
安全保障の分野における日本の民主化の遅れ ー 憲法の観点から

ノブアキ・マツザキ＊

アメリカの政治学者サミュエル・ハンチントンは、論文「民主主義の第3の波」[1]の中
で、民主主義は、いくつかの波によって訪れる、そして、民主主義の波のあとに、しばし
ば民主主義後退の波が訪れる、と言っています。このハンチントンの理論を日本に適用し
た場合、日本には、2009年、国民のみなさんが総選挙において政権交代を実現させた
際、民主主義の第3の波が訪れた、ということが言えると思います。50年以上にわたり、
政権を維持してきた自民党が、民主党に政権を譲りました。純粋に国民の投票を通じ、政
権交代が実現したのは、1955年以来初めてのことでした。

しかしながら、民主主義の第3の波のあと、民主主義後退の波が訪れました。民主党は、
政権にあった3年の間に、多くの過ちと公約違反をおかしました。国民は不満を感じ、そ
の結果、2012年の総選挙および2013年の参議院選挙[2]で自民党が地すべり的勝利をおさ
め、自民党が主導する連立政権が、衆議院でも参議院でも、絶対的過半数を占めることと
なりました。そして、絶対的過半数の獲得とともに、多数の横暴が始まりました。

2014年7月、安倍内閣は、国会における十分な説明と議論を行なうことなく、正式な憲法
改正手続きを経ずに、憲法解釈の変更を通じて、集団的自衛権容認を閣議決定しました。
集団的自衛権容認とは、日本の同盟国が他国から攻撃を受けた際、日本が自衛隊を海外へ
派遣し、攻撃した国に対し、共に反撃することが出来るということを意味します。

これは、日本国憲法第9条第1項が定める、「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。」という文言に違反します。集団的自
衛権の問題が議論になった1970年代以来、日本の歴代内閣は、自民党内閣であれ、民主
党内閣であれ、憲法第9条第1項に照らし、集団的自衛権は認められない、という立場を
取ってきました。ところが、2014年7月、安倍内閣は、憲法第9条第1項が、我が国が自国
の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じて
いるとは到底解されないとし、したがって、限定的な集団的自衛権行使は、憲法第9条第1

項に違反しないという解釈を説明しました。さらに、安倍内閣は、同解釈を正当化するた
め、集団的自衛権を行使するための3要件を設定しました。安倍内閣が設定した3要件
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
＊ノブアキ・マツザキは、太陽光発電普及のために国際的に活動している日本のNGOの
メンバーです。また、彼は、ボランティアとして、日本の国会議員の方々のために、安全
保障に関する情報を集め、アドバイスを行なっています。この論文は、ハーバード大学政
治学部の教授・講師のみなさんの指導の下、2014年に作成されました。
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とは、(1) 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、(2) 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、(3) 必要最小限度の実力を行使すること、とされています。[3]

しかしながら、安倍内閣が設定した3要件は、幅が広く、曖昧で、特定化されていませ
ん。自衛隊が派遣される地域の限定もありません。自衛隊が従事する活動の性格の限定も
ありません。それが、戦闘行動になるのか、補給支援活動になるのかも分かりません。

日本国憲法第96条が定める憲法改正手続きは、衆議院・参議院それぞれにおける総議員3

分の2以上の賛成と国民投票を必要としています。安倍内閣は、当初、正式な憲法改正手
続きを通じた、集団的自衛権容認を試みました。しかしながら、改正手続きの要件の高さ
と日本国民の平和主義的指向に直面し、正式な憲法改正手続きを迂回、これに代えて、憲
法解釈の変更と曖昧な3要件の設定を行なうこととしました。

これは、「立憲主義」および「法の支配」[4]という民主主義の原則に反します。立憲主義
は、民主主義的で国民の福利に適う政府は、憲法上、政府の権力に対する制限をともなう
必要があると説きます。憲法は、国民の権利と自由を守るため、政府の権力に制限を設け
ます。憲法が、通常の法律よりも高い改正要件を定めるのは、一時的な多数派が憲法を改
正し、多数の横暴を行なうことを防ぐためです。

2014年7月の安倍内閣の決定後、157名におよぶ憲法の教授・研究者のみなさんが、安倍
内閣の決定は憲法に違反するものであるとし、閣議決定の撤回を求める共同声明を発表し
ました。[5]日本弁護士連合会の会長は、安倍内閣の決定は立憲主義に反するものであると
し、閣議決定の撤回を求める声明を発表しました。[6]

また、閣議決定前、安倍首相と内閣は、集団的自衛権に関する国会における議論をわずか
1日しか行ないませんでした。そして、閣議決定後も、集団的自衛権に関する国会におけ
る議論を再びわずか1日しか行ないませんでした。政府の情報開示は、不十分かつ散発的
です。議論の過程で、野党側議員が、集団的自衛権容認にともなうリスクについて、何度
も質問しました。しかしながら、安倍首相と内閣は、集団的自衛権容認にともなう具体的
なリスクについて一度も説明しませんでした。安倍首相と内閣は、論点をずらし、別の内
容について答弁するだけでした。

これは、「政府の説明責任」という民主主義の原則に反します。政府の説明責任とは、政
府の構成員は、選挙で選ばれた者であれ、そうでない者であれ、自らの決定と行動に関
し、国民に説明する義務があるとするものです。政府の説明責任は、政府構成員が、国民
に奉仕し、その質問に答え、その需要に応えることを求めます。
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安倍内閣の閣議決定後に行なわれた世論調査では、50%以上の国民が集団的自衛権に反対
し、80%以上の国民が政府のより詳しい説明を求めているという結果が示されました。[7]

野党は、すばやく反応しました。民主党は、政府に対し、より詳しい説明を求めました。
社民党と共産党は、集団的自衛権への反対を表明しました。

日本の国家安全保障過程における制度的瑕疵

それでは、なぜ安倍首相と内閣は、重要な国家安全保障上の問題に関し、これほど非民主
主義的で憲法に違反する行動を行なうことが出来たのでしょうか？。より一般的に言う
と、なぜ日本のみなさんの国家安全保障に関する議論は、自衛隊の海外派遣は絶対反対と
する左翼に対し、反民主主義的で憲法に違反する行為を行なってでも集団的自衛権を容認
しようとする保守派というように、両極端に分かれるのでしょうか？。それは、日本国民
のみなさんが民主主義に関して未成熟だからでしょうか？。シンガポール元首相のリー・
クアン・ユー氏が言うように、東アジアの文化は、民主主義に適していないのでしょう
か？。[8]そうではありません。日本国民は着実に民主主義的制度を整備してきました。[9]

とくに1996年の小選挙区制度導入以降、日本国民は、民主主義的に成熟しました。日本
国民は、2009年と2012年の総選挙において、二度にわたり、政権交代を実現しました。

あるいは、より人的要因に基づくのでしょうか？。それは、安倍首相の「戦後レジームか
らの脱却」を求める民族主義的信条と、アメリカによって押し付けられた憲法を取り除き
たいという個人的な熱情によるものでしょうか？。[10]日本のジャーナリスト高橋浩祐氏
は、安倍一族のような日本の保守本流は、極東軍事裁判(東京裁判)の判決を受け入れて以
来、日本は軛(くびき)をはめられた考えており、60年以上を経た現在、安倍政権は、この
軛から日本を解放したいと考えている、と指摘しています。[11]このことは、安倍内閣の
閣議決定の拙速さを、ある程度説明するかも知れません。しかしながら、私は、安倍首相
と内閣の決定は、その背後にある、より根本的で、制度的な問題に光を当てたに過ぎない
と思っています。

そこで、上記の疑問に答えるため、私は、制度的・構造的な観点をとり、次の仮説を提示
したいと思います。

仮説:「安倍首相と内閣が、国家安全保障の問題に関し、これほど非民主主義的で憲法に
違反する行動を取ることが出来たのは、現在の日本の憲法に、文民統制に関する体系的で
明確な規定が存在しないためである。」

言い換えると、日本の民主主義には、国家安全保障の分野において、根本的かつ制度的
な、憲法上の瑕疵(かし)があると考えられます。[12]
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この仮説を検証するため、アメリカおよびドイツとの比較を行なってみたいと思います。
アメリカ合衆国憲法は、国家安全保障の分野における権力分立を定め、立法府と行政府と
の間で、チェック・アンド・バランスが効くようにしています。合衆国憲法第1条第1項
は、連邦議会に、宣戦布告する権限、陸軍を組織し支援する権限、海軍を提供し維持する
権限、陸軍および海軍を統制し規制する権限を与えています。他方、第2条第2項は、大統
領を陸軍および海軍の最高司令官としています。この憲法上の権力分立の原則を立法レベ
ルで反映させるため、1973年、戦争権限法が連邦議会により制定され、アメリカの国家
安全保障の枠組みを形成することとなりました。[13]

戦争権限法は、大統領がアメリカ軍に軍事活動を開始させた場合、48時間以内に連邦議会
に通告しなければならないと定めています。さらに、60日間を越えて軍事作戦を継続する
ためには、大統領は、連邦議会から軍事力行使の承認または宣戦布告の決議を得る必要が
あると定めています。立法府と行政府との権力分立は、予め定められた法手続に従って、
公の場における議論と情報開示が行なわれることを保証します。[14]

これに対し、日本国憲法には、国家安全保障に関し、立法府と行政府との権力分立を定め
た規定はありません。日本国憲法には、国会に、軍を組織し統制し維持する権限を与える
とする規定はありません。また、日本国憲法には、最高司令官に関する規定はありませ
ん。

ドイツ基本法(ドイツ憲法)は、文民統制に関する規定を詳細に定めています。そして、ド
イツ連邦憲法裁判所は、ドイツ基本法を解釈し、国家安全保障手続の枠組みを定めていま
す。1994年のAWACS判例[15]において、ドイツ連邦憲法裁判所は、ドイツ基本法第24.2

条に基づき、ドイツ軍の派遣は、NATOの安全保障システムの一部として行なわれなけれ
ばならないとし、さらに、第59.2条に基づき、ドイツ軍の派遣には、ドイツ連邦議会の事
前の承認が必要であるとしました。[16]ドイツ連邦議会の事前承認の要件は、予め定めら
れた法手続に従って、公の場における議論と情報開示が行なわれることを保証します。

たとえば、1999年、コソボでの民族浄化(ETHNIC CLEASING)を阻止するため、ドイツ軍
の多国籍軍への参加が議論された際、ドイツ連邦議会では、政治的のみならず、歴史的、
倫理的な議論が行なわれました。そして、コソボにおいて、強力な軍事力の行使を行なっ
た後、それまでの「二度とアウシュビッツを繰り返さない(Nie Wieder Auschwitz)」とい
うドイツのスローガンは、「ドイツは、民族虐殺を防ぐため、力を行使しなければならな
い」という新しい意味を持つようになりました。[17]

これに対し、日本の最高裁判所は、安全保障に関する問題は、政治的問題であり、法的問
題ではないという理由で、安全保障に関する問題について判断を避けてきました。また、
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日本国憲法には、日本の自衛隊の派遣に関し、国会の事前承認を必要とする規定がありま
せん。自衛隊の平和維持活動あるいは補給支援活動に関する、いくつかの立法が、国会の
事前承認を要件としているのみです。

民主主義進展の見通し

確定的な結論を得るためには、より広範で徹底した研究が必要です。しかしながら、上記
のアメリカおよびドイツとの比較により、先の仮説は真実であるとの示唆ないし例証が示
されたと思います。

憲法は、いかに国家の統治が行なわれるかを定めた、最も根本的な制度です。それは、い
わばゲームのルールです。もしルールがなければ、ゲームは極端になります。国家安全保
障を議論する基本的な法的枠組みを欠くことが、日本の安全保障に関する議論を極端でイ
デオロギー的なものにし、法的で客観的な議論を妨げています。

私は、日本の憲法および国家安全保障手続と、アメリカ並びにドイツの憲法および安全保
障手続との比較を今後も続けたいと思っています。また、今後、他の国々の憲法も研究し
たいと思っています。

日本の憲法に、文民統制に関する規定がないのは、日本国憲法第9条第2項が、「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。」と定めているからです。論理的に言って、軍隊に対する文民統制は、軍隊の存
在を前提とします。日本国憲法第9条第2項が、日本は軍隊を保持しないと定めたことの結
果として、日本国憲法には、文民統制に関する規定が定められないこととなりました。

しかしながら、実際、日本は、自衛隊という名称のきわめて強力な軍隊を保有していま
す。2013年現在、日本の自衛隊は、23万300名の自衛官と4万1800名の予備自衛官を有し
ます。陸上自衛隊は、679両の主力戦車を始め、数千台の車両を保有します。海上自衛隊
は、4隻のイージス艦を始め、114隻の艦船を保有します。航空自衛隊は、213機のF-15戦
闘機を始め、数百機の航空機を保有します。2013年の日本の防衛予算は、486億ドルでし
た。イギリスの防衛予算は579億ドル、フランスの防衛予算は612億ドル、ドイツの防衛予
算は486億ドルでした。[18]

また、日本は、しばしば、平和維持活動あるいは補給支援活動のために、自衛隊を海外へ
派遣しています。1992年に、国会は、「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法
律」を成立させ、自衛隊が、国連の医療、避難民帰還、補給支援、インフラ復興整備、選
挙監視、警察活動に参加することを可能としました。同年、自衛隊はカンボジアにおける
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国際連合カンボジア暫定統治機構(UNTAC)の非戦闘活動に参加しました。1993年、日本
は、53名の平和維持活動員を国際連合モザンビーク活動(ONUMOZ)へ派遣しました。

さらに、2001年から2010年にかけて、日本は、インド洋においてアフガニスタン戦争に
従事しているアメリカ、イギリスなど12カ国の艦船への給油活動を行なうため、海上自衛
隊の艦船を派遣しました。2004年から2006年にかけて、日本は、イラクにおける人道復
興支援活動のため、陸上自衛隊の隊員を派遣しました。2004年から2008年にかけて、日
本は、イラクにおける多国籍軍の輸送支援のため、航空自衛隊の輸送機を派遣しまし
た。2009年に、日本は、ソマリア沖の海賊から日本の艦船を守るため、2隻の駆逐艦を派
遣しました。

これまでのところ、日本の自衛隊は、実際の戦闘に巻き込まれていません。これは、日本
政府が、戦闘地域から遠く離れた地域を派遣地域として選定しているためです。しかしな
がら、日本が集団的自衛権を容認した場合、自衛隊は、戦闘地域あるいは戦闘に近接した
地域に派遣される可能性が高くなります。なぜなら、集団的自衛権行使にともなう自衛隊
派遣では、日本は、自衛隊を、海外の共通の敵に対する反撃・攻撃のために派遣するから
です。そのため、集団的自衛権容認にともない、自衛隊が実際の戦闘に加わるリスクが高
まります。そして、もし日本が他国に対する戦闘に参加した場合、その国から、日本本土
に対し、テロ活動などの報復が行なわれるリスクが高くなります。

安倍内閣の閣議決定後に行なわれた世論調査では、50%以上の国民が集団的自衛権に反対
し、80%以上の国民が政府のより詳しい説明を求めているという結果が示されました。日
本国民が、より詳しい説明を求めているのは、この問題に関し、自ら決定したいからで
す。日本国民は、2009年と2012年の総選挙で政権交代を実現し、自らの民主主義的なパ
ワーを認識しました。日本国民は、自分たちが政府の構成を決定し、国家の政策的行方を
決定出来るということを、認識しました。

日本国民が、安全保障に関し、より詳しい説明を求める要求は、今後、立法レベルおよび
憲法レベルにおいて、より徹底した文民統制の制度構築を求める要求へつながると思われ
ます。上記のアメリカ憲法およびドイツ憲法との比較から考えて、日本国民の文民統制に
関する憲法規定への要求は、少なくとも、国家安全保障における国会と行政とのチェッ
ク・アンド・バランス、そして、自衛隊の海外派遣に関する国会の事前承認を含むものに
なると思われます。今後の国家安全保障手続民主化の議論のため、本論文の文末資料とし
て、第9条を含めた現行憲法の維持を前提とし、追加的に日本国憲法に規定されるべき、
文民統制に関するモデル条項の提案を付記いたしましたので、ぜひご参照下さい。

戦争と平和の問題、そして、国家安全保障に対するその他の脅威に関する問題は、社会が
直面する最も重要な問題であり、このため、第一義的には国民が選挙で選んだ政治家を通
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じ、そして、究極的には国民自身が、その決定を行なうべきです。もし日本が、この基本
的な民主主義的原則を憲法に規定すれば、それは、地域の平和と安定に資することとなる
と思われます。さらに、最も精緻で最も民主的な文民統制規定を日本国憲法に設けること
で、日本は、極東から民主主義の波を起こすことが出来るかも知れません。それは、やが
て積み重なり、地域における波状効果[19]を生み出し、来るべき民主主義の第4の波につ
ながることが期待されます。

２０１４年８月１１日
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文末資料

提案：日本国憲法に規定されるべき、文民統制に関するモデル条項

（第9条を含め、現行憲法の条文を全て維持したまま、第7章の2として、国家安全保障の
章を設け、追加的に、下記条文を規定します。）

日本国憲法 第7章の2: 国家安全保障

第91条の2: 国家安全保障の目的は、平和を維持し、国民の生命、権利、自由を守ること
である。

第91条の3: 国家安全保障政策は、外交、情報収集、軍事、財政、経済政策を含む。

第91条の4: 国会は、法令により、自衛隊を組織し、統制する権限を有する。

第91条の5: 国会は、防衛予算を決定する権限を有する。

第91条の6: 国会は、国家防衛宣言発令の権限を有する。

第91条の7: 国会は、自衛隊海外派遣の可否を決定する権限を有する。自衛隊海外派遣の
決定には、各議院の総議員の三分の二以上の賛成を必要とする。

第91条の8: 総理大臣は、自衛隊の最高司令官である。

第91条の9: 国内および海外の自衛隊の作戦計画並びに作戦行動についての情報は、主権
者たる国民が、国家安全保障について決定できるよう、詳細に開示されなければならな
い。

第91条の10: 内閣は、国内および海外の自衛隊の作戦計画並びに作戦行動に関し、国会に
定期的かつ詳細に報告しなければならない。
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日本国憲法に規定されるべき、文民統制に関するモデル条項（英語訳）

Proposal: Draft model articles on civilian control over the military 
for the Japanese Constitution

(With maintaining the current Constitution of Japan including Article 9 as they are, the 
following articles are to be added under Chapter VII-2 National Security.)

The Constitution of Japan  Chapter VII-2: National Security

Article 91-2: The purpose of national security shall be to preserve peace and protect the 
people's lives, rights, and freedoms.

Article 91-3: The national security policy shall include diplomacy, intelligence gathering, 
military affairs, financial policies, and economic policies.

Article 91-4: The Diet shall have power to organize and regulate land, sea, and air self-
defense forces.

Article 91-5: The Diet shall have power to determine the military budget.

Article 91-6: The Diet shall have power to declare the state of national defense.

Article 91-7: The Diet shall have power to approve or not military operations in overseas 
area. An approval of military operation in overseas area shall require a concurring vote of 
two-thirds or more of all the members of each House.

Article 91-8: The Prime Minister shall be Commander in Chief of the land, sea, and air self-
defense forces.

Article 91-9: Information on military plans and operations either domestic or overseas shall 
be disclosed in detail so that ultimate decisions on national security can be made by the 
people who hold sovereign power over legislators and the government.

Article 91-10: The Cabinet shall report to the Diet regularly and in detail on military plans 
and operations either domestic or overseas.
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