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はじめに

プロテスタント教会のキリスト者は、聖書は神のことばであって、信仰と生活の唯一絶対の基準で

あるという告白しています。そして、主の日（日曜日）ごとに聖書の解き明かしに耳を傾け、また、日々

聖書を読んで、自分の生活の全領域で、なんとかして神様のご栄光をあらわす生活をしたいと願っ

ているわけです。

「生活の全領域」の中には、家庭生活も学校生活も地域社会だけでなく、当然のことながら日本

国民としての政治とのかかわりも含まれています。憲法改正が話題となっている状況において、聖

書は国家についてどのように教えているのかということを知り、この面でも神のご栄光をあらわす歩

みをしたいと願うのは、キリスト者として当たり前のことです。本書はそのお役に立つために書きまし

た。

では、なぜ単に「聖書から国家を考える」という書名にせず、「聖書と歴史から国家を考える」とし

たのか。それは、神様はご自身のみこころを啓示するにあたって、教理問答のように抽象的命題を並

べる方法でなく、具体的な歴史の中に語るという方法を取られたことからわかるように、神は具体的

歴史の中で私たちが学び取り、かつ、歴史形成にしていくようにと望んでいらっしゃると筆者は理解

しているからです。

本書は、三部からなっています。第一部は「聖書と歴史で国を考える」、第二部は「日本国憲法制

定の経緯と日本人の関与」、第三部は「国のあり方について―英仏の市民革命と明治維新―」で

す。三つの部分は、どれから読んでも理解することができます。

目次
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（１）神のしもべとしての国家

（２）現代日本における世俗領域における権威の序列

（３）国家の任務の限界

（４）国家が悪魔の手先となるとき

２ 憲法の役割（申命記 17章 16-20 節）

（１）律法と王

（２）中世立憲主義･近代立憲主義

（３）国のあり方の諸類型

（４）フランス革命と英国市民革命の教える伝統的権威の意味
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（２）立憲主義の否定

（３）１０２条 天皇には憲法尊重擁護義務がない
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（５）表現の自由の制限

（６）２０条「靖国神社国家護持を目指す」・・・国家神道復活

（７）９条改変「戦争放棄を放棄する」
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第二部 日本国憲法制定の経緯と日本人の関与

序 「押し付け憲法論」について

１．用意周到･親日的なＧＨＱの改憲準備

２．「憲法研究会」の鈴木安蔵・・・自由民権運動の成果の復活

３．幣原喜重郎の「戦争放棄」発案

４．Ｍ草案は憲法改正案として帝国議会に提出され、審議･修正を経て制定された。

５．岸信介の「自主憲法制定」・・・「押しつけ憲法」論の起源
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第三部 国のあり方について―英仏の市民革命と明治維新―

序

１．英国の二つの市民革命

２．フランス革命の熱狂

３．共和制が民主的とは限らない

４．国家体制の類型の整理

５．共和制と君主制の仕組みと長短

（１）仕組み

（２）共和制と君主制のメリットとディメリットを何点か

６．皇室の伝統とは

（１）エドマンド・バークの保守主義

（２）改憲派の憧れる「皇室の伝統」は歴史の読み間違いである

（３）ほんとうの皇室の伝統

（４）日本国憲法における天皇の位置づけをバークの保守主義的観点から評価する
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第一部 聖書と歴史でこの国を考える

１ 国家権力についての聖書の見方

（１）神のしもべとしての国家権力

「人はみな、上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて、

神によって立てられているからです。したがって、権威に反抗する者は、神の定めに逆らうのです。逆

らう者は自分の身にさばきを招きます。支配者を恐ろしいと思うのは、良い行いをするときではなく、

悪を行うときです。権威を恐ろしいと思いたくなければ、善を行いなさい。そうすれば、権威から称賛

されます。彼はあなたに益を与えるための、神のしもべなのです。しかし、もしあなたが悪を行うなら、

恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって、悪

を行う人には怒りをもって報います。ですから、怒りが恐ろしいからだけでなく、良心のためにも従う

べきです。同じ理由で、あなたがたは税金も納めるのです。彼らは神の公僕であり、その務めに専念

しているのです。すべての人に対して義務を果たしなさい。税金を納めるべき人には税金を納め、関

税を納めるべき人には関税を納め、恐れるべき人を恐れ、敬うべき人を敬いなさい。」（ローマ 13:1

－7）

パウロがローマ書を書いたときに意識していた「剣」（警察権）を託された「上に立つ権威」とは、

ローマ皇帝を頂点とする帝国の国家体制である。当時、皇帝や役人たちは異教徒であったが、それ

でも神が摂理の内に立てた権威であると述べているのが注意すべき一点目である。

だが、神は創造の最初から国家を定めてはいないことは注意しておくべき二点目である。創世記１

章、２章によれば、創造のときに神が人類に与えた制度は、＜安息日、労働、結婚＞という日々の暮ら

しの三つの要素であり、そこには国家は存在していなかった。取り締まるべき悪者がいなかったとき、

剣の権能を託された権威は必要なかったからである。剣の権能をもつ俗権ついて最初に示唆され

た箇所は、大洪水の後にノアに対して発せられた神のことばである。すなわち、「人の血を流す者は、

人によって血を流される。神は人を神のかたちとして造ったからである。」（創世記 9:6,） 安息日、

労働、結婚という日々の暮らしが先にあって、国家という制度は人間の堕落後の状況に対処するた

めの手当である。このことは、国民の暮らしが目的であり、国家はそれを可能にするための手段であ

ることを意味している。宗教生活・家庭生活・仕事を平穏に営む環境を守るために国家がある。つま

り、国民の暮らしのために国家があるのであって、国民が国家のためにあるのではない。したがって、

国家を至高の価値として位置づけ、国民の宗教生活・家庭・仕事などすべてを国家のために仕える

ものとして位置づける国家主義は、目的と手段を取り違えた偶像崇拝である。しかし、今日、「国民

の生活が第一であるなどという政治は間違っています。国家のために血を流すことこそ国民の存在

意義です。」と声高に叫ぶような政治家が現れ、政府の重要ポストを占めるような時代となっている

のは憂うべきことである。

「鼓腹撃壌（こふくげきじょう）」という理想の政治を意味する熟語がある。古代中国の聖帝といわ
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れる堯が、天下を治めて五十年たち、国は平和で富んでいた。しかし、堯帝は政治がほんとうにうま

く行っているかどうかを確かめたかった。そこで、お忍びで町を散歩すると、子どもたちが「民が平和

に暮らせるのは堯帝のおかげです」と帝をほめたたえて歌っているのを見た。だが、堯は、『もしかす

るとこれは大人が子どもたちに歌わせているだけかもしれぬ』と考えた。さらに行くと、今度は一人

の老人が物を食いつつ腹鼓を打ち、地面を踏み鳴らして歌っている。つまり「鼓腹撃壌」である。

「日が上れば働き、日が落ちれば休む。井戸を掘って水を飲み、田んぼを耕して食べる。帝など何の

関係もあるものか。」老人のことばを聞いて堯帝はようやく安堵した。国の存在を民が意識しないで、

幸せに暮らしていていることこそ、よい政治が行われているしるしであると堯帝は考えていたからで

ある。国民は国家のために存在するなどという価値観は、中国の故事から見ても、とんでもない思い

違いである。 創造主は、堕落後の世界において、民が安息日・労働・結婚という日々の暮らしを平

穏に営みうるための手当として国家という制度をお定めになった。それをわきまえてこそ公僕と言え

る。

（２）現代日本における権威の序列

日本における世俗的領域における権威の序列はどのようなものだろうか。まず憲法と「国民の総

意」の関係について。日本国憲法序文に「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。」とある。また、日本国憲法の公布者である天皇の「序」に「日本国民の総意に基づいて、

新日本建設の礎が、定まるに至ったことを云々」とある。「新日本建設の礎」といわれているのは日

本国憲法のことである。したがって、「国民の総意」が憲法の上に位置する。それは、憲法改正が

「国民の総意」に基づいて可能であることからも明らかである（憲法第九十六条参照）。

俗権（立法府・司法府・行政府）は、この憲法の枠内で他の法律を定めて、法律にしたがって国が

治める。これを立憲主義という。憲法は「国民の総意」が俗権を制限するための道具である。立憲

主義は近代民主国家の基本原理である。一般に立憲主義は英国のマグナ･カルタ以来、専制政治

に対してまず領主階級、ついで市民階級の民主主義的・自由主義的要求に始まったと教えられて

いるが、実は、後に学ぶように、法をもって王権を制限するという立憲主義の原型はすでに旧約聖書

申命記に見られる（申命記17:18ｰ20 を参照）。

この「憲法が国家権力を制限する」という立憲主義の原理は日本国憲法では第九十九条に表現

されている。「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。」国民は総意をもって、俗権に憲法を尊重し擁護する義務を

負わせているのである。

次に、天皇と憲法と「国民の総意」の位置である。「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。」したがって、「国民

の総意」の下に憲法があり、憲法によって天皇の地位は定められているのであるから、権威の序列

は上から＜「国民の総意」－憲法－天皇＞という順になる。

次に、天皇ともろもろの国家機関の関係について。天皇は、国事行為を内閣の助言と承認を経て

のみ行えるが、国政には権能を持っていない（第四条）。したがって、天皇は国事に携わり、立法・司
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法・行政という国政に携わる他の国家機関と役割を分担しているのである。

こういうわけで、現在の我が国の世俗領域における権威の序列は上から、＜「国民の総意」－憲法

－国家機関（立法・司法・行政・天皇）＞となる。こうして見ると、国民主権の我が国においては、まさ

に国民が最上位の権威であるように思われる。しかし、国民主権というのはある程度フィクションで

ある。というのは、国家機関は合法的に個々の国民に強制力をもって、国民としての義務を課するこ

とができ、義務に背けば処罰することもできるからである。どうしてこのような「逆転」が合法的にな

されうるのか。ここには、「国民の総意」が具体的にどのようにして形成され行使されるのかという手

続きと関係がある。個々の国民の主権は、具体的には代表者たちに依託され、彼らが「国民の総

意」を国の政治に反映することになっている。したがって、国民の代表者である国家機関に背く個々

の国民は、「国民の総意」に背くことになる。こういうわけで、現実的に日本の世俗領域における権

威の序列を上位から示すと、次のようになる。

１ 「国民の総意」

２ 憲法

３ 国家機関（立法・司法・行政・天皇）

４ 個々の国民

つまり、私たちは国民として二重の位置を占めていることになる。すなわち、最上位の「国民の総

意」に参加しているという立場と、個々の国民として国家機関の下位における立場の両方である。し

たがって、私たちは自分自身が「上に立つ権威」であることにともなう責任と、権威の下に置かれて

いる者としての責任との両面を認識する必要がある。

このことを理解するには、ゲームのことを考えるとよい。みなでゲームをしようとするとき、参加者の

総意に基づいてゲームのルールを立てる。そして、審判を立て、審判はルールにしたがってゲームが

進むように、参加者を導きファウルは取り締まる。個々の参加者は審判にしたがう義務がある。参加

者は基本的には審判の権威の下にあるので審判に従わねばならない。が、どうしても納得いかない

ときには、審判の上の権威であるルールに照らして審判に抗議したり、審判が不適格なら交代させ

たりすることができる。審判がルールにしたがってゲームを運営していて、なお納得いかないというな

らば、ルールを修正しようということになる。ルールの修正には、参加者の総意が必要がある。

このような意味で、国民は原則として上に立つ権威に従うべきである。だが、もし国家機関が憲法

に従っていないならば、憲法に照らして抵抗したり交代させたりすることは合法的である。さらに、憲

法自体が不適切であるならば、「国民の総意」をもってこれを修正する。このように国民である私た

ちには、「国民の総意」にかかわる上に立つ主権者としての立場と、個々の国民として上にある権威

に従う者としての立場がある。

（３）俗権の任務の限界

では、ローマ書十三章によれば、神は俗権にどのような任務を委託しているか。二点述べられてい

る。第一は「剣の権能」である。「したがって、権威に逆らっている人は、神の定めにそむいているの

です。そむいた人は自分の身にさばきを招きます。支配者を恐ろしいと思うのは、良い行いをすると
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きではなく、悪を行うときです。権威を恐れたくないと思うなら、善を行いなさい。そうすれば、支配者

からほめられます。それは、彼があなたに益を与えるための、神のしもべだからです。しかし、もしあな

たが悪を行うなら、恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神の

しもべであって、悪を行う人には怒りをもって報います。ですから、ただ怒りが恐ろしいからだけでな

く、良心のためにも、従うべきです。」(ローマ 13:２－５)堕落後の世界では、人間はみな利己主義者

になっているので、強制力をもってしなければ、社会を平穏に保つことができない。というわけで、悪

者を取り締まって社会の秩序を維持するのが、国家に託された務めの一つである。

神が国家に託された第二の務めは、徴税をして公共サービスをもって富を再分配して、経済的格

差を是正することである。「同じ理由で、あなたがたは、みつぎを納めるのです。彼らは、いつもその

務めに励んでいる神のしもべなのです。あなたがたは、だれにでも義務を果たしなさい。みつぎを納

めなければならない人にはみつぎを納め、税を納めなければならない人には税を納め、恐れなけれ

ばならない人を恐れ、敬わなければならない人を敬いなさい。」(ローマ 13:6,7)規制緩和して経済

活動を放置すれば弱肉強食が生じ、格差が拡大することは必然である。だから、俗権は、富む者か

らはより多く徴税し、貧しい者からはより少なく徴税したり、公共サービスを行なうことによって格差

を是正する任務がある。格差を拡大する政策をあえて取る為政者がいるとすれば、それは職務を認

識していない愚か者である。

もうひとつ注目すべきは、神が国家に託した基本的務めは剣の権能による社会秩序の維持と徴

税による経済的格差の是正という世俗的業務に限られていることである。俗権というものは、国民

が礼拝生活・家庭生活・仕事を正常に行なうことができるための外的な条件を整えるために、その

務めに励むとき、神の僕としての役割を果たしている。ところが、えてして俗権はその分に満足できず、

国民の心までも支配したいと望む傾向がある。その昔、ウジヤ王は周囲の脅威に対する戦いにおい

て勝利を収め、産業の振興にも成功を収めた。そこで民は平和と繁栄を祭司たちのいる主の宮に

感謝しに詣でた。その様子を見て、王はこの平和と繁栄は自分の功績であるのに、自分の所に感謝

しに来るのでなく、主の宮の祭司たちのもとに感謝しにいくことに妬みを感じた。そこで王は、主の宮

に入って祭司にしか許されていない香を焚こうとした。その瞬間彼は神に打たれた(2 歴代２６：６－

２３）。

（４）国家権力が悪魔の手先となるとき

聖書が記録する「地上における最初の権力者」ニムロデの振る舞いを見る時、そこに国家権力

の本性が現れている。「クシュはニムロデを生んだ。ニムロデは地上で最初の権力者となった。 彼

は【主】のおかげで、力ある猟師になったので、「【主】のおかげで、力ある猟師ニムロデのようだ」

と言われるようになった。彼の王国の初めは、バベル、エレク、アカデであって、みな、シヌアルの地に

あった。その地から彼は、アシュルに進出し、ニネベ、レホボテ・イル、ケラフ、およびニネベとケラフと

の間のレセンを建てた。それは大きな町であった。」（創世記 10:8-11 新改訳第三版）

ニムロデはもともと英雄的ハンターであった。彼の権力の源泉は、ライオンや熊を退治し、敵を打

ち負かし仲間内の不埒な者を懲らしめる武力である。社会学の用語でいえば暴力装置である。神
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は権力者に剣の権能を与えて、悪を抑制して社会の秩序を維持させる。しかし、権力者はえてして

傲慢になりがちである。ニムロデの本来の根拠地はメソポタミア地方の下流域シヌアルの地にあっ

たが、やがて力を蓄えると、彼は下流域だけでは物足りなくなり、チグリス、ユウフラテス川をさかの

ぼってアシュルまで侵略し、メソポタミア全域へと版図を拡張した。覇権主義である。次の十一章に

は、ニムロデの王国のシヌアルの地に築かれたバベルの塔の建設記事が出てくる。「さあ、われわ

れは自分たちのために、町と、頂が天に届く塔を建てて、名をあげよう。われわれが地の全面に散ら

されるといけないから。」（創世記１１:４）「天」とは神のいます所を意味していたから、「天に届く」と

いうのは、自らを神格化することを意味している。

歴史上、俗権が傲慢になることがしばしばあった。そして、傲慢になった俗権は、判で押したように

軍備を拡張して覇権主義に走り、宗教をもって民心を支配しようとしてきた。どうして俗権はこうした

行動をとるだろうか。傲慢になった権力者たちの背後には悪魔がいるからである。悪魔は王に対し

て覇権の拡大や栄耀栄華の誘惑をしかけてくる。主イエスも神の国の福音を宣べ伝え始めたとき、

荒野で悪魔から「このような、国々の権力と栄光をすべてあなたにあげよう。それは私に任されてい

て、だれでも私が望む人にあげるのだから。だから、もしあなたが私の前にひれ伏すなら、すべてが

あなたのものとなる。」（ルカ４:６，７）と誘惑された。主イエスは悪魔の誘惑をただちに退けたが、歴

史上の多くの権力者たちは悪魔に魂を売ってしまったのである。

黙示録十三章には、悪魔が権力者に力と位と権威を与えると、権力者は覇権主義と教会弾圧に

走るさまが表されている。「また私は見た。海から一匹の獣が上ってきた。これには十本の角と七つ

の頭とがあった。その角には十の冠があり、その頭には神をけがす名があった。私の見たその獣は、

ひょうに似ており、足は熊の足のようで、口はししの口のようであった。竜はこの獣に、自分の力と位

と大きな権威とを与えた。」（黙示録 13:1）海から上ってきた獣はローマ帝国を、竜は悪魔を意味し

ている（黙示録12:9）。

黙示録十三章にはもう一匹の獣が登場する。「また、私は見た。もう一匹の獣が地から上ってきた。

それには小羊のような二本の角があり、竜のようにものを言った。この獣は、最初の獣が持っている

すべての権威をその獣の前で働かせた。また、地と地に住む人々に、致命的な傷の直った最初の獣

を拝ませた。」（黙示録 13:11）第二の獣は、姿は小羊キリストのようでありながら、その語る教えは

竜つまり悪魔のものであるから、偽預言者を意味している（黙示録 16:13）。第二の獣は、国民に

権力者を拝ませることを己の仕事としている。つまり、第二の獣とは黙示録執筆当時の文脈で読め

ば、皇帝崇拝を強いた国家宗教機関である。近代でいえば、ナチスの時代の「ドイツ的キリスト者」

や、日本でいえば現人神天皇を拝ませた文部省が第二の獣であった。俗権が悪魔の手先になると

き、覇権主義に走り、国家宗教をもって国民洗脳をしようとし、これに従わない神の民を弾圧する。こ

うした出来事は、洋の東西を問わず、歴史上に繰り返し起こってきたし、今も起こっている。

２ 憲法の役割

（１）申命記における律法と王権
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約束の地を目前に、モーセは世を去ろうとしていた。その時、神は、将来、国家を築いていくときに

従うべき戒めをモーセを用いて教えさせた。それが申命記である。その 17 章には、王制を施行する

ときに注意すべきことが教えられている。

「ただし王は、決して自分のために馬を増やしてはならない。馬を増やすために民をエジプトに戻

らせてはならない。主は『二度とこの道を戻ってはならない』とあなたがたに言われた。また王は、自

分のために多くの妻を持って、心がそれることがあってはならない。自分のために銀や金を過剰に持

ってはならない。その王国の王座に就いたら、レビ人の祭司たちの前にある書から自分のために、こ

のみおしえを巻物に書き写し、自分の手もとに置き、一生の間これを読まなければならない。それは、

王が自分の神、主を恐れ、このみおしえのすべてのことばと、これらの掟を守り行うことを学ぶため

である。それは、王の心が自分の同胞の上に高ぶることのないようにするため、また命令から右にも

左にも外れることがなく、彼とその子孫がイスラエルのうちで、長くその王国を治めることができるよ

うにするためである。」（申命記 17：16-20）

ロバは平時の乗り物であり、馬は戦時の乗り物であるから、「王は決して自分のために馬を増やす

な」とは、軍備増強をするなという意味である。馬を増やすために民をエジプトに戻らせるというのは、

軍備増強のためにエジプトにイスラエルの民を売るなと言っているのである。つまり、エジプトと軍事

同盟を結ぶな。もし結べば、エジプトの戦争にイスラエルの民が狩り出されることになるぞ、と警告し

ているのである。

このように申命記は王の軍備拡張･軍事同盟を禁じ、妻を増やすこと、蓄財を禁じた後、王は生涯、

律法の下に自分を置き、自らが民の公僕であることを忘れるなと教えている。律法をもって王権を

制限しているのである。近代における立憲主義とは憲法による権力の制限を意味することは周知の

とおりであるが、その原型はすでに申命記にある。

もちろん、律法は神の定めであり、近代憲法は人の立てた定めであるという違いはある。しかし、次

節に見るように、近代憲法が好き勝手にふるまう王権から守ろうとしたのは自然法に基づく国民の

自然権である。自然権は、神がご自分のかたちにしたがって創造なさった人間に与えた権利である。

トマス・アクィナスも神学大全で次のように述べている。「自然法ならびに神法は神的意志から発出

するものであるから、人間の意志から発出するところの慣習によっては改変されえないものであり、

ただ神的権威によってのみ改変されることが可能である。したがって、いかなる慣習といえども神法

や自然法に反して法たるの力を獲得することはできない。」（第 2部の 1第 97 問題第 3項）その

ように考えるならば、憲法とは神が定めた自然権（天賦人権）を守るために、権力者の振る舞いを

制限する道具であると言える。

（２）中世立憲主義・近代立憲主義

ふつう立憲主義の始まりは、ヨーロッパ中世の立憲主義として、1215 年、英国の領主たちが、ジョ

ン王が戦費調達のために税金を勝手に課するという暴政を行なったので、63 か条のマグナ・カル

タをつきつけて王権を制限した事件にあるとされる。マグナ・カルタにはたとい国王であっても慣習

法の下にあることと、王が慣習法を破った場合には諸侯は反乱に訴えることもできることが明記さ
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れた1。中世的立憲主義が確保しようとしたのは、領主たち特権階級の慣習に基づく既得権であっ

た。

近代立憲主義が守ろうとしたものは、自然法に基づくすべての人の天賦の権利・自然権である。ジ

ョン･ロックは『市民政府論2』で、創造主の作品である人間は自然状態においては自由かつ平等

であり(4)、他人を愛することは自分を愛することと同様に義務であるという自然法の下に生きてい

たという(5)。自然法とは、この法が宣言している神の意志であり、自然の根本法は人類の保存にあ

る(135)。自然状態にあっては自然法の執行は各人に委ねられていて、自然法の侵害者を罰する

権利は各人が持っている(7)。人は自分自身の一身についての所有権と(27)、自分が労働を加え

た地について所有権をもつ(30)。人は所有権を確保し、これに対する侵害に対して安全保障を得

るために、他の人と結んで共同体をつくることに同意したことによって政府が組織された(95、

124)。したがって、立法権をもつ政府は、公共の福祉を越えて、民を滅ぼし、隷属させる権利をもた

ない(131、135)。したがって、政府がこの目的に反する場合、民はこれを改廃し新政府を組織する

ことができるとした(212)。民の抵抗権・革命権の主張である。

ロックの抵抗権の思想を歴史上最初に実行したのは、アメリカ諸州であった。ヴァージニア権利宣

言(1776 年 6月)は次のように高らかに宣言している。

「１．すべて人は生来ひとしく自由かつ独立しており、一定の生来の権利を有するものである。これら

の権利は人民が社会を組織するに当り、いかなる契約によっても、人民の子孫からこれを奪うこと

のできないものである。かかる権利とは、すなわち財産を取得所有し、幸福と安寧とを追求獲得する

手段を伴って、生命と自由とを享受する権利である。

２．すべて権力は人民に存し、したがって人民に由来するものである。行政官は人民の受託者であり

かつ公僕であって、常に人民に対して責任を負うものである。

３．政府といものは、人民、国家もしくは社会の利益、保護および安全のために樹立されている。ある

いは、そう樹立されるべきものである。（中略）いかなる政府でも、それがこれらの目的に反するか、

あるいは不じゅうぶんであることがみとめられた場合には、社会の多数のものは、その政府を改良し、

変改し、あるいは廃止する権利を有する。（後略）3」

その翌月出されたアメリカ独立宣言（1776 年 7月 4日、コングレスにおいて 13 のアメリカ連合

諸邦の全員一致の宣言）は次のように述べる。

「（前略）われわれは、自明の真理として、すべての人は平等に造られ、造物主によって、一定の奪い

がたい天賦の権利を付与され、そのなかに生命、自由および幸福の追求の含まれていることを信ず

る。また、これらの権利を確保するために人類のあいだに政府が組織されたこと、そしてその正当な

1 マグナ・カルタの重要項目は、教会は国王から自由であると述べた第 1条、王の決定だけ

では戦争協力金などの名目で税金を徴収できないと定めた第 12条、国王が議会を召集しな

ければならない場合を定めた第 14条、自由人は国法か裁判によらなければ自由や生命･財産

をおかされないとした第 38条、第 39条。

2 ジョン･ロック『市民政府論』岩波文庫 1968年、John Locke,Two Treatises of Government,1960
3 岩波文庫『人権宣言集』p109
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権力は被治者の同意に由来するものであることを信ずる。そしていかなる政治の形態といえども、も

しこれらの目的を毀損するものとなった場合には、人民はそれを改廃し、かれらの安全と幸福とをも

たらすべきとみとめられる主義を基礎とし、また権限の機構をもつ、新たな政府を組織する権利を有

することを信ずる。（後略）4」

次に、ブルボン王朝を倒したフランス革命は、人権宣言（1789 年 人および市民の権利宣言）が

公にされた。その前文を挙げておこう。

「国民議会として組織されたフランス人民の代表者達は、人権の不知・忘却または蔑視が公共の不

幸と政府の腐敗の諸原因にほかならないことにかんがみて、一の厳粛な宣言の中で、人の譲渡不

能かつ神聖な自然権を展示することを決意したが、（中略）その結果として国民議会は、至高の存

在の面前でかつその庇護の下に、つぎのような人および市民の権利を承認し、かつ宣言する。

第一条 人は、自由、かつ、権利において平等なものとして出生し、かつ生存する。社会的差別は、共

同の利益の上にのみ設けることができる。

第二条 あらゆる政治的団結の目的は、人の消滅することのない自然権を保全することである。こ

れらの権利は、自由･所有権･安全および圧制への抵抗である。

第三条 あらゆる主権の原理は、本質的に国民に存する。いずれの団体、いずれの個人も、国民か

ら明示的に発するものでない権威を行い得ない。5」

つまり、近代憲法が守ろうとしているものは、天賦の権利・自然権である。要するに、憲法の役割と

は、国民の自然権を守るために、国家権力を制限することである。

（３）歴史上に現れた国のあり方の諸類型

民主制が君主制と対立概念だと誤解している人が多い。そういう人は、民主制であればそれは民

意が政治に反映するが、君主制はそうではないと思っている。だが、歴史を振り返れば、民主制と君

主制は対立概念ではなく、君主制と対立する概念は共和制である。共和制というのは、選挙などの

方法で選ばれた大統領や主席を立てる政治体制である。例えば、現在の朝鮮民主主義人民共和

国を見ればわかるように、共和制が必ずしも民主的とはかぎらないし、現代の英国やオランダ、ベル

ギー、スウェーデン、ノルウェーといった国々では、君主制を採用しているからといって、必ずしも非民

主的とはかぎらない。

では、民主的な、つまり、民意が政治に反映する健全な政治体制の鍵とは何か？それは、まともな

憲法である。フランス人権宣言(1789年）16条は「権利の保障が確保されず、権力の分立が規定

されないすべての社会は、憲法をもつものではない6。」と言っている。まともな憲法とは三権分立と

人権保障という二大原理をもっている憲法である。憲法は、基本的人権として、参政権・精神の自

由（思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由、集会・結社・表現の自由）・身体の自由（奴隷的

4 岩波文庫『人権宣言集』p114
5 岩波文庫『人権宣言集』p131
6 岩波文庫『人権宣言集』p133



12

拘束・苦役の禁止、不当逮捕の禁止、抑留･拘禁の禁止など）を表現していることによって、国家が

自分に不都合な国民の政治参加であっても、これを弾圧することがないようにする。それゆえ、人権

尊重なしの国民主権はありえず、両者はワンセットである。

だが歴史の現実を見れば、君主制であれ共和制であれ、憲法が俗権を制限する役割を果たして

いない場合がある。それは、近代国家を装って憲法は作ったものの、その憲法が国民の人権を軽ん

じている場合である。人権を制限して、国権を野放しにする憲法であれば、本来、それは憲法という

名に値しない。そういう似非憲法であれば、共和制であろうと君主制であろうと合法的に専制政治

が行なわれる似非立憲主義となる。たとえば、「民主主義人民共和国」と看板をかかげ、人民主権

を題目として唱える憲法をもっていても、大統領や主席に権力を集中させて、人権を保障していなけ

れば、専制政治が行なわれてしまう。

近現代史に現れた国家体制の類型を考えてみると、おおよそ次の五つになるだろう。

ａ．専制君主制・・・・・ 17 世紀ヨーロッパ列強諸国

ｂ．似非立憲君主制・・・ビスマルク時代のプロイセン

ｃ．似非立憲共和制・・・ナチスドイツ、中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国

ｄ．立憲君主制・・・・・現代イングランド、ベルギー、北欧諸国

ｅ．立憲共和制・・・・・アメリカ、フランス、現代のドイツ連邦共和国など

国際的には現代日本は立憲君主制とされているが、日本国憲法で三権のいずれも保有しない天

皇は君主とは呼ぶべきでなく共和制であるとする異論もある7。だが、日本が共和制であるとした場

合、天皇とは何であるかという難問が生じるが、ここではこれ以上論じない。

実際に民意が政治に反映される体制は、立憲君主制と立憲共和制である。君主制であれ共和制

であれ、その制度が実際に民主的に機能するための条件は、人権尊重と三権分立の二大原理をも

って俗権を制限し、人権を保障する憲法である。

（４）フランス革命と英国市民革命の違い

近世ヨーロッパ社会の規範の背景には、教会と国王という二つの伝統的権威があった。社会の安

定は伝統の中で培われた道徳的規範に拠っているところが大きい。英国市民革命とフランス革命

は、この二つの権威の扱いの違いによって、大きく異なる結果を生じた。英国では、1649年ピューリ

タン革命において国王の首を斬ってしまったが、教会が聖書の権威をもって厳格に社会秩序を維持

したので、革命が暴走して社会が無規範化することはなかった。ただピューリタンでない人々にとっ

ては、その倫理は堅苦しすぎたので、クロムウェルの死後、一度は王政復古となったが、今度は名誉

革命によって実権を徹底的に制限した王をオランダから迎えることによって立憲君主国となることに

成功した（1689 年）。こうして英国は革命の打ち止めに成功して、今日に至っている。王の伝統的

権威をもって社会を安定させ、政治の実権は選挙で選ばれた政府が握っているのである。

7 宮沢俊義の説。これについての批判的論評は、西修『日本国憲法を考える』p67
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他方、フランス革命は教会と国王という聖俗両方の権威を徹底的に破壊した。その結果、社会は

無規範化して革命は迷走することになる。フランス革命下、恐怖政治のために反革命容疑で逮捕

拘束された者は五十万人、裁判を受け死刑にされた者は一万六千人、内戦地域で裁判なしで殺さ

れた者を含めれば四万人に上る。こののち革命は迷走して、ナポレオンの第一帝政、王政復古によ

る七月王政、第二共和政、ルイ・ナポレオンの第二帝政、第三共和政、第四共和政、第五共和政と、

めまぐるしく政体は変革され続け、中世から近世にかけて欧州第一のフランスの国力は衰えた。フラ

ンス社会の不安定の理由は英国の革命とちがって、王と教会という聖俗両方の伝統的権威を否定

したことである。フランス革命に見られるように、伝統的権威を徹底的に破壊する革命には、膨大な

犠牲が出ることが避けられない。同じ類型に属する革命は、ロシア革命、中国の毛沢東革命、カンボ

ジアのポルポト革命であり、いずれも「粛清」によっておびただしい命が奪われた。

日本における伝統的権威は天皇である。天皇は奈良時代までは政治的実権を持っていたが、平

安期以降、江戸時代まで千年以上にわたっては律令制の官位を授与する伝統的権威として位置

づけられてきた。統治者は軍事的・政治的実力でのし上がったとしても、政権を安定的に維持する

ためには、伝統的権威である天皇から、右大臣、関白、征夷大将軍などといった官位を受ける必要

があった。明治維新以前の千年間、天皇はいわばこの国の伝統的価値の象徴であり、その宗教は

聖徳太子以来ずっと神仏習合型の仏教であった。

ところが、明治政府は欧米列強に伍するため、この千年間にわたる政治的実権を離れた象徴天皇

の伝統を否定して、天皇をドイツやロシアの皇帝を模した権力者に仕立て上げ、天皇に政治的大権

と軍事的大権を持たせた。また、国教会型キリスト教のまねをして国家神道を捏造して天皇を祭祀

権威にまで仕立て上げた。天皇家の宗教は千年以上、神仏習合型仏教であったが、一神教型の国

家神道に取って代えたので、廃仏毀釈運動を展開することになった。戦後、天皇は再び伝統的価値

を体現する象徴天皇に戻り今日に至っており、宗教性の強い祭祀の務めは国事行為と区別されて

いる。

天皇の伝統的権威が日本社会に与えている安定感は相当のものがある。だが天皇制も、一夫一

婦制の社会常識があるゆえ、早晩、皇統が途絶える可能性が高い。ヨーロッパの王族の場合、国を

越えて王子や姫君をやり取りすることによって維持されてきた。日本でも古代においては天皇家は

百済の姫君を迎えた記録が残っている。そういう方法を取って、天皇の家系を維持するのか、あるい

は、天皇制をやめて、共和制に移行するのかよく考えておく必要があるだろう。

ヨーロッパでは宗教的権威と世俗的権威が分離していて、前者は教会が後者は王が担当してい

た。だが、日本では天皇は宗教的権威を兼ねているゆえに特殊であり、天皇制は受け入れるべきで

ないと主張する向きもある。確かに天皇は祭司王であるから、政教癒着の問題が生じてきやすいと

いう問題はあるのは事実である。また、戦前まで政府は天皇ないし国家神道を利用して国民精神の

統合や戦意高揚を図ってきた。だが、異教の祭司王であるから、教会は天皇制打倒で一致すべき

だと聖書は教えているかというと、そうではない。ヨセフが仕えたエジプト王も、ダニエルが仕えたメ

ソポタミアの王も、あるいはパウロが「上に立つ権威」と呼んだローマ皇帝も、みな祭司王だったの

だ。だから、異教の宗教性を帯びているから創造主が立てた「上に立つ権威」ではないという主張
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に聖書的根拠はない。

（５）日本国憲法 96 条は単なる手続き条項ではなく、99 条を実質的に支える。

①99 条・・・立憲主義

立憲主義においては、憲法というものは、国民の基本権を守るために、権力者を制限する道具で

ある。その具体的方法は、人権保障と権力分立原理である。憲法と名のつくものがあれば、それが

みな憲法であるとはかぎらない。その点で、自民改憲草案2012年 4月 27日版は似非憲法の疑

いが濃厚である。現行憲法 99条と自民改正案第 102 条を並べてみる。

現行憲法「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。」

自民改正草案「第百二条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。

２ 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う」

立憲主義とは、国家の統治を、憲法に基づき行う原理、ないし、憲法によって権力の行使を拘束・

制限し、統治機構の構成と権限を定めて、権利・自由の保障を図る原理のことである。俗権は強制

力を備えているので、もし暴走すると主権者である国民をも食い殺しかねない。実際、近世の絶対

王政の時代、王権神授説を唱える専制君主たちは自分に不都合な国民をほしいままに拘束したり

処刑したりしていた。それゆえ、市民革命は国家権力に制限を加える道具として憲法を立てた。憲法

とその他の法は役割が異なる。憲法は、主権者である国民が政府に政治を委ねるにあたって、「こ

の枠内で法律を定めて仕事をしなさい。」と制限するための道具である。その他の法律は、その制

限下で政府が国民に義務を課するための道具である。だから、現行憲法は、天皇・公務員はこの憲

法を尊重し擁護する義務を負うと規定している。ところが、自民改正草案は、この権力者を制限する

という憲法というものの本質をわきまえていないようである。

②96 条は単なる手続き条項ではなく、99 条を実質的に支える。

日本国憲法第九十六条には「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。」とある。安倍首相は憲法九

十六条について「たった三分の一を超える国会議員の反対で、発議できないのはおかしい。そうい

う（改憲に消極的な）横柄な議員には退場してもらう選挙を行うべきだ」と発言した。また、「国会の

二分の一の議員が憲法を変えたいと思っても、憲法改正の発議ができないというのは不合理だ。米

国・ドイツなどでは過去に何度も改憲がなされてきた。」と主張するむきもある。九十六条を改変す

べきだと主張する人々がいる。だが、これは嘘である。

安倍氏のことばを耳にした人は、当然、「米国やドイツでは憲法が二分の一で改正されるんだ。」と

誤解するだろう。だが「アメリカ合衆国憲法」第五条は憲法改正について、修正発議には両議院の
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三分の二の特別多数が必要とされると定められている。

「アメリカ合衆国憲法

第五条 連邦議会は、両議院の三分の二が必要と認めるときは、この憲法に対する修正を発議し、

または各州中三分の二の州議会の請求あるときは、修正発議のための憲法会議を招集しなくては

ならない。」

以下、いくつかの国の憲法改正に関する条項を挙げておこう。

「ドイツ連邦共和国基本法

第七九条（１）基本法は、基本法の文言を明文をもって変更し、または補充する法律によってのみ、

これを変更することができる。（中略）（２）このような法律は、連邦議会議員の三分の二、および連

邦参議院の表決数の三分の二の同意を必要とする。」

「ベルギー国憲法 第七編 憲法の改正

第一三一条・・・この場合、各議院は、少なくともその総議員の三分の二の出席がなければ、議事を

行うことができない。また、少なくとも投票の三分の二の賛成がなければ、改正の議決をすることが

できない。」

「ポーランド人民共和国憲法

第一○六条 憲法の改正はポーランド人民共和国国会により、議員総数の半分以上が出席して三

分の二以上の多数決により採択された法律によってだけ、おこなうことができる。」

「フランス共和国憲法

第八九条 改正案は有効投票の五分の三の多数を集めなければ承認されない。8」

憲法改正が過半数では発議できないのは、憲法はその国の根幹を定めるものだからである。選挙

のたび議席の過半数をとった党派が、自派の都合のよいように国の根幹が揺るがせる憲法改正を

するならば、その国はめちゃくちゃになってしまう。過去、米国やドイツで特別多数三分の二で修正･

改正がなされたのは、それらの案件が左右党派を問わず、納得できる改正だったからにすぎない。

政党政治で政権を持つのは、国会の議席の過半数を獲得した党派つまり与党である。だから、も

し過半数で憲法改正の発議をすることができることになれば、政権与党は好き勝手に憲法改正発

議ができることになる。これでは、憲法のそもそもの役割である「政府を制限する」ことができない。

九十六条を改変して、憲法改正発議を過半数の国会議員でＯＫであるとすることは、立憲主義を捨

てることを意味している。憲法改正には特別多数を要するのは、理の当然なのである。

だから、日本国憲法にかぎらず、世界中の近代国家の憲法では、改正のための発議には国会議

員の三分の二あるいは、五分の三が必要であると定められている。政権与党だけでなく、相当数の

野党の議員も納得して賛成してこそ、憲法改正の発議ができるという仕組みにしておくことで、権力

の暴走を防止している。憲法改正の発議に衆参両院でそれぞれ三分の二の国会議員の賛成が求

められるという現在の九十六条は、世界標準にかなっている。このように、九十六条は単なる手続き

条項ではなくて、憲法が憲法であるために必須条件なのである。

8 以上、岩波文庫『世界憲法集』より
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３ 自民改憲草案（2012年 4月 27 日）の検討

自民党は憲法改正を訴えているが、彼らは憲法について基本的にどういう考えをもっているのだろ

うか。自由民主党は 2012 年 4月 27 日に憲法改正草案を発表し、ネット上にも公開している。近

い将来、提示される改憲案はおそらくこの草案のままのものではないであろうが、これを見るならば、

彼らがどういう考えをもって改正を企てているかを知ることができる。各条項について、きわめて簡

潔に要点のみ触れておきたい。

(１) 最高法規：基本的人権条項97条は丸ごと削除

自民改憲案においては、最高法規９７条」が丸ごと削除されている。

「第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、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。」

ここに、自民改憲案の人権を軽んじ、国権を重んじる基本的姿勢が如実に現れている。

ちなみに、日本国憲法における基本的人権とは次のような諸権利を含んでいる。

・平等権･･･差別されない権利

・自由権･･･自由に生きる権利

・社会権･･･人間らしい最低限の生活を国に保障してもらう権利

・請求権･･･きちんと基本的人権が守られるように国に求める利

・参政権･･･政治に参加する権利。

もっとも自民改憲案が平等権～参政権みな否定しているという意味ではない。これらを総合した

基本的人権 97条をあえて削除した点に、人権軽視の姿勢が現れているというのである。具体的に

は、その「姿勢」は表現の自由、思想信条の自由、信教の自由といったことに制限を加えることとし

て現れている。

（２）立憲主義の無理解

そもそも憲法の目的とは何か。それは、国権を制限することによって、国民の基本的人権を守ること

である。それを立憲主義という。現行憲法 99条と自民改正案第 102 条を並べてみる。

現行憲法

「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。」

自民党改憲案 2012 年 4月 27 日版

「第百二条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。

２ 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う」
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憲法とはなにか。憲法とは例えて言えば、番犬をつなぐ鎖である。国家権力は法と武力と刑務所い

う強制力を備えた統治機構であるので、暴走すると主権者である国民にも噛み付き、食い殺しかね

ない。だから、国家が暴走しないように縛り付けておく鎖が必要である。それが憲法である。憲法と

は、主権者である国民が、立法権・行政権・司法権を委ねた国家権力者が暴走しないように、この

範囲で仕事をするようにと抑制し正常に機能させるための道具である。

だから、現行憲法は、正しく国家機関はこの憲法を尊重し擁護する義務を負うと規定している。主

権者である国民が、権力者に対して「この枠の中で、下位の法律を決めて、国を治めるように」と枠

付けをするのが憲法である。つまり、憲法とは国民が権力者に勝手な事をさせないように、その力を

制限する道具である。その他の法律とは、社会秩序を維持する為に、国民が守らなくてはならないも

のである。ところが、自民改正案 2012 年 4 月 27 日版は、国民に憲法尊重義務を課している。ま

あ、自分が国家権力に対して守りなさいよと命じているのだから、それを自分自身も尊重するのは

大事なことだという意味ならばよいのだが、どうも意図することはそうではないことが、後に出てくる、

基本的人権の制限を見るとわかる。

この改憲案を書いた人は、立憲主義は何かをご存じないのだろうか？まさか、そんなことはあるま

い。そうでないとしたら、意図的に「偽装立憲主義」に戻ろうとしているのだろう。もし、この自民党憲

法改正案2012年4月27日版が、実際に施行されると、日本国憲法の三大原則のひとつ国民主

権は危うくなる。日本国憲法の三大原則とは、いうまでもなく国民主権・基本的人権の尊重・平和主

義である。さらに基本的人権と平和主義をも、この草案は破壊しているから、これは改憲案ではなく

て壊憲案である。「日本国憲法はみっともない憲法ですよ」と発言した御仁もそれは否定しないだろ

う。

（３）１０２条 天皇には憲法尊重擁護義務がない

現行憲法 99条と自民憲法改正案 2012 年 4月 27 日版の 102 条を比較して見てもう一つ気

になるのは、天皇が憲法擁護義務を負うことからはずされていることである。現行憲法では、憲法の

下に天皇・摂政もいると表現されている。下記のとおり。

現行憲法

「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。」

ところが、自民改憲案 102 条では、天皇には憲法尊重擁護義務がない。

自民党改憲案 2012 年 4月 27 日版

「第百二条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。

２ 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う」

天皇の憲法遵守の義務が書かれていないということは何を意味しているのだろうか。立憲主義に

おける憲法とは王を縛ることが要点であるのに、それが欠けているのは珍妙な話である。日本は立

憲君主制ではないという立場ならわかるが、自民党はわが国を立憲君主制であるとしているはず
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である。

小室直樹氏が『日本人のための憲法原論』に書いているのだが、西洋の憲法は国王の権力が

暴走しないように縛るものであるが、明治日本の場合、天皇は「神である」とされた。「神」をどうや

って縛ったかというと、明治憲法は最初に「告文（こうもん）」というものを置いて、天皇が皇祖・皇

宗・皇考（先代の天皇）に対して「朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆（あや

ま）ラサラムコトヲ誓フ」というかたちを取っている。天皇は人民と契約するのでなく、先祖代々の天

皇と契約し、先祖に対する責任として、率先して自ら定めた憲法を守ると述べているのである 。そし

て、天皇は大臣と臣民に憲法を守りなさいと前文の末尾で命じている。

「朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲

法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ」

つまり、明治憲法では、天皇が「わたしは先祖に対して憲法を守ると誓った。わたしにならって、君

たち大臣もこれを施行し、臣民はこの憲法に永遠に従いなさい」と命じているわけである。天皇の働

きには国務大臣の輔弼を必須とするとはいえ、かたちからいえば天皇主権論であった。

改憲案の前文には｢日本国は、・・・国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって、国民主権の

下、立法行政及び司法の三権分立に基づいて統治される｣とある。国民主権ということばこそ用い

ているものの、天皇は別格で、その下に国民主権があるという意味の表現とおもわれる。だが、一方、

改憲案第一条を見ると「天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、

その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」とあるのを見ると、国民の総意が天皇の地位

の根拠だとされている点では、天皇主権説とまではいえないかもしれない。だが改憲案が、本音で

は明治憲法に戻りたがっているのだろう。

（４）「公益及び公の秩序」の意図――国権は人権に優越する

自民改憲案では、「公共の福祉」という文言を「公益及び公の秩序」と置き換える。その実例とし

て、表現の自由の制限と財産権の制限が条文に表現されている。

日本国憲法

「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。」

自民改憲案

「（表現の自由の制限）

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、保障する。

２ 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそ

れを目的として結社をすることは、認められない。」

また、QA19 第二項には次のようにある。

「（2）公益及び公の秩序を害することを目的とした活動等の規制（21 条 2 項）オウム真理教に

対して破壊活動防止法が適用できなかったことの反省などを踏まえ、公益や公の秩序を害する活

動に対しては、表現の自由や結社の自由を認めないこととしました。内心の自由はどこまでも自由

ですが、それを社会的に表現する段階になれば、一定の制限を受けるのは当然です。」
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たとえば、国策によって戦争が遂行されているとき、平和運動団体を結成したり、反戦講演をしたり、

物を書いたりすれば、「公益および公の秩序を害すること」にあたるとされうる。

もっとも、自民改憲案ＱＡ１４を読むと、後半に「なお、『公の秩序』と規定したのは、『反国家的な

行動を取り締まる』ことを意図したものではありません。『公の秩序』とは『社会秩序』のことであり、

平穏な社会生活のことを意味します。個人が人権を主張する場合に、他人に迷惑を掛けてはいけな

いのは、当然のことです。そのことをより明示的に規定しただけであり、これにより人権が大きく制約

されることはありません。」とある。

だが、残念ながら、この解説はごまかしだろう。もし解説文の通りなら、「公共の福祉」のままでよか

ったのである。そう判断される理由は二つある。

第一に、このＱＡ解説文は法的拘束力をもたないので、実際の適用にあたっては反故にできるから

である。実際にこの種のことを自民党政府は平気で反故にしてきた「実績」がある。国旗国歌法が

定められたとき、政府答弁では当時の官房長官小渕恵三氏は「国旗及び国歌の強制についてお

尋ねがありましたが、政府といたしましては、国旗・国歌の法制化に当たり、国旗の掲揚に関し義務

づけなどを行うことは考えておりません。したがって、現行の運用に変更が生ずることにはならないと

考えております。」(1999年 6月 29日衆院本会議）と解説したが、現実には反故にされて、多くの

教員が処分されていることは誰もが知るとおりである。

第二に、法律用語上、「公共の福祉」と「公益及び公の秩序」の違いは先に述べたように大きいか

らである。「公共の福祉」は A さんの人権と Bさんの人権が衝突した場合、調整しなさいよという意

味。一方、「公益」とは国家社会の一般的利益を意味していて、「公の秩序」は法律で「～してはなら

ない」という文言で決められていることによって構成されている秩序のこと。つまり、それは時の政府

が国益であり国の秩序であると決めていることに反することによって、人権を制限しますよといって

いるわけである。

自民改憲案は、さらに、「公共の福祉」を「公益及び公の秩序」という文言に入れ替えて、国策の

ために国民の財産権をも制限するとしている。

日本国憲法

「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。

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。」

自民改憲案

「（財産権の制限）

二十九条 財産権は、保障する。

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に資するように配慮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。」

29 条の改訂が想定している具体的なことは、有事法制に憲法上の根拠を与えることであろう。

2003 年小泉政権下で定められた有事関連三法では「武力攻撃のおそれのある事態」「武力攻
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撃が予想されるにいたった事態」「武力攻撃事態」において、人や物や土地を国が強制収用するこ

とができるとされているが、この法制は違憲の可能性があるので合憲化するために改憲したいのだ

ろう。先の戦時下には、筆者の住む隣の村の野辺山の農民は、軍の訓練用飛行場として畑を強制

収用されてしまった。また、人の強制収用が可能となるということは、徴兵制も視野に入っている。

もっとも現行憲法下にあってさえ、沖縄県の人々はずっと国策のために「財産権の制限」の下に置

かれ、生存権を脅かされているのである。いや、こういう「受身」の言い方は無責任だろう。本土に住

む私たち自身が、米国に気遣いわが身の安全のために、沖縄の人々をこういう生命・財産の危険の

下に置いているのである。選挙において基地問題、オスプレイ配備問題が話題に上らないのは、私

たち本土の選挙民が無関心だからだ。

現行憲法では、基本的人権について 11、12、13 条で次のように述べている。

「現行憲法

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: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

大限に尊重されなければならない。」

つまり、現行憲法における「公共の福祉のために」「公共の福祉に反しない限り」とあるのを、自民

改憲案はあえて変更したのである。「公益及び公の秩序」という文言の意味と、「公共の福祉」とい

う文言はどのように意味が違うのか？自民改憲案QA によれば、次の通り。

「公共の福祉」というのはAさんの人権とBさんの人権がぶつかった場合のことをさしている。つま

り、他人の迷惑を考えて自分の人権の主張は調整する必要があるということ。しかし、「公益及び公

の秩序」は「憲法によって保障される基本的人権の制約は、人権相互の衝突の場合に限られるも

のではない」という意味だとされている。人権同士の衝突でないとすれば、それは、人権が国権にぶ

つかる場合を意味する。時の政府が考える「公益と公の秩序」に反する人権は認めないということ

である。たとえば、政府は日の丸君が代に起立・斉唱するということを「公の秩序」だと考えているの

で、これに反することは違憲とされる。

改憲案

「第三条 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。

２ 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。」

日の丸・君が代が国旗・国歌にふさわしいかどうかは今は別の議論として、ここで肝心なことは

「公益及び公の秩序に反しない限り」という文言は、国の都合で、いかようにも拡大解釈できるとい

う点である。国策として進められることに反することは、みな「公益及び公の秩序に反する」とされう

る。たとえば、国策としての原発に反することが「公益及び公の秩序に反する」と国が判断すれば、
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反原発運動は違法化される。あるいは、かりに国が将来徴兵制を施行したとき、良心的兵役拒否を

することは違法化される。こういうわけで、12 条、13 条で「公共の福祉に反しない限り」を「公益及

び公の秩序に反しない限り」と置き換えることによって、結局 11 条の「基本的人権」を空文化させ

ているのである。

（５）表現の自由の制限

日本国憲法

「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。」

自民改憲案 2012 年 4月 27 日

「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、保障する。

２ 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそ

れを目的として結社をすることは、認められない。」

「自民改憲草案QA１９には次のようにある。

「（2）公益及び公の秩序を害することを目的とした活動等の規制（21 条 2 項）

オウム真理教に対して破壊活動防止法が適用できなかったことの反省などを踏まえ、公益や公の

秩序を害する活動に対しては、表現の自由や結社の自由を認めないこととしました。内心の自由は

どこまでも自由ですが、それを社会的に表現する段階になれば、一定の制限を受けるのは当然で

す。」

たしかに、テレビ、雑誌、ネットなどで流される有害情報は目に余る。また、原発がすでにメルトダウ

ンしているのに、大学教授まで動員してメルトダウンしていないと宣伝し、多くの人を被曝させた政

府発表・NHK・民放・大新聞の報道も公益に反する。問題は、「公益及び公の秩序」とはなにかとい

う判断を誰がするのかということである。もし時の政府が恣意的に、「これは公益・公共の秩序に反

する。これは反しない。」と判断する権限をもっているとすれば、これは非常に危険なことである。たと

えば電力会社とべったり癒着した政府が、原発反対集会は公共の利益に反すると判断したならどう

なるか。

国民の表現の自由は、それほど軽々しく国が制限すべきものではない。そもそも、憲法とは、主権者

である国民が、公僕である権力（立法・行政・司法）を縛る道具であるのに、憲法をもって国民を縛

ろうというのが見当違いなのである。

もうひとつの問題は、QA19 に述べられていることで、「内心の自由はどこまでも自由ですが、それ

を社会的に表現」についてはこれを制限するということである。内心の事柄を外に表現することが

できないならば、それは自由ではない。我々キリスト者の信仰は内心の信仰にとどまらず、「心に信じ

口で告白する」告白的信仰である。オウム真理教事件のような極端な例を取り出すことによって国

民を納得させようとする手法は肯んじえない。実際にはこの種の制限は「有事」の際に、国民の反戦

的発言を圧殺するために権力者が乱用するものである。

（６）２０条「靖国神社国家護持を目指す」
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日本国憲法

「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」

これに対して、自民改憲案２０１２年４月２７日は次のようである。

「第二十条 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならな

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 国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をして

はならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでな

い」

また自民改憲案第三条には次のように述べる。

「第三条 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。

２ 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。」

自民QA第 19 には次のようにある。

「（1）国等による宗教的活動の禁止規定の明確化（20 条 3 項）

国や地方自治体等による宗教教育の禁止については、特定の宗教の教育が禁止されるものであり、

一般教養としての宗教教育を含むものではないという解釈が通説です。そのことを条文上明確にす

るため、「特定の宗教のための教育」という文言に改めました。

さらに、最高裁判例を参考にして後段を加え、「社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないも

の」については、国や地方自治体による宗教的活動の禁止の対象から外しました。これにより、地鎮

祭に当たって公費から玉串料を支出するなどの問題が現実に解決されます。」

自民改憲案が意図していることは、明確である。岩手靖国訴訟で違憲と確定された天皇および総

理大臣をはじめとする公務員の靖国神社公式参拝を「社会的儀礼・習俗的行為」だとして合憲化

することである。さらには、公教育において子どもたちに靖国参拝・護国神社参拝させることも合憲

化したい。彼らが言う「日本を取り戻す」というキャッチフレーズの「日本」とは、「天皇を中心とする

神の国」つまり、明治期に造られた国家神道体制にほかならない。あの時代には、神社参拝・天皇

遥拝は、宗教ではなく「国民儀礼」だとされたが、それが改憲案では「社会的儀礼」と言い換えられ

ているだけである。

靖国神社は「心ならずも戦争で死んだ」兵士たちのための追悼施設ではない。靖国神社は、日本
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国民を戦争へとかりたてるための戦死者の顕彰施設である。戦前、他の神社は内務省の管轄だっ

たが、靖国のみは陸海軍の管轄下にあったことからも、はっきりとその性格がわかる。靖国神社では、

天皇のための戦争で死んだ軍人にかぎって、護国の神々としてまつられ、現人神である天皇がこれ

に参拝するということで、戦士した兵士の遺族たちの悲しみが厭戦気分に陥ることを防止し、かえっ

てその悲しみを愛国心へと昇華させ、戦闘意欲をかきたてるための装置であった。

天皇および公務員が靖国神社を公式参拝することは、ふたたび国営化することに道を開く一歩と

なることであり、それは日本の悲惨な再軍国化への道である。「うちの息子は、夫はせっかくお国の

ために死んだのに、戦争に負けたとたんに、英雄どころか犯罪者扱いにされた」という戦没者遺族

の気持ちはわからなくはない。けれども、それがある政治家たちと戦争によって利益を得る勢力に利

用されてきた。当の宗教法人靖国神社自体は、政治に巻き込まれて廃絶の危機にさらされた経験

から、国営化を望んではいないということである。

聖書的観点からいえば、国家権力が国家宗教と癒着するときというのは、国家に悪魔が強く影響

をおよぼしている危険なときである。よって、その癒着が起こらないように未然に防ぐことが、国民に

とって賢明なことである。もし自民改憲案が施行されるようなことになれば、我が国はふたたび軍国

化による滅亡への道へ一歩踏み出すことになる。筆者は、この国を滅びることを望まないし、わが子

や孫が戦場に引き出されることを望まない。

（７）９条改変「戦争放棄を放棄する」

20 条で靖国神社公式参拝合憲化と、戦争放棄条項 9条の改変は当然セットになっている。戦争

を効果的に遂行するために 20 条改変を行なおうとしているのである。

日本国憲法

「二章 戦争の放棄

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。」

これに対して自民改憲案の特徴は

「１「戦争放棄」という章そのものがなくなり、『安全保障』となる。

２ 自衛権を確認し、国防軍を設置する。」

自民党改憲案 2012 年 4月 27 日版

二章 安全保障

（平和主義）

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、国権の発動としての戦争

を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。

２ 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
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（国防軍）

第九条の二 我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

高指揮官とする国防軍を保持する。

２ 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、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。

３ 国防軍は、第一項に規定す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、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定め

る。

５ 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪

を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合にお

いては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。

（領土等の保全等）

第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資

源を確保しなければならない。」

（８）集団的自衛権議論のおかしさ

ついでに、「集団的自衛権」について少しだけ書いておく。改憲派は「同盟国が第三者から攻撃を

受けたときには、自国が攻撃されていなくても友邦としてその第三者を攻撃する権利であり、同盟国

として当然だ」という。どこが当然なのか、さっぱりわからない。頭を冷やして考えてみよう。あなたに

Ａさんという友だちがいるとする。ＡさんがＢさんと喧嘩をしていたら、あなたがＢさんと仲が悪くもな

いのに、Ｂさんを殴りつけるのは正しいのか？正しいわけがない。二人の争いは二人の争いとして任

せて置くのが正常である。両方から仲裁を頼まれたならば、双方の言い分をよくきいて仲裁すること

が正しい。こんな常識もわからない人が政権を取ったら危ない。箴言にはこうある。

「自分に関係のない争いに干渉する者は、

通りすがりの犬の耳をつかむ者のようだ。」箴言 26：17

実際には、この集団的自衛権をうんぬんしているのは、米国のご機嫌を取るためなのだろうか。戦

争をし続けないと経済がもたないという「戦争中毒」に陥っている米国に協力するために、集団的

自衛権を行使可能にするというのは危険極まりない。上のたとえでいえばＡという友達が無類の喧

嘩好きであるので、あちこちで喧嘩をするたびにその喧嘩の付き合いをさせられるのである。兵器

製造でもうけようとする「死の商人」は後押しするだろうが、実際に戦地に送られる国民にとってはと

んでもないことである。 戦争中毒については、以前に書いたことを、ここに引用しておく。

「戦争中毒」ということばがある。米国が罹っている重度の経済･軍事的病気のことである。米国

はおよそ 3000 万人が軍事関連産業に携わっているという。ところで兵器というものは他の製品と

ちがって、戦争をしなければ消費しない。しかも、兵器 10 年以上たつと旧式になってしまうから、戦
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争がないと兵器業界が不景気になってしまう。そこで、米国は10年ごとに「在庫一掃セール」として

戦争をする。戦争を作り出すために、産業界は政府に圧力をかけ、好戦的な大統領が選ばれるよう

に画策する。米国経済は、戦争がわが身を滅ぼすと知っていながら、戦争がなければ生きて行けな

い病気にかかっている。

産業界はいったん軍事をもって維持する構造に陥ってしまうと、もはやその戦争中毒（戦争依存

症）から抜け出ることができなくなる。死の商人たちは「愛国者」の顔をして、周辺事態の軍事的脅

威をマスメディアを通して宣伝し、祖国の危機を訴える。国民は情報をコントロールされて、仕方ない

かと考える。軍事費はますます拡大して国民生活を圧迫する。

そもそも「集団的自衛権」というものは、覇権国が自分の支配下においている国に独立運動が起

ったとき、これに介入することを正当化する口実としてひねり出された理屈なのであって、米国の覇

権下にある日本のような国の指導者がわざわざ手を挙げるような話ではない。たとえば、ソ連がチ

ェコに自由化運動「プラハの春」が起ったとき、これに戦車隊をもって介入して押しつぶしたとき、

「集団的自衛権を行使した」と理屈をつけたし、米国は 1960 年以降ベトナム戦争で南ベトナム政

府を支援した「ことは集団的自衛権の行使だ」と理屈をつけたのである。覇権国の下に置かれてい

る国の指導者は、覇権国が行っている戦争に自国の若者を狩り出されることがないようにふるまう

知恵が必要なのである。そういう意味で、第二部で紹介するように、D.マッカーサーに戦争放棄条

項を新憲法に入れるように提案した幣原喜重郎首相は、時代の趨勢を読み取り、日本という国の

立場をわきまえ、国民の命を優先的に考えた深謀遠慮の宰相であった。

（９）98条緊急事態宣言

自民党の改憲草案のなかに、ナチスの全権委任法によく似た、98 条「緊急事態宣言」がある。緊

急事態宣言が発令されると、国会は停止されて、内閣の決定が法律機能を果たすという。たとえば

巨大地震が首都を襲ったとき、緊急の立法措置が必要であるが、国会議員を招集できないという

事態が予想される。そういう場合を想定しての法案である。たしかに、そういう危機的状況がありう

るのだが、既存の法律を適用することによって、緊急事態に対応することができるという識者たちが

指摘している。

私たちはむしろ緊急事態宣言を悪用すれば、一党独裁体制が容易に作ることができるということ

に注意すべきである。事実、歴史を鑑みれば、ヒトラーは自分で国会議事堂に放火して、それを共産

党員のせいだとして彼らを取り締まり、国家転覆寸前の緊急事態を演出して、全権委任法を通した。

その後の、ドイツの大暴走は周知のとおり。

かりに、この条項を立てるとしたら、よほど強力な歯止めをかけておく必要がある。その歯止めだけ

は、緊急事態宣言下でもはずすことはできないことにしておくべきである。

（緊急事態の宣言）

第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序
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の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があ

ると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。

（緊急事態の宣言の効果）

第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と

同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他

の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。」

第二部 日本国憲法の制定過程と日本人の関与

憲法関連年表

年月日 出来事

1928 年

8.27 パリ不戦条約（ケロッグ・ブリアン協定）締結。米国はじめ 15 カ国が国策の手段としての戦

争の放棄を宣言する。日本の全権代表は幣原喜重郎。

1945 年

8.14 ポツダム宣言受諾（翌 15 日、無条件降伏）

10.25 幣原内閣、憲法問題調査委員会（委員長・松本烝治）設置

12.8 松本委員長、「天皇が統治権を総覧する大原則は変更しない」など改正４原則発表

12.26 憲法研究会、「憲法草案要綱」発表（鈴木安蔵）。GHQ がただちに英訳し回覧。

1946 年

1.4 松本委員長、「憲法改正私案」を天皇に提出

1.24 幣原・マッカーサー会談。天皇制維持と戦争・戦力放棄について一致。

2.1『毎日新聞』が「憲法問題調査委員会試案」（松本案）をスクープ

2.3 マッカーサー３原則9を提示し、民政局に日本憲法草案の起草を指示。

9 第一 天皇は国家の元首の地位にある。皇位は世襲される。天皇の職務および権能は、憲

法に基づき行使され、憲法に表明された国民の基本的意思に応えるものとする。

第二 国権の発動たる戦争は、廃止する。日本は、紛争解決のための手段としての戦争、

さらに自己の安全を保持するための手段としての戦争をも、放棄する。日本はその防衛と

保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる。日本が陸海空軍を持つ権能は、

将来も与えられることはなく、交戦権が日本軍に与えられることもない。
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2.8 政府、GHQ に松本案を提出

2.14 GHQ、マッカーサー草案を日本側に渡す

2.24 幣原内閣、マッカーサー草案の受諾決定

2.26 極東委員会第１回総会（マッカーサーに反し天皇訴追の意見の国々があった）

3.6 政府、「帝国憲法改正草案要綱」発表。天皇勅語を発出。

4.10 戦後初の衆議院総選挙。３０人を超える女性議員が選ばれる。

4.17 政府、「帝国憲法改正草案要綱」をひらがな口語体「憲法改正草案」を発表

5.3 極東国際軍事裁判（東京裁判）開廷

5.16 第９０回帝国議会が開かれる

5.22 第一次吉田茂内閣成立。

6.20 帝国議会開院式当日、「憲法改正草案」を衆議院に提出

6.28 衆議院、憲法改正問題に関する特別委員会（委員長・芦田均）設置

6.29 日本共産党、「日本人民共和国憲法（草案）」発表

7.2 極東委員会、憲法に国民主権を明示することを求める。

8.24 衆議院本会議、各派修正案の成立10をふまえて憲法改正案可決

8.26 憲法改正案、貴族院本会議に上程、審議開始

8.30 貴族院憲法改正特別委員会（委員長・安倍能成）設置

10.６貴族院本会議、特別委員会の修正11を経た憲法改正案を可決、衆議院へ回付

10.7 衆議院本会議、貴族院から回付された憲法改正案を直ちに採決し、再可決

11.3 日本国憲法発布

1947 年 5月 3日 日本国憲法施行

序 「押し付け憲法論」

一九四五年十月一一日マッカーサーによる「憲法の自由主義化」の求めに応じ、幣原内閣は憲

法問題調査委員会（委員長・松本烝治、松本委員会と称される）を設置した。翌年二月八日、同委

員会はGHQに「憲法改正要綱」を提出したが、その内容は帝国憲法と本質的に変わる所がなかっ

第三 日本の封建制度は廃止される。貴族の権利は、皇族を除き、現在生存する者一代以

上には及ばない。華族の地位は、今後どのような国民的または市民的な政治権力を伴うも

のではない。予算の型は、イギリスの制度に倣うこと。

10 衆議院での修正点は、国民主権の原則を明確にしたこと、戦力の不保持を定めた第 9条
第 2項に「前項の目的を達するため」という文言を挿入したこと（いわゆる芦田修正）、

生存権の規定を追加したこと、国民の要件、納税の義務、国家賠償、刑事補償について新

しい条文を追加したこと、内閣総理大臣を国会議員の中から選び、国務大臣の過半数は国

会議員とすると規定したこと、すべての皇室財産は国に属すると規定したことなどであっ

た。
11 貴族院での主な修正点は、公務員の選挙において普通選挙を保障したこと、内閣総理大

臣とその他の国務大臣はすべて文民でなければならないと規定したことであった。
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たので拒否された。実は、GHQ 民政局は二月一日毎日新聞のスクープによって松本委員会案をす

でにキャッチして、二月三日からマッカーサー三原則（天皇制存続・戦争放棄・封建制度廃止）のも

と憲法草案を作成し始めていた。そして二月十三日松本委員会に英文の日本国憲法草案を手渡

した。この出来事をもって、ある人々は日本国憲法は GHQ の素人たちが日本を封じ込めるために

短時日で作った押し付け憲法だと主張する。事実はどうなのか。

１．用意周到･親日派によるＧＨＱの改憲準備

日米開戦の翌年一九四二年八月米国国務省に極東班が作られ、九人の親日的な日本専門家が

戦後処理の研究を始めた12。結論は、日本の再軍国化は防ぐべきだが、繁栄できない状況に追い

込むべきではなく、そのためには言論の自由と憲法改正・教育改革が必要ということだった。「日本

の戦後の政治問題」（一九四三年十月）には、憲法改正の骨子を＜①内閣強化と軍部抑制②議会

強化③天皇制の存続と改正④基本的人権の尊重＞としている。こうした下準備を背景に、戦後、民

政局でマッカーサー草案（以下Ｍ草案）作成に取り組んだ二五人は、親日的な法律家だった。特に

法規課長ラウエルは陸軍の命でシカゴ大学で日本国憲法の研究を専攻し、帝国憲法の欠陥、改

正すべき点について腹案をもっており、彼の所見がマッカーサー草案起草の指針となった。しかも、

彼は当時GHQ に出向していた日本研究の権威カナダ人外交官ハーバート・ノーマンから、後述す

る鈴木安蔵の「日本独特の立憲政治」の英訳論文を借用して読んでおり、1954 年後半には、民

政局の同僚たちにこれを回覧させた事実が確認されている13。

ハーバート・ノーマンは、在日カナダ人宣教師ダニエル･ノーマンの息子として、1909 年軽井沢に

生まれ、カナダ･米国の大学で歴史を研究した。1939 年カナダ語学官として来日し、羽仁五郎の

下で近代日本史・明治維新史を研究しており、1940 年以来鈴木安蔵と交流があった。太平洋戦

争後、アメリカの要請を受けて、GHQ に出向していた。

２．「憲法研究会」の鈴木安蔵・・・自由民権運動の成果の復活

だが、日本国憲法はすべて GHQ民政局によって成ったのではない。草案作成段階で日本人の影

響が及んでおり、かつ、制定手続きでも帝国議会による修正が施された。日本国憲法の四つの特

徴＜象徴天皇・国民主権・基本的人権の尊重・戦争放棄＞に相当の影響を与えた日本側の民間団

体と政治家があった。

直接的影響を与えた民間団体とは憲法研究会である。当研究会事務局を担当した憲法史研究

者鈴木安蔵は、研究会の討議を経て第一案から第三案を起草し、十二月二六日に「憲法草案要

綱」として内閣へ届け、記者団に発表した。鈴木は吉野作造の影響を受けて、明治の自由民権運動

12 鈴木昭典『日本国憲法を生み出した密室の九日間』(創元社 1995）p78
13 小西豊治『憲法「押し付け｣論の幻』pp100-110
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の憲法史の研究をし、戦前からノーマンと親交があった。鈴木が参考にしたのは、植木枝盛の『東

洋大日本国国憲按』、土佐立志社の『日本憲法見込案』など明治の自由民権運動の二十余の憲

法草案と諸外国の憲法だった。「憲法草案要綱」の内容を検討すれば、植木枝盛の影響が特に強

いことがわかる。ここに掲げてみる。

「根本原則

１ 日本国の統治権は日本国民より発す

１ 天皇は国政を親らせず国政の一切の最高責任者は内閣とす

１ 天皇は国民の委任によりもっぱら国家的儀礼を司る

（中略）

国民権利義務

１ 国民は法律の前に平等にして出生または身分に基づく一切の差別は之を廃止す

中略

１ 国民の言論学術芸術宗教の自由に妨げるいかなる法令をも発布するをえず

中略

１ 国民は健康にして文化的水準の生活を営む権利を有す

中略

１ 男女は公的並びに私的に完全に平等の権利を享有す

１ 民族人種による差別を禁ず」

「憲法草案要綱」の根本原則では、「統治権ハ国民ヨリ発ス」として国民主権を採用し、天皇は「国

家的儀礼ヲ司ル」として儀礼的天皇制を認め、人権規定は、明治憲法のように「国家ノ安寧秩序ヲ

妨ゲザルカギリニオイテ」という留保を付けていない。このように「憲法草案要綱」は、象徴天皇・基

本的人権の尊重・国民主権という日本国憲法の三つの特徴と一致している。植木枝盛の思想につ

いて、家永三郎が次のように言うのはもっともなことである。「日本国憲法は、植木枝盛草案ときわ

めてよく似ている。主権在民、基本的人権の保障、地方自治の確立、みなしかり。その平和主義は枝

盛の｢無上政法論」と精神を同じくする。男女同権、家の廃止を核心とする新民法は、枝盛の家族

制度改革論と寸分たがわない。枝盛の政治上、社会上の改革論は、日本国憲法の青写真であり、

半世紀前に国民が望みながら実現しえなかった期待が、敗戦という不幸なまわり道をたどって実現

したものと見るのは、決して強弁ではない。14」

ノーマンを通じて「憲法研究会」と鈴木安蔵につとに着目していたラウエルは、「憲法草案要綱」

をただちに英訳させて、参謀長あてに憲法研究会案の諸条項は「民主主義的で、賛成できる」とし、

かつ国民主権主義や国民投票制度などの規定については「いちじるしく自由主義的」と高い評価

14植木枝盛『植木枝盛選集』岩波文庫、解説 p321
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のコメント15を付けて報告書を提出した。

ラウエル中佐の証言がミズーリ州のトルーマン・ライブラリーに保管されている。

「私は民間グループから提出された憲法に感心しました。これで（憲法改正が）大きく進展すると思

いました」「私はこの民間草案を使って、若干の修正を加えれば、マッカーサー最高司令官が満足

しうる憲法ができると考えました。それで私も民政局の仲間も安心したのです。『これで憲法ができ

る』と」。

さらに、ラウエル中佐は「民間の『憲法研究会』草案について、ケーディス（陸軍大佐・民政局次

長）たちと話し合ったことについても、次のように述べている。

「たしかに話しました。憲法研究会の草案に関する私のリポートをケーディスと議論しホイットニー准

将（民政局長）に提出する前に彼の承認を受けたはずです。私たちは確かにそれを使いました。私

は使いました。意識的あるいは無意識的に影響を受けたことは確かです」16。

また、GHQ の憲法草案の中心となったケーディス大佐は、憲法研究会の「憲法改正案要綱（マ

マ）」があったから、アメリカ側は九日間で憲法草案を作成することができたのだ、と回想している

17。鈴木昭典はケーディスにインタビューした際のことばを次のように記している。

「この憲法研究会案と尾崎行雄の憲法懇談会案は、私たちにとって大変参考になりました。実際こ

れがなければ、あんなに短い期間に草案を書き上げることは、不可能でしたよ。ここに書かれている

いくつかの条項は、そのまま今の憲法の条文になっているものもあれば、いろいろ書き換えられて生

き残ったものもたくさんあります。18」

３．幣原喜重郎の「戦争放棄」発案

日本国憲法のもう一つの特徴である「戦争放棄」は、首相幣原喜重郎の発案である。一九四六年

一月二四日、幣原首相はマッカーサー元帥を訪ねた。この会談について、マッカーサーは一九五一

年五月五日の米国上院軍事･外交合同委員会聴聞会で証言をしている。

「日本の首相幣原氏が私の所にやって来て言ったのです。『私は長い間熟慮して、この問題の唯一

の解決は、戦争をなくすことだという確信に至りました』と。彼は言いました。『私は非常にためらい

ながら、軍人であるあなたのもとにこの問題の相談にきました。なぜならあなたは私の提案を受け

入れないだろうと思っているからです。しかし、私は今起草している憲法の中に、そういう条項を入れ

る努力をしたいのです。』と。それで私は思わず立ち上がり、この老人の両手を握って、それは取られ

15 国立国会図書館 HP「日本国憲法の誕生」

http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/060shoshi.html
16 ＮＨＫの番組「ＮＨＫスペシャル日本国憲法の誕生」（2007年 4月 29日放送 DVDあ

り）アメリカ・ミズーリ州のトルーマン・ライブラリーに保管されているラウエル中佐の録

音テープ再生の番組の字幕による。
17 伊藤成彦『物語日本国憲法第九条』（影書房 2001年）p32
18 鈴木昭典、同上書 p150

http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/060shoshi.html


31

得る最高に建設的な考え方の一つだと思う、と言いました。（中略）こうして私は彼を励まし、日本人

はこの条項を憲法に書き入れたのです。（後略）」

この会談については、日本側の枢密顧問官大平駒槌の証言も一致している。

また、政治的背景として、幣原は天皇の過信として天皇制の維持を願い、マッカーサーは日本の共

産化を防ぐために天皇制を維持することを願っていた。両者は、日本の軍国主義復活を恐れる連合

国の天皇処罰の要求をかわすには戦争放棄以外道はないと考えた。日本側の観測では天皇処罰

をもっとも強く主張している連合国はソ連と見られていたが、実際にもっとも強く天皇処罰を求めて

いたのは、オーストラリアとニュージーランドであった19。

それはともかく、日本国憲法のもう一つの特徴、戦争放棄は日本の首相の発案であった。なお、幣

原はまもなく始まろうとする東西冷戦の中、日本の青年たちが米国の戦争に巻き込まれることがな

いようにと考えて、この戦争放棄を憲法に取り込もうとしたと堤堯は推論しているが、説得力のある

説である。実際、まもなく朝鮮戦争が始まると、米国議会は自国の若者たちをまたもアジアの戦争に

送り出すことに反対し、日本の兵士を朝鮮戦争に派遣することを求めたのである。だが、このときす

でに日本国憲法が制定されていたため、我が国は米国から圧力をかけられても若者たちを朝鮮戦

争に派遣しないですんだ。後年米国がベトナム戦争に突入したとき、韓国軍の兵士たち4968人が

この戦争で命を落としている。

2 月 3 日、戦争放棄は、マッカーサー三原則に取り入れられて、民政局はこの原則の下にマッカ

ーサー草案を作成する。

４．マッカーサー草案は憲法改正案として帝国議会に提出され、審議･修正を経て制定された。

マッカーサー草案は邦訳されて、六月二十日第九十回帝国議会衆議院に改正案として提出され、

衆議院と貴族院はそれぞれ原案に修正を加えて両院とも圧倒的多数をもってこれを可決した。

衆議院での修正点は、国民主権の原則を明確にしたこと、戦力の不保持を定めた第 9条第 2項

に「前項の目的を達するため」という文言を挿入したこと（いわゆる「芦田修正20」）、生存権の規

19 「とにかく、オーストラリアとニュ－ジーランドは日本が大嫌いで、天皇を戦犯にしろと大変に強硬

でしたね。ソビエトと中国は、それほど強硬ではありませんでした。」(リチャード・フィン極

東委員会事務局スタッフの証言。鈴木昭典『日本国憲法を生んだ密室の九日間』p166）

20「極東委員会や GHQ内で、上記修正により、日本が defense force（自衛力）を保持しうる

ことが明確となった、との見解が浮上した。ここで、GHQは、極東委員会からの要請とし

て、「国務大臣はすべて civilians（文民）たることを要する」と日本政府に指示、貴族院に

おいて、憲法第 66条に文民規定が置かれることになった。しかし、芦田修正により、第 2
項冒頭に「前項の目的を達するため」という文言が入った後も、政府は、第 1項が侵略戦

争を否定するものであって、自衛戦争を否定するものではないが、第 2項が戦力の保持お

よび交戦権を否定する結果として、結局、自衛戦争をも行うことができないことになると

の解釈に特段の変化はないと考えた。」（国会図書館『日本国憲法の誕生』論点２戦争放

棄）



32

定を追加したこと、国民の要件、納税の義務、国家賠償、刑事補償について新しい条文を追加した

こと、内閣総理大臣を国会議員の中から選び、国務大臣の過半数は国会議員とすると規定したこ

と、すべての皇室財産は国に属すると規定したことなどが衆議院での主な修正点であった。貴族院

での主な修正点は、公務員の選挙において普通選挙を保障したこと、内閣総理大臣とその他の国

務大臣はすべて文民でなければならないと規定したことであった21。

改正案は枢密院の審議を経て、十一月三日「日本国憲法」として公布され、翌一九四七年五月

三日から施行された。

５． 岸信介の「自主憲法制定」・・・「押しつけ憲法」論の起源

1952 年、公職追放を解かれた岸信介は「自主憲法制定」「自主軍備確立」「自主外交展開」を

三大スローガンとして、日本再建連盟を設立して会長となった。しかし、実はこの三大スローガンは

対米従属主義者の隠れ蓑だった。岸信介は、CIA のスパイであったからである。

東条英機ら 7 人が処刑された翌日、1948 年 12 月 24 日、19 人のＡ級戦犯が巣鴨プリズンか

ら釈放されたが、そのなかに岸信介、正力松太郎、児玉誉士夫らが含まれていた。岸は政界で、正

力はマスコミ界で、児玉は暗黒界で、それぞれ米国の国益にかなうように、日本を誘導することが

CIA から期待されていた。この事実は米国の情報公開によってあきらかにされ、ティム・ワイナーが

調査し Legacy of Ashes: The History of the CIA（邦訳『CIA 秘録』）12 章に記している22。

岸に関する記事を山本正樹氏の要約23を少々修正しつつ下に掲げておく。

① 日米開戦後の１９４２年、岸は軟禁中の駐日大使ジョセフ・グルーをゴルフに招いた。二人はそれ

以来、友人になった。岸が戦後、巣鴨プリズンから釈放された数日後、グルーはＣＩＡのフロント組織

「自由ヨーロッバ国民委員会」の初代委員長となっている。 岸は巣鴨から釈放されると、まっすぐ首

相官邸に向かった。官房長官の弟、佐藤栄作がスーツを用意して待っていた。「おかしなものだな、

いまやわれわれはみんな民主主義者だ」と岸は佐藤に言った。

② 岸は「ニューズウイーク」誌の東京支局長、ハリー・カーンから英語の手ほどきを受け、米国の政

治家に知己を得た。カーンはアレン・ダレスの親友で、ＣＩＡの仲介役になった人物である。

③ １９５４年５月、岸は東京の歌舞伎座で政治家としてデビューする。岸は歌舞伎座に、米国大使

館でＣＩＡの情報・宣伝担当をしていたビル・ハチンソンを招いた。幕間、岸はハチンソンを、日本の

特権層の友人たちに紹介した。岸は自分の背後にアメリカの後ろ盾があることを公的に宣伝したの

だった。

④ その後１年間、岸はハチンソンの自宅の居間で、ＣＩＡや米国務省の担当者と秘密裏の会合を続

けた。ハチンソンはこう証言している。「彼（岸）がアメリカ政府から少なくとも暗黙の支援を求めて

21国立国会図書館 HP『日本国憲法の誕生』資料と解説 4－1より
22 Tim Weiner, Legacy of Ashes: The History of the CIA,Anchorbooks,2007,2008 Chap12,邦訳 ティム・ワイナー

『CIA 秘録』上巻、第 12章（文春文庫）
23 http://www.yamamotomasaki.com/archives/384
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いることは明らかだった」。一連の会合で、その４０年間の日米関係の土台が築かれた。

「岸はアメリカ人に『自由党をひっくり返し、躓かせ、名前を改めて立て直し、それを自分が動かした

い』と語った。岸が舵を取る新しい自由民主党は自由主義的でも民主主義的でもなく、帝国日本の

灰の中から立ち上がった右派の封建的な指導者たちを多くメンバーとしていた。」「岸は日本の外

交政策をアメリカの望むものに変えていくことを約束した。アメリカは日本に軍事基地を維持し、日

本にとっては微妙な問題である核兵器も日本国内に配備したいと考えていた。岸が見返りに求め

たのはアメリカからの政治的支援だった。」

⑤ フォスター･ダレスが岸に会ったのは、１９５５年８月のことだった。ダレス国務長官は、面と向かっ

て岸に、「もし日本の保守派が一致して共産主義者とのアメリカの戦いを助けるならば、支援を期

待してもよろしい」と言った。支援とは政治資金である。連絡役となったのは、若くて地位の低い有名

でないＣＩＡのクライド・マカヴォイ。マカヴォイは沖縄戦の経験者で、フリーで新聞記者の仕事をして

いた。

⑥ ＣＩＡと自民党の最も重要なやりとりは、情報と金(カネ)の交換だった。カネは自民党の支持の取

り付けと、その内部の情報提供者を雇うのに使われた。アメリカ人たちは、将来性のある自民党政

治家に金を支払っていた。彼らは３０年後に、国会議員や大臣、長老政治家になっていった。

⑦ １９５７年１１月、岸は「自由民主党」の名の下、保守勢力を統合した。自民党の幹事長として岸

は、議員をふやす工作をCIA が始めることを黙認する。

⑧ 岸は、安保条約の改定をアメリカ側に約束した。岸との連絡役のＣＩＡのクライド・マカヴォイは、

戦後日本の外交について情報を米国に流した。

⑨（以下の記事は、邦訳『CIA 秘録 上』2011 年 8月文庫版第一刷ではカットされている）

１９５７年２月、岸が日本の首相になる日、国会で安保条約にかかわる死活的に重要な手続きが行

われる予定だった。これについて、マカヴォイは、こう証言した。「岸とわたしはその日、大成功を収め

た」と。マカヴォイはさらにこう語った。「アメリカと日本は、合意に向かって動いていた。これを日本共

産党は特別な脅威を感づいた。投票が行われるこの日、共産党は国会で暴動を起こす計画を立て

た。このことをわたしは、わたしの情報源の、左翼の社会党の本部員の通報で知った。岸は天皇に

謁見する予定だったが、わたしは緊急会談を申し入れた。岸はモーニングにシルクハット、縞のズボ

ン、コートの出で立ちで、秘密の会合場所に現れた。わたしは岸に話す権限を与えられていなかった

が、岸に共産党が国会で暴動を企てていると教えた。国会の慣例では、午前１０時半か１１時に、食

事などのため審議が中断することになっていた。岸は休憩と取るなと自民党の国会議員に命じた。

自民党議員以外の議員が退席したすきに、自民党は彼らだけで法案を採決し、通してしまった」

⑩ １９５７年６月、岸はアメリカを訪問し、ヤンキースタジアムで始球式を行ない、白人専用のゴルフ

場でゴルフをした。岸はマッカーサー将軍の甥、新駐日大使ダグラス・マッカーサー２世に、もしアメ

リカが権力基盤強化を助けてくれるなら、新日米安保条約を通過させ、左翼の台頭も抑え込めると

語った。岸は、一連の内密の支払いではなく、ＣＩＡによる財政的支援の永続的な財源を求めた24。

24 米紙ニューヨーク･タイムズは 1994年 10月 9日、「米中央情報局（CIA）が 1950年代か

ら 1960年代にかけ日本に極秘で計数百万㌦の資金援助をしていた」とスクープした。資金
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⑪ アイゼンハワー大統領は日本が安保条約を政治的に支持することと、岸を財政的に支援するこ

とは同じだと考えていた。ＣＩＡの役割を知らない政治家は、アメリカの大企業からの金だと伝えられ

ていた。ＣＩＡの金は少なくとも１５年間続き、自民党の一党支配を強化した。

⑫２００６年７月、米国国務省はCIA と日本の政界要人との間に秘密の関係があったことを認めた。

声明によれば、１９５８年から６８年までの間、「アメリカ政府は、日本の政治の方向性に影響を与え

ようとする４件の秘密計画を承認した。左翼政治勢力による選挙を通じての成功が、日本の中立主

義を強化し最終的には日本に左翼政権が誕生することを懸念したのである。アイゼンハワー政権

は１９５８年５月の衆議院選挙の前に、少数の重要な親米保守政治家に対し CIA が一定限度の秘

密資金援助と選挙に関するアドバイスを提供することを承認した。援助を受けた日本側の候補者は、

これらの援助がアメリカの実業家からの援助だと伝えられた。」 「もうひとつのアメリカによる秘密

工作は、極端に左翼的な政治家が選挙で選ばれる可能性を減らすことを狙ったものだった。･･･

（中略）・・・日本の政党に対する資金援助計画は１９６４年の初期に段階的に廃止された」

「日本人は CIA の支援で造られた政治システムを『構造汚職』と呼ぶようになった。CIA の買収工

作は１９７０年まで続いた。」

1949 年 10 月 1日に中華人民共和国が成立し、1950 年 6 月 25 日に朝鮮戦争が始まると、

米国は日本を共産主義に対する防波堤とすべきだと考えるようになり、9 条戦争放棄条項が邪魔

になってきた。9 条ゆえに、日本の兵士を朝鮮戦争に動員することができないからである。朝鮮戦争

は 1953 年 7月まで続いた。

こうしてみると、CIA のエージェントである岸が、なぜ「自主憲法制定」「自主軍備確立」を訴えた

か、その理由は明白である。それは、日本が米国の戦争に兵隊を出す上で、日本国憲法 9条、戦争

放棄条項が邪魔だったからにほかならない。

結論

日本国憲法は、たしかに GHQ 民政局が主体となって草案作成したものである。だが、草案作成

段階において、鈴木安蔵・憲法研究会を介して、植木枝盛ら明治の自由民権運動の成果が流れ込

んでおり、また、幣原喜重郎首相によって戦争放棄原則が発案されてマッカーサー三原則の一つと

なった。さらに、大日本帝国憲法における正式の改正制定手続きがなされ、討議されて実質的な修

正も加えられている。このように日本国憲法の制定には、実質的に、相当の日本人の影響が働いた

というのが歴史の事実である。

岸信介に始まる親米右翼の「自主憲法」制定運動は、表面的には日本の自主独立を訴えて勇ま

し気なのだが、中身は、宗主国である米国の戦争に日本の若者たちを派遣しようとしているのであ

援助の目的は、左翼勢力を弱体化させるためだった。 国務省の文書によると、自民党岸政

権下の 1958年 7月、佐藤栄作蔵相がマッカーサー駐日大使に「共産主義と戦うため」に資

金要請をしたという。このことは日本でも中日新聞 2006年 10月 9日号に報道された。・・・

ちなみに、当時 1ドル 360円、グリコが 10円の時代。数百万ドルは 180億円ほど。
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る。

「王は、決して自分のために馬を増やしてはならない。馬を増やすために民をエジプトに戻らせて

はならない。」（申命記 17 章 16 節）

＜付記＞

日本国憲法の制定過程については、次の三つの一般書と一つのサイトを推薦しておく。

１．鈴木昭典『日本国憲法を生んだ密室の九日間』・・・GHQ民政局側の制定プロセス全体を詳細

に知ることができる。不十分な部分を下の二冊で補うとよい。

２．小西豊治『憲法押しつけ論の幻』・・・ GHQ 草案に鈴木安蔵（憲法研究会）の影響がいかに及

んだかを詳細に調べたもの。

３．堤堯『昭和の三傑』・・・幣原の戦力放棄提案の意図を読み解く。

４．国会図書館HP「日本国憲法の誕生」・・・多くの原資料が写真版でも見ることができる。

第三部 国のあり方について―英仏の市民革命と明治維新―

序

神のみこころにかなう国家のあり方とはなんだろう。そんな意識をもって聖書を開いてみても、聖

書には共和制がよいとも、いや君主制がよいとも書かれてはいない。イスラエルの歴史を見れば、最

初は王のいない士師の時代があり、その後、王制の時代が続いて、最後は破綻した。新約の時代、

イスラエルは帝政ローマの属州という立場で、ローマの傀儡ヘロデ王権と、ローマ総督と、ユダヤ最

高会議が並び立ち、最高権力はローマ総督が握っていた。ヨセフはエジプトの現人神を名乗ったフ

ァラオに仕え、ダニエルは祭司王であったバビロンの王とペルシャの王に試練のなかで仕えた。パ

ウロは、帝国の神々に仕える大祭司を名乗っていたローマ皇帝を「上に立つ権威」と認定している。

どの時代のどの政治形態が理想的だったとは、聖書のどこにも書かれてはいない。

では、聖書は人のたましいの救いにのみ関心があって、国家のあり方についてまるで無関心なの

かというと、そうではない。聖書が国家的権威について明言していることが二つある。第一は、国家

的権威もまた神のしもべとして社会秩序の維持と徴税によって富の再分配をすることであるから、そ

れなりに尊重すべきであること（ローマ書13章1−7節）。第二は、時に、国家的権威は悪魔に誘惑
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されて、全体主義・軍国主義に陥るから警戒せよということである（黙示録13章、申命記17章14

−20 節）。したがって、私たちとしては、自分の置かれたこの時代、この国にあって、国家が全体主

義・軍国主義に陥らず、社会秩序の維持と富の公平な分配ができる体制が実現するようにと祈り、

参政権を用いる責任があるということになる。聖書の時代には庶民に参政権はなかったが、現代日

本では国民主権という原則があり、それを具体的に表現するために国民に参政権が与えられてい

る以上、私たちは国家のあり方に関して、神の前に参政権のなかった時代よりも、神の前に重い責

任がある。

かつて私たちの国は、明治維新後の国家神道体制下にあって全体主義・軍国主義に陥り、自国

民のみならず他国民にまでも大きな惨禍をもたらした。天皇が現人神とされたあの時代、キリスト教

会もこれにとりこまれ、国策に協力し、現人神天皇を崇める罪をも犯してしまった。戦後、天皇は象徴

とされたが、そんな物騒なものなら天皇制を廃して共和制を採用すれば自動的に理想社会が来る

ように夢見ている人もいる。だが、実際は、そう簡単な話ではない。

本稿で、筆者はフランス革命と、英国のピューリタン革命と名誉革命を思想的観点から比較検討

して、政体の仕組みについて考えたい。そして、今の時代、キリストによってこの国に遣わされたわた

したちは、どのように国のあり方を考えるかについて手がかりを見つけ出したいと思う。

１．英国の二つの市民革命

英国では、17 世紀半ば、クロムウェルを指導者としてピューリタン革命が行なわれた。1649 年

革命では専制君主チャールズ 1世が処刑され、共和制が敷かれることになった。オリバー・クロムウ

ェルが護国卿となた。クロムウェルは、王党派の巻き返しに警戒して軍事独裁共和制を敷き、教会

は聖書に従って厳格な規律ある歩みをしたので、その規律ある社会はピューリタン的な信仰を持た

ない人々にとっては、息が詰まるようであった。

クロムウェルの死後は、イングランドは1660年には王政復古となってしまい、ジェームズ２世が王

として立てられた。しかし、ジェームズ2世は空気の読めない人物で、またも専制政治を行なおうとし

たので、議会は彼を排し、1688 年オランダからオラニエ公ウィレム・メアリ夫妻を立憲君主として迎

え、ジェームズ2世は亡命した。王の血を流さないで済んだので、名誉革命と呼ばれる。こうしてイギ

リスは革命の打ち止めに成功し、以後、今日にいたるまで安定した社会体制を得た。このように、イ

ギリスでは、王の政治的実権を徹底的に削いで、しかも、王室の伝統的価値だけは国民統合の象

徴として利用することに成功した。このように安定的な国家の体制を獲得して、英国は近代、それま

でヨーロッパの第一の国であったフランスを凌いで、その国力を急速に伸ばしていくことになった。

２．フランス革命の熱狂

フランス革命の予言者と呼ばれるジャン・ジャック・ルソーの書いた『社会契約論』は革命の教科

書とされた。ルソーは、その不幸な経歴ゆえか伝統的価値・制度を軽蔑し憎悪していた人物であり、
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それを、前世紀のデカルト主義によって強化した。少しだけデカルト的理性の説明をしておく。

デカルトは、確実な知識を追い求め、中世までの「書物の学問」を破棄した。「書物の学問」とは

「権威あるアリストテレスの書物にこう書いてあるから」という理由で事柄の真偽を定めるような学

問のあり方ことである。デカルトが理想とする確実さとは、幾何学における「三角形の内角の和は二

直角である」というふうな理性にとって明晰判明なことのみである。デカルト自身はこのような合理

主義の危険性を認識していたから、「暫定的道徳」ということを言って、理性に完全に基礎付けられ

た倫理の体系が完成するまでは、伝統的な価値や制度をただちに否定すべきでないとしている。

しかし、「暫定的道徳」の禁を破って、デカルト的理性で社会を見るならば、王の権威とか、教会

の権威といった伝統や習慣に根ざしている価値にはなんの根拠もない。フランス革命期、第一身分

は僧侶、第二身分は貴族、第三身分は平民とされており、しかも、第一身分である聖職者の数は１４

万人、第二身分の貴族は４０万人、第三身分の平民は２６００万人。圧倒的少数２％の第一身分と

第二身分が、国土の４０％を領有して、免税特権までも持っていた。従来、庶民は「伝統であるから」

と不満を抱かなかったのだが、デカルト的理性で見れば不合理である。だから、フランス革命は恐

れることなく、国王や貴族や司祭たちを次々に断頭台にかけ、理性を神として崇める市民宗教を創

設して教会に理性の女神を持ち込むといった恐るべきことをなしえた。

格別、ジャコバン派のきまじめな弁護士ロベスピエールはルソーの『社会契約論』をいわばバイ

ブルとして革命を遂行した。彼の行なった恐怖政治は、後のロシア革命、毛沢東の文化大革命、ポ

ルポト革命の祖形となった。ポルポト派はルソーの思想に心酔していた政治集団だった。

啓蒙主義が伝統的迷信・因習の暗闇から人々を救い出したという功績があるのは一面の事実で

ある。しかし、もう一面で、理性崇拝の熱狂に陥って、そのきわめて狭い理性で割り切れないものは

すべて「nonsense！」と切って捨ててしまい、夥しい血が流されたのももう一つの事実である。そこ

に生じたのは、社会の無規範化（アノミー）と熱狂であった。なぜなら、社会規範・道徳の多くは伝統

に根ざして形成されたものであるからである。フランス革命下、恐怖政治のために反革命容疑で逮

捕拘束された者は約 50 万人、死刑の宣告を受けて処刑されたものは約 1万 6千人、それに内戦

地域で裁判なしで殺された者の数を含めれば約 4万人にのぼるとみられる。

旧社会体制を転覆する革命には、膨大な犠牲者が出ることは避けられない。同じ類型に属するロ

シア革命ではどうか。ソ連政府はミハイル・ゴルバチョフの時代にNKVDの後身 KGBがスターリン

が支配した 1930 年から 1953 年の時代に 786,098 人が反革命罪で処刑されたことを公式に

認めている(Wikipedia)。毛沢東の文化大革命の犠牲者数については、中国共産党第 11期中央

委員会第3回全体会議（第 11期 3中全会）において「文革時の死者40万人、被害者1億人」

と推計されている（Wikipedia）。

フランスは第一共和政後、ナポレオンによる第一帝政、王政復古による立憲君主の七月王政、第

二共和政、ルイ・ナポレオンの第二帝政、第三共和政、第四共和政とつづき現在第五共和政と、めま

ぐるしく政体は変革され続け国力は衰えた。フランスの政治的不安定は近代フランスにおける病で

ある。その不安定の理由はいくつかあると思われる。

ひとつは、タブーであった「王殺し」をしたことである。王制の生命線は、その伝統だから、伝統が
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途切れてしまったら、その効力は急速に失われる。天皇制を信奉する人々がある程度虚構ではある

が万世一系に固執するのはそのせいである。それにルイ16世をギロチンで殺したあと、共和制から

成り上がりのナポレオンによる帝政、それが倒れて王政復古・・・と、王や皇帝がつぎつぎ交代したか

ら、彼らは一応、皇帝や王を名乗るけれども、国民の側の意識からすれば、実質的には次々と国民

が首を挿げ替える大統領みたいなものであって、伝統の重みがなかった。

フランスの不安定さのもっと大きな理由は、フランス革命は英国の革命とちがって教会の権威を否

定したことである。フランスでは、＜王の伝統と教会の伝統＞という、聖俗両方の伝統的権威を否定

したので、国民は価値の柱を二つとも失ってしまって、無規範状態に陥ったと考えられる。

３．共和制が民主的とは限らない

ＮＨＫ高校講座の世界史で山内昌之氏（東大）が「共和制であるからといって、民主的とはかぎら

ないところが、世界史のむずかしいところです。」と発言していた。山内教授は、米国を一例として挙

げ、米国はイングランド王を排して共和制を樹立した共和国であるが、奴隷制と人種差別、他国へ

の侵略行動という二点において民主的でないと指摘した。山内教授は言外に、「民主制は本来的

に君主制とちがって奴隷制とか帝国主義的行動をしないはずなのになぜ？」ということをほのめか

していたわけである。

しかし、歴史と現在の世界を見渡して思うに、そもそも民主制と君主制を対立概念として考えるこ

とがまちがいなのであって、実際には、君主制との対立概念は共和制なのである。共和制とは、王や

皇帝のような伝統的権威を帯びた君主の代わりに、選挙などの手続きによる権威を帯びた大統領

や主席を指導者として立てる政治形態である。

では、民主制とはなにか。民主制とは国民主権の原則に立つ政治体制を意味する。単純に考える

と王がいたら、民主制は成り立たないと思われ、立憲君主制というのは不完全な民主制だというこ

とになろう。しかし、歴史上の実例を見ると、どうもそうではない。実際には、民主制の政治手法のな

かに二通りあって、元首として大統領や主席を立てる共和制型民主制と、憲法によって権限を制限

した君主を立てる立憲君主制型民主制とがある。

日本国憲法は、国民主権を謳い、かつ天皇の権限を国事行為という儀礼にのみ制限している。よ

って日本は立憲君主制型民主制であり、同類に英国や北欧諸王国やオランダ、ベルギーがある。も

っとも、民主制と君主制が対立概念であると考える人々は、日本が立憲君主国であることを認めな

いかもしれぬ。「日本国憲法は国民主権を謳っているのだから、天皇は国民統合の象徴であっても

君主であるはずはない」と。

さて、「共和制であっても民主的とはかぎらない」ことについて、歴史上に実例は多い。たとえば 17

世紀英国ピューリタン革命時代のクロムウェル独裁の共和制、18 世紀フランス革命期の第一共和

制の恐怖政治、20 世紀ヒトラーが総統時代のドイツ、また、中華人民共和国、朝鮮民主主義人民

共和国も共和制だが民主的ではない。このように実例をみてくるとわかるように、共和制は独裁政
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治に傾きやすい。なぜか。少なくとも三つ理由がある。

共和制が独裁・全体主義に傾きやすい第一の理由は、歴史的に見ると共和制の社会構造のせい

である。中世の封建制社会にあっては、君主の下に領主階級という中間層がいた。民は領主たちの

領民であったから、王とは直結していなかった。ところが、革命によって、君主と領主階級が倒される

と、人民は中央政府に直結される構造になった。つまり、王政にあっては＜王―諸領主―領民＞とい

う多元的社会構造だったのが、共和政になると＜中央政府―国民＞という中央政府と国民が直結

する一元的構造になったのである。以前は「領民」意識だった民たちは、共和政がしかれると「国

民」の自覚を持つようになり、「愛国心」を持つようになった。自分たちが選んだ大統領が強力かつ

巧みに誘導すれば、「国民」はその方向へと走り出しやすい。つまり全体主義化しやすい。

共和制が非民主的になり独裁政治に傾きやすい第二の理由は、共和制は大統領に権限が集中

する傾向が強い制度であるからである。立憲君主制の場合は、国民統合のシンボルという機能は

君主が担当し、実務的権限は首相が担当するという分担が行なわれるが、共和制の場合は、大統

領ひとりに「国民統合の象徴」と「実務権限」の両者が集中させる場合がある。もっともドイツでは、

大統領制には、こうした権力の集中という危険があることに鑑みて、大統領と首相の両方を立てて

象徴と実務の分担をさせる手法を取ったり、米国では象徴･実務を兼務する大統領であっても議会

と裁判所による牽制を行なっている。かつてナチスの時代のドイツでは、首相であったヒトラーは、ヒ

ンデンブルク大統領が死ぬと首相と大統領を統合して自ら総統となって独裁政治を行なった。

共和制が非民主・独裁に傾きがちな第三の理由は、伝統という価値の体現者としての王を排し

て、「今みんなで多数決で選んだ」という合理的価値を最大限に評価して大統領を立てるので、ダ

イナミックではあっても、急進的で安定感に欠くということである。そこにはフランス革命のような熱

狂が伴うことが多い。伝統的価値というのは何百年という民族的・国家的な経験を経ているが、合

理的価値というのはえてして短絡的で視野が狭い。

このように共和制型民主制という仕組みは、独裁政治に陥りやすい。だから大統領や主席といった

職務に権限が集中しないように安全装置を施しておく必要がある。現代ドイツでは首相が政治的

実権を持ち、大統領は国民統合の象徴的存在である。フランスや米国では大統領は政治的実権を

持つが、議会がそれを牽制する仕組みを持っている。また、行政権は立法権と司法権から切り離さ

れて三権分立とされている。また、独裁者は軍を掌握することによって、その力を得るので、ここにも

牽制する装置が必要である。

歴史を振り返れば、国家体制についていろいろな工夫がなされてきたが、いずれにしても罪ある

人間の建てる制度であるから完全なものはない。抽象的に考えるよりも具体的歴史に学び、政治の

仕組みの長短を見極めて、それぞれの国情や歴史にふさわしいタイプを選んでこれを運営すること

が大事だというのが結論となるのだろう。日本の場合、現状は立憲君主型民主制である。これには

どのような性質が伴っているであろうか。

４．国家体制の類型の整理
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民主的と専制的という修飾語と、立憲、君主制、共和制という３つの政体のスタイルの組み合わせ

を考えると政体の問題が整理できそうである。

まず歴史の現実から考えて、筆者は民主制と君主制を対立概念とは考えない。字面だけみればい

かにも対立概念なのだが、歴史の事実から考えて、両者を対立概念と見るべきではない。むしろ君

主制と対立する概念は、大統領や主席を元首として立てる共和制である。

では、民主ということをどう考えるか。むしろ「民主的」という形容句としてとらえるのが現実に則し

ている。民意が政治に反映しやすい機構を備えた体制は民主的である。中華人民共和国、朝鮮民

主主義人民共和国があるように共和制が必ずしも民主的とはかぎらないし、現代の英国や北欧諸

国のように君主制を採用しているからといって、必ずしも非民主的とはかぎらない。これが歴史の現

実である。

民主的体制を維持するための重要な装置は、まともな憲法である。まともな憲法とはなにか？フラ

ンス人権宣言(1789 年）が教える。16 条「権利の保障が確保されず、権力の分立が規定されな

いすべての社会は、憲法をもつものではない。 」つまり、まともな憲法とは三権分立と人権尊重の

二大原理を持つ憲法である。基本的人権の中に国民の参政権が含まれており、参政権をもって国

民主権を表現する。憲法は、基本的人権として、精神の自由（思想・良心の自由、信教の自由、学問

の自由、集会・結社・表現の自由）・身体の自由（奴隷的拘束・苦役の禁止、不当逮捕の禁止、抑

留･拘禁の禁止など）を表現していることによって、国家権力が自分に不都合な国民の政治参加で

あっても、これを弾圧することがないようにする。それゆえ、人権尊重なしの国民主権はありえず、両

者はワンセットである。

だが歴史の現実を見れば、必ずしもその憲法が、権力を制限する鎖の役割を果たしていない場合

がある。それは、一応近代国家としての格好をつけるために憲法はつくったのだけれど、その憲法が

国民主権と人権尊重を軽んじている場合である。国民主権と人権尊重を制限して、国権を野放し

にする憲法であれば、ほんらい憲法の名に値しないのであるが、インチキ憲法というものが現実に

はあるから取り上げざるを得ない。こういうインチキ憲法であれば、共和制であろうと君主制であろ

うと合法的に専制政治（全体主義政治）が行なわれることになる。戦前の日本は専制的でありなが

ら立憲君主制だったので、外見立憲君主制と呼ばれる。わかりやすく言えばインチキ立憲君主制で

ある。明治憲法の手本であるプロイセンのビスマルク憲法による立憲君主制が、インチキ立憲君主

制だったのである。

また、「民主主義人民共和国」と看板をかかげ、人民主権を題目として唱える憲法をもっていても

（第 4条）、朝鮮民主主義共和国のように現実には専制政治が行なわれている場合もある。私はこ

れをインチキ立憲共和制と呼びたい。というわけで、歴史の中に現実にあった体制を考えてみると、

次の五つになる。

ａ．専制君主制・・・・・・ 17 世紀ヨーロッパ列強諸国

ｂ．名目立憲君主制（内実専制君主制）・・・ビスマルク時代のプロイセン、明治憲法下の日本。自

民改憲案。
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ｃ．名目立憲共和制（内実専制共和制）・・・ナチスドイツ、中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共

和国など。

ｄ．立憲君主制・・・現代イングランド、ベルギー、北欧諸国など。日本国憲法。

ｅ．立憲共和制・・・アメリカ、現代のドイツ連邦共和国など。

実際に民主的、つまり、民意が政治に反映される体制は、立憲君主制と立憲共和制である。立憲

共和制のばあい、大統領に象徴機能と実務機能を兼務させる米国やフランス第五共和政のような

タイプと、大統領に象徴機能を持たせ、実務機能は首相に持たせる現代ドイツ型がある。また大統

領が実務･象徴を兼務していても、米国には首相はいないが、第五共和政フランスには首相がいる

という違いがある。いずれにせよ、君主制であれ共和制であれ、その制度が実際に民主的に機能す

るための条件は、憲法において人権尊重と三権分立の二大原理だと思われる。

日本の現状の体制についてはどう考えるか？国際的には日本は立憲君主制国とされている。立

法・行政・司法の三権いずれも持っていない天皇は君主ではないという主張もあるが、そうすると天

皇とは何なのかという難問が生じる。

自民党改憲案（2012 年 4月 27 日）は、国民主権はことばでは言っているけれど（前文、１、１５

条）、基本的人権に「公益と公の秩序」（＝国の考え方・都合）で制限を加えようとするものであるの

で（１１、１３、２１、２９条）、立憲君主制からインチキ立憲君主制に近づけることを意図しているもの

と見なせよう。

５．共和制と君主制の仕組みと長短

（１）仕組み

実際に、民主的に国家が運営されうる現実の政治体制とは、本物の立憲君主制と、本物の立憲共

和制のふたつである。前者では伝統的権威を帯びた君主が国民統合のシンボルとなり、後者は選

挙など民主的手続きによる権威を帯びた大統領が国民統合のシンボルとなる。前者の例は、英国

や北欧諸国、ベルギー、オランダ、昭和憲法下の日本などであり、後者の例は現代フランス、現代ド

イツ、米国などがある。

立憲君主制の場合、君主は政治的実権を持たないように制限がかけられる。君主は世襲による連

続性が保証されているから、政治的実権をもてば専制政治に陥る危険性が大きい。政治的実権は、

民主的手続きをもって選ばれた国民の代表によって立法・行政・司法の三権が握る。君主がどの程

度これに関与するかは、国によって異なっている。

立憲共和制の場合、大統領は政治的実権と国民統合のシンボルの両方を兼ねる米国・現代フラ

ンスのような場合と、現代ドイツのように大統領は国民統合のシンボルを担当し政治的実権は内閣

に分担するという場合がある。前者のばあい、権力が大統領に集中するので、独裁を防止するため

に大統領を牽制するための装置がとくに大事である。
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（２）共和制と君主制のメリットとディメリット

①政治に関して

君主制のメリットの一つは伝統によるその安定感である。反面ディメリットは時代の変化に応じた

自己改革の遅いことである。また、ときおり君主制は国粋主義勢力に利用されて専制政治のシンボ

ルに引き戻される危険がある。

他方、共和制は時代の変化に応じた改革の速さがメリットであるが、急進的で継続性がないので

安定感を欠く点がディメリットである。また、民衆煽動術に長けた人物が直接選挙で大統領になる

と、大衆の人気を背景に自らに権限を集中させて全体主義＝独裁政治に走る危険がある。

②文化に関して

君主制は伝統的文化のよりどころとなる。君主が文化勲章を授与するとありがたみがあるのは、そ

の伝統的権威ゆえである。実際のところ、高尚な文化というのは学問にせよ芸術にせよ、お金と暇と

身分ある人々の趣味として継承されてきた。高尚な学問と芸術には、お金と暇だけでなく、多大な努

力が必要であるが、その多大な努力を支えるのは伝統に根ざすプライドであろう。

他方、共和制は身分制度を廃しているので、身分的不平等は原則として撤廃されている点がメリ

ットである。米国で奴隷制度・黒人差別はあったのは矛盾だが。反面、高尚な伝統文化のよりどころ

がない。その文化は伝統派から見ると、バラエティ番組だらけといった下卑た大衆文化になってしま

う。

③王室の人権に関して

君主制では王族は基本的人権が相当制約される。思想信条の自由、表現の自由、職業選択の自

由といった自由権のみならず、平等権・社会権・請求権・参政権も制限されている。英国の王室は結

構好き勝手やっているようであるが、日本の皇室はなかなか息苦しそうで、格別、見初められて人生

の途中から皇室に入れられてしまったお嫁さんたちは実に気の毒でならない。

キリスト者としての筆者の思いからすると、明治以降の皇室は国家神道限定といされていることが

かわいそうでならない。飛鳥時代以来1100年以上は皇室はむしろ仏教との縁が深かったのだが、

明治以降、天皇は国策のために国家神道の現人神に祭り上げられ、戦後、国家神道は一応廃され

たものの、皇室はあたかも大昔から神道限定であったかのような扱いを受けている。信仰は自由に

させてあげるべきである。彼らも、神のかたちに造られた人間なのだ。

④王室の継続性・安定性の問題

ヨーロッパの諸王国の王室は親戚・姻戚関係にあるので、断絶しそうになると、人のやり取りをして

なんとか維持してきた。日本の皇室の場合、むかしは一夫一婦制ではなかったので維持されてきた

が、現代では一夫一婦制が確立している以上、いずれ維持していくことが困難なときがやってくるで

あろう。ヨーロッパの王室のように他国の王室と姻戚関係をつくっていくということもあるだろうか。

たとえばアジアではブータン、カンボジア、マレーシア、タイは王制である。オセアニアにはトンガ王国
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もある。

前例がないわけではない。明仁天皇が指摘しているように、『続日本紀』延暦8年12月28日条

には桓武天皇の生母が百済の武寧王の子孫であると記されている。アジア・ヨーロッパ・アフリカの

王室・皇室との人々のこういう往来が起これば、明治政府が捏造した国家神道の根拠のない純血

主義に基づく国粋主義が打破されて、風通しがよくなるだろう。だが、もし将来そういう事態になった

ら、日本人は「鎖国根性」で、もう大統領制に移行しようというのかもしれない。

日本人の閉鎖性を「島国根性」という呼び名はまちがいだと考えている。江戸幕府による鎖国以

前は、古代から大陸とこの列島の住民と文化はけっこう活発に往来していた。東シナ海程度の海は、

往来の妨げというよりも、陸路よりもかえって大量の文物の往来を可能にしたのである。したがって、

日本人の閉鎖性は島国根性と呼ぶよりも鎖国根性と呼ぶべきだと思う。

6.皇室の伝統とは

自民党の国会議員西田昌司氏の「主権は国民にはない。日本が長年培った伝統と歴史に主権が

ある。」という発言が物議を醸したことがある。氏は西部邁と親交があり、保守主義の父エドマンド・

バークの信奉者であるそうで、その観点から日本国憲法を批判して、その改正を訴えている。しかし、

バークの『フランス革命の省察』を読んで、彼の保守主義を日本の長い歴史に適用して筆者なりに

考えてみると、西田氏の属する自民改憲草案は「日本が長年培った伝統と歴史」にかなったものと

は思えない。ここに少し試しに書いてみる。

（１）エドマンド・バークの保守主義

バーク（Edmund Burke、1729-1797）は『フランス革命の省察』において、伝統的慣習を単純

なデカルト的な合理主義によって否定・破壊したフランス革命を非難する。その結果、社会は無規範

状態に陥って混乱をきわめ、国民会議はでたらめな政治をしている。バークが予見したところでは、

フランス革命はさらに混乱をきわめ、多くの人々を苦しめ最後は軍人支配になってしまうということだ

った。事実、フランス革命は最後はナポレオンによる帝政となってしまい、ヨーロッパ全土に侵略をす

ることになる。

バークは一方で、英国に起こった名誉革命（1688−89）を擁護する。名誉革命とは、共和制の後、

王政復古で立てられた王ジェームズ2世が王位から追放され、ジェームズ2世の娘メアリー2世と

その夫でオランダ総督ウィリアム 3 世（ウィレム 3 世）が英国王に即位したクーデター事件である。

これにより「権利の章典」が発布された。

なぜバークはこれを評価するのか。それは、英国には 1215 年のマグナ・カルタ以来、国王の権限

を領主・臣民が制限するという 600 年の伝統があり、国王がこの伝統を破ったことに対して起こさ

れたのが名誉革命であるからである。名誉革命はその 600 年の伝統に基づく本来の王の立場に

立ち返らせるための革命であった。

政治には複雑な要素が絡み合っているから、一部分を見て急激な変化を加えてしまうと、他のとこ
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ろに不具合が生じてかえって多くの人々を苦しめることになる。国家と民族の長年の歴史に培われ

た伝統にかんがみながら、徐々に修正を加えていくべきだというのが、バークの保守的政治思想で

ある。

ここからは筆者の感想を述べておく。革命理論を振りかざす人々はルソー主義にせよマルクス主義

にせよ、歴史や伝統に基づく秩序をくつがえして、ゼロからすべてを構築しなおすことをよしとする。

そして、じょじょに修正していくという立場を生温い「修正主義」として軽蔑する。J.J.ルソーの革命思

想の淵源にはデカルトの合理主義がある。デカルトは『方法序説』で「犯罪や闘争のもたらす不都

合に迫られて、やむをえずおいおいに法律を作ってきた民族は、寄り集まった最初から思慮の深い

立法者の憲法を守り通した民族ほど立派に開けて行けぬだろう。」と言っている。

だが、フランス革命、ロシア革命、毛沢東革命、ポルポト革命などの急進的革命には、ことごとくお

びただしい自国民の流血があった。こうした事実を見るならば、人権・平等・民主といった価値を非

難するバークの保守の思想には違和感を覚えつつも、彼のフランス革命批判には耳を傾ける必要

があると感じる。急進的革命には独裁と大量粛清と思想統制が必然的にともなって来たことを見る

と、私たちは「殺してはならない」という第六戒にそむく点で肯定することはできない。また、急進的

革命の全体主義は、国家崇拝ないし個人崇拝という偶像崇拝に傾斜している点では、「あなたには

わたしのほかにほかの神々があってはならない」という第一戒に抵触している。彼らが軽蔑する漸進

的な修正主義こそ聖書的な社会改良のありかたであると思う。

（２）改憲派の憧れる皇室の伝統とは

2012 年 4月 27 日に出された自民の改憲草案を読むと、改憲派が憧れているのは大日本帝国

憲法にあることが一見してわかる。前文には次のようにある。「日本国は、長い歴史と固有の文化を

持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権

分立に基づいて統治される。」「天皇を戴く」という表現は、どうやら天皇は国民主権の上に位置づ

けられていることを意味するようである。というのは、天皇は憲法擁護義務からはずされているから

である。日本国憲法では、「第 99 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。」とあるのを、自民改憲案は「第102条 全て国民

は、この憲法を尊重しなければならない。２ 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この

憲法を擁護する義務を負う。」と変更している。

自民改憲案では、文言上「国民主権」という表現が出てくるけれども、国民の基本的人権は「公益

及び公の秩序」によって制限されるべきだとされていて、骨抜きにされている。基本的人権尊重と国

民主権はワンセットなので、結局、国民主権も内実がなくなっている。

「第 12 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り、保持されなけ

ればならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自

覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。」「第 13 条 全て国民は、人として尊重される。

生命、自由及び幸福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
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その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。」

表現の自由も制限される。

「第 21 条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。

２ 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそ

れを目的として結社をすることは、認められない。」

財産権も制限される。

「第 29 条 財産権は、保障する。

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に資するように配慮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。」

明治維新後の現人神天皇を主権者とする国家神道体制は、大日本帝国憲法・教育勅語そして軍

人勅諭を柱としていた。これが西田昌司氏たち改憲派の「日本が長年培った伝統と歴史」である。

だが、国家神道体制というのは、王政復古の大号令が1868年、大日本帝国憲法発布が1889年、

先の敗戦が1945年であるから、最長に見積もって 77年間、憲法制定からは 56年間のことにす

ぎない。人の一生の長さにも満たない、したがって歴史の試練を経ていない現人神天皇・国家神道

体制が「長い歴史に培われた皇室の伝統」ということには、どうみても無理がある。実際、そういうに

わかづくりの現人神天皇を中心とする国家神道体制であったから、数十年で瓦解してしまったので

ある。

（３）ほんとうの皇室の伝統

①明治より前

飛鳥・奈良時代から平安時代末まで、天皇は古代世界でしばしば見られる「大王（おおきみ）」と

呼ばれる祭司王のひとりであり祭祀権と統治権を持っていた。天皇家の宗教についていえば、飛鳥

時代から聖徳太子や聖武天皇に代表されるように大陸から輸入された仏教がその中心だったが、

仏教絶対というものでもなく、江戸時代末まで長年にわたって神仏習合的なものとなっていった。

統治権についていえば、平安時代８世紀末には、すでに、その実権は藤原氏に移って行き、天皇は

象徴的立場になっている。さらに鎌倉時代には、統治権は貴族から武士に決定的に移った。鎌倉時

代から江戸時代末までおよそ700年間にわたって幕府が統治権を握り、古代の王家であった天皇

は祭司とともに律令文化の伝統の体現者として機能してきた。祭祀権というのは、宗教的なものば

かりではなく、律令制の伝統的価値に基づく名誉・肩書きを与える権威を意味している。たとえば、

信長は右大臣、秀吉は関白太政大臣、家康以下徳川家の棟梁は征夷大将軍という律令制度にお

けるタイトルを天皇から授与されて、自らに箔をつけている。どの時代にあっても、権力者というもの

は、富と権力だけでは統治に安定が得られないので、伝統的権威によって箔をつけようとするもの

なのである。

簡単すぎるけれど、こうして振り返れば、天皇が平安期に実質的に統治権を離れ、祭祀権・律令制

の伝統的価値の体現者という象徴的立場になってから江戸時代の終わりまで、実に 1000年以上
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の伝統がある。

宗教に関して言えば、天皇家の宗教は飛鳥時代以来、神仏習合的仏教である。上野の寛永寺も

17 世紀以来住職は皇族が務めていた。統治権を離れ奈良･平安の律令文化と伝統の体現者とい

う象徴的立場こそ基本的な皇室の伝統である。

②明治維新〜敗戦

明治維新で「王政復古」し、皇室典範と大日本帝国憲法発布 1889 年から敗戦 1945 年まで、

天皇は現人神とされ、祭祀大権・政治大権・軍事大権を持った。その住まいも、塀の向こうに住む

「天子さま」ではいけないということで、絶対専制君主らしく装うために巨大な江戸城に移された。

天皇の本来の礼装は束帯姿であるのに、プロイセンやロシアの皇帝をまねて、大元帥としての軍服

姿を着せられ、白馬に跨らせられた。欧米列強に伍するために強力な中央集権国家を作り上げる

ためである。

また宗教に関しては、キリスト教に対抗し、キリスト教のまねをしてにわか作りされた唯一神教型の

異形の国家神道が天皇家の宗教であることになった。

伊藤博文は、大日本帝国憲法原案で明治 21年 6月 18 日、次のように述べている。

「抑歐洲ニ於テハ憲法政治ノ萌芽セル事千餘年、獨リ人民ノ此制度ニ習熟セルノミナラス、又タ宗

教ナル者アリテ之ガ機軸ヲ爲シ、深ク人心ニ滲潤シテ人心之ニ歸一セリ。然ルニ我國ニ在テハ宗

教ナル者其力微弱ニシテ、（中略）我國ニ在テ機軸トスヘキハ獨リ皇室ニアルノミ。」

（そもそも欧州においては憲法政治のが芽生えてから千年余り、ただ人民がこの制度に習熟してい

るだけでなく、またキリスト教というものがあってその機軸をなしており、深く国民の心にしみこんでい

て一致させている。ところが、わが国においては宗教の力がたいへん弱弱しくて、（中略）わが国に

おいて機軸とすべきはただ皇室があるだけだ。）

国家神道は、欧米列強におけるキリスト教の代用として伊藤博文らが考案した国民の精神的機軸

としての国家宗教であった。特に平田篤胤の復古神道の影響が強い。平田篤胤の構想した神道は

キリスト教の影響を受けて一神教的で排他的であった。

天皇家にかぎらず、我が国では飛鳥時代以来、神仏習合が普通だったが、明治になり国家神道

体制の下、神仏分離が図られ、廃仏毀釈運動による破壊が全国の寺院を荒廃させた。国家神道体

制の下、大日本帝国憲法（1889、M23)・教育勅語（1890、M24)・軍人勅諭（1882、M15）を

もって列島住民は急速に愛国心に染め上げられ、富国強兵政策の駒とされていく。日清戦争後、日

本は戦争に次ぐ戦争をして、最終的には先の昭和十五年戦争で一敗地にまみれ、天皇を三大権を

もつ現人神とする国家神道体制は瓦解した。明治ににわかつくりされた国家神道体制における現

人神天皇のあり方は、本来の伝統とは似てもも似つかないものであり、その存続期間は55年〜80

年足らずである。これはエドマンド・バークのいう伝統にはあたらず、むしろ彼が批判の的にする極

端な革命思想にあたる。伝統を踏まえない革命思想によっては、安定的な体制をつくることはでき

ず早晩崩壊するというバークの保守思想の主張は、明治以降の日本の歴史においても実証された

のである。
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なぜ日本の天皇制が1000年以上も存続できたのかといえば、天皇が統治権や軍事権から離れ、

単に名誉を付与する伝統の象徴だったからにほかならない。明治維新で天皇に統治権や軍事権を

戻した結果、先の敗戦で皇統は断絶の危機に瀕したのである。今、考えの浅い右寄りの人々は明治

の天皇国家体制に憧れて、あの時代に戻したいと言っているわけだが、彼らは皇統を絶やしたくて、

ああいうことを言っているのだろうか。もしそうでなければ、もう少し頭を冷やして考え直したほうがよ

いだろう。

③日本国憲法下で

1945 年日本国憲法が発布されて、天皇は政治大権・軍事大権を手放し、象徴天皇という伝統に

相応しい本来の姿に戻り、国事行為のみを担当することになった。祭祀権については、非宗教的な

栄転の授与などは担当するが、神道的な皇室祭祀は、政教分離原則にのっとって私事とされた。

（４）日本国憲法における天皇の位置づけをバークの保守主義的観点から評価する

明治維新政府は、平安時代から江戸時代までの統治権を離れた奈良･平安の律令文化と伝統の

体現者という象徴天皇の伝統に背いて、軍事・政治・祭祀の大権を手中にした専制君主・現人神･

大元帥としての天皇を立てた。これが国家神道体制である。これはバークの批判する伝統を踏まえ

ていない不安定な革命的体制である。そして、国は戦争に次ぐ戦争へと暴走して行った。

現人神天皇のありかたは、欧米列強に対抗するために無理やり作られた国家神道によるものであ

って、千年にわたる象徴天皇の伝統から逸脱したものであったから、無理があった。近代日本が暴

走して軍国化し数十年で破綻してしまったのは、エドマンド・バークの思想からいえば歴史の必然で

ある。

むしろ今日の国民の統合を象徴し、国事のみを執り行い、栄典を授与するという伝統文化の体現

者としての天皇のほうが、よほど天皇の千年の歴史と伝統にかなっていて、安定感がある。国柄に

かなった象徴天皇というありかたの安定性は、千年の歴史が証明している。

日本国憲法が政教分離原則（20 条）を強く打ち出している点はどうだろうか。政教分離など西洋

的なものであって、そんなもので日本の国家神道体制を縛ることがおかしいというふうに自民の改

憲派は考えるのであろう。2012 年 4月 27 日の自民改憲案は、20 条に第３項を加えて政教分離

原則を緩めている。これは国家神道体制のキーポイントである靖国神社国家護持に道を開くことを

目指していると思われる。

自民改憲案 20条 3項

「国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をして

はならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでな

い。」

しかし、よく考えれば、この政教分離原則が明確に打ち出されていることは、歴史的に見てまことに

賢明なことであり、西洋の歴史的過ちの轍を二度と踏まないために必要なことなのである。そもそも

政教分離原則はどこから来たのか。ヨーロッパにはキリスト教会が誕生して以来、千数百年にわた
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る教会と国家のせめぎあいがあった。特に16世紀に宗教改革があった時代、そして17世紀ヨーロ

ッパのあちこちに絶対王政が成立し始めて、国と国とに絶えず緊張関係があった。しかも、当時はど

の国も国家宗教のかたちをとっていたために、国と国の争いが即カトリックとプロテスタントの戦い、

宗教戦争となってしまった。真理の探究のために神学論争がなされることは意義があることだが、そ

れは祈りのうちにあくまでも言論においてなされるべきことであって、決して暴力に訴えるべきでは

ない。ところが、教会が国家と密接に結びついていると、教義の違いが武力と武力の衝突ということ

になってしまう。国家の本質は剣の権能にあるからである。その結果、シュマルカンデン戦争、ユグノ

ー戦争、八十年戦争、三十年戦争で多くの血が流されてしまった。そこで、三十年戦争の終わりにヨ

ーロッパ諸国はウェストファリア条約（1648 年）を結び政教分離原則を打ち立てた。

国家神道は、明治時代初期に急造された国家宗教である。伊藤博文は、列強諸国の精神的機軸

はキリスト教にあると見て、列強と対峙するために一時期は日本の国教もキリスト教にすべきではな

いかと考えたが、結局、皇室を機軸とみなす国家神道をつくった。そこには平田神道の影響が大き

い。平田篤胤は相当にキリスト教の影響を受けつつ、彼の神道の体系化を試みたので唯一神教的

性格をもっている。伊藤の国家神道は、絶対王政の時代のヨーロッパの国家宗教を模したものであ

った。その結果、廃仏毀釈運動が起こった。ちょうどかつてヨーロッパにおいて宗教戦争が起ったの

と同じように、国家神道は祭政一致原則をもっていわば宗教戦争を惹き起こし、全国で仏教寺院を

弾圧し、後には諸派神道もキリスト教も弾圧していくことになる。さらに、擬似「神の国」の拡大をは

かって八紘一宇を理想とするアジアを侵略し、侵略先に神社をつくり現地人たちに神社参拝・天皇

遥拝を強制した。

このように国家神道の出自とふるまいを考えると、国家神道体制の悲惨に対する処方箋として、日

本国憲法が近世ヨーロッパが歴史の苦い経験から編み出した歴史的な知恵「政教分離原則」を

厳格に採用したことは、まことにふさわしいことだった。ウェストファリア条約の「政教分離原則」は絶

対王政時代の国家宗教に対処するための解毒剤であったから、それは遅れてやってきた日本の絶

対王政の国家宗教に対しても有効であった。

結論

自民改憲派は明治の国家神道体制を伝統と見なして、「日本を取り戻す」と主張している。だが、

これはバークの保守主義のまったく的外れな適用である。わずか数十年で瓦解した近代国家神道

体制の天皇は、千年におよぶ象徴天皇の伝統から逸脱した革命主義の異形の天皇像だからであ

る。だから自民改憲案では「日本を取り戻す」ことにはならず、日本を失うことになる。そして、再び多

くの民を苦しめ、他国にも迷惑をかけることになるだろう。

他方、むしろ日本国憲法における象徴天皇の位置づけは、1000 年余の歴史に培われた伝統的

な天皇像である。しかも、日本国憲法には、政教分離原則というヨーロッパ史の悲惨な宗教戦争の

経験から得た知恵を、異形の明治の国家神道体制に対する適切な解毒剤として加えられている。こ

のようなわけで、日本国憲法における象徴天皇の位置づけがむしろ長い歴史と伝統の知恵にかな

った本来のものである。
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聖書自体は、君主制、共和制のいずれが正しい政治形態であるとは教えない。教えることは、第一

にどのような政治形態であっても神のしもべであるからその権威を尊重すべきことと、第二にこの世

の権力はときに悪魔の手下となり軍国主義・全体主義化することがあるから警戒せよということで

ある。だから、天皇を象徴から再び主権者に変え、さらに、現人神とするような動きがもしあるとする

ならば警戒すべきである。また、国民の人権を制限する動きにも警戒すべきである。というのは、人

権を制限しようとするのは国権の拡張つまり全体主義化を意味しているからである。

だが、もう一方で天皇制を打倒し共和制にしさえすれば、理想社会が来るかのような危うい夢を

抱くことも避けるべきである。伝統的権威を欠いた共和制には、不安定・無規範化の危険という弱

点があり、独裁制・全体主義に傾き、革命の大義の名の下に大量粛清を行なうことは、フランス革命、

ロシア革命、毛沢東革命、ポルポト革命という歴史が証明している。

しかし、実際の話、将来、皇統が絶えて、共和制に移行せざるをえない日が来る可能性は高い。一

夫一婦制が確立している今日、女性の天皇を認めないという状況を見ていると、皇統は遠からず途

絶える可能性が相当にある。そうしたとき、われわれは頭を冷やして権力が独裁化して犠牲者を出

さぬように工夫しつつ、注意深く共和制に移行する備えをしておくことが必要だろう。

一夫一婦制を守りつつ、天皇制を存続させるには、ヨーロッパの王室がしてきたことを参考にする

ことである。ヨーロッパでは諸国の王族が結婚したり、王として迎えることによって、王統が絶えるこ

とがないようにしてきた。英国では名誉革命の際、オランダからオレンジ公ウィリアム夫妻を迎えて王

とした。一夫一婦制を前提として日本で天皇制を維持することを望むならば、外国の王族との交流

をするのが理にかなっている。「脱亜入欧」でなく、ブータン王国からお姫様を迎えるとか、トンガ王

国から王子様を迎えるとかすれば、くだらない排外主義は消え失せ、我が国民は心広くなるだろう。

前例はある。2001 年 12 月 18 日、記者会見において、明仁天皇が翌年のワールドカップ日韓共

催に関して、「私自身としては、桓武天皇の生母が百済の武寧王の子孫であると、『続日本紀』に

記されていることに、韓国とのゆかりを感じています。」と発言されたたとおりである。

天皇制に関するもう一つの課題は、天皇の基本的人権の問題である。明治の思想家木下尚江は

「皇門を解放せよ。帝王と其家族とを救ひ出せ。而して彼等に平民の自由を与えよ。」と言った。明

治維新から敗戦までの国家神道体制における天皇制と異なり、象徴天皇制が長年の伝統につな

がる装置ではあるとは言いながら、皇族が基本的人権を厳しく制限されている現実がある。戦後の

日本は「基本的人権の尊重」を基本的価値観としていることを思うならば、その象徴たる存在が基

本的人権を制限されているのは矛盾である。皇族に基本的人権を保障してこそ、真に象徴たりえる

のではないか。


