
安全保障法制等の法案に反対し，平和と人権及び

立憲主義を守るための宣言

戦後７０年を迎えた今，平和と人権及び立憲主義はかつてない危機に瀕してい

る。

政府は，２０１４年７月１日に集団的自衛権の行使容認等を内容とする閣議決

定を行い，これを受けて現在，安全保障法制や自衛隊の海外活動等に関連する法

制を大きく改変する法案を国会に提出している。これは，日本国憲法前文及び第

９条が規定する恒久平和主義に反し，戦争をしない平和国家としての日本の国の

在り方を根本から変えるものであり，立法により事実上の改憲を行おうとするも

のであるから，立憲主義にも反している。

先の大戦は国内外で多くの戦争被害者を生んだ。日本はアジア・太平洋地域へ

の侵略により，同地域の多くの人々に重大かつ深刻な被害を与えた。また，日本

軍の多くの兵士や関係者も死傷し，国内では沖縄における地上戦，広島・長崎へ

の原爆投下，大空襲等により，膨大な数の人々が被害を受けた。

戦争は最大の人権侵害であり，人権は平和の下でこそ守ることができる。

これは，先の大戦の余りにも大きく痛ましい犠牲に対する真摯な反省と，そこ

から得た痛切な教訓であり，この反省と教訓を胸に私たちの国は戦後の歴史を歩

んできた。

憲法前文及び第９条が規定する徹底した恒久平和主義は，この悲惨な戦争の加

害と被害を経験した日本国民の願いであり，日本は二度と戦争を行わないという

世界に向けた不戦の誓いの表明である。これまでも幾度か憲法第９条を改正しよ

うとする動きがあった中で，今日に至るまで恒久平和主義を堅持してきたことが，

アジアのみならず世界の人々の平和国家日本への信頼を育んできた。

ところが，戦後７０年を迎え，日本国憲法の恒久平和主義に，今大きな危機が

迫っている。

今般，国会に提出された安全保障法制を改変する法案は，憲法上許されない集

団的自衛権の行使を容認するものであり，憲法第９条に真正面から違反する。

また，自衛隊の海外活動等に関連する法制を改変する法案は，自衛隊を海外の

あらゆる地域へ，しかも「現に戦闘行為を行っている現場」以外であれば戦闘地

域を含めどこにでも派遣し，弾薬・燃料等の軍事物資を米国及び他国軍隊に補給

することを可能とするものである。これは外国で戦争をしている他国軍隊の武力

行使に対する積極的協力であり，他国軍隊の武力行使と一体となり当該戦争に参

加するに等しいものであって，憲法第９条に明らかに違反する。また，このよう



な戦争をしている他国軍隊への積極的協力は，相手側からの武力攻撃を誘発し，

我が国が外国での武力紛争に巻き込まれる危険を伴い，現場の自衛官は，武器を

使用して他国の人々を殺傷する立場に追い込まれ，自らが殺傷される危険に直面

する。全世界の国民が平和的生存権を有することを確認し，国際紛争を解決する

手段として戦争と武力行使を永久に放棄し，戦力の保持を禁じ，交戦権を否認し

ている日本国憲法の下で，このような事態を起こしかねない法制への改変は到底

許されない。

このように，最高規範である憲法の恒久平和主義に反する極めて重大な問題で

あるにもかかわらず，主権者である国民に対して十分な説明が行われないまま，

２０１４年７月１日に閣議決定がなされ，それを受けた与党協議を経た安全保障

法制等を改変する法案が第１８９回国会に提出されたが，米国との間で「日米防

衛協力のための指針」の見直しが先行して合意された。政府の方針が，主権者へ

の不十分な説明のまま，対外的に決定され，憲法改正手続を経ることなく，法律

の制定，改廃によって憲法第９条の改変が事実上進められようとしている。これ

は立憲主義に反するものであり，到底容認することができない。

戦前，弁護士会は，言論・表現の自由が失われていく中，戦争の開始と拡大に

対し反対を徹底して貫くことができなかった。戦後，弁護士及び弁護士会には弁

護士法第１条の「基本的人権を擁護し，社会正義を実現する」という使命が与え

られた。この使命は，国民からの期待と信頼に応えるものであり，今，弁護士及

び弁護士会が「基本的人権を擁護し，社会正義を実現する」という立場から意見

を述べ行動しなければ，弁護士及び弁護士会は，先の大戦への真摯な反省と，そ

こから得た痛切な教訓を生かせないことになる。

私たちは，１９５０年の第１回定期総会（広島市）に引き続いて開催された平

和大会において，日本国憲法の戦争放棄の崇高な精神を徹底して，平和な世界の

実現を期することを宣言した。私たちはこの決意を思い起こし，憲法の恒久平和

主義や基本的人権の保障及び立憲主義を守り抜くために，集団的自衛権の行使等

を容認し自衛隊を海外に派遣して他国軍隊の武力行使を支援する活動等を認め

る，今般の安全保障法制等を改変する法案に強く反対するとともに，平和と人権，

そして立憲主義を守る活動に国民と共に全力を挙げて取り組む。

以上のとおり宣言する。

２０１５年（平成２７年）５月２９日

日 本 弁 護 士 連 合 会



提 案 理 由

第１ はじめに

１ 平和と人権及び立憲主義の危機

戦後７０年を迎えた今，平和と人権及び立憲主義はかつてない危機に瀕し

ている。

日本は戦後，恒久平和主義を基本原理とする日本国憲法の下，一度も戦争

をすることなく，平和国家の礎を築いてきた。

ところが，政府は，２０１４年７月１日に「国の存立を全うし，国民を守

るための切れ目のない安全保障法制の整備について」と題する閣議決定（以

下「本閣議決定」という。）により，集団的自衛権の行使を容認する立場を

明らかにするとともに，自衛隊を海外に派遣して戦争を遂行する他国軍隊を

直接的に支援したり，任務遂行のための武器使用を認めるなどの活動の拡大

方針を決定した。本閣議決定を受けて，「日米防衛協力のための指針」が国

内法制に先行して見直され，そして今，安全保障法制や自衛隊の海外活動等

に関連する法制を大きく改変する法案が国会に提出され，その審議が行われ

ている。

これは，日本国憲法前文及び第９条の下でこれまで築いてきた平和国家と

しての日本の国の在り方を根本から変えるものであり，立法により事実上の

改憲を行おうとするものであるから，国家権力の行使は憲法に基づかなけれ

ばならないという立憲主義にも反している。

今改めて，日本国憲法の恒久平和主義と，その原点である先の大戦を振り

返り，平和と人権の問題を確認することが必要である。

２ アジア・太平洋地域における戦争下での人権侵害

１９３１年９月１８日，日本軍が謀略により起こした柳条湖事件を口実に

開始された中国侵略は，１９３７年７月７日の日本軍の夜間演習中の偶発的

出来事から生じた盧溝橋事件等を機に本格化する。

日本は，アジア・太平洋地域への侵略により，同地域の多くの人々に重大

かつ深刻な被害を与え，約１９００万人の戦争犠牲者を出したとされており，

数々の重大な人権侵害を引き起こした。

日本軍の多くの兵士や関係者も，戦死し，病死し，餓死していった。日本

国内でも，沖縄における地上戦，広島・長崎への原爆投下，大空襲等により，

膨大な数の人々が被害を受けた。我が国の戦争犠牲者の全体数は約３１０万

人といわれている。



戦争は最大の人権侵害であり，人権は平和の下でこそ守ることができる。

これは，先の大戦の余りにも大きく痛ましい犠牲に対する真摯な反省と，そ

こから得た痛切な教訓であり，この反省と教訓を胸に私たちの国は戦後の歴

史を歩んできた。

第２ 日本国憲法の徹底した恒久平和主義

１ 戦争の違法化の徹底

国際社会は，戦争をめぐり，不正な攻撃への対抗等を目的とする「正義の

戦争」だけが許されるとする「正戦論」から，戦争に訴える権利は国家の主

権的自由であるとの考え方（無差別戦争観）を経て，戦争は違法であると考

えるようになった（戦争放棄に関する条約（パリ不戦条約，１９２８年））。

もっとも，そこで禁止される戦争は，「國家ノ政策ノ手段トシテノ戰爭」，

すなわち侵略戦争を指し，自衛戦争は認められるなど全ての戦争を違法とす

るものではなかった。

第二次世界大戦の反省の下に制定された国際連合憲章（以下「国連憲章」

という。）は，平和的解決義務を具体化し（国連憲章第２条第３項），「武力

による威嚇又は武力の行使」を原則として禁止し（国連憲章第２条第４項），

戦争の違法化を徹底した。しかしなお，国連が軍事的措置等をとるまでの間

の暫定的な措置として，個別的又は集団的自衛の権利を害するものではない

とされた（国連憲章第５１条）。

２ 国連憲章を超える日本国憲法の徹底した恒久平和主義

このような中で日本国憲法は，全世界の国民の「平和のうちに生存する権

利」を憲法前文に明記し，「武力による威嚇」及び「武力の行使」を禁じて

戦争を放棄したこと（憲法第９条第１項）に加えて，戦力の不保持と交戦権

の否認を規定し（憲法第９条第２項），国連憲章の規定による集団的自衛権

の行使をも認めないという，世界の平和主義の系譜の中でも類がない徹底し

た恒久平和主義を基本原理とすることとした。

それは，余りにも悲惨な戦争の被害と加害を経験した日本国民の願いであ

り，日本は二度と戦争を行わないという世界に向けた不戦の誓いの表明であ

る。これまでも幾度か憲法第９条を改正しようとする動きがあった中で，今

日に至るまで恒久平和主義を堅持してきたことが，アジアのみならず世界の

人々の平和国家日本への信頼を育んできた。

第３ 日本国憲法の恒久平和主義の大きな転機

１ 安全保障法制等を大きく改変する法案の国会提出に至る経緯



本閣議決定では，①武力攻撃に至らない侵害への対処，②国際社会の平和

と安定への一層の貢献（①及び②は自衛隊の海外活動への規制を大幅に緩和

するもの），③憲法第９条の下で許容される自衛の措置（集団的自衛権行使

容認に係る安全保障法制に関するもの）の３点について述べている。

本閣議決定を受けて，「日米防衛協力のための指針」の見直しが行われ，

今般，安全保障法制及び自衛隊の海外活動等に関連する法制を改変する法案

が国会に提出され，その審議が始まっている。

２ 安全保障法制等の特徴－集団的自衛権行使容認と自衛隊の海外での戦争協

力支援

(1) 徹底した恒久平和主義を採用している憲法第９条の下では自衛戦争を含

めた全ての戦争を放棄したとの見解が有力にある中で，従来の政府見解は，

自衛のための実力の行使が認められるとしつつ，それはあくまでも，我が

国が外国から武力攻撃を受けた場合にこれを排除することに限定してい

た。その上で，自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を，自国が

直接攻撃されていないにもかかわらず実力を持って阻止する集団的自衛権

の行使は認められないとしていた。これにより，自衛隊が海外に出て戦争

に参加するような積極的な武力の行使に歯止めをかけ（専守防衛政策），

我が国の安全保障法制の合憲性を保持しようとしてきたのである。

しかし，本閣議決定はこれらを変更し，我が国に対する武力攻撃が発生

した場合のみならず，「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場合」にも，必要最小

限度の実力を行使し得ることとし，今般の安全保障法制を改変する法案は

本閣議決定の実施に法律上の根拠を与えようとするものである。

これは従来の憲法上は許されないとしてきた集団的自衛権の行使を「自

衛のための措置」として認めるものであり，さらには「自衛のための措置」

であれば国連の軍事的措置への参加も可能にしようとするものである。

(2) また，自衛隊の海外活動等に関連する法制を改変する法案は，地理的限

定をなくして海外のあらゆる地域の戦闘行為を行っている現場近くまで自

衛隊を派遣し，戦争等を遂行する米国及び他国軍隊への支援として，弾薬

・燃料等の軍事物資の提供や輸送その他の役務の提供等を可能とするもの

である。

これは外国で戦争をしている他国軍隊の武力行使に対する積極的協力で

あり，他国軍隊の武力行使と一体となり当該戦争に参加するに等しいもの

である。



さらに，今般の法案では，平和協力活動の範囲を拡大するとともに「駆

け付け警護」その他の任務遂行のための武器使用を認めようとするもので

ある。また，自衛隊法を改変する法案等により，自衛隊の活動と権限を他

国軍隊の武器等の防護等や在外邦人の救出活動にまで広げようとしてい

る。これらの法案もまた，我が国が戦争や戦闘行為に陥る具体的危険を生

じさせるなど，自衛隊の海外における武器の使用に道を開くものに他なら

ない。

３ 安全保障法制等を改変する法案は恒久平和主義に反する

このように，今般の安全保障法制等を改変する法案は，集団的自衛権の行

使等を容認するばかりでなく，戦闘中である米国及び他国軍隊への後方支援

として，自衛隊を海外のあらゆる地域へ，しかも戦闘地域まで派遣し，弾薬

・燃料等の物品や自衛隊の役務を米国及び他国軍隊に提供することを可能と

するものであり，また自衛隊の武器使用権限を拡大するものである。

他国軍隊に戦闘地域で弾薬・燃料等を補給することは武力行使と一体化し

た戦争参加とみるべきものであり，相手国からの武力攻撃を受け，武力紛争

へと発展する高度な危険を伴う。また，武器の使用権限の拡大も武力紛争の

きっかけとなりかねない。いずれにしても，このような状況下で，現場の自

衛官は，武器を使用して他国の人々を殺傷する立場に追い込まれ，自らが殺

傷される危険に直面する。戦前の盧溝橋事件は，現場での兵士の武器使用が

全面戦争のきっかけとなる危険があることを示しており，今改めてこの歴史

の教訓に学ばなければならない。全世界の国民が平和的生存権を有すること

を確認し，国際紛争を解決する手段として戦争と武力行使を永久に放棄し，

戦力の保持を禁じ，交戦権を否認している日本国憲法の下で，他国軍隊の武

力行使に協力することは，平和的生存権を侵害し，憲法第９条に反し，到底

許されないものである。

第４ 日本国憲法の立憲主義に対する危機

１ 国民への情報提供が不十分な中での安全保障法制等の改変

今般の安全保障法制等の改変に向けて，本閣議決定やその後の「日米防衛

協力のための指針」の見直し作業，さらには与党協議が行われてきたが，そ

の間，主権者である国民に対しては，十分な情報が与えられず，民意を反映

させようとする努力も行われてこなかった。国民は，第１８９回通常国会が

開会された後，安全保障法制等の改正案等が国会に提出されて初めて具体的

な情報を得ることができた。

そもそも，国政の在り方を決定する権威と権力を有するのは国民である（国



民主権）。

この国民主権が十全に機能するためには，内閣総理大臣，国務大臣及び国

会議員は，憲法尊重擁護義務（憲法第９９条）を負う者として，充実した国

民的議論が保障されるように，必要かつ十分な情報を提供し，多様な意見に

十分に耳を傾けながら，丁寧に説明する責任がある。しかし，政府は，恒久

平和主義に反する安全保障法制等を改変する法案が国会に提出されるまで，

主権者である国民に対して十分な説明を行わないまま，不透明な状況下で既

成事実を積み重ねてきたのである。

２ 立憲主義に反することは許されない

このように，最高規範である憲法の恒久平和主義に反する極めて重大な問

題であるにもかかわらず，主権者である国民に対して十分な説明が行われな

いまま憲法の恒久平和主義に反する本閣議決定がなされ，それを受けた与党

協議を経た安全保障法制等を改変する法案が国会に提出され，米国との間で

「日米防衛協力のための指針」の見直しが先行して合意された。政府の方針

が，主権者への不十分な説明のまま，対外的に決定され，憲法改正手続を経

ることなく，法律の制定，改廃によって憲法第９条の改変が事実上進められ

ようとしている。これは立憲主義に反するものでもあり，到底容認すること

ができない。

第５ 憲法の恒久平和主義や基本的人権の保障及び立憲主義の擁護と弁護士会の

責任

１ 戦前の弁護士会の活動の教訓

今，平和と人権及び立憲主義が危機に瀕しているときだからこそ，弁護士

会は，憲法の恒久平和主義や基本的人権の保障及び立憲主義を守るための意

見を述べ，活動に取り組まなければならない。

戦前，人権擁護活動を熱心に行っていた弁護士はいたものの，それは個人

的対応に留まり，弁護士会としては，必ずしも十分な人権擁護活動は行って

いなかった。朝鮮への植民地支配や，中国への侵略，さらにはアジア・太平

洋地域へ戦線が拡大し，言論・表現の自由が失われていく中で，弁護士及び

弁護士会も戦時色に染まっていき，１９４４年には，中国大陸の権益を軍事

力により確保するための国家総動員体制に組み込まれる形で，大日本弁護士

報国会が作られるなど，弁護士会は戦争の開始と拡大に対し反対を徹底して

貫くことができなかった。

また，先の大戦下では，個人の権利主張は反国家的であるという風潮が強

まる中で民事事件が減少し，刑事事件についても被疑者・被告人を弁護する



ことを敵視する見方が強まった（日弁連五十年史）。そのため，国民が司法

制度を利用する機会が減少し，弁護士の活動範囲が狭まったのであり，平和

や人権を守るための活動を積極的に行うことは，それ自体大事なことである

とともに，日常の弁護士活動の基盤として弁護士が人々の権利を擁護するた

めに必要であるということも，真摯な反省と痛切な教訓として残った。

２ 当連合会の原点－人権を守り平和な世界を築くこと

日本国憲法は１９４６年１１月３日に公布され，１９４７年５月３日に施

行された。基本的人権の保障が憲法上明確に規定されたことに伴い，弁護人

依頼権の規定（憲法第３４条，第３７条第３項）など弁護士に関する規定が

憲法上初めて置かれた。これにより，弁護士の職務が人権擁護や司法制度に

とって不可欠な存在であるとされた。この弁護士の新たな地位及びその職務

を規律するため，１９４９年５月３０日に改正弁護士法が成立し，弁護士法

第１条により新たに「基本的人権を擁護し，社会正義を実現する」使命が設

けられた（同年６月１０日公布・同年９月１日施行。）。

改正弁護士法を受けて，１９４９年９月１日に当連合会が設立された。１

９５０年５月１２日に当連合会は第１回定期総会を被爆地である広島市で開

催し，それに引き続いて平和大会を開催して，次の平和宣言を採択した。

「日本国憲法は世界に率先して戦争を放棄した。われらはこの崇高な精神

に徹底して，地上から戦争の害悪を根絶し，各個人が人種国籍を超越し自由

平等で且つ欠乏と恐怖のない平和な世界の実現を期する。右宣言する。」

この宣言に表れているとおり，戦争を放棄した日本国憲法の恒久平和主義

（憲法前文及び第９条）を徹底することは，当連合会の原点である。そして，

その原点は，戦前において国が戦争への道を推し進めようとしているときに，

弁護士及び弁護士会がそれに必ずしも十分な対応ができず，むしろそれを推

し進める役割の一翼を担ってしまったことへの真摯な反省と痛切な教訓に基

づくものである。

３ 立憲主義違反を阻止するのは弁護士及び弁護士会の当然の責務

憲法をないがしろにすることは，憲法により守られている私たちの人権を

ないがしろにすることである。弁護士及び弁護士会の「基本的人権を擁護し，

社会正義を実現する」という使命は国民からの期待と信頼に応えるものであ

るが，今この立場から意見を述べ行動しなければ，弁護士及び弁護士会は，

先の大戦への真摯な反省と，そこから得た痛切な教訓を生かせないことにな

る。

当連合会はこれまでも，２０１３年５月の第６４回定期総会において「集

団的自衛権の行使容認に反対する決議」を，２０１４年５月の第６５回定期



総会において「重ねて集団的自衛権の行使容認に反対し，立憲主義の意義を

確認する決議」を採択した。また，２０１４年９月には「集団的自衛権の行

使容認等に係る閣議決定に対する意見書」を，２０１５年２月には「『日米

防衛協力のための指針の見直しに関する中間報告』及びこれに基づく見直し

に対する意見書」を採択してきた。

平和宣言に示された私たちの原点を踏まえたとき，日本国憲法の基本原理

である基本的人権の保障と恒久平和主義に反する法律が制定されようとし，

立憲主義が脅かされている今，これに対して，基本的人権の擁護と社会正義

の実現を使命とし，日本国憲法の掲げる平和な世界の実現を期すると宣言し

た私たち弁護士及び弁護士会が，人権と平和を守るために意見を述べ，行動

することは当然の責務である。

第６ 結論

私たちは，１９５０年の第１回定期総会（広島市）に引き続いて開催された

平和大会において，日本国憲法の戦争放棄の崇高な精神を徹底して，平和な世

界の実現を期することを宣言した。私たちはこの決意を思い起こし，憲法の恒

久平和主義や基本的人権の保障という基本原理及び立憲主義を守り抜くため

に，集団的自衛権の行使等を容認し自衛隊を海外に派遣して他国軍隊の武力行

使を支援する活動等を認める，今般の安全保障法制等を改変する法案に強く反

対するとともに，平和と人権，そして立憲主義を守る活動に国民と共に全力を

挙げて取り組む。


