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5 月 13 日 裁判所の東隣(県文化会館)広場で報告集会 

ＮＨＫは政治権力から自立を！ 

ＮＨＫ問題を考える会（兵庫） 
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大法廷に入り切れない傍聴者１５０人以上 

安倍政権寄りの放送に抗議して、受信料の一時凍結をしている宮内正厳さんの裁判は、放送法

にもとづいて受信料の法的性格、NHK の放送法遵守の義務と契約者の義務との関係を明らかに

することを目的としている。 

5 月 13 日、第 2 回口頭弁論が行われました。法廷は森川さつき裁判官が指揮し、原告側の

NHK 弁護士 5 人、被告側の宮内さんと 3 人の弁護士、70 席の傍聴席は満席。関西一円から

152 人が駆けつけました。 

 

報告する佐藤真理弁護団長(中央)と 

宮内正厳さん(右) 

ＮＨＫ受信料裁判 
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５月１３日 第２回口頭弁論 

森川裁判官 突然の審議打ち切り、許されない暴挙！

森川裁判官は、弁護団の 15 分の弁論を聞き終え、

NHK 側の反論なしを確認すると、突然、「本日の審理で

弁論を終結し判決言い渡し期日を・・」と審理打ち切

りを宣言しました。驚いた佐藤弁護団長が裁判官席に

詰め寄り、弁論の継続を求め、乱暴なやり方に抗議し

ました。裁判官はその声を振り切り、逃げるように退

廷しようとしたので、佐藤弁護士は口頭で「忌避しま

す！」と申し立てました。 

始まったばかりの裁判で、論点については何一つまと

もな議論はなされていません。十分な弁論を封殺する

不公正な訴訟指揮でした。弁論終了後の野外報告会と

交流会では、今後の対応として、「審理を尽くせ」要

請ハガキや「森川裁判官忌避を求める」署名をとりく

もう、と話し合われました。

５月１６日「森川裁判官忌避の申し立て」提出 

「忌避」署名１１日で１８００筆超、ハガキ多数 

裁判官の「回避・忌避を求める」請願署名は、わずか１１日で１８００筆を超える署名が集まり裁判所に３次 

にわたって届けられました。ご協力頂いた皆さまにお礼申し上げます。

５月２４日「森川裁判長忌避申し立て」却下される 

６月２日 大阪高裁へ「裁判官忌避申し立て却下」に対する抗告状を提出 

＜新しい署名へのご協力のお願い＞ （ＮＨＫ問題奈良の会）

 「ＮＨＫ問題奈良の会」は、裁判官忌避の申し立てが却下されたことを受け、新しい署名活動にとりくみます。 

署名内容
署名内容署名内容
署名内容 奈良地裁での「弁論再会、合議体による校正かつ充実した心理を求める請願署名」 

 第
第第
第 1

11
1 次集約

次集約次集約
次集約 6 月 20 日  第２次集約

第２次集約第２次集約
第２次集約 7 月中旬 署名目標数

署名目標数署名目標数
署名目標数 

  
 3000 筆以上  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

報告集会での宮内さんの発言 

私が凍結しているのは４万４千円です。集金の方が来たので、NHK の

放送内容に意見がありますと言いましたが喧嘩したわけではありません。 

 NHK が公共放送として生まれ変われないのかとの思いがあったから凍

結しました。NHK 側の弁護士が当初４人から５人になった。東京から来て

凍結額との費用対効果は極めて悪いです。 

NHK の放送の在り方を根本から問う裁判で、NHK が敗訴になれば安

倍チャンネルから国民の NHK に変わるのではないかとの思いを込めてこ

の裁判を闘っています。ご支援よろしくお願いします。 

 

 

「兵庫の会」も 

神戸の集会で署名を 

呼びかけました 

双方の主張 （準備書面より） 

 

被告 宮内正厳 

① 同時履行の抗弁（不安の抗弁） 

・放送受信契約の法的性質は継続的な有償双務契約で

ある。相手方(NHK)が義務を果たせなくなった場合、一方

(視聴者)は先履行義務(支払い)を拒絶する権利がある。 

② 放送法の趣旨から支払拒絶は可能 

・戦前の国による言論統制。その反省から生まれた放送

法。国民の要望を満たすような放送番組を放送する国民

的、公共的な役割が求められた。ＮＨＫは放送法４条１項

を遵守する義務がある。４条１項及び同法 81 条１項に明

確に反する放送を行い、それが継続的に行われ、もはや

一般的な批判、言論活動においてその是正が不可能な

事態に陥った場合は、契約者が支払を一時留保して、こ

れを遵守させる方法として、受信料の支払いを拒絶するこ

とは正当なものとして許容されると解すべき、放送法上予

定されているというべきである。 

原告 日本放送協会（ＮＨＫ） 

① 放送受信料の法的性質は「特殊な負担金」 

・広告主や国家から独立性を確保し公共性と表現の自由

を確保するために自主財源を確保する必要がある。 

・放送受信料は「視聴可能性」の対価にすぎず、「視聴」の

対価でない(東京高等裁判所平成 24 年 2月 29 日判決) 

・対価的要素があるとしても従たる性質にすぎず視聴の対

価ではあり得ないこと(札幌高裁平成 22 年 11月 5日判決) 

・放送法４条は法的義務を定めるものではなく倫理的義務

を定めたものと解する。最高裁判所調査官解説でも「この

規定の性質及び憲法適合性をめぐっては議論のあるとこ

ろであるが、法的効力のない倫理的意味の規定と解する

見解が通説とされる」。したがって NHK の倫理的義務と受

信契約者が負う受信料支払い義務との間には、なんら関

係はなく対価性も認められない。 

裁判の経過 
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「緊急事態条項」の
「緊急事態条項」の「緊急事態条項」の
「緊急事態条項」の危険性

危険性危険性
危険性 

  
 

「緊急事態条項の危険性」
「緊急事態条項の危険性」「緊急事態条項の危険性」
「緊急事態条項の危険性」についてお話します。

についてお話します。についてお話します。
についてお話します。 

  
 

安倍政権の改憲路線の突破口として持ち出されて
安倍政権の改憲路線の突破口として持ち出されて安倍政権の改憲路線の突破口として持ち出されて
安倍政権の改憲路線の突破口として持ち出されて

いる「緊急事態条項」は９条改憲とセットです。９条
いる「緊急事態条項」は９条改憲とセットです。９条いる「緊急事態条項」は９条改憲とセットです。９条
いる「緊急事態条項」は９条改憲とセットです。９条

改憲に進むにはこっちを先にやった方がいいのか、９
改憲に進むにはこっちを先にやった方がいいのか、９改憲に進むにはこっちを先にやった方がいいのか、９
改憲に進むにはこっちを先にやった方がいいのか、９

条が先かという話しです
条が先かという話しです条が先かという話しです
条が先かという話しですがこれは全くセットです

がこれは全くセットですがこれは全くセットです
がこれは全くセットです。

。。
。 
  
 

 
  
 「緊急事態」で最大の想定とされているのは、対外
「緊急事態」で最大の想定とされているのは、対外「緊急事態」で最大の想定とされているのは、対外
「緊急事態」で最大の想定とされているのは、対外

戦争、内戦です。その次に自然災害。当然「緊急事態
戦争、内戦です。その次に自然災害。当然「緊急事態戦争、内戦です。その次に自然災害。当然「緊急事態
戦争、内戦です。その次に自然災害。当然「緊急事態

条項」は９条とは両立しません。
条項」は９条とは両立しません。条項」は９条とは両立しません。
条項」は９条とは両立しません。 

  
 

 
  
 「
「「
「緊急事態条項
緊急事態条項緊急事態条項
緊急事態条項」は、「

」は、「」は、「
」は、「戒厳令」

戒厳令」戒厳令」
戒厳令」と理解していただ

と理解していただと理解していただ
と理解していただ

ければ、解りが早いと思います。
ければ、解りが早いと思います。ければ、解りが早いと思います。
ければ、解りが早いと思います。 

  
 

「戒厳令」は戦前、日本にありました。
「戒厳令」は戦前、日本にありました。「戒厳令」は戦前、日本にありました。
「戒厳令」は戦前、日本にありました。 

  
 

「戒厳令」が過去の歴史においてどんな役割を果た
「戒厳令」が過去の歴史においてどんな役割を果た「戒厳令」が過去の歴史においてどんな役割を果た
「戒厳令」が過去の歴史においてどんな役割を果た

してきたか
してきたかしてきたか
してきたか。日本でもドイツでもどの国でも悪用され

。日本でもドイツでもどの国でも悪用され。日本でもドイツでもどの国でも悪用され
。日本でもドイツでもどの国でも悪用され

たことが多いのです。
たことが多いのです。たことが多いのです。
たことが多いのです。 

  
 

前提
前提前提
前提/ 

/ / 
/ 戦争
戦争戦争
戦争遂行の３要素

遂行の３要素遂行の３要素
遂行の３要素 

  
 

ソフトウエア、システム、ハードウエア
ソフトウエア、システム、ハードウエアソフトウエア、システム、ハードウエア
ソフトウエア、システム、ハードウエア 

  
 

 
  
 「安保法制」は、戦争をするための国家体制づくり
「安保法制」は、戦争をするための国家体制づくり「安保法制」は、戦争をするための国家体制づくり
「安保法制」は、戦争をするための国家体制づくり

です。戦争を遂行するためには一般的には三つ流れの
です。戦争を遂行するためには一般的には三つ流れのです。戦争を遂行するためには一般的には三つ流れの
です。戦争を遂行するためには一般的には三つ流れの

要素があります。
要素があります。要素があります。
要素があります。 

  
 

 
  
 １
１１
１．
．．
．ソフト
ソフトソフト
ソフト――戦争肯定の価値観づくり。

――戦争肯定の価値観づくり。――戦争肯定の価値観づくり。
――戦争肯定の価値観づくり。戦争は国家

戦争は国家戦争は国家
戦争は国家

にとって必要な選択肢なんだ、という価値観を拡げな
にとって必要な選択肢なんだ、という価値観を拡げなにとって必要な選択肢なんだ、という価値観を拡げな
にとって必要な選択肢なんだ、という価値観を拡げな

くてはならない。
くてはならない。くてはならない。
くてはならない。大人はなかなか変わらない。日本国

大人はなかなか変わらない。日本国大人はなかなか変わらない。日本国
大人はなかなか変わらない。日本国

憲法、９条は多くの日本人の基本的な理念、価値観に
憲法、９条は多くの日本人の基本的な理念、価値観に憲法、９条は多くの日本人の基本的な理念、価値観に
憲法、９条は多くの日本人の基本的な理念、価値観に 

  
 

なっています。手っ取り早いのは、子どもの価値観を
なっています。手っ取り早いのは、子どもの価値観をなっています。手っ取り早いのは、子どもの価値観を
なっています。手っ取り早いのは、子どもの価値観を

引き寄せてしまうこと。軍国主義
引き寄せてしまうこと。軍国主義引き寄せてしまうこと。軍国主義
引き寄せてしまうこと。軍国主義の時代、子どもが率

の時代、子どもが率の時代、子どもが率
の時代、子どもが率

先して軍国少年になりました。
先して軍国少年になりました。先して軍国少年になりました。
先して軍国少年になりました。 

  
 

現在でも、教科書問題、歴史認識問題をテコにして、
現在でも、教科書問題、歴史認識問題をテコにして、現在でも、教科書問題、歴史認識問題をテコにして、
現在でも、教科書問題、歴史認識問題をテコにして、

若い人たちから価値観を変えていくやり方が採られ
若い人たちから価値観を変えていくやり方が採られ若い人たちから価値観を変えていくやり方が採られ
若い人たちから価値観を変えていくやり方が採られ

つつあるのです。
つつあるのです。つつあるのです。
つつあるのです。 

  
 

２
２２
２．
．．
．システム
システムシステム
システム――法律や制度。安保法制に代表され

――法律や制度。安保法制に代表され――法律や制度。安保法制に代表され
――法律や制度。安保法制に代表され

る法制度で戦争を合法化していく動きを進める。
る法制度で戦争を合法化していく動きを進める。る法制度で戦争を合法化していく動きを進める。
る法制度で戦争を合法化していく動きを進める。 

  
 

３
３３
３．
．．
．ハード
ハードハード
ハード──兵器や装備の整備。

──兵器や装備の整備。──兵器や装備の整備。
──兵器や装備の整備。 

  
 

 
  
 

日本では逆流現象が起きている
日本では逆流現象が起きている日本では逆流現象が起きている
日本では逆流現象が起きている 

  
 

現在の日本は、こういう進み方ではありません。兵
現在の日本は、こういう進み方ではありません。兵現在の日本は、こういう進み方ではありません。兵
現在の日本は、こういう進み方ではありません。兵

器・装備の方が先行して既成事実が進んでいます。
器・装備の方が先行して既成事実が進んでいます。器・装備の方が先行して既成事実が進んでいます。
器・装備の方が先行して既成事実が進んでいます。 

  
 

憲法９条があるためにおおもとの価値観が根強い
憲法９条があるためにおおもとの価値観が根強い憲法９条があるためにおおもとの価値観が根強い
憲法９条があるためにおおもとの価値観が根強い

ので、逆に戦争をやるための装備（ハード）
ので、逆に戦争をやるための装備（ハード）ので、逆に戦争をやるための装備（ハード）
ので、逆に戦争をやるための装備（ハード）→

→→
→法制度
法制度法制度
法制度

（システム）→価値観（ソフト）、という流れになっ

ています。歴史の中ではこういうことが時々起きます。 

兵器体系や技術が思った以上に進んだことで、新し

い戦略が採用される。それによって非常に冒険主義的

な戦争が行われる。例えば、零戦という航続距離の長

い飛行機ができたことで、航空母艦を使わずに台湾か

 

映画人九条の会
映画人九条の会映画人九条の会
映画人九条の会 学習集会                     ２０１６年５月１６日／東京

２０１６年５月１６日／東京２０１６年５月１６日／東京
２０１６年５月１６日／東京 

  
  
 

「緊急事態条項」の 

   特徴と危険性」 
   
      
               

                        
            （

（（
（要旨）
要旨）要旨）
要旨） 

  

 

講師 山田 朗（明治大学教授／日本現代史・軍事史） 

言論統制と弾圧に道を開く「緊急事態条項」は、安倍政権がすすめる憲法改悪そのものです。 

緊急・最重要課題なので「映画人九条の会・講演会」を主催者のご了解を得てご紹介します。 

（文責「ＮＨＫ問題を考える会・兵庫」事務局） 
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らフィリピンを空襲できる

ようになった。これは、当時

の日本海軍が考えていたこ

ととは全く異なる新しい軍

事戦略です。それで実際に戦

争に突き進んだのです。それ

までの戦略とは違った非常

に危険な戦略が採られてしまうのです。 

 

参考/戦前の「有事・治安維持」法体系 

「緊急事態条項」を考えるうえで、戦前の有事・治安

維持法体系で──参考になる部分があります。権威主

義的な国家を作ろうとした時に、どういう法律をつく

ったか、です。 

明治国家が最初に作ったのは、徴兵令（1873 年）。

これが昭和に兵役法（1927 年）に変った。中身は同

じ。徴兵制を基盤とした兵隊集めのシステムです。 

二番目が、戒厳令（1882年）と徴発令（同年）。徴

発とは、軍隊が、物を徴発する。食料、建物、土地を

戦争のために収用してしまう。徴発は私有財産権の制

限ですが、緊急事態ということで、手続きを一切取っ

払ってする。戦争になれば、必ずこれが強行されます。

これを発展させたのが、昭和期の国家総動員法。これ

も私有財産権の制限です。 

「戒厳令」と「徴発令」は大日本帝国憲法以前に作

られています。戦前においては、国家の枠組みができ

る前に、この戒厳令と徴発令ができました。 

戒厳令は、戦時（内乱含む）における憲法の一時停

止を意味しています。そして軍政を実施する。軍政と

は、司法・立法・行政の３権を軍が掌握することです。

戒厳令は、その中心である憲法すら停止して、軍がす

べての権限を掌握する、これが戒厳令の本質です。そ

して徴発令は、戦時においては一般人の財産権を制限

してしまう。今回の「緊急事態条項」には、これが盛

り込まれています。 

次にくるもの—情報統制と弾圧 

こういうものが整った後で何が行われたか、情報統

制と弾圧です。軍機保護法（1899年）、スパイ防止法。

それから治安維持法（1925 年）。国防保安法（1941

年）は、スパイ防止法の極めつけです。治安維持法も

国防保安法も、最高刑は死刑。これで取り締まられた

事例は「ゾルゲ事件」。戦前は死刑まで出ています。

こういう情報統制や弾圧法規が出てきます。 

さらに、戦前日本においては、国家総動員法（1938

年）という包括的委任立法ができます。戦前において

は天皇が出す勅令によって、政府が必要と認めること

を作ってしまう。「緊急事態条項」においては内閣が

「政令」を作るという形です。基本的に行政に委任し

てしまう 

「国家総動員法」は議会を通った法律ですが、事実

上、議会の権限を格段に骨抜きにしてしまう法律でし

た。今回の「緊急事態条項」も、その傾向があります。

「国家総動員法」が持っていた「包括的委任立法」と

しての性格が「緊急事態条項」には含まれている。必

要と認められることは内閣がどんどん政令で作って

しまう。国会は事後承認でいい。これは「行政権の肥

大」です。戦前の悪名高き法律のかなりの部分が、今

回の「緊急事態条項」に分割して盛り込まれています。

その中心が、戒厳令であり、徴発令であり、一部、国

家総動員法と近い発想が盛り込まれています。これは、

現在の事態を考えるうえで非常に大事なところです。 

 

「自民党憲法草案」における「緊急事態条項」 

2012年の自民党の憲法草案、第九章が「緊急事態」

です。第 98条「緊急事態の宣言」です。 

「第 98 条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部か

らの武力攻撃──外部からの武力攻撃、内乱等による

社会秩序の混乱、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。」 

「緊急事態条項が必要だ」と訴える時に、自然災害は

第一に口実として出してくる問題です。しかし、「緊

急事態」は戦争・武力攻撃・内乱・社会秩序の混乱を

想定したものです。 

社会秩序が混乱した時に何を行うか、治安維持です。

治安維持のためには当然、基本的人権の制限、私的所

有権、財産権の制限という、戒厳令と徴発令で行われ

たことが盛り込まれていきます。 

もし「緊急事態条項」が憲法に盛り込まれると、「法

律に定めるところにより」とあるので、“緊急事態法”

みたいな法律が別に作られることを意味します。 
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「
「「
「国会は事後承認
国会は事後承認国会は事後承認
国会は事後承認」

」」
」 
  
 

「２ 緊急事態の宣言は、法律の定め

るところにより、事前又は事後に国会の

承認を得なければならない。」というこ

とで、国会は事後承認でもよいのです。

戦前の国家体制では、天皇が出した勅令

はみんな事後承認になったのです。 

恐ろしいものもあります。例えば 1925年（大正 14）

に治安維持法ができます。1928年（昭和 3）に治安維

持法の最高刑が緊急勅令で死刑になります。法律改正

ではなくて天皇の命令で死刑にしておいて、それを議

会が事後承認するという形で最高刑を死刑にします。 

まさに「事後で良い」という発想がある限り、政府

にはフリーハンドが許されることになります。 

「国会は歯止めにならない」 

第 98 条「３ 内閣総理大臣は、前項の場合において

不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を

解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により

当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律

の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速

やかに解除しなければならない。」 

これは当たり前。必要がないのにずうっと緊急事態

を宣言しているわけにはいかないわけで。 

しかし、議会の歯止めがかかっているように見えて

も、緊急事態をよしとする議員が圧倒的多数であれば、

行政のやりたい放題が続いてしまう可能性がある。 

緊急事態宣言が長引くほど悪影響が出てきます。例

えば 1936年（昭和 11年）に起きた 2.26 事件。2 月

26日に事実上の戒厳令が半年間布かれて、メーデーは

開けなくなり、以後、戦前には一度も開かれていない。

言論統制も戒厳令下で非常に厳しく行われて、どんど

ん悪化する一方でした。 

内閣は自由に政令が作れる 

第 99 条は「緊急事態の宣言の効果」というもので、

「第 99 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。」これ

は行政権を飛躍的に肥大させるものです。強権発動で

す。法律と同等の政令を制定できること、それから地

方自治体に対して──今の沖縄のよう

に、政府の押し付けが可能になります。 

これは、「２ 前項の政令の制定及び処

分については、法律の定めるところによ

り、事後に国会の承認を得なければなら

ない。」とありますが、国会状況によっ

ては歯止めにならない、ということです。 

「一般国民がどうなるか」 

「３ 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人

も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態

において国民の生命、身体及び財産を守るために行わ

れる措置に関して発せられる国その他公の機関の指

示に従わなければならない。」ということで、一応こ

の後に「この場合においても、第 14 条、第 18 条、第

19 条、第 21 条その他の基本的人権に関する規定は、

最大限に尊重されなければならない。」とあります。

わざわざこんなことを言っているのは、尊重されない

ということです。これは戦時を想定して、それに準ず

る状態を宣言することによって、強力に治安維持を行

い、基本的人権、私的財産権を制限していくというこ

とです。 

小括 

「緊急事態」は98 条、99条の二つの条項です。98 

条は「緊急事態の宣言」、これは内閣総理大臣による

宣言で、与党多数で内閣総理大臣が絶対的な力を持っ

ている時には、歯止めにならない。99 条は「緊急事

態の宣言の効果」。政令を制定することができる、国

会は事後承認で、基本的人権は、強権的なことをやっ

た時に、考慮されたことはないのです。 

自民党の憲法草案の特徴
自民党の憲法草案の特徴自民党の憲法草案の特徴
自民党の憲法草案の特徴＝非常に古い発想

＝非常に古い発想＝非常に古い発想
＝非常に古い発想 

  
 

自民党の憲法改正草案は、非常に古い発想、明治憲

法、大日本帝国憲法的な発想が盛り込まれている。歴

史的に明らかに後ろ向き。憲法は「国家の基本法だか

ら国民が守らなければいけないことを規定する」とい

う発想で作られています。 

ワイマール憲法や日本国憲法は、ヨーロッパの市民

革命から出てきた考え方を引き継いでいて、権力の濫

用をいかに食い止めるか、基本的人権をいかに守るか、

という発想で作られてきたのです。自民党の草案の中

には戦前における戒厳令、徴発令、国家総動員法的な
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発想が随所に盛り込まれています。 

「緊急事態条項」と９条改憲との連動性 

＜改憲草案の
＜改憲草案の＜改憲草案の
＜改憲草案の 3

33
3 本柱＞
本柱＞本柱＞
本柱＞ 

  
 

 自民党の改憲草案の三本柱は、「天皇元首化」、「９

条改憲＝国防軍設置」、「緊急事態条項」、これが絡ま

りあって、改憲草案の核になっている。これらは、す

べてが基本的人権の制限に繋がる条項です。 

 「緊急事態の宣言」は政府の独裁になることですが、

主役は、内閣総理大臣。具体的な行動は自衛隊、改憲

後は国防軍がその主役になっていきます。 

自然災害への危機感をテコにして「緊急事態条項」

に進み、改憲の既成事実を作る──これは戦略として

は非常にやりやすい。９条を先にするのか、後にする

のかという議論はありますが、改憲に対する抵抗感を

失わせることで言えば、確かに「緊急事態条項」から

進んでいくのは一つの戦略だと思います。 

 

「自民党 2012 憲法草案」の９条関係 

自民党の憲法改正草案は、９条の第１項にはほとん

ど手を付けていない。 

第２項で「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるも

のではない。」として「自衛権」
「自衛権」「自衛権」
「自衛権」を明記し、さらに「第

９条の二」で「内閣総理大臣を最高指揮官とする国防

軍を保持する」と「国防軍の保持」
「国防軍の保持」「国防軍の保持」
「国防軍の保持」を作ります。国防

軍の任務は「国際社会の平和と安全を確保するため」
「国際社会の平和と安全を確保するため」「国際社会の平和と安全を確保するため」
「国際社会の平和と安全を確保するため」

と書かれています。ＰＫＯから始まる流れをもう一回

整理しているのですが、部分的にこういうことが既成

事実としてできあがりつつあります。 

 「第９条の二」は長くて、「機密の保持に関する事
「機密の保持に関する事「機密の保持に関する事
「機密の保持に関する事

項」
項」項」
項」で

でで
で「国防軍に審判所を置く」
「国防軍に審判所を置く」「国防軍に審判所を置く」
「国防軍に審判所を置く」とあります。 

「審判所
「審判所「審判所
「審判所」は、昔でいうところの「軍法会議」です。 

 軍法会議は、基本的に軍人を裁く特別裁判所です。

現行の憲法では置けませんが、憲法が変われば軍法会

議を置くことになります。 

「戒厳令」下の「軍法会議」で民間人も裁いた 

もう一つ重要なのは、軍法会議と「緊急事態条項」

が組み合わさると何が起きるか。2.26事件の後に「特

設軍法会議」が作られました。これは、従来の軍法会

議とは違い、「緊急勅令」を以って、2.26 事件を裁く

ためだけの「東京軍法会議」設置です。 

ここでは「特設軍法会議」という名のもとに、軍人

だけでなく民

間人も裁いた。

2.26 事件は、

将校・軍人と北

一輝、西田税た

ち民間人も同

じ特設軍法会

議で裁かれ、死刑判決を出したのです。これはまさに、

戒厳令と軍法会議の合わせ技です。 

一番暗黒な部分が出たのがこの特設軍法会議です。

軍人たちは半年間でみんな処刑されました。弁護人も

なしの一審制で控訴もできない、特殊な裁判です。こ

んな特殊なものが軍法会議といえども容認されたの

は、戒厳令下であることです。この二つが合わさると、

非常に恐ろしいことが起こるのです。 

現在、軍法会議はありません。特定秘密保護法がで

きましたが、軍法会議がないので、自衛隊が自衛隊員

を逮捕することはできない。しかし、もしここで戦前

の憲兵のようなものを作ったらそれが可能になる。そ

の憲兵の卵はすでにあります。情報保全隊です。表向

きは情報保全ということですが、やっていることは反

自衛隊活動をやっている人の情報を収集すること。情

報の保全と情報の収集は、表裏一体です。戦前におい

ては憲兵がスパイ防止を行いつつ、スパイ活動もやっ

ています。これはまさに、特定秘密保護法の裏面です。

もし憲兵が作られたとすると、戦前における特務機関

のような情報収集機関ができあがってくる。 

「国防の義務」で民間人も戦争に
「国防の義務」で民間人も戦争に「国防の義務」で民間人も戦争に
「国防の義務」で民間人も戦争に全面

全面全面
全面協力

協力協力
協力 

  
 

もう一つ、自民党の憲法草案の中には、「
「「
「国防の義
国防の義国防の義
国防の義

務
務務
務」
」」
」と書かれています。 

「第９条の三」に「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。」とあり、「国が」が

主語になっていて、「国民と協力して」という言い方

で、国民は協力しなければいけない、という文脈が強

まっていくと思います。 

そうすると、戦前的な徴兵制が布かれなかったとし

ても、戦前の徴用
徴用徴用
徴用──民間人であっても戦争に動員し

て、戦争に関する仕事をさせる──に繋がる話です。

自分は自衛隊員じゃないから関係ない、民間企業に勤

めているから関係ない、と思っていてもそうではない
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