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自民党改憲案に反対する憲法研究者声明
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はじめに
2018 年 3 月 25 日、自由民主党は党大会を開き、党の憲法改正推進本部がまとめた条文
案（「たたき台素案」
）に基づいて①自衛隊の憲法 9 条への明記、②緊急事態条項、③参議院
の合区解消、④教育の充実の追加の 4 つの項目で憲法改正を進めていくことを確認した。
わたしたち憲法研究者は、森友学園問題における公文書改ざん問題が明らかになった現在、
自民党には、憲法改正案を提起する資格がないと強く主張する。昨年の衆議院議員総選挙が
おこなわれた時には、すでに改ざんが行われていたのである。改ざんの事実が明らかになっ
ていれば選挙結果も異なっていた可能性がある。さらにいえば、国会は憲法改正を進めるよ
りも先に、森友学園問題について明らかにする責務がある。憲法は、政治家をはじめとする
公務員に対し、国家権力を真に国民のために使うよう義務を課す。森友学園問題では、まさ
に、国家権力が権力者のために使われたのではないかが疑われているのである。その全貌の
解明なくして進められる憲法改正は、まさに、権力者のための憲法改正にならざるをえない
であろう。
次に、わたしたちは、日本国憲法が制定以来日本国の基軸として機能し、日本国民の幸
福な生活のために役立ってきたと考える。日本を始め、立憲民主主義に基づく国家は憲法を
前提として運営されるのだから、政治をおこなう上で具体的な不都合がないかぎり、憲法は
変更されるべきではない。また、説得力ある明確な理由なくして憲法を変更することは、国
民に対して思わぬ弊害をもたらす危険性もある。
以下で、自民党による憲法改正提案がもつ問題点を指摘する。
９条改憲案の問題点
①の自衛隊を明記するという 9 条改正については、2 項を残した上で、9 条の 2 として、
「必
要な自衛の措置」のための「実力組織」として「自衛隊を保持する」という条文を追加する
という案が有力視されている。
自衛隊を憲法で承認し、正式に合憲化することは、自衛隊員のためにも良いことだと考え
る人もいるかもしれないが、それは全く反対である。というのは、すでに、2014 年 7 月 1 日
の閣議決定によって、憲法解釈が一方的に変更され、この閣議決定にしたがって、2015 年 9
月 19 日に安保法制が制定されているからである。自衛隊の憲法での承認は、安保法制によっ
て集団的自衛権の行使が認められた自衛隊の承認を意味することに注意しなければならない。
集団的自衛権は、アメリカのベトナム戦争や旧ソ連のアフガニスタン侵攻など、強国によ
る無用な軍事介入に利用されてきた。安保法制は、自衛隊がそのような軍事活動に参加する
ことを意図するものである。戦力の保持を否定する現行 9 条の下では、安保法制が合憲と認
められる余地はない。ところが、自衛隊を憲法に明記することになれば、安保法制を違憲と
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はいいづらくなる。つまり、憲法への自衛隊の追加は、安保法制の合憲化が真の目的なので
ある。自民党の 9 条改正の提案が実現すれば、自衛隊員は、危険な集団的自衛の仕事を正式
にさせられることになるだろう。
ところで、今回、自民党の憲法改正推進本部は、従来の政府解釈で採用されていた「必
要最小限度の実力」ではなく、
「必要な自衛の措置」を認める案をたたき台として打ち出して
いくようである。
「必要最小限度」という文言がなくなることで自衛隊の活動に歯止めがかか
らなくなり、
「必要な自衛の措置」には集団的自衛権の行使が当然に含まれることになる。し
たがって、この条文は、戦力の不保持、交戦権の禁止を定めた 9 条 2 項と正面から衝突する。
戦力をもたないと宣言しながら、自衛のためには集団的自衛権行使を含む「実力」を行使で
きるというのである。この改憲によって、憲法 9 条 2 項は、全く意味をなさなくなるだろう。
他にも、自衛隊法 7 条では、憲法 72 条や内閣法 5 条の規定を受けて、「内閣総理大臣は、
内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する」としているが、今回の自民党の提案で
は「内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする」としているため、行政権の主
体が内閣であるという日本国憲法の構造と矛盾するおそれがある。この点で、自民党の 9 条
改正の提案は、内閣総理大臣の下に、立法、行政、司法から独立した「防衛」という新たな
国家作用を創設することになるのではないかという深刻な問題を内に含んでいるのである。
緊急事態条項の問題点
②の改正については、国会議員の選挙が困難な場合における任期延長と、災害において
法律に代わる政令を認める真の意味での「緊急事態条項」との二つが提示されている。
前者については、
「大地震その他の異常かつ大規模な災害」が仮に起ったとしても、国政
選挙全体を不能にするということなどは通常考えられない。国会議員の選挙は、国民の意見
を国政に反映させるための重要な機会である。安易に憲法で任期の延長を認めるべきではな
い。
後者は、
「大地震その他の異常かつ大規模な災害」の際に、内閣が法律と同様の効力をも
つ政令を制定できるとする。しかし、災害対策基本法など災害に対処するための法律はすで
に存在している。これまでの災害の事例をみても、内閣が立法権をもっていればより効果的
な災害対処ができたとはいえないだろう。
また、緊急事態を憲法で承認する場合、自民党案のように、行政権が立法権を無条件に
行使できるような規定にすることは大変危険である。ナチスの独裁は、ワイマール憲法の緊
急事態条項を悪用することで可能になったということを思いおこす必要があるだろう。
さらに、自民党案の緊急事態条項は、9 条改正と密接な関係がある。今回の自民党案では
「大地震その他の異常かつ大規模な災害」となっているが、国民保護法には「武力攻撃災害」
への対応規定があり、武力攻撃と災害とが明確に区別されていない。したがって、自民党提
案にある緊急事態条項があれば、他国と武力衝突が起きたときに、政令のみで国民の権利を
制限することができるようになる。緊急事態条項は、9 条改正とともに、戦争を準備し、そ
のために国民を動員することを可能にするのである。
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参議院の合区解消規定と教育の充実規定の問題点
③の合区の解消には参議院選挙区の定数を増やしたり、選挙区選出をやめて比例代表に一
本化するという方法もあり、必ずしも憲法改正による必要はない。
また、合区を解消するために憲法改正が必要だとしても、それは、47 条を変更するだけで
はすまないはずである。そもそも、この問題は、参議院に「地方代表」的な性格を与えよう
としたとき、憲法 43 条の「全国民の代表」規定と矛盾するという大きな論点と関わるもので
ある。また、参議院に「地方代表」的な性格を明確に与えることは、衆議院と参議院との関
係をどう考えるべきかという、二院制に関する大きな問題に発展せざるをえない。さらに、
具体的に提案された条文をみると、衆議院議員の投票価値の平等の憲法判断に影響を与える
可能性もある。これらのことを考慮せず、合区を解消するために憲法 47 条を変えようという
のは、いかにも場当たり的な発想であり、国民に提案されるに値するだけの真摯な検討を経
ていないと言わざるを得ない。
④の教育の充実に関しては、経済的理由による教育上の差別の禁止や国の教育環境整備義
務は、現行の 26 条から当然に導かれる内容であり、憲法を改正する必要はない。反対に、国
の義務を憲法に明示することによって、教育内容に対する国の不当な干渉を導く危険性もあ
る。ちなみに当初議論されていた、高等教育の無償化も、その気さえあれば法律で十分実現
可能である。また、憲法 89 条の私学助成問題解消のための改正も、これまで憲法学界も政府
も解釈で対応し、大きな問題となっていたわけではない。
おわりに
憲法改正の提案は、真摯になされなければならない。自民党の憲法改正の提案は、内容
においても、また、時期的にも、国民に提案されるだけの真剣さが足りないと言わざるをえ
ない。わたしたちは、自民党の憲法改正の提案に強く反対する。
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