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今回提 出 された決 議案 につ いては、担 当委 員会 の委員長 は じめ とす る委 員 の方 々の精 力的か つ
献身的な議論 によって煮詰め られた もの と承知 して い る。その主 旨及 び理 由は、一部 にある 「安倍
改憲 は戦争 へ の道」とい った類の煽情的な議論 に引きず られ る ことな く、中立公正な 議論 を貫 く意
思 に支え られた もので ある ことが うかがえる。全国 の 45名 の メンバー が集合 して、あるべ き憲 法
改 正 発議 の形態 を研 究 して きた、私たち憲法改 正発議研究会 として も、これ までの弁護 士 会 の憲法
問題 に関す る決 議 と対比 して、今回 の決議案 に対 して 相応 の評価 を して い る。
しか しなが ら、改憲 を必 要 と考 え、この問題 に真剣 に向 き合 ってきた と 自負す る私たちか らみれ
ば、今回 の決議案 には、そ の主 旨と理 由にお いて共通す る一つの重大な欠陥が ある。会 員 や国民に
対 し活発で誠実な論議 を呼びか けるよ うとす るのが決 議案 の基調な のだ とすれ ば、そ の欠陥 を見
過 ごす ことは適切ではな い。そ の見地か ら、私たちは敢 えて反対意見 を述 べ るもので ある。

決議案が有す る見 過 ごせ な い重 大な欠陥 とは何か。決議案 には、改憲 による危険性や弊害 につい
ての議論が綾 々述 べ られて い るが、 自衛隊 の 明文化 とい う改憲 案 の必要性 につ いて ほ とん ど何 も
述 べ られて いな い。これ は一体 どうした ことだ ろうか。活発かつ誠実な議論 を呼 びか けなが ら、自
衛隊 を明文化す る必 要性 に関す る議論 の紹介や案内が、まった くな い とい うのでは、いか にも偏頗
である。

自衛隊 を明文化 しよ うとす る案 が私たちに突 きつ けて い る、その必 要性 は 3点 ある。
そ の第 1は 、憲法規範 と憲法実態 とが乖離 して いる ことに 由来す る、立憲主義の危 機 に関す る懸
念である。立憲主義、すなわち憲法 による統治は、国民 にお いてその憲 法規範 の 内容 が 明確 である
ことが 出発的であるはず の ところ、憲法規範 の内容そ の ものが曖味 で 多義的 で、論争 の対象 となっ
て い る状 況 では、立憲主義 とい う原則 ばか りを論 じて もむな しいではないか。「立憲主義 とは権 力

の統制である」とい うステ レオタイプ の原則論が横行 しているが、それ は規範の 内容が確定 してか
らの ことで ある。そ うい う現状であれ ば こそ、立憲主 義なるものが主権者た る国民に とって 説得力
のな い もの となってお り、と りわ け若年層 の憲法 に対す る冷笑的態度 を惹起 して い るのである。こ
の立 憲主義 の 出発点 にある深刻な問題 につ いて 、私たちは率直 に向 き合 わな けれ ばな らな いはず
だが、決 議案 には これ について何 の言及 もな い。

必要性 の第 2は 、自衛隊に対す る差 別 的扱 いの解消 である。自衛隊 は我 が国 の 国防 を担 い、国の
立憲体制 と国民の生存 を護 る役割 を担 って い る。そ して 自衛隊員 の任務 にお いて 、極限状況 におい
て 自らの 生命 を犠牲 にす る ことも求 め られ る。そ うした崇高か つ 困難な任務 にあた る 自衛隊員 に
ついては、しか るべ き処遇 が 与え られ名誉が守 られて当然である。ところが、現在、多 くの憲法学
者や法律家 の多 くは 自衛隊 を違憲 の存在だ とす る見 解 を持 ち、か つ 中高 生の教科書 の多 くが 自衛
隊違憲論 に触れ ている。こうした 自衛 隊 に対す る憲 法 上の差別 とで もいえるよ うな現状 は、早急 に
改善 されな けれ ばな らな い。自衛隊 に対す る差別 の温存が、自衛隊に対す る有効な立憲 的統制であ
る、という欺 日
真 の立憲主義 の獲得 のためには、
前的な議論が あるが、
そ の よ うな不健全な議論 とは、
早 々 に手 を切 らなけれ ばな らな い と信 じる。

必要性 の第 3は 、国際情勢である。い うまで もな く、私たち 日本国民は、隣国である北朝鮮 の核
ミサ イル保持 と、中国 の軍事的拡大 と膨張的野心 の脅威 とに、晒 されて い る。北朝鮮 の脅威 は、い
ままさに、外交的解決か軍事的解決か の瀬戸際 にあるが、今後 も北朝鮮の非立憲的体 制 の軍事 的脅
威 と向 き合 って いかね ばな らな いこ とに変 わ りがな い。中国 の脅威 は、よ り直接的であって深刻で
ある。海軍 力を増強 して海洋進 出 をめざ し、国 際的非難 のなか、南 シナ海 では西沙諸 島 の軍事要塞
化 をすすめ、東 シナ海 では尖 閣諸島 を 自国領土 と宣言 し、
海 上保安庁 とのに らみ合 い を続 けて い る。
自衛 隊 を憲 法 において正 当に位置づ ける ことの必 要は、 まさに こ うした抜 き差 しのな らな い国際
情勢 のなかで生 じてきた ものである ことを、忘れる ことはできな い。

以 上の ことに何 ら言及 しな い決議案 は、あえて現実的な議論か ら逃 げて い るよ うに思 える。危機
に際 して、地 面 に頭 を突 っ込んで事態 をや り過 ごそ うとす る舵鳥 と何 ら変わ りがな いではな いか。
この決議案 のままで は、戦後

70年 た って漸 く、そ して初めて登場 した改憲案 に向 き合 って、真剣

で活発で誠実な憲法論議 を呼びかける ことにはな らな い。
私たちが敢 えて、 この決議案 に反対す る所 以 である。
以上

