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2014.7.1　集団的自衛権の行使を
容認する閣議決定

1945.8 終戦（日本の敗戦）

1946.11 日本国憲法公布

1954.7 自衛隊発足

1972.10 政府見解「集団的自
衛権の行使は憲法上許さ
れない」

1973.6 自衛権発動の３要件



  

自衛の措置としての武力の行使の
新三要件　（2014.7.1 閣議決定）

○　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
　
○　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
　
○　必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと



  

アーミテージ・ナイ
報告(2012.8)

●原発推進
●ＴＰＰ交渉参加
●秘密保護法制定
●武器輸出三原則緩和
●日本版ＮＳＣ設置
●海賊との戦い
●シーレーン
●米軍と自衛隊が平時から戦
時まですべての環境に対処
●ホルムズ海峡封鎖時に掃海
艇派遣
●ＰＫＯ　他国の部隊保護



  

日米防衛
ガイドライン
改定
中間報告

(2014.10.8)

●切れ目のない、力強い、柔軟かつ実効的な日米共
同の対応
●日米同盟のグローバルな性質
●地域の他のパートナーとの協力
●日米両政府の国家安全保障政策間の相乗効果
●政府一体となっての同盟としての取り組み



  



  

米国の「国防予算」削減の動き
→同盟国への要請拡大



  

2014.4オバマ大統領来日

日本：
「米国は日本が集団的自衛権問題の検討を歓迎」
「尖閣諸島に日米安保条約が適用」
米国：
「日中間で対話や信頼醸成ではなく、事態がエスカ
レートしていくのを看過するのは重大な誤り」



  

ニューヨークタイムズ
の安倍政権への論評

2013.1.3 歴史を否定しようとする企て

2013.12.29 教科書で歴史を修正

2013.12.31 武器ではなく平和憲法を輸出せよ

2014.3.3 靖国神社参拝　危険な修正主義

2014.5.8　憲法が政府の気まぐれで変えられてはならない



  

「戦後レジームからの脱却」
歴史修正主義への
懸念

アメリカの戦争に
巻き込まれる？

日本の武力行使は
「なお限定的」

東アジアで高まる緊張日本の戦争に巻き込
まれる？

日本はアメリカの要請を
断れるのか？

「日本はより大きな
責任を果たせ」

日米外交・防衛官僚

安倍首相、「右翼」政治家
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国の存立を全うし、国民を守るための
切れ目ない安全保障体制の整備について

2014.7.1 閣議決定

１．武力攻撃に至らない侵害への対処
　　・離島警備　手続迅速化（治安出動、海上警備行動）
　　・米軍を防護するための武器使用

２．国際社会の平和と安定への一層の貢献
　　・「非戦闘地域」→「現に戦闘を行っている現場」
　　・ＰＫＯ：駆けつけ警護、任務遂行のための武器使用

　　
３．憲法９条の下で許容される自衛の措置
　　・武力の行使「新３要件」。国際法上は集団的自衛権
　　・民主的統制、原則として事前の国会承認
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安保法制の構造

2015.1.10 朝日新聞
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安保法制の基本的問題点

■「武力行使できる」事態

　日本が攻撃されていない事態でも、
　①自衛隊が出動しうる
　②国民の権利が制限されうる
　有事と平時の切れ目が曖昧化。「有事」の拡大

■「武力行使できない」事態

　「武力行使でない」といいつつ武力行使に近づいていく
　・領海警備
　・後方支援（海外派兵恒久法）
　・武器使用基準



  

「存立事態」の新設

●誰がどのように判
断するのか

●国会の事前承認は

●地理的な制限は

●国民の権利保護は
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2015.2.14 朝日
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国連ＰＫＯ協力

周辺事態法

地理的制約の撤廃

イラク特
措法
（失効）

テロ特
措法
（失効）

海外派兵「恒久法」

「国連が統括しない
平和協力活動」

有事法制
「国民保護」

日本の自衛
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2015.2.11 朝日新聞



周辺事態法

●「地理的概念ではなく、事態の性質に着目した概
念」
●特定のケースが、周辺事態に当たるかどうかは、

状況や規模などを勘案して判断
●「中東やインド洋で起こることは想定されない」（１９

９９，小渕恵三首相答弁）→一定の地理的制限

●後方地域支援
「主に日本の領域で行われますが戦闘行動が行われている地域
とは一線を画される日本の周辺の公海また上空で行われることも
あり得ると考えられます」 （外務省パンフレット「新たな日米防衛
協力のための指針」1997）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/pdfs/shishin.pdf
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ＰＫＯ：駆け付け警護、
任務遂行のための武器使用

●「国家または国家に準ずる組織が敵対するものと
して登場しないことを確保」が前提

●ＰＫＯ協力法の改正

●邦人救出などの警察的活動については自衛隊法
８４条の３、９４条の５、９５条の改正



  20第１次安保法制懇　第４回会合　2007.8.10 資料
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「武力攻撃に至らない侵害」
（グレーゾーン事態）

●自衛隊法９５条（武器等防護）の武器使用の考え
方を参考としつつ、「自衛隊と連携してわが国の防
衛に資する活動を行っている米軍部隊の武器等を
防護するために、自衛隊が武器使用できるように
する」　→９５条改正
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「対テロ戦争」との関連

 国連決議　正当化根拠

 海賊処罰対処法（２００９）　海賊対処行動

 ジブチの自衛隊「拠点」（２０１１開設）
　　防衛省、有事にも使用検討（中東有事での哨戒機
派遣や緊急時の邦人救出など）　1.19 朝日



  

「与党合意」の問題点

①国際法上の正当性
→国連決議がなくても可（「関連国連決議」）
②国会の関与等の民主的統制
→国会の事前承認は「原則」
③自衛隊員の安全確保
→実態として戦闘に巻き込まれる。撤収できるのか

現に戦闘が行われていない現場なら可

「武力行使との一体化を防ぐ」　どのように？

国民保護との関係、自治体の役割　不明確



  

見えてきた安保法制の本質

事実上の「米軍協力恒久法制」

安倍首相の会見（２０１４．５．１５）とも矛盾
　●「国民の命を守る」
　●「抑止力が高まることによって、より戦争に巻き込まれることはなくなる」
　●「自衛隊が武力行使を目的として湾岸戦争やイラク戦争での戦闘に参加するよう
なことは、これからも決してありません」

歯止めの可能性は？
　●国連決議
　●「武力行使と一体化しない」

→歯止めを求める運動の余地
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問われるべきこと

何を「支援」するのか
　積極的平和主義の内実
　国連決議　正当化根拠
　「後方支援」なる語を安易に使うべきでない

紛争現場のリアリティ
　自衛隊の能力、ニーズ、危険回避

相手から、世界からどう見られるのか
　対テロ戦争に事実上参加



  

「抑止力を高めることによって
戦争が起きにくくなる」

中国の反応　ー領土問題
韓国の反応　ー歴史問題

中国人の53%、日本人の29%が「2020年まで
に戦争が起こりうる」（2014.9言論NPO／中国日報）



  



  

「武力によらない平和」へ

１．紛争の予防と平和的解決

２．資源を軍備から人間に

３．平和に生きる権利



  

日本国憲法
    第二章 戦争の放棄

   第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際
平和を誠実に希求し、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。

   第二項 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。



  

安保論議の大前提

■紛争の平和的解決
武力行使は「他に手段がないとき」のみ

■いたずらに自衛隊を危険にさらさない
「必要最小限」、専守防衛
「戦死」が現実味を帯びる時代に

●東アジア共同体へ
●非軍事的な安全保障、国際貢献
●非国家主体の脅威に対処
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今後のながれ

３月２０日　与党「基本方針」
４月１２日、２６日　統一地方選
　　　安倍首相訪米、首脳会談
　　　２７日？　日米外務・防衛閣僚会合
　　　２８日？　日米首脳会談ガイドライン
５月半ば　　安保関連法案、国会提出
５～７月？　国会論戦　（会期末６月２４日→延長？）

８月　戦後７０年談話
９月　自民党総裁選挙　（→明文改憲への動き？）

２０１６年７月　参議院選挙



  

集団的自衛権問題研究会
http://shudantekijieiken.blogspot.jp/

毎月一回のNews & Review

川崎哲
kawasaki@peaceboat.gr.jp
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