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～裁判の現状とこれから～ 

 

弁護士 内 山 新 吾 

 

１．安保法制のわや 

（１）やり方のわや ～ ９条を「解釈改憲」 

    ・ 2014.7.1  閣議決定で集団的自衛権行使容認 

    ・ 2015.9.19 国会（参院）で強行採決 

（２）内容のわや ～ ９条違反 

  イ）集団的自衛権行使の容認 

  ロ）後方支援活動の対象・内容を拡大（他国の武力行使と一体化） 

  ハ）ＰＫＯの新任務（駆け付け警護、宿営地共同防護）と武器使用拡大 

  ニ）米軍等の武器等防護 

 

２．わや、しちゃあ、いけん、と立ち上がった安保法制違憲訴訟 

（１）県内１３市全部と５町から、原告１３５名（２９～９０歳）。違憲の安保法制により、

平和的生存権（前文、９条）、人格権（１３条）、憲法改正決定権（９６条）を侵害され

たとして、１人１０万円の慰謝料を請求、被告国。 

（２）全国では２２の地裁、原告約７７００名。（資料の図参照） 

地裁判決が出たのが、札幌、東京、大阪。 

 

３．安保法制違憲訴訟の意義 （資料も参照） 

① 自由と人権を守る国民の「不断の努力」（憲法１２条） 

② 安保法制廃止のための選挙での投票行動、さまざまな政治活動、表現行為と並ぶ、

司法に働きかける行動 

③ 行政（内閣）、立法（国会の多数派）による立憲主義を壊す暴挙に対して、三権分

立の一翼を担う司法（裁判所）に、違憲立法審査権を行使させ、憲法の番人としての

役割をはたさせる 

④ 安保法制の施行に歯止めをかける 

⑤ 広く市民を励ます（９．１９を忘れない、許さない、あきらめない意思を示す） 

⑥ 従来の枠をこえた幅広い運動の継続、発展 

安保法制違憲訴訟 
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４．山口地裁の審理状況 

（１）2016.12.26提訴（116名） 2017.11.7二次提訴（19名） これまで９回の弁論 

   ①2017.4.26  ②2017.8.16 ③2017.12.6 ④2018.3.14  ⑤2018.7.11 

   ⑥2018.10.17 ⑦2019.2.27 ⑧2019.6.5  ⑨2019.10.30 ⑩2020.3.4（予定） 

（２）各期日において、原告による意見陳述（これまでに計１５名）、代理人による意見陳

述または準備書面要旨陳述 

（３）主張や証拠（書証）はかなり出した。次回期日までに、証人、原告の尋問請求を予定。

今後、その採否が問題となる。年内には尋問の見込み。 

 

５．原告はどんな主張をし、被告はどう答弁・主張をしているか 

（１）安保法制の違憲性について 

    → 「認否の必要なし」（具体的な権利ないし法的利益の侵害がなければ、違憲性

について判断する必要はなく争点にならない。） 

（２）平和的生存権侵害について 

    → 「平和」は抽象的な概念であって、具体的権利性はない。国賠法上保護された

権利ないし法的利益とは認められない。 

（３）人格権侵害について 

    → 漠然とした不安感の域を超えるものではなく、具体的権利性はなく、国賠法上

保護された権利ないし法的利益とは認められない。 

（４）憲法改正決定権侵害について 

    → 具体的な個々の国民との関係で国賠法上の救済が得られるほどの具体的な権

利性はなく、国賠法上保護された権利ないし法的利益とは認められない。 

 

  しかし、前回の弁論で、地裁は（１）について、被告に対して、認否をするよう迫った。 

 

６．他の地裁で出された判決 （いずれも、違憲性について判断することなく

請求棄却） 

   2019.4.22 札幌  2019.11.7 東京  2020.1.28 大阪 

 

  その中で典型的な東京地裁の判断 
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   ① 平和的生存権侵害について 

      「平和とは、理念ないし目的としての抽象的概念」であるから、「個々の国民

に対して平和的生存権という具体的な権利ないし利益が保障されているものと

解することはできない」 

      cf. なお、具体的権利性を認めた判決として、長沼訴訟（違憲）、自衛隊イラ

ク派遣に関する名古屋地裁、名古屋高裁（違憲）、岡山地裁判決がある。 

   ② 人格権侵害について 

      「原告らの主張する戦争やテロ攻撃のおそれが切迫し原告らの生命・身体の安

全が侵害される具体的な危険が発生したものとは認め難い」「精神的苦痛につい

ては、直ちに社会生活上受忍すべき限度を超えたものとはいえ」ないから、国賠

法上保護の対象となる法的利益とはいえない。 

   ③ 憲法改正決定権侵害について 

      「個々の国民に対し、何らかの権利または法的利益を保障する趣旨とは解し難

い」から、原告らの権利または法的利益を侵害するとはいえない。 

   ④ 憲法判断について 

      「我が国の裁判所による憲法適合性の判断については、具体的事件の結論を出

すに当たって必要な場合にその限度で行われるという付随的違憲審査制が採用

されている」から、損害賠償により法的保護を与えられるべき利益が存在すると

は認められない本件では、憲法判断の必要はない」 

 

 

    これを乗り越える訴訟活動と運動が必要 

 

７．違憲性についての証人を採用した地裁もある 

  ・ 2019.6.13 前橋地裁 

     宮﨑礼壹（元内閣法制局長官）、半田滋（ジャーナリスト）、 

志田陽子（憲法学者） 

  ・ 2019.10.31 横浜地裁 

     宮﨑礼壹、半田滋、今井高樹（国際ボランティア）、青井未帆（憲法学者） 

 

    山口地裁でも採用をかちとろう 
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８．「安保法制は一見明白に違憲」と証言した宮﨑さん 

 イ）2006～2010 内閣法制局長官 

 ロ）安保法制は「一見明白に違憲」と証言 ～ 通常は、国民の代表である国会が決めたも

のだから、合憲性の推定が働くが、「一見明白に違憲」の場合は、国会が議決した法律

であっても違憲となる 

 ハ）「一見明白に違憲」と解する理由 

  ① ９条１項２項の明文の規定に反する 

  ② 永年の政府解釈あるいは国会での議論に反する 

  ③ 新３要件（集団的自衛権行使が認められる要件）は極めて不明確 

   「集団的自衛権の行使は違憲だというのは、単にある解釈にとどまらなくて、国会も

それをそうかということで予算を承認し、法律を成立させてきたわけですから、政府も

国会も一緒になって、日本国国家として、憲法９条の下では集団的自衛権の行使はでき

ないんだという道を実践してきたわけです」 

 

 

  この証言は裁判所を動かす大きな力となる 

 

９．裁判官の心を動かす山口地裁での原告意見陳述 

 ☆ 那須正幹さん（作家） 

    「私の描く子どもたちは、みな元気で明るく活発です。平和で民主的な日本に暮ら

す子どもたちだからです。ところが、安保法制が成立したために、作家である私は、

こうした子どもたちの姿を描けなくなってしまったのです。」 

 ☆ 藤井郁子さん 

    「戦後、父が中国へ行ったときの話です。『この人がうちのお父ちゃんを殺した』

と自分を指さす人が現れたらどうしようと、父がつぶやきました。その時、私は、

父は人を殺した経験があると確信しました。国の命令で、父は人を殺し、窃盗をし

たのです。否定しようのない加害者である父は、家族にさえ話すことのできない深

い心の傷を負って戦後を生きたのです。」 

 ☆ 大川清さん（牧師、幼稚園長） 

    「毎日元気に駆け回る幼稚園のこども達が大人になる頃、岩国はどんな町になって
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いるのだろう。この国はどんな国になっているのだろうと考えます。沈黙は承認な

りともいわれますが、今、この状況下にあって何も声をあげないということは、私

も加害者のひとりになってしまうということだと思います。それは、私には到底耐

え難いことです。」 

 ☆ 稲生慧さん（元図書館司書） 

    「昭和２０年８月６日８時１５分、上空を原爆が炸裂し、街と住居は壊滅。やがて、

そこかしこで火の手が上がり、着のみ着のままで太田川の支流に避難。そこで黒焦

げの死体とともに過ごすことになりました。戦争は人間一人一人の生活を破壊し、

文化や歴史をねじ曲げ、最後には命すら奪い去るものです。私は自らの体験からそ

れを実感しています。」 

 ☆ 高見英夫さん（もと高校教員） 

    「（安保法制の強行により）自衛隊は海外に出て戦争ができるようになりました。

私が不本意ながら生徒に教えてきた『自衛のための必要最小限度の実力』、『専守防

衛』『海外派兵禁止』は嘘だったことになります。ことは、自衛隊員の命、国民の

運命にかかわる重大事で、政府や国の方針が変わったので『仕方ない』では済まさ

れません。３０年以上の『教師としての良心』を否定されるような精神的苦痛を感

じました。」 

 ☆ 御手洗文良さん 

    「（戦争中）あるとき、近くの田んぼに爆弾が投下され、近所の人たちと山へ避難

する混乱の中で、家族とはぐれてしまったことがあります。爆弾の衝撃で地面は大

きくへこんでいました。あの時の恐怖感は今も忘れられません。私は、憲法違反の

安保法が成立したことで強い衝撃を受け、同時に怒りを覚えました。そして時間の

経過とともに、現在の平和で平穏な生活が維持できなくなる不安と危機感で日々

精神的苦痛を感じています。」 

 ☆ 中村鈴江さん（看護師） 

    「安保法制の制定により看護師である私は、戦場に駆り出されることになります。

しかし、戦場での仕事は看護ではありません。戦場では治療をしたら兵隊に戻せる

人から先に治療することになる。人の命を助けることが仕事である看護師が戦場

に派遣されれば人を殺すことが仕事になってしまいます。私の最も大切なことが

安保法制の制定によって奪われました。」 
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 ☆ 清田勝成さん（牧師） 

    「多くの戦友を亡くし自分は生き残ったことが父には心の傷となりました。・・・

国家の行為による過ちを再び繰り返させないために、人間として、またキリスト者

としての痛みと責任の自覚をもって私は宣教活動を続けたいと願って努力してき

ました。それゆえにこのたびの安保法制の制定は、私に大きな苦痛と失望を与えま

した。」 

 ☆ 鳥家治彦さん（もと教員） 

    「私は、戦争になれば、宗教上の少数者である私たちが再び弾圧の対象になると、

大変危惧しています。・・・（安保法制法の制定で）私は、今、『私の行ってきた平

和教育は何だったのだろう』という思いを抱いています。私の教師としてのこれま

での活動を踏みにじられたような気がして、怒りを覚えたり落胆したりしていま

す。」 

 ☆ 田中宏さん 

    「（戦争中）スパイを警戒し、汽車は海側の窓は閉めさせられ、徳山商店街で一番

高い建物の中岩百貨店の屋上の海側は目隠し板で塞がれました。小学生は教員が

引率する映画以外は見ることができず、戦意高揚映画ばかりでした。誰かが宿題を

忘れると連帯責任として班の全員が『股をはれ、奥歯をかみしめろ』と言われ、ぶ

ん殴られました。空襲で自宅も全焼し、父は焼夷弾が雨のように降り注ぐ中を自転

車で戸田まで逃げてきました。安保法制により、日本が海外派兵し、アメリカのた

めの戦争に日本が巻き込まれる危険が現実化することは、死と隣り合わせの戦争

の悲惨な現実を見ていた者として、かつて味わった死の恐怖と欠乏を呼び起こさ

れます。」 

 ☆ 中村満吉さん 

    「私の父は徴兵されていなかったため、周囲の家族が戦死したという話を聞くたび

に、肩身が狭い思いをしていました。飛行場建設の際には、学舎が兵舎にされ、子

どもたちは外に放り出されました。終戦後に、『新しい憲法のはなし』を学んだと

きの私の安心感は、安保法制によって完全になくなってしまいました。また、私が

人生のかなりの時間を使ってきた平和運動は否定されました。」 

 ☆ 大久保雅子さん（西京シネクラブ代表） 

    「世界の映画監督が何よりも平和や自由、個人の尊厳の大切さを根底に置く、多く

の優れた作品を制作しています。・・・（安保法制が成立して）私は、これまで長年

上映してきた映画の数々は何だったのかと感じています。上映してきた映画、上映

に関わった時間、それらすべてが否定されたように思います。」 
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 ☆ 岡本篤さん（もと中学教員） 

    「教え子から、『南スーダンに行く、先生相当やばいよ！』と連絡がありました。

私は彼が自分の命が危険だと思って『相当やばい』と語ったと思いました。『無事

に帰って来いよ』と声をかけました。しかし、彼の思いはそんな甘いものではあり

ませんでした。『自分の命がなくなることよりも、なんの罪もない赤の他人に銃を

向けてしまうかもしれないし、もしも命を奪うようになってしまうと僕の一生は

やばい』。彼の思いは衝撃でした。私の新安保法制への考えの甘さと理解の浅さを

突き付けられ、私の教職のすべてが否定された思いでした。」 

 ☆ 廣兼捷晃さん（萩市在住） 

    「小学生のころ、隣のおじさんから、『軍隊で中国にいたとき、中国人に穴を掘ら

せ、そのあと中国人を穴の前に正座させ、刀で中国人の首を斬った、血が飛び出し

た、死骸は穴の中に落とした』という話を聞きました。自慢話のように聞こえて、

ショックを受けました。おじさんの家には軍刀や戦地での写真が飾ってありまし

た。・・・（地元に）イージス・アショアの問題が持ち上がって、安保法の正体が明

らかになってきました、危険が身近に迫ってきたと感じています。」 

 ☆ 倉増孝子さん 

    「父は、戦争が終わって日本に帰ってきたとき、栄養失調とマラリアでガリガリに

やせていたそうです。父の口ぐせは、『俺は死ぬ』でした。私は何度も、その言葉

を聞かされ、死の恐怖に怯えました。父が健康なら、私は、視神経萎縮で生まれる

ことはなかったのではないかと思います。晩年、母は、私に向かって『すまんこと

をした』と言っていました。私自身、すでに若くなく、視力障がい者でもあります。

もし戦争になったら、足手まといになります。年金もちゃんともらえるかどうか、

わかりません。差別もひどくなるでしょう。障がい者は生きていけなくなります。

安保法制は、戦争をしない日本という、私の安心を大本のところから奪うもので

す。それは、私の将来を心配しながら死んでいった父と母の気持ちを踏みにじるも

のです。」 

 

10．安保法制法施行後の日米安保と自衛隊の実情 

（１）安保法制に基づく行動 ～ 南スーダンＰＫＯに新任務（「駆け付け警護」など）付与、

自衛隊が米艦を守る「武器等防護」の実施、海自が米艦に燃料補給 

（２）日米共同演習が質量ともに大きく変わった 
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（３）米軍基地の増強 ～ 岩国など 

（４）米軍事故の多発、基地被害 

（５）自衛隊の兵器などの増強 ～ 「いずも」の空母化、イージス・アショアなど 

（６）新「防衛計画の大綱」と「中期防」（2018.12）による、大軍拡路線 ～ 「戦争する国」

づくり 

（７）２０２０年度防衛関連費概算要求は５兆３２２３億円（過去最高）・・・一方で消費

税増税、社会保障費削減 

（８）そして今月、自衛隊中東派遣（「調査・研究」名目）～ 資料参照 

 

 

  この動きを許さないとりくみと訴訟との連動を 

 

11．明文改憲 （自衛隊明記、緊急事態条項など） への執念とこれを許さな

いとりくみ 

（１）国民にあきらめさせるアベ、改憲をあきらめないアベ（資料） 

（２）訴訟は明文改憲を許さない力になる 

   ※ 山口県弁護士会のひっそりと出した会長声明とそれまでのたたかい（資料） 

   ※ 古賀誠さんの「憲法９条は世界遺産」（資料） 

 


