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安保関連法成立 残念だった「違憲論」への傾斜 

2015年 09月 20日 03時 12分 2015年 09月 20日 03時 12分 Copyright © The Yomiuri Shimbun 

 安倍首相は、安全保障関連法の成立後、「国民の命と平和な暮らしを守り抜くために必要な法制だ」と

語り、法整備の意義を強調した。 

 

 今後も、丁寧な国民への説明を続けねばならない。 

 

 衆参両院の法案審議時間は、計約２２０時間にも上った。 

 

 残念だったのは、民主党など野党が、審議の場で安保法案は「憲法違反」と主張する立場に安易に傾

斜してしまったことだ。いかに抑止力を高め、日本の平和を確保するのか。こうした本質的な論議は深

まらず、物足りなかった。 

 

 民主党の岡田代表は、「あらゆる手段で法案成立を阻止する」と明言した。そのため、独自の対案を出

すこともなく、最後は、問責決議案などの提出で法案成立を遅らせ、自らのメンツを保つこと自体が目

的化していった。 

 

 民主党には本来、岡田氏を始め、日本周辺有事における米軍艦船の防護を可能にすることに前向きだ

った議員が少なくない。野党第１党の対応として疑問である。 

 

 維新の党も、国会に提出した対案で日本周辺での米艦防護を容認した。しかし、橋下徹大阪市長の新

党結成発言で分裂状態に陥った後、松野代表は民主党と連携し、政府案への反対姿勢を強めた。 

 

 民主、維新両党は、今月３日の軍事パレードで中国が誇示した軍備増強や、北朝鮮の軍事的挑発の深

刻さを軽視していないか。 

 

 一方、元気、次世代、改革の野党３党が与党との協議で、自衛隊の海外派遣に対する国会の関与強化

で合意したのは、重要な前進だ。政府は関連法の成立後、国会承認の厳格化を閣議決定した。 

 

 民主党などは、集団的自衛権の行使を容認する存立危機事態の具体例が曖昧だと主張したが、そうで

はあるまい。最も明確なのは、周辺有事で弾道ミサイルを警戒中の米艦が攻撃されるケースだ。 

 

 ミサイル防衛は、米軍の早期警戒衛星や日米のイージス艦のレーダー情報を共有し、両国が共同対処

することが基本である。米艦が攻撃され、防衛網の一角が崩れることは、まさに日本の存立が脅かされ

る事態となろう。 

 

 邦人輸送中の米艦の防護などを含め、従来は一切できなかった自衛隊の反撃が可能になる選択肢を確

保する意味は大きい。 
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 米艦が攻撃されても、近くにいる自衛隊艦船が傍観するしかないようでは、同盟関係が崩壊しかねな

い。同盟には、相手国にとって「守るに値する国」であり続ける不断の努力が欠かせない。 

 

 

新安保法成立 戦争抑止の基盤が整った 国民守る日米同盟の強化急げ 産経新聞 

 

（1/4ページ） 

 日本や日本国民を、真の意味で戦争の危険から遠ざける法的な基盤が整った。成立した安全保障関連

法の持つ意味合いだ。 

 

 国民の安全と領土・主権を守り抜く覚悟と態勢を持つ。日本を脅かす周辺の国々に、それを知らしめ

る意義も大きい。 

 

 柱となるのはこれまで禁止してきた集団的自衛権の限定行使の容認であり、国際平和構築への積極貢

献も新たに位置付けた。 

 

 敗戦から立ち直ったとはいえ、戦後日本の防衛政策は他者依存の姿勢、消極的平和主義という宿痾（し

ゅくあ）を抱えていた。 

 

 ≪さらに理解得る努力を≫ 

 

 そこからの脱却を図る安保法制の見直しは、歴史的な政策転換として高く評価できる。 

 

 自衛隊がより高い機能を発揮し、日米共同の抑止力を強めることを通じ、平和への取り組みを着実に

続けなければならない。 

 

 新安保法制によって、集団的自衛権の限定行使のほか、重要影響事態や国際平和支援における外国軍

への後方支援、国連平和維持活動（ＰＫＯ）での「駆け付け警護」などが行えるようになる。平時から

日本有事まで、さまざまな危機に、切れ目なく対処することが期待される。 

 

 

社説：安保転換を問う…法成立後の日本 

毎日新聞 2015年 09月 20日 02時 30分 

 

 ◇国民が監視を強めよう 

 

 戦後７０年かけて慎重に積み上げられてきた安全保障政策が、抜本的に変わる。 

 

 集団的自衛権の行使を容認し、自衛隊の海外での活動を飛躍的に拡大する安全保障関連法が、国会が
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大混乱する中で成立した。 

 

 半年のうちに関連法が施行され、新法制のもとで現実に自衛隊が海外に派遣されることになれば、国

のかたちは大きく変容するだろう。 

 

 安保関連法の成立は、多くのものを傷めた。 

 

 まず、平和国家の根幹である憲法９条は変質し、海外で武力行使をしないとの制約が緩められた。 

 

 ◇「総合的判断」の危うさ 

 

 そして、憲法は国民が国家権力を縛るものだという立憲主義の理念が傷ついた。憲法や法律の解釈が

むやみに変わらないという法体系の安定性に疑問符がついた。 

 

 民主主義を踏みにじるような安倍政権の強引な政治手法が、国会と民意との乖離（かいり）を広げ、

政治不信を深刻化させたことも残念だ。 

 

 しかし、この新法制は、成立すればそれで終わり、というものではない。国民が監視を続けることが、

法律の性質上も重要であり、有効だ。 

 

 新法制は、集団的自衛権の行使や他国軍への後方支援を世界中で可能にするが、どういう場合に自衛

隊の活動を認めるかの判断基準があいまいだ。政府の裁量の範囲が大きい。 

 

 集団的自衛権を行使するには、我が国の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険

がある「存立危機事態」などの新３要件を満たす必要がある。 

 

 字面だけ読めば一見、歯止めが利いているように見えるが、何が明白な危険にあたるかは政府の判断

にゆだねられる。 

 

 国会審議でも基準は明確にならず、政府は最後には「総合的に判断する」というばかりだった。 

 

 政府は「自分たちがきちんと判断するから、国民は政府を信頼して任せてほしい」と言いたいのだろ

う。 

 

 だが、あいまいな基準は政府の拡大解釈を可能にする。法律の運用次第で、米国の要請に応じる形で

日本の安全に直接関係のない戦争にも関わることになりかねない。そんなリスクを受け入れるわけにい

かない。 

 

 もちろん、集団的自衛権の行使も重要影響事態での後方支援も、原則として国会の事前承認が必要だ。
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だが、緊急の場合は事後承認でいいことになっている。自民党「１強多弱」の国会では、国会の承認が

どこまで歯止めになるかも疑問が残る。 

 

 ここで、やはり大きな力になるのは、国民の声だ。国民がこの問題に関心を持ち続け、政府の判断を

監視する。政府が誤った判断をしそうになれば、おかしいと声を上げ、法律を現実に発動させない。そ

ういう国民の意思表示が、重要な歯止めの役割を果たすだろう。 

 

 新法制のもと、安倍晋三首相はどんな国を目指そうとしているのか。 

 

 首相は、法整備によって日米同盟が強化され「抑止力はさらに高まり、日本が攻撃を受ける可能性は

いっそうなくなっていく」という。 

 

 ◇普通の市民が動き出す 

 

 自衛隊と米軍の一体化をさらに進め、自衛隊が米軍の戦いを世界規模で支援する。日本が米国の負担

を肩代わりすることで、米国のアジア重視の政策を支え、中国への抑止力を強化するということだろう。 

 

 そこには、首相の宿願も影響しているように見える。首相は、日本が集団的自衛権を行使できる国に

なることで、祖父の岸信介元首相が改定した日米安保条約の双務性を高め、憲法改正につなげたい、と

考えてきた。日本を軍事的に「普通の国」に近づけようということだ。 

 

 こうした首相の外交・安全保障政策は、軍事面に偏り過ぎているのではないか。 

 

 対中抑止を目指した日米同盟の強化は、かえって地域の緊張を高めかねない。だが、首相にはそうい

う目配りはほとんどない。外交努力は当然の前提と口では言うが、その割には、中国、韓国などとの関

係改善の努力は物足りない。抑止力が高まったとして、対中外交で柔軟性を失うことがあってはならな

い。 

 

 野党にも注文をしておきたい。 

 

 民主党が、今国会で領域警備法案しか対案を出さなかったのは、国会戦術としてはあり得ても、野党

第１党として十分だったとは言えない。来年夏には参院選がある。安全保障政策について全体像を示せ

るよう、党内議論を詰めてもらいたい。 

 

 新法制の成立で私たちが失ったものもあるが、希望も見えた。 

 

 多くの人が安全保障や日本の国のあり方を切実な問題として考えるようになったことだ。 

 

 憲法学者、法曹界、労働組合、市民団体だけでなく、これまで政治への関心が低いと見られていた若
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者や母親ら普通の市民が、ネットなどを使って個人の意思で声を上げ、デモや集会に参加した。これら

の行動は決して無駄に終わることはない。 

 

（社説）安保法制と民主主義 新たな「始まり」の日に 

2015年 9月 20日 05時 00分 朝日新聞 

 「憲法守れ」 

 

 「採決撤回」 

 

 新しい安全保障法制が成立したきのう未明、国会前ではストレートな怒りのコールが何度も、何度も

繰り返された。 

 

 だが、こわばった悲壮感は感じられない。むしろ前向きな明るさをたたえている。「結果」としてでは

なく「始まり」として、この日を捉えているからだろう。 

 

 党派によらず、党派を超えて、一人ひとりが時間と労力を使って、ただ反対の意思を示すために足を

運び、連日、国会前に空前の光景が生まれた。 

 

 ■「裸」の安倍政権 

 

 こんなことが許されるのかという反発。自分は誰にも代表されていないという不満。日本が大事にし

てきたものが壊されてしまうという不安。そして何より、この国の主権者はわれわれである、勝手なこ

とはさせないという覚悟が、人々を突き動かしている。 

 

 「民主主義って何だ？」 

 

 「これだ！」 

 

 「賛成議員は落選させよう」 

 

 怒りと悔しさと今後に向けた決意がないまぜになったコールが、夜を徹して響き続けた。 

 

 憲法は日本の最高法規であり、法律は憲法に適合させなければならない。ところが今回、「集団的自衛

権の行使を容認する」という政府の方針を最上位におき、それに合わせて法律をつくることで、実質的

に憲法を変えてしまった。しかも、本来は国民の側に立ち、政府に憲法を守らせる役割をもつはずの国

会で、自民、公明の与党がそれに手を貸した。 

 

 ５５年前、政治学者の丸山真男は、改定日米安全保障条約が、国民の多様な意見や、議会政治の根本

ルールを踏みにじるやり方で衆院で強行採決されたことを受け、こう言った。 
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 「岸内閣は、民主主義も憲法もルール・オブ・ローも、要するに民主政治のあらゆる理念と規範を脱

ぎすてて、単純な、裸の、ストリップの力として、私たちの前に立っております」（「選択のとき」） 

 

 まさにいま安倍政権が見せつけているのは、日本が戦後７０年をかけて積み上げてきた理念も規範も

脱ぎ捨て裸となった、むき出しの権力の姿である。 

 

 ■国会内と外の往還 

 

 国会の大きな機能のひとつは、国民の間にある多様な意見を調整し、まとめあげることだ。ところが

与党は今回、「数の力」を頼むばかりで、その役割を放棄した。国会前に空前の抗議の光景が生まれたの

は、国会が空前の機能不全に陥っているからにほかならない。 

 

 民主主義は単なる多数決ではない。多数を得て代表に選ばれた人は、自分に票を投じなかった少数の

方をこそ向き、納得を得られるように力を尽くす。代表民主制の要諦（ようてい）である。 

 

 異論や世論に耳を傾けて自論を修正する気がないのなら、議会で討議する必要はない。民主主義のプ

ロセスを軽視し、手間を惜しむ国会議員こそが、代表制を内側からむしばみ、自らの正統性を掘り崩し

ている。 

 

 一方、巨大与党を前に、腰が定まらなかった民主党などの野党は今回、各界各層、全国各地に広がる

抗議のうねりに後押しされ、反対姿勢を強めた。そしてその姿は、自分たちが代表されているという手

ごたえを、国会の外にもたらした。 

 

 この往還こそが政治である。 

 

 主権者が動けば、政治は動く。政治は、政治家だけのものではない。法制は成立したが、主権者が今

回、その実感を何らかの形で手にしたことは、これからの日本政治を根っこのところから変えていくに

違いない。 

 

 ■「現実」を自らの手で 

 

 安倍首相は国会で、法案が成立すれば「間違いなく理解は広がっていく」と答弁した。既成事実を積

み重ねれば、国民はいずれ忘れる、慣れると踏んでいるのだろう。 

 

 岸内閣を「裸」と看破した丸山真男はこう話を続けている。 

 

 「あの夜起ったことを、私たちの良心にかけて否認する道は、ちょうどこれと逆のこと以外にはない

でしょう。すなわち、岸政府によって脱ぎすてられた理念的なもの、規範的なものを、今こそことごと
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く私たちの側にひきよせて、これにふさわしい現実を私たちの力でつくり出して行く、ということです」

（同） 

 

 不断の努力。 

 

 デモに参加している若い世代が、好んで口にする言葉だ。憲法１２条の「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」からきている。 

 

 自由も民主主義も、日々私たちが行使することによってのみ守られる。 

 

 既成事実に身を委ねず、自分の頭で考え、言葉にし、いまここにはない現実を自らの手でつくり出し

ていこうとする主権者一人ひとりの不断の努力が、この国の明日を希望で照らす。 

 

安保法成立 最後の歯止めは主権者だ 

2015年 09月 19日 10時 38分＝2015/09/19付 西日本新聞朝刊＝ 

安全保障関連法案 

 

 戦後７０年の日本の歩みは重大な岐路を迎えたといえるだろう。 

 安全保障関連法が成立した。多くの憲法学者が憲法９条に違反すると指摘する法律である。 

 その内容も、これまで日本が営々と築いてきた平和主義を空洞化させる危険をはらむ。 

 国会の外では採決に反対する市民の声が響いていた。「９条壊すな」「政権の暴走止めろ」－。 

 安倍晋三政権が多くの国民の懸念や疑問を無視して、法秩序を揺るがし、日本の将来のリスクを高め

る法律を強引に成立させたことに対し、強い怒りを覚える。 

 ▼憲法９条が空洞化 

 この法律のどこが危険なのか。あらためて指摘したい。最も重大な点は、これまで憲法９条で「使え

ない」と解釈されてきた集団的自衛権の行使を認めることだ。 

 個別的自衛権だけが認められているという従来の憲法解釈では、日本は自国が攻撃されたときのみ反

撃できた。「専守防衛」の原則である。武力行使の要件はシンプルで、拡大解釈の余地はない。 

 しかし、これに集団的自衛権が加わると、武力行使できる要件が曖昧になる。新たな法律では「わが

国と密接な関係がある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生

命や権利が根底から覆される明白な危険がある事態（存立危機事態）」には、集団的自衛権として武力行

使できるようになる。 

 これは限定のようで限定になっていない。具体的にどんな状態が存立危機事態にあたるか、政府に判

断が委ねられているからだ。 

 国会審議でも安倍首相ら政府側は「政府が全ての情報を総合し、客観的、合理的に判断する」と繰り

返すだけだ。これでは事実上、法的な歯止めはないに等しい。 

 時の政府が「総合的に判断した結果、存立危機事態にあたる」と言えば、自衛隊は世界のどこででも

武力行使ができることになる。やはり、日本を「戦争 

に近づける」法律だと言わざるをえない。 
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 ▼「自存自衛」で戦争に 

 この法律は日本の安全保障政策を大転換させる。そんな節目だからこそ、歴史を振り返りたい。 

 「帝国は今や自存自衛の為（ため）決然起（た）って一切の障害を破砕するの外（ほか）なきなり」 

 １９４１年１２月８日に出された太平洋戦争の開戦を布告する詔書の一部である（「米国及英国ニ対

スル宣戦ノ件」。原文はカタカナ。一部を常用漢字に修正）。 

 かつて日本の指導者は「自存（自力で存在する）」と「自衛」を理由に、日本から数千キロ離れたハワ

イや、マレー半島で米軍と英軍を攻撃し、無謀極まる戦争に突っ込んでいった。この時点で日本本来の

領土は、どこからも本格的な攻撃を受けていなかった。 

 「自衛」や「自存」の範囲は権力者の都合でここまで広がった。肝に銘じたい。「存立」も「自存」と

ほぼ同じ意味で使われている。 

 安倍首相は集団的自衛権の適用例として、ホルムズ海峡の機雷掃海を挙げた。機雷を除去しないと日

本に石油が入らず、国民の生命が脅かされるから、武力行使を認める－という論理だ。 

 「自衛」「存立」の拡大解釈がすでに始まっていないだろうか。 

 ▼「納得してない」声を 

 法案の審議が進むにつれ、市民の反対運動は拡大する一方だった。組織とは無縁の市民がインターネ

ットの呼び掛けに応じて集会に足を運び、それぞれの言葉で法案反対を訴えた。ほとんどの世論調査で

も、最後まで法案成立への「反対」が「賛成」を上回った。 

 民意を無視された国民は、安保法制成立の現実にどう向き合えばいいのだろうか。 

 しつこく声を上げよう。「私は納得していない」と。 

 その声が政府に法律の恣意（しい）的な運用をためらわせ、自衛隊の際限なき活動拡大への一定の抑

止になるはずだ。安倍政権が連休前の法案成立にこだわったのも、反対デモの拡大を懸念したからであ

る。政権は民意を恐れている。 

 日本が平和主義の道を踏み外さないように、政権を監視し続けよう。政権の示す道に納得がいかない

なら、時には街頭で声を上げ、時には投票で意思表示しよう。 

 日本を戦争に向かわせない最後の「歯止め」は、主権者たる国民なのだから。 

 

どう使うかで決まる安保法の評価 2015/9/19付日経新聞 

 安全保障関連法案をめぐる与野党の最終攻防が延々と続いた。参院本会議での法案採決を先送りさせ

るため、安倍晋三首相の問責決議案や内閣不信任決議案などの決議案を野党が繰り出し、与党が次々と

否定していく消耗戦だ。 

 

 最後は多数を占める与党が押し切るかたちで安保関連法案は成立する運びだ。日本の安保政策は極め

て重要な転換点を迎える。 

 

求められる国際貢献 

 安保法制は大まかに２つの要素で構成される。ひとつは世界平和への積極的な貢献だ。２つ目は日本

の抑止力を高めるため、日米同盟をいままで以上に強める方策である。集団的自衛権の行使の限定容認

がそこに含まれる。 
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 日本は先の大戦を引き起こした当事者という負い目もあり、あらゆる国際紛争から距離を置いてきた。

この判断は間違っていない。しかし、戦後 70年もたち、世界の日本を見る目は変わってきた。 

 

 日本は何もせずに平和がもたらす繁栄を享受しているのではないか。そんな世界の声に応えようと、

1992年のカンボジアを手始めに国連平和維持活動（ＰＫＯ）に自衛隊を派遣し始めた。 

 

 ただ、中身は道路補修など非軍事分野に限定してきた。今回の法整備によって、派遣部隊の近くで民

間人がテロリストに襲撃された場合の駆けつけ警備などができるようになる。 

 

 こうした安全確保活動は、テロの標的になることの多い米ロのような超大国には不向きである。これ

まではスウェーデンなどのＰＫＯ先進国が主に担ってきた。日本もいつまでも「危ないことに関わりた

くない」とばかり言ってはいられない。 

 

 安保法制ができると、いつでも自衛隊を海外に送り出せるようになる。しかし、国民の理解を伴わな

い派遣は政治的な混乱を招く。必要に応じて特別措置法を制定してきたこれまでに劣らぬ説明責任を負

うという認識が必要だ。 

 

 冷戦が終結して四半世紀がたつが、東アジアの安全保障環境は残念ながら改善したとは言い難い。朝

鮮半島は引き続き不安定だし、中国の海洋進出は日本を含む周辺国と摩擦を引き起こしている。 

 

 戦後日本は日米安保体制によって、外からの攻撃などの不測の事態に備えてきた。同盟を一段と強化

するという方向性を否定する有権者はさほど多くないはずだ。 

 

 ただ、同盟強化によって何が変わるのかはわかりにくい。抑止力は失って初めて、その存在に気付く

ものだからだ。 

 

 米軍がフィリピンから撤退した途端、中国が南シナ海の島々を実効支配し始めた。こうした事例から

日米の絆の重要性を類推するしかない。政府は国民に丁寧に説明しなければならない。 

 

 安保法制をどう運用するのかと同時に、首相の今後の政権運営のあり方も重要だ。法案審議の過程で、

近年にない規模のデモが国会を取り囲むなど世論の強い反発があった。「これは戦争法案だ」との声も

出た。 

 

 そう受け止めた人がなぜこれほどいたのか。安倍政権のどこかしらに危うさを感じさせる部分がある

からだろう。 

 

 首相の応援団的な存在である若手議員からメディア批判が飛び出した。デモに参加した若者を「利己

的」と攻撃して自民離党に追い込まれた議員がいた。 
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対話も同時に進めよ 

 安倍首相は祖父の岸信介元首相が決断した安保改定がのちに評価されたことを挙げて、今回の法整備

もいずれ理解されると強調する。岸氏は退陣に追い込まれ、「寛容と忍耐」の池田勇人内閣の経済重視路

線のもとで安保体制が幅広い支持を得るようになったという側面を見落としてはならない。 

 

 安保改定に反対した人々が本当に反対していたのは安保でなく、岸氏の政治姿勢にあったのだとすれ

ば、安倍内閣も同じ道をたどらないとも限らない。 

 

 この人ならば国のかじ取りを任せられる。そんな安心感のあるリーダーの下でなければ、集団的自衛

権を実際に行使するのは難しかろう。安倍首相に期待することは多い。有事に備える一方で、周辺国と

の摩擦の解消へ外交努力を進めることが一例だ。対立をあおるような言動はその反対である。 

 

 法整備だけで世の中が一変するわけではない。どんな仕組みも機能するかどうかは動かし方次第であ

る。のちのち失敗だったと言われないためにはどうすればよいのか。重要なのはこれからの取り組みだ。 

 

 安保法制を生かすも殺すも、使い手にかかっている。 


