２００６年１月２０日/社民党憲法部会

自民党「新憲法草案」批判（案）
■はじめに
自民党新憲法制定推進本部（本部長・小泉純一郎）の新憲法起草委員会（委員長・森喜
朗）は、２００５年１１月２２日の結党５０周年党大会で、「新憲法草案」（以下「草案」）を正式に
発表した。結党以来、憲法改正を掲げてきた自民党であるが、具体的な条文案となったのは
これがはじめてである。
０４年６月に公表された自民党憲法調査会憲法改正プロジェクトチーム「論点整理」以降、
同年１１月には同党憲法調査会憲法改正案起草委員会「憲法改正草案大綱(たたき台）」
（※中谷元委員長が自衛隊幕僚幹部に協力を依頼していたことが発覚するなどして白紙撤
回）、０５年４月に「新憲法起草委員会各小委員会要綱」、０５年７月「新憲法起草委員会・要
綱 第一次素案」、同８月「新憲法第１次案」、同１０月「新憲法第２次案」と積み重ねられてき
た自民党の改憲に向けた取り組みの一つの到達点といえる。これによって、同党の目指す
「改憲」の中身がいよいよ明らかになったのである。
この「草案」からは、当初、検討されていた「国柄」、「国旗・国歌」、「天皇の元首化」、「国
防の責務」、「家族の保護」などの規定が無くなり、あからさまな復古的な表現はなりを潜め
た。また、首相公選制の導入、二院制の見直し、憲法裁判所の設置、道州制の導入、国家
緊急権の創設などの大きな改編も見送られている。案外と穏やかなものとなっていると評され
ることも多い。しかし、実現可能性を考え他党にも配慮したために言葉面から極端に復古的
な表現が少なくなったのは事実であるが、日本国憲法の平和主義、国民主権、基本的人権
の尊重という根本理念を根底から覆し、米軍とともに「戦争ができる国家体制」をつくろうとす
るその危険な本質は何ら変わっていないのである
さらに注意しておかなくてはならないことは、自民党改憲案の正式名称は「憲法改正案」で
はなく、「新憲法草案」であるということだ。一応、現行憲法を改正する形式をとってはいる
が、そもそも現憲法を修正するという性質のものではないのである。改憲派にとって目障りで
ある現憲法の理念をまるごと投げ捨て、自分たちにとって都合の良い新しい憲法に差し替え
ようということであり、一種のクーデターとすらいえる。変えてはならない憲法の基本精神を変
質させ、立憲主義を根本から破壊する企てにほかならならないのである。
ここでは、自民党の目指す改憲の方向性を明らかにするために、「草案」の全文について
検討するものである。
■前文―― 不戦の誓い から 愛国心 へ
現行憲法
日本国民は、正当に選挙された国会における代表
者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて
自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再
び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意
し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法
を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によ
るものであつて、その権威は国民に由来し、その権力

自民党「草案」
日本国民は、自らの意志と決意に基づき、主権者と
して、ここに新しい憲法を制定する。
象徴天皇制は、これを維持する。また、国民主権と
民主主義、自由主義と基本的人権の尊重及び平和
主義と国際協調主義の基本原則は、不変の価値とし
て継承する。
日本国民は、帰属する国や社会を愛情と責任感と
気概をもって自ら支え守る責務を共有し、自由かつ公
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は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民が
これを享受する。これは人類普遍の原理であり、この
憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これ
に反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関
係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われ
らの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平
和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠
に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉あ
る地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民
が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存
する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念
して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳
の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふこと
は、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうと
する各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこ
の崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

正で活力ある社会の発展と国民福祉の充実を図り、
教育の振興と文化の創造及び地方自治の発展を重
視する。
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を
誠実に願い、他国とともに実現のため、協力し合う。国
際社会において、価値観の多様性を認めつつ、圧政
や人権侵害を根絶させるため、不断の努力を行う。
日本国民は、自然との共生を信条に、自国のみな
らずかけがえのない地球の環境を守るため、力を尽く
す。

改憲論者は、憲法前文を「翻訳調である」、「正しい日本語で書き直すべき」、「格調が低
い」などと批判してきた。本来、こうした感覚的、非論理的な理由で、すでに国民の間に定着
している憲法前文を変える必要は本来まったくない。「前文」は、国際協調主義、平和的生存
権など条文からだけでは読み取りづらい憲法の根本理念を展開している重要な一部であり、
前文と本文は不可分な一体をなしているのである。
自民党内での議論では前文について完全な書き換えの意見が強く、結局「草案」も全文
を完全に差替えている。ただ、当初報道された中曽根素案が「日本国民はアジアの東、太平
洋と日本海の波洗う美しい島々に、天皇を国民統合の象徴として古より戴き、和を尊び、多
様な思想や生活信条をおおらかに認め合いつつ、独自の伝統と文化を作り伝え多くの試練
を乗り越えて発展してきた。（以下略）」（０５年１０月７日）」といった美文調であったのと比べる
と、草案の文案は箇条書き的で無味乾燥な格調に乏しいものとなっている。これは中曽根氏
に代表される伝統・復古派の案を、改憲の実現を重視する新自由主義派・協調派が抑え込
み、短期間で書き直した急場しのぎだからではないか。こうした過程に改憲派内の「新憲法」
を支える理念の対立を読み取ることができる。
しかし、この短い「草案」前文に自民党の本音が端的に示され、かつ「自民党らしい」憲法
として必要にして十分な要素が盛り込まれている。
その第１は、自主憲法であることの確認である。そもそも全体の名称が「憲法改正案」では
なく「新憲法草案」であることからもハッキリしているように、「草案」前文は自主的に新しい憲
法として制定されることを明確に宣言している。本来、新憲法の制定とは、革命やクーデタ
ー、戦争による根本的な政治体制変革に伴なうものであり、現行憲法の改正手続に基づい
て新憲法を制定するということ自身矛盾といわざるを得ない。仮に「新憲法」制定をするので
あれば、イラクやアフガンの例のように、憲法制定会議のための選挙を行ない憲法草案を作
成するのが筋である。
第２は、権力制限規範として憲法の本質の変質をはかることである。これは、現行憲法の
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「国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国
民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」という記述の削除に示され
ている。国民の信託に基づく権力行使という政治体制から、権力担当者が自由に権力を行
使する政治体制への変質を図りたいという狙いがかいま見える。
第３は、平和主義の破壊である。「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることない
やうにすることを決意し」た過去の戦争への深い反省と不戦を誓う文言はすっかり抜け落ち、
戦争の巨大な被害と加害の果てに獲得した平和憲法の基本理念を守りぬく決意は微塵もみ
られない。現憲法の「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を
保持しよう」という深い決意は「平和主義」という平板な単語に押し込まれ、「全世界の国民
が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」とい
う平和的生存権の規定も削除されている。現憲法の「自由」という表現は「自由主義」というス
ローガンにすり替えられ、「圧政や人権侵害を根絶させるため不断の努力を行なう」ことが宣
言される。こうしたスローガンが常に米国の戦争の目的として掲げられることをみれば、米国
とともに戦う理由として利用されることも十分にあり得るだろう。後述する第９条の破壊とあわ
せて、「戦争ができる憲法体制」を目指そうとする改憲論の核心といえる。
第４に愛国心の規定だ。「草案」には、「帰属する国や社会を愛情と責任感と気概をもって
自ら支え守る責務を共有」することが国民の責務として盛り込まれた。「愛国心」の復活であ
る。この国民の「責務」は、容易に「国防の責務」に直結し、やがては徴兵制にもつながりかね
ない危険をもつのものだ。
「草案」の前文は、当初自民党内で議論されていた「わが国の歴史、伝統、文化に根ざし
た国柄」――武士道や皇室、国家神道といった情緒的で時代錯誤もはなはだしい言葉こそ
盛り込まれなかったものの、そのめざすものの本質はなんら変わっていないのである。
改憲派の狙いを余すことなく盛り込んだ、必要にして十分な内容になっているのであ
る。
■天皇制――現在の規定をほぼ踏襲し、復古的な表現を避ける
現行憲法

自民党「草案」

第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合
の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民
の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決し
た皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内
閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行
為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
②天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関す
る行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くとき
は、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行

第一章 天皇
（天皇）
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合
の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民
の総意に基づく。
（皇位の継承）
第二条 皇位は、世襲のものであって、国会の議決し
た皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 （第六条第四項参照）
（天皇の権能）
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行
為のみを行い、国政に関する権能を有しない。

第五条 （第七条参照）
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ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大
臣を任命する。
②天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる
裁判官を任命する。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のた
めに、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正､法律､政令及び条約を公布すること｡
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免
並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認
証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認
証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認
証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
（現第四条②→）
（現第三条→）

（現第五条→）

（現第五条→）

第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を
譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基か
なければならない。

（天皇の国事行為）
第六条 天皇は、国民のために、国会の指名に基づ
いて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて
最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
２ 天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する
行為を行う。
一 （変更なし）
二 （変更なし）
三 第五十四条第一項の規定による決定に基づいて
衆議院を解散すること。
四 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選
挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員
の任免並びに全権委任状並びに大使及び公使の信
任状を認証すること。
六 （変更なし）
七 （変更なし）
八 （変更なし）
九 （変更なし）
十 儀式を行うこと。
３ 天皇は、法律の定めるところにより、前二項の
行為を委任することができる。
４ 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣
の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う。
（摂政）
第七条 皇室典範の定めるところにより摂政を置く
ときは、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行
為を行う。
２ 第四条及び前条第四項の規定は、摂政につ
いて準用する。
（皇室への財産の譲渡等の制限）
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を
譲り受け、若しくは賜与するには法律で定める場合を
除き、国会の議決を経なければならない。

第１章の天皇条項は、「天皇の権能」や「国事行為」について整理した程度で、現憲法の
規定がほぼそのまま踏襲されている。当初、自民党内で声高に主張されていた「元首化」
や、第一次素案段階で留意すべきとされていた「象徴としての公的行為」は結局は盛り込ま
れなかった。極端な復古的な表現を控えたのは公明党や民主党との合意の実現や、世論に
配慮した戦術とみるべきだろう。
■戦争の放棄――武力の否定から、「武力による平和」に転換
第二章

現行憲法
戦争の放棄

第二章
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自民党「草案」
安全保障

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際
平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力に
よる威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手
段としては、永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力
は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めな
い。
（新設→）

（平和主義）
第九条 （変更なし）

②削除

（自衛軍）
第九条の二 わが国の平和と独立並びに国及び国
民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮
権者とする自衛軍を保持する。
２ 自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するため
の活動を行うにつき、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。
３ 自衛軍は、第一項の規定による任務を遂行するた
めの活動のほか、法律の定めるところにより、国際社
会の平和と安全を確保するために国際的に協調して
行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持
し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を
行うことができる。
４ 前二項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び
統制に関する事項は、法律で定める。

この間の改憲論議の最大の核心が、第９条問題であることはもはや疑いようがない。「草
案」の字面だけからでは分かりづらい第９条改憲の意味について、とくに詳細に検討してみ
たい。
○タイトル： 自民党「草案」は、現憲法第２章のタイトル「戦争の放棄」を「安全保障」に変え
た。一見大差ないようにも思えるが、ここには国の安全に関する本質的な発想の転換が示さ
れている。
現憲法は前文で「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を
保持しようと決意」しているのであり、その具体的な中身が第９条で定めた戦力の不保持と交
戦権の否認であった。①宣戦布告や講和の規定がない、②国防義務や徴兵制の規定がな
い、③国家緊急権の規定がない、④特別裁判所＝軍法会議の設置が禁止されている、とい
ったことと第９条が相まって、日本国憲法は戦争を前提としない規範構造となっているのだ。
戦争を放棄して、国民が平和的に生存する権利を定め、平和的手段によって安全を確保す
る決意を示した平和憲法の核心がこの第９条であった。
これに対して「安全保障」とは、「外部からの侵略に対して国家および国民の安全を保障
すること」（広辞苑）であり、伝統的な意味ではもっぱら軍事力の均衡や軍事同盟よって外敵
を抑止ないし撃退することである。第９条のタイトルの変更は、武力の否定から武力行使を当
然の前提とする「武力による平和の維持」へと発想を１８０度転換するということを端的に示し
ているといえる。
○第９条第１項： 「草案」では第９条第１項は維持された。第９条第１項は、１９２８年のパリ
不戦条約の「締約国ハ国際紛争解決ノ為戦争ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互関係ニ於テ
国家ノ政策ノ手段トシテノ戦争ヲ抛棄スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ厳粛ニ宣言スル
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（第１条）」という規定、１９４５年の国連憲章の「すべての加盟国は、その国際関係において、
武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するもの
も、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない
（第２条４項）」とした規定をなぞったものであり、平和原則についての国際基準を確認したも
のということができる。
○第９条第２項（現行）： 憲法第９条第２項の規定は、自民党「草案」ではすべて削除され
た。国連憲章は、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生し
た場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、
個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない（第５１条）」という規定を持ち、
自衛戦争を認めている。このことを考えれば、日本国憲法第９条第１項の平和原則もそれだ
けでは自衛戦争を否定できないと考えるのが自然である。ほとんどの戦争が「自衛」を口実と
して行なわれていることを考えればこの抜け穴はあまりにも大きい。国連憲章第２条４項や日
本国憲法第９条第１項の平和原則はそれだけでは十分な実効性を持ち得ないのである。
日本国憲法は第９条第１項の平和原則と、「陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。
国の交戦権はこれを認めない」とした第９条第２項の非武装条項とを組み合わせることによっ
て、武力依存への制約原理として機能してきた。第２項があったが故に、自衛隊は「戦力」で
はないとされ、攻撃的な兵器の保有を抑制され、専守防衛という制約を課されてきた。イラク
に派遣されたとしても、「非戦闘地域」でしか活動しない、武力行使はしない、といった苦しい
説明をしなくてはならなかったのである。日本の平和主義の核心は第９条第２項であり、第２
項にこそその独自性と歴史的意義があるといえる。だからこそ、長年にわたって改憲派から
目の敵とされ、自民党「草案」でも丸ごと削除されることとなったのである。
○「草案」新第９条の２： 「草案」は戦力の不保持と交戦権の否認を定めている現憲法第９
条第２項をまるごと削除し、そのかわりに新たに９条の２として４項目の規定を新設している。
・「草案」第９条の２の１項は、自衛軍の保持を明記した。これが単に現状を追認し明確化す
るためだけの改定と見るべきではないだろう。単に自衛隊を憲法的に認知するということであ
れば、従来の政府解釈でも自衛隊は合憲とされてきたのであるし、是非は別にしてそこまで
さかのぼった自衛隊否定論はもはやそれほど強くはないのであるから、あえて明文改憲をす
る実質的な意味はなにもないのである。これまで形骸化しつつも、海外派兵の禁止、武器輸
出禁止三原則、非核三原則、集団的自衛権不行使、専守防衛といった軍事的に極めて抑
制的な小国主義的政策を維持することが出来たのは、自衛隊が普通の軍隊ではなく「自衛
のための必要最小限度の実力組織」であったからではなかっただろうか。
・「草案」第９条の２の２項は、文民統制の規定である。しかし、広範な自衛軍の活動に対す
る統制の中身があまりにも漠然としている。例えば、ドイツ基本法では「防衛上の緊急事態宣
言」の権限は連邦議会にあり、その確定には連邦議会議員の投票数の３分の２の多数、少な
くとも連邦議会議院の過半数の同意が必要と定めている。多くの国の憲法が開戦の権限を
議会に与えるなど軍隊組織に対する議会の統制について詳細に定めている。ところが自民
党「草案」では「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」として、具体
的な事項をすべて法律にゆだねてしまうのである。軍事というもっとも厳しい取り扱いが求め
られる問題について、立憲主義的な統制をまったく欠いているのである。
・「草案」第９条の２の３項 は、国際協調と治安維持の任務を規定している。ここでいわれる
「国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動」の中身は不明
であるが、国連憲章に基づく集団的安全保障活動にとどまらず、英米などが国際的に協調し
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て行なう活動への参加も容認されることになろう。「草案」が前文で提示した「正義と秩序を基
調とする国際平和を誠実に願い、他国とともに実現のため、協力し合う。(略)圧政や人権侵
害を根絶させるため、不断の努力を行う」という理念は、ここで米国が認定した「圧政の拠点」
や「ならず者国家」に対して、米軍もしくは米軍中心の多国籍軍の一員として戦争を行なうこ
とにすり替えられるであろう。むしろ、これこそが憲法改正の真の目的というべきである。
また、「緊急事態における公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための
活動を行うことができる」と定めて、国家緊急権を新設した。これは、法制化が進んでいる武
力攻撃事態法等を根拠づけるとともに、さらに自衛軍の活動範囲を広げる効果を持つであろ
う。
・「草案」第９条の２の４項は、第９条の２の２項を補足し、「自衛軍の組織及び統制に関する
事項」を法律に委任することを定めている。そもそも憲法が国家権力を制限する規範であるこ
とを考えれば、軍隊の組織や統制のあり方を包括的に法律に委任することなど許されるはず
がないのである。議院内閣制の下で立法と行政をコントロールできる多数勢力が、自由に軍
隊組織を支配できることになりかねないのである。「草案」前文に「国や社会を愛情と責任感
をもって自ら支え守る責務」が盛り込まれることをあわせて考えると、徴兵制に道を開くこととも
なりかねない。
○集団的自衛権の明記： 「草案」には、集団的自衛権の行使は明記されなかったが、自民
党内での議論によれば、「草案」第９条の２の規定には集団的自衛権の行使が当然に含まれ
ている。「草案」起草の実務を担当したとされる舛添要一起草委員会事務局次長が「自衛に
は個別も集団も含まれる」と述べているように、集団的自衛権が自衛権の概念に含まれるも
のとして容認し、海外での武力行使についても「国際的に協調して行われる活動」という条件
下で行使できることがすでに前提とされていると考えるべきだろう。解釈によって認められるこ
とをあえて明記して、反対を刺激する必要はないという戦術に過ぎないのである。
なお、日米安保条約に基づいて日本に駐留する米軍は、その第６条で「日本国の安全に
寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与」する限りで日本国内の基
地を利用できることとされている。これは現行憲法第９条第２項が軍事力の保持を禁止してい
るため、日本政府が「憲法によっても制約できない自然権」としての「個別的自衛権」の延長
線上で安保条約を正当化してきたためだ。第９条２項を削除し、第９条の２を新設し、米軍へ
の軍事協力がそもそも合憲となれば、米軍が日本から出て行く理由はなにもなくなるだろう。
現９条２項があれば、解釈改憲がここまですすんでしまった今日でさえ、在日米軍はあくまで
「日本と極東の安全への寄与」が問題とされ続けるのである。
○「草案」の目指す「自衛軍」像： 自民党の考える「自衛軍」像は、「草案」の文面だけでは
分かりづらいが、「草案」に至る過程やこの間の議論を見ればまったく明確である。すでに、
新ガイドライン以降、周辺事態法、テロ対策特措法、ＰＫＯ法の改正、イラク特措法、有事関
連法制など、憲法第９条の理念に反する立法が積み重ねられ、自衛隊の活動領域は実質的
に「専守防衛」の範囲を大きく超えて拡大している。残念ながら自衛隊は権限の面ではすで
に限りなく普通の軍隊に近づいているのである。ここでさらに憲法をかえなくては出来ないこ
とはただ一つ、「海外での武力行使」にほかならない。自衛隊を、米軍と一体となって海外で
武力行使ができる「本物の軍隊」とすること、日本を戦前のような「普通の国」に戻すことこそ
が、第９条改憲勢力の真の目的である。自衛隊がアメリカの戦略といっそうの一体化をはか
り、米軍の期待に応え、世界中で「武力行使」を行なうためには、武力公使を否定する憲法
第９条第２項がどうしても邪魔なのだ。
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いままさに進められている米軍基地の再編、自衛隊組織の再編成の動きと、憲法第９条へ
の攻撃は歩調を合わせたものであり、なし崩しに進められてきた自衛隊の「普通の軍隊化」を
阻む最後の防波堤が憲法第９条である。米軍基地の再編、基地の共同使用等による米軍・
自衛隊の機能の一体化、武器輸出三原則の緩和、海外派遣の本来任務への格上げ、海外
派遣のための恒久法の制定、防衛庁の「省」昇格等の動きと、憲法第９条改悪の動きを一体
のものとしてハッキリと認識していく必要があるだろう。
○許されない平和主義の破壊： 国際人道法は、１８９９年のハーグ平和会議以降、戦争の
ルール化から戦争自体の違法化へ着実に進んできた。１９２０年の国際連盟規約、２８年の
不戦条約と歩んできた戦争違法化の潮流の一定の到達点が、自衛目的を除く加盟国の武
力行使を全面的に禁止した１９４５年の国際連合憲章である。日本国憲法は、第９条第１項
で国連憲章が到達した戦争違法化の原則を確認し、第９条第２項が戦力の不保持を定める
ことでこれを徹底させ具体化させた。憲法第９条第２項こそが、自衛隊の活動地域や装備を
国土防衛の範囲に制限し、「専守防衛」の範囲に押さえ込んできた根拠なのである。
前文で「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を
有することを確認する」と明確にうたい、第９条が不戦・戦力の不保持・交戦権の放棄を明確
に宣言したことを土台にして、すべての国民が個人として尊重され幸福を追求する権利をも
つことを規定した第１３条、すべての国民に健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を
保障した第２５条が存在し、これらによって日本国憲法はすべての国民に「平和のうちに生き
る権利」＝平和的生存権を保障している。これこそが、戦争によって多くの命を失った代償と
して獲得したものであり、過去の歴史から学び取った日本の叡智なのだ。
「草案」が日本国憲法の核心部分である第９条第２項を破棄することは、「憲法の同一性」
を損なうものでありまさに憲法の平和主義の破壊である。憲法の基本原理すなわち国民主
権、基本的人権、平和主義について、その原理そのものを否定するような変更は、憲法改正
限界を超えるものとして、本来憲法改正手続きをもってしても改正し得ないものだ。戦争は違
法であり、紛争解決の手段として武力に訴えることは主権国家の正当な権利ではないという
国際人道法の到達点＝日本国憲法第９条の理念を後退させることがあっては絶対にならな
いのである。
■市民の権利――公の秩序が許す範囲の「自由及び権利」
現行憲法
第三章 国民の権利及び義務
第十条 日本国民たる要件は､法律でこれを定める。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を
妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人
権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及
び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権
利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなけ
ればならない。又、国民は、これを濫用してはならない
のであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用す
る責任を負ふ。

自民党「草案」
第三章 国民の権利及び義務
（日本国民）
第十条 日本国民の要件は、法律でこれを定める。
（基本的人権の享有）
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を
妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人
権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及
び将来の国民に与えられる。
（国民の責務）
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権
利は、国民の不断の努力によって、保持しなければな
らない。国民は、これを濫用してはならないのであっ
て、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自
覚しつつ、常に公益及び公の秩序に反しないように自
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第十三条 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。

由を享受し、権利を行使する責務を負う。
（個人の尊重）
第十三条 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、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他
の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

「草案」は、現行第１２条に「自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚しつつ」と
いう文言を挿入し、自由や権利に「責任・義務」と名目で制限を加える根拠としようとしてい
る。現行憲法では、自由と権利を制約する条件は「公共の福祉」のみであるが、「草案」では
現１３条、２９条も含めこれが「公益及び公の秩序」に」置き換えられる。（２２条の「公共の福
祉」は削除）
これは、単なる言葉の言い換えではない。「公共の福祉」とはある人権が他人の人権と矛
盾・衝突する場合の解決をはかるための調整、実質的公平の原理であり、人権に必然的に
内在する制約である。これに対して、「草案」のいう「公益及び公の秩序」は、個人の権利を
否定し個人を犠牲にした上での権力に対する忠誠を意味するものともなりかねないもので、
外部から人権を制約するものと解される。現憲法が「侵すことの出来ない永久の権利」である
基本的人権である「個人の自由と権利」が、明治憲法下での「人権保障」のような統治機構の
定める秩序や法益の下位のものと位置づけられ、その許容範囲でしか存在できないものに
貶められることになりかねないのである。
例えば国家の安全や、軍事目的といった公益のために、表現の自由や思想・信条の自由
等が制限されることにつながり、戦争への批判を立法によって制限する根拠にもなりかねな
い。「草案」第９条２が自衛軍の任務として「公の秩序の維持のための活動」を規定しているこ
とからも、「公益及び公の秩序」が、軍事的要請をも含めた国家の求める秩序全般を指すこと
は明白である。
■新しい権利――世論迎合のための実のない方便
現行憲法

自民党「草案」

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治
的、経済的又は社会的関係において、差別されな
い。
②華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権
も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将
来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免すること
は、国民固有の権利である。
②すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の
奉仕者ではない。
③公務員の選挙については、成年者による普通選挙
を保障する。
④すべて選挙における投票の秘密は、これを侵して
はならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的

（法の下の平等）
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であって、
人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門
地により、政治的、経済的又は社会的関係において、
差別されない。
２ 華族その他の貴族の制度は、認めない。
３ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権
も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将
来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
（公務員の選定及び罷免に関する権利等）
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免すること
は、国民固有の権利である。
２ すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部
の奉仕者ではない。
３ 公務員の選挙については、成年者による普通選
挙を保障する。
４ 選挙における投票の秘密は、侵してはならない。
選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を
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にも責任を問はれない。
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法
律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事
項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かか
る請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を
受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共
団体に、その賠償を求めることができる。
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反
する苦役に服させられない。
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵しては
ならない。
（新設→）

問われない。
（請願をする権利）
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法
律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事
項に関し、平穏に請願をする権利を有する。
２ 請願をした者は、そのためにいかなる差別待遇も
受けない。
（国等に対する賠償請求権）
第十七条 何人も、公務員の不法行為により損害を
受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共
団体に、その賠償を求めることができる。
（奴隷的拘束及び苦役からの自由）
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
２ 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その
意に反する苦役に服させられない。
（思想及び良心の自由）
第十九条 思想及び良心の自由は、侵してはならな
い。
（個人情報の保護等）
第十九条条の二 何人も自己に関する情報を不当
に取得され、保有され、又は利用されない。
２ 通信の秘密は、侵してはならない。

自民党「草案」は、いくつかのいわゆる「新しい権利」を導入している。障害者差別の禁止
（草案第１４条、第４４条）、個人情報保護（草案第１９条２）、国の説明責任（草案第２１条２）、
環境権（草案第２５条２）、犯罪被害者の権利（草案第２５条３）などである。
「草案」第２１条２の規定が「知る権利」などと称されることもあるが、実際には国の説明責任
を定めているに過ぎず「知る権利」といえるようなものではないし、「環境権」といっても国の環
境保全の努力義務に過ぎないというまったく不十分なものだ。もちろんこれらの権利を保障し
ていくこと自体は必要だが、憲法上に明文の規定こそ無くとも、憲法制定から６０年にわたる
運動や訴訟の中で、解釈によってすで憲法上の根拠が与えられており、あえて憲法に明文
規定を設ける意味は無いのである。
これまで自民党がこうした「新しい権利」の実現に背を向け続けてきたことを考えても、「草
案」の「新しい権利」が世論を引きつけようとする方便に過ぎないことは明らかである。
■政教分離原則――靖国公式参拝を合憲化
現行憲法
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保
障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又
は政治上の権力を行使してはならない。
②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参
加することを強制されない。
③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教
的活動もしてはならない。

自民党「草案」
（信教の自由）
第二十条 （変更なし）

２ （変更なし）
３ 国及び公共団体は、社会的儀礼又は習俗的行為
の範囲を超える宗教教育その他の宗教的活動であっ
て、宗教的意義を有し、特定の宗教に対する援助、助
長若しくは促進又は圧迫若しくは干渉となるようなもの
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第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切
の表現の自由は、これを保障する。
②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、こ
れを侵してはならない。
（新設→）

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居
住、移転及び職業選択の自由を有する。
②何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を
侵されない。
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

を行ってはならない。
（表現の自由）
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切
の表現の自由は、何人に対しても保障する。
②検閲は、これをしてはならない。
（国政上の行為に関する説明の責務）
第二十一条の二 国は、国政上の行為につき国民に
説明する責務を負う。
（居住、移転及び職業選択等の自由等）
第二十二条 何人も、居住、移転及び職業選択の自
由を有する。
２ すべて国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱
する自由を侵されない。
（学問の自由）
第二十三条 学問の自由は、何人に対しても保障す
る。

戦前、国家神道が軍国主義と一体となって国民を戦争に駆り立ていったことに対する深い
反省にもとづき、現行憲法は、第２０条３項で「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる
宗教的活動もしてはならない」と規定し、厳格に政教分離を定めている。「草案」はこれに、
「社会的儀礼の範囲内にある場合を除き」と解除規定を加えることによって、政教分離規定を
大幅に緩和している。「社会的儀礼」という名目さえつければ、靖国神社への公式参拝や、
各地の護国神社等への首長の参拝や玉串料等への公金支出も許されることになるだろう。
首相の靖国参拝等に関して違憲判決が相次いでいる状況に対して、「草案」は憲法第２０条
・８９条の政教分離原則そのものを骨抜きにするという恥知らずな回答を出したのである。
また穿った見方をすれば、「自衛軍」の国際的に強調した軍事活動によって生じるかも知
れない戦死者を「新たな英霊」として合祀し、慰霊することが目指されている可能性もある。
■男女平等と生存権――国民の反発恐れ条文改憲を断念
現行憲法
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成
立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、
相互の協力により、維持されなければならない。
②配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚
並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関して
は、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚
して、制定されなければならない。
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低
限度の生活を営む権利を有する。
②国は、すべての生活部面について、社会福祉、社
会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなけれ
ばならない。

自民党「草案」
（婚姻及び家族に関する基本原則）
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基づいて
成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、
相互の協力により、維持されなければならない。
２ （変更なし）

（生存権等）
第二十五条 （変更なし）
２ 国は、国民生活のあらゆる側面について、社会福
祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努め
なければならない。

憲法第２４条は、婚姻･家族を、平等な個人の自由意思による結合によって維持されるもの
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と規定し、家父長支配のもとで女性を無権利状態においていた戦前の家制度を根本から否
定した。これに対して０４年６月の自民党の憲法改正プロジェクトチーム「論点整理案」では、
「家族や共同体の価値を重視する観点から」第２４条の見なおしを提言しており、自民党の
「草案」が第２４条を変更し男女平等原則を否定する内容となるおそれが強かった。同様に、
国の社会保障充実の責務を定めた第２５条等の社会権規定を、「社会連帯・共助の観点から
社会保障制度を支える」自己責任・自助努力の推進の根拠規定に変えられることも危惧され
ていた。
結局、今回の「草案」では、これらの条項の改悪は断念されている。広範な女性や社会的
弱者による反発で、改憲そのものが頓挫することを恐れたのであろう。言うまでもなく家族形
成に関する自己決定権や夫婦同権を認めた第２４条や、国民の生存権を定める第２５条の
理念などは、いまだ日本社会で十分に実現しているとはいえないのであり、憲法の理念に向
けて具体的な施策を充実させることこそが求められているのである。
憲法第２４条への攻撃と歩調を合わせるように、男女平等政策に対する攻撃が強まってい
ることを考えれば、今回の自民党「草案」に第２４条改正が盛り込まれなかったからといって決
して油断することはできないのであって、いっそうの警戒が必要であろう。
■その他の国民の権利と義務――新しい権利と用字用語の整理
現行憲法
（新設→）

（新設→）

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところによ
り、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有
する。
②すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護
する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教
育は、これを無償とする。
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義
務を負ふ。
②賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する
基準は、法律でこれを定める。
③児童は、これを酷使してはならない。
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉そ
の他の団体行動をする権利は、これを保障する。
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
②財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法
律でこれを定める。

自民党「草案」
（国の環境保全の責務）
第二十五条の二 国は国民が良好な環境の恵沢を享
受することができるようにその保全に努めなければなら
ない。
（犯罪被害者の権利）
第二十五条の三 犯罪被害者は、その尊厳にふさわ
しい処遇を受ける権利を有する。
（教育に関する権利及び義務）
第二十六条 （変更なし）

２ すべて国民は、法律の定めるところにより、その保
護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務
教育は、これを無償とする。
（勤労の権利及び義務等）
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義
務を負う。
２ （変更なし）
３ 児童は、酷使してはならない。
（勤労者の団結権等）
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉そ
の他の団体行動をする権利は、保障する。
（財産権）
第二十九条 財産権は、侵してはならない。
２ 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するよ
うに、法律で定める。この場合において、知的財産権に
ついては、国民の知的創造力の向上及び活力ある社
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③私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のため
に用ひることができる。
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の
義務を負ふ。
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなけれ
ば、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑
罰を科せられない。
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける
権利を奪はれない。
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を
除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由と
なつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕
されない。
第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、
直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑
留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなけ
れば、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ち
に本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示さ
れなければならない。

第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品に
ついて、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利
は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基い
て発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示
する令状がなければ、侵されない。
②捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する
各別の令状により、これを行ふ。
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、
絶対にこれを禁ずる。
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人
は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を
有する。
②刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機
会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的
手続により証人を求める権利を有する。
③刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁
護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼
することができないときは、国でこれを附する。
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要さ

会の実現に留意しなければならない。
３ 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用
いることができる。
（納税の義務）
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の
義務を負う。
（適正手続の保障）
第三十一条 何人も、法律の定める適正な手続によら
なければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその
他の刑罰を科せられない。
（裁判を受ける権利）
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける
権利を奪われない。
（逮捕に関する手続の保障）
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を
除いては、裁判官が発し、かつ、理由となつている犯罪
を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
（抑留及び拘禁に関する手続の保障）
第三十四条 何人も、正当な理由がなく、若しくは理
由を直ちに告げられることなく、又は直ちに弁護人に依
頼する権利を与えらることなく、抑留され、又は拘禁され
ない。
２ 拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びそ
の弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権
利を有する。
（住居等の不可侵）
第三十五条 何人も、正当な理由に基づいて発せら
れ、かつ捜索する場所及び押収する物を明示する令
状によらなければ、その住居、書類及び所持品につい
て、侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、第三十三
条の規定により逮捕される場合は、この限りではない。
２ 前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が
発する各別の令状によって行う。
（拷問等の禁止）
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、
絶対にこれを禁止する。
（刑事被告人の権利）
第三十七条 （変更なし）

２ 被告人は、すべての証人に対して審問する機会を
充分に与えられる権利及び公費で自己のために強制
的手続により証人を求める権利を有する。
３ 被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護
人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼す
ることができないときは、国でこれを付する。
（刑事事件における自白等）
第三十八条 （変更なし）
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れない。
②強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く
抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とする
ことができない。
③何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白
である場合には､有罪とされ､又は刑罰を科せられな
い。
第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為
又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任
を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事
上の責任を問はれない。
第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁
判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその
補償を求めることができる。

２ 拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長
く抑留され、若しくは拘禁された後の自白は、これを証
拠とすることができない。
３ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白
である場合には、有罪とされない。
（遡求処罰等の禁止）
第三十九条 何人も、実行の時に適法であった行為
又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任
を問われない。同一の犯罪については、重ねて刑事上
の責任を問われない。
（刑事補償を求める権利）
第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁
判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその
補償を求めることができる

前述したようにいくつかの「新しい権利」憲法――個人情報保護（草案第１９条２）、国の説
明責任（草案第２１条２）、環境権（草案第２５条２）、犯罪被害者の権利（草案第２５条３）を加
えた程度で大きな変更はない。財産権（第２９条）の「公共の福祉」を「公益及び公の秩序」に
置き換え、知的財産権尊重を書き込んだが、基本的には用字用語の変更程度となってい
る。
■国会――首相に恣意的な解散権を与え、新たに「政党」を規定
現行憲法

自民党「草案」

第四章 国会
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国
の唯一の立法機関である。
第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院
でこれを構成する。
第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙され
た議員でこれを組織する。
②両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格
は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社
会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別
してはならない。
第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但
し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了
する。
第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年
ごとに議員の半数を改選する。

第四章 国会
（国会と立法権）
第四十一条 国会は、国権の最高機関であって、国
の唯一の立法機関である。
（両議員）
第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院
で構成する。
（両議員の組織）
第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙され
た議員で組織する。
２ 両議院の議員の定数は、法律で定める。
（議員及び選挙人の資格）
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格
は、法律で定める。この場合においては、人種、信
条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財
産又は収入によって差別してはならない。
（衆議院議員の任期）
第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。た
だし、衆議院が解散された場合には、その期間満了
前に終了する。
（参議院議員の任務）
第四十六条 （変更なし）
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第四十七条 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。
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たること
はできない。
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところ
により、国庫から相当額の歳費を受ける。
第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除
いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕さ
れた議員は、その議院の要求があれば、会期中これ
を釈放しなければならない。
第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、
討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集す
る。
（新設→）
第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定
することができる。いづれかの議院の総議員の四分の
一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定し
なければならない。

第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日
から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、そ
の選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなけれ
ばならない。
②衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉
会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるとき
は、参議院の緊急集会を求めることができる。
③前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨
時のものであつて、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。
第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関
する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるに
は、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必
要とする。
第五十六条 両議院は、各々その総議員の三分の
一以上の出席がなければ、議事を開き議決することが
できない。

（選挙に関する事項）
第四十七条 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、法律で定める。
（両議員議員兼職の禁止）
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員となること
はできない。
（議員の歳費）
第四十九条 （変更なし）
（議員の不逮捕特権）
第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除
いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕さ
れた議員は、その議院の要求があるときは、会期中こ
れを釈放しなければならない。
（議員の免責特権）
第五十一条 両議院の議員は、議院で行った演説、
討論又は表決について、院外で責任を問われない。
（常会）
第五十二条 国会の常会は、毎年一回召集する。
２ 常会の任期は、法律で定める。
（臨時会）
第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定
することができる。いずれかの議院の総議員の四分の
一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定し
なければならない。
（衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別会及び
参議院の緊急集会）
第五十四条 第六十九条の場合その他の場合の衆
議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。
２ 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日
以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日
から三十日以内に、国会の特別会を召集しなければ
ならない。
３ 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉
会となる。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるとき
は、参議院の緊急集会を求めることができる。
４ 前項ただし書の緊急集会において採られた措置
は、臨時のものであって、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、その効力を失う。
（資格訴訟の裁判）
第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関
する争訟を裁判する。ただし、議員の議席を失わせる
には、出席議員の三分の二以上の多数による議決を
必要とする。
（評決及び定足数）
第五十六条 両議院の議事は、この憲法に特別の定
のある場合を除いては、出席議員の過半数で決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。
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②両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合
を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同
数のときは、議長の決するところによる。
第五十七条 両議院の会議は、公開とする。但し、出
席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘
密会を開くことができる。
②両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会
の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以
外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければなら
ない。
③出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議
員の表決は、これを会議録に記載しなければならな
い。
第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役
員を選任する。
②両議院は、各々その会議その他の手続及び内部
の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだ
した議員を懲罰することができる。但し、議員を除名す
るには、出席議員の三分の二以上の多数による議決
を必要とする。
第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある
場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
②衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をし
た法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の
多数で再び可決したときは、法律となる。
③前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院
が､両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない｡
④参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた
後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決
しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決
したものとみなすことができる。
第六十条 予算は、さきに衆議院に提出しなければ
ならない。
②予算について、参議院で衆議院と異なつた議決を
した場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議
会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、
衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中
の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆
議院の議決を国会の議決とする。
第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認につ
いては、前条第二項の規定を準用する。
第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行
ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録

２ 両議員の議決は、各々その総議員の三分の一以
上の出席がなければすることができない。
（会議及び会議録の公開等）
第五十七条 両議院の会議は、公開しなければなら
ない。ただし、出席議員の三分の二以上の多数で議
決したときは、秘密会を開くことができる。
２ 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密
会の記録の中で特に秘密を要すると認められるものを
除き、これを公表し、かつ一般に頒布しなければなら
ない。
３ 出席議員の五分の一以上の要求があるときは、各
議員の表決は、これを会議録に記載しなければならな
い。
（役員の選任並びに議院規則及び懲罰）
第五十八条 （変更なし）
２ 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部
の規律に関する規則を定め、並びに院内の秩序を乱
した議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名
するには、出席議員の三分の二以上の多数による議
決を必要とする。
（法律案の議決及び衆議院の優越）
第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定めのあ
る場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
２ 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決を
した法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の
多数で再び可決したときは、法律となる。
３ 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院
が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
４ 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った
後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決
しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決
したものとみなすことができる。
（予算案の議決等に関する衆議院の優越）
第六十条 予算案は、先に衆議院に提出しなければ
ならない。
②予算案について、参議院で衆議院と異なった議決
をした場合において、法律の定めるところにより、両議
院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参
議院が、衆議院の可決した予算案を受け取った後、
国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しな
いときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
（条約の承認に関する衆議院の優越）
第六十一条 （変更なし）
（議院の国政調査権）
第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行
い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録
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の提出を要求することができる。
第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、
両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはら
ず、何時でも議案について発言するため議院に出席
することができる。又、答弁又は説明のため出席を求
められたときは、出席しなければならない。

第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を
裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所
を設ける。
②弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
（新設→）

の提出を要求することができる。
（国務大臣の議院出席の権利及び義務）
第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、
両議院のいずれかに議席を有すると有しないとにか
かわらず、いつでも議案について発言するため議院
に出席することができる。
２ 内閣総理大臣その他の国務大臣は、答弁又は説
明のため出席を求められたときは、庶務の遂行上や
むを得ない事情がある場合を除き、出席しなければな
らない。
（弾劾裁判所）
第六十四条 （変更なし）

２ 弾劾に関する事項は、法律で定める。
（政党）
第六十四条の二 国は、政党が議会制民主主義に
不可欠の存在であることにかんがみ、その活動の公
正の確保及びその健全な発展に努めなければならな
い。
２ 政党の政治活動の自由は、制限してはならない。
３ 前二項に定めるもののほか、政党に関する事項
は、法律で定める。

現行憲法で定められた、衆院解散は内閣の助言と承認による天皇の国事行為としての解
散(７条解散）と、衆院における不信任案の可決・信任案の否決の場合の解散（６９条解散）の
２つがある。「草案」は第５４条１に「衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する」という規定
を追加し、内閣総理大臣にこれまで以上に自由で恣意的な解散権を与えている。
現行憲法では、議院に出席を求められた首相や閣僚は「出席しなければならない」と義務
規定となっているが、「草案」は「職務の遂行上やむを得ない場合」出席しなくても良いことと
なっている。首相・閣僚が都合の悪いとき出席せず、事実上の答弁拒否が可能となる。
また、「草案」で新設された政党条項は、政党活動の公正さや発展を「国＝政府」の判断
に従属させられることともなりかねない。「草案」６４条の２に基づいてつくられることが予想さ
れる「政党法」の内容次第では、公認政党の組織、党員、財政などの情報が「政党の健全な
発展」に責任を持つ国が把握することともなりかねない。「草案」が導入した「公益及び公共
の秩序」という制限が政党に対しても当然に適用されることとなるだろう。運用によっては、ロ
ーカル・パーティー等、国会に議席を持たない政治勢力が圧殺されることともなりかねず、注
意が必要である。
■内閣――首相の権限強化
現行憲法
第五章 内閣
第六十五条 行政権は、内閣に属する。

自民党「草案」
第五章 内閣
（内閣と行政権）
第六十五条 行政権は、この憲法に特別の定めのあ
る場合を除き、内閣に属する。
（内閣の組織及び国会に対する責任）
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第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、そ
の首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこ
れを組織する。
②内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなけれ
ばならない。
③内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯
して責任を負ふ。
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から
国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のす
べての案件に先だつて、これを行ふ。
②衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場
合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を
開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の
議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内
に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の
議決を国会の議決とする。

第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命す
る。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれな
ければならない。
②内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免すること
ができる。
第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を
可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以
内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければ
ならない。
第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院
議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたとき
は、内閣は、総辞職をしなければならない。
第七十一条 前二条の場合には、内閣は、あらたに
内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を
行ふ。
第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案
を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国
会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の
事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつて

第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、そ
の首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣で
組織する。
２ （変更なし）
３ 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連
帯して責任を負う。
（内閣総理大臣の指名及び衆議院の優越）
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から
国会が指名する。
２ 国会は、他のすべての案件に先立って、前項の
指名を行わなければならない。
３ 衆議院と参議院とが異なった指名をした場合にお
いて、法律の定めるところにより、両議院の協議会を
開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名を
した後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参
議院が指名をしないときは、衆議院の指名を国会の
指名とする。
（国務大臣の任免）
第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命す
る。この場合においては、その過半数は、国会議員の
中から選ばれなければならない。
２ （変更なし）
（内閣の不信任と総辞職）
第六十九条 内閣は、衆議院が不信任の決議案を
可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以
内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければ
ならない。
（内閣総理大臣が欠けたとき等の内閣の総辞職）
第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院
議員の総選挙の後に初めて国会の召集があったとき
は、内閣は、総辞職をしなければならない。
（総辞職の内閣）
第七十一条 前二条の場合には、内閣は、新たに内
閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行
う。
（内閣総理大臣の職務）
第七十二条 内閣総理大臣は、行政各部を指揮監
督し、その総合調整を行う。
２ 内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国
会に提出し、並びに一般国務及び外交関係につ
いて国会に報告する。
（内閣の職務）
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務のほか、次
に掲げる事務を行う。
一 （変更なし）
二 （変更なし）
三 条約を締結すること。ただし、事前に、時宜によつ
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は事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を
掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政
令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委
任がある場合を除いては、罰則を設けることができな
い。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
決定すること。
第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国
務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必
要とする。
第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大
臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがた
め、訴追の権利は、害されない。

ては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従い、国の公務員に関する
事務を掌理すること。
五 予算案及び法律案を作成して国会に提出するこ
と。
六 法律の規定に基づき、政令を制定すること。ただ
し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除い
ては、義務を課し、又は権利を制限する規定を設ける
ことができない。
七 （変更なし）
（法律及び政令への署名）
第七十四条 （変更なし）

（国務大臣の特権）
第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大
臣の同意がなければ、訴追されない。ただし、訴追の
権利は、これにより害されない。

現行憲法では「行政権は、内閣に属する」と規定しているが、「草案」で①衆議院の解散
権、②行政各部の指揮監督権、③自衛軍の指揮権、を内閣ではなく首相が単独で握ること
を明確にしている。首相の権限を強化することは、ただでさえ強くなっている行政権を事実上
の「国権の最高機関」としてしまう危険がある。
昨年の自民党・論点整理では、国務大臣の文民条項(６６条２項)の削除が提案されていた
が、今回の「草案」には盛り込まれなかった。そもそもこうした主張は、かつて陸軍大臣・海軍
大臣の現役武官制が軍部の増長・横暴を招き、戦争遂行に拍車をかけたことの反省に立っ
て国務大臣の文民条項が設けられたことをまったく理解しないか、よほどの反動派と断ぜざ
るを得ないものであるが、自民党内での議論を見れば決してあり得ないことではなかった。０
４年には、自衛隊出身で元防衛庁長官である中谷元氏の依頼で陸上自衛隊の幹部が改憲
案をつくって自民党憲法改正案起草委員会に提出したことが明らかとなり問題となったことな
どもあって、今回、さすがにそこまで踏み込めなかったようである。
■司法――「軍事裁判所」を設置
現行憲法

自民党「草案」

第六章 司法
第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律
の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
②特別裁判所は、これを設置することができない。行
政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
（新設→）

③すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職
権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第六章 司法
（裁判所と司法権）
第七十六条 （変更なし）
２ 特別裁判所は、設置することができない。行政
機関は、終審として裁判を行うことができない。
３ 軍事に関する裁判を行うため、法律の定めると
ころにより、下級裁判所として、軍事裁判所を設置
する。
４ すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職
権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
（最高裁判所の規則制定権）
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第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁
護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関す
る事項について、規則を定める権限を有する。
②検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなけれ
ばならない。
③最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める
権限を、下級裁判所に委任することができる。
第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障の
ために職務を執ることができないと決定された場合を
除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁
判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはでき
ない。
第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び
法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成
し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを
任命する。
②最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて
行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、
その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員
総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
③前項の場合において、投票者の多数が裁判官の
罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
④審査に関する事項は、法律でこれを定める。
⑤最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達し
た時に退官する。
⑥最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の
報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額する
ことができない。

第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の
指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。
その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができ
る。但し、法律の定める年齢に達した時には退官す
る。
②下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の
報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額する
ことができない。
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規
則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する
権限を有する終審裁判所である。
第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷で
これを行ふ。
②裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善

第七十七条 最高裁判所は、裁判に関する手続、弁
護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関す
る事項について、規則を定める権限を有する。
２ 検察官、弁護士その他裁判に関わる者は、最高
裁判所の定める規則に従わなければならない。
３ （変更なし）
（裁判官の身分保障）
第七十八条 裁判官は、次条第三項に規定する場
合及び心身の故障のために職務を執ることができな
いと裁判により決定された場合を除いては、公の弾劾
によらなければ罷免されない。行政機関は、裁判官の
懲戒処分を行うことができない。
（最高裁判所の裁判官）
第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び
法律の定める員数のその他の裁判官で構成し、最高
裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、内閣が任命
する。
２ 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後、法律
の定めるところにより、国民の審査を受けなければなら
ない。
３ 前項の審査において、罷免とすべきとされた裁
判官は、罷免される。
４ 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に
達した時に退官する。
５ 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の
報酬を受ける。この報酬は、在任中、やむを得ない事
由により法律をもって行う場合であっても、裁判官の職
権行使の独立を害するおそれがないときを除き、減額
することができない。
（下級裁判所の裁判官）
第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の
指名した者の名簿によって、内閣がこれを任命する。
その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができ
る。ただし、法律の定める年齢に達した時には退官す
る。
２ 前条第五条の規定は、下級裁判所の裁判官の報
酬について準用する。
（法令審査権と最高裁判所）
第八十一条 （変更なし）

（裁判の公開）
第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷で
行う。
②裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善
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良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審
は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治
犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障
する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、
常にこれを公開しなければならない。

良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、対
審は、公開しないでこれを行うことができる。ただし、政
治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保
障する国民の権利が問題となっている事件の対審
は、常に公開しなければならない。

「草案」は、「軍事裁判所の設置」（「草案」第７６条３）を盛り込んだ。一応、軍事裁判所は
「下級裁判所として」設置され上級審に提訴することはできることとなっているが、「特別裁判
所は設置することができない」という現第７６条２に大きな穴が開くことは間違いない。自衛軍
の将兵の犯罪や、自衛軍自体の犯罪を特別な司法過程に分離することは、武力を実際に行
使するためには不可欠の要素であり、自衛軍を活用した武力行使を、現実のものと考えてい
ることがこれによっても明らかとなっている。
それ以外は、文言の整理程度で、ほぼ現行憲法の規定が踏襲されている。
■財政――財政民主主義の根幹揺らぐ
現行憲法

自民党「草案」

第七章 財政
第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議
決に基いて、これを行使しなければならない。
（新設→）

第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税
を変更するには、法律又は法律の定める条件によるこ
とを必要とする。
第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担す
るには、国会の議決に基くことを必要とする。
第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、
国会に提出して、その審議を受け議決を経なければ
ならない。
（新設→）

（新設→）

第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、
国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこ
れを支出することができる。
②すべて予備費の支出については、内閣は、事後に
国会の承諾を得なければならない。
第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべ
て皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経な
ければならない。

第七章 財政
（財政の基本原則）
第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議
決に基づいて、行使しなければならない。
２ 財政の健全性の確保は、常に配慮されなけれ
ばならない。
（租税法律主義）
第八十四条 租税を新たに課し、又は変更するに
は、法律の定めるところによることを必要とする。
（国費の支出及び国の債務負担）
第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担す
るには、国会の議決に基づくことを必要とする。
（予算）
第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算案を作成
し、国会に提出して、その審議を受け、議決を経なけ
ればならない。
２ 当該会計年度開始前に前項の議決がなかったと
きは、内閣は法律の定めるところにより、同項の議決を
経るまでの間、必要な支出をすることができる。
３ 前項の規定による支出については、内閣は、事後
に国会の承諾を得なければならない。
（予備費）
第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、
国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任で
これを支出することができる。
２ （変更なし）
（皇室財産及び皇室の費用）
第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべ
て皇室の費用は、予算案に計上して国会の議決を経
なければならない。
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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、
又は公の支配に属しない慈善、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。

第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会
計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その
検査報告とともに、これを国会に提出しなければなら
ない。
②会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定め
る。
第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期
に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告し
なければならない。

（公の財産の支出及び利用の制限）
第八十九条 公金その他の公の財産は、第二十条
第三項の規定による制限を超えて、宗教的活動を行う
組織又は団体の使用、便益若しくは維持のため、支
出し、又はその利用に供してはならない。
２ 公金その他の公の財産は、国若しくは公共団体
の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に
対し支出し、又はその利用に供してはならない。
（決算の承認）
第九十条 内閣は、国の収入支出の決算について、
すべて毎年会計検査院の検査を受け、法律の定める
ところにより、次の年度にその検査報告とともに国会に
提出し、その承認を受けなければならない。
２ 会計検査院の組織及び権限は、法律で定める。
（財政状況の報告）
第九十一条 （変更なし）

現行憲法では、毎会計年度の予算案は国会の議決を経ることが大原則である。しかし「草
案」は第８６条に２項を追加し、会計年度の開始前に議決がなくても内閣は自分が作った予
算案で支出が出来ることとしている。納税者の代表である国会の議を経ない予算執行は、財
政民主主義の根幹を崩すものである。国会が「天皇の内閣」の協賛機関でしかなかった明治
憲法下の制度への逆行と言わざるを得ない。
■地方自治――地方自治の本旨を矮小化
現行憲法
第八章

地方自治
（新設→）

（新設→）

第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関
する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこ
れを定める。
（新設→）

自民党「草案」
第八章 地方自治
（地方自治の本旨）
第九十一条の二 地方自治は、住民の参画を基
本として、住民に身近な行政を自主的、自立的か
つ総合的に実施することを旨として行う。
２ 住民は、その属する地方自治体の役務の提供
をひとしく受ける権利を有し、その負担を公正に分
任する義務を負う。
（地方自治体の種類等）
第九十一条の三 地方自治体は、基礎地方自治
体及びこれを包括し、補完する広域地方自治体と
する。
２ 地方自治体の組織及び運営に関する基本的
事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律で定
める
（国及び地方自治体の相互の協力）
第九十二条 国及び地方自治体は、地方自治の
本旨に基づき、適切な役割分担を踏まえて、相互
に協力しなければならない。
（地方自治体の機関及び直接選挙）
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第九十三条 地方公共団体には、法律の定める
ところにより、その議事機関として議会を設置する。
②地方公共団体の長、その議会の議員及び法律
の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の
住民が、直接これを選挙する。
第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理
し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有
し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
（新設→）

第九十五条 一の地方公共団体のみに適用され
る特別法は、法律の定めるところにより、その地方
公共団体の住民の投票においてその過半数の同
意を得なければ、国会は、これを制定することがで
きない。

第九十三条 地方自治体には、法律の定めるとこ
ろにより、条例その他重要事項を議決する機関とし
て、議会を設置する。
２ 地方自治体の長、議会の議員及び法律の定
めるその他の公務員は、当該地方自治体の住民
が、直接選挙する。
（地方自治体の権能）
第九十四条 地方自治体は、その事務を処理す
る権能を有し、法律の範囲内で条例を制定するこ
とができる。
（地方自治体の財務及び国の財政措置）
第九十四条の二 地方公共団体の経費は、その
分担する役割及び責任に応じ、条例の定めるとこ
ろにより課する地方税のほか、当該地方自治体が
自主的に使途を定めることができる財産をもってそ
の財源に充てることを基本とする。
２ 国は、地方自治の本旨及び前項の趣旨に基
づき、地方自治体の行うべき役務の提供が確保さ
れるよう、法律の定めるところにより、必要な財政上
の措置を講ずる。
３ 第八十三条第二項の規定は、地方自治につ
いて準用する。
（削除）

戦争放棄を宣言した憲法が同時に地方自治を明確に位置づけ、保障するものとなった
―この事実には、｢二度と再び戦争をしない｣という国家的意思・国民合意と地方自治創設
のねらいとのはっきりした結びつきが示されている。戦争を押しとどめられず、逆に戦争遂行
体制・国家総動員体制を支えた最大の内政的条件は、旧内務省を中心に編成された中央
集権体制・一元的内政支配、府県・市町村体制という官治・集権の地方支配システムであっ
たという認識・反省に立って、戦争体制復活の芽を摘み取り、極度の集権体制にブレーキを
かける地方自治の具体化が必要とされたのである。
「国と地方公共団体との基本的関係を確立することで民主的で能率的な行政の確保を図
り、地方公共団体の健全な発達を保障する」ことを地方自治の目的として掲げ、自治体の中
央政府からの相対的な自立と民主的運営を強調している地方自治法が、憲法と同時に施行
されたことは、平和と民主主義の点で大いに意味のあることであった。
自民党「草案」９１条の２はあらたに地方自治の「本旨」を規定したが、「住民に身近な行政
を自主的、自立的かつ総合的に実施」に矮小化し、住民の自己決定、住民自治への理解が
欠落したものである。また、「地方公共団体」を「地方自治体」に置き換えたうえ、「基礎地方
自治体」、「広域地方自治体」といった概念を導入した。「草案」第９１条の２の地方自治の本
旨が「住民に身近な行政」の実施を旨と規定し、「草案」第９２条が国と地方自治体の「適切
な役割分担」を強調していることは、自治体が国の政策に対して異議申し立てを行なうことを
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封殺する役割を果たすおそれが強い。例えば、核搭載艦船の帰港を拒否する条例を制定し
たり、米軍基地再編など国の安保政策に自治体が反対することが、「適切な役割分担」を超
えたものとされかねないだろう。
「草案」第９１条の３は、道州制に道を開き、市町村合併を促進するものとなっている。道州
制や市町村合併を強調し、住民投票を否定（自民党・論点整理等）する自民党の方向性は、
分権・自治の充実強化ではなく、グローバル経済の大競争時代における競争力強化・国家
機能の確立、「戦争する国」を支える地方体制への再編へとつながるものとなりかねない。
なお、現行憲法では、一自治体のみに適用される特別法の制定は、その自治体の住民投
票の過半数を得なければ出来ないこととなっている（現第９６条）が、「草案」は、この９５条を
削除した。それは沖縄の米軍用地の強制使用を強化するための法律が「特別法」とはされ
ず、「日米地位協定の実施に関する法律の一部改正」という一般法の形で成立されてきたよ
うに、政府・与党が憲法の規定を無視してきた「実績」から、９５条を用済みと考えていることを
示している。
■改正要件の緩和――硬性憲法の原則の変質をはかる
現行憲法

自民党「草案」

第九章 改正
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議
員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議
し、国民に提案してその承認を経なければならな
い。この承認には、特別の国民投票又は国会の定
める選挙の際行はれる投票において、その過半数
の賛成を必要とする。
②憲法改正について前項の承認を経たときは、天
皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとし
て、直ちにこれを公布する。

第九章 改正
第九十六条 この憲法の改正は、衆議院又は参
議院の議員の発議に基づき、各議院の総議員の
過半数の賛成で、国会が議決し、国民に提案して
その承認を経なければならない。この承認には、
特別の国民投票において、その過半数の賛成を
必要とする。
②憲法改正について前項の承認を経たときは、天
皇は、国民の名で、この憲法と一体であるものとし
て、直ちに憲法改正を公布する。

自民党「草案」は、現憲法の改正要件について、憲法改正の発議の要件である「各
議院の総議員の３分の２以上の賛成」を「各議院の総議員の過半数」に変更するとし
ている。立憲主義における憲法とは、為政者・国家権力が暴走したり恣意的な統治を
したりしないよう課す、国家に対する規範＝縛りである。改正手続きの緩和は、主権
者である憲法制定権力者を議会の立法権者と同一視する考えに立つものであり、大き
な問題がある。縛りをかけられている側から改正条件の緩和を持ち出すことは認めら
れない。
そもそも憲法は、国家の存在を基礎づける基本法であるから、憲法がすべての法の
中で最高法規としての性質を有するものであることは当然である。しかし、最高法規
としての性質を真に有するためには、憲法の改正に際しては、通常の立法手続によっ
て改正されるのではなく、より厳格な手続が要求されることは当然である。
■最高法規――憲法尊重擁護義務に反する新憲法「草案」
現行憲法
第十章 最高法規
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本

自民党「草案」
第十章 最高法規
（基本的人権の尊重）
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本
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的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成
果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪
へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない
永久の権利として信託されたものである。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、
その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関す
るその他の行為の全部又は一部は、その効力を有し
ない。
②日本国が締結した条約及び確立された国際法規
は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議
員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁
護する義務を負ふ。
第十一章 補則
第百条この憲法は、公布の日から起算して六箇月を
経過した日から、これを施行する。
②この憲法を施行するために必要な法律の制定、参
議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲
法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日
よりも前に、これを行ふことができる。
第百一条この憲法施行の際、参議院がまだ成立して
ゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国
会としての権限を行ふ。
第百二条 この憲法による第一期の参議院議員のう
ち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その
議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
第百三条 この憲法施行の際現に在職する国務大
臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員
で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められ
てゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、
この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことは
ない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任
命されたときは、当然その地位を失ふ。

的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成
果であって、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪
え、現在及び将来の国民に対し侵すことのできない永
久の権利として信託されたものである。
（憲法の最高法規性等）
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であって、
その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関す
るその他の行為の全部又は一部は、その効力を有し
ない。
２ （変更なし）
（憲法尊重擁護義務）
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議
員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁
護する義務を負う。
第十一章 補則
（「草案」に記載なし）

１０章については、用字用語の修正のみである。現第９７条の「基本的人権の意義」は改憲
派から「強調しすぎ」などと非難を浴びせられていたが、結局これが理念規定である限り、無
害と判断されたのであろう。これまで、政府・自民党がこの最高法規を軽視し、尊重の擁護も
してこなかった結果がこの「草案」にほかならない。憲法によって縛られる「天皇又は摂政及び
国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」が、新憲法草案を作成すること自体が憲法尊重擁
護義務に反しているのである。
■その他
○「草案」ではすべての条文に見出しが付けられている。しかし、現憲法の条文もすでにそ
のように称されているのであり、条文自体に固有の見出しを付けることがそれほど意味がある
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とは思われない。
○前文を通じて、「①」→「１」といった番号の振り替え、「吏員」→「公務員」、但し」→「ただ
し」、「且つ」→「かつ」、「行ふ」→「行う」、「負ふ」→「負う」、「よつて」→「よって」といった用字
や送りの修正などが行われている。確かに憲法制定から６０年を経ているのであるから現代
的ではない用語も一部に使われていることは事実だが、憲法の場合は意味が通じないほど
の古くささはまったくない。現に主要な法令の多くで、明治時代以来のカナ交じりの条文がい
まだに使われていることを考えれば、憲法の修正を急ぐ理由などまったくないのである。
■立憲主義の破壊を許すな
改憲派が攻撃の対象としているのは、例えば第９条第２項、第１２条、第１３条など日本国
憲法の個々の具体的な条文であるだけではなく、「国家権力を制限するために国民が突き
つけた規範」としての憲法自身、立憲主義そのものというべきである。
言うまでもなく、近代国家における「憲法」とは、「国家権力を制限し一定の権能を各国家
機関に授権する法、制限し授権することによって人権を保障する法」（芦部信善『憲法』）であ
り、すなわち国民から統治権力に対する命令である。①「憲法」は国民から統治権力に対す
る命令であり、②「法律」は統治権力から国民への命令であり、③憲法が法律に優越すると
いうことは国民からの命令の範囲内でのみ統治権力は国民に命令できる。だからこそ憲法第
９９条の憲法尊重擁護義務は「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公
務員」に課され、国民には課されていないのである。「憲法」についてこうした常識があるなら
ば「日本国憲法には権利ばかりがあって義務規定が少ないのはおかしいのではないか」とい
ったレベルの低い議論が行なわれることもないはずである。
はからずも自民党憲法改正プロジェクトチーム「論点整理」は次のように述べている。「これ
まで、ともすれば、憲法とは『国家権力を制限するために国民が突きつけた規範である』とい
うことのみを強調する論調が目立っていたように思われるが、今後、憲法改正を進めるに当
たっては、憲法とは、そのような権力制限規範にとどまるものではなく、『国民の利益ひいて
は国益を守り、増進させるために公私の役割分担を定め、国家と国民が協力し合いながら共
生社会をつくることを定めたルール』としての側面を持つものであることをアピールしていくこ
とが重要である」。つまり、憲法の権力制限規範としての側面を希薄化することが、目的意識
的に目指されているのである。自民党の改憲運動と密接な関係を持つ読売新聞によって発
表された「憲法改正２００４年試案」（読売第三次改憲案）は、憲法第９９条をまるごと削除した
うえ、前文に「この憲法は、日本国の最高規範であり、国民はこれを遵守しなければならな
い」との規定をおいている。こうしたことからも、改憲勢力が狙うのが、権力制限規範としての
立憲主義憲法のあり方そのものであることをうかがい知ることができるのである。
もちろん憲法は「不磨の大典」ではないし、現に第９６条が改正を規定しているのであるか
ら、改正することもありうるだろう。しかし、この判断をするのはあくまで憲法制定権をもつ国民
でなければならない。解釈改憲を重ね自ら憲法の理念から現実を乖離させておきながら、憲
法と現実が乖離しているから憲法を変更しようなどとする白々しい主張を断じて許してはなら
ないのである。現在の改憲論議の正体は、憲法に規制されている統治権力の側から、自らを
縛る憲法の縛りを緩めようとして企てられたものにほかならない。まさに憲法体制、立憲主義
そのものへの挑戦というほかないものなのである。
(N)
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