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E メールニュース「みやぎの九条」  NO190 

（2014 年⒓月 15 日発行）             みやぎ憲法九条の会 

 

※ 第 47 回総選挙は 12 月 14 日（日）、投票でした。総選挙結果については E

メールニュース「みやぎの九条」の臨時号でお知らせします。自民党など与

党の圧勝が予想されており、また第三局も改憲派が多い。九条を守る側にと

っては厳しい結果が予想されます。一層頑張らなければなりませんね。 

※ 今年は集団的自衛権行使容認閣議決定という国の運命を左右する大きな出

来事がありました。県内九条の会はこの事態に正面から闘ってまいりました。

まだ展望は開けてはいませんが、世論は確実に閣議決定反対になりつつあり

ます。もっともっと努力を重ね、将来の日本に憂いを残すことがないように、

来年も頑張りましょう。「戦争をしない国・日本」を作り上げましょう。 

一年間、お世話になりました。 

来年もよろしくお願いいたします。 

 

次回街宣は⒓月 16 日（火）12 時～13 時、平和ビル前です 

次回は 12 月 16 日(火)12 時~13 時平和ビル前です。 

テーマは集団的自衛権行使容認の閣議決定の撤回の署名とチラシ配布。 

 

（これからの企画）クリスマスパレードを開催します。 

みやぎ青年 9 条の会「ＫＩＲＡＫＩＲＡ☆9」 

日時 2014 年 12 月 20 日（土）16 時 ミニ集会 

               16：30 パレード出発（17：30 終了予定） 

集合場所 花京院緑地（青葉区花京院 1－1－20 花京院スクエアそば） 

● KIRAKIRA☆９は県内で 124 番目にできた９条の会。１０~４０代のメンバ

ーで構成する青年の９条の会です。 

● 7 月と 9 月に憲法カフェを開催、8 月と 10 月にアピールパレードを開催。た

くさんの人たちに憲法の輝きを振りまいています。 

● メンバーを募集中です。あなたもメンバーになりませんか？「KIRAKIRA☆

9」のメーリングリストに登録してください。 

(メール)kirakira9.miyagi@gmail.com (Twitter）アカウント＠seinen9jo 

(facebook)「kirakira9」で検索！ 

 

 

（これからの企画）1 月 7 日の決起集会のご案内！ 

mailto:kirakira9.miyagi@gmail.com
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「平和憲法大講演会 in 仙南」（4 月 4 日）を成功させる為の 

●日時 2015 年 1 月 7 日（水）13 時から 16 時ころまで 

会場 大河原「オーガ」 

 講演 「今、憲法九条を守るために仙南地域はなにをすべきか？」 

 講師  川井貞一さん（元白石市長・憲法九条を守る首長の会会長） 

※ 蔵王町の高木さんの器楽演奏と歌があります。 

※ 各条の会の活動報告も行います。 

 2015 年 4 月 4 日に開催する「平和憲法大講演会 in 仙南」を成功させるため

に、1 月 7 日、学習と決起の集まりを開催します。どなたでも参加できます。 

● 4.4「平和憲法大講演会 in 仙南」は仙南に関係する 2 市 7 町の九条の会、

16 の会で準備を進めています。 

●当日は 3 人の呼びかけ人も参加、お話をします。 

① みやぎ憲法九条の会の後藤東陽代表 「開会のあいさつ」 

② 白石市の元市長川井貞一さん「県南 9 市町の集まりの意義」講演 

③ 北條裕士仙南九条の会連絡会会長 閉会のあいさつ 

●正月初めから安倍改憲阻止にダッシュ、ダッシュ、奪取！ 

 

（これからの企画）集団的自衛権行使容認の閣議決定に反対する講演 

仙台弁護士会の主催の講演会です。 

宮城県内九条の会連絡会も参加を呼びかけています！ 

仙台弁護士会主催の企画。日弁連と東北弁護士連合会が共催です。樋口陽一さ

んと柳沢協二さんの興味深い対談です。 

宮城県内九条の会連絡会も全力を挙げ、成功のために頑張ります。 

各 9 条の会もぜひ参加し、お二人の考えをしっかり勉強しましょう。 

日時 2015 年 1 月 17 日（土）12 時半開場：13 時開始 

会場 フォレスト仙台 2 階ホール（400 名収容可能です。） 

テーマ 「新春憲法のつどい 集団的自衛権問題を斬る！」 

講師 樋口陽一先生（東北大学名誉教授・東大名誉教授・国民安保法制懇設立

委員・憲法学者） 

講師 柳沢協二先生（元防衛省防衛研究所長・元内閣官房副長官補・「国民安保 

法制懇」設立委員・新外交イニシアチブ理事） 

午後 3 時ころからパレードを行います。コースは現在検討中。 

入場無料・事前申し込み不要 

主催仙台弁護士会 日本弁護士連合会 東北弁護士会連合会 

問い合わせ先 仙台弁護士会 ☎022-223-1001 
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（これからの企画）映画「ファルージャ」上映のお知らせ 

イラクのファルージャで何が起きていたのか？迫真のドキュメンタリ映画です。 

日時 2015 年 1 月 18 日（日）1 回目 9：30～12：30 2 回目 13：30～16：30 

会場 仙台市戦災復興記念館 

前売り券 1000 円（高校生以上） 

主催 「映画から明日を考える」みやぎ市民の会。090-5201-9333 唐木 

 

（これからの企画）みやぎマスコミ九条の会主催 

「公共放送のあり方を考える」  元ＮＨＫ盛岡支局長伊東周平さん 

日時 2015 年 1 月 24 日(土)午後 1 時 30 分から 

会場 フォレスト仙台仙台 5 階 501 号室（仙台市柏木 1－2－45） 

演題 「公共放送のあり方を考える」 

講師 伊東周平さん（元盛岡支局長・ＮＨＫ退職者有志の会世話人） 

2013 年 9 月に就任した籾井ＮＨＫ会長。会長を選ぶ経営委員は安倍首相お気に

入りが多数を占めています。公共放送がこれでよいのでしょうか？「ＮＨＫ退

職者有志の会」は籾井会長ＮＯ！の声を挙げ、ＮＨＫの退職者の 1 割が結集し

ました。その活動の貴重な報告です。 

連絡先 022-728-8812 みやぎ憲法九条の会・相原研一 

 

（これからの企画）2・11 信教・思想・報道の自由を守る宮城県民集会 

「正義と平和が抱き合う時―いがみ合いの向こう側を目指して」 

日時 2015 年 2 月 11 日(水)午後１時半から（開場午後１時） 

会場 仙台市民会館小ホール 

午後 1 時 10 分から、苫米地サトロさん・宮城のうたごえの歌があります。 

演題 「正義と平和が抱き合う時―いがみ合いの向こう側を目指して」 

講師 浜矩子さん（同志社大学大学院教授・エコノミスト）。アベノミクスをア

ホノミクスと批判する。その根拠をしっかり勉強しましょう。 

※ 集会終了後（午後 4 時ころから）デモ行進があります。ふるってご参加を。 

※ 託児を行います。費用は無料。当日受付にお申し付けください。 

 

（これからの企画）2015 年 3 月 7 日（土）、集団的自衛権行使容認の閣議決定

を撤回させる集会を予定。 

みやぎ 9 条懇話会と宮城県内九条の会連絡会、みやぎ憲法九条の会は来年 3

月 7 日、大集会を開催する予定です。 

日時：2015 年３月７日（土）。会場確保が 1 月になるので開催日程は未定 
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会場 会場未定。確保してから発表します。 

内容 11 時～11 時 30 分 催し。歌や器楽演奏などを予定 

   11 時 30 分~12 時 集会 

   12 時~13 時   パレード（行進） 13 時には解散予定です。   

・「集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回させ、憲法 9 条を守る」集会です。 

・各人、各組織が自分たちの要求をもって参加することは OK です。 

呼びかけ人 21 人・主催組織３団体。 

呼びかけ人 21 名が呼びかけ、「みやぎ九条懇話会」「宮城県内九条の会連絡会」

「みやぎ憲法九条の会」三者が主催。呼びかけ人会議代表は後藤東陽さん 

呼びかけ人 21 名（浅野冨美枝・安孫子麟・阿部長壽・板垣乙未生・稲垣達也・

鹿野文永・河相一成・川井貞一・木村春雄・清藤恭雄・後藤東陽・後藤不二夫・

佐久間敬子・佐藤正弘・佐藤和丸・勅使河原安夫・戸枝慶・樋口晟子・ 

布田秀治・宮本弘・山形孝夫） 

 

（これからの企画）仙南地域九条の会が団結して開催！ 

4・4「2 市 7 町規模の平和憲法大講演会」の開催！ 

仙南地域の九条の会は１６の九条の会が、共同で大講演会を開催します。 

白石九条の会が呼びかけ、2 市７町の九条の会 12 と憲法九条を守る首長の会、

みやぎ農協人九条の会、宮城県内九条の会連絡会、みやぎ憲法九条の会の合計

16 が集まって、講演会を企画しました。隔週、実行委員会を開催して準備中！ 

1. 日時 2015 年 4 月 4 日（土）13 時半～16 時半（時間は予定） 

2. 会場 大河原えずこホール 

3. 講演・演題「今こそ、9 条が生きるとき」 

講師    小森陽一さん（東大大学院名誉教授・九条の会事務局長） 

4. 宮城のうたごえ合唱団の歌声 

5. 仙南各域の九条の会から報告「今私たちは、こんなことをやっています！」 

6. （主催九条の会）①白石九条の会②角田九条の会③柴田九条の会④大河原 9

条の会⑤柴田協同クリニック九条の会⑥蔵王準備会⑦村田準備会⑧七ヶ宿

準備会⑨川崎町準備会⑩丸森準備会⑪生協仙南九条の会⑫仙南青年九条の

会９JOHN⑬宮城県内九条の会連絡会⑭憲法九条を守る首長の会⑮みやぎ

農協人九条の会⑯みやぎ憲法九条の会、以上 16 の 9 条の会主催。（協賛）宮

城県母親大会連絡会・白石・大河原・柴田・村田各母親連絡会 

●今年の「つどい」で講演してくださった小森陽一さんが来て、講演をします。

格調高い講演をぜひお聞きください。 

 

（活動報告）大沢９条の会第 6 回（2014 年）憲法 9 条まつり、開催しました。 
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多彩な催し、史上最多の 120 名超が楽しむ。 

大沢９条の会は 11 月 30 日（日）第６回憲法９条まつりを開催。 

多彩な催しものを準備、史上最高の 120 名が集まりました。 

他の九条の会にとっても非常に参考になります。ぜひ学んでください。 

・「オカリナコンサート」は白鳥謙一さんのオカリナと宮崎多喜子さんのピアノ。

「アベマリア」から讃美歌「いつくしみ深き友なるイエスは」などを演奏。 

・「荒馬踊り」を朝市保育園の若者たちが踊り。 

・「しゃべり場 9 条」では集団的自衛権行使容認と関連して、安倍首相の「国民

の生命と財産を守るため」は本当なのか、イラク戦争を例に考えてみました。 

・「ミニ骨董市」も開かれました。 

・「交流会&展示即売会」にもたくさんの人が参加しました。 

大沢地区の伝統地域行事として定着しつつあります。 

大沢 9 条の会からしっかり学び、今後の各 9 条の会の活動に活かしましょう。 

   

演奏に聞き入参加者               交流会と展示即売会 

  

 オカリナ演奏の風景              荒馬踊り 

 

 

菅原文太さんが亡くなりました。 
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菅原文太さんが 11 月 28 日転移性肝がんのため、亡くなりました。81 歳。 

謹んでお悔やみ申し上げます。菅原さんは 11・15「つどい」に参加予定でした。 

・11 月 12 日、文太さんの奥さんから「体調が悪く仙台に行けない」旨連絡が入

りました。文太さんご自身は「行きたい」とのこと。 

・実行委員会としては当日出席を念じましたが、翌日 13 日午後 8 時ころ、「出

席できない」との最終連絡をいただきました。 

・主催者のみやぎ憲法九条の会では 14 日夜、緊急に 5 名の呼びかけ人代表の会

議を開催し善後策を協議しました。菅原さん快復を念じつつ、翌 15 日の「つ

どい」では小森陽一さんに 1 時間 30 分話していただく（当初予定 50 分）こ

ととしました。 

・逝去が報道される際、マスコミ各社から取材がありました。以下は新聞に掲

載された記事の一部をご紹介します。 

朝日新聞 12 月 2 日付 

「みやぎ憲法九条の会」などが 5 月下旬に開いたイベントに、菅原さんは集団 

的自衛権や特定秘密保護法に反対するメッセージを寄せた。「容認したら生命も 

財産も、国家が取り上げようと思えば取り上げられる。今、皆が徳俵で踏ん張 

ることが大事」。先月 15 日の護憲の催しでは、来仙し講演する予定だったが、 

腰痛を理由に欠席した。同会の板垣乙未生事務局長は「次こそ講演してもらい 

たかったのに」と惜しんだ。 

河北新報 12 月 2 日付 

「憲法九条の会」の活動を通じて親交のあった宮城学院女子大学（元）学長の 

山形孝夫さん（82）に菅原さんは、ドラマを回想して「東北人の魂を自分も忘 

れていませんから」と語ったという。 

 山形さんは「菅原さんは最後までむしろ旗を掲げて疾走した」と評し、その 

姿に「東北人の反骨精神」を見た。 

 九条の会を提唱したのは、仙台一高で菅原さんの 1 年後輩の作家で劇作家の 

故井上ひさしさだった。「2010 年に井上さんが亡くなると、その遺志を継ぐよう 

に菅原さんは、護憲にのめり込んでいった」と山形さんは在りし日をしのぶー。 

読売新聞 12 月 2 日 

 菅原さんは同市宮城野区で 11 月 15 日に開かれた護憲集会への出席を予定し

ていた。しかし直前になって妻から主催団体に「腰痛が激しくて長く座って

いることができず、出席できなくなった」と連絡があったという。 

文太さん。安らかにお眠りください。 

（なおみやぎ憲法九条の会では共同代表後藤東陽と事務局長板垣乙未生名で弔電を送りま

した。） 

「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
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2014」  1800 名超の参加者で熱気あふれる集会に！ 

（前号で既報ですが…） 

11 月 15 日（土）、恒例の「みやぎのつどい」が開催。今年で 9 回目。県内外か

ら 1800 名＋αが集まりました。 

菅原文太さんがキャンセルとなり、板垣乙未生実行委員長がお詫びしました。 

・柴田町 9 条の会の畑井馨さんが「君死にたまふことなかれ」を伴奏なしで独

唱。大きな拍手を浴びました。  

・開会のあいさつは山形孝夫元宮城学院女子大学学長・みやぎ憲法九条の会代

表。菅原文太さんの伝えたかったことを簡潔に報告。 

・メイン講師の小森陽一東大教授が 1 時間半に亘って、日本の戦後の中で日本

の 9 条と平和運動の果たした役割と課題を解明。安倍政権の集団的自衛権行使

容認の閣議決定を頂点とする「戦争をする国づくり」の異常さを訴えました。 

・「宮城のうたごえ」の皆さんが井上ひさしさん作詞の釜石小学校の校歌「生き

生き生きる」などを合唱。 

・最後は県内６つの 9 条の会が 1 分半ずつ、活動を紹介。「つどい」では初めて

の企画でしたが、好評でした。 

①みやぎ青年 9 条の会「KIRAKIRA☆9」 

②白石憲法九条を守る会九条 

③仙台教職員九条の会 

④仙台駅東九条の会 

⑤憲法九条を守る首長の会 

⑥宮城県内九条の会連絡会。今年できたばかりのみやぎ青年 9 条の会

KIRAKIRA☆9 は冒頭報告、はつらつとした報告でした。最後に宮城県内九条

の会連絡会の佐藤正弘運営委員長が決意表明して閉じました。 

・回収されたアンケートは 403 枚。「9 条に確信を持つことが出来た」「元気づ

けられた」「文太さん、早く治してください」など肯定的意見がほとんど。 

 1800 名を超える御来場のみなさん、ありがとうございました。 

また 125 の県内 9 条の会のみなさん、参加要請行動と当日の準備、ありがとう

ございました。 

この「つどい」を糧に集団的自衛権行使容認をはじめとする「戦争する国づ

くり」と闘い、平和な日本を取り戻しましょう。 

① 「つどい」の DVD を無料で貸し出しています。送料をご負担ください。み

やぎ憲法九条の会事務局の申し込んでください。 

② 2015年度の｢つどい｣は 11月 7日(土)サンプラザで開催。講師は検討中です。

みなさんの来年のスケジュール帳の 11 月 7 日に「つどい」とご記入を！ 
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会場を埋め尽くした人々（後ろから）     白石憲法九条を守る会九条の会の報告 

   者幕田和子さん・会長の丑田鉄也さん 

  

会場内の人々（舞台に向かって左から）    仙台地区教職員九条の会の報告。 

 

「九条の会」、日比谷公会堂で全国活動交流集会開催！11 月 24 日(月・祝) 

みやぎ青年 9 条の会 KIRAKIRA☆9 が壇上から報告！ 

九条の会は「全国統一活動月間」の報告会（「安倍内閣の改憲暴走を許さない」

集会を開催しました。 

日比谷公会堂は 2500 名超の人々で溢れ、屋外にいる参加者は大型ビジョンで

室内の風景を見ながらの参加。宮城県内九条の会連絡会から８名が参加。全国

から８つの九条の会が報告。その内の一つが宮城のみやぎ青年 9 条の会「ＫＩ

ＲＡＫＩＲＡ☆9」。3 名が 10 月 26 日のハローウインの衣装で登場。大きな拍

手に包まれました。パレード行進は 15 時から銀座を訴えて歩きました。パレー

ドの先頭も「KIRAKIRA☆9」の皆さんでした。 

参加されたみなさん、「KIRAKIRA☆9」に皆さん、お疲れさまでした。 
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パレードの先頭は「KIRAKIRA☆9」     発表する「KIRAKIRA☆9」の 3 人 

先頭のワンコが宮城県生まれの「ヘイワン」君 

 

戦争･死刑と国家。そして国家と人民（15） 

 

 

2014 年 12 月 15 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） 

 

十 日米防衛指針の改定への動きとシリア内戦 

（１）2013 年 10 月 3 日、日米両政府は、東京都内で外交・防衛担当閣僚による安全保障

協議委員会（2 プラス 2）を開き、共同文書を発表した。その眼目は、日米同盟強化に向け、

自衛隊と米軍の役割を定めた日米防衛協力指針（ガイドライン）再改定に着手し、2014 年

末までに完了させることである。再改定のポイントは、安倍政権は中国に対し「国際的行

動規範順守」を求め、もし違反すれば軍事力で抑え込むことを狙ったものであると思う。 

 しかし、このような政策は中国の軍事力を過小評価している。それだけでなく必ずしも

アメリカの全面的支援をとりつけることはできないであろう。中国はアメリカにとって巨

大な経済的市場だからである。 

（２）2013 年 9 月から 10 月にかけて開かれた国連総会で、シリアへのいかなる一方的な

軍事行動に反対する、外交で解決すべきだという声が圧倒的だった。そして安保理事会も、

シリアが決議履行に違反した場合も軍事行動を自動的に認めず、外交的な解決をめざす趣

旨の決議を全会一致で採択したのである。軍事より外交を!! まさに集団的自衛権で他国に

軍事介入する（他衛）という安倍政権と真逆の決議が行われたのである。それこそ人類の

英知であり知恵である。 

 

十一 九条の会のアピール 
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 このような状況の中で 2013 年 10 月 7 日に発表された九条の会(全国)のアピール全文を

掲げておきたい。このアピールこそ良心的精神を持つ人間の叫びであると考えるからであ

る。  

（九条の会アピール） 

「集団的自衛権行使による「戦争する国」づくりに反対する国民の声を」 

 日本国憲法はいま、大きな試練の時を迎えています。安倍首相は、「憲法改正は私の歴

史的使命」と憲法の明文を変えることに強い執念をもやす一方で、歴代内閣のもとでは「許

されない」とされてきた集団的自衛権行使に関する憲法解釈を転換し、「戦争する国」を

めざして暴走を開始しているからです。 

 日本が武力攻撃を受けていなくともアメリカといっしょに海外で戦争するという集団的 

自衛権の行使が、「必要最小限度の範囲」という政府の従来の「自衛権」解釈から大きく

逸脱することは明白です。それどころか、日本やアメリカの「防衛」ではなく、日米同盟

を「世界全体の安定と繁栄のための『公共財』」（防衛省「防衛力の在り方検討に関する

中間報告」）とみなし、世界中のあらゆる地域・国への武力介入をめざす体制づくりです。 

 この企ては、本来なら衆参両院の三分の二以上と国民投票における過半数の賛成という

憲法「改正」の手続きを経なければ許されない内容を、閣議決定だけで実現してしまうも

のです。そのため、長年にわたり集団的自衛権行使を違憲とする政府の憲法解釈を支えて

きた内閣法制局長官の入れ替えまでおこないました。麻生副総理が学ぶべきと称賛したナ

チスがワイマール憲法を停止した手口そのものです。これは立憲主義を根本からつき崩す

ものであり、とうてい容認することはできません。 

 それだけではありません。安倍内閣は、自衛隊を戦争する軍隊にするために、海外での

武力行使に関する制約をすべて取り払い、「防衛計画の大綱」の再改定により、「海兵隊

的機能」や「敵基地攻撃能力」など攻撃的性格をいちだんと強めようとしています。 

 「戦争する国」づくりにも足を踏み入れようとしています。すでに安倍内閣は、防衛、

外交に関する情報を国民から覆い隠し首相に強大な権限を集中する「特定秘密保護法案」

や日本版 NSC（国家安全保障会議）設置関連法案などを臨時国会に提出しようとしていま

す。自民党が作成した「国家安全保障基本法案」では、「教育、科学技術、運輸、通信そ

の他内政の各分野」でこれらの「安全保障」政策を優先させ、軍需産業の「保持・育成」

をはかるとしているばかりでなく、こうした政策への協力を「国民の責務」と規定してい

ます。これを許せば、憲法の条文には手をふれないまま自民党が昨年四月に発表した「日

本国憲法改正草案」における第九条改憲の内容をほとんど実現してしまいます。 

 さらには福島原発事故の無責任と棄民、原発技術輸出の問題、その他問題山積の現状が

あります． 

 戦前、日本国民はすべての抵抗手段を奪われ、ズルズルと侵略戦争の泥沼に巻き込まれ

ていった苦い経験をもっています。しかし、いま日本国民は国政の最高決定権をもつ主権

者であり、さらに侵略戦争の教訓を活かした世界にも誇るべき九条を含む日本国憲法をも
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っています。いまこそ日本国憲法を守るという一点で手をつなぎ、歴史の教訓に背を向け

る安倍内閣を草の根からの世論で包囲し、この暴走を阻むための行動にたちあがりましょ

う。 

2013 年 10 月 7 日 

九条の会 

 

十二 アセアン首脳会議と日本と平和外交 

（１）第 23 回東南アジア諸国連合首脳会議と一連の関係会合が 2013 年 10 月 9、10 日開

催された。この会合では、日本と米国、中国、インドを含むアジア太平洋の国々が戦争放

棄を確約する条約を結ぶという構想が取り上げられた。紛争の「平和的解決」「武力不行

使」を掲げる ASEAN の努力は、米国や中国など周辺の大国を巻き込む形で進展している

のが現実である。なお、ASEANN は 2005 年に始まり、18 ケ国が参加。東南アジア友好条

約加入が参加条件であり、日本も米国も加盟している（2013 年 10 月 12 日赤旗）。 

 今や世界のトレンド（大勢）は、軍事行動から平和外交に移りつつある。このことを見

据え、世界の諸紛争を冷静に読み取り判断すべきだと思う。 

（２）この世界の大勢に逆らっているのが安倍首相である。2013 年 10 月 15 日召集された

臨時国会に於いて安倍首相は所信表明演説を行った（10 月 16 日）。 

その要点は次の通りである。 

①景気の回復。②被災地の復興の加速化。③成長戦略の実行。④産業競争力の強化。 

⑤経済成長分野でのチャンス作出。⑥国家戦略特区制度創設。⑦TPP の年内妥結に貢献。

⑧社会保障制度の財源確保のための消費税引き上げ。⑨現実を直視した積極的平和主義に

基づく外交・安全保障政策の立て直し。⑩国家安全保障会議創設と国家安全保障戦略策定。

⑪日米同盟を基軸とする「自由・民主主義・基本的人権・法の支配」という価値観を共有

する国々との連携。⑫在日米軍再編の着実な実行。⑬「憲法改正について国民投票の手続

きを整え、国民的な議論をさらに深めながら、前に進んでいこうではありませんか」。 

以上が安倍首相の所信表明演説である。 

（３）この安倍演説は大きく分ければ三点になる。第一は、大企業の巨大利潤の保障（①

～⑥）、経済的、社会的弱者からの富の巨大な収奪（⑦～⑨）。第二に日米同盟の軍事同

盟化への加速化（⑩～⑫）。第三に憲法改「悪」についての積極的取り組み⑬。 

 以上の三点は別々のものではなく、実は三点セットなのである。私達は、このことをし

っかり見極めなければならない。 

そして安倍首相の眼は主としてアメリカなどの西欧諸国の政治的、軍事的、経済的動向

に向けられているが、アジアで胎動している「外交力こそ平和の砦」という現実の大勢を

無視しており、その意味で彼の所信表明演説は暴論である。 

（４）しかし安倍首相といえども世界の大勢の前にひるみを見せることもある。その例が

2013 年 10 月 21 日、「核不使用声明」に日本は初めて参加した。この声明は「いかなる状
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況下でも核兵器が二度と使われないこと」が人類生存につながると明記した声明であった。

そして同声明は「核兵器による壊滅的な結末」が「人類の生存や環境、社会・経済の発展、

将来世代の健康に深刻な影響を与える」と指摘し、「核軍縮に向けたすべてのアプローチ

と努力」を重視する、とするものであった。同声明は、核兵器の非合法化には触れなかっ

たが、日本も含む 125 ヶ国賛同した（2013 年 10 月 23 日河北新報)。 

 日本政府が核兵器に対する矛盾した対応を迫られたのは、被爆国である日本人民の広島、

長崎の被爆から約 70年にわたり営々として築き上げた原水禁運動があればこその成果であ

るというべきである。 

 

十三 特定秘密保護法制定と批判的検討 

 さて、いよいよ特定秘密保護法(以下、本法という)の問題について取りあげることにする。

この問題については類書が数多くあるが、私も本年 3 月、『国防保安法の歴史的考察と特

定秘密保護法の現代的意義』（東北大学出版会）を刊行した。その中で、私は本法の成立

過程及び本質について、アメリカの世界戦略と憲法改悪の動きとの密接な関連を考慮し、

逐条的分析を行った。詳しくは、本書を参照していただきたい。 

 しかし本稿では、読者の便宜のため本書の概略を述べることにしたいと思う。 

（１） 成立過程の概要 

① 顧みれば、1980 年、自民党「防衛秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案要綱」

に基づき第一次案が作成された。 

1985 年、自民党議員が中心となって「国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律

案」が衆議院に提出されたが、廃案となった。 

 その後、「秘密保全のための在り方に関する有識者会議」により、2011 年「秘密保全の

在り方」（報告書）が発表された。そして情報保全に関する検討委員会は法案化の作業を

始めた。 

 同報告書の内容のもっとも重要な点のみを書き記すと、国の政治、外交、防衛に関する

すべての事項を行政機関が秘密と指定し、人的管理として適性評価制度を実施すること、

秘密漏洩行為につき、故意、過失、未遂、共謀、独立教唆、煽動、自首減免など、重い刑

罰を課するものであった。 

 2012 年自民党総務会は、「国家安全保障基本法（概要）」を決定した。その基本的な点

は、自衛隊の任務を、我が国あるいは我が国と「密接な関係のある他国に対する外部から

の武力攻撃が発生した場合」には、「自衛権」を発動するとしたことである。実はこれは

集団的自衛権を認めたものであった。 

② 2013 年 5 月、自民党安全保障・国防部会合同部会は「新防衛の大綱」策定に係る提言

（骨子案）を政府に提言した。 
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この提言の要点は、①日米同盟の一層の強化、防衛力整備の方針の抜本的見直し、②憲

法改正、国家基本法制定、国家安全保障会議（NSC）設置、集団的自衛権等をめぐる法的

基盤整備、日米ガイドライン見直し、③自主憲法の制定、国防軍設置、個別的・集団的自

衛権の憲法明記、早期憲法改正、秘密保護法制定、④強靭な機動的防衛力確保。 

③ 以上の「提言」の現実に意味することは、日米軍事同盟を強化すること、強い軍事力

を持つこと、集団的自衛権を憲法に明記すること、秘密保護法の制定である。 

④ 2013 年 6 月、安倍内閣は、国家安全保障会議創設関連法案を国会に提出し、同法案は

同年 10 月に制定された。 

 安全保障会議に加えて国家安全保障会議を創設した意図は、外交、安全保障戦略を首相

とその側近が自由に策定し実行する権限を持つインター・キャビネット（内閣中の内閣）

を作ろうとするものである。 

しかし、この二重構造は、成功した例はなく、権限争いを起こし、機能不全となるだろ

う。このことは歴史の示すところである。 

（２）特定秘密保護法成立過程とその危険な本質（1） 

① 2013 年 10 月 25 日、安倍内閣は、「特定秘密保護法」を閣議決定し、国会に提出 

した。同日、国家安全保障会議（NSC）も衆議院で審議が始まった。 

そして 2013 年 11 月 26 日深夜「特定秘密保護法」は、強行採決により自民党、公明党の賛

成で可決され成立した（なお成立過程については『世界』2014 年 2 月号参照）。 

② 「特定秘密保護法」とは如何なるものかについては前掲拙書『国防保安法の歴史的考

と特定秘密保護法の現代的意義』（329 頁）以下で批判を混えてその内容を検討しているの

で、その主要な部分を同書から概略的に引用することとするが、その前に、特定秘密保護

法が防衛、外交、特定有害活動、テロ活動防止の四分野にわたる秘密を刑罰により取り締

まる、危険極まりないものであることに同法の本質があることを予め記しておきたい。ま

た特定秘密保護法は、法案と法案化されたものとでは多少の相違があることである。 

そこで、初めに法案段階のものにつき解析・批判し、その後に修正された法そのものにつ

き検討することにする。 

（1）第一に、この法案が「安全保障」（第一条）という曖昧な文言を用いていることであ

る。特に「安全保障」とは何かについての定義規定がなく、いかようにも解釈できること

である。 

 同じことは「著しい支障を与えるおそれ」（第三条第一項）の文言についても言えること

である。 

（２）第二に、法案は行政機関の長が特定秘密を一方的に認定できるとしていることであ

る。（第三条）。その結果、仮に違法な秘密でも特定秘密と指定できることになり、恣意的

濫用に陥る危険性があることである。 

 また指定した事実を「特定秘密」と表示するとしているが、「政令で定めるところにより」

との規定は（第三条第二項第一号）、内閣の一存で表示するか否か左右されるおそれを拭え
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ないことである。しかも、その指定も「特定秘密となるべき情報の性質上」表示が困難な

場合にも、当該情報を取扱う者への「通知」で足りるとしていることである（第二号）。こ

れでは、「特定秘密」がさらに秘密化されることと同義であり、「特定秘密」の自己増殖す

ることを抑止できないのであり、正に「秘密国家」の出現そのものである。 

 同じことは、指定の有効期間と指定解除についてもいえる。なぜなら政府の一存で決定

される規定となっているからである。 

（３）第三に、法案は、「特定秘密」の保護措置として業務を行わせる職員の範囲も、また

必要な措置も行政機関の長が裁量により一存で定めることとしている。 

 また、行政機関の長は、指定した場合においてその所掌事務のうち別表に掲げる事項に

係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは物件の製造又は役務の提供を

業とする者で特定秘密の保護のために必要なものとして政令に定める事項について定める

ものとする、とする規定が置かれている。 

 これについても、結局のところ行政機関の長の自由裁量で適合事業者を指名できること

になり、行政機関の秘密隠蔽構造を強化したと評せざるを得ない。 

（４）第四に「特定秘密」の提供についてみてみよう。 

法案では、「特定秘密」の提供を受ける者が大きく制限されていることである。提供を受

ける業務が各議院の委員会、参議院の審査会、刑事事件の捜査もしくは公訴の提起維持又

は審理中であって裁判所に提示する場合、そのほか、当該捜査又は公訴維持に必要な業務

に従事する者以外に当該秘密を提供することがないと認められる者、また情報公開・個人

情報審査会、会計検査院のほか、警察本部長が警察庁と情報公開・個人情報審査会にも一

定の場合提供できる、としている。 

 このように、法案は「特定秘密」の提供を受け得る者の範囲を大きく制限しているので

ある。 

（５）次に「特定秘密」の取扱者の制限条項の問題点をみることにする。 

 法案によれば、「特定秘密」の取扱業務は、行政機関の長や警察本部長が「適性評価」に

おいて「特定秘密」を漏らすおそれがないと認められる者でなければ取扱業務を行っては

ならない、としている。そして、行政機関の長、国務大臣、内閣官房長官、内閣総理大臣

補佐官、副大臣、大臣政務官等は「適性評価」を不要としている。しかも、その他の者で

も「職務の特性その他の事情を勘案し」政令で定める者を「適性評価」の例外としている

（第十一条）。 

 このようにして法案は、「特定秘密」の取扱者を行政機関の長や警察本部長の行う「適性

評価」に適ったものに限定する一方、行政機関の長などの例外を広く認めている。 

しかし、過去の歴史に鑑みれば、「特定秘密」なるものを漏洩する危険は、特定秘密を知

り得る立場にある政財界上層部又はそれに近い者こそ大きいのであり、法案はこの現実を

正しく見ないものであり、現実無視も甚だしいといわなければならない。 

（６）それでは、法案によれば「適性評価」は、誰が（評価主体）「いかなる事項」を調査
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し、誰に対して（評価客体）、その「適性評価」の結果をいかに処理するか、その不服申立

がいかなる方法でできるのかが問題である。 

① 「適性評価」の主体は「行政機関の長」である。しかし、「行政機関の長」といっても

種々のグレード（等級）があり誰が評価するかは法案では明らかではない。このようにし

てそもそも「適性評価」の主体が不分明であることは問題である。 

② 「適性評価」の調査項目とは何か、という問題である。 

 法案によれば「特定有害活動」などである（第十二条参照）。この点は重要なので、法案

を再掲記する。 

第十二条二項 適性評価は、適性評価の対象となる者（以下「評価対象者」という）に

ついて、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。 

一 特定有害活動（公になっていない情報のうちその漏洩が我が国の安全保障に支障を与

えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤

若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若し

くは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが

特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外

国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、叉は害するお

それのあるものをいう。別表第三号において同じ。）及びテロリズム（政治上その他の主義

主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える

目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号

において同じ。）との関係に関する事項（評価対象者の家族（配偶者（婚姻の届出をしてい

ないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。）父母、

子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において

同じ。）及び同居人（家族を除く。）の氏名、生年月日、国籍（過去に有していた国籍を含

む。）及び住所を含む。） 

二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項 

三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項 

四 薬物の濫用及び影響に関する事項 

五 精神疾患に関する事項 

六 飲酒についての節度に関する事項 

七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項 

③ 以上の「調査項目」の問題点の第一は、「特定有害活動」の範囲が広いことである。 

およそ「安全保障」（事実上は軍事作戦）に支障となるおそれがあると行政機関の長が認定

さえすれば、評価対象者は、全生活、全人格、すべての社会活動が調査対象となるのであ

る。もっとも「外国の利益を図る目的」と「我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害

するおそれ」という縛りがあるように一見みえるが、この縛りは主観的なものであり、行

政機関の長の恣意的評価を妨げるものではない。 
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 また同条の問題点の第二は、「テロリズム」についてである。そもそも「テロリズム」の

法的定義は全くない。また「政治上その他主義主張に基づき、国家若しくは他人に強要す

る」行為を「テロリズム」といえるかは極めて疑問である。この規定では、一般市民の言

論、集会、示威運動なども含め全ての政府・政党批判活動が「テロリズム」とされかねな

いのである。一般市民のみならず、報道機関、ジャーナリスト、学者・研究者の政府・政

党批判も「テロリズム」と認定されることになろう。 

 これは恐るべき規定であり、思想信条の自由、言論・集会・結社・宗教・学問・研究の

自由の弾圧法であり、悪法の最たるものである。 

④ 次に「適性評価」の調査手続の問題を検討する。その問題点を指摘する前に法案の該

当規定を再掲記する。 

第十二条第三項 

 適性評価は、あらかじめ政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対

し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。 

一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨 

二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは

資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨 

三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨 

第十二条第四項 

 行政機関の長は第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に

評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に

対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告

を求めることができる。 

⑤ 右のような調査手続の問題点の第一は、対象者に告知することについて「同意」を得

るとしているが、その「同意」は調査対象者からみれば事実上「強制」と同義であること

である。このことの論証は必要がないほど明らかである。 

 そして、「資料の提出」「報告を求めること」、関係者への質問、講師団体への照会と求報

告についても、「同意」と同じように、事実上は強制に等しいものである。 

 次に、調査手続きの第二の問題は、通知に係る問題である。適合事業者の従業者に対し、

通知が当該適合事業者のみに行われ、対象者本人には通知されないことである。これでは

対象者本の知らない状態で調査が行われることになるのである。 

さらに問題なのは、「適性評価」の結果の通知等において、評価の「理由」の通知が殆ど

不要であることである。「通知」は「適性評価」の「円滑な実施の苦を妨げない範囲内」と

され、しかも当該評価対象者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合

には「理由」を告知しなくてもよいとされている（第十三条第四項）。そうなると「理由」

の告知は事実上はなされないことになるであろう。何故なら「円滑な実施」とは、いかよ

うにも解釈できる国家の論理であり、「希望しない」ということも事実上は「強制」になる
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であろうからである。 

更に調査手続の第三の問題は「苦情の申出」の問題である。法案によれば「苦情の申出」

は、評価者である行政機関の長に対してなされることになっている（第十四条）。 

申し出を受けた行政機関の長は「誠実に処理」するものとされるが、はたして調査の主

体たる行政機関の長に、公平な苦情処理ができるかは甚だ疑わしいことである。また苦情

の処理が不服であっても、その不服処理を行う手続も処理主体も判然としないことである。 

これでは調査対象者は、泣き寝入り同然に陥し入れられるというべきである。 

⑥ ここで、警察本部長の「適性評価」についての問題を考察する。 

問題は、警察官はいわゆる「テロ」を取り締まることを任務としていることから考えると、

全警察官が「適性評価」の対象となることは論理的に必然である。それで果たしてよいの

か。警察官も人間であり、警察官になった以上、全人格、全生活、全思想、全行動を調査

されることを甘んじて受けなければならないのか、疑問を感じるのである。また自衛官に

も同じような問題がある。 

（７）次に「雑則」 の問題について考察する。 

 問題は、「この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項」を政令

で定めるとしていることである（第二〇条）。 

 これは、「特定秘密保護法」の実施・施行の手続が政府の一方的裁量に委ねられることを

意味するのである。これはまさしく政府の作る秘密国家の論理の発現そのものである。 

 もっともこの批判を予想するかのように、法案は、解釈適用に関する規定として、「この

法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害する

ことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道叉は取材の自由に十分に配慮

しなければならない」 （第二一条）という規定を置いている。 

 しかし、この種の訓示規定の効果がないことは、破壊活動防止法、軽犯罪法にある同種

の規定が全く効果のないことと同じである。 

（８）次に「罰則」の問題点について考察することにする。 

 問題点は、刑が重いことである。自衛隊法ですら、自衛隊員が職務上知ることのできた

秘密を洩らした場合でも一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処せられている（自衛隊

法第百十八条第一項第一号）。また同条同項同号の行為を企て、教唆し、又はほう助した者

も一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処せられるだけである（同条第二項）。 

 この自衛隊法に比較すれば、法案が重罰主義を採っていることは一目瞭然である。しか

も法案は、一般市民、ジャーナリスト、学者、研究者、労働者など、全国民をターゲット

にしていることと、特定秘密の範囲が防衛事項、外交事項、特定有害活動など広範囲であ

ることとを考え併せるとき、政府は、この重罰主義をもって国民を国政に関するあらゆる

情報から遮断し、思想・良心・言論・集会・宗教・学問・研究・報道などあらゆる自由を

抑圧し、軍事秘密同家を作ろうとしているのである。 

 しかし、この企ては、成功しないであろう。この「特定秘密保護法案」の実体が明らか
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になり、その危険性が憲法九条改正の動きと相俟って露呈され、軍事秘密国家への道を歩

むものであることが明らかになれば、反対運動は燎原の火の如く国民各階層、そして全国

各地に拡がり、必ずやこの企てを挫折させるであろう。かつて 1980年代中葉に立法が企て

られた国家秘密法案の廃案のように。 

 

（９）最後に、「特定秘密」の範囲について考察する。 

 「特定秘密」の範囲は、第六条で「我が国の安全保障に関する事務のうち別表に掲げる

事項」と規定し、法案の最後尾に別表を掲記している。 

 本来ならば、法案の条文として現定すべきものを、わざわざ別表において「特定秘密」

を列挙したのは異常なことといわなければならない。しかし、立案者の考えを忖度（推理）

すれば次のようなしかけであることが分かるのである。 

 つまり、「別表」の形式をとることにより、「特定秘密保護法」の本体の改正に触れるこ

となしに「別表」の改正（改悪）を容易にできるようにしたのではないかということであ

る。ここに立案者、権力者の狡猾さが潜んでいるのである。 

（10）では「特定秘密」とされている範囲はどういうものか。詳細は別表に譲るが、大別

すれば四種類である。 

  一防衛に関する事項 

  二 外交に関する事項 

  三 特定有害活動の防止に関する事項 

  四 テロリズムの防止に関する事項 

 外交に関する事項について一点だけ指摘すべきは「安全保障」の名において外交事項が

国民に秘密にされ、国民は戦争状態になるまで知る権利を奪われ戦争に駆り立てられる危

険のあることである。 

 特定有害活動についても、そもそもいかなるものが「特定有害活動」 に該当するかに

ついては法案第十条第二項が定義らしきものを置いているが、何点か問題点を指摘してお

きたい。 

第一に「安全保障」なるものの曖昧さである。国家の権力を掌握する政治財界権力にと

っての「安全保障」と国民にとっての「安全保障」とは、全く別種のものだからである。

この違いはこれ迄の戦争（例えば第二次世界大戦）の歴史の教えるところである。 

第二に、「テロリズム」についてである。法案を再記すれば、「テロリズム」とは、「政治

上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しく

は恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動」だ

としている（第十二条第二項第一号）。 

 この規定は、「政治上の主義・主張」といい、「国家若しくは他人に強要し」といい、「社

会に不安若しくは恐怖を与える目的」といい、曾て批判の多かった破壊活動防止法を上回

る曖昧な規定である。そして、政府への批判的言論、批判的集団行動などもテロとされる
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危険が大である。刑法定主義に違反するどころか、およそ法律としての体をなしていない

ものといわざるを得ない。そして曾ての治安維持法、国防保全法、軍機保護法に匹敵する

悪法である。 

（2014年 10月 11日擱筆） 

 

（事務局からのお知らせ） 

 

※  原稿募集中。E メールニュース「みやぎの九条」では県内各 9 条の会の活

動報告と予定を募集しています。 

※ E メールニュース「みやぎの九条」の読者を募集中です。現在 400 人。もっ

ともっと広めたい。かならず、九条の会活動にプラスになります。 

※ E メールニュース「みやぎの九条」を読んでの感想などもお寄せ下さい。こ

のメールへの「返信」として、お書きください。 

 

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 
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