隆一

ら否定する全面的な改憲案となっている（こ

調がきわめて露骨で現行憲法の原理を根本か

東京慈恵会医科大学 小沢

２０１２年総選挙・安倍政権成立と憲法運動の課題

はじめに

れについては、清水雅彦「自民党『日本国憲
周知のように、この間、自民党は、２０１２

同党は、同年７月４日に、
「立法改憲」方策

２０１２年６月を参照のこと）
。その一方で、

法改正草案』の内容と問題点」本誌４１１号

議院総選挙において、前回２００９年の総選

年４月 日に、２００５年 月の「新憲法草

した。

挙では１１９議席の第二党に転落して下野し

２０１２年 月 日に投開票が行われた衆
16

会で、安倍晋三自民党総裁が内閣総理大臣に

席となった。これを受けて、 月 日には国

衆議院議員定数の３分の２を超える３２５議

に後退させた議席を とし、両党合わせて

補者調整をして選挙協力した公明党は、前回

倒的勝利をおさめた。自民党と小選挙区で候

た自民党は、２９４議席を獲得するという圧

は、野党としての「気軽さ」と、支持勢力の

学 習 の 友 社・ ２ ０ １ ２ 年 ８ 月 ）
。その内容

めぐる新たな情勢と憲法を生かすたたかい』

者教育協会『憲法問題学習資料集４ 改憲を

れているので、参照のこと。憲法会議・労働

草案」を発表した（その全文は以下に掲載さ

案」を全面的に再検討して「日本国憲法改正

を掲げるかたちで盛り込まれている。

の実行プランや「国家安全保障基本法の制定」

を示す新しい憲法をつくります」とする改憲

本人の手で、
『日本の誇り、日本人らしさ』

た。これらは、今回の総選挙の公約でも、
「日

安全保障基本法案」の概要を総務会で決定し

自衛権の全面的な行使にまで踏み込む「国家

とでもいうべき、国連憲章が規定する集団的

２００７年に安倍氏が、当時衆参で多数を

縮小とそのなかでの反動右翼層の比重の増大

11

指名され（衆議院では３２８票を獲得）
、二

27

による「内向き志向」とが影響してか、復古

26

31

4

月刊憲法運動 2013 年２月号（No.418）

12

度目の自民・公明連立による安倍政権が発足

12

21

とっていた自民・公明の与党に憲法改正国民
茂、石原伸晃、林芳正の各氏や、麻生太郎、

なり、２０１２年の党総裁選挙を争った石破

票（得票率

２ ％）
、２００９年の民主党の２９８４万

・４％）とは、雲泥の差があ

投票法の制定を急がせてこれを成立させ、み

い戻ってきた。しかも、気の合う者だけを集

その彼が、再び改憲の公約を掲げて政権に舞

ことは、なお人々の記憶に鮮明に残っている。

受けて、また本人の体調不良もあり退陣した

び、その後７月の参議院通常選挙での敗北を

ずからの政権のうちに改憲を実現すると叫

テーマについて一緒に考えてみたい。

課題として意識していることであろう。この

とは、本誌の読者のみなさんは誰しも自らの

法改悪反対の運動にどう取り組むか。このこ

スタートさせた今、この新しい情勢の下で憲

閣と党の要職に配した「挙党態勢」で政権を

谷垣禎一という首相ないし総裁の経験者を内

思いますか。それとも、有権者が民主党政権

民党の政策を支持したことが大きな理由だと

「自民党が議席を伸ばしたのは、有権者が自

選挙後に行われた朝日新聞の世論調査で、

る（２７３０万から２５６３万へ）
。

２００９年に比べて約１６６万も減らしてい

る。自民党は、小選挙区での得票も、前回

が ％という回答結果であった（２０１２年

支持した」が７％、
「民主党政権に失望した」

か」という質問に対して、
「自民党の政策を

に失望したことが大きな理由だと思います

めた「お友達内閣」と揶揄された前回とは異

１．総選挙の結果をリアルにつかむ
上げる「勢い」は格段に弱いものである。

今回の総選挙で、自民党は議席数の上で

２００９年総選挙での約１８８１万票からさ

約 １ ６ ６ ２ 万 票 は、 大 敗 北 を 喫 し た 前 回

的支持が広がっていない一つの証拠といえよ

つくのは、国民の中に自民党の政策への積極

を感じる質問ではあるが、これだけの大差が

（１）
「退潮」のなかで「大勝」した自民党

日朝日新聞朝刊）
。聞き方にバイアス

は大勝した。自民・公明の獲得議席の合計

らに２１９万票も減らし、１９９６年以来６

う。

月

は、参議院での異なる議決を排して衆議院単

回行われた現行制度の下での総選挙のなかで

が支持されて、党勢を回復して勝ったわけで

今回の総選挙で、自民党は、その政治方針

独で法律を制定できる「再議決」要件であ

・７％から ・６％へと約１％上昇させた
にすぎない。自民党が得た１６６２万票は、

２００５年８月の小泉首相による「郵政解散」
を受けての総選挙や、２００９年９月に民主

有権者比では約

しくも「大勝」したというのが、リアルな実

は決してない。むしろ、
「退潮」の傾向は続

党政権を誕生させた総選挙と獲得議席の上で

である第一党を、国民の６分の１しか支持し

態なのである。

いており、それに歯止めがかからない中で奇

は同程度に圧勝と言える結果ではあるが、そ

なかったのである。これは、２００５年の総

％にとどまる。政権与党

の政治的内実を見ると、２００５年の自民党、

38

16

5

42

最低の数字である。得票率では、最低の前回

19

る「３分の２以上」を確保した。たしかに、

今回、自民党が比例代表選挙で獲得した

81

12
選挙での自民党の２５８９万票（得票率 ・

27

２００９年当時の民主党に比べて、党を押し

26

（２）小選挙区制の害悪─「４割で８割」─
を実証

民主が ・４％）であった。前回２００９年
の総選挙後の、連立与党（民社国）は、小選

ない。そうした「闘い」の場としての条件が

ががっぷり四つの闘いを繰り広げるとは限ら

小選挙区制は、
いついかなる時も
「二大政党」

挙区でかろうじて ％を上まわった。これに
対して今回はまさしく、かねてから言われて

崩れたとき、あるいはそれが揃っていないと

今回の自民党の「退潮の中での大勝」は、

割の得票で８割の議席」を取るという結果が

きには、
仮に実態は
「どんぐりの背比べ」
であっ

自民党が前回に比べて１６６万票も減らし

生まれる。こうしたことをまざまざと示した

いた「４割の得票で８割の議席」が現実のも

れたものである。従来から、小選挙区制に反

ながらも、逆に「大勝」できた背景には、戦

今回の小選挙区選挙は、
「小選挙区制によっ

すでに随所で指摘されているように、小選挙

対する運動サイドでは、その害悪をわかりや

後の総選挙のなかで史上最低となった投票率

て二大政党制を作り出し、国民が政権を選択

ても、
やすやすと一番背の高いどんぐりが「４

すく示すために、
「４割の得票で８割の議席」

（小選挙区で ・ ％ 比例代表で ・ ％）
、

のになったのである。

と語ってきたが、今回の結果は、それがまさ

とりわけ約 ％という前回のそれからの大幅

今回の自民党の２９４議席という圧勝に貢

な下落、国民の信託を裏切り政権運営で失敗

革」の構想がもはや破綻していることを示す

を国民にバラまいた１９９０年代の「政治改

る。現行制度下の過去６回の総選挙で、小選

に 月 日に─政党交付金の配分のためには

製乱立（例えば、日本未来の党は年を越さず

（ ・７％）であった。候補者調整によって

年の総選挙における民主党の２２１議席

ことはない。今までの最高は、前回２００９

な要因も存在する。ともかくも、これらの諸

で１ヶ月しかもたなかった）など、さまざま

と「生活党」への分党を決め、選挙をはさん

そこに「意味」がある─「国民の生活が第一」

うか。

区効果」を国民はどう受け止めているのだろ

このような「４割で８割」という「小選挙

のように、自民党の候補者は各小選挙区で一

「最近の衆議院選挙では、一つの政党が議席

ります。選挙のたびに議席の数が大きく変わ

を大きく伸ばしたり、失ったりする傾向があ
う数字と言えよう。

位を獲得していった。その集積が２３７とい

前述の選挙後の朝日新聞の世論調査での、

を置き始めたマスコミ

選挙協力をした政党を加えてみると、今回は

要因も手伝って、あたかも引き潮の際に少し

（３）小選挙区制への国民の疑問の声 距離

新しい姿といえよう。

を重ねて大量の離脱者を出した民主党の凋落

31

献したのは、何にもまして小選挙区３００の

59

と解体、いわゆる「第三極」を狙う政党の粗

するダイナミックな政治を」というイメージ

に実証された形になってしまった。

区での議席の「独り占め」によってもたらさ

50

32

うち２３７議席（ ％）を獲得したことであ

10 59

自民・公明で２４６議席（ ％）を占め、両

27

でも背の高い岩が先に水面から姿を現わすか

12

％と１・４％の

党の小選挙区での得票率は

新党日本は、合計で２２８議席（ ％）を獲
76

得し、４党の合計得票率は、 ・７％（うち
50

6

47

挙区で第一党がこれほどまでに議席を占めた

79

計 ・４％。前回の民主・社民・国民新党・

43 82

73

44

率（ ・ ％）にもあずかっている。今回、

日新聞の世論調査では、自民・公明が３２５

人たちが一番身にしみているようだ。先の朝

と約１０００万人である。その１０００万人

落した。現在の日本の有権者の

投票率は、前回（ ・ ％）から約

選挙区効果」の怖さは、
「大勝」した当の本

ことだと思いますか。
」という質問に対して、
もの議席を獲得したことについて、
「よかっ

が、かつて世間のひんしゅくを買った森喜朗

ることはよいことだと思いますか。よくない
「よいことだ」は ％、
「よくないことだ」は

た」という回答（ ％）よりも、
「よくなかっ

％という回答が返され、２倍以上の開きが

％も急

出た。小選挙区制がオセロゲームのような選

元首相の言葉を使えば、今回は「眠って」し

32

た」という回答（ ％）の方が上回ってもい

59

挙結果をもたらすことは、むしろそれが「政

27

％という

10

うな「政党乱立」状況の下でも現れてしまい、

が、
「二大政党」の対決状況でも、今回のよ

てきた。しかし、
そうした
「政権オセロゲーム」

トとして、この間喧伝され、また受容もされ

権選択」
・
「政権交代」を実現する上でのメリッ

つある。
「わずかの得票差が大きな獲得議席

から距離を置く指摘がちらほら散見されつ

を煽ってきたマスコミの中からも、現行制度

この間「政治改革」による小選挙区制導入

政権にとって
「一寸先は闇」
の選挙制度である。

る。
少なくとも現在の日本では、
小選挙区制は、

を感じている。

たのである。このことに、私は事態の深刻さ

１０００万人が「選挙から撤退」してしまっ

なかった有権者もいるだろうが、ともかくも

まった。もちろん中には「自覚的」に投票し

％前後を低迷して、それ以前の中

60

日のテレビ番組で、
「郵政選

そうした中、自民党の石破茂幹事長自身が、

て、抜本改革に踏み切る必要がある」
（読売

問題点を洗い出し、中選挙区制の復活も含め

なり、中選挙区制時代の水準にようやく回復

２００９年の「政権交代選挙」で ・ ％と

後、２００５年の「郵政選挙」で ・ ％、

月

２０１２年 月 日付）などの指摘がそれで

という議論はやっていかなければならない」
と述べ、与野党で見直しを検討すべきだとの

（４）投票率急落 「
—撤退した１０００万票」

してきたと思いきや、いきなり ％下落して

再び ％を下回り、史上最低の投票率となっ

てしまった。

先の朝日新聞の世論調査における「戦後

が「投票しても政治は変わらないから」を選

のゆくえ

％
自民党による「４割の得票で８割の議席獲

び、 ％が「投票したい政党や候補者がいな

最低の投票率」の原因を問う質問で、
得」という結果は、戦後最低という低い投票

考えを示した。その後、別の番組では「
（小
選挙区）制度自体やめてしまえという議論は
やや性急に過ぎる」として、前の発言の「軌

10

17

道修正」
を図ったようだが、
振れ幅の大きい
「小

60

29

選挙後の

挙、政権交代選挙、今回の選挙と、ものすご

選挙区制時代に比べて大幅に下落した。その

続けて

１９９６年、２０００年、２００３年の３回

総選挙の投票率は、小選挙区制導入以来、

結果として民意の動向とはかけ離れた議席構

差につながる。…選挙制度の見直し論議に
月

日付）
、
「現行の小選挙区比例代表並立制の

12
ある（２０１２年 月 日赤旗）
。

17

く民意が振れた。選挙制度はこれでいいのか

小選挙区制の
「宿痾」
にせまる疑惑の念である。

成と政権を誕生させてしまうことに、国民は

28

火がつくのは必至だ」
（日経２０１２年

69

いよいよ疑問を持ち始めたようだ。これは、

10

69 67
28 51

51

24

17

12

12

12

7

43 35

57

か。このことについて細かい分析をする用

１０００万人はどういう人たちなのだろう

そ れ で は、 今 回「 選 挙 か ら 撤 退 」 し た

明らかである。

の比例ブロックすべて

かったという有権者が大量に出たことだけは

前回２００９年に投票したが今回は投票しな

の
「印象批評」
の意味合いが含まれていようが、

かったから」を選んでいる。そこには回答者

る。ようするに、
今回「撤退」した人の多くは、

共産の順で多いのではないかということであ

今回は「撤退」した人の割合は、民主、社民、

は、前回の総選挙で投票したにもかかわらず

えられる。こうした数字からうかがえること

新の会へは、自民党票も一定数流れたとも考

それでも合計して１５６８万である。日本維

部分の
「受け皿」
となったことが推測されるが、

３４２万であり、前回の民主党票のかなりの

きは小選挙区制 」
—本誌３９６号２０１０年
月、同「選挙制度の抜本改革と私たちの課

数削減か？これとどうたたかうか 改
—めるべ

て論じてきた（拙稿「なぜ、いま衆院比例定

選挙制度の民主的抜本的改革の必要性につい

私は、本誌上で、この間繰り返し、衆議院

の必要性を訴える

（５）あらためて選挙制度の民主的抜本改革

２００９年の総選挙で自民党型の政治に終止

題」
同４１２号２０１２年７月参照）
。詳細は、

意はないが、今回
に候補者を擁立した政党の比例代表での獲得

そちらの論稿をお読みいただきたいが、今回

くまなく汲み上げ、それを正確・公正に議席

符を打ち、政治革新を期待して投票し、投票
こうした人々を今後いつ再び投票所へと呼

に反映させる民主的な選挙制度への抜本改革

票の動向を前回と比較する中からうかがっ
票）を積み上げた民主党の比例票は、今回約

び戻すことができるか。また、その時までに、

の必要性を強調しておきたい。

の総選挙結果を踏まえて、あらためて民意を

９６３万に激減した。２０００万を超える比

どのようにしたら自民党型の政治に本当の終

率を押し上げた人々であるといえる。

例票を民主党は失ったのである。減少率で

止符を打つのに必要な政策とそれを担う政権

中国、四国の３ブロックを除く８ブロックだ

（ ・５％）
の増
（ただし同党は前回は北陸信越、

（ ・７％）の減、みんなの党は約２２４万

万

・４％）の減、社民党は約

ばならないことを、今回の選挙は強く実感さ

題についての取り組みを本格的に強めなけれ

意をどのように形成していくか。これらの課

わけ民主的な選挙制度についての国民的な合

政権と政策を実現しうる政治のしくみ、とり

共有することができるか。そして、そうした

枠組みについての深い認識を国民の中で広く

の先進資本主義国にかなり広範囲に見られる

る。国政選挙における投票率の低下は、近年

制との比較においては、持っているようであ

所から遠ざける機能を、少なくとも中選挙区

などの気分を醸成することで、有権者を投票

補者がいない」
、「投票しても政治は変わらない」

右されるものの、やはり「投票したい政党や候

１５８万（

・７％）の減、公明党は

約１２６万（

けで擁立していた）という状況である。今回

現象のようであるが（これについては、コリ

ン・ヘイ（吉田徹訳）
『政治はなぜ嫌われるのか』

せられるものであった。

12

小選挙区制は、その時々の政治情勢にも左

いうと ・８％となる。前述のように自民

てみる。前回３０００万票弱（約２９８４

12

初登場の日本維新の会と日本未来の党が獲得

94

25

52

8

11

党は約２２０万（ ・７％）の減、共産党は

67

した比例票は、それぞれ約１２２６万と約

74 11

戦後政治における固有の問題として、選挙区

岩波書店・２０１２年が参考になる）
、日本の
会終了までに結論を得た上で必要な法改正を

的な見直しについて検討を行い、時期通常国

事長代行）を新設して臨むことにした。 月

度改革問題統括本部」
（本部長 細田博之幹

日の自民・公明の政権合意でも、
「衆院の

土産」とした。第二党とはいえ「二大政党の

を基本に実現を図る」とされており、この問

選挙制度改革・定数削減は、民自公三党合意

おこなうものとする」という合意書を「置き

の規正などをめぐって、民意をくまなく政治

一翼」にはほど遠い 議席、比例代表では日

制度、選挙運動の自由と規制、政治資金とそ

12

に反映させる制度とはどのようなものかにつ

25

が、今こそ深刻に問われなければならない。

さえする仕組みを構築してきたのではないか

それを妨げる環境、条件を温存したり、強化

いての真剣な探求がなおざりにされ、むしろ

党合意を尊重する」として、定数削減方針を

いそうにないが、その一方で、自民党は、
「三

衆議院の比例定数削減を推進する力は残って

本維新の会の後塵を拝した民主党には、今や

く議論と運動が、決定的に重要である。

的な選挙制度改革への合意へと結びつけてい

国民的認識が広まりつつある今、それを民主

なるであろう。小選挙区制の害悪についての

題は、次期通常国会の重要な政治的対決点と

２００９年の総選挙で勝利した民主党は、
「二大政党」体制の一翼たる地位を盤石にす
るために、衆議院の比例定数を 削減して小
執念深く狙い続けた。２００９年衆院選マニ

立から１９９４年６月の羽田孜内閣退陣まで

さて、１９９３年８月の細川護煕内閣成

るが、負けず劣らぬ改憲派である安倍首相総裁

半数確保後ではないかなどと取りざたされてい

選挙区の比重を高めることを３年間にわたり
フェストを投げ捨てて消費税増税に方針転換
という筋違いの理屈を交えて、定数削減を強

たり政権の座を民主党に明け渡していた自民党

２００９年９月から３年３ヶ月という長期にわ

安倍政権の頃との比較で確認しておきたい。

今日の情勢の特徴を、２００６～７年の第一期

くるか予断を許さない。ここで、改憲をめぐる

と石破幹事長の体制が、どのような動きに出て
の約

引に進めようとした。その「努力」は、最終

が、満を持して政権に返り咲いた。マスコミな

ヶ月という短期間の下野とは異なり、

してからは、
「国会議員も率先して身を切る」

２．安倍内閣と国会での改憲策動にどう立ち向かうか

抜け目なく継承する意向を表明し、
「選挙制

57

的には、２０１２年 月 日の衆議院の解散

11

ど遠い弥縫策を内容とする法改正と、民主・

といういずれも「一票の格差」の是正にはほ

廃止と
「０増５減」
、
参議院選挙区の
「４増４減」

時の、衆議院小選挙区の「一人別枠」方式の

る「安全運転」を志向して、本格的な改憲策動

費税増税に道筋をつけることを優先課題とす

大の「置きみやげ」である２０１４年からの消

より国民の支持をつなぎ止め、民主党政権の最

どでは、まずは「デフレ脱却」と景気浮揚策に
憲法情勢

（１）２００６～７年 第一期安倍政権時の

２００６年９月に小泉首相の後を継いだ安

自民・公明三党の国会対策委員長による「衆

倍首相は、同年 月の臨時国会での教育基本

12

9

80

は、７月の参議院選挙での自民・公明による過

16

議院の定数削減については、選挙制度の抜本

11

のこと）
。こうした中で、安倍首相率いる自

たこと」本誌４０８号２０１２年２月を参照

拙稿「始動した憲法審査会から明らかになっ

の議員たちの「掛け合い」の様子については、

民投票法制定時の自民・公明・民主各党所属

を投ずるほどの強引さであった（憲法改正国

思われた野党民主党が採決時には結局反対票

修正協議によって一時は賛成に回るのではと

の自民・公明与党に迫った。それは、法案の

改正国民投票法の一瀉千里の成立を衆参両院

参議院選挙を後に控えた通常国会では、憲法

法の「改悪」で余勢を駆って、２００７年の

員が選任されないという状況が続き、
「ねじ

ず規程の制定に手間取り、そしてその後も委

や社民党など改憲反対派の抵抗によって、ま

対」に回った民主党の消極的姿勢や、共産党

ていた衆参両院の憲法審査会も、採決で「反

投票法の制定直後から設置されることになっ

狂わせることにもつながった。憲法改正国民

それはまた、改憲のスケジュールを大きく

内閣退陣を導くのに大きな役割を果たした。

安倍自民党の参院選での敗北、ひいては安部

どから沸き起こる「９条改憲反対」の機運が、

気」を物語っている。こうした地域や職場な

批判される始末であった。このように、
当時は、

定する発言を繰り返し、アメリカ議会からも

年３月に衆参両院で従軍慰安婦の強制性を否

なかった。にもかかわらず、彼は、２００７

国・韓国との関係の修復に乗り出さざるをえ

小泉首相の靖国神社参拝によって悪化した中

２００６年９月に首相に就任するや即座に、

見直しを主張してきたタカ派の安倍氏自身が、

従軍慰安婦をめぐるいわゆる「河野談話」の

１２月参照）
。しかしその一方で、かねてから

険と集団的自衛権」前衛８１２号２００６年

の点については、拙稿「安倍氏の改憲論の危

で、それがかえって東アジアの平和をかき乱

日本の改憲や反動化の動きが強められる一方

の国会運営での協力を引き出したい民主党

す大きな要因となり、国内での対抗運動の隆

れ国会」の下での与党として自民・公明両党

選挙で大敗し、参議院第一党の座を民主党に

が、２０１１年１０月に音頭をとるまで、そ

盛、国外からの反発を生んだ時期であった（渡

民党は、改憲を公約のトップに掲げた参議院
譲ったのである。

の始動は遅れに遅れたのである。

また、ちょうどこの時、２００６年にスター

あい、創意あふれる活動を展開したのである。

なかった人たちが、改憲の危機に臨んで学び

て語り合ったり、そもそも顔を見知ることの

地域や職場にいても憲法や政治のことについ

の会の活動はめざましいものがあった。同じ

広げる上で、全国津々浦々で組織された九条

とする憲法解釈の見直しに並々ならぬ意欲を

も維持してきた「集団的自衛権の行使は違憲」

わにするとともに、歴代政府が曲がりなりに

の言葉を用いて日本国憲法に対する敵意を露

国 日本」
、
「戦後レジームからの脱却」など

ずいぶんと様子が違う。安倍首相は、
「美しい

和主義をめぐる内外情勢はというと、今とは

また、２００６～７年当時の憲法９条や平

情勢とそれにともなう特有の難しさが浮かび

ると、今日の憲法９条や平和をめぐる新たな

こうした２００６～７年当時と比較して見

える上でも大いに参考になる。ご一読を）
。

当時の状況を知る上で、また今日の情勢を考

辺治『安倍政権論』
（旬報社・２００７年）は、

この時、
「９条改憲反対」の世論を大きく

トした勤労者通信大学の憲法特別コースの受

示して、国民の警戒心をかき立てていた（こ

（２）東アジアの平和をめぐる新たな情勢

講生がうなぎ登りに増えたことも、
当時の「熱

10

上がってくる。
第一は、東アジアの平和を脅かす事態の多

よる普天間基地の国内代替施設の頑迷な要求、

世界戦略の重要な柱と位置づけるアメリカに

アジアにおける軍事的プレゼンスの維持を

の反中国の色彩が濃厚なナショナリズム（こ

のタカ派言論人らの範囲に限られていた。彼

期待は、きわめて熱烈にではあれ、ごく一部

の時点では、安倍氏の復古タカ派的思想への

活動はその後も続いている。２００６～７年

民主党の選挙公約では、
「専守防衛」に事実上

本法」の制定、
国旗損壊罪の新設などを掲げた。

自衛権の行使を明確化した「国家安全保障基

草案」の国会提出と改正をめざすとし、集団的

２０１２年の４月に発表した「日本国憲法改正

先 の 総 選 挙 で は、 自 民 党 は、 公 約 で、

日本維新の会のような新しい改憲勢力の登場

とりわけ辺野古地区への移設の固執、これに

の点については、前掲の渡辺『安倍政権論』

代わる「動的防衛力」の強化、日米同盟のさ

候補者たちの街頭演説も俄然ヒートアップし

付き従う日本政府、その中での拡大抑止戦略

２１０頁参照）は、財界などの支配層主流か

らなる深化、在日米軍再編に関する日米合意

である。

の維持、オスプレイ配備の強行、民主党政権

らはむしろ煙たがられていた。しかし、今回

の実施などがうたわれた。橋下徹大阪市長率

た。中国当局の航空機・艦船の尖閣周辺での

による「基盤的防衛力」構想に代わる「動的

の再登板では、こうした周辺国の動きに対

いる大阪維新の会として改憲を含む統治機構

端は、石原慎太郎前東京都知事が仕掛け野田

諸島の領有権の主張の強まり（その原因の一

防衛予算の 年ぶりの増額を決めている。

いた「中期防衛力整備計画」
（中期防）の廃止、

衛計画の大綱」の見直しと、
「大綱」に基づ

選挙公約には、自主憲法の制定、集団的自衛権

こうして新たな陣容となった日本維新の会の

案」を発表した「たちあがれ日本」が合流した。

韓国による竹島の実効支配の強化など、領土

の行使や領海統治などを定める国家安全保障

が盛り込まれた。みんなの党は、２０１２年４
第二は、改憲勢力の増強と増大、とりわけ

両院統合による一院制、首相公選制、自衛権

月に
「憲法改正の考え方」
をまとめ、
その中では、

北朝鮮がミサイル実験をおこない、中国当局

のあり方の明確化、
非常事態法制の整備の明記、

と日本維新の会

基本法の整備、防衛費ＧＤＰ１％枠の撤廃など

くさせている。 月 日の総選挙の直前にも、

平和と安全をめぐる域内情勢の雲行きを怪し

問題をめぐる国際政治や国民世論の動向が、 （３）改憲勢力の増強と増大 と
—くに自民党

11

11

様化、複雑化である。

防衛力」概念の採用、
「武器輸出３原則」の見

して硬軟織り交ぜた外交への期待が、より広

を策定していた日本維新の会には、日本国憲法

直しなど、日米安保体制に由来する平和への

る。これに意を強くしてか、安倍政権は、早々

の「破棄」を公言してはばからない石原前東

の改革と日米同盟の堅持をうたう「維新八策」

の死去にともない金正恩を後継者とする体制

と、島嶼防衛などの増強のために、２０１０

京都知事と２０１２年４月に「自主憲法大綱

範囲で共有されうる危険な状況が生まれてい

に移行した北朝鮮のミサイル実験など従来か

年 月に民主党政権下で閣議決定された「防

脅威は枚挙にいとまがないが、金正日総書記

らの不安定要因にくわえて、中国による尖閣

民主党政権が応じた同諸島の国有化がある）
、

12

自民党の改憲政党としての自覚の高まりと、

16

の航空機が尖閣諸島周辺に侵入し、自民党の

12

る「改憲阻止」の勢力の前進をと選挙戦で訴

れだけに、共産党や社民党は、これに対抗す

従来に増して、改憲の志向を鮮明にした。そ

このように、今回の総選挙では、各党とも

り込んだ（分裂後の政策は不明）
。

込む形で、安全保障基本法の制定を公約に盛

未来の党は、国民の生活が第一の政策を飲み

従来から「加憲」の立場をとっている。日本

掲『憲法問題学習資料集４』参照）
。公明党は

憲法改正手続の簡略化などが示されていた（前

ら、この案は、他の改憲派にこれを「丸ごと」

ることになったと言えよう。そうしたことか

を引き出すべく、復古調の部分がとりわけ尖

と同時に、党内のアクティブな改憲派の活力

包括する「最大限綱領」的なものとなったの

すために、軍事大国化と新自由主義を幅広く

る。その結果として、党としての結束を果た

本の第一に掲げたことに呼応したものと言え

きる新憲法の制定を目指す」ことを政策の基

「日本らしい日本の姿を示し、世界に貢献で

職する院を摸索、地方の条例制定権の自立（上

道州制を見据え地方自治体の首長が議員を兼

自党の当面の政治戦略に有利な論点（例えば、

強化、
首相公選制、
改憲発議の要件緩和など）や、

ためと称しての参議院の廃止、衆議院の優位の

マ（例えば、
「決められない政治」を解消する

責任を負う統治の仕組みへ 」
—として、現時点
で国民の一定部分が受け入れやすい改憲テー

すなわち、
「統治機構の作り直し 決
—定でき、

「改憲論の現段階」本誌４１６号を参照のこと）
。

ることがわかる（これについては、浦田一郎

こうした「元祖」維新の会に、自民党以上に

飲ませるには自ずから無理がある。そこで、

改変などをともなって進められていくだろう

復古調の強い、かつ全面的な改憲論（前掲『憲

えたが、それぞれ１と３、公示前から減らし

こうしたなかで自民党と日本維新の会の改

が、ともかくも、こうしたイデオロギーを綱

法問題学習資料集４』参照）を掲げてきた「た

書き権）
）などを選んで押し出す「機会主義」的、

憲論の露骨さが際立っている。自民党の改憲

領の核とし、改憲を政党としての政策の基本、

ちあがれ日本」が合流したことで、同党の改憲

今後の実際の改憲策動は、他党派を巻き込む

案は、前掲の清水論文（本誌４１１号）が詳

原点に据え直して団結した自民党は、手強い

構想がバージョンアップすることが予想され

て８議席と２議席となり、社民党は、憲法審

細に論じているように、憲法の基本原理で

政治集団となったと考えるべきであろう。そ

る。日本維新の会は、憲法審査会で一定数の

ための一部
「切り出し」
先行やさまざまな修正、 「ご都合主義」的なところに特徴がある。また、

ある立憲主義、平和主義、人権保障、統治

の議員たちが絶対多数を占める憲法審査会の

査会の委員ポストを失うもようである。

機構の全般にわたる「体系的」なものであ

論議をかき回す「台風の目」となることに警

委員を確保するであろうから、そこでの改憲
一方、日本維新の会の改憲案は、とりあえ

戒を怠ってはならないであろう。さらに、安

今後の活動から目が離せない。

２００９年の総選挙での大敗によって政権の

ず大阪維新の会としての「維新八策」
（最終案

倍首相と橋下大阪市長
（日本維新の会共同代表）

り、復古的性格も随所に見られる。これは、
座を追われた同党が、新規まき直しをはかる

２０１２年８月 日 本誌４１６号２０１２
31

年 月に資料として掲載）を手かがりにする
12

と、統治機構の改変に主な関心が集中してい

どで考え方を共有している点も気がかりであ

とが、教育問題、教育委員会制度改革問題な

べく党内固めのために新しい党の綱領（平成
年綱領）を策定して、
「日本らしい日本の

保守主義」を政治理念として再出発を志向し、
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12

なぎ止めておくために政府が繰り出してくる

る。道州制論もまた、維新の会の気持ちをつ
また、 月 日に締結された自民・公明両

しては、格好の素材と考えられたのであろう。

る。もともと、安倍氏は、第一期政権の頃に

憲や「立法改憲」の動きも活性化しそうであ

で「最大公約数」である論点から「先行」さ

自民・維新・みんなの党などの改憲構想の中

を先行させることに意欲を示した。そこには、

と述べて、国会での憲法改正発議要件の緩和

法」で進められることが予想される。

のなかで、
改憲策動も新たな「切り口」や「手

第三に、以上のような総選挙後の政党配置

員たちが返り咲いてもくる。憲法審査会は、

審議の中心となり、２００９年に落選した議

弘氏など２００７年の改憲手続法の衆院での

視野に入れる必要がある。船田元氏や葉梨康

議論と法的措置が具体的に進められることも

調整、予備的な国民投票に関する検討などの

け運動の公務員や教員に対する規制の整理・

歳投票制の導入に関わる法整備、投票呼びか

憲手続法のいわゆる「宿題」
、すなわち１８

なかで、
「論点整理」程度に止まってきた改

る。そのなかでは、２０１１年からの審議の

議がすぐにスタートできる条件が揃いつつあ

る」とされ、憲法審査会を舞台とした改憲論

進し、憲法改正に向けた国民的な議論を深め

党の連立合意では、
「憲法審査会の審議を促

戒、とりわけ「九条の会」などによる「改憲

時に、それに対して危機感をもった国民の警

るであろうという支配層の期待を集めると同

なしえなかった課題に猛然と突き進んでくれ

「なりふり構わぬ」改憲姿勢が、小泉政権が

は、彼の得意とするところである。こうした

合的でない明文改憲と解釈改憲の「両刀遣い」

させている。論理的に考えると実はあまり整

域での輸送、医療など後方支援の拡大を審議

際的な平和活動における武器使用、④戦闘地

向かう弾道ミサイルへの自衛隊の対応、③国

撃された場合の自衛隊艦船の対応、②米国に

と略称）を設置して、①米艦船が公海上で攻

再構築に関する懇談会」
（以下、
「安保法制懇」

の摸索に執着して、
「安全保障の法的基盤の

も、明文改憲方針を掲げながら解釈改憲の道

テーマとして、注意が必要である。

せて、
「圧倒的多数」の力で改憲機運の動き

改憲機運の盛り上げと、改憲手続法の「宿題」

反対」の世論の拡大を招いたのである。

安倍氏は、総選挙直後の 月 日の記者会

先行論

（４）改憲策動の新たな「切り口」─「 条改憲」

をともかくも作り出そうという狙いが透けて

問題の実務的な詰めの両方を担うだけの陣容

見で、「最初に行うことは（憲法） 条の改正」

ろう。明文改憲の最初の「試し切り」が、本

の動き

（５）集団的自衛権 解
—釈改憲と「立法改憲」

ならばむげには断りにくいということなのだ
当に「 条改憲」という形になるのかどうか

そうした明文改憲の動きの一方で、解釈改

元米国務副長官やナイ・ハーバード大教授ら

に２０１２年８月に公表されたアーミテージ

２００６～７年と同様に高まっている。とく

あろうか。解釈改憲を求めるボルテージは、

まえて、どのような手法を繰り出してくるで

第二期安倍政権は、２００７年の挫折を踏

見える。従来から９条の明文改憲には慎重な
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を整えて運営されようとしている。

96

12

姿勢を取ってきた公明党も、
こうした
「入り口」

17

96

各党の改憲への熱をさまさないための話題と

13

12

は、現時点では予断を許さないが、ともかく

96

がまとめたレポート「日米同盟 アジアの安
おり、昨年 月に予定されていた「ガイドラ

と相互運用性を必要としている」と語られて

われるが、それでも、前述のように「たちあ

て正式の法案に仕上げるのは至難の業とも思

について独自の項目をたてて、
「集団的自衛権

告」
）が注目される。そこでは、集団的自衛権

第二期政権の下で２０１４年の改定に向けて

によって中断されたが、安倍新政権、オバマ

イン」再改定の実務者協議が、解散・総選挙

整備を唱えていて、力強い援軍もいる。

集団的自衛権の行使と国家安全保障基本法の

がれ日本」
の政策を飲み込んだ日本維新の会が、

定の支柱」
（いわゆる「第三次アーミテージ報

の禁止は、
米日同盟の障害物になっている。３・

ここ数年の国会における立法の状況を見て

進められようとしている（日経２０１３年１

保障の全段階を通じて全面的に協力して対応

平時、緊急時、危機、そして戦時という安全

要）
」による集団的自衛権行使の立法による「正

総務会で決定した「国家安全保障基本法案（概

そして、すでに自民党が昨年の７月６日の

安全保障に資する」という文言が盛り込まれ

法の附則によって原子力基本法に「我が国の

スが目立つ。例えば、原子力規制委員会設置

立法手続のルールなどを平気で無視するケー

いると、過去の憲法解釈や立法手法の慣行、

できるようにすることは、重要な権限付与で

面突破」方策も警戒しなければならない。同

た事例、社会保障と税の一体改革における社

を最大化できることを示した。両国の部隊が、

ある」と述べられている。そして、
それは、「平

法案は、
「第 条 国連憲章に定められた自衛

自衛隊は、歴史的に相互運用性を進めてきた

ミテージ報告」でも、
「米海軍と日本の海上

の軍事的相互運用性の向上は、
「第三次アー

改定をめざしての協議も注意を要する。日米

「日米防衛協力の指針（ガイドライン）
」の再

国防長官（いずれも当時）の間で合意された

が、昨年８月に森本敏防衛大臣とパネッタ米

輸出三原則」の見直しなどで進められてきた

を積み上げていく手法は、合同演習や「武器

憲法や条約に直接手を付けずに改憲の実質

連立与党の公明党の合意を得ることかできる

うに整合しうるのか容易ではないだろう。
また、

局の憲法９条解釈に支えられたそれとどのよ

が、歴代自民党政府の見解、とくに内閣法制

権の全面解禁に他ならない。このような法案

この法案は、国連憲章が規定する集団的自衛

権行使の道を開こうとしていたのに対して、

「安保法制懇」が、事例を限定して集団的自衛

の行使を規定している。第一期安倍政権時の

の武力攻撃が発生した事態」における自衛権

と密接な関係にある他国に対する、外部から

封ずる世論を広げていかなければならない。

外で警戒を怠らずに、こうした動きを事前に

ありえないとはあながちいえない。国会の内

一介の法律による集団的自衛権の全面解禁も

合」さえ成立すれば、安全保障基本法という

た
「荒れた立法」
の状況を見ると、
議会内での
「談

行できるようにした事例などである。こうし

法で２０１５年度まで赤字国債を自動的に発

理念をすえた事例、２０１２年度の公債特例

切に組み合わされるよう留意しつつ」という

の基本として「自助、共助及び公助が最も適

会保障制度改革推進法で、社会保障制度改革

が、新たな環境は、両国の軍全体の、また米

権の行使」として、
「我が国、あるいは我が国

10

かなどもあり、おそらく深刻な議論を経ずし

迫った要求として語られている。

和憲法の改変」すなわち明文改憲よりも差し

月４日付）
。

は、両国の軍が、必要な場合にはその能力

12

：

国と日本の二国間の、きわめて大きな共同性

14

11

コースのテキストは、上記の目次からもわか

スを多くの人に受講していただき、憲法と憲

とのせめぎ合い、改憲反対運動の大切さにつ

れた日本国憲法の意義、憲法９条と日米安保

３．今ふたたび、学習と運動の輪を広く大きく
こうして、２０１３年は、政府と国会にお

法情勢を深く学び、自らの言葉で憲法改悪反

いて、新たな情勢も踏まえて内容を充実させ

るように、侵略戦争の反省の上に立って生ま
ける改憲勢力の比重がこれまでになく増大し

対を語る力をつけていただければと思う。

て学べるものにした。それと同時に、労働者

の権利、社会保障の権利、国民主権と選挙権、

教育を受ける権利、両性の平等など、この間

すると、次のような内容である。

新しい憲法コースのテキストの目次を紹介

たきびしい情勢のもと、たくさんの大きな課
題が私たちの目の前にあるなかでの幕開けと
なった。
それでも臆することはない。
何よりも、

はじめに そもそも憲法とは

の憲法改悪や「政治改革」
、構造改革によっ

公務員制度、裁判を受ける権利、地方自治、

民の世論の力で押しとどめたという貴重な経

第１章 日本国憲法には人類の宝がいっぱい

私たちは、第一期安倍政権の改憲策動を、国
験をもっている。安倍氏がその改憲イデオロ

て攻撃にさらされている私たちの権利や民主

暮らしを切り結んで学ぶことのできる内容に

いの意義も大いに学ぶこと、すなわち憲法と

主義を守り、私たちの暮らしに生かすたたか

第２章 日本国憲法と日米安保体制のせめぎ

第４章 国民主権－議会制民主主義、参政権、

第３章 働くルール・社会保障と日本国憲法

合い

ギーを再び振り回し始めた今、これに対して
大きな
「ＮＯ」
の声をあげていこうではないか。
それには、全国に九条の会が広がり、憲法
改悪反対共同センターに結集するさまざまな

第５章 教育と日本国憲法

る豊かな人権、それを支える民主主義的な政

憲法が掲げる平和主義、それが国民に保障す

バージョンアップさせたものである。日本国

組み、また勤労者通信大学の憲法特別コース

第６章 両性の平等と日本国憲法

治や司法の制度などをトータルに学ぶことを

司法、地方自治

の受講が大きく伸びた２００６～７年の時の

おわりに 改憲案に反対し、あらためて憲法

団体が憲法問題をみずからの問題として取り

息吹を再び活性化させることが重要である。

通じて、改憲に反対し、私たちの権利と民主

主義を守り発展させる地力を、ひとりでも多

を職場や暮らし、平和に活かそう！

そのためには、日本国憲法そのものと今日の
憲法情勢についての学習の輪を大きく広げる

当時の情勢に対応して、９条改憲反対の世論

さん積極的に受講してください。

法コースの受講の募集が始まる。どうぞみな

くの人につけてほしいと願って、まもなく憲

手前味噌で恐縮ではあるが、私もその運営

作りに役立てるために９条、平和主義に関す

２００６年に始まった憲法特別コースは、

に関わっている勤労者通信大学の憲法コース

る学習にかなりのウェイトを置いていた。こ

ことが決め手となろう。

は、２０１３年から新しくスタートする。そ

のことの意義は今も変わらない。新しい憲法

（おざわ りゅういち）

のためにテキストも新調した。ぜひこのコー
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