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お分かりでしょうか？ 17万人という現員の 3/4に当たる現役自衛隊員を賛助会員として抱える

公益社団法人が、自衛隊の施設で堂々と改憲署名運動の推進という「政治的行為」を行っていた

ということなのです。（中略） 

◆隊友会と日本会議が連携していた 

これだけでも極めて重大な問題ですが、特筆すべきは隊友会が「憲法改正に関する情報」とし

て赤文字で薦めているのが「改憲チャンネル」であること。このサイトは「日本の平和と安全の

ため、未来のために、憲法改正の実現をするための一助になれたら」として作られたものとされ

ています。 

ですが、「改憲チャンネル」の「情報を知りたい」人のためのリンクとして「憲法改正の署名を

したい！」人に薦めているのが日本会議名誉会長の三好達と自称保守界隈の大ボス、ジャーナリ

ストの櫻井よしこらが共同代表を務める「美しい日本の憲法を作る国民の会」の公式サイトです。 

 

 自衛隊と日本会議、そして自称保守界隈が「改憲」という点においてガッチリと連動している

ことがよく分かります。これでもまだ「単に改憲を目指す団体を参考に挙げただけでは？」と言

いたい方には、こちらのリンク（略）をぜひご確認いただきたいところ。 

2015 年 5 月 27 日に行われた「美しい日本の憲法をつくる東京都民の会設立総会」に東京都隊友

会が団体として活動に参画、支援を決心したと明記されており、東京都隊友会の直海会長が美し

い日本の憲法をつくる東京都民の会の副会長に就任したことも明らかにされています。 

そしてここでも櫻井よしこが「美しい日本の憲法をつくる国民の会」共同代表として講演を行

っていることが分かります。 

https://kenpou1000.org/
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◆改憲は隊友会の公式の主張である 

隊友会の改憲への運動はこれだけに留まりません。隊友会の「平成 27 年度事業報告」を読むと、

少なくとも 2014 年時点には「美しい日本の憲法をつくる国民の会」の署名運動に協力して改憲署

名運動を開始したことが記されており、脈々と日本会議と繋がりつつ改憲に向けて歩を進めてき

たことが分かります。 

さらに東京都隊友会は「主な活動」の筆頭に「防衛大臣へ要望書の提出、憲法改正署名運動、

防衛講演会等」を挙げています。 

 

また「憲法改正賛同者署名活動に参加しましょう」というページ（略）では具体的に「隊友会

署名目標 5 万名」を掲げて署名活動を行っています。 

こうした方針は東京都隊友会だけの話ではありません。隊友会の発行する「隊友」の 2017 年 6

月 15 日発行の 758 号の 1 面には憲法改正論議に関する記事があり、「隊友会は政策提言書の第 1

項において『憲法の改正』を掲げ、『憲法第 9 条第 2 項の規定を改正し、国を防衛するための実力

組織の存在を軍（国防軍）として憲法に明記すべきである』と主張しており、今後の国会の動き

を注視していきたい」と明言しています。 

 

http://www.taiyukai.or.jp/2017/6/2017_0615-1.pdf
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そしてその政策提言書がこちら。記事の通りトップに「憲法の改正」が据えられています。こ

れには 4 つの副題が付けられていますが、上記に加えて軍法や軍法会議の整備、緊急事態条項の

創設、国民に国家防衛の義務を課すことを明記するなど、自民党改憲草案を超える内容となって

います。 

 

  詳細については政策提言書（https://megalodon.jp/ref/2018-0507-1406-53/www.taiyukai.or.jp/29seisakuteigen. 

pdf）を実際に確認してみてください。 

◆隊友会と自民党のズブズブな関係 

もうひとつ、隊友会について見過ごせないのが与党自民党との極めて密接な関係です。公式サ

イトのトップページには隊友会の顧問を自民党の中谷元元防衛相が、そして相談役に自民党の佐

藤正久議員、宇都隆史議員、中谷真一議員が就任していること。言うまでもありませんが全員が

日本会議国会議員懇談会に所属しています。 

 

「単に名前を貸しているだけでは？」と思われる方もいるかもしれませんが、隊友会の発行する

「茶の間の防衛論誌『ディフェンス』」では度々巻頭言や特集記事に登場していることが分かりま

す。例えば最新号の 55 号でもこのとおり（略）。 

要するに、隊友会は日本会議や自称保守界隈のみならず、政府与党である自民党ともずぶずぶ

な関係にある組織であり、これらと共に憲法改正の推進を「主な活動」として行っているという

ことになります。 

http://www.taiyukai.or.jp/29seisakuteigen.pdf
http://www.taiyukai.or.jp/index.html
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繰り返しになりますが、現役自衛隊員は憲法第 15 条 2 項によって「すべて公務員は、全体の奉

仕者であって、一部の奉仕者ではない」と規定されて政治的中立性が求められ、自衛隊法第 61 条

によって、選挙権の行使を除く政治的行為が制限されています。 

しかしその現役自衛隊員の 3/4 に当たる 17 万人が賛助会員として所属しているのがこの隊友会

なのです。自衛隊が軍隊的な上意下達の組織で、上官に対して服従を求められる以上、OB という

元上官らの組織する隊友会の影響が存在しないと主張するのはあまりにもナイーブな話です。 

こうした背景が存在していることを考えれば、先日統合幕僚監部の 3 等空佐が民進党の小西洋

之参院議員が「国民の敵」と罵声を浴びせかけられ、防衛省の調査で「政府、自衛隊が進めよう

としている方向とは、違う方向での対応が多いというイメージだ」と話していたことの辻褄が合

います。 

3 佐は「自衛隊は自民党と共に何らかの方向に物事を進めようとしていたところ、野党がそれに

反対している」と認識していたわけですが、実際に隊友会は日本会議国会議員懇談会に所属する 4

人の元自衛官の自民党議員を顧問や相談役に迎え、日本会議の推進する改憲署名運動に協力して

いたというわけです。 

また、2017 年の都議選の際には稲田前防衛相が自民党公認候補への応援演説で「防衛省、自衛

隊、防衛大臣、自民党としてもお願いしたい」として大炎上しましたが、自衛隊が自民党とずぶ

ずぶであることが暗黙のうちに共有されていたとすれば、うっかり者の稲田前防衛相の口からこ

のような言葉が飛び出したことも十分に頷けるものです。 

 

ここまで見てきましたが、既に自衛隊が「全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と

いう前提中の前提は少なからず崩れていることが分かります。 

以前も指摘したように、自衛隊は内閣総理大臣をトップとする文民統制（シビリアンコントロ

ール）に絶対的に従う組織であり、決して自らの意思で何かを進めようとすることは許されませ

ん。自衛隊がなんらかの政治的な方向性を持ち、言動を行うことが認められてしまうのであれば、  

自衛隊は特定の政治勢力の私兵ということになってしまいます。 

日本が文民統制の成立した近代民主主義国家であるためには、この件に関して国会での徹底し

た追求が必須となります。 
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現職自衛官が「国民の敵」認定をしてくる世の中になってもうた… ＊出典：『みんなどこか変わ

ってるから大丈夫』2018 年 4 月 17 日（http://d.hatena.ne.jp/mzponta/20180417/p1） 

言うまでもなく、公務員にも思想信条の自由があります 

ただ、公務員は「公権力の行使者」となる人だし、「公僕」として市民に奉仕する人でもある…

ので、職務の行使にあたっては、自分の思想信条を優先する…ということがあってはなりません 

さらに、警察や自衛隊などの物理的な実力組織に属する公務員は、その職務あるいは権限の性

質上、職務の中立性が最も強く求められる人たち…でありまして、内心…はともかくとして、外

心は…（って、そんな言葉あるんか？）固く中立を誓って行動してもらわんことには、ボクたち、

安心して暮らせないやん… 

という話なんだけども、自分の政治信条を内心にとどめておくことができない（危ない）人も

出てきたようです↓ 

「お前は国民の敵だ」現職自衛官が民進・小西氏に暴言か（4/17：朝日新聞デジタル） 

民進党の小西洋之参院議員が 17 日、現職自衛官を名乗る男性から「お前は国民の敵だ」と繰り

返しののしられたと、参院外交防衛委員会で明らかにした。防衛省は、統合幕僚監部に勤務する

自衛官である可能性があるとみて調査している。 

小西氏によると、16 日午後 9 時ごろ、国会前の路上を歩いていた際、現職自衛官と名乗る男性

から「お前は国民の敵だ」とののしられた。男性は、近くにいた複数の警察官が駆け付けた後も

同様の発言を繰り返し、小西氏が防衛省に連絡すると告げても発言をやめなかったが、最終的に

は発言を撤回し、謝罪したという。 

小野寺五典防衛相は同委員会で、この件についてすでに報告を受けているとし、「自衛隊の服務

の問題になる。事実関係を確認した上で適正に対応する」と述べた。 

 この人は、相手が「民進党の国会議員」であることを認識した上で、自分が「現職自衛官」で

あることを告知して「オマエは国民の敵だ！」の罵った…というんだから、これは「確信的な行

為」…というか、信念に基づく行為…だったんでしょうけど、現職の自衛官が自分の信念を優先

して、その信念に反する政治信条を持って行動していると判断した国会議員に「オマエは国民の

敵だ！」と罵る…というのは、誠に怖い話でありまして、それがなぜに怖いのか…と言えば、も

ちろん、国内最強の実力組織である自衛隊のなかに自分の政治信条を優先して行動する人がいる

…ということが怖いし、それを（野党の）国会議員に直接向ける…というのも怖いし、国会議員

に対してこの態度…なら、（この自衛官の政治信条の反すると判断される）名もない一市民に対し

てなら、いったい、どんな態度、行動に出てくるのか…というのも怖い…（って、怖いことばっ

かりで、夜も寝られへんやんけ、これ…） 

この自衛官は、野党の議員を勝手に「国民の敵認定」（≒非国民認定≒反日認定）してて、そう

いうトコはもう、ネトウヨそのまんま…の思考であるところ、この人は「ネット上で活躍する」

ネトウヨ…ではなくて現職の自衛官なんだから、これはもう、ネトウヨが自衛隊の制服着て仕事

してた…ってことで、やっぱり怖すぎるやんけ… 

（そやかて、こんな「攻撃的差別的傾向」を持ち、かつ、それを抑えられない、隠せない、優先

させたい人が自衛隊員やってる…ってめっちゃ怖いやん） 

…と書いてきたんだけど、ここでボクは、沖縄での「土人」「シナ人」暴言を思い出す… 



 

24 

 

それは、沖縄に派遣された大阪府警の警察官が、基地反対運動をしている市民に対して「ぼけ。

土人が！」「黙れ、こら、シナ人！」と暴言を浴びせた事件であり、その事件が発覚後、大阪府警

の組織上のトップである松井大阪府知事が「大阪府警の警官が一生懸命命令に従い職務を遂行し

ていたのがわかりました。出張ご苦労様」…と、組織の長としてまったく反省せず、逆に暴言警

察官を庇った事件でもありました 

そう…、警察という自衛隊と並ぶ実力組織においても既にこういう「前例」があったわけで、

松井一郎を持ち出すまでもなく、警察がこれで何か反省したのか…と言えば、沖縄では今でも日

常的に市民運動への過剰な取り締まりをしてるんだから、これらは「警察としては特に違和感の

ない」対応だった…といえるでしょう 

（つまり、日本の警察には「個人の内心の思想信条」を超えた、組織としての政治信条」があり、 

それは思いっきり「自民党アタマ」である…

ということですわ） 

だから、自衛隊だって…というわけでもな

いんだけど、この暴言自衛隊員が「極めて例

外的」なのか…と言えば、そんなことはない

のです 

そやかて、こんな人が、航空幕僚長やって

ましたがな…→  

（それにしても、「シビリアンコントロール」という「原則」の話を「信仰」の話にする…とい

うのは、 もう…、なんというか…、何とも言えん…けど、こんなヤツが空幕長やってんで！） 

で、もともとそういう組織だから…なのか、自衛隊は危ない人を選って話をさせてるのだ↓ 

そして「あの」百田さんが来たんだね！！ 

(*´∀｀)  

凄いや自衛隊って！ 

日本の防衛は彼らに任せて大丈夫だね！ 

(*´∀｀) 

 

 

 

http://f.hatena.ne.jp/mzponta/20180417141551
http://f.hatena.ne.jp/mzponta/20180416132505
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何と現場にも来ているんだね。 

凄いねー自衛隊って（´・ω・`)  

 

 

（ひとさまの tweet より） 

 （そやかて、あの百田…とか、櫻井よし子を呼んで、いったいどんな話を聞く…ってゆうねん！） 

このように、自衛隊は「明らかに危ない人たち」を呼んできて話をさせてる…くらいだから、

組織として「百田や櫻井の信条？」に共感を抱いてる…というわけでして、こんな実力組織は怖

い…、非常～に怖い、えげつなく怖い、日本政府が敵視する特定の外国より怖い…と、ボクは感

じるのであります（後略） 

文書開示に 1 年、2 年はあたり前 際立つ防衛省の隠蔽体質 ＊出典：『ニュースサイトハンター』

2018 年 5 月 14 日（http://hunter-investigate.jp/news/2018/05/-ah-64d.html） 

 防衛省は今月 8 日、統合幕僚監部の 30 代の 3 等空佐が、野党議員に「国民の敵」などと暴言を

吐いた問題の最終報告を公表した。一部の暴言については認めたものの、私的な立場の言動だっ

たとして「シビリアンコントロール（文民統制）を否定するものではない」との結論。自衛隊法

に規定する“品位を保つ義務”違反を理由に、内部規定に基づく訓戒処分でお茶を濁している。 

http://f.hatena.ne.jp/mzponta/20180416132733
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 私的な立場というが、問題を起こした 3 等空佐は現職の自衛官。政治家のような都合の良い公

私の使い分けは、この組織の上層部が、かつての大本営と同じ方向性を持っていることを示して

いる。隠蔽を繰り返すのも旧軍と同じ。日報問題で露呈した防衛省の隠蔽体質は、救いようのな

い酷い状況となっている。 

■自衛隊機事故の記録、開示は「１年後」の非常識 

 今年 2 月、佐賀県神埼市の民家に、陸上自衛隊目達原駐屯地所属の攻撃ヘリ「AH-64D（通称：

アパッチ・ロングボウ）」が墜落し、自衛隊機の安全性に疑念が生じる事態となった。昨年来、沖

縄県における米軍普天間基地所属のオスプレイやヘリの事故が相次いでいるが、自衛隊機も同じ

だ。絶対にあってはならない事故を、これまでに何度も起こしている。 

 

第 2 次安倍政権が発足したのは 2012

年。この年以降、自衛隊機の事故は増加

傾向にある。集団的自衛権や改憲といっ

た政治課題が登場し、右寄りの風潮が強

まるにつれ、自衛隊機の大きな事故が増

えているということだ。 

  それでは、「部品落下」などまで入れた

自衛隊機の事故は、どの程度起きている

のか――。今年 3 月、防衛省に対して情報

公開請求し、『平成 19 年度から本年度に

かけて起きた陸・海・空自衛隊の航空機

（ヘリコプター含む）の事故（部品落下含

む）の報告書』の開示を求めていた。こ

れに対する同省の対応が、右の通知であ

る。 

通常 30日の開示決定期限を 2週間以上

遅らせておきながら、さらに延長。請求

から80日かかって一部の報告書だけ開示

し、残りはまだ先になるのだという。最  

終期限はなんと来年の 4 月。請求から 1 年というふざけた対応である。 

http://hunter-investigate.jp/news/assets_c/2018/02/645d2400b1c6ab0fc00cc0266885c444d3af445a-23575.html
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通知文書で、期限延長の根拠とした“法の 11 条”とは、情報公開法（「行政機関の保有する情

報の公開に関する法律」）の 11 条にある（開示決定等の期限の特例）の規定。条文は次のように

なっている。 

《開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から 60 日以内にその

すべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合

には、前条の規定にかかわらず、行政機関の長は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分

につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をす

れば足りる。この場合において、行政機関の長は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者

に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない》 

“航空機事故に関する文書が著しく大量”であるため、期限を 1 年間延長するということなのだ

が、この主張は信用できない。防衛省では、都合の悪い情報について開示決定期限を大幅に遅ら

せることが常態化しているからだ。 

■日報の開示は「2 年後」 

 昨年 2 月、南スーダンの自衛隊 PKO 部隊がどのような状況の中で活動を行ってきたのか確認す

るため、防衛省に対し平成 28 年度分の日報とモーニングレポート及び両文書に関する省内の決裁

文書を開示するよう求めていた。この時の防衛省側の対応が下の文書である。 

第一段階は期限を守るものの、最終的な

決定を平成 31 年 3 月 1 日まで延期するとい

う内容。なんと 2 年間も、開示決定をしな

いというのである。昨年、国会で追及され

て、渋々出したのが 4 か月分の日報。この

作業には 1 か月とかからなかった。残り 8

か月分の日報を開示するのに、2 年もかかる

はずがない。つまりは、時間稼ぎによる「隠

蔽」。南スーダンから自衛隊部隊を撤退させ

てしまえば、他の事案に追われて世論も沈

静化すると考えた結果だろう。 

  南スーダンに派遣された PKO 部隊の日報

も、人道復興支援のイラク派遣（03 年 12

月～09 年 2 月）の日報も、防衛省が「ない」

と断言した後に見つかった。当然あるべき

自衛隊機事故の記録は、1 年待たなければ出

さないという。一連の同省の行為は、「隠蔽」

に他ならない。情報公開制度の形骸化は明

らか。安倍政権と防衛省への信頼は、薄れ

る一方だ。この状態で自衛隊を憲法に明記

することが許されるのか――？ 国民に問う

前に、防衛省内部の掃除が必要だろう。 

 



 

28 

 

さて、この項の最後に、少しショッキングな世論調査結果を紹介します。9 条改憲が発議されても国民投票

で勝てばいい＝そんな楽観論に冷や水を浴びせかける内容です。 

憲法改正の国民投票“過半数が支持” ANN 世論調査 

出典：『テレ朝 news』2018 年 2 月 26 日（http://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000121681.html） 

（前略）憲法改正の国民投票については 56％の人が賛成で、反対を大きく上回りました。一方、

憲法 9 条については「条文を変更しない」と「条文を変更せずに解釈で対応する」が合わせて 43％、

安倍総理大臣が目指す「条文は維持したうえで自衛隊を加える」案は 31％、石破元幹事長が主張

する「戦力を持たないと定めた第 2 項を削って自衛隊を定める」案は 14％でした。（後略） 

＊図の出典：「報道 STATION・ANN 世論調査」（http://www.tv-asahi.co.jp/hst/poll/201802/index.html） 

 

 

 

学生 6 割、改憲必要 県内 3 大学の憲法受講生 

出典：『琉球新報』2018 年 5 月 3 日（https://ryukyushimpo.jp/news/entry-711998.html） 

3 日の憲法記念日に合わせ琉球新報社は 2 日までに、専門科目で憲法の講義がある沖縄大学、琉

球大学、沖縄国際大学の沖縄県内 3 大学の学生に憲法意識調査を実施した。憲法の講義を受ける  

学生にアンケート用紙を配布し、18～22 歳の 131 人から回答を得た。憲法の講義を受ける学生に

アンケート用紙を配布し、18～22 歳の 131 人から回答を得た。改憲の必要性について 63.4％が「あ

る」と答え、6 割を超えた。「ない」は 36.6％で、過去 2 回の同様の調査と比べ、改憲への賛否が

逆転した。（中略） 

安倍首相が昨年の憲法記念日で提起した戦力の不保持を定める憲法 9 条に自衛隊の存在を明記 

する必要性については 51.9％が反対、

48.1％が賛成の意向を示し、賛否がきっ

抗した。（中略） 

調査は 4 月 20～27 日に実施した。講

義に出席した学生に調査用紙を配布、

回収した。全て選択項目で回答する方

式で理由の回答項目では「その他（自

由回答）」も設けた。  
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２）緊急事態条項：「災害」にだまされるな！ 

次に、緊急事態条項について検討します。現段階での自民党の改憲案は、下記のとおりです。 

第七十三条の二 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待つい

とまがないと認める特別の事情があるときは、内閣は、法律で定めるところにより、国民の生

命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。 

② 内閣は、前項の政令を制定したときは、法律で定めるところにより、速やかに国会の承認を

求めなければならない。              （※内閣の事務を定める第 73 条の次に追加） 

第六十四条の二 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙又は参議院

議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるところによ

り、各議院の出席議員の三分の二以上の多数で、その任期の特例を定めることができる。  

     （※国会の章の末尾に特例規定として追加） 

この条文案の問題点、危険性については、小口幸人弁護士の指摘を見ていきたいと思います。 

＊出典：「憲法改正「緊急事態条項」は本当に必要なのか？ 被災者を支援してきた弁護士が分析 

有効性は？ そして歯止めは？」『HUFFPOST』2018 年 5 月 3 日（https://www.huffingtonpost.jp/2018/05/

03/kinkyu-jitai-joukou_a_23426043/?utm_hp_ref=jp-homepage） 

第１ 新 73 条の２ 

１ 独立命令の制定権限を付与する案 

一見すると少しわかりにくいが、ザックリいうとこれは、内閣だけで法律をつくったり改正し

たりできるようにする案である。以下詳しく述べる。 

まず、学校で教わったように、国会が定めるのが「法律」、内閣が定めるのが「政令」である。

現行憲法では、常に政令は法律の「下」にあり、法律の定める範囲内に限って定めることができ

る。内閣が、国会で定めた法律に反することを、政令で定めても無効だし、政令で法律を変える

ことはできない。 

新 73 条の 2 は、「大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待つ

いとまがないと認める特別の事情があるとき」に、内閣に、法律と同一の効力のある政令（俗に

言う「独立命令」）を制定できるようにする案だ。 

このときに限り、内閣は政令で法律を変えたり、新たにつくったりすることができるようにな

る。2 項で、「速やかに国会の承認を求めなければならない。」とすることで、歯止めを設けている

つもりなのであろう。 

自民党は、2012 年の憲法改正草案 98 条で、「法律と同一の効力を有する」政令制定権限を、内

閣に認めていたが、新 73 条の 2 はその改訂版だ。歴史的には、戦前の大日本帝国憲法が定めてい

た緊急勅令の復活案と整理することができる。 

実際、緊急勅令の条文と新 73 条の 2 のつくりは似ている。なお、大日本帝国憲法 8 条 2 項は、

議会が承認しなかった場合、緊急勅令の効力が将来に向かって失われると定められていた。しか

し、新しい憲法 73 条の 2、第 2 項には効力を失うとは書いていない。 

２ 歴史が語る独立命令の危険性 

法律は国会しか制定できない。国民が直接選んだ国会しか法律を制定できないという仕組みは、
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民主主義の根幹だ。内閣だけで、法律と同じ効力がある政令を制定できる独立命令は、この根幹

を変えるものであり、三権を分立した意味を失わせかねない危険な枠組みである。濫用の恐れが

あることは言うまでもない。（中略） 

こういった経緯（注：戦前のドイツ、日本において憲法の国家緊急権条項が濫用されたこと）

を観れば、仮に必要性があったとしても、安易に、内閣だけで法律と同一の効力を有する政令（独

立命令）を制定できる権限を与えてはならないことがわかる。法案の内容は慎重に検討されなけ

ればならない。濫用された過去を踏まえ、歯止めは十分にしなければならない。 

３ 歯止めは不十分 

しかし、この法案には、歯止めが不十分だ。問題点を挙げていこう。 

(1) 対象に限定なし 

濫用された場合の弊害を小さくするためには、独立命令を制定できる対象をあらかじめ制限し

ておくことが考えられる。例えば、自然災害直後の避難者の避難に関する事項に限る等である。

しかし、新 73 条の 2 は対象を一切限定していない。 

つまり、刑法や刑事訴訟法、公文書管理法、情報公開法、民法、土地収用法等はもちろん、公

職選挙法、国会法、裁判所法、警察法、地方自治法等の改正もできる案になっている。濫用され

たら令状なしの逮捕も、新たな罪を設けることも、都合の悪い文書の一切を破棄することも何で

もできる。 

(2) 手続きの制限なし 

濫用される場合を少しでも減らすため、手続きを厳格にしたり、段階を踏ませたり、期間を制

限することも考えられる。例えば、2012 年の自民党憲法改正草案も事前に「緊急事態宣言」とい

う手続きを必要とした上で、100 日という期間制限を設け、継続するには国会承認が必要という枠

組みにしていた（無論、これでも不十分である）。 

しかし、新 73 条の 2 については、「法律で定めるところにより」としか書かれておらず、何の

制限もかけていない。内閣はある日突然、独立命令を制定できてしまう。しかも、「法律で定める

ところにより」の「法律」自体も独立命令で変えることができてしまう。 

(3) 国会が承認しなくても効力は失われない 

先に述べたように、新 73 条の 2 第 2 項には、国会の承認が得られなかったときの効果が定めら

れていない。大日本帝国憲法の 8 条 2 項でさえ、将来にわたって効力を失わせると定めてあった

のに何もないのである。 

なお、現在の憲法 54 条 3 項には、緊急集会で参議院がとった臨時の措置について、「次の国会

開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。」という定めが置かれてお

り、その構造は新 73 条の 2 第 2 項とよく似ている。 

よく似ているのに、54 条には効力を失うと明記されている一方、新 73 条の 2 には明記されてい

ないとなったとき、この「違い」には意味があるとするのが、普通の法解釈だ。つまり、新 73 条

の 2 については、国会が承認しなかったとしても、独立命令の効力は失われないということにな

る。 
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そのため、仮に、独立命令のせいで何らかの被害を受けた国民が、事後に裁判を起こして補償

等を求めたとしても、「当時は適法だった」となり、原則補償されないことになる。 

(4) 自然災害に限られていない 

「災害」という文字をみると「自然災害」だけを思い浮かべてしまうが、法律ではそうではない。

例えば、災害対策基本法 2 条 1 号は、「災害」の中に大規模な爆発を含んでいる。爆発の原因がテ

ロや戦争でも「災害」に含まれる。 

改正案が、「自然災害」ではなく「災害」という文言を使っているのは、有事全般を対象にする

ためだと見るべきであろう。テロや戦争は、つねに「異常」事態だから、残る歯止めは「大規模」

と、「国会による法律の制定を待ついとま」の有無だけになる。 

災害対策基本法 

第 2 条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

1 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りそ

の他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこ

れらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。（後略） 

災害対策基本法施行令 

第 1 条 災害対策基本法（以下「法」という。）第 2 条第 1 号の政令で定める原因は、放射性物質

の大量の放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故とする。 

(5) 内閣だけの判断で可能 

新 73 条の 2 は、内閣だけで独立命令を制定できる。国会や裁判所の承認等は不要である。「異

常かつ大規模な災害」にあたるかどうか、「国会による法律の制定を待ついとま」があるかどうか

は、内閣だけで判断されることになる。さて、内閣だけの判断に委ねて大丈夫だろうか。 

例えば、現在の安倍政権は、2017 年 6 月 22 日に総議員の 4 分の 1 以上が要求した臨時国会の召

集を実質的に無視した。憲法 53 条が、召集「しなければならない」と定めているにもかかわらず

である。 

さらに同年 8 月 10 日、国会で北朝鮮のミサイル発射実験が、存立危機事態、すなわち「我が国

の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険」にあ

たるか否かが問われたが、安倍政権はこれを否定しなかった。「根底から覆される明白な危険」な

んて、どう見てもないにも関わらずだ。 

こうした実情をふまえれば、内閣だけの判断で独立命令を制定できるのは余りにも危険だ。 

(6) 国会も裁判所も歯止めになれない 

実は国会は、召集されているときしか力を発揮できない。そして、国会を召集する権限は内閣

にある。つまり、国会が開かれていないときに、内閣が暴走しだしたら国会は歯止めになれない。

もちろん、国会は内閣に召集を求める権限を持っているが、すでにこの権限は、2017 年に安倍政

権により無視されたことがある。 

では裁判所はどうか？ 残念ながら、我が国の裁判所は、具体的に誰かが被害を受けて訴え出な
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い限り判断してくれない。具体的な被害が訴えられたときでも、高度に政治的な問題については

「統治行為」だからといって、判断を避けがちなのが我が国の裁判所だ。 

内閣に独立命令の制定権限を付与するなら、国会や裁判所が歯止めになれるよう、これらをパ

ワーアップする改正を同時に検討すべきだが、自民党の案は内閣をパワーアップさせるだけなの

で、国会も裁判所も歯止めになれない。 

４ 新 73 条の 2 はあまりに酷い 

以上のように、新 73 条の 2 には権力濫用の歯止めがみあたらず、2012 年の自民党憲法改正草案

や、戦前の大日本帝国憲法 8 条と見比べても、酷いと言わざるを得ない。近代立憲主義は、権力

の暴走を防ぎ基本的人権を遵守するための英知だ。しかし、新 73 条の 2 は、内閣は暴走しないと

いう前提に立っており、憲法の何たるかを誤解している恐れすら感じさせる。 

なお、自然災害に絞ってみると、そもそも災害が起きた後、中央である内閣に権限を集中させ

て対処するという発想事態が間違っている。 

災害直後、国に各地の情報が集まるのはだいぶ後になってからである。国に権限を集め現場を

「指示待ち」にさせてはならない。情報のある「現場」に権限と人を送るのが基本的な対処法であ

り、我が国の災害法制はそのようにできている（地方公共団体に権限を委譲する方向）。 

そもそも、災害が起きた後、泥縄式に慌てて法律をつくっても上手く機能しない。混乱するだ

けである。事前に対処法を決めておき、それが実践できるよう、平時から訓練を重ねておかない

限り、災害直後は役に立たない。 

なお、政府が 2015 年 3 月 30 日にまとめた「政府の危機管理組織の在り方について（最終報告）」

にも同様のことが書いてある。つまり、実は政府（官僚）は災害対策を結構ちゃんとやっていて

（安倍総理ら政治家が、どの程度把握しているかは怪しい）、内閣に独立命令を制定できるように

する「必要」はないことを知っている。 

憲法を変えたがっている人が、災害をダシにている、そしてついに改正案までできあがったと

いうのが現在の状況だ。 

第２ 新 64 条の 2 

新 64 条の 2 は、俗に言う国会議員の任期を延長する条文である。その必要性については、これ

まで次のように説明されてきた。 

憲法は、参議院の緊急集会という制度を設けて、衆議院が解散され、衆議院議員がいない場合

の対策はしている。しかし、衆議院議員が、任期満了によりいなくなった場合の対策が抜けてい

る。仮に、大規模災害が起きて選挙の実施が困難になると、機能不全に陥りかねない。 

そこで、憲法を改正し、大災害などで選挙ができないときに、国会議員の任期を延長できるよ

うにする必要がある、という説明である。 

しかし、この説明には大きな落とし穴がある。まず、衆議院議員の任期が満了になったのは戦

後一回しかない。残りは全て解散総選挙である。 

そして、選挙が大規模災害で延期になったのも二回しかない。阪神淡路大震災のときと、東日

本大震災のときだ。 

つまりこの議論は、戦後一回しかないできごとが、戦後二回しか起きていないような大災害の
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ときに偶然重なるという、めったにない場合に備える議論でしかない。 

さらに、災害が起きて選挙ができないという問題があるなら、その対策は、選挙制度を改善し

て災害が起きても影響を受けにくいものにすることなのに、その検討は一切されていない。 

選挙が災害の影響を受けるのは、今の選挙が、決められた投票所に足を運ばないと投票できな

いという、限りなくアナログな方法になっているからだ。それこそ、スマホで、郵便局の ATM で

投票できるなら、災害による影響も最低限で済む。 

なお、日本弁護士連合会は、公職選挙法を改正して選挙制度を改めれば、首都直下地震や南海

トラフ地震が起きても選挙は実施できると具体的に提言している。 

以下、自民党の改正案（新 64 条の 2）を検討してみる。 

１ 期間の限定がない 

災害で選挙が実施できないのであれば、任期を延ばすのも一つの解決方法ではある。しかし、

我が国は民主主義国家で、選挙は国民が直接意思を表示できる唯一の機会だから、延長は最小限

度にしなければならない。政府の南海トラフや首都直下地震の被害想定に照らせば、延長期間と

しては 1～2 カ月程度だろう。 

しかし、新 64 条の 2 は、「任期の特例を定めることができる」とするだけで、特例の内容を限

定していない。つまり、1 年延ばすのはもちろん、3 年、5 年、10 年延長するのも可能な案となっ

ている。任期が伸びれば伸びるほど、国会や政府の正当性は失われていき、それが一定限度を超

えたら、我が国は実質的に民主主義国家はなくなってしまう。 

国会議員の任期を延ばすというのは、実はそれぐらい危険なものであるにもかかわらず、改正

案は、延ばせる限界を全く明記していない。 

２ お手盛り 

国会議員の任期を国会で延期できる、まさにお手盛りである。よって、どんなに要件を厳しく

定めても、運用が甘くされてしみあう恐れがある。自分のこととなると、甘くなってしまうのは

人も国会も同じだ。 

3 分の 2 というハードルも、小選挙区導入後、与党の議席が３分の 2 を超えることが頻繁になっ

ている現状に照らせば高いとは言えない。国会の多数派が、自らの保身のため、いたずらに任期

が延長される恐れも否定できない。 

３「適正な」という言葉の恐怖 

改正案は、「選挙の実施が困難」ではなく、「選挙の適正な実施が困難」としている。前者なら

物理的、時間的な話だとわかるが、「適正な」という三文字が入るだけで濫用の恐れは飛躍的に高

まる。 

いま選挙をしたら政権交代が起きてしまうと思った多数派が、何らかの理由で、任期を延ばす

恐れはないだろうか。フェイクニュースが際限なく広がっており選挙の適正な実施が困難だ、ミ

サイルが飛んでくる恐れがあるという危機的な状況にあるから選挙の適正な実施は困難だ、リー

マンショック再来の兆候がある今選挙の適正な実施は困難だなどなど、色々な濫用のケースが頭

をよぎる。 

はっきり言って、ここに「適正な」という文字を挿入するのは余りにもナンセンスだ。「濫用の
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恐れ」という発想、それ自体が欠落している恐れすら感じゾッとする。 

４ 対応できない場合が多すぎる 

憲法改正までするわりには、実は、新 64 条の 2 で対応できるケースは多くない気がする。まず、

新 64 条の 2 は国会議員の任期を延ばすだけだから、解散の場合は対応できない。解散の場合はこ

れまでどおり、参議院の緊急集会で対応することになる。 

次に、新 64 条の 2 に基づいて国会議員の任期を延長するためには、国会の決議が必要だから国

会開会中しかできない。召集には 10 日以上かかる。仮に国会開会中であったとしても、議員は毎

週末地元に帰っている。大規模災害直後、交通網が遮断されている中、東京に集まるには時間が

かかるだろう。 

さらに、起きた災害が首都直下地震だったらどうだろうか。その直後、余震や本震の発生が懸

念されているときに、国会議員を国会議事堂に集めるのは果たして適切だろうか。 

5 新 64 条の 2 よりは優れた方法 

以上のように、新 64 条の 2 は、濫用とお手盛りの危険がある上に、対応できるケースが実は多

くない。 

そもそも、任期満了より圧倒的に多い「解散」の場合の対応を、今後も参議院の緊急集会で行

うなら、任期満了のときも緊急集会で対応すればいい。それなら濫用の恐れもない。もし今の憲

法ではできないというなら、改正して任期満了のときも緊急集会を開けるようにすればいい。 

なお、現在の憲法のままでも、つまり改正しなくても、衆議院の任期満了時に緊急集会を開催

できるという有力な説がある。憲法制定当時の帝国議会の答弁と、解散と任期満了の問題状況（衆

議院の欠缺）が同じであることから、類推適用できるという解釈だ。 

 なお、「災害」という文言の危険性については、清水愛砂氏（室蘭工業大学大学院准教授、憲法・家族法）

の以下の指摘にも耳を傾けておきたいと思います。 

＊出典：戦争をさせない 1000 人委員会『憲法、変える必要ありますか？』（2018 年 6 月発行）所

載「『緊急事態条項』、憲法に必要ですか？」（http://www.anti-war.info/anti-war3/wp-content/uploads/201

8/06/kaeruhitsuyou.pdf） 

（前略）災害と聞くと、多くの人々は自然災害を思い浮かべるでしょう。しかし、国民保護法 2

条 4 項で「武力攻撃災害」（武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、

放射性物質の放出その他の人的又は物的災害）という用語が使われているように、災害とは自然

災害だけを意味するわけではありません。したがって、武力攻撃災害の意味で自衛隊が防衛出動

（自衛隊法 76 条 1 項）する可能性があります。 

仮にそれが主には自然災害を指しているとしても、災害対策基本法など関連法が整備されてい

ますので、政令が別途必要になるとは思えません。むしろ、救援が必要な被災者のニーズにあわ

ない政令が制定される可能性すらあります。武力攻撃災害の場合、「法律で定めるところにより」

の法律は有事法制や戦争法などを意味します。その下で、武力行使や外国軍への後方支援を強化

する政令、自衛隊の活動を優先し市民の人権を大幅に制約する政令が制定されかねません。（後略） 
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３）合区解消：『日経』でさえ論難せざるを得ないトンデモ案 

現段階での自民党の改憲案は、下記のとおりです。 

第四十七条 両議院の議員の選挙について、選挙区を設けるときは、人口を基本とし、行政区画、

地域的な一体性、地勢等を総合的に勘案して、選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の

数を定めるものとする。参議院議員の全部又は一部の選挙について、広域の地方公共団体のそ

れぞれの区域を選挙区とする場合には、改選ごとに各選挙区において少なくとも一人を選挙す

べきものとすることができる。 

前項に定めるもののほか、選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、

法律でこれを定める。 

第九十二条 地方公共団体は、基礎的な地方公共団体及びこれを包括する広域の地方公共団体とす

ることを基本とし、その種類並びに組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、

法律でこれを定める。 

 真面目に論ずるのもバカバカしいとんでもない改憲案ですが、ここではこれを手厳しく批判した『日本経済新

聞』の社説（2月 19日付ですが、この時点で上記改憲案の内容はほぼ固まっていました）を掲げておきます。 

＊出典：「合区解消案は利己的すぎる」『日本経済新聞』2018 年 2 月 19 日付社説 

（https://www.nikkei.com/article/DGXKZO27119700Z10C18A2EA1000/） 

まるで自民党の自民党による自民党のための憲法改正である。同党憲法改正推進本部がまとめ

た選挙制度に関する改憲案はあまりに自民党に有利な制度設計であり、到底受け入れがたい。 

 1 票の格差が広がり、都道府県単位だった参院の選挙区の一部が 2016 年の参院選から合区され

た。地元出身者を送り出せない県ができ、過疎地の声が国政に届きにくくなったというのが自民

党の言い分である。 

 地域振興が国政の重要課題であることは認める。だが、合区を解消すれば万事解決というのは

短絡的な発想だ。参院議員を送り出せなかった鳥取や高知にだって衆院の選挙区が 2つずつある。 

 近年の国政選挙を振り返ると、衆院選は 1 党で過半数を占めることが多い一方、参院選はしば

しば与野党が拮抗する。複数の政党による連立時代が長く続いているのは参院の議席構成の結果

だ。 

 参院で合区の対象となった選挙区はいずれも自民党の金城湯池である。もしも、自民案が実現

したら、同党はかなりの確率で議席増が望める。1 党支配の復活に向けた党利党略が透けて見える。

同じ与党の公明党でさえ、内容を疑問視している。 

 そもそも憲法 43 条は国会議員を「全国民を代表する」と定める。一部の議員を特定地域の利益

代表と位置付けるとすれば、憲法の基本原理の変更になる。「各選挙区において少なくとも 1 人を

選挙すべきものとする」と書き足せば、こと足れりではあるまい。 

 どうしても参院を「地方代表の府」にしたいならば、法案審議などで衆院と同等の力を持つ参

院の権限を大幅に弱め、全国知事会のような参考意見を述べる組織にすべきだ。その覚悟が自民

党にあるだろうか。 

 自民案は衆院選の区割りの際、市区町村を原則分割してはならないとの趣旨の規定も盛り込ん

だ。これでは衆院の 1 票の格差を 2 倍内にするのはかなり難しくなる。こちらも大問題である。 
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４) 教育の充実：過去の所業に頬被り、自民党は「恥を知れ！」 

現段階での自民党の改憲案は、下記のとおりです。 

第二十六条 ①・②（現行のまま）  

③ 国は、教育が国民一人一人の人格の完成を目指し、その幸福の追求に欠くことのできないも

のであり、かつ、国の未来を切り拓（ひら）く上で極めて重要な役割を担うものであることに

鑑み、各個人の経済的理由にかかわらず教育を受ける機会を確保することを含め、教育環境の

整備に努めなければならない。  

第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持の

ため、又は公の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はそ

の利用に供してはならない。 

  これについては、藤本泰成（平和フォーラム共同代表）の指摘を紹介します。 

＊出典：戦争をさせない 1000 人委員会『憲法、変える必要ありますか？』（2018 年 6 月発行）所

載「『教育の充実』は、改憲しないとできないのでしょうか？」（http://www.anti-war.info/anti-war3/

wp-content/uploads/2018/06/kaeruhitsuyou.pdf） 

（前略）ここには、2 つの大きな問題があります。 

 １つは、「経済的理由にかかわらず教育を受ける機会を確保」の文言と「教育環境の整備に努め

なければならない」との文言です。 

 国連は、①初等教育は義務として無償とする、②中等教育（中学・高校）・高等教育（大学ほか）

は無償化を漸進的に導入する、と規定した「国際人権 A 規約」を 1966 年に採択し、日本も 1979

年に批准しています。（中略） 

 しかし、自民党政権は、（中略）高校・大学の無償化を実施しないできました。条約批准国（約

160 カ国）のうち、教育の無償化を留保してきたのは、日本とマダガスカルの 2 国だけでした。貧

困と格差の広がりの中で、教育を受ける権利は侵害され続けてきました。 

 2012 年、当時の民主党政権は、高校の授業料無償化を実現し、国連に対して無償化の留保を撤

回しました。当時野党であった自民党は、高校授業料無償化を「理念なき選挙目当てのバラマキ

政策。過度の平等主義・均一主義」（自民党の HP より）ときびしく非難しました。（中略）自民党

改憲案は「教育を受ける機会を確保することも含め、教育環境の整備に努めなくてはならない」

とし、無償化が政府の義務とは書いていません。これまでの自民党の来し方を考えると、憲法に

書き入れたとしても無償化は単なる努力義務で終わってしまうのではないでしょうか。憲法に書

き込まなくても、民主党政権は高校無償化を実現しました。政府のやる気さえあれば「教育の無

償化」は可能なのです。 

 二つ目に重要なのは、教育が「国の未来を切り拓く上で極めて重要な役割を担う」と記されて

いる点です。安倍政権は、2006 年に教育基本法を改正して教育目標に「我が国と郷土を愛する」

ことを盛り込みました。また、地方教育行政法を改正し、教育に対する政治の支配力を強めてき

ました。「国の未来を」との文言によって、教育内容への介入さえ懸念されます。教育基本法第 14

条の 2 項にある「教育の政治的中立」にも抵触し、主権者の権利として憲法の定める、幸福追求

権、思想信条の自由、教育の権利を空洞化しかねないものです。 


