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とめよう戦争への道！百万人署名運動東京北部連絡会 第11回総会・学習会資料 

2018年 6月 9日 五條 敦 

「改憲･戦争阻止」に向けて 

１．「改憲」をめぐる動向 

まず、昨年 5月 3日の「安倍改憲メッセージ」以降の改憲動向をザッとおさらいしておきたいと思います。 

１）2017 年 5 月 3 日：「公開憲法フォーラム」における安倍総裁あいさつ（全文） 

＊出典：『自民党憲法改正推進本部』ホームページ（http://constitution.jimin.jp/news/2017/000015.html） 

ご来場の皆さま、こんにちは。自由民主党総裁の安倍晋三です。 

憲法施行 70 年の節目の年に、「第 19 回公開憲法フォーラム」が盛大に開催されましたことに、

まずもって、およろこびを申し上げます。憲法改正の早期実現に向けて、それぞれのお立場で、

精力的に活動されている皆さまに、心から敬意を表します。 

憲法改正は、自由民主党の立党以来の党是です。自民党結党者の悲願であり、歴代の総裁が受

け継いでまいりました。私が総理・総裁であった 10 年前、施行 60 年の年に国民投票法が成立し、

改正に向けての一歩を踏み出すことができました。しかし、憲法はたった一字も変わることなく、

施行 70 年の節目を迎えるに至りました。 

 憲法を改正するか否かは、最終的には、国民投票によって、国民が決めるものですが、その発

議は国会にしかできません。私たち国会議員は、その大きな責任をかみしめるべきであると思い

ます。 

 次なる 70 年に向かって日本がどういう国を目指すのか。今を生きる私たちは、少子高齢化、人

口減少、経済再生、安全保障環境の悪化など、わが国が直面する困難な課題に対し、真正面から

立ち向かい、未来への責任を果たさなければなりません。 

 憲法は、国の未来、理想の姿を語るものです。私たち国会議員は、この国の未来像について、

憲法改正の発議案を国民に提示するための具体的な議論を始めなければならない。その時期に来

ていると思います。 

 わが党、自由民主党は、未来に、国民に責任を持つ政党として、憲法審査会における具体的な

議論をリードし、その歴史的使命を果たしてまいりたいと思います。 

 例えば、憲法 9 条です。今日、災害救助を含め、命がけで 24 時間、365 日、領土、領海、領空、

日本人の命を守り抜く。その任務を果たしている自衛隊の姿に対して、国民の信頼は 9 割を超え

ています。しかし、多くの憲法学者や政党の中には、自衛隊を違憲とする議論が、いまなお存在

しています。「自衛隊は、違憲かもしれないけれども、何かあれば命を張って守ってくれ」という

のは、あまりにも無責任です。 

私は、少なくとも私たちの世代のうちに、自衛隊の存在を憲法上にしっかりと位置付け、「自衛

隊が違憲かもしれない」などの議論が生まれる余地をなくすべきであると考えます。 

もちろん、9 条の平和主義の理念については、未来に向けてしっかりと、堅持していかなければ

なりません。そこで、「9 条 1 項、2 項を残しつつ、自衛隊を明文で書き込む」という考え方、こ

れは国民的な議論に値するのだろうと思います。 
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 教育の問題。子供たちこそ、わが国の未来であり、憲法において、国の未来の姿を議論する際、

教育は極めて重要なテーマだと思います。誰もが生きがいを持って、その能力を存分に発揮でき

る「１億総活躍社会」を実現する上で、教育が果たすべき役割は極めて大きい。 

 世代を超えた貧困の連鎖を断ち切り、経済状況にかかわらず、子供たちが、それぞれの夢に向

かって頑張ることができる、そうした日本でありたいと思っています。 

 70 年前、現行憲法の下で制度化された、小中学校 9 年間の義務教育制度、普通教育の無償化は、

まさに戦後の発展の大きな原動力となりました。 

 70 年の時を経て、社会も経済も大きく変化した現在、子供たちがそれぞれの夢を追いかけるた

めには、高等教育についても、全ての国民に真に開かれたものとしなければならないと思います。

これは、個人の問題にとどまりません。人材を育てることは、社会、経済の発展に、確実につな

がっていくものであります。 

 これらの議論の他にも、この国の未来を見据えて議論していくべき課題は多々あるでしょう。 

 私は、かねがね、半世紀ぶりに夏季のオリンピック、パラリンピックが開催される 2020 年を、

未来を見据えながら日本が新しく生まれ変わる大きなきっかけにすべきだと申し上げてきました。

かつて、1964 年の東京五輪を目指して、日本は大きく生まれ変わりました。その際に得た自信が、

その後、先進国へと急成長を遂げる原動力となりました。 

 2020 年もまた、日本人共通の大きな目標となっています。新しく生まれ変わった日本が、しっ

かりと動き出す年、2020 年を新しい憲法が施行される年にしたいと強く願っています。私は、こ

うした形で国の未来を切り拓いていきたいと考えています。 

 本日は、自由民主党総裁として、憲法改正に向けた基本的な考え方を述べました。これを契機

に、国民的な議論が深まっていくことを切に願います。自由民主党としても、その歴史的使命を、

しっかりと果たしていく決意であることを改めて申し上げます。 

 最後になりましたが、国民的な議論と理解を深めていくためには、皆さま方、「民間憲法臨調」

「美しい日本の憲法をつくる国民の会」のこうした取り組みが不可欠であり、大変心強く感じてお

ります。 

 憲法改正に向けて、ともに頑張りましょう。 

 

２）2018 年 3 月 24 日：自民党憲法改正推進本部「憲法改正に関する議論の状況について」 

 ＊出典：『いそざき陽輔のホームページ』 

（http://isozaki-office.jp/data/kenpokaiseinikansurugironnnojokyonitsuite.pdf） 

上記の「安倍改憲メッセージ」を受けて自民党憲法改正本部における検討が本格化し、焦点の憲法 9 条に

ついては、今年3月22日（自民党大会の3日前）に開催された同本部の全体会合で、ようやく細田博之本部

長への一任が取り付けられました。 

そして、3月 24日（党大会の前日）になって下記の文書、「憲法改正に関する議論の状況について」が発表

されました。 

ただし、この文書は『自民党憲法改正推進本部』のホームページにはいまだに掲載されていません（そもそも

同ホームページの「最新ニュース」は昨年 12 月 20 日以後更新されておらず（6 月 8 日 9 時現在／昨年 5

月には 11回も更新されていました）、本当にやる気があるのか!?と思わされます）。 
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１ これまでの議論の経過 

(1) 自由民主党における憲法論議 

日本国憲法は、昨年 5 月 3 日に施行 70 周年を迎えた。この間、国民主権、基本的人権の尊重、

平和主義など憲法の基本原理は定着し、国民の福祉、国家の発展に大きな役割を果たしてきた。

一方、70 年の歴史の中でわが国内外の環境は大きく変化しており、憲法の規定の一部には今日の

状況に対応するため改正すべき項目や追加すべき項目も考えられる。 

自由民主党は結党以来、現行憲法の自主的改正を目指し、「憲法改正大綱草案」（昭和 47 年）、「日

本国憲法総括中間報告」（昭和 57 年）、近年では「新憲法草案」（平成 17 年）、「日本国憲法改正草

案」（平成 24 年）などの試案を世に問うてきた。これらは、党内の自由闊達な議論を集約したも

のである。 

平成 28 年の初めから、憲法改正推進本部は具体的な改正項目を検討するため、総論的なテーマ

を掲げた有識者ヒアリング（平成 28 年 2 月～5 月）、各論的なテーマを掲げた有識者ヒアリング（平

成 28 年 11 月～29 年 6 月）を行い、知見の集積及び議論の整理を行ってきた。 

こうした知見や議論を踏まえ、わが国を取り巻く安全保障環境の緊迫化、阪神・淡路大震災や

東日本大震災などで経験した緊急事態への対応、過疎と過密による人口偏在がもたらす選挙制度

の変容、家庭の経済事情のいかんに関わらずより高い教育を受けることのできる環境の整備の必

要性など、わが国が直面する国内外の情勢等に鑑み、まさに今、国民に問うにふさわしいと判断

されたテーマとして、①安全保障に関わる「自衛隊」、②統治機構のあり方に関する「緊急事態」、

③一票の較差と地域の民意反映が問われる「合区解消・地方公共団体」、④国家百年の計たる「教

育充実」の 4 つを取り上げ、優先的な検討項目とした。 

平成 29 年 6 月からこの 4 項目について憲法改正推進本部会議を約 20 回開催し、精力的に議論を

進めてきた。 

(2) 憲法改正推進本部における議論の状況 

  憲法改正は、わが国が初めて取り組む歴史的な事業である。その国の民主主義や立憲主義を高

めるものであり、知見に加え謙虚さと深慮が求められる。憲法改正に当たっては、改正の条文に

ついての表面的な議論にとどまるのではなく、①｢なぜその改正が必要なのか」（改正の必要性）

を、その具体的な立法事実に即して検討した上で、それを踏まえ、②｢改正の方向性」や「条文イ

メージ」について議論を行わなければならない。 

  このような基本姿勢の下、憲法改正推進本部においては、これら 4 項目について、精力的な議

論を積み重ね、昨年 12 月 20 日、それまでに集積された知見や議論を整理し、中間報告として、「憲

法改正に関する論点取りまとめ」を発表した。 

憲法改正推進本部では、これら 4 項目について方向性を示し「条文イメージ（たたき台素案）」

を決定した。今後、衆参憲法審査会や各党、有識者等の意見を踏まえ、具体的条文案の完成を目

指す。現時点における議論の状況と方向性は、以下の通りである。 

２ 各テーマにおける議論の状況と方向性 

(1) 自衛隊の明記について 

【現行憲法下における自衛隊の位置付け】 

9 条 2 項は、「戦力の不保持」と「交戦権の否認」を規定し、「徹底した平和主義」を志向するも
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のであり、日本国憲法の大きな特徴の一つであると言われてきた。 

この条項の下、憲法制定当初は国連による国際平和の実現やわが国の安全の確保が想定されて

いたが、冷戦による国連の機能不全という現実に直面したわが国は、この「徹底した平和主義」

の下での現実的な対応として、①防衛の分野では、「専守防衛」の枠内で自衛隊を創設し、国と国

民の安全を守るための諸法制を着実に整備するとともに、②国際貢献の分野においても、憲法の

枠内で武力行使を伴わない支援活動に自衛隊を活用することにより、特に近年積極的に責任を果

たしてきた。 

【憲法改正の必要性】 

このような自衛隊の諸活動は、現在、多くの国民の支持を得ている。他方、自衛隊については、

①合憲と言う憲法学者は少なく、②中学校の大半の教科書 (7 社中 6 社)が違憲論に触れており、

③国会に議席を持つ政党の中には自衛隊を違憲と主張するものもある。そのため、憲法改正によ

り自衛隊を憲法に位置付け、「自衛隊違憲論」は解消すべきである。 

自衛隊を憲法に位置付けるに当たっては、現行の 9 条 1 項・2 項及びその解釈を維持した上で、

「自衛隊」を明記するとともに、「自衛の措置（自衛権）」についても言及すべきとの観点から、次

のような「条文イメージ（たたき台素案）」を基本とすべきとの意見が大勢を占めた。 

第九条の二 前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自

衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、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自衛隊を保持する。 

② 自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。 

        （※第 9 条全体を維持した上で、その次に追加） 

[9 条 1 項・2 項維持論に関するその他の意見]  

  なお、上記の「条文イメージ（たたき台素案）」に対しては、①端的に「自衛権の発動」につい

て言及すべきとの意見や、②｢必要な措置をとることを目的として」などのより簡潔な表現を工夫

すべきとの意見があったほか、③そもそも、これまでの政府解釈のキーワードである「必要最小

限度の実力組織」の表現を盛り込むべきとの意見もあった。 

[9 条 2 項削除論]  

9 条 2 項を削除･改正した上で、陸海空自衛隊を保持し、自衛権行使の範囲については、安全保

障基本法で制約することとし、憲法上の制約は設けない。また、シビリアンコントロールに関す

る規定も置く。これにより、「戦力」や「交戦権」などの 9 条を巡る積年の懸案を解消すべきとの

意見もあった。  

(2) 緊急事態対応について 

【緊急事態対応が立法化された背景】 

  諸外国の憲法の緊急事態条項は、各国の歴史や隣国との関係などに応じて発展してきた。例え

ば、ドイツ憲法では、ナチスの反省や東西ドイツの分断を背景にした詳細な緊急事態条項が設け

られている。また、フランス憲法では、ナチスの侵略経験を踏まえ「大統領の緊急措置権」など

の簡潔な緊急事態条項のみを憲法に規定するものの、具体の対応は「緊急状態法」を制定して、

内乱・テロに対応している。 

  日本国憲法では、制定時には「国家緊急権」の実定化を提案したものの、民主主義を徹底する



 

5 

 

観点から、緊急時の「参議院の緊急集会」の制度のみを設け、具体的な緊急事態対応は、個別の

法律により対応してきた。具体的には、自然災害については、伊勢湾台風の発生を契機に、災害

対策基本法を制定し「災害緊急事態」の章を設けるとともに、阪神・淡路大震災、東日本大震災

など、大災害に対応して改正を行い、緊急事態に対応した災害対策法制を整備してきたところで

ある。また、いわゆる「有事」における国民の生命と財産の保護についても、武力攻撃事態対処

法を踏まえた「国民保護法」が制定され、緊急事態に対応する枠組みが整備された。 

【憲法改正の必要性】 

  わが国では有史以来、巨大地震や津波が発生しており、南海トラフ地震や首都直下型地震など

についても、想定される最大規模の地震や津波等へ迅速に対処することが求められている。 

  このため、憲法に「緊急事態対応」の規定を設けることにより、「国民の生命と財産の保護」の

観点から、①緊急事態においても国会の機能を可能な限り維持すること、②国会の機能が確保で

きない場合に行政権限を一時的に強化し迅速に対処する仕組みを設けることが、適当であると考

える。具体的には、①選挙実施が困難な場合における国会議員の任期延長等、②個別法に基づく

緊急政令の制定の規定を設けることができる旨規定しておくことが、立憲主義の精神にもかなう

と考えられる。 

  以上を踏まえれば、「緊急事態対応」についての「条文イメージ（たたき台素案）」として、次

のようなものが考えられるのではないか。 

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） 

【その他の意見】 

  なお、緊急事態の対象を「大地震その他の異常かつ大規模な災害」に限定せず、「外部からの武

力攻撃」や「大規模テロ・内乱」も対象にすべきとの意見があった。  

(3) 合区解消・地方公共団体について 

【人口の偏在の進行と民意の反映等をめぐる状況】 

  近年、人口の減少と一極集中が進み、人口偏在ともいうべき状況が見られる一方で、最高裁は、

両議院の選挙区及び定数配分について、投票価値の平等を重視してより厳格な人口比例を求める

ようになっており、その結果、地方から選出される議員の減少、行政区画と選挙区のずれの拡大

が著しくなっている。参議院選挙区においては県をまたがる合区の発生、衆議院においては大都

市・地方を問わず市区町村の分断などにより選挙区の細分化・複雑化などの問題も生じている。

これらは、民意の反映や政治へのアクセスの面での地域間格差、地域住民の不平等感や不満など
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をもたらすことにもつながってきている。 

  人口の減少と一極集中に歯止めがかからない中で、今後とも人口比例による一票の較差是正が

図られることになれば、人口の少ない県に配分される定数の削減、更なる合区などが行われるこ

とになりかねず、人口減少が急速に進む 地方の声が更に反映されにくくなることや選挙への参加

意欲の低下なども懸念されている。 

  この点、参議院の合区をめぐっては、全国知事会をはじめ地方六団体がその早急な解消等を求

める決議を行っているほか、多数の県議会（平成 30 年 3 月 15 日現在で 34 県議会）でも同様の意

見書が採択されているところである。 

【憲法改正の必要性】 

  すなわち、今後の日本社会を展望しつつ、これからの代表民主制や両議院の選挙区の在り方を

考えた場合に、果たして人口比例のみを尺度として判断してよいのか否かが問われている。地方・

都市部を問わず、選挙において「地域」が持つ意味に改めて目を向け、憲法において「地域の民

意の適切な反映と投票価値の平等との調和」を図ることが必要である。特に、4 県 2 合区の導入に

まで至った参議院の在り方ということでは、政治的・社会的に重要な意義を持つ都道府県の住民

の意思を集約的に反映することが重要であり、合区を解消し、都道府県単位の選挙制度を維持す

ることができるよう、憲法改正による対応が不可避である。 

また、それと同時に、選挙区の基盤となる基礎的な地方公共団体（市町村）と広域の地方公共

団体（都道府県）について、現代における分権型社会の在り方も念頭に置きつつ、憲法に明記し、

市町村と都道府県の基盤の安定化や地方自治の強化を図っていくことも必要である。 

以上を踏まえて、「合区解消・地方公共団体」については、憲法 47 条と 92 条を次のような「条

文イメージ（たたき台素案）」により改正することで（下線部分が改正部分）、合意が得られてい

るところである。 

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。 

(4) 教育充実について 

【現行憲法の成果と教育をめぐる環境の変化】 

  教育は、国民一人一人にとっての人格の形成や幸福の追求を基礎づけ、国の未来を切り拓くう

えで欠くことができないものであり、現行憲法の下で実施された小中学校 9 年間の義務教育やそ

の無償化などの教育制度は、戦後の発展の大きな原動力となった。 

  憲法の理念を教育において具体化するのが教育基本法であるが、昭和 22 年に制定された旧教育
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基本法については戦後半世紀を経た社会状況の変化を踏まえて平成 18 年に改正され、教育の目

的・目標などが整理されたところである。 

【憲法改正の必要性】 

  他方、憲法制定から 70 年が経過する中で、現在のわが国が直面する少子高齢化などの課題を克

服しつつ、情報化、グローバル化など急速な社会変化などに対応するためには人づくりが重要で

あり、「国家百年の計」である「教育の重要性」について、国の理念として、国民の共通理解を図

ることが必要である。 

  また、憲法の人権条項には、一般的に個人の権利を保障する旨の規定や、この背後にある理念、

これを実現するための国の責務や関与の規定が見られるが、26 条においては、国の責務や関与に

ついては「義務教育の無償化」があるのみで、理念に関する記述は見当たらない。 

  さらに、近時、教育の格差の拡大が指摘される中で、誰もが家庭の経済事情に左右されること

なく、質の高い教育を受ける機会を享受することができる社会をつくる必要性が高まっている状

況も踏まえ平成 29 年 12 月に幼児教育の無償化や真に必要な子供の高等教育の無償化を盛り込ん

だ「新しい経済政策パッケージ」が閣議決定されたところである。 

  このため、憲法において、改正教育基本法の規定も参照しつつ「教育の重要性」を国の理念と

して位置付けることとするとともに、国民が経済的理由にかかわらず教育を受ける機会を享受で

きるよう国が教育環境の整備に努めるべき旨を規定することで意見の一致をみた。 

  以上を踏まえて、「教育充実」についての「条文イメージ（たたき台素案）」については、次の

ようなものとすることで（下線部分が改正部分）、合意が得られているところである。 

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。  

  また、憲法 89 条について、現在の文言では、私学助成が禁止されていると読めることから、憲

法 26 条の改正と併せて、現行規定の表現を現状に即した表現に改正することについても、合意が

得られているところである。 

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。 

３ 憲法改正の発議に向けて 

  憲法改正は、国民の幅広い支持が必要であることに鑑み、4 テーマを含め、各党各会派から具体

的な意見・提案があれば真剣に検討するなど、建設的な議論を行っていく。 

  現在議論中の「条文イメージ（たたき台素案）」は、完成された条文ではなく、この案をもとに

衆参の憲法審査会で党の考え方を示し、憲法審査会で活発な議論が行われるよう努める。 

 「条文イメージ（たたき台素案）」をたたき台とし、衆参憲法審査会や各党・有識者の意見や議

論を踏まえ、「憲法改正原案」を策定し国会に提出する。そのため、衆参憲法審査会では、これま

での丁寧な運営方針を継承し幅広い合意形成を図るとともに、国民各層への幅広い理解に努める。 
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３）2018 年 3 月 25 日：自民党大会における安倍総裁の発言 

 下記のように、今年 3月 25日に開催された自民党の定期党大会において、安倍晋三総裁は「自衛隊をめ

ぐる違憲論争に終止符を打とう」と呼びかけ、改憲の実現を目指すことを明記した運動方針案が採択されまし

た。 

＊出典：安倍晋三首相、憲法 9 条への自衛隊明記を訴え 自民党大会で「違憲論争に終止符を打

つ」『産経ニュース』2018 年 3 月 25 日（http://www.sankei.com/politics/news/180325/plt1803250049-n1.html） 

 自民党は 25 日、第 85 回党大会を東京都内で開いた。安倍晋三首相（党総裁）は演説で、憲法 9

条に自衛隊の存在を明記する党の改憲案に触れ「憲法にしっかりと自衛隊を明記し、違憲論争に

終止符を打とう」と呼びかけた。二階俊博幹事長は党憲法改正推進本部が 9 条を含む「改憲 4 項

目」の条文素案をまとめたことを報告し、「改憲の実現を目指す」と明記した平成 30 年度運動方

針案を採択した。 

 首相は演説の冒頭で、学校法人「森友学園」への国有地売却をめぐる財務省の決裁文書改竄問

題を取り上げ「国民の行政に対する信頼を揺るがす事態となり、行政の長として責任を痛感して

いる。深くおわび申し上げる」と陳謝した。その上で「組織を根本から立て直す。その責任を必

ず果たしていく」と強調した。 

 来賓として出席した公明党の山口那津男代表も「国民の声を謙虚に受け止め、丁寧に課題の解

決に取り組みたい」と語った。 

 これに先立ち、二階氏は党務報告で、推進本部が改憲 4 項目の「条文イメージ・たたき台素案」

をまとめたことを説明した。これを踏まえ「衆参の憲法審査会で議論を深め、各党の意見も踏ま

え、憲法改正原案を策定し、憲法改正の発議を目指す」と明言した。 

二階氏は「国民の理解を得て（改憲を）進めていくことが重要だ」とも強調し、全国で研修会

を積極的に開くよう党員に求めた。 

 採択された運動方針では、前文に続く最初の項目に改憲を取り上げ、「憲法審査会での幅広い合

意形成を図るとともに、改正賛同者の拡大運動を推進する」と記した。具体的には、自衛隊▽大

災害時などの緊急事態▽参院選「合区」解消▽教育の充実－の改憲 4 項目を列挙した。 

なお、自民党大会における安倍総裁の演説のうち、改憲に触れた部分の全文は以下のとおりです。 

＊出典：安倍晋三首相の総裁演説全文 憲法に自衛隊明記「違憲論争に終止符打つのは自民党の

責務」『産経ニュース』2018 年 3 月 25 日（http://www.sankei.com/politics/news/180325/plt1803250028-n8.html） 

そしていよいよ、結党以来の課題である憲法改正に取り組むときがきました。4 項目について議

論を重ねてまいりました。もちろん、第 9 条においても改正案をとりまとめてまいります。 

 先々週、私は防衛大学校の卒業式に出席しました。陸海空の真新しい制服に身を包んで、任官

したばかりの若い自衛官たちから、ことに臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に努め、

もって国民の負託に応える。この重い宣誓を最高指揮官、総理大臣として受けました。 

 そうです皆さん、彼らは国民を守るためにその命をかける。しかし、残念ながらいまだに多く

の憲法学者は彼らを憲法違反だという。違憲論争が今でもあります。結果、ほとんどの教科書に

はその記述があり、自衛官たちの子供たちもこの教科書で学ばなければならない。 
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 皆さん、このままでいいのでしょうか。この状況に終止符を打とうではありませんか。憲法に

しっかりとわが国の独立を守り、平和を守り、国と国民を守る。そして自衛隊を明記し、この状

況に終止符を打ち、そして違憲論争に終止符を打とうではありませんか。これこそが私たち、今

を生きる政治家の、そして自民党の責務であります。敢然とこの使命を果たし、新しい時代を皆

さんつくりあげていこうではありませんか。そのことを皆さんとともにお誓い申し上げ、自民党

総裁としてのご挨拶とさせていただきたいと思います。誠に本日はありがとうございました。 

 安倍首相は「憲法改正に取り組むときが来た」「4 項目について議論を重ねてきた」「9 条においても改正案

を取りまとめていく」と述べていて、つまりはこの党大会で自民党としての改憲案を提起すること、決定することは

できなかったということになります。 

そして、安倍首相が 9条改憲の根拠として挙げているのは、国民を守るために命をかける自衛官たちが違憲

の存在だとされるのは忍びない、違憲論争が紹介されている教科書で学ぶ自衛官の子どもたちがかわいそう

だという、いかにも情緒的な議論でしかありません。 

なお、この演説中の自衛官の「宣誓」に関するくだりで、安倍首相は「事に臨んでは危険を顧みず、身をもつ

て責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえる」という部分だけを取り上げ、「日本国憲法及び法令を遵

守し」という重要な箇所を故意に省略しています。このような恣意的かつ悪質な発言を許すことはできません。 

自衛隊法（昭和二十九年六月九日法律第百六十五号） 

第五章 隊員 

第四節 服務 

（服務の宣誓） 

第五十三条 隊員は、防衛省令で定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。 

自衛隊法施行規則（昭和二十九年六月三十日総理府令第四十号） 

第三章 隊員 

第四節 服務の宣誓 

（一般の服務の宣誓）  

第三十九条 隊員（自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員（法第四十

四条の五第一に規定する短時間勤務の官職を占める隊員を除く。第四十六条において同じ。）

を除く。以下この条において同じ。）となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名押

印して服務の宣誓を行わなければならない。自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等又

は非常勤の隊員が隊員となつたとき（法第七十条第三項又は第七十五条の四第三項 の規定

により予備自衛官又は即応予備自衛官が自衛官になつたときを除く。）も同様とする。 

     宣誓 

私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、

一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨

き、政治的活動に関与せず、強い責任感をもつて専心職務の遂行に当たり、事に臨んでは

危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓いま

す。  
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４）2018 年 4 月 18 日：自民党憲法改正推進本部の会見 

それでは今、自民党の中で改憲 4項目の条文案はどのように位置づけられているのでしょうか？ 

4 月 18 日に日本記者クラブで行われた自民党憲法改正推進本部の幹部たちの記者会見から見ていきた

いと思います。 

＊出典：『日本記者クラブ』ホームページ（https://www.jnpc.or.jp/archive/conferences/35084/report） 

会見メモ 

自民党憲法改正推進本部の細田博之・本部長、根本匠・

事務総長、中谷元・本部長代理、岡田直樹・本部長代理

が会見し、9 条を含む改正 4 項目案などについて話した。  

司会 倉重篤郎 日本記者クラブ企画委員（毎日新聞） 

会見リポート 

あくまでも「たたき台」強調 

 この日の会見には、自民党憲法改正推進本部の細田博

之本部長以下 4 役がそろい踏みで、同本部がこのほどま

とめた条文案を示しながら議論の経過を詳細に説明して

くれた。細田氏は「この案はあくまでもたたき台」とし

た上で、今後衆参の憲法審査会の場で、この案を軸に各

党との間で条文論争が活性化することに期待感を表明し

た。 

 

 

 個々の条文案については様々な評価、疑問がある。そこも質疑したいところだが、まずは大

状況として改憲が可能な政治状況なのかどうか。つまり、この森友加計問題で失速中の安倍晋

三政権下で、憲法 9 条改正という歴史的大事業を成し遂げられるのか。 

  そのへんを改憲 4 役はどう認識しているのか。司会の特権として、その質問から入った。誰

もが聞きたい素朴な疑問だ、と思ったからだ。 

  回答はそれぞれだったが、要は、疑惑解明も大切だが、日本の置かれた環境を考えると、憲

法改正論議はより緊要であり、こういった与野党を超えた政治の大課題には政局を持ち込むべ

きではない、という建前論だった。 

  ただ、果たしてそうか。政策遂行と政局とは無縁ではない。改憲といった「超政策」に至っ

ては、ましてそうではないか。森友加計問題が日本の民主主義をどこまで毀損したか、ある意

味憲法論議と無縁ではない、といった問題意識も伝わってこなかった。 

  ただ、興味深い質疑もあった。「仮に首相が交代しても今の安倍首相案（1、2 項はそのままに

して 9 条 2 として自衛隊の存在を明記）のままか」という若干ひねった質問に対し、細田氏は

「国民の理解が得られるギリギリの案。これが限界だ」と答えた。石破茂氏らの 9 条 2 項削除案

を否定、首相の交代については肯定も否定もせず、であった。 

企画委員 毎日新聞社専門編集委員 倉重 篤郎 

 

 

 

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/jnpc-prd-public-oregon/files/2018/04/bbb0c5e4-3eac-475c-8d8c-c5f5161415c1.jpg
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/jnpc-prd-public-oregon/files/2018/04/8c6044f6-ecb6-4122-803b-1e58817e51ae.jpg
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５）2018 年 5 月 3 日：「公開憲法フォーラム」における安倍総裁あいさつ 

 今年の憲法記念日にも、安倍首相は改憲派の集会にビデオメッセージを寄せました。上記のような状況を

反映してか、安倍首相のメッセージに新味はなく、各メディアの扱いも小さかったようです。 

下記は『BLOGOS』（LINE株式会社が運営するニュースサイト）に掲載されたレポートです。 

 ＊出典：安倍首相がビデオメッセージ「この 1 年で改憲議論は活性化」『BLOGOS』2018 年 5 月 3 日 

（http://blogos.com/article/294715/） 

安倍晋三首相（自民党総裁）は 3 日、憲法改正を目指す集会「第 20 回公開憲法フォーラム」に

ビデオメッセージを寄せた。昨年も憲法記念日の 5 月 3 日のこの会にメッセージを寄せ、2020 年

の改正憲法の施行を訴えた。今年はそれを踏まえ、「この 1 年間で憲法改正の議論は大いに活性化

し、具体化した」と語った。 

 首相は冒頭、「憲法はこの国のかたち、理想の姿を示すもの。21 世紀の日本の理想の姿を私たち

自身の手で描くという精神こそ日本の未来を切り開いていくことにつながっていくと信じている」

と憲法改正への思いを述べた。 

 そして現行憲法の「平和主義」「国民主権」「基本的人権の尊重」という三大原理は変わらない

と強調した上で、昨年のビデオメッセージでは、「自民党総裁として一石を投じる気持ち」を持っ

て、2020 年の改正憲法の施行や憲法 9 条に自衛隊を明記することなどを提案したと述べた。 

 自衛隊には今もって「違憲論」があるのは「憲法に我が国の防衛に関する規定が全く存在しな

いことにある」と指摘し、「明文化することによって、その正統性が明確化されることは明らか。

憲法改正の十分な理由になるものだと考える」と改憲の意義を説明した。 

 最後に「いよいよ私たちが憲法改正に取り組む時が来た」と国民的な議論を呼びかけた。 

 このフォーラムは「民間憲法臨調」と「美しい日本の憲法をつくる国民の会」が共催した。 

 

６）憲法審査会の経過 

 昨年 5月3日の「安倍改憲メッセージ」以降、開催された憲法審査会は下記のとおりです（幹事の選任や請

願の処理等の形式的な審議だけが行われた回を除く）。昨年の通常国会で、会期末（6 月 18 日でした）に向

けて衆議院ですでに決まっていたスケジュールをこなした後はほとんど開かれておらず、今通常国会では、今

のところ参議院で 1回、2月 21日に開催されただけとなっています。 

第 193 回通常国会  

衆議院 2017 年 5 月 18 日（木） 国と地方の在り方（地方自治等） 

衆議院 5 月 25 日（木） 新しい人権等 

衆議院 6 月 1 日（木） 新しい人権等（＊参考人より意見聴取及び質疑） 

衆議院 6 月 8 日（木） 憲法第一章（天皇） 

第 195 回特別国会  

衆議院 11 月 30 日（木） 欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団の調査の概要 

参議院 12 月 6 日（水） 憲法に対する考え方について意見の交換 

第 196 回通常国会  

参議院 2018 年 2 月 21 日（水） 憲法に対する考え方について意見の交換 
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 昨年の憲法記念日に安倍総裁が大々的に「改憲メッセージ」をぶち上げたにもかかわらず、今国会の衆議

院で 1 回も憲法審査会が開催されないのではどうにも格好が付かないと考えたのか、今、自民党は何とか審

査会を開こうと躍起になっています。しかし、審査会に提出できる改憲案は定まっていません。 

そこで自民党、公明党は「国民投票法改正」案（2016年に成立した公職選挙法改正の内容にそろえるもの）

を提出し、会期中に成立させることを目論んでいますが、下記の記事にあるように野党との調整が難航しており、

いまだに改正案の提出、審査会の開催には至っていません。 

国民投票法改正案 足踏み 提出日程 野党一転、慎重姿勢 

＊出典：『毎日新聞』2018 年 6 月 8 日（https://mainichi.jp/articles/20180608/ddm/005/010/032000c） 

自民、公明両党と立憲民主党など野党は 7 日、衆院憲法審査会の幹事懇談会で憲法改正の手続

きを定める国民投票法改正案を巡って協議したが、国会提出の日程はまたも決まらなかった。今

後の改憲論議を意識する与党が共同提案にこだわる一方、一度は応じる姿勢も見せた主要野党は、

安倍政権への追及を続ける中で「歩み寄り」と見られる事態を避ける方針に転換。20 日の国会会

期末を控えて足踏みが続いている。【田中裕之、立野将弘】 

同法改正案に関し、自民党の中谷元・与党筆頭幹事は 7

日の幹事懇で「今国会中に法案を提出し、可及的速やかな

成立を目指す」との申し合わせ文書を示した。今国会では

提出までなのか成立させるのかをあいまいな表現とし、野

党に配慮してみせたが、立憲や国民民主党は持ち帰るにと

どめた。立憲の山花郁夫・野党筆頭幹事は記者団に「党内

の根回しが必要で、時間がなかった」と説明した。 

安倍内閣の支持率が低迷する中、改憲の機運は高まらな

い。今回の改正案は今の公職選挙法との手続き上のずれを

解消する内容で、「せめてこれだけは今国会で」と焦る自民

は、6 日に国会提出▽7 日の憲法審で趣旨説明▽14 日に審査

会採決－－の日程を描いた。  

ただ、自民はその後の 9 条改憲論議などで主要野党の協

力に期待をつないでおり、現時点では協調路線を取らざる

を得ない。提出日程さえ決まらない現状に「野党にもっと

協力してほしい」（中谷氏）と愚痴が漏れる。 

一方、野党第 1 党の立憲も改正案の内容には異論は少な

い。しかし森友・加計学園問題などで与野党対立が深まる

中、国会対策を指揮する辻元清美国対委員長が山花氏の頭

越しに共同提出に反対するなど、党内の調整不足を露呈。

山花氏が 6 日の幹事懇で慎重論を唱える場面もあった。事

実上の与野党一騎打ちとなる新潟県知事選の投開票も 10日

に控えており、改正案の取り扱いはなお不透明だ。 
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２．自民党改憲案の狙い、問題点 

１）憲法 9 条：「自衛隊の明記」だけでは済まない 

最初に、憲法 9条から見ていきます。現段階での自民党の改憲案は、下記のとおりです。 

第九条の二 前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自

衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、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自衛隊を保持する。 

② 自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。 

        （※第 9 条全体を維持した上で、その次に追加） 

この条文案の問題点、危険性について、清水雅彦氏（日本体育大学教授、憲法学）は、以下のように指摘

しています。 

＊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「自衛隊明記の 9 条改憲案は何が問題ですか？」（http://www.anti-war.info/anti-war3/wp-content/upl

oads/2018/06/kaeruhitsuyou.pdf） 

昨年 5 月 3 日の安倍首相による「憲法 9 条 1 項、2 項を残しつつ、自衛隊を明文で書き込む」と

いう提案を受けて、自民党の憲法改正推進本部が検討を進めてきた 9 条改憲案。今年 3 月 14 日の

同本部会議では、「9 条 2 項を削除する案」（①自衛権明記・国防軍保持案、②陸海空自衛隊保持案）

と「9 条 2 項を維持する案」（③〜⑤自衛隊明記案、⑥⑦自衛権明記案）という 7 案に絞り、3 月

22 日会議でやっと上記案に一本化されました。 

自民党は衆参両院の法制局や憲法審査会事務局といった専門職の協力をえながら条文案を作成

しているので、この条文の書き方は巧妙で、解釈はなかなか難しいです。この条文案にはどのよ

うな問題があるのでしょうか。 

まず、当初予定していた「必要最小限度の」という文言が削除されたことで、自衛隊の活動に

制限がなくなります。自民党憲法改正推進本部の資料を見ると、「自衛の措置」とは「自衛権」の

ことで、自民党が単に「自衛権」と表現する場合はここに個別的自衛権だけでなく集団的自衛権

も含めて考えています。「前条の規定は、……妨げず」とする書き方も、同本部資料によれば、戦

力と交戦権を否定した 9 条 2 項の例外規定の意味合いが含まれる場合もあると説明しています。 

また、自衛隊法 3 条は自衛隊を「国の安全を保つため」の組織とすることで、活動も国内に限

定されますが、「国民の安全」を加えることで意味合いが変わってきます。「国民の安全」を付け

加える案は、自民党の 2005 年・2012 年改憲案も同様ですが、2012 年改憲案の 25 条の 3 に「在外

国民の保護」規定を入れていました。したがって、この文言から在外国民保護のための海外派兵

を正当化する可能性もあります。 

さらに、自衛隊法 7 条は「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」としています。この「内閣を代表して」という文言には、同様の文言がある憲法 72 条や内閣

法 5 条の規定から、内閣総理大臣には閣議決定を前提にした職務遂行が求められています。しか

し、自民党の 2012 年改憲案の 9 条の 2 の 1 項と 72 条 3 項で内閣総理大臣を国防軍の最高指揮官と

していることからしても、今回の条文案で「首長たる内閣総理大臣」としたことには、首相の権

限を強化する意図も感じられます。 
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9 条の 2 の 2 項は、一見すると国会の統制規定のようにも見えます。今回の改憲論には立憲主義

の観点から対抗すべきと考える「立憲的改憲論」を唱える人たちも乗る可能性があります。しか

し、この書き方であれば、国会の事前承認に限定されていませんし、「その他の統制」も定かでは

なく、強固な統制は期待できません。 

やはり今回の 9 条改憲案は、集団的自衛権行使を可能にした 2015 年「戦争法」を憲法上正当化

することになります。憲法研究者による自衛隊違憲論があったことで、政府には常に 9 条と自衛

隊との関係についての説明責任が生じ、自衛隊は 9 条で保持が禁止された戦力ではない「実力」

にすぎない（軍隊ではない）、専守防衛に努める、海外派兵や集団的自衛権行使はできない、とい

う歯止めをかけてきましたが、これをなくすものです。 

さらに、憲法上自衛隊には「公共性」が付与され、自衛隊機の夜間離発着や有事の際の土地収

用、医療・土木・運輸・通信などの民間労働者の戦争動員、産学軍事研究がしやすくなります。

今回の改憲案は、「9 条に自衛隊の存在を明記するだけ」「従来と何も変わらない」改憲ではないの

です。このような改憲をさせてはいけません。 

清水氏が最後に述べている点については、石川裕一郎氏（聖学院大学教授、憲法）の次のような指摘も学

習しておきたいと思います。 

＊出典：『とめよう戦争への道！百万人署名運動全国通信』第 246 号（2018 年 5 月 1 日）所載「自

民党〈自衛隊明記案〉を批判する」 

軍事中心の社会に変わる 

 9 条に自衛隊を書き込むことの重大性は、自衛隊が対外的に戦闘するかしないかの問題だけでは

ありません。安倍政権は特定秘密保護法や共謀罪を安保法制とセットで成立させてきましたが、

自衛隊を憲法で認めてしまうと、軍事にかかわることが社会の基底に置かれ、今の憲法下での日

本の政治体制や市民社会のルールが変わっていく可能性があるのです。 

 まず、日本国憲法は、基本的人権の保障について、12 条で「公共の福祉のために」、13 条で「公

共の福祉に反しない限り」、29 条で「公共の福祉に適合するやうに」という限定を付けています。

これは他者の人権との衝突を調整する原理、および福祉国家の理念に基づいて経済的強者の権利

を制限する原理として置かれているわけですが、自衛隊（軍）が憲法に坐ると、公共の福祉の中

に軍事的な配慮が入ってきて、それで国民の基本的人権を制限するということが堂々とできるよ

うになります。 

 戦前はまさにそうでした。侵略戦争に突き進む過程は「軍事的なるもの」を頂点にして、市民

社会がそれに従属させられたわけですよね。学校教育体制も、産業も産業報国会として、家庭の

男尊女卑的な家父長制もまさに軍事国家に尽くすための仕組みになった。徴兵制や物資等の徴発

もそうです。 

 憲法学者の山内敏弘さんは、自衛隊を 9 条に明記すれば、自衛隊は憲法上の公共性を持ち、自

衛隊の役務も兵役も「公共の福祉」に反しないことになると言っていますが、わたしもそう思い

ます。有事法制が作られたとき、地方公共団体とか、医療、交通、建設、運輸などの諸機関は労

働者ごと有事＝戦争の際の協力を強制される。国民保護法はそのためのものだと私たちは主張し

ましたが、それ以上の強権的な体制になるでしょう。 
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 さらに、現行憲法では軍事裁判所（特別裁判所）は置いていないのですが、自衛隊が憲法に明

記されれば、最高裁への上訴が可能であれば下級審に軍事裁判所が設けられる余地が出てくると

いうことです。抽象的な言い方をすると、軍隊には市民社会と別のルールがあって、例えば、命

をかけて任務を遂行する、敵前逃亡してはいけないとかは普通の行政機関だったらありえません

が、堂々と軍隊になれば、海外に行くのは嫌だから辞めるってことも簡単にはできなくなったり、

罰せられるようになるでしょう。 

そして私たちが 9 条改悪の動向とあわせて警戒しなければならないのは、戦争法制が強行成立した以前か

ら、アメリカの主導の下で、あるいはアメリカに自ら進んで隷属してまでも進められてきた軍事化の実態と、右傾

化し、統制が効かなくなっている自衛隊の内実です。以下、最近のいくつかの記事を紹介します。 

米の核削減 日本が反対 核弾頭の最新鋭化も促す 現外務次官ら大使館関係者 

09 年オバマ政権時 「文書発言」に明記 本紙入手 ＊出典：『しんぶん赤旗』2018 年 3 月 4 日 

（http://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2018-03-04/2018030401_01_1.html） 

オバマ前米政権が新たな「核態勢見直し」（NPR）策定に向けて米議会に設置した諮問機関「米

国の戦略態勢に関する議会委員会」が 2009 年 2 月に在米日本大使館関係者から意見聴取を行った

際、日本側が日本との「事前協議」なしに米国が核兵器を削減することに強い懸念を示し、質量

ともに核戦力の維持・増強を求めていたことが明らかになりました。 

 本紙が入手した日本側の文書発言（09 年 2 月 25 日付）と、同委員会スタッフが作成した意見聴

取の概要メモ（同 27 日付）に明記されていました。日本政府関係者が米国の核削減に反対してい

たとの報道や米議会での証言が相次いでいましたが、関連文書が明らかになったのは初めて。日

本政府がオバマ政権の掲げていた「核兵器のない世界」への最悪の妨害者だったことを裏付ける

もので、昨年、国連で圧倒的多数の賛成で採択された核兵器禁止条約を拒み、「核抑止」にしがみ

つく姿勢を如実に表しています。（中略） 

 日本側の文書発言によれば、日本側は、米国に求める核抑止能力として「柔軟性」「信頼性」「ス

テルス性」など 6 点を列挙。退役が検討されていた水上発射型核巡航ミサイル・トマホーク（TLAM/N）

について「退役を決定した場合、能力の喪失の相殺について協議したい」として、代替兵器の配

備を要望しました。老朽化が指摘されていた核弾頭の最新鋭化も促しています。 

 米側のメモによれば、日本側は「低爆発力の地中貫通型核兵器」が「拡大抑止に特に有効」だ

と述べたと言及。委員の 1 人が「われわれが今、聞いたことはびっくりさせるものだ」と述べて

います。 

 日本側はさらに、核兵器搭載可能な戦略ミサイル原子力潜水艦（SSBN）の運用や、B2・B52 爆撃

機のグアム配備に言及しています。その上で、「潜在的な敵が核能力の拡大・近代化を思いとどま

るための十分な質量」の核戦力を要求。戦略核弾頭の「大幅削減」については、「事前に日本との

緊密な協議が不可欠」だと求めています。さらに「米単独での戦略核弾頭の削減は日本の安全保

障を危うくする。ロシアとの核削減交渉を行う際、中国の核軍拡に留意すべきだ」と述べていま

す。（後略） 

「沖縄に核」日本容認 09 年、米の貯蔵庫建設提案に 大使館関係者「説得力がある」 ＊出典：

『しんぶん赤旗』2018 年 3 月 5 日（http://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2018-03-05/2018030501_01_1.html） 
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 オバマ前米政権の新たな「核態勢見直し」（NPR）策定に向け、米議会が設置した諮問機関「米

国の戦略態勢に関する議会委員会」が 2009 年 2 月、在米日本大使館関係者との意見聴取で「沖縄

への核貯蔵庫建設」の是非を聞いたのに対して、日本側が「そうした提案は説得力がある」と応

じていたことが分かりました。 

 本紙が入手した意見聴取の概要メモ（2009 年 2 月 27 日付）に明記されていました。メモは意見

聴取に出席した戦略態勢委員会スタッフが作成し、米「憂慮する科学者同盟」のグレゴリー・カ

ラーキー氏から提供されたもの。沖縄への核兵器再配備という選択肢が今なお存在していること

をうかがわせるとともに、日本政府がこれを肯定したことは、国土への核兵器配備を容認したこ

とになり、「核兵器を作らず、持たず、持ち込ませず」との非核三原則に明確に違反します。 

 さらに、1972 年の本土復帰以後、日本側が沖縄への核配備を肯定した発言が明らかになったの

は初めてです。沖縄を再び「核の島」にすることを容認するものであり、県民に強い衝撃と怒り

を与えるのは必至です。 

 メモによれば、意見聴取が行われたのは 09 年 2 月 25 日。戦略態勢委員会のシュレジンジャー副

議長（元国防長官）が、「沖縄かグアムへの核貯蔵庫建設についての日本の考えはどうか」と質問。

これに対して日本大使館の秋葉剛男公使（現・外務事務次官）は、「そうした提案は説得力がある

ように思える」と表明しました。 

 戦後、本土から切り離されて米軍の占領統治下に置かれていた沖縄には 1967 年時点で、アジア

太平洋地域で最大規模の 1300 発もの核兵器が配備されていました。 

 72 年 5 月に沖縄が日本に返還された際、核兵器は撤去されましたが、これに先立つ 69 年 11 月

19 日、佐藤栄作首相とニクソン米大統領は、米側は「有事」になれば核兵器を再配備する権利を

保持し、嘉手納弾薬庫（沖縄市、読谷村など）や辺野古弾薬庫（名護市）などを「何時でも使用

できる状態に維持」するとした密約をかわしていました。 

自衛隊 ジブチ拠点強化へ 機能拡大、防衛大綱に明記 

＊出典：『毎日新聞』2018 年 5 月 6 日（https://mainichi.jp/articles/20180506/k00/00m/010/098000c） 

 自衛隊がソマリア沖での海賊対処活動のために東アフリカのジブチに置いている拠点に関し、

政府は邦人保護や人道支援の機能を追加する検討に入った。年末に改定する防衛政策の指針「防

衛計画の大綱」に盛り込む方向だ。ジブチはインド洋西端に位置し、米国と共に推進する「自由

で開かれたインド太平洋戦略」の拠点とする思惑もある。ジブチ政府との借地契約は現行では 1

年単位で、中長期的な運用を見据え複数年契約に変更する案もある。 

 機能強化は安全保障関連法で在外邦人の輸送・保護が自衛隊の新任務となったことを受けたも

の。政府はジブチを中東・アフリカでの邦人保護活動の足場と位置づけ、2016～17 年に関連訓練

を実施。一時滞在施設や物資の集積拠点として活用したい考えだ。 

ジブチはアジアと欧州を結ぶ航路の要衝バブルマンデブ海峡に面する。機能強化には、インド

洋で活発化する中国の動きに対抗して日本の存在感を示す思惑もある。中国は経済圏構想「一帯

一路」の一環でスリランカやパキスタンでの港湾開発や利権獲得などを推進。並行して潜水艦派

遣など軍事面の活動も強化している。昨年 7月には人民解放軍初の海外基地をジブチに開設した。 

 これに対し日本は、海上自衛隊の艦船がジブチとの間を往来する間に、インド洋や南シナ海の

沿岸国との防衛協力などを行う「戦略的寄港」を推進。1～2 日には海自艦がオマーンのドゥクム
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港に寄港し、オマーン海軍と親善訓練を行った。またジブチの機能強化後は、アフリカ諸国に人

道支援や災害救助のノウハウを伝える「能力構築支援」に際し、自衛官の派遣拠点とする構想も

ある。ただ、自衛隊駐留は海賊対処のために日本とジブチが結んだ地位協定が根拠。「活動の幅を

広げるには根拠が弱い」との意見もあり、法整備や協定改定も検討する。 

 自衛隊は 09 年からジブチに駐留し当初は米軍基地施設を借用。11 年からジブチ国際空港の隣接

地約 12 ヘクタールを借り、現在は約 15 ヘクタール。陸上自衛隊の警備要員も含め約 170 人がいる。

【秋山信一】 

安倍首相「朝鮮有事の際はアメリカの作戦の金銭的負担を喜んで引き受ける」ことをトランプ大

統領と約束していた 

＊出典：『BUZZAP!』2018 年 5 月 25 日（https://buzzap.jp/news/20180525-abe-trump-financial-burden/） 

安倍首相はいつの間に国民の血税を他国の戦争のために投げ打つことを決めたのでしょうか？ 

早急な説明が必要です。 

6 月 12 日にシンガポールで行われる予定だった北朝鮮との初の米朝首脳会談のキャンセルを宣

言したアメリカ合衆国のトランプ大統領。 

ですが、それを告げる演説の中で聴き流すことのできない一節がありました。（中略） 

I have spoken to South Korea and Japan and they are not only ready should foolish or reckless acts be taken by North Korea, 

but they are willing to shoulder much of the cost of any financial burden — any of the costs associated by the United States 

in operations, if such an unfortunate situation is forced upon us, 

私は韓国と日本と話をしており、両国は北朝鮮の愚かで無謀な行為に対する準備ができている

だけでなく、両国ともが有事の際にはアメリカ合衆国の作戦行動に関するあらゆる金銭的負担を

引き受けることを望んでいる。 

（Trump says US military 'is ready if necessary' after summit cancellation より引用、拙訳） 

 ということで、北朝鮮との有事の際（トランプ大統領は「不幸な状況を我々が強いられた時」

と表現しています）に日本と韓国がアメリカ合衆国の作戦（Operations には直接「軍事行動」とい

う意味もあります）にあらゆる金銭的な負担を引き受けることを望んでいることを両国と話して

確認していると発言しているわけです。 

この中でトランプ大統領が日本と話した際、「軍事費の肩代わり」といった重要事項を決定でき

る人物は「我が国の最高責任者」たる安倍首相を除いて他には存在しません。 

いかにトランプ大統領とはいえ事実無根でこのような発言ができるわけがありませんし、仮に

事実無根であればここまで重大な事項について日本政府がなんら抗議を行わないということは絶

対に考えられません。 

こうしたことから、安倍首相が国民にはなにひとつ知らせないまま、国民の血税を勝手にアメ

リカという他国の戦争の軍事費を肩代わりするためにつぎ込むことを決めてしまったと結論づけ

ざるを得なくなります。 

医療や介護、育児といった社会保障や教育・研究に至るまで、財源不足により極めて厳しい状

況の続く日本社会ですが、いったい財源はどこにあるのでしょうか？ 繰り返しになりますが、日

本国民に対して早急に明快な説明が必要です。 
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中国念頭に“空母”導入検討を首相に提言 自民 

＊出典：『NHK NEWS WEB』2018年 6月1日（https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180601/k10011461611000.html） 

防衛力整備の指針となる「防衛計画の大綱」の見直しに向け、自民党は、海洋進出を強める中

国を念頭に、空母の役割を担う「多用途運用母艦」の導入を検討するよう求める提言を、安倍総

理大臣に手渡しました。 

自民党の安全保障調査会と国防部会がまとめた今回の提言では、中国が海洋進出を強め、南西

諸島から台湾にかけてを「第 1 列島線」と呼んでいることを念頭に「列島線防衛」を掲げ、空母

の役割を担う「多用途運用母艦」の導入を検討するとしています。 

さらに、多用途運用母艦にも搭載できる短距離の滑走で離陸可能な最新鋭戦闘機、F35B を取得

することや、NATO＝北大西洋条約機構が GDP＝国内総生産の 2％の防衛費を目標としていることも

参考に、十分な防衛予算を確保することを求めています。 

提言を受け取った安倍総理大臣は、「安全保障環境が大きく変わり、装備の技術も革命的に変化

している。国民の命と領土・領海・領空を守っていくため、大綱の見直しに向けて、しっかりと

検討の参考にしたい」と述べました。 

このあと自民党の中谷安全保障調査会長は記者団に対し、「『列島線防衛』を掲げ、日本列島を

しっかりと防衛できる体制を作るための提言だ。日米協力や防衛省の体制強化、それに予算の獲

得が必要だ」と述べました。 

17 万人の現役自衛隊員が所属する「隊友会」が日本会議と連携し、改憲署名運動を推進していた

ことが判明 ＊出典：『BUZZAP!』2018 年 5 月 7 日（https://buzzap.jp/news/20180507-jsdf-kaiken/） 

自衛隊幹部による野党議員への罵倒事件の裏側にはこれだけの根が張り巡らされていたという

ことです。詳細は以下から。 

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

為が制限される自衛隊員。 

ですが、その自衛隊がよりにもよって改憲署名運動を強力にバックアップしていたことが Twitter

などを中心にネット上で指摘されています。 

◆改憲署名運動を行う「隊友会」とは？ 

この問題でクローズアップされているのが「隊友会」という組織。この組織は自衛隊の退職者

を中心とする、いわゆる OB 会に近い「公益社団法人」ですが、それだけには留まりません。 

2017 年 3 月 31 日現在で約 7 万 2000 人の自衛隊退職隊員と予備自衛官補採用者からなる正会員

がおり、加えて 17 万人もの現職自衛隊員が賛助会員として所属している事が公式サイトに明記さ

れています。なお、防衛省の公式サイトでは同時点での自衛官の現員は22万4422人とされており、

75％が所属している計算となります。 

つまり隊友会は「自衛隊の OBは既に一般人だから政治的行為をしてもセーフ」と言えるような、

単なる OB の互助会組織ではまったくないということ。 

この隊友会の東京支部とも言える東京都隊友会が 2017 年 9 月に理事役・支部長等合同会議を自

衛隊東京地方協力本部で開催し、憲法改正賛同者署名活動を推進していたことが公式サイトにア

ップされた pdf 資料により明らかになったのです。 


