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（Ⅲ）独立を守る：集団的自衛権 

（一） 還暦を迎えた自衛隊 

安倍政権は今年 7 月 1 日、自衛権について憲法の解釈を変える閣議決定をしました。集

団的自衛権の限定的な行使ができるようにするもので、閣議決定の核心部分は以下の記述

ですi。 

 

憲法 9 条 2 項は「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを

認めない」と定めます。そして日本政府は当初、一切の軍備を持てず、個別的自衛権の行

使もできないとの立場でした。このため憲法の制定論議の際、共産党の議員が「我ガ国ノ

自衛権ヲ抛棄シテ民族ノ独立ヲ危クスル危険ガアル、ソレ故ニ我ガ党ハ民族独立ノ為ニ此

ノ憲法ニ反対シナケレバナラナイ」と言い放ったことさえありましたii。 

時は流れ、東アジア情勢が変わった 1954 年 7 月 1 日、自衛隊法が施行されました。それ

からちょうど 60 年目になされたのが今回の閣議決定です。正式には「国の存立を全うし、

国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」と題されています。 

憲法の書きぶりは制定時からまったく変わっていませんが、集団的自衛権の限定的な行

使を認める政府の新たな憲法解釈がなされたわけです。こうした変化をどのようにとらえ

ればよいのでしょうか。また、閣議決定を受けて、安倍政権は平和憲法を骨抜きにして戦

争を準備している、外国の戦争に日本がより巻き込まれやすくなる、といった懸念の声を

耳にします。いずれも見当違いです。我が国の平和と独立を守り、戦争をしかけられない

ための閣議決定です。 

今年 3 月 31 日、自民党本部で党の安全保障法制整備

推進本部（本部長石破茂幹事長）の初会合が開かれ、高

村正彦副総裁が私見として講演されました。12 年ほど前、

日本経済新聞の政治部に所属していた私は高村代議士

の番記者。高村氏の発言メモを取ったのはそれ以来のこ

とでした。その後も、多くの国会議員や識者が本件につ

いて発言されましたが、副総裁の講演が分かりやすいため、紹介します。皆さまとともに、

先ほどの懸念が的外れであることを確認したいと思います。 

「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が

国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆され

る明白な危険がある場合において、これを排除し、我が国の存立を全うし、国

民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使する

ことは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲

法上許容される」 
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講演を要約すると、次のようになります。 

「立憲主義とは憲法が権力を縛ること。憲法は立憲主義のために三権分立とし、憲法

の番人を最高裁判所とした。その最高裁は 1959 年の砂川事件の大法廷判決において、

個別的自衛権、集団的自衛権の区別をせず、国の平和、国の存立を守るため、固有の権

利として自衛権を持つとしたiii。最高裁が自衛権について述べた唯一の判決であり、この

法理を超えた判断はできない。 

これまで政府が集団的自衛権の行使はできないと言ってきたのに、どうして今度は認

めるのかという意見もある。ただ、国の存立を全うするための必要最低限の自衛権の行

使はできるのであり、これが憲法解釈。今回も必要最小限の枠内での解釈変更である。 

前の内閣と違う判断をしてもおかしくはない。現に、かつて吉田茂首相はいずれ国連

軍ができて日本を守ってくれるという期待をもって、自衛権の行使が認められないと言

った。しかし、その後、政府は自衛隊も作り、自衛権もあるというコペルニクス的大転

換を既にしているiv。我が党の人は自衛隊を認めているわけですから、この大転換を支持

しているはず。 

これまで集団的自衛権までは認められないとしてきたので、これを変えるというのは

形式的には解釈改憲と言えるが、実質的な解釈改憲ではない。「当てはめ」の問題に過ぎ

ないv（この点は後で説明します）。 

もちろん、集団的自衛権を幅広く認めるということであれば憲法改正が必要となる。

しかし、「必要最低限」の枠内であれば小さな解釈の変更である。状況に応じて、「必要

最小限」の中身は変わる。この制約をとっぱらうのであれば、憲法改正となる。 

最高裁判決の枠内での見解変更であっても、それが政治判断として不適切だとの意見

もあるかもしれない。その政治責任の有無は次期選挙で、国民の審判を受けることとな

る」vi 

次の図は砂川事件最高裁大法廷判決後の 1972 年に政府が国会に示した自衛権に関す

る見解の骨子ですvii。今年 7 月の閣議決定は「①自衛権の基本原則」は変えずに、高村

副総裁が言及した「②基本原則の「当てはめ」」部分を変更し、集団的自衛権の一部行使

容認に踏み出したというわけです。 

「②基本原則の「当てはめ」」部分を是非、じっくり読んでみてください。「そうだと

すれば」「したがって」のあとに続く記述です。当時の世界情勢のなかでの政治判断とし

ては正しかったのでしょうが、少なくとも論理的に必然の結論ではないと考えられます。 
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（二）与党協議会・座長試案 

副総裁の講演後、しばらく経って、自民党は公明党との協議に入りました。与党内での

ギリギリの調整がヤマ場に差し掛かった 6 月 24 日、自民党の第 12 回安全保障法制整備推

進本部会合が与党協議会座長の高村副総裁、石破幹事長出席のもと開かれ、第 9 回与党協

議会の状況が報告されました。その際、配布された資料「座長試案」は次のような内容で

した。 

座長試案 

憲法 9 条の下において認められる「武力の行使」については、 

（1）我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にあ

る他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の

生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること 

（2）これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手

段がないこと 

（3）必要最小限度の実力行使にとどまること 

という三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」に限られる

と解する。（下線は筆者加筆） 

② 
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私はこの文章が理解できませんでした。何度読んでも、冒頭にある「憲法 9 条の下にお

いて認められる「武力の行使」については」と、結びの下線部分である「としての「武力

の行使」」が腑に落ちません。説明しようとする対象の言葉を、それとまったく同じ「武力

の行使」という言葉を使って定義付けしているからです。私は自民党と集団的自衛権の行

使容認にあまり積極的ではなかった公明党との間で進んでいたギリギリの交渉の詳細を知

りません。このため、座長試案に疑問を投げかける発言をすることに躊躇しましたが、や

はり素朴な疑問は大事だと考え、発言を求めました。そして、上記の下線部の「としての

「武力の行使」」を削除しないと、不適切だなどと指摘しました。 

石破幹事長は明らかに不機嫌な顔。与党協議会座長の高村副総裁からは「その前のとこ

ろに「自衛の措置」と、あるので、それ以上は押さないでください」とのコメントでした。

突っ込むな、との意だと理解しました。 

7 月 1 日の閣議決定文では上記の 3 要件と同趣旨が述べられた後、「実力を行使すること

は、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容される」

となっており、トートロジー（同語反復）の不自然な表現は見当たりません。 
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i 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」国家

安全保障会議決定、閣議決定 

http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/pdf/anpohosei.pdf 
ii 昭和 21 年 8 月 24 日、憲法第 9 条案に対する日本共産党を代表しての野坂参三議員の発

言（官報号外 昭和 21 年 8 月 25 日 衆議院議事速記録第 35 号） 
iii 砂川事件最高裁大法廷判決（1959 年 12 月 16 日、日本国とアメリカ合衆国との間の安

全保障条約第三条に基づく行政協定に伴う刑事特別法違反事件） 

九条一項においては「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」

することを宣言し、また「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、

国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と規定し、さらに同条二

項においては、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。

国の交戦権は、これを認めない」と規定した。 

かくのごとく、同条は、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止し

ているのであるが、しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛

権は何ら否定されたものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定

めたものではないのである。 

憲法前文にも明らかなように、われら日本国民は、平和を維持し、専制と隷従、圧迫

と偏狭を地上から永遠に除去しようとつとめている国際社会において、名誉ある地位

を占めることを願い、全世界の国民と共にひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のう

ちに生存する権利を有することを確認するのである。 

しからば、わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自

衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわな

ければならない。（下線は筆者加筆） 

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319122921884541.pdf 
iv 自衛隊発足直後の衆議院予算委員会での大村清一防衛庁長官の答弁（1954 年 12 月 22

日） 

 「第一に、憲法は自衛権を否定していない。自衛権は国が独立国である以上、その

国が当然に保有する権利である。憲法はこれを否定していない。従つて現行憲法のも

とで、わが国が自衛権を持つていることはきわめて明白である。 

 二、憲法は戦争を放棄したが、自衛のための抗争は放棄していない。一、戦争と武

力の威嚇、武力の行使が放棄されるのは、「国際紛争を解決する手段としては」という

ことである。二、他国から武力攻撃があつた場合に、武力攻撃そのものを阻止するこ

とは、自己防衛そのものであつて、国際紛争を解決することとは本質が違う。従つて

自国に対して武力攻撃が加えられた場合に、国土を防衛する手段として武力を行使す

ることは、憲法に違反しない。 

 自衛隊は現行憲法上違反ではないか。憲法第九条は、独立国としてわが国が自衛権

を持つことを認めている。従つて自衛隊のような自衛のための任務を有し、かつその

目的のため必要相当な範囲の実力部隊を設けることは、何ら憲法に違反するものでは

ない」 

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/021/0514/main.html 

（上記サイトから「12 月 22 日  第 2 号」議事録を参照） 
v 1972 年 10 月 14 日の参議院決算委員会に政府が提出した資料 

「憲法は、第 9 条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁

止しているが、前文において「全世界の国民が・・・平和のうちに生存する権利を有

する」ことを確認し、また、第 13 条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民

の権利については、・・・国政の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていること

http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/pdf/anpohosei.pdf
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319122921884541.pdf
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/021/0514/main.html
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からも、わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放

棄していないことは明らかであって、自国の平和と安全を維持しその存立を全うする

ために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。しかしな

がら、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のため

の措置を無制限に認めているとは解されないのであって、それは、あくまで外国の武

力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるとい

う急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置と

してはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとら

れるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである。そうだとすれば、わが憲法

の下で武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処

する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止する

ことをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざる

を得ない」とする（下線は筆者加筆）。 

上記の文章をよく読むと、下線部より前の記述が原則（ルール、規範）を示している。た

だ、その原則を事例に「当てはめた」かのように記述する、下線部の「そうだとしたら～」

「したがって～」以下が当然に導かれるわけではないことから、高村副総裁は「あてはめ

の問題に過ぎない」と指摘したと考えられる。 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/anzenhosyou2/dai4/siryou.pdf 
vi  高村副総裁の講演録（抜粋、一部要約） 

① 立憲主義と最高裁 

「立憲主義ということがよく言われますが、憲法というのは権力を縛るものである。

そして、日本国憲法は、その立憲主義を制度的に担保するために、三権分立を決めた

わけであります。憲法の番人は最高裁判所であるとされております。その最高裁判所

が自衛権について、1959 年の有名な砂川事件判決において、個別的とか集団的とか区

別をしないで、自衛権については、国の平和と安全を維持し、国の存立を全うするた

めの措置は当然とり得る。そしてその前提として、固有の権利として自衛権というも

のは当然持っているとも言っているわけです。 

 私の知る限り、この判決が、最高裁が自衛権について述べた唯一無二の判決であり

ますから、当然この法理に基づいて解釈する。言葉を代えれば、この法理を超えた解

釈はできない。 

 今までの内閣は、この法理に基づいて、色々言っているわけであります。この法理

に基づいて、必要最小限度の自衛権はあると言っております（・・中略・・）。ただ、

必要最小限度の措置といったところで、集団的自衛権はできません、個別的自衛権は

できます、というのは大分論理の飛躍があると思います。多分、内閣法制局は、集団

的自衛権の行使はできないと言った時に、集団的自衛権の典型的な対応を思い浮かべ

て言ったのだろうと思います。 

アメリカがどこかの国に攻められた時、日本の自衛隊がアメリカまで行って、アメリ

カを守るという自衛権は、我が国の存立を全うするために必要、あるいは必要最小限

とはとても言えないし、アメリカもそのようなことは期待していないので、それはで

きませんよと言ったのであればそれは正しいのですが、集団的自衛権全ての行使がで

きないと言ったとしたら、それは大いに行き過ぎであると思います。 

 例えば、集団的自衛権の範疇に属するもので、我が国の存立を全うするために、必

要最小限度のものにはどのようなものがあるか。例えばの話になりますが、第三国が、

我が国を放っておけば侵略してくるかもしれないような情勢の下で、アメリカの艦船

が日米安全保障条約に基づいて近海を警戒行動をしてる。第三国がその船に襲いかか

ろうとした。日本がそれを守ろうと思えば守ることができたにも関わらず、これは集

団的自衛権だから駄目だということで守らなかったとする。それでアメリカの船が大

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/anzenhosyou2/dai4/siryou.pdf
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損害を受ける、もしくは沈没するという事態になった時、その後、第三国が日本に侵

略してきた。 

 アメリカは世論の国でありますから、自分たちの船を見殺しにした国をアメリカの

青年の血を流して守るということになるかどうかというと、常識的にならないと思い

ます。そうだとすると、その時にアメリカの艦船を守る日本の武力行使、これは今ま

での定義からいえば集団的自衛権と言わざるを得ないですが、これも必要最小限度の

ものにあたるのではないのかというのが私の私見であります（・・中略・・）。  

今まで集団的自衛権は駄目と言ってきたのだから駄目だよという人がいます。自民党

の中にも若干はいるかもしれません。そういう方達に私が聞きたいのは、私が今挙げ

たような例が、日本の国の存立を全うするために必要最小限度でないと思っているの

ですか、あるいは必要最小限度であったとしても、集団的自衛権と名前が付いていれ

ばそれは駄目だと仰っているのかよくわからないので、そのような人たちにはご意見

を聞かせていただきたい（・・中略・・）。 

国の存立を全うするために必要なときは、必要最小限度の集団的自衛権ならできると。

どこまでが憲法解釈かというと、例えば、内閣法制局の必要最小限度のものまででき

るというのが憲法解釈です。 

 集団的自衛権はそれに当たらないというのは、それは憲法解釈に基づく当てはめの

問題なのです。だから根本の必要なものはできる、必要最小限度のものはできるとい

うのは憲法解釈、それに基づいて当てはめて、十把一絡げに集団的自衛権は当たりま

せんねと言ったのを、いやいや集団的自衛権の対応にも色々あって、当たらないもの

もあれば当たるものもあるというのは、実質的には当てはめの違いだけであって、実

体的には憲法解釈の変更ともいえないようなものであるから、こういうものは許され

るのであると私の方から述べたところ、（筆者補足、第一次政権）当時の安倍前総理大

臣は、高村さんの考え方は分かり易いですね、根っこから認める時は憲法改正ですね、

必要最小限度のものだけ認める時は解釈変更でもいいということですねと言われたの

で、そういうことですと答えたのですが、私はその時びっくりしました。私はそれま

で安倍さんは丸々認められる論者だと思っていましたから、意外と柔軟だなと思った

覚えがあります（・・中略・・）」。 

②  コペルニクス的大転換 

「よく解釈改憲はいけないのではないかと言われますが、私は法理から言って、前の

内閣が言ったことはよくて、今の内閣が言うことは間違っているというのは違うので

はないかと。立憲主義の建前からいうと、その憲法を作ったときにどういうふうに考

えていたかというのはものすごく重要。憲法が権力を縛るものであるなら、その憲法

を作った時にどのように考えていたかというのはものすごく重要なのです。 吉田（・

元首相）さんが言っているんですけど、憲法９条２項は、自衛権は直接は否定してい

ないけども、戦力を持つことを一切否定しているから、結果として自衛権は行使でき

ないことになります、ないことになりますと吉田さんはここまで言っているんです。 

立憲主義と言っていてこれに縛られるよと言うのならまだわかりますが、前の内閣が

そう言っているからそのとおりしなければならないということには必ずしもならない

かと。吉田さんはこう言っているけれども、どのような状況で言ったかというと、当

時、国連がこれからできて、しっかりと国際平和団体としての役割を果たして、日本

を守ってくれるであろうという淡い期待を持っていたのであろうと思います。 そうい

うことで、日本は自衛権の行使をできないと言ったわけでありますが、日本が主権を

回復する頃から、国連にそこまで期待できないということで、最低限の戦力を持つこ

とができるとか、自衛権の行使ができるとか、閣議決定もしないで、個々の閣僚の答

弁で、そういう本来の立憲主義に反すると言えば反するというようなことを既にやっ

ているわけです。大解釈改憲をやっているわけです、大解釈改憲。コペルニクス的大



9 

 

                                                                                                                                                     

転換、「自衛権を持てない、行使できない」から、「自衛権を行使できる」という大転

換をやっているわけです。 

この大転換については、我が党の人は、皆支持しているはずなんですけどね。自衛隊

を認めているわけですから、この大転換を皆支持しているはずであります。それに対

して、その時の変更に比べれば、集団的自衛権はいけないと内閣法制局が言ってしま

っているわけですから、それを変えるというのは、形式的に解釈改憲であるというこ

とを否定するものではありません。解釈改憲と言えるでしょう。言えるけれども、実

質的な解釈改憲ではないし、あてはめの問題に過ぎない。また、主権回復当時の大転

換に比べれば、100 分の 1 か 1000 分の 1 程度の解釈改憲であると私は考えているわけ

であります。 

 これが認められれば、憲法 9 条 2 項がないことになるという人がいますが、アメリ

カに行ってアメリカを守ることやイラクに行ってアメリカとともに戦うことは必要最

小限度ではないでしょうから、必要最小限度というのは、我が国の存立を全うするた

めの必要最小限度でありますから、憲法９条の存在意義が全くなくなったということ

にはならないわけであります（・・中略・・）。」 

③  ユートピア的平和主義 

「平和ボケとは言わないけれども、ユートピア的平和主義者は、平和外交努力の必要

性は認めるけれども、抑止力の必要性を軽んじる。これは両方必要なので、抑止力の

存在も認める人が、私は現実的平和主義者であると思います。 

最初にユートピア的平和主義者の議論が先行し、そしてよく説明して現実的平和主義

者の抑止力も必要だよということを国民に理解いただいて、その結果、ほとんどの国

民が自衛隊を理解し、周辺事態法やＰＫＯ法もでき、あるいは安保条約も改正された、

ということになっているわけであります（・・中略・・）。 

国の存立を全うするために必要なことはできる、国民を守るのに必要なことは許され

る。これが憲法の番人である最高裁の判断です。いわゆる集団的自衛権を巡り、いろ

いろな議論、批判がこれから出てくるものと思われますが、このことを是非覚えてお

いていただきたい。最高裁の判断の枠内で、安全保障環境の変化に応じて政府見解を

変えることは違憲ではありません。 

 もっとも、最高裁判決の枠内での見解変更であっても、それが政治判断として不適

切だとの意見もあるかもしれません。そうした政治責任の有無は次期選挙で国民の審

判を受けることになります。」 

https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/national_security_act/124234.html 
vii 1972 年 10 月 14 日の参議院決算委員会に政府が提出した資料 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/anzenhosyou2/dai4/siryou.pdf 

https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/national_security_act/124234.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/anzenhosyou2/dai4/siryou.pdf

