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自由と平和、民主主義、憲法と法の秩序を守り抜くために（増補版） 

２０１５年１１月２１日（土） 東大和ハミングホール 

弁護士 濱 田 邦 夫 

 

自由と平和、民主主義、憲法と法の秩序を守り抜くためには、「空気を読む」のを止めまし

ょう！今の日本の「空気」は澱んでいます。これに無批判に従ってこれを吸い続けるのは、

日本社会および国民一人ひとりの精神的また肉体的健康に害があります。 

 

戦後 70年で我々や先輩たちが築き上げてきた自由で、平和で美しい日本と平和憲法に支え

られた国際的信用を守るためには、既成の政党や組織、マスメデイアに頼ることなく、我々

市民一人一人が、自分の頭で考え、自分のことばを持ちそして行動するしかありません。 

 

本年 9月に自由民主党および公明党により強行採決された一連のいわゆる安全保障法制は、

内容的にもまた手続的にも憲法に違反するものです。この法制は、昨年 7 月 1 日の「集団

的自衛権」が憲法上認められるとする安倍内閣の閣議決定に端を発していますが、この閣

議決定という暴挙に至った経緯も無視できません。 

 

すなわち、この政治状況は前世紀末に起こったベルリンの壁の崩壊に象徴される米ソ冷戦

体制の終わりを背景として、日本政治の右傾化がテンポを速めたものなのです。経済発展

や国家の安全保障のためという口実の独裁的政治システムは、近隣国の北朝鮮は言うに及

ばず、アジア、中近東、またロシア、アフリカ、中南米つまり全世界に見られます。民主

国家のはずの日本がその仲間入りをしようとしているのです。 

 

我が国の場合特徴的なのは、システムの頂点に立ち独裁的権力を振っているのが世襲政治

家である安倍首相であり、それを支えているのが政治を「家業」とする政治家（安倍内閣

のメンバーの約半数は世襲政治家）およびそれを支持する権益団体、官僚組織、大企業、

全国紙、大手テレビ局および一部の学者たちです。彼ら政治家およびその同調者たちが唱

えるあるべき日本の未来は、情緒的な幻想に基づく、天皇を元首と頂き、国家優先、社会

秩序優先の、武力を備えて世界の列強に伍していたつもりの第 2次世界大戦終結前の暗黒

の日本への回帰です。 

 

「自由」という言葉は、現在では一般に、「ほかの人の意思にではなく、自分自身の意思に

従って行動する」ことと理解されていますが、その行使に当たっては、「他人の自由を無視

してはならない」とされています。我々が今守ろうとしている「自由」は、人類の歴史の

成果である日本の憲法が保障しているいろいろな「自由」です。これには、「精神的自由」、

「経済的自由」そして「人身の自由」の三種類があります。先ず「精神的自由」としては、

思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由、集会の自由、結社の自由、表現の自由（言
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論の自由といわれるもの）があります。「経済的自由」としては、居住移転の自由、職業選

択の自由、外国移住・国籍離脱の自由、また「人身の自由」としては、奴隷的拘束・（刑罰

以外の）意に反する苦役からの自由、正当な法律的手続きを踏まない不当な拘束からの自

由、身体の拘留・拘束に当たっての法律的手続きの保障などが挙げられます。この憲法上

の「自由」（および権利）は、国民が「不断の努力によって、これを保持しなければなら」

ない。また国民は、「これを濫用してはなら」ず「常に公共の福祉のためにこれを利用する

責任を負う」とされています。（憲法第十二条） 

 

これらの自由は、歴史的には 18 世紀ヨーロッパの啓蒙思想から生まれ、国王や教会から自

由な市場経済や民主主義の基盤となったものですが、いずれも人民の革命や闘争によって

手に入ったものです。我が国の場合にはこのような革命なり闘争の結果として国民のもの

となったわけではなく、敗戦によりいわばたなぼた的に与えられたもので、それだけに国

民が「不断の努力でこれを保持」すべきことが憲法上で規定されているのです。戦後 70年

で日本の社会に定着しているこれらの自由を、本当に自分たちの手で、自分たちのものと

するために国民が立ち上がる時が、今来ています。 

 

ここで憲法上定められている「自由」の意味を確認しておく必要があります。それは、レ

ッセフェール（ほっておいてもらう自由）市場経済と政治体制としては小さな政府を理想

とする古典的自由主義(クラシカル・リベラリズム)でもなく、また前世紀末から米国を中

心に再登場をしてきた新自由主義（ネオ・リベラリズム）とも異なります。 

 

それは、現代の自由主義(リベラリズム、Modern liberalism)と呼ばれる、自分と他の人々

の自由を尊重し、社会的公正をめざす考え方です。つまり、自由至上主義が実際には多く

人々の自由をかえって阻害することから、個人の自由で独立した選択を実質的に保証し、

極度の所得格差を防ぎ、また個人の社会的自由を侵害する偏見や差別を防ぐために、政府

による積極的な介入を認める考え方です。 

 

新自由主義は、市場原理至上主義、関税無き自由貿易、民営化、規制緩和などを唱え、社

会における公的部門の役割を減少させ、民間部門の役割を増大させる政治的な考え方です。

これを唱える人をリバタリアンと言いますが、ちょっと似ているオバタリアンよりずっと

押しが強そうです。いわゆるグローバライゼーションや最近大筋合意された TPP（トラン

ス・パシフィック・パートナーシップ）も同じ思想に基づくことに注意する必要がありま

す。 

 

世界中の国々や人々が、自由と平和のためにお互いに自由に交流し、取引をし、お互いの

経済を発展させ、国民の福祉を向上させることは誠に望ましいことではあります。しかし、

アメリカで生じている人口比 1％の人々の所得が全人口の所得の１９．３％を占め、９９％

の人々との所得格差が過去最大になったとする研究が 2013年に発表されています注１。経済
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的利益優先、効率優先の風潮が世界に吹き荒れていますが、いろいろな国や民族の固有の

文化や生活を不当に圧迫することは許されません。 

 

このような世界的背景の下での今日の我が国の政治状況は誠に憂うべきものです。安倍内

閣は、最近発表された放送倫理・番組向上機構（BPO）の放送倫理検証委員会報告で指摘さ

れている通り、NHKをはじめとするテレビ、新聞などのマスメディアに対する不当な介入、

圧力などで、「言論の自由」を侵害しています。特に国民の支払う視聴料で運営され、放送

法上も「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由

を確保すること。」(第 1条第 2項)を責務とすべき NHKに対する運営介入、報道介入には目

に余るものがあります。近年における大小の新聞に対する自民党による圧迫も同様です注２。

この「空気」を読んで地方自治体、教育機関やその他の組織で安倍内閣の意向に反すると

思われるすべての言動を不当に抑圧する動きがあり、この行き過ぎた自己規制の方が日本

社会にとりより深刻な問題とも言えます。 

 

言論の自由は自分たちで守るという決意と行動が必要です。本日 11月 21日の朝日新聞で

クラウドファンディング・ジャーナリズム(市民の寄付により運営される政府や大手メディ

アから独立のメディア)についての報道がありました。小生も今回、米国の National Public 

Radio（ＮＰＲ） から憲法第 9条について取材を受けています。ＮＰＲは市民からの寄付

により運営され、延べ 5000 の地方ラジオ局に配信しているとのことです。小生はまた日本

でも市民からの寄付により運営されているＩＷＪ（株式会社インディペンデント・ウェブ・

ジャーナル）から取材を受けています。皆さんもぜひ日本の独立・公益ジャーナリズムを

財政的に応援して下さい。 

 

学問の自由も危機にさらされています。安倍内閣には知的なものに対する生理的反発があ

るようです。文部科学大臣が今年 6月に決定し通知した「国立大学法人等の組織および業

務全般の見直しについて」では、国立大学の使命は組織改革による「持続的な競争力」の

獲得と、「高い付加価値を生み出す」ことにあるとし、特に人文社会科学系学部・大学院に

ついては、組織の廃止や「社会的要請の高い分野への転換」を積極的に取り組むべきこと

を指示しています。そしてこの指示に従わせるために、大学運営費交付金の配分の見直し

を行うとしています。（この交付金を受けている私立大学に対しても、今後同様の指示がな

されると思われます。） 

 

この指示は、国立大学は社会経済にすぐに「役に立つ」人材養成や研究をしろというメッ

セージで、そもそも大学における学問研究の理念をまげる方向性です。また、人文社会科

学系学問は、今日のように科学技術が凄まじいスピードで進展し(2045年問題注３)、また国

際的な政治情勢が目まぐるしく変化する状況（イスラミック・ステート注４など）の中では、

その長期的な視野故に重要性を増しているのです。さらに、科学技術の分野でも、短期的

な「成果」を要求することにより、本年日本から輝かしい二つのノーベル賞受賞者を出し
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た基礎科学の分野での研究活動が、今後は難しくなるという懸念があります。今回の安保

法制に絡んで、非常に多くの学術団体や大学教授・研究者たちが声をあげ、立ち上がった

のは、誠に理由があります。 

 

知識は人を開放します。知識を得ることにより、人間は自分自身の在り方を、また自分が

置かれている社会的な状況の中で人生を理解することができ、それによって自由になれる

のです。その知識を運ぶものが「ことば」です。この「ことば」は、借り物ではなく、自

分自身が考え、感じたものであることが必要です注５。 

 

私は、去る 9月 15日の参議院安全保障特別委員会の中央公聴会に公述人として出席し、こ

の「ことば」の力を再認識しました。当日の公述準備をしてレジュメを用意したのですが、

あわてて家を出たため、会場についたときそのレジュメを持って出るのを忘れたことに気

が付きました。そこでノートなしに、自分の考えを自然に流れてきた話し言葉で公述した

のです。これが書いたものに頼ったプレゼンテーションとは違った表現になり、また書い

た原稿ではできなかったようなフレーズが次から次へと出てきて、自分でもびっくりしま

した。その結果、多数の方々から、「分かりやすかった」、「胸がすっきりした」、「言ってく

れてありがとう」、また「勇気をもらった」といったお褒めの言葉をいただきました。「こ

とば」は、いったん放たれると、発言者を離れて独特の力を持って心ある、聴く耳を持つ

人々の胸に届くのです。 

 

この「ことば」の力について、話を続けさせていただきます。皆さんに紹介したいこの本

は、詩人で小説家の寮美千子さん編集の「空が青いから白をえらんだのです 奈良少年刑

務所詩集」です。服役中の少年たちの更生教育(社会性涵養プログラム)の一つとして、彼

らに詩を書いてもらう授業をし、彼らは自分の「ことば」を発見することにより、心を開

き、社会との繋がり方を学び、人間として再生していきます。人の可能性と言葉の力、詩

の力を教えられる、まことに感動的な本です。 

 

言葉つながりで、皆さんに紹介したい本がもう一冊あります。それは「戦争をしない国 明

仁天皇メッセージ」です。この本は明仁天皇が、憲法の下における象徴天皇のあるべき姿

を築きあげられたいきさつ、また陛下の平和への思いと重要なメッセージをお言葉と行動

記録により紹介したものです。美智子皇后のお言葉も収録されています。両陛下は、第二

次世界大戦の戦没者を慰霊するため沖縄へは計 10回、そしてサイパン、パラオなどの「南

洋諸島」へもお出かけになっています。そのお言葉や読まれた御製からは、戦争の犠牲と

なった国籍を問わない人々への深い哀悼の念と平和を強く願う御心がはっきりと伺えます。 

 

自由民主党が 2012年に発表した憲法改正案では、天皇を元首とすることが提案されていま

すが、それだけ天皇を尊重しようとするならば、生身の明仁天皇がぎりぎりの状況(憲法上

の制約)の中で述べられているお言葉と行動によるメッセージをしっかりと受け止めるべ
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きです。国民の声を「聴く耳を持たない」安倍内閣は、明仁天皇のメッセージにも耳を貸

さないのでしょうか。 

 

さて、このような政治状況、社会状況の中で、自由と平和、民主主義、憲法と法の支配を

守り抜くために、我々は何ができるのでしょうか？ 

 

大きく分けて、三つの分野で行動すべきでしょう。第一は、今回強行採決された一連の安

保法制の法律手続きおよび憲法上の正当性の検証です。その延長線上で、訴訟提起も考え

られますが、結論が出るまでに少なくとも３－４年の時間がかかります。しかしながら、

事態を風化させないためにも訴訟という形で、世論に訴え続け、司法部の究極の判断を仰

ぐべきでしょう。憲法の意義、立憲主義や法の支配の意味についての、市民の間での学習

を法律専門家がサポートしてゆくことも必要です。 

 

二つ目の分野は、今回の立法の前提とされている、日本を取り巻く安全保障状況の劇的

変化なるものの検証です。とりわけ「抑止力」が増強され、日本という国家や、その国民

の安全が確保されたという安倍首相の主張がいかに危ういものであるかを確認する必要が

あります。今週パリで起こった惨劇が、いまや有志連合の一員となった我が国の首都東京

に明日にでも起こる状況となりました。これでは、抑止力どころではありません。アメリ

カと一緒に世界のどこででも戦争ができるという「集団的自衛権」が日本にとりどのよう

な状況をもたらすかをよく考えなければなりません。戦後 70年の間に日本が築き上げてき

た、戦争をしない国というユニークな国際的評価を失うことのマイナスは、単に道義的な

ものにとどまらず、人道や人権活動に従事する諸団体にばかりでなく、企業の我が国内外

での経済活動にも大きく影響が及びます。安全保障体制において、近隣の仮想敵国や遠方

の原理主義者たちより先に闘うべき相手は、自らの幻想、思い込みおよび偏見なのです。 

 

三つ目の分野は、主権者としての国民の行動です。先ず行えるのは、来年行われる参議院

議員選挙で、今回の安保法案に賛成した議員の再選を阻止する運動です。そのためには、

野党が一致団結し各一人区で自民・公明の議員を落選させるなどの工夫をする必要があり

ます。残念ながら、現在の野党の状況ではこれを早急に実現するのは難しそうです。ビジ

ョンとしては、現在存在する野党の枠を超えて、自民党と公明党の良心があるリベラルな

議員たちをも糾合し、安倍内閣を打倒するための連合組織を作ることです。日本共産党は、

その中核になれる存在ですが、そのためには、国民の間で根強い「共産主義」や「共産党」

という言葉に対するアレルギーに対処するため、党名変更をすべきでしょう。 

 

昨年末の衆議院議員選挙では、自由民主党は総有権者数の約 25％の得票で、議員総数の約

70％(475 議席中 325 議席)を得ています。野党と市民たちが結束してこの 25％を超える有

権者を動員することができれば、安倍内閣を退陣に追い込むことができるのです。人間の

身体の細胞数は約 60 兆と言われており、大脳の細胞数は約百数十億と言われます。シナプ
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ス(脳細胞の突起同士のつながり)の数は兆単位となるそうです。人間の認知や行動につい

て、脳のどこかに中央指令センターがあるわけではありません。脳細胞がシナプスを通じ

て連携しながら機能しているのです。これからの市民の活動も同じように小さな組織や個

人同士が連携しながら機能することができるはずです。 

 

さらにこの分野では、若者や一般市民の間で始まった新しい民主主義運動（デモ・集会・

勉強会など）の継続・発展を図るべきでしょう。またその運動は安全保障法制の問題にと

どまらず、我が国社会が直面している社会問題・政治問題に及ぶべきでしょう。すなわち、

あるべき将来の我が国の社会の在り方、原子力発電とエネルギー問題、環境問題、人口政

策、企業経営、情報、科学技術、社会福祉、医療、教育、農水産業などなど、あらゆる重

要な分野における市民の意見表明と行動を盛んにする必要があります。 

 

世界銀行の統計によれば、２００５年から２０１４年までの１０年間で、米国の GDP(国内

総生産)は３３．０％増加したのに対し、我が国のそれはわずか１．０％しか伸びていませ

ん。１９９５年から２０１４年までの２０年間（「失われた２０年」）で見ると、この間、

米国は１２７．３％（２倍以上）成長しているのに対し、我が国はなんと１３．５％のマ

イナス成長になっています。この著しい違いをもたらしている要素の一つに、IT 技術を中

心とし、世界に広く展開し、グローバル・スタンダードを確立した米国のイノベーション

の貢献があることは明らかです。一方、１９８０年代の半ばまで続いた我が国の高度経済

成長後の安定経済成長は、米ソ冷戦構造の終焉とそれに続く世界経済のグローバライゼー

ションの波の中で力を失ってしまいました。 

 

その理由は、自由な発想を受け付けず、新たな起業を育てようとしないで、既得権益の擁

護と前例尊重といった硬直化した我が国の官庁、企業経営および社会環境の在り方である

ことも明らかです。すなわち、政府も企業も目先の短期的な金銭的利益や「効率」の追求

と責任逃れの辻褄合わせ注６に追われ、将来の我が国の社会の在り方の国民的ビジョンを打

ち出せなかったからです。 

 

我が国の社会・経済の建て直しには、自分と他人の違いを受け入れた上で、自由闊達に意

見を述べ合い、アイデアを交換しながら、失敗を怖れずセカンド・チャンスを与えられる

社会環境を作り上げる必要があります。人種、信条、性別、社会的身分、年齢、意見の違

い、身体的・精神的障害の存在などを超えて、誰もが一人の人間としての尊厳を尊重され

る社会を作らなければなりません。これこそが我が国の憲法が保障する自由であり、基本

的人権なのです。 

 

その実現を阻害する意図を持つのが、自由民主党が 2012年に発表した憲法改正案です。安

倍首相はこの案に沿って憲法改正を目指すと明言しています。この改正案は、日本国憲法

を根本的に変えるものであり、戦後７０年の我が国の社会・経済の発展を支えてきた基本
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理念に真っ向から対立するものです。すなわち、国民の自由と基本的人権、幸福追求の権

利を専横的な権力から守るという憲法の基本的性格を本質的に改悪しています。例えば、

国民の自由と権利は、現在の「公共の福祉」に替わり、「公益および公の秩序」なるものに

従うものと規定されています。一国の憲法は時代の変遷に応じて改正すべきであるにして

も、この憲法改正案に示されている自由民主党の考え方は、歴史に学ぶことを拒否し、人

類の思想的遺産の集大成ともいうべき現行憲法の理念そのものを否定しようとするもので

す。 

 

安倍総理が来年夏の参院選で公約にすると明言している「明文改憲」の問題、とりわけ緊

急事態条項の恐るべき危険性と、パリで起きた同時多発テロ事件、それにあわせて自民党

が主張し始めた共謀罪の危うさに注目する必要があります。(昨年の特定機密保護法の国会

審議で明らかにされたことは、目配せではなく、瞬き(生理現象)しただけで共謀と認めら

れる、との政府見解です。) また、自民党の憲法改正案では、「我が国の伝統」なるもの

を強調されていますが、これにも注意する必要があります。そもそも伝統とは、「過去か

らの継続性と未来への意味を提供する信念と神話である」、という定義があります。そう

でなければ、根拠なく自らの正当性を前提とすることになり、それでは非科学的だからで

す。自民党の改憲案の言う「伝統」とは漠然とした戦前の天皇制へのノスタルジアでしか

ありません。戦後 70 年の平和憲法こそが我が国の新たな伝統になっているというべきです。 

 

戦前の天皇制の問題点は、天皇の名を騙って、政治家、軍部、官僚が無責任に国を破滅に

導いたことです。誰も責任を取らないというのが日本社会の戦前戦後を通じた「伝統」と

まで言えます。安倍内閣をやろうとしているのは、まさにその繰り返しで、天皇を一見担

ぐがその意向は無視して、自分たちのやりたいように、自分とその仲間たちの利益を国家

利益より優先させているとしか考えられません。 

 

このような憲法改正を阻止し、平和で自由な美しい日本を守るために、私は一人の個人の

闘争宣言として、お手元にお配りしたマニフェストを、去る 10月 2日に作成しました。こ

のマニフェストをどのように活かすか、まだ方法を模索中ですが、方向性としてははっき

りしています。 

 

人生は「今」という現在が次々と繋がってできています。「いつか」とか「そのうち」は決

して来ません。過去に学びながらそれに囚われることなく、未来の姿をイメージしながら

それを現在に引き戻して、今を精一杯生きる、これしかありません。つまり、行動すべき

時は「今」なのです。どうか皆さま方もご自分で考え、自分のことばで意見を表明し、ま

た行動をしてください。そのために今日の私の話が、いささかでもお役にたてば幸いです。 
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*「空が青いから白をえらんだのです 奈良少年刑務所詩集」（寮美千子、新潮文庫） 
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注１ 米国の所得格差：米国連邦準備理事会（FRB）が本年９月 4日に発表したところによると、

2013年には、上位３％の富裕層が所得全体に占める割合は 30.5%で、家計純資産の保有状況では

54.4%に上昇しています (1989年 44.8%、2007年 51.8％) 。この所得格差、富の集中が進行中で

す。日本の所得格差はアメリカの約半分で、アメリカほど近年この格差が増大しているわけでは

ないようです。 

 

注２ 12 月に予定されていた日本の表現の自由についての国連特別報告者の調査が日本政府の

申し入れにより、延期になったとの本日 11月 21 日の朝日新聞報道があります。この問題につい

ての日本の現状が、国際的な評価に耐える水準でないことを日本政府が自ら告白したようなもの

です。 

 

注３ ２０４５年問題（人工知能 AI が人間の知能を超える日という予測）の論拠の一つは、AI

は指数関数的に進んでいるのに対し、人間の知能の伸びはせいぜい直線的であることです。人工

知能の進歩により一方では人間の生活が便利になり快適になり、また人口減による労働力の減少

等を補完しますが、他方ではこれまで人間の手で行われてきた多くの仕事(単純労働ばかりでな

く、弁護士の仕事など一定の知的労働も入っています)がコンピューターにとって代わられ、そ

れに従事してきた人々の仕事・生活をどう考えるかが問題となります。 

 

注４ 参考文献「あぶない一神教」を参照してください。 

 

注５ もっとも、自分の「ことば」には責任を取らなければなりません。例えば、何か約束をし

たら、それを守ることが必要です。そして、もし守れない場合には、相手がいれば、事前に連絡

をして約束を守れないことについて連絡し、謝るなり新たな約束をするなりして対処することが

必要です。自分自身に対しての約束・決意の場合も同様です。 

 

注６ 本日 11月 21日の朝日新聞で作家の高村薫さんが、「もんじゅ」（消費した量以上の核燃

料を生み出すことのできる高速増殖炉）について、「日本の官僚機構には事業を評価し責任をと

るシステムがない。」と発言されています。これは官僚機構に限られない我が国社会の通弊で、

いまだに第二次世界大戦についての国内の責任問題は解明されていません。「まあいいじゃない

か」、「水に流そう」、「角を立てるな」といった国際的に通用しない、知性や論理性がない対

応が横行しすぎています。 

http://www.shogakukan.co.jp/author/10665
http://www.shogakukan.co.jp/author/10666
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E9%80%9F%E5%A2%97%E6%AE%96%E7%82%89

