
1 

 

  完全護憲の会ニュース 103号 

2022 年 7 月 10日 

発行：完全護憲の会 

〒140-0015 東京都品川区西大井 4-21-10-312 

電話・FAX ：03-3772-5095 

E メール：kanzengoken@gmail.com 

ホームページ：https://kanzengoken.com/ 

       目 次 
 

第 98回例会の報告          P.1 

別紙 1 事務局報告       P.1 

別紙 2 政治の現況について         P.3 

別紙 3 緊急警告 062号         P.9 

 「軍備拡大路線が戦争を招く」 

別紙 4 会員ブログより         P.10 

 最高裁の限界が露呈された「原発事故に国の責任なし」 

 

  
第 98 回例会報告 

 

6 月 26 日、都内・新橋ばるーんにて第 98回例会を開催した（参加者 4名；会員 79名）。 

今回の例会は、事務局担当者が急病で資料準備ができなかったため、「政治の現況について」（別紙 2）

と勉強会強会は中止とした（資料は次の運営委員会で配布）。 

事務局報告（別紙 1）は口頭で福田代表が行い、そのあと、最近の活動について意見交換した。参加

者の小野氏からは、再審（裁判のやり直し）法制の拡充をめざす活動の一環として「再審法改正をめざ

す市民の会」のパンフレットと、食料の根幹に関わる「日本の種子（たね）を守る会」のパンフレット

の紹介と解説を受けた。 

なお、次回勉強会のテーマは、７月 10 日の参議院議員選挙の結果を受けて、今後予想される政治課

題を選定する予定である。 

 
 

 

＜別紙 1＞  事務局報告 

 

 １）来信 

① 矢崎曉子弁護士の論考 

 後藤富士子弁護士より去る 6 月 3 日、「自由法曹団通信」6月１日号中、今、世上で話題になって

いるウクライナ戦争にともなう日本の安全保障政策についての 2 論考が送られてきた。そのうち矢

崎曉子弁護士（愛知支部）の論考末尾「攻められないためにどうするか」の一節は、具体的で分か

りやすいので、参考として以下に紹介したい。  

 「最後に、『攻められないためにどうするか』について私の見解を述べます。人・物・金の交

流をとおして経済的依存関係を強め、『あの国と戦争したくない』という国民感情をあちこちの
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国との間で強めること。外交上のトラブルを裁判によって解決できる共通の司法制度・裁判所を

作ること。むやみに軍事的な挑発をしあわないこと。他の国と見解の相違や衝突があっても定期

的に連絡を取り合い、会合を開き続けること。武器を開発・流通させない条約を作り、実効性の

ある監視組織を作ること。貧困や圧政に苦しむ他国に日頃から教育や技術や医療の援助をする

こと。紛争の平和的解決のシュミレーションを続け実現可能性を高めること。みなさんのご提案

もお聞かせください。」 

 

② 江澤誠氏著『「スマトラ新聞」を探して』 

 『「スマトラ新聞」を探して』（花伝社）が著者の江澤誠氏から寄贈された。 

「スマトラ新聞」は、現インドネシアのスマトラ島・パダンで、アジア・太平洋戦争中の日本軍

政下において発行されていた日刊邦字新聞である。1943 年 6 月~1945 年 8 月まで約 650 号が発行

された。本書はその再発見を詳細に記録している。あわせて、東南アジアで日本は何をしたのかを、

下記のように厳しく問いかけている。現世代の日本人に貴重な警告だ。 

 

「アジア・太平洋戦争中のマラヤ（現マレーシアとシンガポール。日本軍占領まえの英領マレ

ー連邦）における日本軍による華人虐殺は、あまりにも残虐であるとして、その信憑性を疑問視

する書籍が出版されている。しかし、大本営派遣の陸軍報道班員が目撃・記録し、マラヤ全域に

わたる多くの遺族・関係者ばかりか、元外交官などの日本人も証言しており、日本軍歩兵連隊に

よる『虐殺命令書』やそれを実行・記録した『陣中日誌』も防衛省防衛研究所に存在している。 

今日、日本人のあいだではマラヤにおいて日本軍による虐殺があったことを知る人も少なく、

歴史を謙虚に学び直すことから再出発せねばならないが、事実を知らないまま、あるいは事実を

隠蔽し、戦後の『自虐史観』を正すなどということが喧伝されている。政局などに連動して歴史

を見誤るのは、長い目で見て日本の国際的信用を傷つけ品位をおとしめる言動であり、『愛国者』

のとるべき道はない。」 

（発注は当会へ。定価：180円＋税 送料 180 円） 

 

➂ 安保法制違憲訴訟の原告・石垣敏夫氏より 

 「○○委員長が『攻めてきたら自衛隊の活用』（2022.4.10）と発言」。 

 この発言は「攻めてきたら」という「仮定の質問が問題」であり、私たちは平和外交で「攻めて

きた」という実態を作らないことを、求めています。 

 これと同様なことは、庶民間でも話されています。 

 「攻めてきたら、困る」。だから、自衛隊・軍備を増強する、に繋がっていきます。  

 このことは「攻めてきたらどうする」ではなく、「どうしたら戦争を防げるか」でしょう。                                

 私たちは戦争を阻止し、自衛隊員の命をも守ること、ではないでしょうか。 

 ウクライナ・ロシア戦争でわかるように、戦争は双方とも莫大な損害を受けます。利益を受け

るのは軍需産業だけです。 

 これは多くの命を失った、過去の日本の戦争から、見ても明らかです。 

 本来政治家は近隣諸国と平和共存を求め仲良く暮らすことを目指すのが、職務でしょう。「戦争

は政治家が始めるのです」。平和外交を求め、先頭に立つのが本物の政治家ではありませんか。ど

この国民でも大多数は平和を望んでいます。戦争の準備ではありません。武力で平和は創れませ
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ん。憲法９条はそのためにあるのでしょう。 

                石垣敏夫（安保法制違憲訴訟埼玉の会原告） 6月 19日 

 

２）入退会報告 

   今年に入って１月と 3 月に各 1名の入会があった。この期間、2名の会員の方が逝去された。そ

の結果、会員は 79名になる。 

 

３) 緊急警告 062号「軍備拡大路線が戦争を招く」を発出した。＜別紙 3＞ 

 

４）シリーズ 13 号について 

   シリーズ 13号の企画について、各章の分担が下記のように決まった。 

     日本国憲法の理念を守るために（仮題） 

はじめに (担当：鹿島委員) 

第１章 憲法審査会の動き（鹿島委員） 

第２章 憲法９条を巡る動き（草野委員） 

第３章 緊急事態条項の危険性（柳澤委員） 

第４章 ロシアのウクライナ侵攻について（大野委員） 

おわりに（鹿島委員） 

年表（〃） 

参考文献（〃） 

 

５）集会と署名運動の案内 

 ◇ 週刊金曜日・東京南部読者会 

   7 月 22日（金）18：00~20：30  大田区消費者生活センター（JR蒲田駅東口 徒歩 2 分） 

 ◇ レイバー映画祭 2022 

   7 月 23日（土）10：00〜17：00（開場 9：30） それぞれ上映後にトーク（10 分）あり 

  東京・全水道会館 4F 大会議室（JR水道橋駅東口 2分・都営地下鉄三田線水道橋駅 A1出口 1 分） 

『島がミサイル基地になるのか〜若きハルサーたちの唄』（湯本雅典・60 分） 

『プラットフォームビジネス「自由な働き方」の罠』（制作 PARC／監督土屋トカチ・35分） 

『あの空に帰ろう！ JAL争議団 12 年目のたたかい』（ビデオプレス・20 分） 

『日本に飛べ 連帯の道を 〜サンケン闘争』（韓国 KBS・50分） 

『これから 「関西生コン事件」と私たち（仮題）』（全日本建設運輸連帯労組 2022 年・60分（予定） 

『テレビで会えない芸人』（四元良隆・牧祐樹 2021 年・81 分）トーク：松元ヒロ（予定） 

  一般当日 1700 円 前売・予約 1500円 失業者・障害者（一律）1000円 学生・20 歳以下 無料 

  主催・問合せ・予約 レイバーネット日本  TEL 03-3530-8588  FAX 03-3530-8578 

  ネット予約：https://labornetjp.jimdofree.com/ レイバーネットHP：http://www.labornetjp.org/ 

 ◇ 第 7 回「戦争の加害」パネル展 開催（8/2〜8/9）と 8/3 講演会 

＊8/3 講演会「大日本帝国の戦争」〜膨張・侵略の 77 年と反省・隠蔽・忘却の 77年 

 講師：山田朗さん（世界で稀な秘密戦の資料を集めた登戸研究所資料館・館長、明治大学教授） 

 8月 3 日（水）18 時 30分〜20時 30 分  かながわ県民センター・ホール 資料代：500円 
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＊第 7回「戦争の加害」パネル展：8月 2日（火）〜9 日（火）10:00〜19:00 

  かながわ県民センター 1 階展示室（JR・私鉄「横浜駅」西口・きた西口から徒歩約 5 分） 

地図：https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u3x/cnt/f5681/access.html 

プログラム：http://www.labornetjp.org/EventItem/1655284213714matuzawa 

主催：記憶の継承を進める神奈川の会 

◇ 「憲法改悪を許さない全国署名」全国市民アクション・総がかり行動実行委員会 

「9 条改憲NO！全国市民アクション」、「戦争させない・9 条壊すな！総がかり行動実行委員会」 

署名用紙ほか詳細：http://kaikenno.com/?p=1826  ネット署名：https://bit.ly/3RAqMOj 

 

6）当面の日程 

第 99回例会・勉強会  7 月 24 日（日）13:30〜16:30  三田いきいきプラザ集会 B 

第 101 回運営委員会  7月 31 日（日）13:00〜     三田いきいきプラザ講習室 

第 100 回例会・勉強会 8月 28 日（日）13:30〜16:30   新橋ばるーん 202学習室 

第 102 回運営委員会   9月 4 日（日）13:00〜   白金いきいきプラザ集会室 C・仮 

第 101 回例会・勉強会 9月 25 日（日）13:30〜16:30  三田いきいきプラザ講習室・仮 
 

 

＜別紙 2＞   政治の現況について 
 

（１）主なニュース一覧（2022/5/21－6/20） 

＊バイデン米大統領来日、日米首脳会談（2022/5/23） 

＊岸田首相、日米首脳会談で防衛費増を表明（2022/5/23） 

＊バイデン大統領、台湾防衛軍事関与明言（2022/5/23） 

＊最高裁、在外投票の制限違憲判決（2022/5/25） 

＊札幌地裁、泊原発運転差し止め判決（2022/5/31） 

＊島根県知事、県庁所在地にある島根原発 2 号機再稼働に同意表明。 

＊岸田首相、NATO 首脳会議に参加予定（2022/6/5） 

＊政府、「経済財政運営と改革の基本方針 2022」閣議決定（2022/6/7） 

＊アジア安全保障会議で岸田首相基調講演。「防衛力の抜本的強化」表明（2022/6/10） 

＊政府、参院選 6 月 22日公示、7 月 10 日投開票、閣議決定（2022/6/15） 

＊最高裁、原発避難者訴訟で国の責任認めない判決（2022/6/17） 

＊自民党茂木幹事長、参院選後に改憲案提出めざすと発言（2022/6/20） 

 

（２）新聞社説、ニュース記事（議論の活発化のため、あえて意見の異なる主張も掲載） 

① 東京新聞 TOKYO Web 2022 年 5 月 23 日  ニュース記事 

敵基地攻撃「あらゆる選択肢を検討」防衛費「相当な増額」岸田首相がバイデン大統領に表明  

 岸田文雄首相は 23 日、バイデン米大統領と東京・元赤坂の迎賓館で会談した。首相は政府が年末に

予定する国家安全保障戦略などの改定で、敵基地攻撃能力の保有を含めて「あらゆる選択肢を検討する」

と伝達。防衛力の抜本的な強化のため、現在は対国内総生産（GDP）比 1％程度にとどまる防衛費の「相

当な増額を確保する」と述べ、バイデン氏は「強く支持する」と応じた。米国が核兵器による「核の傘」

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u3x/cnt/f5681/access.html
http://www.labornetjp.org/EventItem/1655284213714matuzawa
http://kaikenno.com/?p=1826
https://bit.ly/3RAqMOj
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や通常戦力により同盟国を守る「拡大抑止」の信頼性を高めるため、両国で緊密な意思疎通を図ること

も確認した。（生島章弘） 

 両首脳の対面による本格的な会談は初めて。共同記者会見で、首相は東アジアを含むインド太平洋地

域の安全保障環境が厳しさを増しているとして「日米同盟の抑止力、対処力を早急に強化する必要があ

る」と強調し、日本の防衛費を増額する方針を説明した。 

 両首脳は会談で、ロシアのウクライナ侵攻を「力による一方的な現状変更の試みは、いかなる場所で

あれ断じて許容できない」と批判し、インド太平洋地域への影響を議論。中国の南シナ海、東シナ海へ

の海洋進出に強く反対し、軍事の透明性向上を要求した。 

 拡大抑止を巡り、バイデン氏は尖閣諸島への日米安保条約第 5 条の適用を含む対日防衛義務を改めて

表明した。 

 首相は国連安保理改革の必要性を指摘。バイデン氏は賛意を示し、改革実現後の日本の常任理事国入

りを支持した。 

 共同声明では、北朝鮮の核・ミサイル開発を非難し、韓国を含む３カ国の協力の重要性に言及した。

沖縄県名護市辺野古へのこの米軍新基地建設については、普天間飛行場（宜野湾ぎのわん市）の「継続

的な使用を回避する唯一の解決策」と盛り込んだ。 

◆抑止力強化の一辺倒で平和は守れない 

＜解説＞ 日米首脳会談で、岸田首相はロシアのウクライナ侵攻のような事態を「東アジアで許さぬよ

う日米同盟のさらなる強化が不可欠」と強調。日米双方が武力による抑止力強化を図る姿勢を鮮明にし

た。だが、武力重視が周辺国の軍拡競争を加速化させ、地域情勢を逆に不安定化させる「安全保障のジ

レンマ」を引き起こす懸念はぬぐえない。 

 バイデン大統領は「より強い日米同盟が台湾海峡の平和と安定を持続し、北朝鮮が抑止されることを

期待する」と強調した。だが、日米が脅威と見なす中国や北朝鮮との対話に向けた日米の努力は十分な

のか。岸田首相の就任後、対面での日中首脳会談は実現していない。北朝鮮とも意思疎通の形跡は見え

ない。 

 外交努力を軽視し、武力による抑止力強化に頼りきりでは平和は守れない。（川田篤志） 

 

② 朝日新聞 DIGITAL  2022 年 5 月 23 日  ニュース記事 

バイデン米大統領、台湾防衛に「イエス」 あいまい戦略踏み越える 

 バイデン米大統領は 23 日、岸田文雄首相との共同記者会見で、中国が台湾に侵攻した際に米国が台

湾防衛に軍事的に関与するかと問われ、「イエス。それが我々の誓約（コミットメント）だ」と答えた。 

 歴代の米政権は中国が台湾に侵攻した際、米国が台湾を防衛する意思があるかどうかを明らかにしな

い「あいまい戦略」を取ってきた。バイデン氏の「台湾防衛」の意思を明確に示したこの発言は、歴代

米政権の「あいまい戦略」を踏み越えたものだ。 

 

③ 毎日新聞 2022 年 5月 25 日  ニュース記事 

在外投票の制限は「違憲」 最高裁判決 国会は法改正迫られる 

 在外邦人が最高裁裁判官の国民審査に投票できないのは憲法に反するとして、海外在住の男性ら 5人

が国に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷（裁判長・大谷直人長官）は 25日、在

外邦人の投票を制限している国民審査法は公務員の選定・罷免権を保障した憲法 15 条に違反するとの

初判断を示した。1、2 審に続く違憲判決で、国会は法改正を迫られることになる。最高裁が個別の法令
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を違憲と判断するのは史上 11 例目。 

 国民審査は衆院選に合わせて実施され、前回審査以降に就任した裁判官が対象となる。有権者は辞め

させたい裁判官の名前の上に「×」を記入して投票し、×印が有効票の半数を超えると罷免される。過

去全 25 回の中で罷免された裁判官は一人もいない。 

 原告側は上告審で「国民審査は選挙と並んで、国民主権と三権分立を実現する重要な権利。憲法はこ

れを奪うことを許していない」と主張。これに対し、国側は「国会に信任された内閣が裁判官を任命・

指名しており、（国民審査は）議会制民主主義において不可欠の制度とは言えない。告示から投票までに

各国に投票用紙を印刷して送っても間に合わず、憲法には違反しない」と反論していた。 

 1 審・東京地裁（19年 5 月）と 2審・東京高裁（20年 6月）は、「国民審査は司法に国民の意思を反

映させる重要な権利なのに、やむを得ない事情もなく制限している」などとして違憲と判断した。また、

1 審は国の立法不作為を認めて 2 万 5000 円の賠償を命じたが、2 審は賠償請求を棄却していた。【遠山

和宏】 

 

④ 朝日新聞 DIGITAL 2022 年 5 月 31 日  ニュース記事 

泊原発の運転に差し止め命令、地裁「防潮堤がない」 審査にも影響か 

 北海道電力が再稼働を目指す泊（とまり）原発（北海道泊村）の 1〜3 号機について、道内外の約 1200

人が北電を相手に、運転差し止めや廃炉などを求めた訴訟の判決が 31 日、札幌地裁であった。谷口哲

也裁判長は「基準で求められている津波防護施設（防潮堤）が存在しない。その余の争点について判断

するまでもなく、原告らの人格権が侵害されるおそれがある」と述べ、運転差し止めを命じた。 

【判決の背景を詳しく】 訴訟にも審査にも響く北電のずさんな対応 問われる資質 

 原告側が求めていた廃炉措置については「廃炉まで必要な具体的な事情はない」として認めなかった。 

 1〜3 号機は東日本大震災後の 2011年 4月〜12 年 5 月、定期検査のため順次停止。北電は 13年 7月

の国の新規制基準施行と同時に再稼働を申請したが、現在も原子力規制委員会で審査が続いている。今

回の判決は仮処分とは異なり、確定しない限り再稼働を止める効力はないが、規制委の再稼働審査に影

響を与える可能性がある。 

 原告らは 11年 11 月に提訴…（以下略） 

 

⑤ 朝日新聞 DIGITAL 2022 年 6 月 5日  ニュース記事 

岸田首相、NATO首脳会議出席へ 日本の首相として初 

 岸田文雄首相は 29〜30 日にスペインのマドリードで開かれる北大西洋条約機構（NATO）首脳会議

に出席する方向で最終調整に入った。ロシアのウクライナ侵攻をめぐり、対応を協議する。実現すれば、

NATO 加盟国でない日本の首相が同会議に参加するのは初めて。政府関係者が明らかにした。 

 自民党の茂木敏充幹事長も 5 日、松山市の街頭演説で「今月後半に岸田総理はG7でドイツに行く。

おそらくその後、日本の総理として初めてNATO の首脳会談に出席する」と述べた。（以下略） 

 

⑥ 産経新聞 THE SANKEI NEWS 2022年 6 月 7 日  ニュース記事 

骨太方針閣議決定 防衛費、概算要求の対象外 

政府は７日の臨時閣議で経済財政運営の指針「骨太の方針」と、その中核となる成長戦略「新しい資

本主義」実行計画、規制改革実施計画を決定した。骨太方針では、国際情勢の緊迫化を念頭に「外交・

安全保障双方の大幅な強化が求められている」と明記。その例として、中国の圧力が強まる「台湾」の
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記述を初めて盛り込んだ。また、防衛費に関し、岸田文雄首相は７日、経済財政諮問会議と新しい資本

主義実現会議の合同会議で、年末に閣議決定する国家安全保障戦略を踏まえて令和５年度予算を編成す

ると表明。事実上、夏の概算要求基準の対象外とすることを示唆した。 

岸田政権で初めてとなる骨太方針は、夏の参院選で与党が訴える公約の骨格になる。 

防衛力については「５年以内に抜本的に強化する」と年限を記載した。北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）

が対国内総生産（ＧＤＰ）比で２％以上の防衛予算を目標としていることも本文中に盛り込んだ。外交

安保の記載の注釈では、５月の日米首脳会談で「台湾海峡の平和と安定の重要性を強調」したとの状況

説明を加えた。 

予算編成の考え方では、歳出改革努力の継続を掲げた「骨太方針２０２１に基づき経済・財政一体改革

を着実に推進する」と記載した。ただ、与党内の積極財政派の反発に配慮して「ただし、重要な政策の

選択肢をせばめることがあってはならない」とも併記した。 

岸田政権の中長期的な成長戦略を示す新しい資本主義実行計画では「人への投資」「科学技術・イノベー

ション」「スタートアップ（新興企業）」「脱炭素・デジタル化」を重点投資分野の４本柱と位置付けた。

学び直しや再就職に向けた伴走支援を受けられる仕組みを年内に検討するなどとした工程表も公表さ

れた。 

 

⑦ 東京新聞 TOKYO Web 2022 年 6 月 13 日  ニュース記事 

侮辱罪厳罰化、改正法が成立 ネット中傷対策で懲役導入 

 インターネット上の誹謗中傷対策で「侮辱罪」を厳罰化し、現行の懲役や罰金刑の対象とする改正刑

法が１３日、参院本会議で賛成多数により可決、成立した。２０２０年に女子プロレスラー木村花さん

＝当時（２２）＝が交流サイト（ＳＮＳ）で中傷され自死したのを機に、見直しの議論が拡大。国会で

は、憲法が保障する表現の自由との兼ね合いが論点となってきた。 

 野党の立憲民主党などは、政治家や公務員への正当な批判を萎縮させる恐れがあるとして反対。与野

党の合意で、施行から３年後、表現の自由を不当に制約していないか検証するとした検討条項の付則が

設けられた。 

 

⑧ 東京新聞 TOKYO Web 2022 年 6 月 17 日  ニュース記事 

原発事故で国の責任認めない判決 「実際の津波は試算された津波と規模異なる」避難者訴訟で最高

裁が初判断 

 東京電力福島第一原発事故によって被害を受けた住民や福島県内から避難した人たちが、国に損害賠

償を求めた４件の訴訟の上告審判決で、最高裁第２小法廷（菅野博之裁判長）は１７日、原発事故につ

いて国の賠償責任を認めない統一判断を示した。裁判官４人中３人の多数意見で、三浦守裁判官（検察

官出身）は「国や東電が真摯な検討をしていれば事故を回避できた可能性が高い」として、国の責任は

あったとする反対意見を出した。全国で約３０件ある同種訴訟への影響は必至だ。 

 判決は、東電が試算した津波は実際の津波とは規模や方角が異なり、仮に国が東電に対策を命じてい

たとしても事故は防げなかった可能性が高いと判断した。 

 ４訴訟は国と東電を相手に福島、群馬、千葉、愛媛で起こされ、高裁段階では群馬以外の３件で国の

責任が認められていた。東電の賠償責任については今年３月に最高裁で確定し、賠償総額は４件で計約

１４億円となっている。 

 主な争点は、巨大地震による津波を予見できたかと、対策を講じていれば事故を回避できていたか。 
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 原告側は、福島沖を含む範囲で津波地震発生の可能性を予測した政府の地震調査研究推進本部による

「長期評価」などに基づき、防潮堤の建設や重要機器室への浸水を防ぐ「水密化」を行っていれば事故

は防げたとし、国は東電に対策を指示する義務があったと主張していた。 

 一方、国側は、長期評価は信頼性が低く、津波は予見できなかったと反論。長期評価に基づいて想定

された津波と実際の津波とは規模や方向が異なり、対策を講じても敷地への浸水は防げなかったと主張

していた。 

 

⑨ 朝日新聞 DIGITAL 2022 年 6 月 20日  ニュース記事 

憲法改正原案、参院選後の提出めざす 自民・茂木氏「なるべく早く」 

 自民党の茂木敏充幹事長は 20 日、報道各社のインタビューに応じ、参院選後に憲法改正原案を国会

に提出したいとの考えを表明した。原案の具体的な内容には触れなかったが、自民は原案のたたき台と

なる改憲 4項目として「自衛隊明記」などを掲げている。 

 参院選を前に行われた今回のインタビューで、茂木氏は「選挙後できるだけ早いタイミングで憲法改

正原案の国会提案、発議を目指したい」と述べた。 

 今年の通常国会では、憲法改…（以下略） 

 

⑩ 朝日新聞 DIGITAL 2022 年 6 月 20日 

【社説】核禁条約会議開幕へ 危機超えて軍縮・廃絶の再起を 

 ロシアの侵略戦争により、核の使用は世界が直面する喫緊の脅威となった。それが今の冷徹な現実で

あり、破局を避けるためには核兵器を地球上からなくす行動を急がねばならない。 

 あす２１日から、核兵器禁止条約の初の会合がウィーンで始まる。大戦後から冷戦期を通じて辛うじ

て続いた「核のタブー」が揺らぐさなかの開催だ。 

 軍縮の義務を怠り、核の技術革新を競う大国の行動変化を待つ余裕はもはや、ない。 

 核の危うさを直視する国々の有志連合がまず結束を強め、危機のなかから理性を取り戻す。この初会

合をその起点とし、核軍縮と廃絶を確固たる目標として掲げ直すときである。 

 ■揺らぐ不拡散体制 

 「核兵器が使われるリスクは冷戦期より高まっている」「核は今後増加に向かうだろう」。ストックホ

ルム国際平和研究所は先週、そう警告した。 

 戦後の核軍縮は、米ロ英仏中の５カ国を核保有国と定め、それ以外の国に核兵器が渡るのを禁じる核

不拡散条約（ＮＰＴ）を基軸に保たれてきた。 

 だが条約の枠外で、イスラエル、インド、パキスタン、北朝鮮が核武装を進め、イランの開発も問題

化して久しい。加えて核保有５カ国が軍縮に取り組まないことが、不拡散体制の信頼を損ねてきた。 

 そこにさらなる打撃をもたらしたのが、ロシアのウクライナ侵攻である。核保有の見返りとして国際

平和に重い責任を負う大国が自ら隣国を違法に侵略し、核で脅しをかける。許しがたい背信行為だ。 

 そんな国の指導者が「核のボタン」を押さない冷静な判断を保つと、だれが断言できるだろうか。た

とえ小型核でもひとたび使われれば、より陰惨な事態が待ち受ける。 

 非人道的な究極兵器の規範が破られた先に広がるのは、核使用の自制が失われ、「核の傘」など意味を

なくす世界である。 

 ■新ルール作りの意義 

 不拡散条約だけの枠内では、核保有国が動かず、廃絶への進展は望めない。業を煮やした非核国が被
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爆者やＮＧＯなどと５年前に誕生させたのが、新たな国際人道法となる核禁条約だ。核兵器の所持、使

用や、脅しに用いることも禁じる。 

 発効から１年５カ月。その意義を確認し、課題を話しあう初の締約国会議である。６２の批准国・地

域に加え、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）のドイツやオランダなどのほか、豪州もオブザーバー参加す

る。米国の「核の傘」の下にある同盟国が危機感を共有する意味は大きい。 

 日本政府は条約に背を向けているが、今回の会合には広島・長崎市長のほか、被爆者や若者ら５０人

以上が参加する。核被害を世界に伝え、条約が定める「被害者支援」や「環境回復」についても必要な

体制づくりの議論につなげてほしい。 

 この条約は核保有国を排除してはいない。その将来的な加入を想定し、核廃棄と検証のプロセスの論

議も始まる。それは朝鮮半島など各地の非核化地帯の創出につながるルールづくりの幕開けである。長

期的に日本の安全保障環境にも直結することを見落としてはなるまい。 

 不拡散条約が大戦からの経緯を踏まえた核の歯止めであるとすれば、核禁条約は廃絶のゴールから逆

算して今とるべき行動を見定める枠組みであろう。 

 この二つの国際条約は対立するものではなく、むしろ危うさを増す核時代に同時並行で尊重し、築き

上げていくべきものだ。双方をつなぐために、核保有国と非核国の架け橋となることが、唯一の戦争被

爆国・日本政府の使命である。 

 ■被爆国こそが先頭に 

 岸田首相は、８月にある不拡散条約の再検討会議に出席する方向で調整している。日本の首相として

は初めてであり、ぜひ実現させてもらいたい。 

 一方で、核禁条約の歴史的な初会合に日本政府の姿がないのは明白な過ちだ。ドイツや豪州などのよ

うなオブザーバー参加もしない被爆国の態度は、参加国を落胆させるに違いない。 

 日本を取り巻く現況を見渡せば、確かに中国、北朝鮮、ロシアの軍拡路線は憂慮される。日米同盟を

軸に防衛力を確保するのは理解できるが、だとしても力には力で対抗する抑止の論理だけに寄りかかっ

ていては持続可能な安全環境は築けない。 

 米国は核禁条約に反対しており、日本政府は同調しているのが実情だろう。ただ、米国が核兵器の役

割を低減させる検討をした際も、日本は異を唱えてきた。そうした現状維持の思考から脱し、核の先制

使用をしない宣言を促すなどの取り組みに乗り出すべきではないか。 

 中国を国際的な核軍備管理の枠組みに導くことも日本の安全に資するはずだ。日本がなすべきは、そ

のための米中の対話を後押しすることだろう。日本が核軍縮から廃絶への流れをつくる先頭に立つため、

岸田氏に不拡散と核兵器禁止の両条約への積極関与を誓うよう求める。 

 

 

＜別紙 3＞   緊急警告 062号 

 軍備拡大路線が戦争を招く 
 

 さる 5 月 23日に発表された日米首脳の共同声明で、「岸田文雄首相はミサイルの脅威に対抗する能力

を含め、国家に必要なあらゆる選択肢を検討し、防衛力の抜本的強化に向けた防衛費の相当な増額を確

保する決意を表明。バイデン氏は強く支持」（東京新聞 5 月 24 日）した。 

 だがこの軍備拡大の合意には強い批判がある。「首相が目指す防衛力強化は、自衛隊による相手国領
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域内への攻撃も選択肢から排除しないなど、戦後堅持してきた抑制的な安保政策の転換につながる内容

だ。……自民党内にも慎重論は残り、野党の反発や世論の懸念は根強い。早い段階でバイデン氏の支持

を取り付けることで議論の流れを決定付け、既成事実化する狙いも透ける。……だが、両国そろって力

に力で対抗することに傾倒すれば、周辺国に疑心暗鬼を招く恐れを否定できず、もろ刃の剣ともいえる。」

（東京新聞 5 月 24日） 

 この軍拡路線にはかねてからの反論もある。自由法曹団の小賀坂徹幹事長は 2022 年５月の研究討論

集会あて報告で、「安全保障のジレンマ」をめぐり次のように警告している。 

 「抑止論は、軍備の増強によって相手に攻撃を思いとどまらせようというものである以上、相手国に

恐怖を抱かせるだけの打撃力を常に保持していなければならない。当然相手国が軍事力を増強するとこ

ちらも増強し、そのことがさらに相手国の軍事力増強を誘発する。その結果、際限のない軍拡競争とな

り、いつまでたっても安全は保障されないことになる……」と。 

 このように、防衛費の増額は、「安全保障のジレンマ」によって、平和の維持に役立たず、反って東ア

ジア地域の安定を損なう結果をみちびくことに、識者の意見はほぼ一致しており、私たちもこの見解を

確認している。 

 東京新聞（6 月 3日）によれば、2021年度の防衛費は国内総生産（GDP）比１％程度の約 5 兆 4000

億円で、これを自民党の提言にそって２％以上に増額すれば、さらに 5 兆円を必要とする。この 5兆円

を民生費に当てればどれ程の規模になるのか。 

 教育関係では、小・中学校の給食無料化で 0.4 兆円、児童手当の高校までの延長と所得制限の撤廃で

１兆円、大学授業料の無償化で 1.8 兆円、この計 3.2兆円。 

 年金関係では、受給権者全員に年 12 万円を追加支給すれば、4.9 兆円。 

 医療関係では、公的保険医療の自己負担をゼロにすれば、5.2 兆円。 

 消費税関係では、現 10%の税率から 2%を引下げれば、4.3兆円。 

 と試算されている。                         

 コロナ禍で国民の生活は委縮し、物価高で生活苦に沈む年金生活者やワーキングプアが溢れていると

き、これだけ貴重な財源を軍拡競争に回すことは許されない。 

 社会的に最も弱い立場にある女性の自殺者数は、2021年に 7068 人と 2年連続して増加しており、コ

ロナ禍の長期化で雇用など先行きへの不安が心理的負担になっているとされる。自殺未遂者は既遂者の

10 倍はいると見られるから、7万人ほどの女性が、主として生活苦で、今死ぬほど苦しんでいることに

なる。この層の人々に先ず目を向けるのが政治の務めではないか。 

 ちなみに、日本の自殺率（10万人当たりの自殺者数）は米国の 2 倍、英国の 3 倍で、先進国のなかで

は群を抜いて高い状態にあるという。 

 さらに憂慮すべきことがある。 

 来るべき参院選を控えて、野党第 1党の立憲民主党は、物価高のへの対策をとっていないとして内閣

不信任案を提出したものの、さる 6月 3日には、選挙公約の柱に「着実な安全保障」をかかげ防衛力の

整備を強調したことだ。党内で防衛力強化に慎重な議員も多いなか、保守層の票も取らねば勝てないと

の狙いは、かえって国民の失望を買うだろう。 

 今こそ不毛な軍備拡大競争を放棄し、近隣諸国と善隣互恵の関係構築に努力すべきときだ。とくに北

東アジアの隣国とは 2000 年来の善隣の歴史を回顧し、また近年において植民地支配と侵略によって多

大の損害と苦痛を与えたことに反省の誠意を示して、政治・経済・社会・文化などあらゆる面で日頃か
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ら交流を積み重ね、相互理解を深めておくことが肝要だ。 

 この度の日米首脳会談における合意は、軍備の増強を意図することによって、戦争の放棄を定めた憲

法第 9 条に、戦争暴発の危険をもたらすことにより、国民の幸福追求の権利を定めた第 13 条に、また

民生費を圧迫することにより、健康で文化的な生活を営む権利を定めた第25条に違反するものである。 

（2022 年 6月 10 日） 

  

 

＜別紙 4＞  会員ブログより 

最高裁の限界が露呈された「原発事故に国の責任なし」 

柳澤 修 

3.11東日本大震災で福島第一原子力発電所が全電源喪失という未曽有の事態となり、1 号機から 4 号

機が危機的状況になった事故から 11 年が経過。福島県民はその間多大な被害を受けてきたが、その被

害に対する損害賠償は東電が国の支援を受けて行っている。これに対して、被災者が国の責任を求めて

いた 4件の集団訴訟の最高裁判決が 6 月 17 日にあり、最高裁は国の責任は認めない判決を下した。 

判決の要旨は、政府機関が 2002 年に公表した地震予測「長期評価」に基づいて東電が 2008年に実施

した試算と比べ、東日本大震災の津波は規模が大きく、襲来した方角も想定と異なったと指摘。「国が想

定に基づいて東電に対策を取らせても、大量の海水が主要建屋に浸入して同様の事故が起きた可能性が

ある」というもの。 

国が国策として電力会社に原発をつくらせ、経産省及び原子力安全保安院という組織が深く関与して

いた背景も顧みず、ただただ民間の電力会社に責任を押し付けるのが正しい選択ということを判例とし

て残してしまったことになる。ちなみに 4件のうち 3件の高裁判決では国の責任が認められていたので

あるから、残念ながらこれが最高裁の限界と言わざるを得ない。官民挙げて「安全神話」を作り上げて

きたにもかかわらず、いざ事故が起こればすべて電力会社が悪く、国には責任がないという論理を最高

裁は容認する結果になった。 

日本の裁判所、特に最高裁は「統治行為論」、すなわち「国家統治の基本に関する高度な政治性」を有

する国家の行為については、司法審査対象外としているのが実態。これは憲法 81 条の「法令などの合

憲性審査権」を放棄しており、これ自体違憲なのだが、原発問題のような、国が積極的に関与してきた

政策は政治性が強く、これに沿った判断しかできないのが最高裁の限界。「国策」として官民一体で進め

てきた原発政策に対しても、まともな審判ができないのだ。したがって、津波予想に応じた高さの防潮

堤を造っていても、事故は避けられなかったという単純な結論になっている。 

第２小法廷の４人の裁判官のうち、検事出身の三浦裁判官だけは国の責任を認めたが、他の３人の多

数意見だったとのこと。草野・岡村両判事は多彩な経歴があるので期待したが、裁判官出身の菅野裁判

長に引っ張られたのか。 

いずれにせよ、国の責任を認めない判決しか出せない最高裁がある限り、日本における法の支配はま

だ闇の中だ。 

（2022 年 6月 20 日）  
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 ◆ 当会への入会ご案内（会費は無料）  参照：https://kanzengoken.com/?page_id=6402 

  「完全護憲の会」入会申込書    No.            

氏      名  

ふ り が な  

入 会 年 月 日   ２０   年    月    日 

 メールアドレス  

住      所 〒 

電 話 番 号  

入会金（1000円）     □支払い済み      □未払い 
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