査でも少数にとどまる
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改憲の「第二の矢」＝ 96 条改憲先行（二段階改憲論）
96 条の会、立憲デモクラシーの会

改憲の「第三の矢」＝ 解釈改憲・立法改憲（2015 年春～）
そして 「第四の矢」はあるか

改憲の「第四の矢」の必然性＝国民をスムーズに戦争へ動員する仕組み（挙国一致体制）

① 軍事裁判所の設置／

強制動員のための軍事裁判所 ＋ 自衛隊員の刑事免責のための軍事裁判所

（現行憲法 76条 2項は、通常の司法裁判所以外に特別裁判所を設置することを禁じている）

「『これは国家の独立を守るためだ。出動せよ』と言われたときに、いや行くと死ぬかもしれな

いし、行きたくないなと思う人がいないという保証はどこにもない。だから（国防軍になったと

きに）それに従えと。それに従わなければ、その国における最高刑に死刑がある国なら死刑。無

期懲役なら無期懲役。懲役 300年なら 300年。そんな目に遭うぐらいなら、出動命令に従おうっ
ていう。人を信じないのかと言われるけれど、やっぱり人間性の本質から目を背けちゃいけない」

「（こうした重罰を科すために審判所は必要で）公開の法廷ではない」。（石破茂発言・2013 年 7

月 16日東京新聞）＝強制のための軍事裁判所

徴兵制の導入をしない としても

民間企業・労働者の動員／自衛隊員に対する強制

② 緊急事態条項／基本的人権の停止 ＋ 民主主義の停止

（現行憲法は緊急事態条項を持たない）

「東日本大震災のような緊急事態に、被災地を代表する国会議員の選挙ができず、任期が切れて

いなくなることは問題であり、まずはそうした問題を取り上げることがあるべき姿ではないか」

（谷垣幹事長・2015 年 4 月 24 日記者会見）／「自民党の船田元・憲法改正推進本部長は 3日、
東京都内で開かれた憲法改正に関する集会であいさつし、改憲で当面、緊急事態条項と環境権、

財政規律に関する規定の新設を目指す党の方針を説明した。このうち、緊急事態条項について「自

然災害の危険性が議論されているのに、何も規定していないのは大変心もとない。超法規的行為

を政府が勝手に行うことこそ立憲主義に反する」と述べ、優先的に取り組むべきだと訴えた。」

（時事 2015年 5月 3日）／二院制をとるなら、どのような場合でも（「衆参同日選挙」さえやら
なければ）、少なくともつねに一院はあるはずだが

③ 情報統制（メディア統制をなんともおもわない安倍政権の危険性）

（現行憲法 21条は、「一切の表現の自由」を保障する）
新聞・放送への介入
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自民党「日本国憲法改正草案」 (2012年)

9条の二 5項 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密

に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。こ

の場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。

13 条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、

公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。

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

等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、

法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。

99 条 1 項 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の

効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行

い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。

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

る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公

の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第 14 条、第 18 条、第 19 条、第 21 条
その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
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自民党「ほのぼの一家の憲法改正ってなあに？」(2015年 4月)より
人権制約や戦争条項とならび、国家緊急権条項の必要性にボリュームがさ

かれていることに注意したい

４―３ 戦争法のスケジュール、そしてわたしたちは

（１） 今後の政治日程

5月 14日 戦争法案を閣議決定（改正案の条文を政府として決定）

1月 26日～ 6月 24日 通常国会（第 189回会期）
8月 10日まで

45日間の会期延長？

8月 15日 安倍「70年談話」発表
2016年 7月 25日 参議院議員任期満了・半数改選（同月上中旬に総選挙？）

（２） 議論の内容と課題

戦争法の国会審議はわずか 80時間？ このことに関連して

① 戦争法の内容の違憲性と危険性を理由にその制定に反対するとともに、

② 議会制民主主義に基づく、まともな審議を求めること

＊公明は「戦争法に『例外なき国会の事前承認』を入れた」ことを成果として強調している（こ

のことが偽りである）。でも審議時間問題にみられるように、与党は国会審議を軽視している。「法

案内容における国会重視」だけではなく、「対外公約（ガイドライン＝戦争法）を先行させ既成

事実化することなく、国会審議できめること」、「法案審議過程における民主主義的な手続をまも

ること」も大事なはずだ。

「80 時間の審議で一括採択」という乱暴なスケジュール（しんぶん赤旗より）
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通常国会で戦争法を審議未了・廃案にさせること

そのための世論形成を

（３）最近の世論調査の結果

2015年の世論調査では、いずれも 9条改憲賛成が 20％台に

① 「憲法改正に賛成は 40.8%で、反対は 47.8%。賛成者のうち 9条改正に 60.3%、緊急事態条項

の新設に 88.2%、環境権の新設に 82.8%、財政規律条項の新設に 72.3%がそれぞれ賛意を示した。
このほか、集団的自衛権の行使容認を含む安全保障関連法案の今国会成立については賛成 36.2%
に対し、反対が 49.5% 」（産経 2015年 4月 27日）＝つまり 9条改憲賛成は全体の 24.5％
② 「「憲法 9 条」について改正する必要があると思うか聞きました。「改正する必要があると思
う」が 22%、「改正する必要はないと思う」が 38%、「どちらともいえない」が 34%で、「必要
はない」という人が「必要」という人を上回りました。NHK がおととしの同じ時期に行った調
査では、憲法 9条の改正が「必要」と「必要はない」という人の割合はほぼ同じでしたが、去年
の調査では、「必要はない」という回答が「必要」という回答を上回り、ことしもほぼ同じ結果

となりました。」（NHK2015年 5月 1日）
③ 「憲法 9 条については「変えない方がよい」が 63%（昨年 2 月は 64%）で、「変える方がよ
い」の 29%（同 29%）を大きく上回った。女性は「変えない方がよい」が 69%に及んだ。」（朝
日 2015年 5月 1日）
④ 憲法 9条を「改正すべきだと思わない」が 55%で、「思う」の 27%を大きく上回った。昨年 4
月の調査では「改正すべきだと思わない」51%、「思う」36%だった。政府・与党が集団的自衛
権の行使を可能にする安全保障関連法案の準備を進める中、9 条改正慎重派は増えている。（毎
日 2015年 5月 4日）

（４） 状況に「民主主義論」「立憲主義論」だけで対抗しようとするのはあぶない

世論（の多数）が戦争法を容認したり、次回選挙で改憲派が 3 分の 2 以上の議席を獲得した
ときに、民主主義論・立憲主義論だけに立脚して抵抗するのはむずかしい。世論（の少なく

とも一定以上）が戦争法に反対して、それを支えるのが民主主義論・立憲主義論である。つ

まり、平和主義の立場で、戦争法に正面から反対する人々を形成することがもっとも重要。

そのために、戦争法が 9条を破壊するものであることを、ひろく伝えていく

自衛隊・安保条約を違憲と考える人々

＋ 憲法平和主義の連帯

いま以上の軍事化はのぞまない人々

＋

＋ 立憲主義との連帯

政府の権力濫用・憲法蹂躙をのぞまない人々
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（５） いま潮目は変わりつつある

大衆運動＋メディアを激励・連帯＋理論・学習

「政府・与党は、集団的自衛権の行使容認を含む安全保障関連法案の今国会会期末（24 日）までに
衆院で採決することを断念する方針を固めた。4 日の衆院憲法審査会で、自民党推薦を含む憲法学
者 3 人全員が法案を「憲法違反」と発言し、法案への疑問が野党で高まっているため。政府・与党
は会期を延長し 7 月中の法案成立を目指していたが、8 月上旬以降にずれ込む可能性が高まった。」
（毎日 2015年 6月 9日）

後半国会の焦点となっている安全保障関連法案について、憲法学者 171 人が憲法に違反し、重大な
問題をはらんでいるとして国会に対し、拙速に採決を行わないよう求める声明を発表しました。声

明には、これまでに 171 人の憲法学者が賛同していて、このうち、明治大学の浦田一郎教授ら 6 人
が 3 日、国会内で会見しました。声明は安全保障関連法案について、集団的自衛権の行使が認めら

れる場合の規定が極めて漠然としており、憲法 9 条に反していると指摘したうえで、国会に対し、
法案は重大な問題をはらんでおり、拙速に採決を行わないよう求めています。会見で東海大学法科

大学院の永山茂樹教授は、これまでの国会審議について、「どのような場合に武力行使ができるのか

という重要な論点で、答弁が総理大臣や各大臣によってまちまちで、多くの国民が法案の全体像を

理解できていないのが現状ではないか。このような状況で採決するのはあまりに危険で、民主主義

社会における重要な法律の通し方としては失格と言わざるをえない」と述べました。（NHK月 3日）

6月 9日 21時、呼びかけ 38＋賛同 173＝ 211（憲法学者の社会的声明としては前例のない数字）


