
立憲主義の
回復のためすべきこと
～元最高裁判事、元内閣法制局
長官が語る新安保法制採決1年～

特 集 特別対談

濱田 邦夫 （14期）
●Kunio Hamada
元最高裁判所判事、当会会員

〈略歴〉
1962年　 弁護士登録（第二東京弁護士会）
2001年　 最高裁判所判事任官（2006年退官）
2006年　 弁護士再登録

（森・濱田松本法律事務所;現在、日比谷パーク法律事務所）

山岸 良太 （32期）
●Ryota Yamagishi
日弁連憲法問題対策本部本部長代行、当会会員

〈略歴〉
1999年　 第二東京弁護士会副会長
2007～2009年　 第二東京弁護士会憲法問題検討委員会委員長
2013年　日本弁護士連合会副会長および第二東京弁護士会会長
2014年　日本弁護士連合会憲法問題対策本部長代行

宮﨑 礼壹 （22期）
●Reiichi Miyazaki
元内閣法制局長官、当会会員

〈略歴〉
1970年　 検事任官
2006年　 内閣法制局長官就任（2010年退官）
2010年　 法政大学法科大学院教授（2016年退職）
2016年　 弁護士登録（第二東京弁護士会）

幣原 廣 （34期）
●Hiroshi Shidehara
第二東京弁護士会憲法問題検討委員会委員長、当会会員

〈略歴〉
1982年　 弁護士登録（第二東京弁護士会）
1999年　 第二東京弁護士会副会長
2014年　 日本弁護士連合会刑事弁護センター委員長
2016年　 第二東京弁護士会憲法問題検討委員会委員長

2015年9月19日未明、大多数の憲法学者、元内閣法制
局長官、元最高裁判事および同元長官までもが憲法違
反と指摘する中で、安保法制が採決されました。
日弁連、当会を含む全国52の全ての単位弁護士会は、
安保法案に対して一貫して反対し、立憲主義、恒久平和
主義に反して違憲であるとの声明を発し、街頭で反対活
動を繰り広げました。
本対談では、採決から1年にあたり、「2015年安保」に

おいて反対の論陣を張ってこられた重鎮で、当会会員で
ある元最高裁判事濱田邦夫会員、元内閣法制局長官宮
﨑礼壹会員から、なぜ要職にあった方々が立ち上がらね
ばならなかったのか、立憲主義の回復のため、安保法制
の適用・運用を阻止しその廃止を求めて、法律家・弁護士
会は今後いかに考え行動すべきかを、日弁連憲法問題
対策本部本部長代行山岸良太会員を交えて、うかがいま
した。
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「２０１５年安保」を振り返る
～安保法案への異議申し立て～

幣原 （司会）　本日は、「安保法制は憲法違反」
との論陣を張ってこられた重鎮である、元最
高裁判事の濱田邦夫さん、元内閣法制局長官
の宮﨑礼壹さん、そして日弁連憲法問題対策
本部本部長代行の山岸良太さんに加わってい
ただき、「新安保法制採決1年」をテーマにお話
しいただきます。宮﨑さんが5月に二弁に入会
され、皆さん二弁の会員でいらっしゃいます。
　集団的自衛権行使容認を内容とする2014年7
月の閣議決定以降、学者の皆さん、元内閣法制
局長官の皆さん、元最高裁判事・長官、そして
弁護士という法曹が安保法制は違憲である、立
憲主義・平和主義に反すると次々に立ち上がり
ました。お三方は、昨年8月26日の300名超の学
者・法曹による日弁連主催「安保法案廃案へ　
立憲主義を守り抜く　学者・弁護士　共同記者
会見」にもご参加、発言されています。
　残念ながら昨年9月19日に安保法制は採決が
強行され、今年3月29日に施行に至ったわけで
すが、皆さんその後も精力的に立憲主義の回
復のための活動をされています。

安保法案への反対
～逃げられないとの思い～1

幣 原 　濱田さんは2001年から2006年まで最
高裁判所の判事をお務めになりました。昨年7
月9日にテレビ朝日の『報道ステーション』に
録画出演されて、安保法制は違憲であると明

言され、以降積極的に発言と行動をされてい
ます。きっかけは何だったのでしょうか。
濱 田 　2015年の特に夏の初めごろ、状況が
非常におかしくなってきたところに、たまた
まテレビ朝日から声が掛かったわけです。私
は日本の敗戦時に9歳。空襲の惨禍とか、その
後の民主教育の導入、町の中を闊歩する占領
軍を経験している世代として、今のような戦
後民主主義を否定する現状を、はいそうです
かと言って容認するわけにいかない。私は、
そういう世代の代表という思いで、ここで発
言をしなければ、71年前の日本の戦後の思い
が全く伝わらないのは問題であると、それが
一番大きな動機ですね。
幣 原 　元最高裁判事でも明確に発言する方
は、いらっしゃらなかったと思うんですが。
濱 田 　そうですね、このテレ朝の『報道ス
テーション』の時に、私は国際的なビジネス
ローヤーであったこともあるとは思いますが、
国内的な配慮とかはあまり気にしない質とい
うことで、ほいほいとインタビューに応じて
（笑）。その録画の実際の放送を見ましたら、
画面の下にテロップで「『報道ステーション』
としては23人の元最高裁判事で存命の方々に
インタビューをお願いしたが、応じたのは濱
田1人だ」と流れて、びっくりしましてね。そ
んなことなのかと。その日の番組では、私の
後任の二弁の那須弘平元最高裁判事が、参議
院の院内集会でやはり違憲と発言をされた映
像も流れました。
　いずれにせよ現職の判事が、政治的な問題
の発言を控えるのは当然ですが、私は退官後

日弁連主催「安保法案廃案へ　立憲主義を守り抜く　学者・弁護士　共同記者会見」の様子（昨年8月26日）
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もう10年も経っていますから。何か20人もい
る元判事たちが逃げ回っているような感じと
いうのは、これはよろしくないんじゃないか
ということもあり、1市民として、1法律家と
して、その後も私は機会ある毎にいろいろな
ところに出て話しております。
幣 原 　政府が合憲の根拠とした砂川事件最
高裁判決についてはどうお考えになりますか。
濱 田 　これは昨年8月26日の学者と日弁連の
共同記者会見の時にも記者から私に、「政府は
砂川判決があるからこの問題については問題
がないと説明しているが」と質問があり、私
は単に「問題がないのではなくて問題になら
ない」と言ったら、そこだけNHKで放送され
まして（笑）。我ながら非常に簡潔な答えでし
た（笑）。参議院の中央公聴会でも多少発言し
ましたが、この砂川判決で既判力が及ぶ法律
事項というのは、自衛隊の存在そのものとか
ましてや集団的自衛権ではない、裁判の判断
事項、英米法でいうレシオ・デシデンダイには
なってない。さらにオビタ・ディクタム、傍論
にもならなかったことも説明して、そもそも
砂川判決をもってこの集団的自衛権が正当化
されるなどは、全く詭弁であると言いました。
　その後、山口繁元最高裁長官が新聞であれ
だけの立論をされまして＊1、やはり生粋の職
業裁判官でしかも長官をされた方の発言とい
うのは、社会的にも重みが違うし、本当に山口
元長官は勇気のある行動をされたと思います。
それだけに、やはり1法律家としてやむにやま
れぬ状況だということがあったと思います。
幣 原 　宮﨑さんは検察官ご出身で、第1次安
倍政権を含む2006年から2010年まで、内閣法
制局長官として集団的自衛権の問題にかかわ
ってきたご経験をお持ちです。2014年8月に総
合雑誌に、「憲法9条と集団的自衛権は両立で
きない」との論考を寄せられ、その年の10月8
日には日弁連主催の日比谷野音での安保法案
反対集会にご登壇いただき、昨年6月の衆議院
特別委員会には参考人として違憲と発言され
ています。内閣の憲法解釈を担ってきた元内
閣法制局長官として、このような活動をせざ

るを得なかったということでしょうか。
宮 﨑 　私は検事任官後、20年近く検察庁・
法務省に勤務し、その後内閣法制局に出向し
て、結果20年余りおりました。法制局は政府
の立法の審査をするところですが、一方憲法
を始めとする政府解釈の統一を図る仕事もあ
るわけです。私自身PKO法が作られた時に、
主任の参事官という巡り合わせでした。当時
は社会党に自衛隊違憲論が健在で、国会審議
も牛歩戦術など大変な時間をかけて、1992年
に成立しました。憲法絡みで前例のないこと
でしたので議論議論で、非常に精魂込めて作
った、ある意味愛着のある法律です。そうい
うことからも私は従来政府が作ってきた法律
に、責任を感じている人間です。
　一方集団的自衛権というのは、今になって
初めて問題になっているわけでは当然なくて、
PKO法の時も、自衛隊を外に出してどこまで
やるんだと、大変議論されたわけです。集団的
自衛権はその後も常に問題にされてきました。
自民党の中にも安倍幹事長（当時）のように、
部分的にはいいのではとおっしゃる方もいた。
私が法制局に行く前からその問題はずっとあ
って、部内でいつも議論して皆で考えていた
わけですが、やっぱり無理なんだという答え
しかなく、歴代の首相や担当閣僚も、同じく
集団的自衛権行使は違憲であるということを
一貫して表明してきたわけです。質問主意書
に対する内閣の答弁書という形でも、この答
弁書は閣議決定で出すものですから重いもの
ですが、集団的自衛権が9条と両立しないとい
うことを繰り返し本当に長いことずっと言っ
てきたんですね。一部の人はこれまでほとん
ど議論がなかったなどと、とんでもないこと
を言ってますが、そんなことはないわけです。
　第1次安倍内閣の時に私は内閣法制局長官で
したが、安倍さんは集団的自衛権の見直しに
も踏み出されようとしたけれど、結局1年で退
陣されたことで、ともかく従来の政府解釈が
保たれてきた。しかし第2次安倍内閣が出現
し、再び今度はあからさまに解釈改憲の手が
打たれてきました。私も新聞などから、第1次

＊1　 2015年9月3日付朝日新聞で山口元長官が安保法案は違憲と明言されたこと。
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衛権は、そこは憲法上問題があるからしませ
んとして議論してきたわけです。単に政府が
学説の1つを採用して答えてみたとかではな
く、長年いろいろな防衛上の施策を打ち、立
法を企画し実行してきた中で、それと不可分
の形で、集団的自衛権まで認めるものではな
いという形で、理解を求めてきているという
ことなのです。そこは言わば2つ目の論点なん
ですけど、権力権限を持っている一番の責任
者である政府が、そのことを国民に繰り返し
約束していたという意味で、憲法習律になっ
ており、それを自ら破っているという問題が
あるわけです。
　そもそも集団的自衛権という概念が登場し
てきた経緯は何かというと、本当は個別的自
衛権と集団安全保障つまり国連軍による国際
平和の維持が、戦後の国連憲章の当初の構想
でしたが、冷戦が1946年ごろに顕在化し、対
立案件では、拒否権を持つ東西常任理事国の
いずれかが悉く反対するということが問題に
なった段階で、やむを得ず、取りあえず武力
行使がどこかの加盟国に対してされたならば、
友好関係にある国は武力介入していいよとし
たのが国連憲章51条です。ですからそれは、
第2次世界大戦で非常に深い反省の上に立っ
て、集団安全保障の枠組みで解決していきま
しょうという当初の精神からすると、後戻り
なんです。ある意味では集団的自衛権は軍事
同盟であって、恐怖の均衡を認めるというこ
と。そこに戻っちゃったんですね。
　それでも、その憲章51条には「安保理が有
効な手続を執るまでの間」という文言が入っ
ているわけです。その時までの暫定的な自力
救済措置が違法性阻却事由として認められて
いるに過ぎない。さらに言えば、今日もう冷
戦も終結して相当経っているし、今深刻な紛
争は「国境なき局地紛争」の形で出ているわ
けで、国家と国家との間で叩くとかこらしめ
るとかでは済まない状況が前面に出ています。
そういう両方の意味で集団的自衛権というの
は、そろそろ賞味期限が切れつつある。展望
としては、集団的自衛権は国際的にも廃絶の
方向に向かうべきものだと思います。日本が

安倍内閣当時の長官としてどう思いますかと
質問を向けられ、最初はどうしたものかと思
ったんです。けれども、やっぱり先ほどの濱
田先生のお話と同様、ここで逃げて後ろを向
いて黙っているというわけにはいかないと思
い、これはおかしいということを言うように
なったわけです。

なぜ違憲であるか2

幣 原 　集団的自衛権と自衛権は全く別物で、
9条の下では集団的自衛権の行使は、全く考え
られない、認められないと強調されています。
（1）本質は他国防衛
宮 﨑 　ポイントを絞りますと、集団的「自
衛権」とは言いますが、自国防衛ではない、
他国防衛なんですよ、本質的に。政府自身が、
答弁書とか政府答弁の中で本質的には他国防
衛だと明言してきているわけです。これは現
内閣を含めてそうで、そこのところは理論的
にはもう整理済みなわけです。しかし今回の
安保法審議ではあんまりそこを言わなくて、
我が国の存立が脅かされる場合に限るとかい
うことで、そういう区別をきちんとしなくな
りました。何となく自衛のためだからと言お
うとしている。
　しかし、従来政府はずっと、集団的自衛権
というのは他国防衛なので、これは憲法上で
きない、そこまでやらないですから安心して
くださいという説明をしてきた。国会もそれ
を前提に、自衛隊予算の増額や、PKO法、有
事法制、周辺事態法の議論の中で、集団的自

濱田邦夫会員
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わざわざ憲法解釈を変えて、あるいは憲法改
正までして追いつかなきゃならないという筋
のものではないと考えます。
（2）行使要件は歯止めとならない
幣 原 　集団的自衛権行使の新3要件により、
行使は限定的で、歯止めがあると言えますか。
宮 﨑 　現行憲法の下でも自衛権の行使につ
いては、3要件でしかできません、だから安心
してくださいと言っていたわけです。それは、
1番目は我が国に対する急迫不正の侵害、すな
わち武力攻撃が発生したこと。2番目に、武力
を行使するしかほかに手段がないこと。3番目
に、武力行使をするにしても最小限に留まる
べきことという要件です。新安保法制の新3要
件は、第1要件を変えて、「我が国に対する直
接武力攻撃があったこと、または他国に対す
る武力攻撃が発生して、それが我が国の存立
を脅かして、国民の生命身体等を根底から覆
す明白な危険がある場合」とされて、そのま
ま自衛隊法の76条と武力攻撃事態法に書かれ
ています。一昨年7月の閣議決定の文言をその
まま条文にしているのですが、いかにも一見
絞ったようにも見える。国民の生命・身体等
が根底から覆される明白な危険と。だけど、
その経過を見ると、もともと安保法制懇第2次
報告の中にある、我が国の安全に重大な影響
を及ぼす可能性ということと、全然変わらな
い。この部分はできないから、表現を絞りま
しょうといった議論は全然なくて、ただ言葉
だけ厳しめに書いているという経過なんです
ね。そういう経過に鑑みても、一体どうなっ
たら国の存立が脅かされるおそれになるのか
ならないのかという、具体的な歯止め性とい
うものが見当たらない。
　有名なホルムズ海峡答弁というのがありま
す。それはイランの国際舞台復帰の中で言わ
なくなったけど、撤回したわけじゃない。総
理は、ホルムズ海峡で機雷がまかれて石油の
供給が滞り、国際的な需給が困難になれば、
それは新要件の「存立危機事態」に該当し得
ると言われて、大変議論というか反論を呼ん
だわけです。「我が国の存立が脅かされ国民の
生命、身体、幸福追求の権利が根底から覆さ

れるおそれ」と言ってみても、ホルムズ海峡
で石油が逼迫したらなるかもしれないよとい
うのでは、まるで歯止めになってない。そも
そも本質的に、他国防衛をやりましょう、そ
れは全部じゃないからいいでしょうという話
ですから、およそ根本的に転換をしているの
で、歯止めという話をする以前に、まず問題
にすべきことがあると思います。
（3）昭和47年見解のすり替え
幣 原 　根拠とされた昭和47年見解について
はどうでしょうか。
宮 﨑 　その昭和47年の参議院の国会でも、
当時の法制局長官の吉國さんが縷々言葉を尽
くして、集団的自衛権は他国防衛だから絶対
無理です、ちょっとならいいとはいかないと
言っているわけです。それを文章で示したの
が昭和47年見解なんですね。その言い出し部
分は「従来から政府は、憲法9条の下では、個
別的自衛権は認められるが集団的自衛権は認
められないと言ってきた、そのわけは以下の
通りである」と記され、続いて、9条に戦争放
棄とあるが、憲法前文とか13条の政府は国民
の幸福追求の権利をできる限り尊重しなけれ
ばならないとの条文を併せ考えると、我が国
に対して武力攻撃が加えられた時に、何もし
ないということまでは求められていないだろ
う、ということを言います。そして、必要最
小限の自衛の措置という表現も使っています
が、同時にポイントは、「外国の武力攻撃によ
って我が国民の生命、身体および幸福追求の
権利が根底から覆されるおそれがある事態」
にのみ、武力行使が許されるものと考えてき
た、従って、集団的自衛権というのは他国防
衛を本質にするものだから、そもそも必要最
小限度の自衛の措置にあたらないのだと言っ
ていることです。
　ところが、その中の最小限ならいいと言っ
ているところだけをとらえて、そこを牽強付
会に、集団的自衛権の全部を容認するのは問
題だろうが、我が国の存立が脅かされるよう
な場合ならいいと言う。前はないと決めてか
かったけれども、よく考えてみたらあるんだ
と。だから47年見解と今回は矛盾しない、つ
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ながっていると言う。けれども、そもそも47
年見解の結論が、集団的自衛権は違憲である
と明言していて、「今のところ」違憲であると
か、「今の政治情勢の下であてはめてみると違
憲ではない」とも言ってない。それから47年
見解が「外国の武力攻撃によって…」と言っ
ているのは「外国の我が国に対する武力攻撃
によって」という意味であるのは明らかなわ
けです。そこを、「外国の武力攻撃と言ってい
るだけで、我が国に対するという文言はない
じゃないか」とすり替えている、そこが本当
に私は一番腹に据えかねる。友好国に対する
武力攻撃があった場合も含んでいいんじゃな
いかというのは、文脈にも反しているし、結
論にも反しているし、さっき申しました昭和
47年見解が出た経緯にも反している。集団的
自衛権は絶対駄目というのを、文書にして出
せと言われて出した文書（昭和47年見解）で
すから、その中にちょっぴりならいいんだと
いう含みが残っていたなんてことは全然言え
ないということです。

日弁連・弁護士会はなぜ反対をするのか3

幣 原 　山岸さんは二弁の憲法問題検討委員
会の2代目委員長で、その後2014年3月に設置
された日弁連憲法問題対策本部の本部長代行
に就任し弁護士会の活動を主導しています。
山 岸 　日弁連の定期総会では、2013年の
「集団的自衛権行使容認に反対する決議」以
降、毎年憲法関係で同旨の宣言をしています。
今年の定期総会では「安保法制に反対し、立

憲主義・民主主義を回復するための宣言」を
決議しました。10月の人権擁護大会では、「立
憲主義と民主主義を回復するために～安保関
連法と秘密保護法の適用・運用に反対し、そ
の廃止を求めて～」というシンポジウムや宣
言を予定しています。弁護士法1条の「基本的
人権を擁護し、社会正義を実現する」という
使命を持つ弁護士の団体である日弁連として、
安保法制は憲法の平和主義に反する、解釈の
変更は立憲主義に反する、制定過程は民意に
反しており民主主義にも反するとして、立憲
主義・民主主義を回復する活動をしています。
このような問題はもちろん政治的な課題であ
る部分もありますが、もともと政治、立法や
行政、司法は、憲法の枠内で行われるべきで、
そこを踏み出すのであれば、それは単に政治
的な問題ということではなくて、憲法の問題
であり立憲主義に反するわけです。
　2014年以降、安保法反対のさまざまな活動
を重ね、東京では日比谷野音での反対集会と
銀座パレードを、また「全国キャラバン」と
して各地の単位会が活動しました。請願署名
活動は、異例の38万7,220筆が集まり、全国紙3
紙に意見広告も出しました。昨年8月26日の濱
田さん宮﨑さんもご参加の300名超の学者と法
曹による安保法反対共同記者会見は、真理を
探究する学者と正義を追求する法曹が今発言
しなければと協力し催したもので、大きく取
り上げられました。今後も日弁連は、安保法
制を運用させない、廃止を求める方向で運動
をしていきます。
幣 原 　なぜ弁護士会として反対しているの
かというのは一言で語れないでしょうけど。
山 岸 　私はもともと企業法務をやっている
弁護士で、コーポレートガバナンスで考える
とよく分かるんですが、政治家とか立法者は
憲法の枠内で委任を受けてやるのが立憲主義
の基本です。これが破られて法の支配が蔑ろ
にされれば、社会の中を法律に則って紛争を
解決する弁護士としては、根本的な仕事の基
盤が揺らいでしまう。また少なくとも普通の
リーガルマインドを持ち、憲法を勉強して司
法試験に受かった弁護士としては、砂川判決

宮﨑礼壹会員
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や47年見解が集団的自衛権を認める根拠だと
言われると、これは根拠としておかしいと、
違和感があるのも事実だろうと思います。
　濱田先生ほどではないですが私も63年生き
てきて、やはり戦後の日本は、その前に比べ
れば平和で、戦争もせず、非常に落ち着いた
安定した社会となったのに、なぜそれを今変
えなければいけないのかと非常に疑問を感じ
ています。

安保法制採決・施行後の問題

安保法制施行後の自衛隊の活動の変化
～PKOの任務拡大・派遣恒久法の制定～1

幣 原 　今後日本社会がどうなっていくのか、
自衛隊の活動自体の変化については、どのよ
うにお考えでしょうか。
宮 﨑 　法律上の制度がどう変わりつつある
かについて申し上げてみます。
　集団的自衛権以外の安保法制の残りの部分
も、大きな問題を含んでいます。PKO法と周
辺事態法がそれぞれ抜本的に拡大され、また
国際平和協力支援法が新設されました。
（1）PKOの変容
宮 﨑 　PKO法については、紛争はあったが
停戦が実現して、停戦を維持するという紛争
当事者間の合意もあるものについてやるとい
う建前は変わってない。しかし、まず1つは、
今まで国連の安保理の決定に基づくPKO活動
に限って行われていたのが、それじゃなくて
もいいと。紛争があったけど一応停戦が実現
したということがあれば、地域機構でも、そ
れから単独の国連加盟国からの要請でも、今
までPKO法と言ってきたこの法律で自衛隊を
出すとなった。それが非常に大きな転換で、
どこまでやるんだというのは、ずっと見てい
かなきゃならないと思いますね。
　もう1つは中身の問題で、治安維持の業務を
追加し、駆付け警護という軍事的なにおいの
強い業務を拡大した。今までは自己防護、つ
まり自分たち隊員が生命の危険にさらされた

ときにだけ武器を使えるとしていたのを、任
務遂行を妨げる企てに対してこれを排除・粉
砕するための武器の使用も認めました。
　これらが拡大PKO法の中に一挙に盛り込ま
れているわけです。これは違憲という人もい
ます。ただ一応、法制局でやってきた人間と
しては、停戦が保たれている前提なら辛くも
建前としては合憲の中に入っていると。しか
しさはさりながら、まず、安全確保という言
葉を使っていますが、実態は治安維持の請負
です。つまり、紛争が停戦になったけど、そ
の現場では戦塵がくすぶっていて負傷者は転
がっているし、衛生的にも病気が蔓延してい
るときに、また泥棒・強盗も横行していると
いうのに、それをいわば統治するということ
ですよね。統治する国の力が足りないから応
援するという、非常に言葉だけで言うと美し
いけど、それは今までの紛争が本当になくな
ったわけじゃなくて、取りあえず停戦できた
だけですから、少なくとも政府側に加担する
ことになれば、何で関係ない国の軍隊が来た
んだとなって、本当にうまくいくのか、それ
が非常に心配です。
　それから、そこで任務遂行のための武器使
用ということになると、いくら国際紛争を解
決するための武力行使じゃないという理屈を
つけても、やっぱりそこで殺し、殺され、傷
つけ、傷つけられということをあえてやるこ
とになるのが本当にいいのか。本当に国民の
みんなが納得しているのだろうかということ
が非常に心配です。
　駆付け警護は最たるもので、私は駆付け警
護全部が駄目だとはあえて言いません、少な
くとも民生支援業務の団体や活動家が危機に
瀕していることに絞ってであれば議論の余地
があります。しかし、他国の軍隊、それから
派遣先国の軍隊や警察、そういうところから
の要請も、全く無制限で受け入れる。それで
武器も使う。停戦が一応実現しているのであ
れば形式的には憲法違反じゃないかもしれな
いが、非常に困難でかつ危険。危険というの
は自衛隊も危険だけど、憲法秩序から見て危
険な業務だと思います。いったん停戦ができ
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ても、崩れることが容易にあるわけだから、
崩れているのに崩れていると認めないという
ことも容易にあるわけなので、そうなるとた
ちまち憲法問題になると思います。
（2）重要影響事態法
宮 﨑 　次に、周辺事態法が重要影響事態法
と名前を変えて、従来は「公海上」に限定さ
れていた自衛隊の後方支援活動を、他国の陸
上でも無制限にやれることになりました。案
外知られてないんですが、周辺事態法は海だ
けだったのが、その国の同意を得たら今度は
陸でもやる。同意を得た場合には、他国の領
域内で部隊行動をしても国際法上は正当化さ
れる、という一般論は分かります。だけど、
全領域をしっかり実効支配できている国が、
今手が足りないから来てくれという場合だけ
でなく、例えばシリアは一応国連の議席はア
サド政権ですけど、国土の一部しか実効支配
ができてないですね。それが来てもいいよと
言ったら、じゃあ、形式的に同意があっても、
ISとか反政府の組織が支配している地域に行
って部隊活動できるのか。その場合、同意の
効力がなお及ぶというのは無理。それなのに、
法律には何も書いてない。実効支配の判断は
誰がどうやってするのか、派遣の途中で活動
予定地域の政府実効支配が失われたらどうす
るのかも分からない。その国のその時点の
「正統」政府の同意があれば自衛隊が陸上に上
がってもいいという考え方が、次の協力支援
法を含め今回の安保法制の中で全面的に打ち
出されていますが、そんなに簡単な問題では
ないと思います。
（3）国際平和協力支援法～派遣恒久法～
宮 﨑 　もう1つの国際平和協力支援法は、期
限切れになっているテロ特措法とイラク特措
法を恒久化するものですが、やることは後方
支援になっています。即憲法違反だと私はこ
れも言いませんが、テロ特措法やイラク特措
法が何だったのかの総括をしないで、一般的、
恒久的な法律を作って、個々的には政府が決
めて自衛隊を出す。後で国会承認にかけるけ
ど、7日以内にやってねみたいな法律になって
いますね。

　テロ特措法で言えば、9.11の同時多発テロは
本当にあれは戦争だったのかという問題が検
証されてないと思います。元検事長の参議院
議員が以前、刑事法としてやるべきだと国会
で言っていました。本当にそうじゃないかと
思うんですね。アメリカはこれは戦争だと言
って、国連安保理も正面からは認めないけど
理解するみたいな決議になって、アルカイダ
が武力攻撃をやったことになって、それで反
撃として、アルカイダをかばったタリバンも
敵だとして攻撃し体制覆滅までしました。し
かし、それでよかったのかを総括した上で、
一般化、恒久化を考えるべきでしょう。イラ
ク特措法も、フセインが大量破壊兵器を隠し
ている前提でしたが結局なかったわけです。
アメリカはそこはまずかったが民主化したか
ら間違ってなかったと言っているんだけど、
本当にそうなのかは問題で、我が国はそれに
後方支援をしたわけですが、まともな総括の
議論がされていないのに、何かうまくいった、
誰も死ななかったということで恒久化するの
は、非常に問題だと思います。
　集団的自衛権ははっきり違憲ですが、これ
がすぐ行われるとは考えにくく、近い可能性
としては、自衛隊の海外派遣で、PKOなのか
重要事態なのか平和協力支援なのか。特に南
スーダンでの、PKOの治安維持、駆付け警護、
それが使われるのはかなり近いのではと危惧
します。何が起こるのかメディアを通じて鋭
敏にアンテナを立てて見つめていかなければ
と思います。

日本社会は何を失ったか2

（1）立憲主義
幣 原 　長年の政府解釈の変更による法秩序
の断絶で、立憲主義が壊された、クーデター
に相当する事態が起こったとする指摘もあり
ます。政府が憲法を守らないという異常な事
態を前に、法律家としてどう考えていけばい
いのでしょうか。
濱 田 　立憲主義についていろいろな考え方
もありますが、端的に言って、憲法という国
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の基本原理に問題があるのであれば、それを
十分に国会その他で議論した上で、憲法その
ものを改正するのが立憲主義の基本原理だと
思います。何としても憲法を変えたいという
ことで、憲法改正が難しければ、実際上それ
をなし崩し的にやろうという、いわば裏口憲
法改正。これは私自身もクーデターだと、官廷
クーデターということが起こったと思います。
　9条を含め、日本の憲法の条文は一字一句た
りとも変えるべからずという考えを私は持っ
ていません。ただ、立憲主義、法の支配とい
うことからいうと、問題があればそれをしか
るべき機関、国会、その他、国民全体として
十分に議論を尽くした上で、その条文を変え
るべきであって、その手続がすぐにできない
からといって、閣議決定で実態を変えようと
いうことが、今回の根本的な問題だと思って
います。
　昭和47年の内閣法制局の意見、それは時の
内閣の意見でもあったわけですが、結局、私
の考えでは、現行憲法の9条の解釈として、ま
あ、いろいろ伸び縮みをして言わば限界で、
それをさらに引っ張ったらゴムなり糸が切れ
ちゃうという、言わば限界を設定していたの
を、強引に変えようとしたのが現在の内閣の
やっていることであって、一見、合法的なや
り口ですけど、これは麻生副総理が喝破した
ように、ナチスのやり方を学べばいいんだと
言って、それがそのとおりに起こっていると
いうことが非常に問題です。
　形式的な法律改正が何でも許されるのはや
はりおかしいので、それを縛る役割をするも
のが立憲主義だと思います。今回の集団的自
衛権行使容認への解釈変更は、一見合法的な
手続だけど、手続の在り方、内容から見て、
現在の法体系を、戦後70年以上の日本の安全、
安心の社会を根本的に変えてしまうというの
は、まさに立憲主義、法の支配に反すると考
えます。これは何としてもチェックし、歯止
めをしなきゃいけない。それが我々弁護士、
法律家の使命だと思っています。
山 岸 　よく法の支配と法治主義は違うとい
う議論がされますが、立憲主義についても同

じような考え方をすべきと思います。今回の
問題は、濱田さんも言われたように、これま
で何とかぎりぎりのところで保っていた憲法
の解釈が破られてしまったという状況が、一
番大きい。日本国憲法の基本理念の1つである
平和主義、一番大事な憲法9条、これを数十年
安定的な解釈をしていたのを1政権の解釈で変
えてしまった。平和主義自体の問題としても
非常に危険ですが、多数決で一時政権を支配
すれば、その政権が、必要は憲法よりも優先
するという考え方で解釈により憲法の枠組み
を踏み越えて好き勝手をやっていいなどとい
うことが認められれば、憲法の範囲内で国民
の委任を受けて統治ができるという正当性が
崩れてしまうんじゃないか。これは一事が万
事で、9条でこういうことができるんだった
ら、ほかの条文でもできるだろうとなってし
まう。何でも必要があれば、悪賢い人が憲法
解釈の屁理屈をこねれば、それを裁判所が判
断を回避してしまえば、もう言った者勝ちに
なってしまう、それが非常に心配です。
（2）内閣法制局の役割の変化と司法への期待
幣 原 　内閣法制局は憲法解釈の番人的な役
割を果たしてきたのが、今回、論理的帰結が
破綻するような解釈変更にお墨付きを与えて
しまったとも言われますが、内閣法制局のこ
の間の状況と役割の変化についていかがでし
ょうか。
宮 﨑 　内閣法制局の法律見解が一番偉いと
は思っていませんが、日本の慎重な国家運営
のために幾重もの安全弁があった、その1つを
構成していたとは思います。それがこのたび
壊されたという感じを否めない。今後、もう
一遍立て直してくださいと言えるかですが、
この問題を元に戻すというのも、なかなか政
府としてはできないでしょうし、今までは何
重もの安全弁で政府は最高裁に判断を仰がな
くても、概ね合憲性の推定のもとで安心して
きた面が、1つ薄ら寒くなったことは間違いな
いと思います。そうすると、国民は今まで持
っていた、まあ、間違いないだろうという信
頼感を持てないことになる。憲法9条の問題だ
けじゃなくて、ほかの法律問題についても、
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政府のやろうとしていることにいちいち眉に
唾をつけて見ていかなければならない。そう
いう局面になるだろうなと思います。安全弁
の1つが壊されたのではないかと、非常に残念
な気持ちでいます。
濱 田 　なぜ日本で違憲判決がこれほど少な
いのかということの1つの説明として、やはり
内閣法制局というものがあって、少なくとも
戦後の立法、新法の形成過程において、政府
内部において非常に綿密なチェックが行われ
てきたということです。その結果としていっ
たん成立した新しい戦後の法律で違憲判決と
いうものはほとんどない。いずれにせよ、こ
れは行政府での立法作成過程において、非常
に慎重なプロセスを経てきたということであ
って、内閣法制局長官の意見が通っていたの
ではなくて、それを採用した時の内閣総理大
臣の行政府の行為としてそういう解釈が今ま
でできていたということです。そのベースの
チェック機能が今や失われて、私も参議院の
公聴会で、「今は亡き内閣法制局」とアドリブ
で言ったのが、あれが受けましてね。某元長
官からは、ありがとうございましたと言われ
ました。元長官たちはやむにやまれぬという
お気持ちがあったようです。
山 岸 　日本には憲法裁判所はなく、違憲審
査においては具体的な争訟性が必要とか、相
当枠組みが狭まっている。さらに、司法消極
主義的な考え方もあって、憲法判断を回避で
きるときには判断しない。そういう日本の憲
法上の特性を、実際には、内閣法制局が補っ
てきた。例えば企業法務でも社長が新しいこ
とをやりたいときに、顧問弁護士がそれは法
令・定款に違反するからやめた方がいいと言
うとやめる場合もあるし、また取締役会に会
社法の先生を3人呼んで意見を聞いて、どの先
生も法令・定款に違反すると言われたら、社
長といえども一歩留まるんじゃないか。内閣
法制局も制度としてきちんとできていれば、
企業の中での顧問弁護士なり取締役会の役割
と同じことが期待できた。今そこが大きく揺
らいでしまっている。そうすると今度は裁判
所、司法がどういう役割を果たすのかが、論

点として出てくるという気がします。

立憲主義の回復とは
～憲法を変えればいいのか～3

幣 原 　政府からは実態に合わせて条文を変
えるのが立憲主義だという奇説まで出ていま
すが、こういう言い方に対してどう対抗して
いくべきか、まず濱田さん。
濱 田 　まあ、珍説、奇説か。いろいろな意
見があるけど、まともに相手にするに値する
意見とどうしようもない意見があって、それ
にいちいち応答しなきゃならんということは
ないと思います。我々がやるべきことは、や
はり正論というか筋が通った論理を展開する
ということしかないと思います。民主主義と
いうことですと、これは選挙でその時の政権
を引きずり下ろすしかない。やはり民主主義
とはそういうものですよね。裁判というのは
時間がかかるわけです。今の政府のやること
に対してどうすればいいかというと、やはり
選挙でチェックするしかないと思います。
宮 﨑 　憲法改正一般をタブーとは考えませ
ん。ただ、法律は、真空の部屋で、実験室のよ
うなところで条文ゲームをするというのとは
わけが違う。日本国憲法は特にそうですけれ
ど、先の大戦で未曾有の惨禍を生んでしまっ
た反省の中から生まれたんだということにつ
いては大局的に否定する人は少ないだろうと。
　さて、その憲法がどういうものを規範とし
て考えたかが問題で、実現したものもあるか
もしれないけど、そこはまだ道半ばというも

山岸良太会員
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のもあるわけで、9条の問題もその1つなんだ
ろうと思います。憲法が、こうあるべきだと
目指したものが達成されたならば、またその
次に進むということでしょうけど、そこがま
だ道半ばだというときに新奇なものを追い求
めるという形での改憲論をいろいろ戦わせる
というのは根本的におかしいんじゃないか。
　やっぱり憲法というものは歴史的なものな
ので、その歴史を記憶に踏まえて、やむにや
まれずそういう憲法が生まれたということが
どこまで達成されているのかということにい
つも立ち返って、それが達成されたのであれ
ば、次の改正となるのは当然なんですけれど
も、その前に、何というのか、気楽なという
のか、先に議論ありきみたいな議論をすべき
ではないというふうに思います。
山 岸 　やはり憲法というのは大きな歴史の
流れの中で見るべきものです。6月にオバマさ
んが広島に来て、核を廃絶するという抱負を
言ったけれどもすぐに実現するとは誰も思っ
ていない。例えば憲法で核を廃絶するという
理想を一度決めて、5年、10年なくならない状
況が続いたら、進むべき理想を捨てて憲法の
方を現実に合わせて変えようというのは、私
はこれは許されることではないと思うのです。
不磨の大典ではないとしても、憲法改正でど
ういう方向を目指すべきなのか、そういうこ
とをきちんと考えなければいけない。実態に
合わせて憲法を変えればいいんだという単純
な考え方は思考停止というか、人間の進歩だ
とか社会の進歩ということを否定してしまう
という問題がありますね。
　それからもう1つ、法治主義と法の支配は違
っていると言われていて、やっぱり自然法だ
とか人類がたどり着いた正義を具現するよう
な人類普遍の原理がある。その原理に基づい
た支配が行われるのが法の支配であり、単に
法律で決まっているからそのとおりやればい
いというのが法治主義で、これは普通の法律
家であれば似て非なるものだという理解があ
ります。その法の支配というものが憲法とい
う形で成文法化されている立憲主義について、
法治主義に貶めてしまうような考え方になっ

ている。少なくとも日本国憲法の中で、人類
普遍の原理として長年の間努力によって獲得
してきたものだという考え方からすると、そ
れを単純に一時的な状況を踏まえて、現実に
合わせて変えてしまうというのは、これは立
憲主義とは言えないと私は思います。

今後の課題　～立憲主義・民主主義・
恒久平和主義回復のため、すべきこと～

幣 原 　今後の課題、何をなすべきかですが、
安保法制の違憲訴訟も各地で提起されていま
すが、今後、裁判所での展開については、濱
田さん、何かお考えはありますか。
濱 田 　裁判所OBとしては、現役の裁判官た
ち、裁判所がどういうふうに判断するかとい
う予想も、それから助言もしないと、これま
で断ってきました。訴訟が最終判決に至るま
で3～ 4年はかかりますけど、これは現役の裁
判官たち、最高裁のその時の顔ぶれでお決め
いただくことであって、OBがどうこう言う問
題ではありません。私の発言というのは、1市
民としての立場の法律家ということで、この
問題について発言を繰り返しているというこ
とです。いずれにせよ、時間がかかるわけで
すから、その間に既成事実がどんどん固めら
れるということを何としても阻止すること、
これが当面の問題だと思っています。
宮 﨑 　違憲だから無効と言ってもなかなか
取っ掛かりがないので、廃止法案を出すのも1
つの考え方として理解はできます。しかし、
現実問題として、安保法制の廃止に立ちはだ
かる壁は高いと思います。一遍できちゃうと、
なかなかひっくり返すというのはエネルギー
が全然違いますから。
　ただ、感じることは、法案内容が理解され
共有された上での採決という感じが非常にし
なくて、そもそも論点がたくさんあり過ぎる
ものを1つないし2つの法律に突っ込んで、審
議も順番に1つずつやるのではなくてみんなご
ちゃごちゃにされましたし、答弁も繰り返し
の内容の薄い答弁が多かったせいもあり、未
だに国民の中でも、国会議員も含めて、問題
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点がちゃんと把握されていないという感じが
します。
　ですので、廃止への壁は高いけど、やり
残されている問題点はまだたくさんあって、
我々としてはいろいろな場を作り、本当はこ
うなんだとできるだけ条文を含めた1次情報に
基づいて問題点を訴えていく必要があると思
います。もう一遍ひっくり返すということが
仮に当分できなくても、一定以上の強いまと
もな批判が持続されれば、それはやっぱり新
しい安保法制のいろいろな規定の実際の実施
には大きな制約になるので、そのことも忘れ
ないで、あきらめきらないでやっていく必要
があるんじゃないかなと思います。
山 岸 　弁護士会としては、安保法制につい
て当然廃止を目指しています。いったん立憲
主義に反して違憲な法律ができたら、それを
まず元に戻す。もう1つは、運用・適用をでき
るだけ制限して、実害が生じないようにする
ことも粘り強くやっていく必要があると思っ
ています。現に南スーダンではPKO活動をや
っていて、現在も北海道の自衛隊が出動して
いますが、今後、参議院選後に出る部隊では、
この新しい安保法制に従った活動をするかも
しれない。実際に適用・運用をするような状
況になるかどうかも含めて議論をし、立憲主
義の回復として広く継続的な課題として取り
組み、情報発信をして、明らかにすべき基本
点はきちんと整理して提示していく必要があ
ると思っています。

若い後輩たちへのメッセージ
～法律家として今すべきこと～

幣 原 　最後に、後輩たちに法律家として何
をすべきかのメッセージをお願いします。
　濱田さんは、安保法制採決直後に「私の闘
争宣言」を発表されています。
　「自由で、平和な美しい日本を守ろう！　抵
抗勢力は知的なものに反発し、これを圧迫し、
人の尊厳を侵す言動をし、また幻想を追って
自らのそして世界の現実を冷静に見つめるこ
とを拒否する人々だ。第2次世界大戦終戦後70

年で日本が築き上げてきた自由で豊かな社会、
ユニークな国際的信用を大きく傷つけてはな
らない。この抵抗勢力がたどっている戦前の
暗黒の日本への逆コースを阻止しよう！　そ
のため、言論の自由、学問の自由そして憲法
と法の支配をあくまでも守るために、皆で立
ち上がろう！」
　これも踏まえて、若い弁護士に対してメッ
セージはありますか。

濱 田 　安保法制は高度に法律的な問題です
が、国民生活に直結した問題でもあるわけで、
一連の立法・行政上の問題を一般の市民が分
かるような言葉で伝えることが我々法律家が
まずやるべきことと思います。
　加えて、仲間内での議論だけでなく、やは
り行動することが非常に重要であると。その
場合に、我々法律家としては、やはり言葉が
武器ですから、その言葉を使った行動を若い
法曹も、高齢者の法曹も、いろいろ事務所経
営に忙しい弁護士たちもやるべきです。それ
が我々の社会的使命であり、かつ、歴史的使
命であると思います。
宮 﨑 　法制局を退職後、5年半ほど法政大学
法科大学院の教授をさせてもらいました。そ
の時に公私とも、若い弁護士さんとの付き合
いが増えました。そこで感じたのは、我々の
若い時に比べて、非常に優しくて人権感覚が
豊かな人が少なくないなと。行動的で、人権
感覚あふれる人と何人も知り合いになり、ま
ねできないなと思いながら、まぶしい思いが
しています。そういう人たちに私は期待をし

幣原廣会員
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たい、憲法問題を含めてまじめな取り組みを
きっとしていただけるだろうと思っています。
山 岸 　若い会員に対しては、ぜひこの憲法
問題、立憲主義・民主主義を回復する行動が、
法の支配という弁護士の活動の大きな意味で
インフラを守ることに繋がることを理解して
いただきたいと思います。若い会員でも、「あ
すわか」等で活発に活動している弁護士もい
ますが、一方で、弁護士会はもっと若手の経
済的基盤のために活動してもらいたいという
声もあると聞きます。もちろん弁護士会はそ
れも大事なこととしてやっていますし、給費
制の問題も取り組んでいますが、この立憲主
義・民主主義を回復するという問題は、法の
支配に基づく法律家の活動基盤の一番の根本
を守る非常に重要な問題であり、若い会員に
ぜひ参加してもらいたいです。
濱 田 　最後にもう一言だけいいですか。立
憲主義、民主主義という形で法律家としては

いろいろ言うんですが、私は国民に対して問
いかける場合、あなたはどういう生き方をし
たいですか、どういう社会で暮らしたいです
か、この質問がやはり基本だと思います。つ
まり、国家が最優先で、全部その命令に従わ
なきゃいけない。これはもうそれこそそうい
う独裁的な戦前の社会に逆戻りする危険があ
るわけですから、一体どういうふうに生きた
いんですか、どんな社会が望ましいんですか
と問いたい。それは、実は答えは憲法に書い
てあるんですよ。だから、そこが立憲主義と
か民主主義とかいう言葉じゃなくて、それを
伝えるということが我々法律家としては非常
に重要だと思っています。
幣 原 　本日は本当にありがとうございまし
た。たいへん貴重なお話を伺うことができま
した。今後とも二弁の活動にご指導、ご協力
いただければと思います。 
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