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２０１６年６月２３日 

スマイル会２０１６年６月度報告 

中村嘉孝 

憲法改正論議を通して、日本の未来像を考える（試論） 

 

 はじめに 

 日本国・日本国民の現状をどう判断するか、いろいろの見方があると思う。 

世界の経済大国としての存在。戦後政治の功罪。国際社会および周辺国との

関係。社会保障の現状。格差社会の実態。ネット社会への対応。日本人の助

け合いのこころ。などなどそれぞれの分野でいろいろの情報や意見が飛び交

っている。 

 このようなことを思っている中で、私は「憲法への招待」（渋谷秀樹 岩

波新書）にある『日本は、いまだに、憲法をめぐる言説は過剰であり、かつ

過少である。』という言葉に興味を持った。憲法の本質を知らないまま自分

に都合のよい憲法解釈をする解説が多いという意味では過剰、憲法の本質を

しっかり踏まえた言説は過少との説明である。これは憲法論議の話で出され

た表現であるが、日本で飛び交うほかの情報についても、過剰であり、かつ

過少であると言えそうな感じがしたからである。 

 たしかに私たちは今までにこれほど情報豊富な時代に住んだことはなか

ったと言えるであろう。しかし、それでありながら、なんとなく物足りない

という感覚からも逃れられない。なぜだろうか？ 

 それは、情報がまるで空中を舞うダスト＝ちりのように、あちこちに舞っ

ていて、それらの情報の一つ一つを手中にしてみても、なかなか消化できず、

スッキリした後味が残らないことがよくあるためではないか、と思った。 
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 とりわけ、そのような感じは、政治の世界をみていて、私たちが持つので

はないかと思う。 

 他方、社会的なレベルでは、情報がよくまとまり凝縮され、すっきりと理

解できる分野は各所にあると感じる。科学技術分野、文化の分野、経済の分

野などで凝縮された情報が発信されている。 

 私はそのような情報をクリスタル化した情報と呼ぶことにした。 

 それでは政治という国家的レベルの分野ではどうなのであろうか？ 

 上記のような社会面でのクリスタル化の一面は、各分野の専門家集団の存

在があると思う。 

 政治という分野にも専門家とされる人々は存在する。けれども、かれらは

科学技術や経済の分野で言われる専門家と同列に考えることはできないだ

ろう。政治の世界には、職業として政治に携わる政治家たちのほかに、政治

学を専門とする政治学者・政治評論家さらには日々の政治をウォッチしてい

るジャーナリストたちがひしめいているが、その対象は国内・国際分野で

日々転変といえるほど変化が激しい。 

 これを日本の憲法論議一つに限ってみても、憲法学者という専門家でさえ、

「情報過多かつ過少」という意味不明な発言をするほどの混乱を起こすよう

な世界のようである。 

 それゆえ、観客席から政治の世界を眺めている人間にとっては、さらに理

解に苦しむ現象が日々舞台の上で繰り広げられている。しかし、この舞台は

国家＝日本国という舞台であり決して他人事ではないのも事実で、興味はつ

きないものの、問題は観客＝一般国民にも波及する性質の分野ゆえ、楽しん

でいるだけでは済まされない対象でもある。 
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 そこで、１人の観客＝国民として、舞台＝日本国をもう少しわかりやすい

ものにする手立てはないものか、考える権利はありそうだと思っている。 

 これが本日の報告の動機である。 

 けれども、短時間にまとめた報告ゆえ、内容的にはさらなる吟味を要する

ことも否めず、会員各位の忌憚のご意見をいただいて、今後引き続き追加修

正を行いたいと思っている。 

 

（目次） 

１．ダスト国家からクリスタル国家へ 

２．憲法改正論議と国民投票 

３．ともかく国民投票を実施してみたい 

４．押し付けられた憲法という問題 

５．国民投票への国民の準備 

６．選択の困難性の問題 

７．主要政党のマニフェストあるいは重要施策にみる憲法問題 

８．国会議員全員による憲法９６条の決議ー私の提案 

９．私の改憲案（仮に、「未来像を考える党の案」とする） 

１０．その他の検討事項・問題点 

 

１．ダスト国家からクリスタル国家へ 

 私は、世界で民主政を採用している国々のなかに、一見して、なんとなく

ダスト的な国となんとなくクリスタル的な国が存在していると感じている。 

 私がクリスタル的な国としているのは、国民が主権者として重石となり、

国や政府をコントロールできていると感じる国々であり、その代表例がイギ
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リスやスイスに見られる。それらの国々では、国民投票ないし住民投票の制

度が十分に生かされ、活用されており重要事項の決定に大多数の国民が関与

している。  

 イギリスでは、2014 年 9 月、スコットランドの独立の是非が問われ、住

民投票の結果否決された。さらにＥＵ離脱（Ｂｒｅｘｉｔ）の是非が今年の

6 月 23 日に国民投票にかけられることになっている。 

 スイスでは、最低生活（ベーシックインカム）を国民全員に保障すべしと

いう案件が６月５日に国民投票に付され、否決された。市民運動家らは月額

で大人が 2500 スイスフラン（約 27 万５千円）、子供は 625 スイスフラン（約

6 万 8 千円）を全国民に保障することを提唱していた。最低生活保障を導入

する代わりに年金や失業手当を廃止する提案だったが、否決されたのは財源

不足や国民が働かなくなることへの不安が強かったもようだ。 

 いずれの場合も住民ないし国民投票の結果で案件を問い、過半数の票を得

た案が最終決定となる。 

 これらの案件に関する議論はこれで終了する。きわめて明確であり、効率

的である。これ以上議論を蒸し返す余地がない。 

 私は、このような国をクリスタル国家と呼ぶこととする。 

 米国の場合、国政を左右するような国民投票制度はないが、４年ごとに行

われる大統領選挙で、ほぼ２年の歳月をかけ、大統領候補たちと多数の国民

との対話が繰り返され、国政を担う大統領が国民主権を十分に反映するよう

な制度を採用している。やはり、クリスタル国家の一つと言えると思う。 

 これらの国々の政治は、どこかキラキラした輝きを感じさせる。 

 他方、ダスト国家の場合、形の上では国民主権が確立しているが、国や地

域の命運を左右する重要事項について国民投票ないし住民投票にかける制
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度がないとか、制度があっても、何らかの事情でこれらの制度が十分に活用

することが困難な国家であり、日本国がその一例である。 

 日本国の場合、国民投票の制度があるのは、憲法９６条に基づく憲法改正

案だけであり、住民投票については、憲法、地方自治法などに基づく住民投

票の制度があり、過去何回か実施されているが、それらの住民投票は国全体

の命運を左右するような内容ではない。それに加え、地域住民の直接投票の

結果に対して、法的拘束力を伴わないケースもある。 

 このような国を私はダスト国家と定義したい。 

 代表民主制が国是であり、国民主権による代表選挙が制度としては定着し

ているが、それが実態を伴っているのかどうか、国民が確信が持てず、常に

不安視している状態が続いている。国政について、メディアやインターネッ

トや出版物で、過多と思われるくらい豊富な情報が流されるが、それらはま

るで空気中のちりのように浮遊しているという印象を与える。 

 そのような現象はなにも日本国のみのことではないかもしれないが、日本

国に限定して考えてみても、やはりダスト国家状況を脱し、クリスタル国家

への脱皮をさぐることが、どうしても肝要かと感じている。 

 

２．憲法改正論議と国民投票 

 以上のような観点から、私は改憲の手続きとしての国民投票に注目してみ

たい。これが日本国をダスト国家からクリスタル国家へ変容するきっかけと

なるのではないかと期待している。 

 戦後６９年間、日本国民に国民投票の機会はなかった。国民の政治への関

与は、国会議員、地方自治体の首長および議員の選挙および最高裁判所裁判

官に対する審査などに限られていた。 
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 しかも、これらの制度には、戦前の選挙制度との類似性もあり、政党を選

ぶよりも人を選ぶ部分が多く、国民の投票態度に、地縁・血縁・グループ縁

など日本人に特有ともいえる傾向が強く反映してきた。 

 けれども、憲法改正は最終的に国民投票によって決められることになって

いて、ほかの選挙とは内容が大きく異なる。 

 それはこの国民投票で日本国民は、はじめて、一つのテーマに対して、い

ずれにするかの選択を求められるからである。憲法というテーマを対象とし

て、護憲か改憲かを選択し、投票しなければならない。国民が国政に関与す

るための投票で、これまでテーマを判断し、選択し、投票すると言う行動は

なかった。 

 

３．ともかく国民投票を実施してみたい 

 現在の改憲論議の中心は、自民党を中心とする改憲派と民進党・共産党を

中心とする護憲派の対立という様相を呈している。 

 メディアの報道や論調もこの点に絞られている。 

 具体的には、来るべき参議院選挙で改憲派が三分の二以上の議席を獲得し

て、憲法第９６条第一項の国会の改憲発議が可能になるのか？という点に絞

られている。 

 護憲派はこれをなんとか阻止しようと強く主張を続けている。 

 これに対して、私は、護憲であれ、改憲であれ、ともかく憲法改正のため

の国民投票を早めに実施することを提唱したい。 

 前述したように、この投票により、国民は初めて純粋にテーマを選択する

判断をすることとなるからである。 
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 護憲か、改憲か、いずれに決まるにせよ、この国民投票は戦後６９年続い

たかなり不毛な憲法論議に終止符を打つきっかけにもなると思う。 

 過半数の国民が決めるという意義は非常に重い。 

 世界の諸国民のなかで、日本国民にはほかの国民とやや違った特性がある

ようだ。それは大多数の国民が平常の意思表示において、かなり控えめであ

ることだ。議論を好まず、摩擦を避けたいという性向があるようだ。 

 それゆえ、「国民の声」とか「地域住民の声」とか表現されても、具体的

な内容は推測によるほかない。そのためメディアによるアンケート調査が多

用されるが、いずれも確定的なものではない。 

 それが、投票という行動であれば、国民は当然なんらかの意思表示するこ

とになるので、具体的に国民の意思が表明される。 

 これは日本の歴史に今までなかったことで、大きな意味があると思う。 

 護憲、改憲いずれに決まるか、いずれにしても、その結果を政府、国民全

員がそれに従う。多数決原理を尊重する。 

 しかし、今の段階で国民投票を実施することには、いろいろ不安定要素が

付きまとうという懸念もあるだろう。 

 私がともかく国民投票をやろうという私なりの思いがあるのは、日本国民

が初めて能動的に憲法と向き合うよい機会になると思うからである。 

 私が楽観的なのは、国民が護憲、改憲いずれを選択するにしても、日常の

現実にそれほど大きな劇的な変化は起こらないだろうと思うからである。 

 日本国民の良識的な行動、中庸的な思考は、この国民のもう一つの特性で

ある。さらに国際情勢の現状認識も考慮できる。 
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 たとえば、自民党の改正案に決まったとしても、日本国民は、過去 69 年

間で培われた基本的人権や平和主義の蓄積を決して放棄することはないだ

ろう。憲法が変わったから戦争になる国になるという予測を私はとらない。 

国際情勢から判断しても、最も身近な中国、韓国、北朝鮮の為政者たちは、 

日本が再度軍国主義の国に戻るとは全然思っていないと考える。 

 

４．押し付けられた憲法という問題 

 多くの憲法学者たちが日本国憲法の国民主権、基本的人権、自由、平和主

義を高く評価してきた。私もこの憲法が高らかに宣明した人類普遍の原理で

ある国民主権などの内容や、世界に類のない平和主義の条項を高く評価する

者であり、それ自体に反対する理由はない。 

 しかし、周知のように、現在の憲法は日本の敗戦と深くかかわっていると

いうラベルを付けたまま続いてきたので、多くの日本人のこころの部分で、

この問題をどう処理するかという課題が残ってしまい、いまだに論議の対象

になっていることも無視できない。 

 この憲法が制定過程で、大日本帝国憲法によって、昭和天皇が国民に与え

たという形式をとり、国民主権を決めた現憲法が、国民が決めたのではなく、

むしろ天から降ってきたというきわめて逆説的な形態が残ってしまった。 

 あえて申し上げれば、国民主権の憲法であるにも拘わらず国民から隔離さ

れた憲法という状態になったまま現在に至っているのではないだろうか？ 

 すなわち「大日本帝国憲法第七三条 将来コノ憲法ノ改正スルノ必要アル

トキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スベシ」による改正の問題である。 

 これに対しては、日本国憲法制定の当初から、憲法学者たちの間で、どち

らかといえば苦しい解釈がなされてきた。 
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 その代表的なものは、「１９４５年８月１５日革命説」（宮沢俊儀）であ

ろう。天皇主権から国民主権への変更は、旧憲法の根幹を覆す内容であり、

これを改正という手続で行うことは法律的に無理があり、その時点で日本に

何らかの革命的な事件が起きた結果と考える。革命であれば、旧憲法は廃止

され新たに別の憲法を制定することとなるからである。これを手続きとして

は、旧憲法の条項を利用した。という解釈であった。 

 佐伯啓思京都大学名誉教授が、本年６月８日朝日新聞朝刊で語った「西洋

の憲法は革命的な出来事のなかで作られ、王権との戦いを通じて市民が権利

を唱え、近代立憲主義ができた。日本はそれと同じ歴史ではない」という言

葉も革命説を意識した見解であろう。 

 別の解釈をする専門家の説では、ＧＨＱが草案起草過程で参照した日本人

による憲法草案があった。それは鈴木安蔵らの「憲法研究会案」であり、こ

れが後日完成されたＧＨＱ案に相当に取り入れられたというものであり、

「必ずしも押し付けられた憲法ではない」という論調の一つの論拠になって

いる。「比較のなかの改憲論」（辻村みよ子） しかしこれにしても、もし

日本の敗戦という歴史がなければ日の目をみることはなかったと思われる。

「押し付けられた憲法」という感情はやはり残る。 

 このように現憲法が人類の理想を具体化したという側面とＧＨＱが起こ

した革命説という二つの性格を抱えているため、改憲を主張する勢力が日本

の中でかなりの勢力を保持し続けてきたといえるのではないだろうか。 

 けれども、国民の中で人類の理想を掲げる現憲法への支持者も当然相当多

数の部分をしめており、護憲改憲いずれを選ぶか決めかねている人々も多い

とみられ、現在の日本国民は、護憲、改憲、態度保留のに３分されていると

みられる。 
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 それゆえ、長年政権を担当し、改憲派を標榜する自民党系の諸政党も、世

論を意識しながら、なかなか改憲の主張を堂々と打ち出せないまま現在に至

っている。 

 そのような国民感情のなかで、改憲派は「解釈改憲」なる手段を利用して、

平和主義の現憲法の条文を修正する試みを進めてきた。そのため、その部分

のみが強調され、国民を二分する対立事項になっており、憲法のその他の条

項については、あまり話題にならないまま最近に至っている。 

 そこに、２０１４年１２月の自民党改憲案が提供された。 

 私はこれを一つの機会と考えたい。 

 さしあたり必要なのは日本国民の日本国憲法に対する能動的な働きかけ

であり、憲法問題に向き合い、自分の判断を決めることである。 

 日本国民の全員が、と言っていいくらい、高度の教育を受け、専門性を身

に着け、分野ごとのプロフェッショナルとして活躍しており活躍してきた。

彼らが日常の多忙な生活のなかで、憲法問題にどの程度理解度を高める余裕

をもてるかどうかだけのことである。 

 現在の日本国、日本国民が平和で文化的な生活を送ることのできている基

礎が、日本国憲法であることは自明のことである。この憲法のお蔭でわれわ

れは個人として尊重され、平和を享受している。現実に日本国憲法が国民か

らかい離しているという実感はないかもしれない。その存在は空気と同じで、

日常生活のなかで、無理に意識しないでも支障はない。しかし、過去６９年

間、主権者である国民が主権を受動形でうけとめ、受動的に行使してきたと

いう事情は問題である。 

 これを修正しようではないか、というのが私の提案である。 

 具体的には、国民投票で国民一人一人の意思を表明することである。 
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５．国民投票への国民の準備 

 現実に行われるであろう国民投票は、現憲法保持か、自民党の改正案支持

かの二者択一になるであろう。いずれを選ぶにせよ、国民１人１人が憲法を

勉強し、理解し、その上での判断になる。 

 護憲派、改憲派の双方は国民の過半数を獲得しようと懸命にＰＲするであ

ろうが、そこには票の買収問題発生の余地は少ない。 

 日常生活に追われる国民一人一人が、投票態度を決めるためには、余暇を

利用して憲法に取り組むため相当の期間を必要とする。”主権者の熟慮に必

要な十分な意識開発期間と準備” 「比較のなかの改憲論」（辻村みよ子）。

現行の国民投票法では、国会決議の後、６０日ないし１８０日以内に投票を

実施するとあるが、果たしてこれで十分かどうか？ 

 私は少なくも１年は必要だと考えている。 

 護憲、改憲いずれかに決まれば、それは主権者が決定したこととして決定

的な重要性を持つこととなる。 

 ダスト国家からクリスタル国家への変容の始まりである。 

 しかし、それは変容の始まりであってクリスタル国家への入り口を通り過

ぎただけであり、完成ではない。 

 

６．選択の困難性の問題 

 将来実現するであろう改憲を問う国民投票が自民党案と現憲法護持案の

選択の選択であれば、国民にとって必ずしもわかりやすいものではない。 

 まず、現憲法護持の投票には、現憲法と現実との乖離をどう処理するかの

問題がある。解釈改憲で、個別的自衛権が当然あることになり、自衛隊が存

在し、防衛省が設置され、集団的自衛権が法律化された。現憲法を守れとい
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う立場からは、これらの解釈改憲は本来認められないと思う。憲法違反であ

る。とすれば、憲法護持派の主張は、すべての憲法違反の法律は廃棄され、

日本を日本国憲法制定時に戻すという内容でなければ説得力がない。 

 しかし、護憲派もすでに自衛権や自衛隊の存在、日米安保に対する絶対的

な反対の態度をとっていない。この問題を護憲派はわかりやすく国民に説明

する必要がある。 

 自民党改正案については、中味の吟味は別として、その内容は日本国の現

実をそのまま肯定するものである。前文、各条項に日本国の伝統重視の気持

ちが如実に表れている。前文では、日本の伝統、文化重視の表現が用いられ、

国際社会における地位はあまり強調されていない。各章各条については、第

一章 天皇 第二章 安全保障 第三章 国民の権利及び義務 に自民党

の国および国民に対する考えが表現されている。天皇は「元首」と明記され、

安全保障では自衛権と国防軍を規定した。国民については、個人よりも家族

重視が強調されている。また、憲法改正については、両議院議員総数のの過

半数による発議とした。 

 自民党はこの改正案をそのまま付議するつもりはないようだ。 

 安倍首相は、「衆参憲法審査会で議論を進め、各党との連携をはかり」と

言明したいる。 

 その上でできた改憲案が国民投票に付されるとしたら、どのような結果が

予想されるだろうか？ 

 スイスの過去の事例をみると、議会で多数派を占める政党が主張する案が、

ほとんどの場合、国民投票で承認されている。 

 これに倣えば、自民党の改正案が承認されると予想される。 
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  しかし、そうでない場合もありうる。なぜなら過去の衆参両議院議員選挙で

自民党に投票した人々は、自分の支持する政党という理由で投票したか、自民

党の経済政策や社会保障政策を支持して投票した人が多いと思われ、憲法改正

を支持して投票した人々がどの程度かははっきりしない。それゆえ、こと憲法

改正の投票となると、別の態度を表明する自民党支持者も多いかもしれない。 

  公明党の立場は、憲法については、自民党と同じではないようだ。「加憲」

という用語を用い、なにを加えるのか明確ではない。 

 また、現在の国民投票法および国会法（第 68 条の２）の規定では、一括

発案による国民投票への提案は認められていない。案件ごとの投票である。 

 この点はあまり話題になっていないが、現状では、護憲と改憲のどちらを

選ぶかという投票方法になっていないようだ。各項目ごとに、賛成・反対の

投票を行うとなれば、Ａ項目は現憲法維持に賛成、Ｂ項目は自民党改正案に

賛成など、最終的には新しい形の憲法の誕生ということもありうる。 

  

７．参議院議員選挙に臨む各党の憲法についての主張（6/21 朝日朝刊より） 

自民党 衆参憲法審査会の議論を進め、各党と連携を図り、合

わせて国民の合意形成に努め、憲法改正を目指す。 

民進党 憲法の平和主義を守る。未来志向の憲法を国民ととも

に構想する。 

公明党 加憲の立場を貫いているが、参院選では「争点になら

ない」として一切触れず 

共産党 安保法制＝戦争法廃止、立憲主義の回復、安保改憲を

許さず。 

おおさか維新 憲法改正で教育無償化、道州制含む統治機構改革、 
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憲法裁判所設置。 

社民 平和憲法を変えさせない。 

生活の党 明記なし。 

日本のこころ 日本人のてによる自主憲法制定。 

新党改革 明記なし。 

  

 以上、見るように各党の憲法に対する考え方はまちまちであり、公明党の

ように憲法を争点にしないと明言する党まであり、今回の参議院選挙で、い

わゆる改憲派が衆参両議院で議員総数の三分の二以上を確保したとしても、

憲法 96 条の発議は当分ないであろうと思われる。 

 他方メディの側では、改憲問題で盛り上がっており、世論調査も各種実施

されている。 

 たとえば、ＮＨＫが実施した世論調査（6月 10 日～12 日）では、憲法改

正「必要ある２６％」、「必要ない３３％」、「どちらともいえない３２％」 

となっている。 

 

 ８．国会議員全員による憲法９６条の決議ー私の提案 

 ところで、私は国民投票を早めに実施すべしという考えなので、別の提案

をしたい。それは国会議員総員による第９６条による改正発議である。 

 護憲派は現憲法の確認について６９年目でようやく国民の意思を問うの

である。「なにを今更」という声が聞こえてきそうであるが、決してそうで

はない。現憲法制定時点で、極東委員会は日本政府とＧＨＱに対して、 
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「１～２年以内にこの憲法についての国民投票を行うべし」という趣旨の答

申を行っていた。（「比較の中の改憲論」辻村みよ子）しかし、実現しなか

った。 

 護憲派の立場は、自衛隊、自衛権、日米安保を含めて、６９年間に憲法違

反とされた事項をすべて白紙に戻し、初心に帰れと主張することが一番わか

りやすい。この提案をベースに改憲派とともに国会議員の総員で第９６条に

基づき発議する。 

 「人」を中心に選ぶ投票でなく、テーマを選ぶ投票の実現である。 

 

９．私の改憲案（仮に、「未来像を考える党の案」とする） 

 ところで、私は現憲法あるいは自民党改正案いずれにも賛成しない立場で

ある。私なりの別の改正案を考えているからである。 

 民進党、「日本のこころ」もそれぞれ自主憲法の制定を提案している。一

部重複するかもしれないが、私は観客席から、べつの提案をする。 

 以下、改正案の骨子を説明したい。 

①憲法という名称をもっと親しみやすい名前に変える。たとえば「国民のた

めの基本法」とか「日本国基本法」と改称する。 

「憲法」という言葉はいかめしく、また歴史的な重荷を持っており、この言

葉だけで、身構えてしまう人は多い。 

②前文は、「国民主権、基本的人権、自由、平和主義、国際主義」を内容と

する現憲法の精神を引き継ぐこととする。ただし、厳正なる三権分立を明記

することを提案する。 
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③ 象徴天皇制は当面維持するが、将来はどのような形にするのがよいのか

大統領制への移行の検討も合わせ、国民的な広がりで検討するという提案を

盛り込む。 

 現憲法の天皇の規定は、当時の国際政治の妥協の産物であることは明白で

あるが、象徴天皇は憲法の中でも、第十三条（個人の尊重）、第十四条（法

の下の平等）と矛盾する。天皇個人の自由はかなり制限されている。憲法学

者たちはこの矛盾を「例外」として処理しているが、果たしてそれでいいの

だろうか？ 

 明治維新で再度歴史の舞台に登場してきた天皇制が、戦後象徴天皇として

装いを変えて継続しているが、これを国民的視点から再吟味する必要がある

と考える。 

 それは象徴天皇制が、皇室、日本国、日本国民にとってどのような意味が

あるのか？そのプラス面マイナス面を自由に討議できるようになる環境を

作り、国民全体で意見交換する。このような討議によって、天皇制について、

再検討する。 

 現憲法第６条第二項最高裁判所長官を公選とする。現在、行われている最

高裁判所長官の内閣による指名に基づく任命は、厳密な意味での三権分立に

反すると思う。 

④現憲法第九条に、核兵器の世界的な廃絶の主張を盛り込む。 

自衛権の保有を明記する。自衛のための予算はＧＤＰの０．５％以下とする。 

将来、周辺国との大規模な戦争は起こらないという前提で、国家の財政負担

を軽減する方策を探る。 
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⑤国民の権利および義務は、現憲法の条項を尊重するも、過去６９年間に生

じた新しい項目を追加する。たとえば、タブーのない日本の構築 闇の世界

をなくし真に明るい日本の建設など。 

⑥国政選挙での比例代表制部分の拡大。 

 人を選ぶ選挙の部分を縮小し、政党を選ぶ部分を広げる。 

 被選挙人の資格制度導入（政治常識、心構え、などをテストする） 

 「清い１票」が本当の意味で実現できる方策を模索することである。  

⑦国会 一院制の導入。これにより国政のより効率的でスムーズな運営が可

能になると思う。また、国家予算の削減にもつながる。（参議院を地域、職

能代表で構成し、衆議院のチェック機関として残す案もありうる） 

⑧財政 

 財政赤字の軽減措置を憲法に明記する。 

 憲法に明記することにより、国民的な課題であることを絶えず認識する。

結果に対する責任を負うのは、全国民であるため。 

⑨国民投票を行う項目の範囲を拡大する 

 代表民主制は、白紙委任ではないので、憲法改正のみでなく、その他の重

要事項についても、必要に応じて国民投票を行うこととする。 

⑩改正は、自民党改正案第百条を援用する。 

 国内国際環境の変化のスピードに対応するために、憲法改正をより改訂し

やすい制度を導入する。国民が決めるという前提に立てば、どんな課題もそ

れは国民の意思であるから国民投票の結果を尊重すべしと考える。 

⑪原子力発電の完全廃止 

⑫憲法裁判所設置の是非（大阪維新の会も提唱） 
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１０．その他の検討事項・問題点 

①国民投票の問題点 

 過去、国民投票のために社会不安が発生したり、為政者が悪用したりした

歴史があり、メリット、デメリットをわきまえた上での拡充が必要である。 

・結果に不満を持つ市民が暴徒化する問題。２０１４年のスコットランド独

立の是非を問う国民投票の後で起こった。 

・フランスでは、為政者により、自身の統治を正当化することを目的とした

国民投票が多用され、投票行為が人気投票・信任投票と化した国民投票を「プ

レビシット」（plebiscite）と呼び、危険視している。 

・ドイツでは、第一次世界大戦後に制定されたヴァイマル憲法下で直接民主

制の要素が部分的に採用され、国民の請願や国会の議決で発議できる国民投

票が制度化されていた。 

 ナチス・ドイツ体制期に「民族投票法」が制定され、ヒトラーの国家元首

就任（総統）や国際連盟脱退、ラインラント進駐、オーストリア併合の際に

行われた。 

②ヒューマニズムへの挑戦の時代？ 

 戦後長い間続いてきたヒューマニズム尊重の風潮が、最近さらに大きな挑

戦を受けているような感じがする。 

 たとえば、中東のイスラム世界から発信されてきた反西欧文明が、ＩＳに

代表される暴力主義を生み出し、世界的な脅威になっている。そこにはヒュ

ーマニズムの精神の否定があり、アラーの神が絶対視されている。 

 イスラムの人々はアラーの神に忠実な生活と行動を模索し、平和な生活か

ら人命無視の行動まで広がっている。暴力行為の根底にもアラーの教えは最

後のよりどころとなっている。 



19 
 

 中国では国家の安定を名目に、ヒューマニズムが抑圧されている。 

 これに対して、日本国憲法は、ヒューマニズムを表面に打ち出し、具体化

することを求めてきた。それが最近同じような挑戦を受けているような気が

する。私たちは、この観点からも憲法論議を検討しなければならないだろう。 

③宇宙的な視野で世界を見る必要性 

 地球儀を見ながら世界と日本を考えるという言い方もあるだろう。そこか

ら日本を考え、憲法のあり方を再検討してみる必要もありそうだ。 

 たとえば、中国の存在である。日本の２6 倍の面積を保有するので、地理

的大国である。逆に中国大陸の中心から日本国をみると、はるか東方の小さ

な列島である。この中国が今世界的な脅威となっているが、逆にこの国の安

全維持を目的とする為政者たちはなにを考えているのかを、地球儀からみて

みると、これ以上国を広げたいと思うことが果たして国の安全につながるの

かどうか、だれでも首をかしげたくなるのではないだろうか？たしかに南沙

諸島や尖閣列島で国際法に抵触しかねない行動をとっているが、これは何の

ためだろうか？まず考えられることは、自国の理屈が通ると判断する範囲内

で自国の国境を確保したいという為政者の心理ではないだろうか？ 

 これを宇宙から地上に降りて、たとえば日本のどこかに居て中国をみると、 

中国が国を挙げて日本を標的に侵攻を行う前哨戦のように感じる日本人た

ちがいることも不思議ではない。 

 そこから国防軍の充実、国防費の増加を唱える政治家たちが出現する。 

 私はこの立場に同意できない。中国に外国侵略の意図はないと思う。ない

というか出来ないというほうが現実的である。強大な領土を保有する中国は

自分の領土が何時どこで侵略されるか戦々恐々としているに違いない。その
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ため国防費を増大させて、果ては南沙諸島の領有を正当化しようとして躍起

になっている。周辺の国々の領域を無視してまでも拡張を続けている。 

 中国の最大の懸案はもちろん台湾である。台湾が独立の方向へ向かうこと

が、中国の立場では絶対に容認できないであろう。領土と国境の縮小を意味

するからである。  

 それゆえ日本の対中戦略は国境問題に絞られる。防衛費もこの分野の充実

にかぎってもよいと思う。 

 北朝鮮の為政者にとって、日本は関心の外である。けれで弾道ミサイル実

験のとばっちりを受ける懸念はある。この対策も必要かもしれない。 

 もちろん、サイバー攻撃に備える費用は必要である。 

④難民の問題 

 日本の国際的負担問題として、さらに圧力が加わるであろう。各党も対応

に苦慮している。しかし、前向きな政策を打ち出している政党は存在しない。 

⑤クリスタル国家への道 

 日本が「国民の総意で、世界でも有数のクリスタル国家になった」と世界

で称賛されるような国になるための手立ては、ほかにもいろいろあると思う。 

今後も検討を続けたいと思っている。 

以上 

＜主に参照した資料、情報＞ 

「比較のなかの改憲論」辻村みよ子（岩波新書） 

「憲法への招待」渋谷秀樹（岩波新書） 

「現代の政党と選挙」川人貞史ほか（有斐閣アルマ） 

 Ｗｉｋｉｐｅｄｉａ 

 朝日新聞、日経新聞、ほかテレビによる諸情報 


