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E メールニュース「みやぎの九条」  NO183
（2014 年９月１日発行）     みやぎ憲法九条の会

（これからの企画）宮城県内九条の会連絡会の街宣。

・ 次回街宣は 9 月 2 日(火)。集団的自衛権行使容認閣議決定に抗議するチラシ

だけでなく、閣議決定の撤回を求める九条の会の署名も開始したい。その

ためには 20 名は必要。皆さんの積極的参加をお願いします。

・ どなたでも参加できます。直接、平和堂前にお出で下さい。

（これからの企画）特定秘密保護法施行・集団的自衛権閣議決定を許さない

9･6 市民集会開催！こぞって参加を！

日時 2014 年 9 月 6 日(土)16 時半集会 17 時 15 分アピール行進開始

会場 肴町公園（仙台市・広瀬通りと青葉通りの間。東一番町と晩翠通りの間・

日銀別館の西公園側）

主催 STOP！秘密保護法ネットワーク宮城（連絡先仙台中央法律事務所

022-227-2291 宇部弁護士・野呂弁護士担当）

特定秘密保護法は集団的自衛権行使容認と一体のもの。仙台弁護士会も反対、

河北新報も社説で反対しています。みんなで、集まりましょう！

（これからの企画）学習と交流のつどい：「大飯原発指し止め判決を力に」開催！

とき 9 月 6 日(土)13:30～16:00
ところ 仙台弁護士会館４F ホール

１ 大飯原発差し止め訴訟判決から学ぶ。講師甫守一樹弁護士

２ 交流･各地からの報告

① 指定廃棄物処分場問題の現状と課題 小関俊夫さん（舟形山のブナを守る

会）

② 日本キリスト教団東北教区放射能問題支援対策室いずみ」の活動から。布田

秀治さん（牧師・同対策室運営委員）

③ 女川原発再稼動阻止にため私たちができること。本田永久子（女性ネットみ

やぎ事務局長）

主催 女性ネットみやぎ:電話 022-215-3120

（これからの企画）愛子 9 条の会学習講演会

日時 2014 年 9 月 25 日(木)13 時半～15 時半

会場 広瀬市民センター セミナー室
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演題 「安倍政権の『戦争する国づくり』と集団的自衛権の行使容認」

講師 板垣乙未生さん（東北大学名誉教授・みやぎ憲法九条の会事務局長）

入場無料。事務局 022-392-5639 深井

（これからの企画）上杉九条の会講演会「(仮題)集団的自衛権行使容認とは」

日時 2014 年 9 月 27 日(土)13 時～

会場 上杉コミュニテｲセンター

講演 演題「集団的自衛権行使容認とはなにか？」

講師 現在交渉中

（これからの企画）朗読構成「1945 年ヒロシマ・ナガサキ」あの日を語りつぐ

そして 2011 年ふくしま」

日時 2014 年 10 月 4 日（土）開演午後 2 時

場所 日本バプテスト仙台基督教会礼拝堂（地下鉄北四番町出口北二）

入場料 300 円（主催）麦わら帽子の会（022-234-2834 佐藤美保子）

井上ひさし、峠三吉、関千枝子、福田須磨子、松永伍一なと 15 名の詩を朗読。

（これからの企画）女川・石巻・東松島共同企画、10 月 17 日に学習会予定

女川、石巻、東松島の三九条の会の共同企画

日時 10 月 17 日（金）18 時～20 時 20 分

会場 東松島コミュニｲテイセンター

テーマ 集団的自衛権行使容認について

講師  若手弁護士を予定

（これからの企画）憲法九条を世界に・太白区のつどい 2014」
どう見る日中関係の今とこれから

日時 2014 年 10 月 18 日(土)午後 1 時半より

場所 太白区文化センター地下展示室

講演演題 「どう見る日中関係の今とこれからー対立から協調へ」

講師   渡辺 襄さん

主催 太白区のつどい実行委員会(鈎取地域憲法九条の会、鹿野・長町９条の会、

つばさ薬局九条の会、中田九条の会準備会、長町病院九条の会、仙台南健康

友の会九条の会、緑ヶ丘九条の会、八本松・郡山九条の会、向山学区九条の

会、八木山九条の会準備会)
連絡先 八本松・郡山九条の会事務局 022-246-1630
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（これからの企画）井上ひさし作・栗山民也演出「きらめく星座」上演案内

仙台文学館企画･こまつ座公演

仙台文学館では井上ひさし作の「きらめく星座」を公演します。演ずるのはこ

まつ座、の皆さん。一場だけの公演です。

日時 ２０１８年１０月１８日(土)開演１４時（開場１３時３０分）

会場 日立システムズホール仙台（仙台市青年文化センター）

入場料 ７０００円ですが九条の会員価格は６７００円です。

申込み 各９条の会に「案内」とチラシが行っています。各９条の会にお申込

みください。みやぎ憲法九条の会へ申し込んでもらっても結構です。

前売りは８月１日より始っています。お金は当日、会場入り口で申し受けます。

なお全席指定席です。売り切れたら、その時点でおしまいです。ぜひ、名作を

ご鑑賞下さい。みやぎ憲法九条の会☎022-728-8812、FX]022-276-5160

（これからの企画）「戦争への道は歩まない」みやぎ女性のつどい

日時 2014 年 10 月 25 日(土)13:30～15:30
会場 フォレスト仙台２F ホール

オープニング 仙台弁で語る日本国憲法  川端英子さん

講演 「泥沼のイラクから学ぶ」     高遠菜穂子さん

終了後、ピースパレードを予定しています。

託児の必要な方は 10 月 20 日までにお申込み下さい。1 歳以上。

申し込み先 090-5832-6836 鹿戸

輝け世界に！伝えよう未来へ！憲法９条を守り生かす宮城のつどい

小森陽一さんと菅原文太さんの講演と対談です！

日時 2014 年 11 月 15 日（土）13 時開会～16 時終了

会場 仙台サンプラザホール

講演①小森陽一さん「9 条の危機を押し返すために」

②菅原文太さん「今、伝えたいこと」（仮題）

③以上の後、二人が対談します。①～②で 2 時間とっています。

入場無料。チラシは各９条の会に配布してあります。

・ 集団的自衛権行使容認の閣議決定で「戦争する国づくり」が進んでいます。

平和を目指すなら、元々閣議決定などは不要。全国民･国会で話し合えばよ

いこと。国会審議すら行わずに進めることこそ異常です。

・ 戦争する国にしない、させない、これからもずっと！
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（これからの企画）2014 日本のうたごえ祭典 in みやぎ。11 月に開催

日時 11 月 22 日(土)、23 日(日･祝)、24 日（月･休）

11 月 22 日（復興を希う音楽会） ゼビオｱﾘｰﾅ仙台（あすと長町）

13 時開場・14 時開演・17 時 15 分終了予定

指定席 4000 円自由席 3500 円（高校生以下･障がい者･介助者 2000 円）

11 月 23 日（みんなで大うたう会）ゼビオｱﾘｰﾅ仙台（あすと長町）

17:30～19:30  参加費 500 円

11 月 22 日、24 日は「被災地企画として仮設住宅うたう会・被災地視察ツア」

と「合唱発表会・オリジナルコンサート太白区らららホール、日立システム

ズホール仙台（旭ヶ丘）」があります。

お問合せは実行委員会まで。☎022-281-8771 FX022-261-5280 まで

（これからの企画）仙南地域九条の会が団結して開催を検討開始！

「2 市 7 町規模の憲法大講演会」の開催！

仙南地域の九条の会は来春に向け、九条の会が共同で大講演会の開催を計画中。

白石九条の会が呼びかけ、5 つの九条の会がまとまって講演会を成功させようと

いうもの。現在の案は以下の通り

1. 日時 2015 年 4 月 4 日（土）13 時半～16 時半（時間は未確定）

2. 会場 大河原えずこホール

3. 内容

①講演 九条の会事務局長・東大教授 小森陽一さん（決定）

②仙南地域の九条の会の報告

4. 主催九条の会：白石九条の会 柴田九条の会 大河原 9 条の会 角田九条の

会 柴田協同クリニック九条の会 宮城県内九条の会連絡会 憲法九条を

守る首長の会 みやぎ農協人九条の会 みやぎ憲法九条の会 以上９つ。今

後増える見込み

5. 今後、仙南地域より広い地域の九条の会にも呼びかける予定です。

（速報）宮城県内九条の会連絡会総会･小沢隆一先生の講演会開催さる！

8 月 30 日(土)宮城県内九条の会連絡会の第 4 回総会が開催されました。

13 時半～15 時までは小沢隆一先生の講演「集団的自衛権行使容認閣議決定と九

条の会の課題―私たちの秋以降の取り組み」でした。参加者には大好評でした。

アンケートでは以下の声が届けられています。

・ 大変勉強になりました。（多数）

・ とても分かり易かったと思います。マスコミの報道とかに対して、そのまま受け入れるの

はなく、いろいろな見方を通して自分の考えを整理することが大事と言うこと。東京新聞
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の社説への質問に対しての先生の考え方に目を平鹿サラ思いです。

・ 分かり易くてよかったです。焦点が絞れていてわかりやすかったです。（東北大学教員）

・ 閣議決定が今後国民の追及に耐えることができるのか、という話がとても印象に残った。

国民が立ち上がるきっかけになればいいなあ、と思いました。（地域九条の会）

・ 短い時間でしたが、国際的な平和を求める歴史から今の日本の情勢まで話していただき、

今が正念場であることを改めて感じました。（20 歳代女性）

第二部は宮城県内九条の会連絡会総会。意見が 5 人から出されました。「積極的

平和主義をきちんと論破することの重要ではないか」「九条の会は 9 条の 1 点に

絞った活動にすべきで、5･25 大集会のような活動には慎重であるべきではない

か」「国会議員一人ひとりにきちんと話を聞くべきではないか。その場の設定を

九条の会が考えられないか」「10･25 の高遠菜穂子さんの講演を男性もぜひ聞い

て欲しい」などの意見が出されました。

詳しい報告は次号で行います。

  

講演する小沢先生              総会会場

     

佐藤事務局長の報告            街宣用の横幕が目立つ。          
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集団的自衛権行使を、憲法・国連憲章から考える（９）

河相一成（東北大学名誉教授・みやぎ憲法九条の会呼びかけ人代表）

第 9 回  安倍首相は、外国からも批判が出ている。

１） ニューヨーク・タイムス紙（2014．2.14）
「さらに悪いことに、日本は米国から支持を受けて当然と思っているようだ。バイデン

米副大統領が事前に自制を求めていたにもかかわらず、安倍首相は靖国参拝を断

行した。非公開の場でのこの対話の内容はその後、戦略的に漏えいされた。恐らく、

安倍首相の尊大な態度を白日の下にさらすためだろう。日本の当局者らは裏で、オ

バマ政権の頼りがいのなさを非難する。日本への支持を少しでも惜しむのは米外交

の軟弱さの表れだと見なしている。

米国は反論すべきだ。それも通常より強い言葉で切り返すべきだ。４月のオバマ大

統領領のアジア訪問は、中国政府の外交的冒険主義を容認しないことをあらためて

表明する良い機会であると同時に、安倍首相の挑発がアジアの安定を脅かし、日米

同盟に害を及ぼしていることをはっきりと伝えるチャンスだ。

これで考えを変える安倍氏の側近は多くないだろうが、大方の日本人は米国の不

興をこうむることに対して敏感だ。ある世論調査によれば、安倍首相は靖国参拝への

批判的な反応に配慮すべきだと 70％近くの日本人が考えていた。安倍首相は過去

に、国家主義的な野心に気を取られてか経済がお留守になり、辞任する羽目になっ

ている。国内から圧力をかけ続けることが重要だ。 」

２）英フィナンシャル・タイムズ紙

（2013 年 11 月 19 日）

「中国や日本が実際に戦争を望んでいるとは考えにくい。それよりも、

問題の島々の周辺における見せかけの軍事行動が偶発的な衝突につな

がってしまうリスク、そして両国政府がそれぞれの国家主義的なレトリ

ックにとらわれ、引くに引けなくなってしまうリスクの方が大きい。」

３）安倍首相の靖国参拝に中国・韓国以外の全世界から批判の声が。

２０１３年１２月２６日 安倍首相「靖国参拝」「政権一年の報告」と称して。

２０１３年１２月２６日 在日米国大使館「声明」「日本の指導者が諸国との関

係を悪化する行動をとったことに、米国は失望している」

２０１３年１２月２６日 韓国『東亜日報』

記事 日本の歴史認識が東アジアの対立の本質」

２０１３年１２月２６日 ワシントンポス紙「アジアの新たな緊張に拍車をか
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ける」

２０１３年１２月２６日 ＥＵアシュトン

国家安全保障報道官声明「地域の緊張緩和や、日本の近隣諸国、とりわけ中国・

韓国との関係改善に貢献しない」

２０１３年１２月２６日ロシア外務省条約局長ルカシエビッチ「このような行

動には遺憾の意を抱かざるを得ない」

２０１３年１２月２７日 『朝日』社説「独りよがりな不毛な参拝」

２０１３年１２月２７日 朝日』（一面トップ政権１年不戦誓う

２０１３年１２月２７日 『河北』・記事 外交四面楚歌も

２０１３年１２月２７日 『河北』・記事 強行タカ派色鮮明 党幹部“もう誰

も止められない”

2014 年 1 月 4 日『河北』ワシントン発「オバマ政権は日本が中国・韓国との関

係改善の具体策を求める方針」 「オバマ政権はアジア重視外交に水を差して

いる」

２０１３年１２月２７日 英紙保守系『デーリーテレグラフ』社説「この困難な状況

で最も不要な新たな挑発を行った」

2014 年 1 月 7 日『産経』・記事「自民党は２０１４年度運動方針案を決定。「不

戦の誓いと平和国家の理念を貫く決意」を削除。「自衛隊員にもしものことがあ

った場合靖国に奉ることを覚悟すべき」の表現を強めるべき」と発言。

戦争･死刑と国家。そして国家と人民（９－１）

2014 年９月１日                     小田中聰樹

             （東北大学名誉教授・みやぎ憲法九条の会世話人）

本稿（９）では、2004 年から 2008 年迄の統治支配層及び日本人民の平和と

自由、そして幸福を求める運動を対象とする。

一 2004 年を画期としたのは、2004 年 6 月 10 日、九条の会が結成されたこと

を重視したためである。

（１）九条の会は 2004 年 6 月 10 日、９氏の呼びかけで始まった。呼びかけた

のは、井上ひさし、梅原猛、大江健三郎、奥平康弘、小田実、加藤周一、澤地

久枝、鶴見俊輔、三木睦子の９氏であった。この呼びかけに応え全国各地、各

階層、各職業の多くの人々が呼びかけに応え、九条の会を結成した。それは、

思想・信条・宗教などの違いを乗り越え、「九条を守る」との一点で志を同じく

する人々の組織であり運動である。
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この種の組織・運動は、明治時代には自由民権運動、足尾鉱毒事件、大正時

代には米騒動、昭和後期（戦後）には 60 年安保闘争、松川運動にみられたもの

であり（なお昭和前期は社会主義運動の形態をとった）、各時代の特色に応じて

人民の闘いの歴史があった。

いま、平和憲法の危機の迫る中、日本の人民は、九条の会という新しい形態

の組織と運動を作り上げたのである。

（２）９氏によるアピールの核心は、「20 世紀の教訓を踏まえ、21 世紀の進路

が問われているいま、あらためて憲法９条を外交の基本に据えることの大切さ

がはっきりしています。････・憲法９条に基づきアジアをはじめとする諸国民

の友好関係を発展させ、アメリカとの軍事同盟だけ優先する外交を転換し、世

界の歴史の流れに自立性を発揮して、現実的にかかわっていくことが求められ

ています。この国からこそ、相手国の立場を尊重した、平和外交と経済、文化、

科学技術などの面からの協力ができるのです。････日本と世界の平和な未来の

ために、日本国憲法を守るという一点で手をつなぎ、『改憲』のくわだてを阻む

ため、一人ひとりができる、あらゆる努力を、いますぐに始めることを訴えま

す。」という訴えであり、三つの提案を行うものであった。

① 各地域、各分野の９氏の呼びかけた「アピール」に賛同する組織をつくろう。

② ビデオやポスターなどを活用し、全国津々浦々に九条の会のメッセージを広

げよう。

③ 大小さまざまな集会・学習会を開こう。

（３）このアピールに応え、現実に全国津々浦々に「九条の会」が組織され、

運動を始めたのである。まさに思想・信条の相違を乗り越え、国民的共闘を展

開したのである。

その組織の数は全国で 7500 といわれている。

そして宮城県でも 2006 年 3 月 18 日「みやぎ憲法九条の会」が結成記念のつ

どいを開催した。このつどいに集まった人は 1600 人を越えたのである。

本稿執筆時点では、宮城県では組織数 124、参加人員数は推定３万人となって

いる。

このように九条の会が発展したのは、第一に、思想・信条の如何を問わず、

平和憲法９条を護ろうとする一点に的を絞ったこと、第二に、市民が持つ平和

を守る知恵を出し合い運動につなげたこと、パンフレットやちらし出版・印刷

など創意工夫し、啓蒙的役割を果たしたことである。例えば「みやぎ憲法ブッ

クレット」が発行され、これまでに七号に及んだ。

その中の一冊 3 号の「戦争放棄の根本思想はなにか」を取り上げてみよう。

その基となったのは 2005 年 12 月 11 日の「みやぎ・研究者『九条の会』」発足

集会で行われた広中俊雄氏（東北大学名誉教授）の記念講演をブックレットに
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まとめたものである。（他に 10 分間トークとして浅野富美枝、刈田啓史郎、関

本英太郎各氏の分も収録されている）。

その中で、広中氏は、「戦争は“国家”に視点を定めてではなく、“人間”

に視点を定めてとらえるべきではないか」「戦争は互いに敵側の人間を････殺

すことを当然とする国家作用であり、それが人間の尊厳に対する明白な侵害
．．．．．．．．．．．．．．

を

内容としていることは否定する余地がない。･････『人間の尊厳』を論拠の中心

に据えて堂々たる反対論を展開すべきだと私は思う」と述べられた。

「人間の尊厳」こそ絶対的平和論の理論的・思想的核心であることを私も広

中氏と共に主張したいと思う。

二 イラク戦争と日本

（１）2003年３月20日、米英軍が国連安全保障理事会決議抜きでイラクに対し、

攻撃を開始した。俗にいうイラク戦争開戦である。

では日本はイラク戦争にどう対応したか。同日、小泉首相は米英のイラク攻

撃を支持すると表明。同年 6月 6日、「武力攻撃事態等における我が国の平和

と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」（武力攻撃事態法）が制

定された（6月 13 日公布、同日施行）。

さらに 2003 年 6月 13 日小泉政府は、イラク復興特別措置法を提出、同年 7

月 26 日同法成立。そして同年 12月 9日イラクへの自衛隊派兵に関する基本計

画を決定。そして翌 2004 年 2月 8日陸上自衛隊がサマワで活動を開始。2004 年

6月 14 日、武力攻撃事態等における国民の保護に関する法律が制定された。

このようにして日本政府は、自衛隊を派遣しイラク参戦の道を歩み出した。

しかし、これらの措置が違憲であったことはいう迄もない。

のみならず 2004 年 10 月 6 日アメリカ政府はイラクに大量破壊兵器はなかっ

たとの報告書を公表。翌年アメリカイラク調査団最終報告書も同一の結論を出

した。これらにより、イラク戦争が大義名分のない汚い戦争であったことが明

るみに出たのである。

もともと戦争に正義の為の戦争、正戦ないし聖戦などはあり得ないと私は考

える。そもそも国家は、国家権力を握る一部の支配的・権力的統治層の私物で

はない。その国家が他国民や自国民を殺すことは、名目を問わず、それ自体、

人間の尊厳と生命を無視する狂気の沙汰というべきである。まして今回のイラ

ク戦争ではアメリカ自らが大量破壊兵器はなかったと自認しているのである。

となれば日本が行ったイラク参戦は、愚劣極まる行為であった。

（２）私は、2004 年 2 月 9 日、参議院イラク復興支援活動特別委員会で参考人

として、自衛隊派遣は「亡国」「亡民」の愚挙であるとする意見を述べた。いま

もこの考えは変わっていないので、その全文を掲記することにする（拙著「希
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望としての憲法」花伝社・2004 年。140 頁以下）。

自衛隊派遣は「亡国」「亡民」の愚挙

（2004 年 2 月 9 日、参議院イラク人道復興支援活動等特別委員会における参考人に意見陳述の

原稿）

一 憲法的視点と歴史的視点

私は、40 年近く、主として平和主義、民主主義、基本的人権を厚く保障する憲法の理念

及び論理に即して刑事法の研究を行い、思索してきました。

また個人的には、太平洋戦争開始直後に国民学校に入学し、敗戦までの 3 年半近く、戦

争賛美の軍国主義教育を受け、しかも中国大陸に出征した父を日の丸で送り、涙を流した、

という歴史的体験を持っています。

本日（2004 年 2 月 9 日）は、このような研究、思索、体験を踏まえながら、イラク特措

法に基づく基本計画及び対応措置、すなわち自衛隊のイラク派遣につき、主として憲法的

視点及び歴史的視点から意見を述べることとします。

先に結論を述べますと、今回の対応措置すなわち自衛隊派遣は、憲法に背きこれに違反

するものであり、国際的には勿論のこと、国内においても政治、社会、文化、教育など、

あらゆる分野において憎悪と暴力の連鎖、悪循環を拡大、深刻化させ、社会を荒廃に陥れ

る、「亡国」「亡民」の行為ともいうべき愚挙であると考えます。

以下、その理由を述べます。

二 交戦権の行使と武器の使用の違憲性

改めて説くまでもなく、憲法は第９条において、戦争の放棄、武力による威嚇とその行

使の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認を定めています。

ところが今回の対応措置により派遣される自衛隊は、未だ戦争状態が継続し、事実上は

戦闘行為が日常的に発生している地域に派遣され、占領軍の指揮下に事実上置かれ、占領

行政の一翼を担い、安全確保支援活動を行うべき立場に置かれています。

そもそも交戦権とは「占領行政を含む交戦国の国際法上の権利の総体のことである」と

されておりますので、自衛隊は、憲法の禁ずるこの交戦権を行使すべき任務を今回の対応

措置により負わされたことになり、その違憲性は明らかです。

また、今回の対応措置等により、自衛隊は、武器等の警護に際しての武器の使用（自衛

隊法 95 条）に加えて、対応措置の実施にあたり、上官の命令により無反動砲をはじめとす

る殺傷能力の高い武器を組織的に使用することを認められ、場合によっては物や建造物の

損害、焼燬（しょうき）のみならず、人への危害、すなわち人の殺傷をも認められていま

す。

しかし、人道復興支援や安全確保支援の任務達成上、無反動砲等の殺傷能力の高い武器

を組織的に使用することは、それ自体としては武力の行使に当たり、憲法上認められると

は思われません。
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政府は、武力の行使とは「国家の物的・人的組織体による国際的武力紛争の一環として

の戦闘行為」であるとし、イラク特措法の武器使用は「自己保存のための自然的権利」で

あって武力行使には該らない、としています。

しかし、自衛隊員が奇襲攻撃（戦闘行為）にさらされ「自己保存」としての武器を行使

が必要となるのは、イラク特措法により国家的任務として、占領行政の一環としての客観

的意味を持つ任務の遂行行為を行うべき、組織的存在だからであります。

だとすれば、攻撃に対応する武器使用による応戦行為は、正に武力の行使そのものとい

うべきであります。

しかも問題なのは、武器の使用につき、法的な実効的歯止めがないことです。この点に

つき、イラク特措法は、「生命または身体を防衛するためやむを得ない必要があると認める

相当の理由」がある場合には「事態に応じ合理的に必要と判断される限度」で武器を使用

できるとし、正当防衛又は緊急避難の場合以外は、人に危害を加えてはならない、と規定

しています（17 条）。

これは、一定の制約を加えているかの如くにみえますが、しかし武器使用の現場では勿

論のこと、事後的な司法的審査の段階でも殆ど全く実効性を期待できません。

ゲリラ的奇襲攻撃が日常的に発生している現場では、「防衛」という要件からその一種と

しての「先制攻撃」的行為を全く排除することはできないでしょうし、「合理的な限度」と

いう要件も、それが軍事的観点からみた合理性を意味することになるのは避け難いのであ

り、その判断は全く現場（その上官）の裁量に委ねざるを得ないであろうからであります。

さらに、これらの武器使用行為は、CPA（連合軍暫定当局）命令 17 号によりイラクの裁

判権から免除されるとされますが、日本の刑法の国外犯に当る場合に限り、帰国後に日本

の裁判権に服することとなります。

従って、自衛隊員は、武器使用の結果として生じる殺人、同未遂、傷害、傷害致死、放

火、同未遂などについては罪責を問われることになりますが、その際、人に危害を加える

行為すなわち殺傷以外の行為については、「やむを得ない必要がある相当の理由」「合理的

に必要と判断される限度」の有無が一応は問題となります。しかし結局は前述のように現

場の判断を尊重せざるを得ないとされ、法律上は「法令による行為」として違法性なしと

されるでしょう。

また殺傷行為については、正当防衛又は緊急避難の要件を充たしているか否かが問題と

なります。この要件は、正当防衛の場合には、「急迫不正の侵害」の存在、防衛行為の必要

性と相当性、防衛意思などであります。また緊急避難の場合は危難の現在性、避難行為の

必要性と補充性と相当性、避難意思、法益の均衡性などが要件であります。

たしかにこれらの要件は、長年にわたる刑法理論及び判例の蓄積があることもあって、

かなり限定的なものであり、殺傷行為に厳しい制約を科するものとの印象を与えます。

しかし、もともと正当防衛・緊急避難は、法秩序が厳正に保たれていることを前提とし

ており、その上で法秩序の下でなされた構成要件該当の行為につき、「法の自己保全」（団
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藤重光博士）とか「優越的利益の保護」（平野龍一博士）とか「法確証の利益を加味した優

越的利益の保護」（内藤謙博士）などを根拠として、例外的に違法性ないし責任が阻却され

るとして不可罰化するものであります。

ですから、その例外性が現実的基礎を持つのは、法秩序の厳正保持という前提の充足下

に於いてであります。

ところが今回の対応措置等の場合には、そもそも、違憲の武力行使ないし武器使用を行

う組織が、刑法が保護すべき法益性を持つか疑問です。また、「急迫不正の侵害」なるもの

や「現在の危難」が日常的に発生しているイラクの実情を考えますと、正当防衛または緊

急避難が武器使用に対し、厳しい制約的効力を現実に持つとは考えられません。

しかも、さらに重大なことは、仮に正当防衛又は緊急避難の要件を厳密に解釈し運用し

ようとしても、その判断に必要な、詳細で客観的な証拠を、現地の警務隊や国内の検察当

局が果たして公正に関係者双方から収集できるか疑問だということです。

なお、報道機関など第三者の調査も、軍事的秘密保護の壁に遮られ不徹底に終わるでし

ょう。

また警務隊や検察当局の捜査・訴追の意欲にも期待し難いものを感じます。

このことは、ケースは違いますが、外交官殺害事件についての真相解明の作業すら未だ

遅々として進まない現状をみるとき、単なる観測では終わらないであろうことを示してい

ると考えます。

以上を要するに、自衛隊は、任務遂行上の武器の組織的使用につき、殆ど無制限的に広

い裁量を事実上持つということであり、その武器は極めて殺傷・破壊能力の高いものだと

いうことであります。

こうして考えてきますと、武器の行使は憲法の禁ずる武力の行使そのものに該るという

べきであり、違憲であります。

このようにして対応措置による自衛隊派遣は違憲でありますが、注意すべきは、以上に

述べたことは、実は、米英によるイラク攻撃の国際法的正当性とは法理論上は全く別個、

独立の問題だ、ということであります。

しかし、イラク特措法が一条で、米英のイラク攻撃が、安保理決議 678 号、687 号、1441
号に基づく国際法上正当なものである旨をうたい、また基本計画も、攻撃はイラクの脅威

を取り除く最後の手段として行われたとしていますので、この点についても一言指摘して

おきたいと思います。

それは、前述の安保理決議が米英のイラク攻撃を認めるものではなかった、また大量破

壊兵器保有の事実もなかった、ということです。

このことは、今日ではもはや国際的常識というべきであり、現に米英の首脳ですら大量

破壊兵器保有の判断の誤りを事実上認める立場へと軌道修正しつつあるのであります。

ところが我が国の政府は、大量破壊兵器なしとは断定できず、むしろあると考えるのが

自然だ、という立場に依然として固守しています。そしてその断定の根拠として、イラク
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が不存在の立証責任を果たしていない、という論法を持ち出しています。しかし、もし立

証責任をいうなら、攻撃した米英こそ大量破壊兵器の存在についての立証責任を負ってい

るとすべきであって、この論法は、法律論としてみるときは勿論のこと、政治的・社会的

にみても乱暴きわまるものであることを指摘しておきたいと思います。

三 自衛隊派遣は「亡国」「亡民」の愚挙

最後に私は、今回の自衛隊派遣が「亡国」「亡民」の愚挙であることについて述べたいと

思います。

周知のように、戦前、日本は 15 年間にわたりアジア侵略を行い、国の内外を問わず全世

界のひとびとに対し塗炭の苦しみを与えてきました。

にもかかわらず、日本が国際社会に迎え入れられて活動の場を与えられ、又私たち国民

も希望を持って、平和な社会を築くよう、国の内外でこれ迄孜々として努力をしてきたの

は、ひとえに平和憲法によるものであります。

周知のように、憲法は全文（第 2 段）で、恒久平和の「崇高な理念」を掲げ、専制と隷

従、圧迫と偏狭、恐怖と欠乏からの脱却・克服の鍵を、「平和にうちに生存する権利」の実

現、保障に求めました。そして第９条において、戦争放棄、武力行使放棄、戦力不保持、

交戦権否認を明記したのであります。

これは、平和が確保されてこそ初めて、民主主義、基本的人権、生存・福祉の追求・実

現が可能だということ、換言すれば、平和・民主・人権・福祉は不可分一体的な関係にあ

るが、その中で平和こそが中核的・前提的位置を占める、という思想に基づくものであり

ます。

私は、これは極めて体系的で優れた憲法思想であり、戦争と貧困にあえいできた人類の

歴史的体験を踏まえた、人類の理性と良心とが結晶したものだ、と考えます。

そしてそれ故にこそ、憎悪と暴力の連鎖、悪循環にあえぎ、混迷する２１世紀の現代に

生きるひとびと、とりわけ日本の私たちにとって、現状打開の指針となり、政治的、社会

的、文化的、思想的な「よりどころ」ともなりうるのだ、と考えます。

この優れた憲法、とりわけその中核としての第９条をしっかりと守り、一層豊かなもの

にし、次の世代に伝達することは、現代に生きる私たちの歴史的任務であります。

もし私たちがこのことを忘れて平和憲法を蔑ろにし、これに背き、自衛隊をイラクに派

遣し、殺傷行為に赴かせることを承認するならば、平和憲法を持つ日本に対する国際的信

頼を裏切ることになるのみならず、日本の社会を憎悪と暴力の連鎖、悪循環の拡大に陥れ、

荒廃へと赴かせることになるでしょう。

イラクへの自衛隊派遣は、明治の義人田中正造の表現に倣っていうならば、「亡国」「亡

民」の行為というべき愚挙であります。

参議院の議員諸氏は、おのれの理性と良心を賭け、賢慮をもって違憲の対応措置に反対

すべきであると信じます。

以上を持って意見陳述を終わります。
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三 このようにイラク戦争がアメリカの敗北に終わる中、日本国内では、憲法

改正の動き、行政改革の動き、司法改革の動き、教育改革の動きなど、「国家改

造」ともいうべき動きが権力的支配層によって着々と進められていた。そこで

その動きで概略をフォローすることにする。

（１）まず 2004 年に起こった憲法「改正」に関する動きをみることにする。

まず政権党たる自民党が 2004 年 6 月 11 日新綱領を発表し、新憲法制定、教育

基本法改正などを明記した。

そして 2004 年 12 月 10 日閣議による「防衛計画の大綱」が、また同日官房

長官談話として「武器輸出三原則」緩和が公表された。

（２）では「防衛計画の大綱」の概要をみることにする（以下大綱という）。

① 大綱の現状認識は、第一に国際テロ組織など非国家主体が重大な脅威になっ

ていること。第二に北朝鮮と中国が深刻な課題になっていること。第三に我

が国に対する本格的な侵略事態生起の可能性は低下する一方、我が国として

は新たな脅威や多様な事態に対応することが求められていること。

② 大綱の基本方針は、今後の我が国の防衛力については、即応性、機動性、柔

軟性、多目的性を備え、高度の技術力と情報能力に支えられた多機能で弾力

的な実効性のあるものとすること。

③ 日米安保体制を強化すること。

④ 防衛力の役割として、弾道ミサイル防衛システムの整備。核兵器攻撃に対し

てはアメリカの核抑止力とあいまって適切に対応すること。島嶼部への侵略

への迅速な対応をすること。周辺海空域の警戒監視及び領空侵犯対処や武装

工作船への対応をすること。国際的安全保障改善のための主体的・積極的推

進をすること。

⑤ 各自衛隊を一体的に運用し、統合運用を基本としそのための体制を強化する

こと。情報機能を強化すること。隊員に必要な教育訓練を実施すること。

（３）以上の大綱の主眼は、日米安保体制（実態は日米軍事同盟）を強化し、

アメリカと共にアジア太平洋地域のテロに対し強大な軍事力で抑えこもうと

するものである。

大綱の問題点は何か。テロの淵源・原因を無視し、社会的、経済的、

文化的、外交的に解決しようとする発想が全くみられないことである。

もともとテロ行為は経済的・社会的弱者が最後にとる手段であり、その根本

的原因を解決することなしに、強大な軍事力で抑圧することは不可能であり、

理不尽極まる非人道的な考え方だと考える。

四 2005 年 4 月 15 日衆議院憲法調査会（2001 年 1 月設置）は、最終報告書を
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議決した。（同要旨「憲法問題資料学習資料集➁憲法会議・労働者教育協会編・

2005 年 9月」。

（１）それによれば、前文、天皇、国際協力、新しい人権、基本的人権、家族

問題、二院制、政党条項、議院内閣制、首相公選制、違憲審査制、地方自治、

最高法規性等については、いわば両論併記の形式をとっている。

しかし、安全保障条項（戦争放棄・武力不保持、交戦権否認、非常事態）及

び憲法改正手続条項については、

① 自衛権の行使として必要最小限度の武力の行使を認める意見

② 集団的自衛権を認め、その法的根拠として憲法解釈変更で認められるとする

意見、国連の集団安全保障活動への参加は非軍事の分野でも参加すべきであ

るとする意見

③ 内閣総理大臣のリーダーシップを強化すべきだとする意見

④ 憲法裁判所の設置を可とする意見

⑤ 道州制の導入を可とする意見

⑥ 憲法改正手続法の整備を急ぐべきであるとする意見

等については多数であることを明記していた。

（２）これは同会の委員が自民党、民主党、公明党の議員によって多くを占め

られていたことによるものであろう。そしてこの報告書は、2005 年の時点で権

力的支配層がこの報告書で「多数」と記されていた方向への憲法改「悪」を意

図していたことを示す文書である。

五 2005 年 4 月 20 日、参議院憲法調査会も最終報告書を提出した（前掲学習

資料集➁64Ｐ以下）。本報告書では「共通」「おおむね共通」する意見と「すう

勢」とする意見と「意見が分かれたもの」と三分して記す手法がとられていた。

（１）「すう勢」とは自民、民主、公明党のおおむね一致した意見である。その

中には新しい人権の明記、プライバシー権、環境権、今後の憲法調査会のあり

方（同会で憲法改正論議を続けるべきとする意見）が含まれていた。

「意見が分かれた主要なもの」には、①前文の理念の中に歴史、伝統、文化

を入れるべきか、②天皇を元首と解すべきか、③戦力及び交戦権の否認を認め

る９条２項改正の要否、④集団的自衛権を認めるか、⑤自衛隊を憲法上明記す

べきか、⑥国際貢献を明記すべきか、⑦緊急非常事態法制を明記すべきか、⑧

人権につき「公共の福祉」を義務規定化すべきか、⑨権利と義務をもっと憲法

に明文化すべきか、⑩内閣を強化すべきか、⑪首相公選制の是非、⑫憲法裁判

所導入の是非、⑬道州制導入の是非。以上であった。

（２）このように参議院の報告書は、改悪すべき点を網羅するものであった。
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六 そしてその後間もない 2005 年 9 月 22 日、衆議院に憲法特別委員会が設置

され、また同年 11 月 22 日自民党は新憲法草案（以下、草案という）が決定さ

れ、同草案は集団的自衛権を認めたのである。

（１）その主な内容を略述する（前掲「学習資料集➂８Ｐ以下」。

① 草案は、前文を戦争の経験を無視した、スピリットのないものとした。その

最も典型的な例は、「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から

免れ、平和のうちに生存する権利を確認する」とあった現憲法の前文の部分

を削除した。

② 草案は、「戦争の放棄」の章立てを削り、「安全保障」なる章立てとした。そ

して現行９条２項（戦力不保持、交戦権否認）を全文削除し、その代わりと

して９条の２を新設したのである。

その概要は、①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、内閣総理大臣を最高指揮者とする自衛軍を保持する。②自衛軍は、①の

規定による任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、

国際社会の平和と安全を確保するため国際的に協調して行われる活動及び

緊急事態における公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るた

めの活動を行うことができる。③その他自衛軍の組織及び統制に関する事項

は法律で定める、というものである。

（２）草案の問題点はなにか。

① 第一に草案は、国民の権利・義務の制約規定を新設したことである。現行憲

法の制約原理は「公共の福祉」である。これは各人の基本的人権が相矛盾す

る場合の調整原理である。それを、草案は、自由の権利には責任と義務が伴

うことを自覚しつつ、常に「公益及び公の秩序」に反しない限り自由と権利

（人権）があるとした。また生命・自由及び幸福追求の権利も「公益及び公

の秩序」に反しない限り尊重されるとした。

「公益」とは「国家の利益」であり、「公の秩序」とは「国家の秩序」のこ

とである。この規定により基本的人権は剥奪されたも同然である。

② 第二に草案は、内閣総理大臣に衆議院の解散権を無条件で付与したことであ

る。これは、首相の権限強化である。

③ 第三に草案は、新たに政党条項を規定し、政党はその活動の公正の確保及び

健全な発展に努めなければならないとしている。しかし、これは政党の自

主・独立性を奪うものである。

④ 第四に草案は、内閣総理大臣は、行政各部を指導・監督し、その総合調整を

行うとしている。これも、首相の権限強化を狙ったものである。

⑤ 第五に草案は、軍事に関する裁判を行うため、法律の定むるところにより、

下級裁判所として、軍事裁判所を設置するとしていることである。
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これは、戦前の軍事法廷と同じく、自衛軍のみならず、民間人をも弾圧す

る裁判所を作ろうとするのが狙いである。

⑥ 第六に草案は、地方自治体は、基礎地方自治体及びこれを包括し補完する広

域地方自治体とするとしている。

これは住民の自治の破壊である。なぜなら広域自治体では、住民の多様な

声は消されてしまうからである。

⑦ 第七に草案は、憲法改正は、各議院の過半数の賛成で国会が議決し、国民に

提案し、その承認を経なければならないとしている。

これは従前の３分の２条項を切り下げ、改憲への道を開くものである。

七 以上の自民党新憲法草案の主調を改めて確認すれば、第一に、第二次大戦

に対する日本の戦争責任の無視である。第二に、「戦争放棄」の放棄である。第

三に、自衛軍と称する軍隊の創設である。第四に、基本的人権の制限・剥奪で

ある。第五に、政党規制である。第六に、内閣総理大臣の権限の拡大・強化で

ある。第七に、軍事裁判所の設置であり、これにより軍事国家が法的に完結す

るのであり、通常裁判所は軍隊の独走に歯止めができないことになるのである。

第八に憲法改正発議要件の緩和であり、これにより憲法改悪は容易となるであ

ろう。

八 そして、支配的権力層は、2004 年から 2005 年にかけて、次々に憲法改正

案ないし提言を策定した。民主党、公明党、憲法調査推進議員連盟、読売新聞

社、日本経団連、経済同友会、日本商工会議所などの動きがその例である（そ

の案文は「学習資料集➀、➁、➂参照」）。

●「憲法 9 条にノーベル平和賞を」の運動が行われています。

福島県九条の会は街頭で署名活動を展開しています。

宮城県内九条の会連絡会では全県の統一した運動とはしませんが、関心のある

九条の会に紹介しています。インターネットで「憲法 9 条・ノーベル平和賞」

と打ち込むと検索できます。

メールで「賛成」を送ることも出来ます。 ご活用下さい。   

みやぎ憲法九条の会

〒981-0933 仙台市青葉区柏木 1-2-45 フォレスト仙台ビル 5 階

電話 022－728-8812 ファックス 022-276-5160
URL http://www.9jou.jp/  E メール info@9jou.jp
郵便振替口座番号 02260-8-89149 みやぎ憲法九条の会


