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現在の改憲問題のありか
憲法﹁改正﹂問題ではない

歴史への冒涜

二〇一三年八月一五目安倍晋三首相は︑全国戦没者追
悼式における式辞で︑つぎのように述べている︒

岡野 八代
発の声が広がった﹂と伝えられている︒一九九三年の細
川護煕元首相や村山富一首相以降二〇年にわたって曲が
りなりにも継承されてきたアジア諸国への加害責任に対
する反省について︑安倍はいっさい言及しなかったたか
らだ︒第一次安倍政権においては影を潜めていた憲法
﹁改正﹂問題は︑二〇一二年コー月の総選挙︑そして今

命を捧げられた︑あなた方の犠牲の上に︑いま︑私た

多かれ︑ふるさとの山河よ︑緑なせと念じつつ︑貴い

を浴び︵２て そのために若干世論の支持を失ったかと思

めた９６条の改正にまずは手をつけようとし︑多くの批判

安倍は︑憲法﹁改正﹂を急ぐあまり︑改憲手続きを決

年七月の参院選の結果︑俄然現実株を帯びてきた︒

ちが享受する平和と︑繁栄があります︒そのことを︑
うと︑今度は憲法９条のこれまでの政府解釈に手を入

いとしい我が子や妻を思い︑残していく父︑母に幸

片時たりとも忘れません︒︵︱︶

いては批判され︑また中国︑韓国においては﹁失望と反

すでに国内外のメディアでこの︿内向き﹀の式辞につ

ているとは解されない﹂として︑強い制約を帯びてい

倍は自民党幹事長時代の二〇〇四年にすでに︑衆議院予

められるという︑かねてよりの持論を展開し始めた︒安

れ︑９条の解釈次第では﹁集団的自衛権﹂は国際法上認

算委員会において次のように質問をしている︒

そこで︑どうしても聞いてみたくなるのは︑国際法上

できないということを言っているわけでございます︒

国際法上はもっているけれども︑憲法上それは行使

集団的自衛権の行使は︑憲法上許されない﹂というの

れた武力攻撃を阻止することをその内容とするいかなる

場合に限られるのであって︑したがって︑他国に加えら

れるのは︑わが国に対する急迫︑不正の侵害に対処する

る︒そして︑そのうえで︑﹁武力行使を行うことが許さ

権利を有しているのであれば︑我が国は国際法上それ

が︑これまでの政府解釈であった︵５︶Ｏ
安倍の憲法改正への強い意志︑集団的自衛権の行使に

を行使することができるのかどうか︒憲法上行使でき
ないということはいっているけれども︑では︑憲法上

対する欲望︑そして二〇一三年八月一五日の追悼式にお

国際政治学者の豊下楢彦がすでに厳しく批判している

対する想像力のなさヽそして国際社会のなかで歴史的に 一

ヵ行使に伴う被害のリアリティに対する鈍感さとそれに １５

その権利を有しているのかどうか︵旦︒

ように︑のちに自著﹃美しい国へ﹄︵二〇〇六年︶のなか

築き上げられてきた人類の知の蓄積といってよいものに

ける式辞から浮かび上がるのは︑暴力装置たる国家の武 一

でも展開する︑︿権利があっても行使ができないという

対する︑限りない蔑視である︒

﹃改正﹄ではない﹂と指摘するように︵６ズ 筆者もまた︑

憲法改正は﹁正確には﹃新憲法制定﹄であって︑憲法

すでに︑二〇〇九年本誌において渡辺久丸が自民党の

のは﹁禁治産者﹂に似ている﹀という安倍の考えは︑法
律論をまったく理解しない﹁俗論﹂であり︑また︑一九
七二年以来継承されてきた政府見解をまったく無視した
考えであるＩ︒

は認められると解釈される一方で︑しかしながら︑個別

制定を目指すものであり︑もっといえば︑憲法という名

は︑現行憲法の精神そのものを踏みにじる﹁新憲法﹂の

安倍に代表されるような自民党の現在の改憲論者たち

的自衛権でさえ︑そもそも﹁平和主義をその基本原則と

にも値しない︑暴力国家中心主義的な新しい国家を建設

憲法９条の政府の公式見解については︑個別的自衛権

する憲法が︑右にいう自衛のための措置を無制限に認め
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に統制できる権力である主権国家の誕生である︒そし
て︑近代国家システム誕生当時︑その主権は絶対君主の
権力として具現化されていた︒
たとえば︑近代国家はなぜ誕生したのかを考える上の
古典ともいえる﹃リヴァイアサン﹄︵一六四一︶におい
て︑ホッブズは︑政治学は平和をいかに実現するかを考
える学問であるとし︑国家の存在理由を︑安全保障︑す
なわち︑生存権を自然権としてもっている諸個人の生命
を守るためだと主張した︒しかしながらホッブズによれ
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は︑廃藩置県を遂行し︑藩士を平民にしたりして︑政府
だけが︑殺人を﹁合法的に﹂遂行できるように整備され
るようになった︒わたしたちがまず︑心得ていなければ
ならないのは︑現在存在する国家というしくみは︑時代
の要請で発見された︑非常に暴力的な巨大組織だという
ことである︒その恐ろしさとは︑物事の正邪を決め︑国
家にとって不要︑邪魔な存在を抹殺し︑そうした行為こ
そが︑国家の存在意義であると︑自ら作った法律で決め
ることができる︑ということである︒国家の敵を合法的
に殲滅する︑これが一七世紀になって登場してくる︑国
家の存在意義の一つである︒
しかしながら︑その一方で︑ホッブズ流の絶対国家に
は︑あきらかな矛盾が存在していた︒というのも︑圧倒
的な暴力装置と化した主権国家が考案されたのは︑自然
権としての生存権を各人に保障するためであった︒しか
し︑そのために︑小さな弱いひとが集団で抵抗しても脅
威とはならないほどの︑強力な暴力国家が必要とされた
のである︒しかも︑ホッブズによれば︑国家に抵抗する
ことを国民に認めるのであれば︑またしても内戦状態へ
と戻ることに他ならないので︑国家には絶対服従するよ
うな契約を国民は結ばされているのである︒

多くの保守的な政治家が︿個人主義は利己主義︵＝自分
勝手︶だ﹀という浅薄な理解を示しているが︑そうでは
なく︑それは︑いかなる社会にも先立つ価値を備えた
﹁個人﹂という哲学的な考えに由来している
じつさい︑この考え方は︑日常感覚からはかけ離れて
いる︒なぜならば︑わたしたちはみな誰でも︑︿わたし﹀
に生れ落ち︑その関係から独立したくわたし﹀など存在

以前に存在する人間関係︑社会︑国家や国際関係のなか
しないし︑想像もつかないからである︒基本的人権︑各
人に固有の価値は︑哲学的には﹁尊厳﹂とも言い換える
ことができるが︑誰とも比べられない︑取替えのきかな
い価値の尊重は︑逆説的に聞こえるかもしれないが︑わ
たしたちが実際には︑既存の社会関係から離れられな
い︑俗な言葉でいえばしがらみに囚われ︑自分自身がど
のような生を送りたいのかという夢さえ抱くことができ
なくなるような弱い存在だからこそ︑考えだされた︒
︿そのような存在かもしれないけれども︑本来彼女には
価値が備わり︑幸福を夢みるべき存在なのだ﹀と︑先述
した暴力国家に対して強く主張するためである︒
そして︑憲法とはまさに︑法律をつくるさいに国家に
対して︑自らの構想する幸福を追求する自由な存在とし
て︑あらゆる個人を扱いなさいと命令する︑国家内の最
高規範である︒憲法とは︑夢を見ることさえできなくな
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ば︑ひとは元来︑他人を蹴落としてまで自分の幸福を達
成しようとする︒そこでかれは︑国民の大半が東となっ
て立ち向かおうとも太刀打ちできないような暴力装置を
備えた国家が必要だと考えた︒そのためには︑国民は武
器をもたず︑国家だけが軍隊や警察といった制度のなか
で︑﹁合法的に﹂ひとを殺す力をもつことができる︑と
規定されなければならなかった︒
こうして︑主権国家は︑世界において最も強力な暴力
装置をもち︑あらゆる紛争を解決するしくみとして考え
出された︒日本の歴史を振り返っても︑国家統一を果た
そうとする権力者は︑刀狩りをして人びとから武器を取
り上げたり︑近代国家として明治政府が誕生してから

誰にも侵害されえない自然権︵一般的には︑生命︑自
由︑財産の権利︶を備えた個人と︑強大な暴力装置をい
かに両立させるのか︒そこで考案されたのが︑立憲主義
である︒したがって︑立憲主義の大前提は︑︿ひとは生
まれながらに自由であり︑その自由は最大限︑すべての
ひとと平等に尊重されるべきである﹀という基本的人権
の尊重を︑圧倒的な暴力装置である国家の下でどのよう
に実現するか︑である︒ここでもう少し詳しく基本的人
権について言及しておきたい︒なぜならば︑人権尊重の
理論は︑当然のように思われるがゆえに︑実際の政治の
世界ではほとんどその意義を無視され続けているからで
ある︒自然権といえば︑﹁当然の権利﹂として理解され
るかもしれないが︑人権論は︑画期的な哲学上の大発見
である︒なぜなら︑この考え方は︑わたしたちの直感と
は大きく異なる考え方だからである︒
基本的人権の尊重には︑︿ひとはどのような社会に生
きてこようとも︑その社会に入る以前から︑そのひとに
固有の価値が備わり︑その価値は誰かと比べられもしな
いし︑社会の評価とも異なる︑彼女自身が自ら生きたい
と思う価値を追求することができる﹀といった意味が込
められている︒一言でいえば︑︿個人は国家に先だち存
在している﹀︑という考え方である︒これこそが︑保守
的な政治家たちが敵視する﹁個人主義﹂の内実である︒

１９
−
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つてしまうような弱い個人の尊厳を最大限守るように︑
そして︑わたしたちの夢見る力を殺いでしまうような法
律を作らないように︑国家に命じている︒そして︑その
命令の力は︑あまりに脆弱な存在であるがしかし︑取替
えのきかない価値をもった諸個人の尊厳から発してい
る︒そのことを端的に示しているのが︑現行憲法第１３条
である︒

尊厳という価値に他ならないのだ︒
さらには︑現行憲法の前文︑第９条には︑ホッブズ流
の絶対君主制を模倣した天皇制帝国主義家族国家への強
い批判が込められている︒現行憲法においてようやく︑
立憲主義の核心にある︑個人の尊厳の尊重へと到達した
他方で︑自民党の改憲草案の前文はどのように宣言し

のだった︒

︱本国
︱民は
︱︑国
︱と郷
︱土を誇りと気概を持って自ら守
日

ているのであろうか︒

り︑基本的人権を尊重するとともに︑和を尊び︑家族

すべて国民は︑個人として尊重される︒生命︑自由
及び幸福追求に対する国民の権利については︑公共の
や社会全体が互いに助け合って国家を形成する︒
我々は︑自由と規律を重んじ︑美しい国土と自然環
境を守りつつ︑教育や科学技術を振興し︑活力ある経
済活動を通じて国を成長させる︒
日本国民は︑良き伝統と我々の国家を末永く子孫に
継承するため︑ここに︑この憲法を制定する︒
ここには︑現行の前文にあるような︑国際社会におい

題が所詮は公共土木工事問題にすぎないことが示され

︿沖縄の死者﹀をもちだすことによって︑日米軍事問

よがりに感謝しているように︑誰かの貴い命が捧げられ

に﹁犬死﹂していったような︑個々の兵士の痛みへの想

がら︑敵と闘うどころか飢餓やコレラなどによってまさ

ような︵１２ズ じっさいに母や妻や子どもの名前を呼びな

−

２０
−

福祉に反しない限り︑立法その他の国政の上で︑最大
の尊重を必要とする︒
そして︑自民党が結党以来︑目の敵としている﹁国家
観﹂とはこうした立憲主義が体現する国家観︑すなわ
という国家観である︒この国家観はしかしながら︑哲学

ち︑国家とは個人の権利を守るための道具にすぎない︑
者の机上の空論から生まれてきたのではない︒すでに触
て日本が負うべき責任も︑普遍的原理への尊重も︑歴史

れたように︑一七世紀から登場してくる国家による暴
力︑大量の殺戮︑残虐な行為︑そうした現実を目の当た

的に多くの悲劇を繰り返しながら培ってきた英知に対す
る関心も存在しない︒そしてさらに驚くことに︑基本的

りにして︑強大な国家暴力を縛るために人類が思索を重

いない︒国家が存在するのは︑個人の尊厳を守るためで

人権と国家︵暴力︶権力との緊張感がいっさい存在して

ある︑といった立憲主義の基本的な考え方がすべて否定

て世俗的利益が創出されたが︑そのことは︑軍事によ
って現に生存を脅かされている者の救済に一つも寄与
しなかった石︶︒
ここで冒頭の安倍の式辞に戻ってみたい︒犠牲を意味

から生まれている︒︿いきることはよい﹀という最低限

する英語Ｓａｃｒｉｆｉｃｅは元々︑﹁神聖にする﹂という言葉

戦後五〇周年を迎えた一九九〇年半ば︑日本軍︿慰安

の価値を否定された者たちを祀り上げることで︑その家
族を国家の人質にし︑その死の現実を見ようとする者︑ 一
その死と自らの生との断絶を声高に言う者たちを︑国家 ２１

たおかげで︑今の﹁私たちの﹂繁栄があるとされ︑改憲

は否定しようとする︒他方で︑式辞において安倍が一人 一

原則を︑最低限の原則でありながら︑最高の原則として

草案前文において︑﹁我々は﹂国を成長させることを誓

いる︒誰かが死ぬことと︑私が生きていることのあいだ

けられている事実について︑﹁誰かが死ぬ︑私は生きて

像力も︑帰国を待ちわびながら会えなかった夫や父の死

しかしそこには︑たとえば水木しげるが克明に描いた

わされる︒

には︑何の関係もない﹂と断言している︵１０︶Ｏ その上で

を悔やみながら︑生活に喘いでいた女性たちの苦しみへ

つぎのように指摘する︒

もが知っていることでありながら︑国家によって目を背

そのなかで小泉は︑とても当たり前で︑直感的には誰

よいかを示した書物である︒

提示し︑では︑わたしたちの社会をどう構想していけば

かれの﹃弔いの哲学﹄は︑︿いきることはよい﹀という

要な議論を展開した哲学者の一人に︑小泉義之がいる︒

のなかで︑筆者がいまこそ必要な議論だと考えている重

婦﹀問題︑戦後責任論などの議論が活発になされた︒そ

おかげで生きているのか？

三 わたしたちは︑戦争の犠牲者の

に他ならないのだ︒

﹁改正﹂草案ではなく︑暴力国家中心主義的な国家構想

されている︒したがって︑自民党の改憲草案は︑憲法

の根源にあるのが︑弱く小さなわたしたち一人ひとりの

ね︑ようやくたどり着いた英知である︒しかもその英知
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の共感もない︒そこにあるのは︑軍隊は国家を救うため
栄の道具として利用しようとする欲望に取りつかれてい

まさに逆転させたような国家主義であり︑国民を国家繁

皇元首をみよ︶・基本的人権の尊重︵同第十三条をみよ︶・

憲法の三大原理である︑国民主権︵改憲草案第一条の天

ることを明らかにできたと思う︒自民党の改憲は︑現行

にあるのであって︑国民を救うためではない︑という非
常に直截的な国家の論理である︒
られた発言だからではない︒立憲主義が保障しているは
がゆえに︑もはや﹁改正﹂ではなく︑新たな国家を創設

平和主義︵同第九条をみよ︶をことごとく否定している

安倍の式辞が︿内向き﹀であるのは︑国民だけに向け
ずの︑﹁幸福追求﹂権︑わたしたち一人ひとりがまった

Ｔ︶﹃朝日新聞﹄八月一六日朝刊︑二面︒傍点は引用者︒

注

しようとするクーデターと呼んだほうがふさわしいだろ

く異なる夢をみる権利を封殺し︑わたしたちの生の意味
だけでなく︑死の意味をも国家へと︑端的に言えば権力
者の志向する国家へと回収していく︑そうした論理がそ
こにはらまれているからである︒
たしかに︑現在日本が︑他国の国民を殺害するような

意味では︑日本帝国軍によるアジア諸国の二〇〇〇万人

憲法の下で生きることを選択し続けたからである︒その

ンーネットワークのＨＰ上にて﹁９６条の会 わたしの

るかについては︑ＮＰＯ法人ウィメンズーアクショ

びかけ人になるにあたって︑なぜ︑９６条改正に反対す

びかけ人となっている︻耳ぞ⁚≒肖だ芦屋Ｏ・り§く︼︒呼

︵うめだ︶

２２−
−

ことをせずにすんできたのは︑戦前の大きな危害と被害

の死︑戦中・戦後の日本国民の苦難︑植民地主義の負の
訴え﹂として︑わたしの主張を記事として公開してい

︵２︶筆者は主に法学者・政治学者からなる９６条の会の呼

遺産は︑現在のわたしたちの生き方と関わってはいる︒
るｌｈｔｔｐＷｗａｎｏｒｊｐｔｒｅａｄｉｎｇｊｐ １１４７２Ｐ

に対する大いなる反省のうえに︑わたしたち国民が現行

しかし︑その関わり方は︑権力者が欲する国家に奉仕す

◆今回の特集は︑﹁加速する改憲策動﹂である︒小林
さんは︑参議院選挙後の安倍内閣の﹁暴走﹂にふれな
がら︑特に﹁壊憲﹂の工程表の特徴について︑第一
に︑重層的で絹枝した構造になっていること︑第二

◆渡辺さんは︑自民党の改憲草案を全面的に批判し︑国民主 ２３

一

︵おかの やよ／同志社大学大学院

的考え方がすべて否定されていると批判する︒

のは︑個人の尊厳を守るためであるといった立憲主義の基本

想史にもふれながら︑自民党の改憲草案が︑国家が存在する

だにしないこと︑を指摘している︒岡野さんは︑西洋政治思

ることに置かれていること︑第三に︑立憲主義の要請をＩ顧

に︑当面の最重要の力点が︑集団的自衛権の行使を可能にす

皿

︵５︶同上︑六頁︒

︵４︶同上︑一〇〜一四頁︒

〇七年︶︑一三頁より引用︒

︵３︶豊下楢彦﹃集団的自衛権とは何か﹄︵岩波書店︑二〇

る国民としてのかかわりではなく︑むしろ︑現行憲法の
前文が宣言しているように︑国際社会において︑その
︵負の︶経験に根ざした共生のおり方を模索するなか

一九九五年︶︒

権から天皇元首化へ道を開くものであることヽ国防軍の創設 一

らしていることを紹介している︒

釈改憲によって道を開こうとしていることに対して警鐘を鳴

れないとしてきた集団的自衛権の行使を容認する方向に︑解

れ︑アピールは︑安倍政権が︑歴代の内閣が憲法違反で許さ

と︑を指摘する︒小森さんは︑﹁九条の会﹂のアピールにふ

を増設し︑権力ではなく国民を縛るものに変質させているこ

的人権の歯止めなき制約が予想されること︒多くの義務規定

が拡大されること︑﹁公益及び公の秩序﹂を理由にした基本

によって︑﹁国際的強調活動﹂の名の下に米軍との軍事行動

グローバルースタディーズ研究科︶

︵１２︶たとえば︑水木しげる﹃総員玉砕せよ！﹄︵講談社︑

︵１１︶同上︑四四頁︒

年︶︑九頁︒

︵１０︶小泉義之﹃弔いの哲学﹄︵河出書房新社︑一九九七

︵９︶ 同上︑八一頁︒

︵８︶ 同上︑五四頁︒

︵７︶﹃集団的自衛権とは何か﹄︑一〇八頁︒

七八七︶︑九頁︒

対抗︱﹂﹃人権と部落問題﹄︵二〇〇九年五月号Ｎｏ

︵６︶渡辺久丸﹁日本国憲法の行方−憲法改悪と活憲の

以上︑自民党の改憲草案がめざす国家は︑立憲主義を

で︑その意味が初めて明らかになるようなものなのだ︒
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