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第 6回講義（政経）                                       2016年 6月 18日 

憲法 9条と「安全保障法制」 

元内閣法制局長官 

宮崎 礼壹 

はじめに 

はじめに､私が勤務していた内閣法制局という役所について､少しお話しさせていただきます。 

内閣法制局というところは、内閣から国会に提出する全ての法案を法律的観点から審査するという仕事と、総

理や各大臣に必要に応じ法律問題について意見を述べる、ということを任務としています。 

内閣直属の法律設置の機関ですが、定員 70 人台という小さい機関であるため、参事官以上の職員の採用

にについてやや変わったやり方を採っていまして、自分で学卒者から採ることはせず各省から推薦された人を

参事官として任命し、5 年経ったら戻す。各省の寄合所帯と批判する人もいます。しかし部長以上の幹部の任

用も、参事官になった人を呼び戻して二度目の勤務をさせる。そうすると特定省庁出身の参事官であっても、

上司の部長、次長を通し長官を通して国会答弁に耐えられるような議論をすることになりますので、出身省の

利害ばかり言っていたのでは仕事にならず、自ずと出身省からは独立した立場にならざるを得ません。また、

あらかじめ特定の思想や慣行を教育して育成するということもあり得ないわけです。 

 

第 1.今回の「改正」以前の法律状況 

さて、今回の「安保法制」法案による制度変革以前、戦後ずっと

維持されてきた憲法 9 条とこれまでの安全保障関係法律の関係

がどういうものであったのかについて、整理をしておきたいと思い

ます。 

１．「個別的自衛権」関係 

まず、「個別的自衛権」です。すなわち自衛隊の存在とその合憲

性いかんということになります。 

何と言っても憲法9条（資料1）が出発点です。あまり厳し過ぎるので世の中にはこれは訓示規定であって法

規範を書いた規定ではない、と主張する人もなくはありませんが、これまで、国民はそのような解釈を許さなか

った。国会も政府も､9条は法規範であって、違反の法律は無効とならざるを得ないのだ、ということ当然の前提

に議論をしてきた。その意味では今回の法改正もそうなのです。裁判所も、9 条についてそう多くの判例はあり

ませんが、9条は法規範ではないという判決はない。 

9 条を読んでみましょう。「戦争」と「武力行使」の両方を禁止しています。戦前、「満州事変」とか「支那事変」

とかいう形で、宣戦布告のない実質的な戦争が、日本だけではなく沢山行われました。そこで戦争だけを禁止

するだけでは駄目だということで、国際的な条文でもより一般的な「武力の行使」を制限や禁止の対象として捉

えている。あとで見る国連憲章もそうです。「戦争」は当然その中に含まれるということです。 

「国際紛争を解決する手段としては」、ここが微妙な表現です。ここをめぐって、１項で禁じられている対象に

は、戦争についていえば、侵略戦争、制裁戦争はもとよりのこと自

衛のための戦争も含まれるのだという説と、自衛戦争は除外され

るという説とが学説的には対立してきました。しかし、9条には 2項

があります。政府は．一貫して、１項だけ見ていると自衛戦争は必

ずしも禁じられていないと読む余地がある。日本も加盟している不

戦条約（1930年）でも、その解釈として自衛戦争は含まれないとさ

れてきた。しかし戦力の保持自体を禁止する２項と合わせ考えれ

ば、全ての戦争ないし「国際紛争解決の手段としての」武力行使

ができないことになっている、という解釈をとってきました。よく引用

される吉田首相の答弁も、「日本は自衛のためであっても戦争は

できないことになった」と言われたもので、現在の安倍内閣を含め
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その後の我が国が採ってきた理解と実は変わっていないのです。 

では、この９条のもとで、「自衛隊」はどう位置づけられるのか、その行動限界は何か。 

自衛隊法が制定されたのは昭和 29 年です。自衛隊法 76 条（資料 11）が防衛出動の根拠法令です。「我

が国に対する外部からの武力攻撃」にのみ対処するとの前提で規定されていますね。 

憲法の前文で、「全世界の国民が等しく平和のうちに生存する権利を有することを確認する」。13 条には、

「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」、と書かれている。これらを見ると、外国からの武力による侵略があって国

民の生命が脅かされる、又、国土が蹂躙されるという究極の場合でも、政府がこれを排除するために何もしな

い、という解釈は行き過ぎではないか。現実の侵略に

対しこれを排除する最小限度の措置をとることは、「国

際紛争解決の手段としての武力行使」に該当しないと

いえるのではないか。憲法 9 条はそのようなものまで

禁止するものではないのではないか。…このように理

屈づけて、自衛隊法はできているのです。 

この９条解釈は､長い間批判を浴びてきました。し

かし、村山内閣の時に社会党は自衛隊合憲論に転

換し、いまでは、「最小限度の個別的自衛権行使は

合憲」という考えは、国会では圧倒的見解になってい

ますし、学説上も有力になってきているといえます。 

ここで、自衛権行使の 3要件（資料 10）というものが、合憲説の支えとして必須のものとなります。すなわち、 

（1） 我が国に対する武力攻撃が発生していること。これには、現実の被害が発生していることまでは必要でな

いが、当該外国が我が国に対する武力攻撃に「着手」したと言えることが最低限必要です。また、平成 14

年～16年の有事法制国会の際、どういう事態が「我が国に対する武力攻撃の発生」に当たるのか、いろい

ろ議論される過程で、組織的な日本の艦船に対する攻撃は公海上であっても我が国に対する武力攻撃

に該当しうるという官房長官答弁がなされています。 

（2）外交手段等を尽くし他に適当な手段がないこと。これはわかりますね。 

（3）必要最低限の実力行使であること。政府の答弁では、いかなる場合であっても他国を占領したり占領行政

を敷いたりすることはできない。また、戦力保持禁止との関係で、戦略空母とか相手国領土の壊滅的な破壊

を目的にする兵器は絶対持てないと解されています。一方、ミサイルが次々に飛んできて他に手段がないと

きには、敵方のミサイル基地を叩くこと、すなわち「策源地」攻撃も憲法上出来ないわけではない、と答弁さ

れています。 

 長い間日本の安保法制は以上の自衛隊法しかない状態で来ましたが、先ほど触れた有事法制整備のとき 

に、個別的自衛権発動の際の諸ルールとして、一連の法律が生まれました。そのうち、いわゆる「事態対処法」 

は、いざ有事という時、政府は対処方針を決めて国会の承認を得なければならないことや、防衛省以外の省 

庁、地方自治体等を動員するための根拠、手続が規定されていて、有事法制の中心的法律です。その他、有 

事の際の国民に対する保護や規制の根拠と手続を規定した「国民保護法」、有事の際に米軍にどのような支 

援を行うかを規定した有事米軍支援法、道路港湾等の有事の時の使用について規定した特定公共施設利用 

法、拿捕した船を日本に曳航し抑留できる海上輸送規制法、捕虜取扱い法、国際人道法違反行為処罰法 

の、有事法制六法といわれる法律も制定されました。 

つぎに、日米安全保障条約に触れます。 

この条約前文に､実は「両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有しているこ

とを確認し」と書かれている。そこで、持っているが集団的自衛権は使えない、おかしいじゃないかと言う議論

が生まれるわけです。しかし、これは国際法的な次元の話で、日本は自主的な選択として憲法の規定で使わ

ないと決めた、国際法上の権利だというだけで義務ではない以上、そこに矛盾はないわけで、仮に将来憲法

改正をしてこれを行使すると変えたなら、それはそれで他国からとやかく言われる筋合いではない。私はそのよ

うにこの関係を理解しています。 
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さて、日本にある米軍基地が某国に攻撃された時は、米国としては自国に向けられた武力攻撃とみて個別

的自衛権を行使できると同時に、同盟国日本に対する攻撃だから集団的自衛権も使える。東京や大阪が攻

撃された時は米国はもっぱら集団的自衛権の行使という説明で武力行使するということになる。一方、東京や

大阪が攻撃された場合はもちろん、在日米軍基地に対し組織的攻撃が加えられたときも､それは我が国土に

対する武力攻撃に他ならないから、我が国としては個別的自衛権の行使として､米軍と共同してその排除のた

め武力を行使できる､という頭の整理をしているわけです。5 条に共同防衛条項があって、日本国の施政下の

領域で武力攻撃があった場合、日米両国は共同で対処すると書いてある。その意味するところはこれです。 

他方、6 条に基地供与条項があって、米国が日本に基地を持つ根拠規定になっています。そこには、日本

国の安全に寄与するために駐留する、そのほかに、「極東における国際の平和及び安全に寄与するため」に

も駐留するのだと書いてある。日本を守るだけにいるわけではない。この基地を、日本は無料で提供している。

借り上げ賃や使用料等々、費用と手間、日本持ちで提供している。日米安保条約について、米国は日本を守

る義務があるが、日本はアメリカを守る義務はないというのは片務的でないかとの議論がありますが、日本は日

本を守るためのものでないものを含めて米国に基地を提供しているのだから、総合的にみると片務ではなく相

務条約だと政府は説明して来ました。 

 

2.「武力行使に至らない範囲での」自衛隊の海外活動 

冷戦終結と湾岸戦争以後、政府は、上述の自衛権行使とは別の次元の国際貢献として、「武力行使に至ら

ない範囲での」自衛隊の海外活動を逐次進めてきました。4つ紹介します。 

（1）国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律（PKO＝Peace Keeping Operation法。平成4年

成立） 

（2）「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」（周辺事態法。平成 11

年成立） 

（3）「テロ対策特別措置法」（平成 13年制定）。この法律は 2年の時限で、その後延長する法律が何回かでき

ましたが現在は失効しています。 

（4）「イラク特措法」（平成 15年制定）。現在は失効しています。 

以上の 4 つは個別的自衛権でもないし、集団的自衛権でもない。しかし自衛隊が海外に派遣される根拠規定

です。 

最初にできたのが PKO法です。 

1990 年 8 月イラクのフセインがクウェートに侵攻した。国際的な批判を受けたが撤退しない。それで翌年の

1991 年湾岸戦争が起きました。このとき、実は最初のうち米国はクウェート、サウジアラビアの救援要請を受け

て集団自衛権を行使するのだと説明していましたが、その間に安保理の武力行使の容認決議が成立したので

（決議 768）、それに基づく武力行使と説明されるようになった。 

日本はそれに対して何かできないのかということになった。90 億ドル+20 億ドルの資金援助を米国を中心と

する多国籍軍に提供し、さらに、平成 2年、のちの PKO法の前身となる「国際平和活動に対する協力法」案と

いう法案を政府は国会に提出しました。これは、武力行使に至らない範囲で多国籍軍に対し後方支援活動を

しようという法律案でしたが、国会で９条との整合性を説明しきれず、廃案になってしまいました。 

その後、平成 3年夏に上程され平成 4年に成立したのが PKO法です。これは恒久法ですが、直接の立法

動機としては、カンボジア和平への参画がありました。カンボジアでは長い間紛争が続いていましたが、当事

者のシアヌーク派、シアヌーク派の分派、ポルポト派、ヘン・サムリン派の 4派がパリで和平のテーブルに着き、

和平が成立しようとしていました。日本は湾岸戦争のときカネしか出さず評価されなかった、今度こそ何らかの

形で「人」を出して協力しなければ、というわけでした。 

平成２年の廃案の教訓をくんで、この法律では、国連の PKOが実施されるとき、に対象範囲を限定しました。

そして、参加５原則といっていましたが、全紛争当事者の停戦の事実とそれを維持するという合意があること、

武器の使用は「自己又は自己と共に現場に所在する」隊員等の「生命・身体の防護のためにやむを得ない必

要がある場合」に限ることなど厳格な要件を法定しました。自衛隊は部隊として派遣されるが、業務としては限

定列挙された停戦監視系の業務と民生支援系の業務にかぎり、武力行使にわたることはむろん決して行わな
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いとされました。 

この法律のポイントは、自衛隊が部隊として海外で活動する根拠を提供するに初めての法律であったことで

す。昭和 29年に参議院で「海外派兵を許さざる決議」が全会一致で採択されていて、自衛隊の PKO派遣は

どう要件を厳しくしてもこの国会決議、ひいては憲法に反する「海外派兵」ではないのか､という強い批判もされ

ました。政府は、「派兵」とは武力行使を目的に部隊を派遣すること。紛争が終結した後に民政支援等のため

に行くのは「派遣」であって派兵ではない、と説明したのです。 

社会党等の反対はあったが２年越しの審理で成立し、自衛隊はカンボジアに派遣されました。その後他地

域にも派遣され、現在は我が国の PKO協力活動は国民の広い支持を得るに至っていると思います。 

 

「周辺事態法」は、平成 10年に日米政府間で「日米ガイドライン」の見直し合意がされ、それを背景として作

られた法律です。米軍が日本の周辺地域で、「国際の平和と安全のために行動」している場合というのが起き

るとすると、その事態はそのまま放置すれば日本の安全に重要な影響を与えかねないのだから、日本も自衛

隊を使って応分の対米軍支援をすることにしようというものです。後方地域支援、捜索救援、船舶検査が内容

で､船舶検査は切り離されて別法となりましたが、いずれも自衛隊の活動は武力行使に至らない範囲で行われ

るよう、かつ、米軍の武力行使と一体と見られないように「後方地域」でのみ行うなど様々な工夫が採用されま

した。また、後方地域というのは公海上に限定されていました。、ここでのポイントは､上述の米軍の「国際の平

和と安全のための行動」には、米軍が武力行使をしている場合も入るということで、この点が PKO法と大きく違

うところです。なお、政府は「周辺」とは「地域的概念ではなく、遠くなればなる程必要性が薄まるであろうが、地

理的限定はない」旨説明し、わかりにくさを残しました。この法律がこれまで使われたことはありません。 

 

「テロ対策特別措置法」、平成 13 年（2011 年）ニﾕーヨーク同時多発テロが起き、当時のブッシュ大統領は

「これは戦争だ」と言って､犯人と目されたアルカイダと、アルカイダを匿っているとされたアフガニスタンのタリバ

ン政権に対し戦争を始めました。米国の要請下、日本は大急ぎで「対処法」を作った。 

この法律がPKO法、周辺事態法と違うのは、現実に戦争が始まっている事態を前提にした協力であること、

それと、他国領土上での自衛隊の活動を初めて認めたことです。他国の武力行使と一体となった活動はしな

いという方針をどう担保するか、これまで以上に深刻な問題となりました。例えば前線への兵站の補給、前線へ

の武器弾薬の補給、それらの活動は自衛隊がみずから武力行使をしなくとも、武力行使と一体となる活動で憲

法上許されない､と考えられてきたからです。この際集団的自衛権を認めない政府の憲法解釈を変更して、正

面から対米軍事支援ができるようにすべきではないか、という政治勢力もあったのですが、政府はそれに応じ

ませんでした。結局、周辺事態法の時に「後方地域支援活動」としていた法的仕組みを借用することにし、

「（国際紛争性のある）戦闘行為が現に行われておらず、かつ支援活動予定期間中も行われないと見込まれる

地域」を「非戦闘地域」と名付けて、そこでのみ活動するとしました。 

この「テロ特措法」に基づいて行われた活動は、インド洋における自衛隊給油艦によるアメリカの艦船への給

油活動に限られ、実際に陸上での活動が行われることはありませんでした。 

 

最後に「イラク特措法」です。 

2003年「イラク戦争」が起きました。テロ特措法の時は､各国の武力行使を事実上容認する安保理決議があ

りました。しかしイラクの時は、武力行使容認までの新たな安保理決議は､ロシア・中国のみならずドイツ、フラ

ンス等が同調せず、合意に至らなかった。これらの国は部隊派遣も見送りました。それでも米国は武力攻撃を

行った。米国の支援要請のもと、日本政府も苦慮しましたが､北朝鮮の脅威問題も絡んで、テロ特措法と同様

のスキームでの支援活動をすることにした。その際、米軍等の軍事行動の正当性については、10 年前、湾岸

戦争の時にされた武力行使容認決議の効力が消えていないという理屈を柱としたのです。 

「非戦闘地域」で行うとの建前は変わっていませんでしたが、PKO 以外では初めて自衛隊が外国領土上に

上陸して活動することになりました。実際にはサマワに行って水浄化・給水の活動を行い、また、北部イラクに

赴く多国籍軍の兵士を輸送するということをしたわけです。 
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これらは冷戦終結後、個別的自衛権とは別の流れで、『日本が侵略されていないのに武力行使をするのは

違憲である』との憲法解釈は堅持しつつ、「武力行使」に至らない範囲内で活動する余地はないのか、を追求

してできた法律です。その都度、より厳しい「課題」を突きつけられつつ、 憲法９条との整合性をつけるためい

ろいろな限定付けを工夫してきたことがおわかり頂けたかと思います。 

 

3.「集団的自衛権」と「集団安全保障」 

「集団的自衛権」及び「集団安全保障」とは何か。 

国連憲章 2条 4項（資料 2）に原則的な規定があります。-

各国は武力による威嚇又は武力の行使を「慎まなければなら

ない」（shall refrain from)と優しい言葉を使っていますが、

国際法上これは禁止ということです。 

これには例外が２つあります。 

一つは、国連憲章 7章で、その中心的規定である 4２条に

は、安保理は「---必要な空軍、海軍または陸軍の行動をとる

ことができる」（資料 3）と規定されています。この系統の武力

行使の許容を、集団安全保障と言います。その場合の安保

理の意思決定の実行については、43 条以下に規定があり、

加盟国から兵力の提供を受けて国連軍を設定し､軍事参謀

委員会の統一的指揮の下に侵略なり内乱等の解決にあたる、

というのが本来の姿なのですが、国連の発足後間もなく冷戦

になり、安保理の五大常任理事国は拒否権を持っています

ので、このような本格的な国連軍設置はこれまで行われたことがありません。ただ安保理の運用上の知恵とし

て、侵略行為等がおこなわれた場合、秩序回復のため加盟国の武力行使を容認するとの安保理決議が出さ

れた場合は､加盟国は憲章２条４項に違反することなく武力を行使できるとの解釈が編み出され､実際にも湾岸

戦争の際等に実施されています。ただこれも、常任理事国が一致しなければできません。これをも含めて、集

団安全保障と呼ばれています。 

もう一つは、国連憲章 51条（資料 4）が規定する個別的及び

集団的自衛権の発動です。このうち個別的自衛権は昔から当

然に認められていたものですが、集団的自衛権は後で述べる

ようにごく新しい概念です。 

 

従来、日本政府は、憲法 9 条の下では､武力行使としての

「集団安全保障」への参加も「集団的自衛権の行使」も許されな

い、と一貫して解してきました。集団的自衛権と憲法との関係に

ついては後で詳しく述べますが、集団安全保障への参加として

の武力行使も、将来の正式な国連軍が設置されるようになった場合は別論として、現実にはそれが安保理決

議による「容認」の下での各国の主権の発動であるとの側面が否定できないとの理由で、今日に至るまでその

ように解されているのです。 

その状況が､安倍政権の登場によって質的に変わりつつあります。 

第一次安倍政権のとき、いわゆる総理の私的諮問機関として､集団的自衛権行使容認論者ばかりを集めた

「安保法制懇」が設けられ、平成１９年夏、集団的自衛権は現行憲法でも認められる旨主張する報告書が準備

されました。ただ同年９月に同首相が病気で辞任し、後継の福田首相はこれに慎重姿勢であったので、このと

きはいわば空振りとなりました。 

その後、民主党内閣の時代を経て、再び 2012 年第二次安倍内閣が登場しました。そこでもう一度同じメン

バーの「安保法制懇」を召集し、平成 26年 5 月 15 日に 2度目の報告書が提出されました。その報告書を受

けて、平成 26年 7月 1日に「集団的自衛権の部分的行使容認」を内容とする閣議決定がなされました。その
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閣議決定に基づき、昨年（平成 27年）の 5月に今回の法案が国会に提出され、衆議院は 7月に、参議院は 9

月に通過して、手続的には成立しました。今年（平成 28 年）3 月 29 日、形式上は施行もされました。このよう

な流れになってきているわけです。 

 

第２ 今回の「安保法制」２法の憲法上・立法政策上の問題点 

１ 今回の「安保法制」の構成 

安保法制はどの様な構成になっているか。（資料 14）

安保法制整備法と新規制定法律１本からなっていま

す。 

整備法とは、いろんな法律の改正法を束ねたものの

呼称ですが、今回の安保法制整備法は、1）自衛隊法

の改正、2）PKO 法の改正、3）周辺事態法及びそ姉妹

法である船舶検査活動法の改正、４）事態対処法・米軍

行動関連措置法・特定公共施設利用法・海上輸送規制

法捕虜取扱い法の有事法制諸法の改正、を網羅する

非常に大きな改正法です。 

集団的自衛権の一部容認に関係する法改正はこの中のあちこちに規定されていて、このうちの 1）と２）がそ

れに当たります。 

2）の PKO 法改正は、武力行使に至らない範囲、という建前の中で自衛隊の業務と権限を大幅に拡大する

もの、3）の周辺事態法・船舶検査法の改正は、やはり武力行使まではしないという建前の中で自衛隊の業務

範囲を大きく拡大するもの、です。 

次に、新規制定法（「国際平和協力支援法」）は、イラク特措法、テロ特措法の後継法で、日本の防衛とは

直接の関係のない国際紛争の解決に、武力行使以外での自衛隊による協力を行うための恒久的な根拠を作

ろうというものです。集団的自衛権関連とは違って、 

このように、今回の安保法制は、内容的に見て、①集団的自衛権の行使容認を実際に法律にする部分と、

②武力行使はしないが自衛隊の海外活動を量的・質的に拡大する部分とに、大きく二つに分かれます。私は、

前者の集団的自衛権の容認部分は憲法上問題がある、違憲の法律といわざるを得ないという立場です。後者

は、理屈の上では憲法上の問題は一応クリアーされていると思いますが、しかし本当に大丈夫なのか、立法政

策上の疑問点が多々あるという立場です。 

 

２．集団的自衛権行使容認への憲法解釈変更の問題性について 

政府がなぜ今まで集団的自衛権行使は９条の下では許されないと言ってきたか、詳しく見て行きます。 

集団的自衛権とは（資料 5）「-自国が直接攻撃されていないにも関わらず、他国に加えられた武力攻撃を、

実力をもって阻止することが正当化される権利をいう」。実力は武

力と同じことです。歴代政府による定義で、現政権も明確に踏襲

しています。ここで、集団的自衛権の行使だというためには、攻撃

された国からの要請がなければならないとされていますが、当然

のことですね。 

集団的自衛権は第二次大戦後新しく登場した概念です。 

国連憲章を作る時、当初の案には 2 条 4 項と 41 条と 42 条し

かなかった。51 条はなかったのです。ところが大戦終結後にわかに冷戦が顕在化し、「安保理が機能しなかっ

たら､侵略を受けた我々は米国の来援を期待できないことになるではないか。どこかの国連加盟国が攻撃され

たら、安保理決議を待たずに、その友好国は適法に軍事支援に駆け付けられるよう規定すべきだ」との中南米

諸国の突き上げによって、議論のすえ「集団的自衛権」の形でこれを明記しようということになり、51条ができた。

戦前の不戦条約でも、自衛権戦争は禁止の例外とされていましたけれども、その時の自衛権とは自国に対す

る武力攻撃に反撃する個別的自衛権を指していたのです。 
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実際の戦後の歴史をみれば、ソ連のハンガリー侵入、チェコ侵入、アフガニスタン侵入、これ等はみな集団

的自衛権という名の下で行われ、米国はベトナムに集団的自衛権で、湾岸戦争も当初は集団的自衛権で介

入しました。このように、そもそも集団的自衛権は、本来の自国防衛という自衛権とは異質のものであるばかり

でなく、各国間に異論があるままで第三国による恣意的な武力介入を認めてしまう危険を内包するものです。 

さらに付け加えると、集団的自衛権の発動はいずれかの国が他のいずれかの国から急迫不正な武力攻撃

を受けたということが要件で、だからこそ例外的に認められているのですが、「自分が正当だと主張して先行的

に武力行使していた場合、それへの反撃を、不正な武力攻撃だと主張できるのか」という問題があります。例え

ば、仮に、中国が台湾を武力解放するとなったとします。台湾は武力攻撃された時、米国に救援を要請し、米

国が第７艦隊で中国に対する攻撃をしたとします。米国からすると正当な集団的自衛権の行使ですが、中国

からすると武力による内政干渉です。中国がそこで反撃して、第７艦隊が損傷したら、米国は自らも再反撃す

るでしょうが、日本にも集団的自衛権の行使を要請してきた場合、日本はどうするのでしょうか。…少なくとも、

このような先行した武力攻撃に対する反撃は、集団的自衛権の行使の前提要件である「他国への第三国から

の武力攻撃の発生」をおよそ満たさないとしてもらわなければ危なくてしょうがない、と私は思いますが、国会で

はついに明確な答弁がなかった。 

 

さて、なぜ今まで政府は集団的自衛権は違憲だと言ってきたかを見ましょう。 

 

昭和 47 年 10 月 14 日参議院決算委員会に提出された政府見解（資料 7）、昨年の閣議決定の時に持ち

出された文書ですが、これを見ると、「政府は、従来から一貫して、わが国は国際法上いわゆる集団的自衛権

を有しているとしても、国権の発動としてこれを行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限界をこえるも

のであって許されないとの立場に立っているが、これは次のような考え方に基くものである。」と書き出していま

す。そして、「憲法は、第 9条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、

前文において『全世界の国民が……平和のうちに生存する権利を有する』ことを確認し、また、第 13条におい

て『生命・自由及び幸福追求に対する国民の権利については、……国政の上で、最大の尊重を必要とする』

旨を定めていることから、わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄してい

ないことは明らか」としつつ、「しかしながら、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう

自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、それは、あくまでも外国の武力攻撃によ

って国民の生命、自由及び幸福追求の擁利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国

民のこれらの擁利を守るための止むを得ない措置として、はじめて容認される」、として、だから、「他国に加え

られた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわ

ざるを得ない。」と記述しているのです。その後、平成 16年 6月 18日政府答弁書（資料 8）でも同じです。 

つまり、集団的自衛権の行使というのは､本質的に他国防衛であるがゆえに、９条の下では、一切許容する

ことができない､と言っているので、政府は戦後ずっとこのように言ってきたのです。 
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９条の条文に則して補足しますと、先ほど見たように、１項は、「国際紛争解決の手段として」の武力行使を

永久に放棄すると言っているところ、我国に対する侵略を排除するための最小限度の武力行使は、国際紛争

解決のためにするものではないとする余地があった。しかし、我国が攻撃されていないにも拘らず、友好関係

にある他国が攻撃を受けたからといって武力で介入するのは、「国際紛争解決の手段として」の武力行使とい

うほかはありません。 

また、もうひとつ、２項の戦力不保持規定との関係です。自衛隊は､専守防衛のために必要最小限の装置で

あり、国際紛争を解決する手段に供するものではないから、戦力に当たらない、そこまでは少々苦しいかもしれ

ないが言えた。しかし、直接我が国は攻められていないが友好国が攻撃をされているから武力を用いて介入

する､ということになれば、もはや「戦力に当たらない」などとはどうしても言えないであろう。 

このように、現行憲法９条の下では、集団的自衛権の行使は一切許されないという憲法解釈は、法文解釈

の上でも、長年の政府答弁・議論の積み重ねを経てい

るという点からも、我が国において確立した９条の読み

方といわなければならないのです。 

 

ところが、平成 26 年 7 月 1 日の閣議決定（資料 9）

は、「我が国を取り巻く安全保障環境の変化」を理由に、

「我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、

我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発

生し、これにより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

険がある場合において、これを排除し、我が国の存立を

全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、

必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見

解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至っ

た。」として、いわゆる集団的自衛権行使部分合憲論を打ち出したのです。 

しかしながら、これだけの憲法解釈変更をしなければならない「我が国を取り巻く安全保障環境の変化」とは

何なのか、その点からして､その後の国会答弁を通じ、ろくな説明がありません。 

上述の「国際紛争解決の手段としての武力行使ではないか」「戦力に当たらない､との説明が持たないでは

ないか」をはじめとする条文解釈上の難問をクリアする何らの説明も、これまでされていません。 

「…根底から覆される明白な…」などと、言葉の上ではいかにも限定的に聞こえるが、安倍首相のホルムズ

海峡答弁で露呈したように、実質的な限定になっていません。 

さらに、私が看過できないと思うのは、従来の政府見解と基本は変わっていない、と強弁していることです。

昭和４７政府見解中の、「-----あくまでも外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根

底から覆されるという急迫不正の事態」、この「国民」が日本国民を意味していることが明らかである以上、のこ

とを言っているとすれば、外国の武力攻撃は日本に対する攻撃と考えるのが当たり前でしょう。ところが国会で

内閣法制局長官は、「日本に対する」とは書かれていない、我が国に対すると言う限定がないので、「友好国に

対する攻撃」も含むと読める、と答弁したのです。私は２０数年間内閣法制局にいて、昭和４７政府見解は幾度

となく参照しましたが、このような読み方を考えたことも聞いたこともありません。 

 

前述のように、同年 7 月の閣議決定に基づき法案作業に入り、昨年 5 月に法案が提出されて、原案通り可

決となりました。集団的自衛権行使の場面は、「存立危機事態」という名前になりました。しかし、法律に書かれ

た要件は、平成２６年７月の閣議決定と一字一句同じです。その間、この問題を詰める知的な作業は何ら行わ

れなかったということです。 
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「改正」の一環として、前述のように「捕虜等の取扱い法」も

手直しされましたが、ここには「敵国軍隊」という文言があるの

ですね。今回成立した改正捕虜法では、「----敵国軍隊とは、

武力攻撃事態又は存立危機事態において武力攻撃又は存

立危機武力攻撃を行っている外国の軍隊、その他のこれに

類する組織をいう。」ということになりました。我が国を直接攻

撃している国とは別に、これと並んで、我が友好国を攻撃し

ている、そう名指されている国も、我が国の「敵国」であると法

律上書かれるに至ったのです。これは、集団的自衛権行使

容認が、我が憲法の歴史上質的な転換を意味することを象

徴的に示しているものと私は思います。 

 

 ３．集団的自衛権以外の諸問題点 

  時間がなくなりました。この点については、他日に譲ること

にさせて頂きたいと思います。 

 

【質 疑】 

Ｑ：大森四原則（大森内閣法制局長官答弁：平成 9年 2月 13日)で後方支援だけが認められてきたが、今回

の法制では現場で戦闘行為が行われていなければ後方支援活動が出来ると理解しております、この活動の

合憲性についての考えをお伺いしたい。 

Ａ：新周辺事態法と新平和協力支援法における後方支援の要件の問題ですね。他国の武力と一体化しない

ための仕掛けとして、従来「非戦闘地域」という言葉を使い、「現に戦闘行為が行われておらず、かつ、支援活

動が行われようとしている予定期間を通じて戦闘行為が行われないと認められる地域」でのみ支援活動を行う、

としていたのを、その後半を外してしまった。この事をどう考えるかです。端的に申し上げると、憲法上即違憲だ

とは思っていません。ただ、活動を展開している間に情勢が悪化し、国際的な性質を帯びる戦闘行為が発生

したらどうするか。法文上は活動を中断して様子を見て収まらなければ撤退するという条項があるから違憲状

態回避は担保されているということですが、問題は本当にそのようにできますかいう問題だと思います。 

付言しますと、PKO 法については踏み込んだ改正をしています。周辺事態法改め重要事態法はそこまで

やっていません。平和協力支援法でもやっていませんが、PKO 法は安全確保活動、私から言わせれば治安

維持活動ができるようになりました。治安維持は従来の道路補修、給水活動といった活動と違って非常に難し

い。治安が崩れ我が国の要件が満たされないとして中断、撤退が出来るか、オペレーションの上で非現実的

な話ではないかという気がします。実態は治安が崩れつつあるのに、活動を継続しなければならない、戦闘行

為に巻き込まれる、自衛隊に対する怨嗟が抜き差しならない状態になるのではと、政策的な懸念を非常に強く

持っていますが、憲法との関係では辻褄は合っているのだと思います。 

Ｑ：政府は法案を改正する時、歪曲解釈、拡大解釈という形で進んで行く傾向があります。今回も憲法につい

て自民党は憲法改正をしたい意向の上で拡大解釈、歪曲解釈をしている様に見える。現在、憲法改正につい

て高まった意識を持つ国民は少ないと思うが、憲法を守るべきか、守らないか、守るとすればどの様な活動を

すれば良いのか、先生のご意見をお伺いしたい。 

Ａ：この講義は長い間内閣法制局勤務していたと言う立場で講演依頼を頂いたということなので、憲法改正是

か非かについて申し上げるのは控えさせて頂きたい。ただ、今回のように、現行憲法の下でできないと言ってき

た事柄について非常に無理な議論を押して法律を通してしまうような政権が、「問題があるなら憲法改正」だと

言う資格があるのだろうかと言う気はしています。 

「法を通してしまえば国民の理解は得られる。」しかし法律が通ってからも毎週のように抗議集会があり、憲

法学者の多くがおかしいと言っている不安定な状況になっている。成立したので、外国からの要請が出てくる。

勿論、出来る所からになると思いますが、自衛隊員の人達は苦しい立場に、気持ちが苦しいだけでなく憲法上

困難な立場に立たされると思います。もしかすれば裁判所によっては違憲が出るかも知れないと言う匂いが立
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ち込めている中で、司令官や駐屯地司令は何処までやれるのか、そこが曖昧のままに安全保障法制は大丈

夫だろうかと言う気持ちはあります。 
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