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緊急事態条項が「お試し」ではあり得ない
朝日新聞世論調査によれば、「憲法9条を変えやすくするために、まず国民の賛成が多い
条項を変えて、国民に憲法を変える手続きに慣れてもらう」という考え方について尋ねたとこ
ろ、「評価する」は32%で、「評価しない」が60%に達した。自民支持層でさえ、「評価しない」が
49%で、「評価する」の43%を上回ったという(以上、『朝日新聞』2015年5月2日付)。
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成で改憲案を発議できるようにする96条改
いつでも平常心を保つのが黒
柳徹子のえらい…

正を唱えた。ところが、内容より先に改正手
続きを緩めるのは『裏口入学』との批判が
強まった。……9条改正を背後に隠した『お
試し改憲』もまた、形を変えた裏口入学で
はないか」(『朝日新聞』5月3日付社説)と。
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ところで、この「形を変えた裏口入学」の手
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段に緊急事態条項が選ばれたことに、憲法研究者として大変驚かされた。
テーマランキング

憲法改正推進本部の政治家たちは、緊急事態条項が「合意を得やすい」と本気で思って
いるのだろうか。
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緊急事態条項の背後には、「国家緊急権」という憲法学における重厚長大な難問が控えて
いる。
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国家緊急権とは、戦争や内乱、大規模災害など、国家の維持・存続を脅かす重大事態に
おいて、平常時の立憲主義的統治機構のままではこれに有効に対処しえないという場合
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に、執行権に特別の権限を付与または委任して特別の緊急措置をとれるようにする例外的

「お試し改憲」と安保法
制、安倍政権の軽さ

な権能のことをいう(拙著『現代軍事法制の研究――脱軍事化への道程』日本評論社、1995
年)。
これが難問である所以は、緊急事態条項は、強大な例外的権能が執行権に与えられるた
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つや二つは持っているからである。
だから、それぞれの国の憲法には、濫用などを防ぐための「安全装置」がさまざまにセット
されている(以下は、拙稿「緊急事態条項」奥平康弘他編『改憲の何が問題か』岩波書店、

社会・スポーツ

体操の王者・内村航平の独壇場の境地と
は

2013年参照)。
もっと見る

もし、日本に緊急事態法を本気で導入しようとしたならば、相当な議論が必要になるはず
である。
実は、自民党改憲草案では98条と99条の2カ条が緊急事態条項なのだが、これがとんでも

WEBRONZAまとめ

ない代物なのである。

格差社会を直視する
拡大していく日本の格差を複
数の視点から考えます

98条には法律への委任が8カ所もあり、各種の緊急事態の定義が曖昧で、法律に丸投げ
されている。普通なら、これだけで憲法条文の立て付けとしては不可である。憲法としてまる
で機能していない。
また、99条2項は、緊急時に「法律と同一の効力を有する」特別政令を出すことができると
するが、この政令は期限の定めがないのみならず、国会の事後承認すら必要ないなどの重
大な問題をもつ。各国の緊急事態条項と比べても相当危ない内容である。
特別政令によって改正され得る事項の制限が規定されていないため、いったん緊急事態
の宣言が発せられれば、内閣(総理大臣)による濫用的な法改正が、「法律と同一の効力を
有する」特別政令によって可能となる。
一、二挙げただけでも、これだけ重大な問題をはらむのが緊急事態条項である。にもかか
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憲法改正に「お試し」はあり得ない（下）
水島朝穂 2015年05月27日

わらず、憲法改正推進本部長の船田元氏は、緊急事態条項は「まさに緊急を要する課題
で、各党の賛同が得られやすい」と各メディアで語っている。

憲法改正に「お試し」はあり得ない（上）
水島朝穂 2015年05月26日

だが、彼がそこで挙げる具体例は上記の自民党改憲案98、99条ではない。この条文には
一言も触れないで、「憲法で任期が定められている国会議員の場合、任期満了直前に大災
害が発生して選挙を実施できない事態が生じたときに、法律で任期を延長できない。あらか

安保法制と、「#首相官邸を包囲せよ」の
意味
五野井郁夫 2015年05月26日

じめ憲法に何らかの規定を設けておかなければ、緊急時に国会議員が存在しないというこ
とがあり得る」と恫喝するかのようなことをいう(『産経新聞』5月4日付「キーマンに聞く・船田

世界は憲法を使っている（下） チリ編
伊藤千尋 2015年05月25日

元氏」)。

もっと見る

「とりあえず緊急事態条項」と言っておきながら、緊急事態条項固有の問題はスルーして、
大災害時の議員任期の延長などという問題に矮小化している。
そもそも憲法には参議院の緊急集会の条項があり、衆院解散直後の大災害であったとし
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ても、「国会議員が存在しない」ということはあり得ない。
しかも、戦前、大審院が鹿児島2区の選挙違反事件について選挙無効の判決を下したが、
それが1945年3月1日で、鹿児島2区でのやり直し選挙は東京大空襲(3月10日)の10日後に
行われている。戦時下でも、国会議員の再選挙が行われたのである(直言「裁判官の『良
心』とは」2010年4月5日参照

)。

船田氏らの「合意を得やすい改憲」というのは、「お試しのお試し」にすぎないことがわかる
だろう。
なお、この点に関連して、宮城県の『河北新報』(2015年5月17日付)が、「被災地では、震災
を理由の一つにした改憲論議に戸惑いと反発が広がっている」という興味深い記事を出して
いる。
東日本大震災では、「私権を制限した方がいいと思うほど大変だったが、何とかやり遂げ
た。(改憲してまでの)制限は必要ないのではないか」と気仙沼市の菅原茂市長が語り、「改

編集部から
姜尚中さん 「漱石『それから』の今とそれ
から」
2015年05月11日

憲の動きへの違和感を口にした」。
朝日カル講座「資本主義の200年」にご招
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「市長が言及したのは津波で流された車両約1万台の撤去。道路をふさいで救助や復旧活
動に支障を来したが、財産権との兼ね合いで簡単には動かせない。国の撤去指針策定も遅
れ、対応に苦慮した。緊急事態条項を導入すれば災害時に財産権などの制限が可能にな
るが、被災現場では慎重論が目立つ。当時、国の指針を待たずに撤去に踏み切った多賀城
市の担当者は『国の権能を大きくするより、自治体に裁量を認めた方が実情に合った対応

待
2015年05月10日

春のプレゼントキャンペーン（締め切り
5/8）
2015年04月17日

ができる』と語る。震災が改憲論議に結びつけられること自体への反発もある。岩手、宮城、
福島の被災3県の弁護士会は4月、災害対策を理由とする緊急事態条項に反対する声明を
相次いで出した……」
思えば、2011年11月17日、東日本大震災から8カ月というタイミングで、衆議院憲法審査会
の実質審議が始まった。
『朝日新聞』同11月18日付は「憲法審査会そろり発進」という見出しを打った。私はこの「そ
ろり」に注目して、直言「憲法審査会『そろり発進』――震災便乗型改憲」2011年12月5日
をすぐにアップした。
震災のどさくさ紛れで改憲を進めることは、ナオミ・クラインの『ショック・ドクトリン――惨事
便乗型資本主義の正体を暴く』(岩波書店、2011年)に倣って言えば、「震災便乗型改憲」に
ほかならないからである。

改憲のためには手段を選ばず
「お試し改憲」の本質は、9条改憲のためには手段を選ばず、ということである。その予行
演習のために必要のないものを無理矢理な理由を付けて憲法に盛り込もうとしている。
「お試し」の条項のなかに、環境権と財政規律条項がある。
これについて詳しくは触れないが、環境権の方は「加憲」をいう連立与党の公明党がもう腰
が引けてきている。憲法に環境権を「人権」として入れると、開発行政を阻害するかもしれな
いというのである。この程度のことで環境「権」を主張していたのかとあきれるばかりである。
財政規律条項に至っては、船田本部長らがギリシャを視察して、その際に放漫財政のこと
を知って思いついたというからこれもあきれる。一国の憲法の先々のことを、その時々の思
いつきや、政治的合意をとりやすいというような姑息な戦術論でやってほしくない。
何よりも危機なのは、その先頭を走っている安倍首相が、「ポツダム宣言」もまともに読ま
ずに、ポツダム宣言によって基礎づけられた「戦後レジームからの脱却」を主張していること
だろう(5月20日の党首討論で、安倍首相は「ポツダム宣言を読んでいない」と発言)。彼の改
憲主張の危なさにそろそろ気づくべきだろう。
最後に、3月に参議院憲法審査会で、議員諸氏の憲法知識と憲法感覚を直接知る機会を
得て痛感したことがある。
「お試し改憲」の議論をやっている暇があったら、政治家としてやるべきことに時間を使うべ
きである。復旧も復興もままならない東北の被災地を放置しておきながら、東日本大震災を
だしに緊急事態条項を語ることは政治家としてもはや許されない。
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