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２年政治・経済学習プリント（５） 第１編 現代の政治

第１章 民主政治の基本原理と日本国憲法

５平和主義と自衛隊（教科書ｐ．３２～３８）

（１）憲法と自衛隊 ※《重要》cf.資料集p.44～45、48～52

《ＰＯＩＮＴ》

①憲法前文と第９条における「平和主義」思想のポイントを理解する。

②自衛隊発足の経緯と、政府の解釈改憲の歴史について理解する。

③憲法第９条をめぐる主な裁判「砂川事件」「長沼ナイキ基地訴訟」「恵庭事件」「百

里基地訴訟」の概要と、「統治行為論」の概念について、それぞれ理解する。

④自衛権発動の三要件、武力行使の新三要件について理解する。

⑤日本の防衛費の推移について理解する。

①平和的生存権

平和的生存権は、自由権や社会権の保障も平和の中で生きていかなければ意味をな

さないという点で、もっとも根源的な人権であり、「人権の中の人権」とみなすこと

ができる。現在、国際連合などを中心に、国際的にもこうした理念が広がりつつある。

1999年ハーグ市民平和会議で、「日本の第９条を見習い、各国議会は自国政府に戦

争をさせない決議をするべきである」とする文書が採択された。世界のＮＧＯに憲法

第９条の価値が認識された意味は大きい。日本でも2004年、ノーベル文学賞を受賞し

た大江健三郎氏ら９人の呼びかけで「九条の会」が発足し、平和憲法の意義などを訴

えている。

第一次世界大戦後の不戦条約（ケロッグ－ブリアン条約）〔1928年〕以後、戦争を

違法なものとして制限・禁止しようとする戦争の違法化の動きが強まり、戦争を放棄

した憲法が各国で制定された。しかし、これらはいずれも侵略戦争や「国家の政策の

手段」としての戦争を禁止したものであり、戦力の保持と交戦権は認めていた。

これに対して日本国憲法は、一切の戦争を無条件に放棄したのみならず、武力の行

使と武力による威嚇をも放棄し、それを保障するために、戦力の不保持と交戦権の否

認を規定した。これは、戦争の違法化を一歩押し進めた点で先駆的なものである。

②《重要！》日本国憲法・・・徹底した平和主義

ａ）憲法前文における平和主義と国際協調主義

（ア）平和主義の宣言

「諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢

を確保し、【１ 】の行為によって再び【２ 】の惨禍が起るこ

とのないようにすることを決意し・・・」と宣言している。
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（イ）国際協調主義・平和的生存権

「日本国民は、【３ 】を念願し・・・平和を愛する諸国民の公正

と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われら

は、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から除去・・・全世界

の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を

有する・・・自国のことのみに専念せず、他国を無視してはならない・・

・」ことを誓った。

ｂ）憲法第９条における戦争の放棄、軍備及び交戦権の否認

「①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、【４

】の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、【５

】を解決する手段としては、永久にこれを【６ 】する。

②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の【７ 】は、これを保持

しない。国の【８ 】は、これを認めない。」

※第９条 第１項・・・・・戦争放棄

第２項前段・・・戦力不保持

第２項後段・・・交戦権否認

③再軍備の歩み

〔経緯〕戦後すぐに米ソ対立の冷戦時代に突入。

ａ）【９ 】〔1950年〕

〔背景〕1950年の【10 】の勃発を機に連合国軍総司令部（【11

】）が設置を命令。

ｂ）保安隊〔1952年〕

〔背景〕1951年の【12 】〔52年発効〕によりＧＨＱ

による日本占領終了。

同日調印された【13 】により占領終了後も米軍駐留。

※日米安全保障条約

：1951〔昭和26〕年、サンフランシスコ講和条約の調印と同時に、日米

間で結ばれた条約で、アメリカ軍の日本駐留を定めている。この条約

はアメリカの日本防衛義務は明示されなかったが、日本の安全及び極

東における国際平和と安全にも寄与する内容となっていた。

ｃ）【14 】〔1954年〕
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〔背景〕1954年の【15 】により、日本は【16 】義務を負

う。自衛隊法〔1954年成立〕に基づき業務を行う。

※日米相互防衛援助協定（ＭＳＡ協定）

：アメリカの相互安全保障法に基づいて、1954〔昭和29〕年に締結され

た協定。アメリカは日本の防衛力増強のために戦略物資を援助するこ

ととし、日本は防衛力増強を強く求められた。同時に【17 】

も発足した。

④自衛隊をめぐる論議・・・憲法に違反するかどうか？

ａ）憲法第９条の解釈についての対立点

（ア）第１項「国際紛争を解決する手段」の意味

Ａ説：侵略戦争だけを放棄。

Ｂ説：侵略戦争だけでなく自衛のための戦争も含めすべての戦争を放棄。

（イ）第２項前段「前項の目的」の意味

Ａ説：侵略戦争放棄の目的

→ 侵略のための戦力だけを保持しない。

Ｂ説：第１項制定の目的

→ すべての戦力を保持しない。

ｂ）憲法第９条の解釈の違い

（ア）学会の通説・・・第２項全面放棄説

自衛権を肯定し、第１項で侵略戦争だけを放棄するとしながら、第２項前

段ですべての戦力を保持しないから、すべての戦争を放棄すると解釈する。

⇒ つまり、自衛隊は「違憲」である！！

（イ）《確認》政府解釈・・・第２項限定放棄説（自衛戦争を認める・自衛力合憲論）

自衛権を肯定し、第１項で侵略戦争だけを放棄するとし、第２項前段で自

衛のための必要最小限の実力を保持できると解釈する。

⇒ つまり、自衛隊は「合憲」である！！

〔批判〕①「自衛力」と「戦力」の区別が難しい。

②国際情勢、軍事技術の水準に応じて「必要最小限度」は政府が認

定するため、「自衛力」の限界は事実上無制限に近いものになる。
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〔Ⅰ〕【18 】

：自衛のためにする戦争。国際法では、自衛のための武力行使は認め

られているので自衛戦争も是認されている。

〔Ⅱ〕【19 】

：領土の拡大や他国民の征服を目的として行われる戦争。国際法上で

も違法とされている。

ｃ）《重要！》政府の憲法第９条解釈の変化

（ア）自衛権の発動としての戦争も放棄 〔1946年６月 吉田首相〕

（イ）警察予備隊は軍隊ではない 〔1950年７月 吉田首相〕

（ウ）「戦力」とは近代戦争遂行能力を備えるもの

〔1952年11月 吉田内閣統一見解〕

（エ）自衛隊は憲法違反ではない 〔1954年12月 鳩山内閣統一見解〕

（オ）自衛権発動の三要件に該当すれば海外における武力行動も合憲

〔1969年４月 佐藤内閣答弁書〕

（カ）集団的自衛権の禁止 〔1972年５月 真田内閣法制局第一部長〕

（キ）「戦力」とは自衛のための必要最小限度をこえるもの

〔1972年11月 田中内閣統一見解〕

（ク）核兵器・細菌兵器も持ち得る 〔1978年３月 福田首相〕

（ケ）ＰＫＦ（国連平和維持軍）にも参加可能

〔1991年９月 海部内閣内閣統一見解〕

（コ）「専守防衛」に徹し、自衛のための必要最小限度の実力は憲法の認めるもの

〔1994年７月 村山首相〕

（サ）自衛隊は実質軍隊だ 〔2003年５月 小泉首相〕

（シ）集団的自衛権の限定的な行使を容認 〔2014年７月 安倍内閣閣議決定〕

※【20 】

：憲法の解釈によって憲法改正と同じ効果をもたらすこと。

→ 憲法違反の事実の積み重ね、と批判される。
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現実には、自衛隊と憲法第９条との矛盾は避けられず、改憲か護憲かの憲法

改正問題が常に戦後政治の大きな争点となっている。

※個別的自衛権

：自国が他国によって武力攻撃を受けた場合、それを単独で排除する権利。

※集団的自衛権

：自国と密接な関係にある他国が武力攻撃を受けた場合、自国が攻撃されたもの

とみなして、攻撃を受けた国と共同で反撃する権利。

どちらも国際法上、国家の自衛権として認められているが、日本政府は、この２

つの自衛権を有しているが、従来、集団的自衛権については憲法上行使できない、

という見解であった。

→ 2014年７月、第二次安倍内閣において憲法解釈を変更し、集団的自衛権の行

使容認を閣議決定。

ｄ）《重要！》憲法第９条をめぐる裁判

（ア） 《判例》【21 】

：基地拡張に反対する東京都砂川住民らが、米軍立川基地内に侵入した。

※1957〔昭和32〕年、アメリカ空軍立川基地拡張を巡り、これを阻止しようと

するデモ隊の一部が飛行場内に入り、日米安保条約に基づく「日米行政協定

に伴う刑事特別法２条」違反で起訴された事件。

１．安保条約による在日米軍が憲法の禁止する「戦力」にあたるか、

２．安保の合憲性 が争点。

①東京地裁第１審〔伊達判決・1959年〕

：駐留米軍は９条の禁じる戦力にあたり違憲である。被告人は無罪。

②最高裁跳躍上告審〔1959年〕

：安保条約は高度な政治性を有し、一見極めて明白に違憲・無効であると

認められない限り、司法審査はなじまない（統治行為論）として、原判

決を破棄・差し戻した。後に被告人は有罪となる。駐留米軍は９条の禁

じる「戦力」にあたらず合憲とした。

（イ） 《判例》【22 】

：北海道恵庭町の農民が演習場の爆発音に抗議し自衛隊の通信線を切断した。
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※1962〔昭和37〕年、北海道恵庭町の牧場経営者が、演習騒音に抗議し、自衛

隊の通信連絡線を切断した事件。「自衛隊法121条」違反で起訴された。自衛

隊法121条は憲法違反かが争点。この事件で初めて自衛隊の合憲性が争われた。

①札幌地裁第１審〔1967年〕

：被疑者を「無罪」とし、自衛隊については憲法判断は行われなかった。

統治行為論は展開されず。

（ウ） 《判例》【23 】

：北海道長沼町住民が、自衛隊ナイキ基地建設のための保安林指定解除の取り

消しを求めた。

※1968〔昭和43〕年、防衛庁が北海道長沼町に地対空ミサイル・ナイキ発射基

地を作るとし、1969年農林省が国有保安林を解除したため、地元住民がその

取消を求めて起こした訴訟。自衛隊の合憲性も争点。

①札幌地裁第１審〔福島判決・1973年〕

：自衛隊は、規模・装備・能力から見て９条の禁じる「戦力」にあたると

し、初めて自衛隊が憲法に違反するとした。よって保安林解除処分は無

効である。

②札幌高裁控訴審〔1976年〕

：９条の解釈は国民の政治的判断に委ねるべき。自衛隊の合・違憲判断は

裁判所の審査になじまないとし、統治行為論により憲法判断を回避した。

③最高裁上告審〔1982年〕

：高裁判決を支持した（憲法判断なし）。

（エ） 《判例》【24 】

：自衛隊百里基地建設のためになされた国との土地売買契約を、地主が無効と

主張した。

※茨城県にある航空自衛隊百里基地予定地の土地所有をめぐり、土地売買無効

と自衛隊の合憲性を訴えた裁判。

①水戸地裁第１審〔1977年〕

：統治行為論の立場に立ち、憲法判断回避。

２年政治・経済学習プリント（５） 平和主義と自衛隊



- 7 -

②東京高裁控訴審〔1981年〕

：控訴棄却。憲法判断回避。

③最高裁上告審〔1989年〕

：控訴審の判決を支持。上告棄却。憲法第９条は私法上の行為に直接適用

されるものではないとして憲法判断を回避した。

（オ）《判例》自衛隊イラク派遣違憲訴訟

：2003年に始まった自衛隊のイラク派遣に対して、2004年に愛知県などの住民

が自衛隊の派遣差し止めを求めて訴訟を起こした。

※自衛隊のイラク派遣は平和的生存権の侵害か、自衛隊の海外派遣は違憲かが

争点となった。

①名古屋地裁第１審〔2006年〕

：平和的生存権は具体的権利ではなく、原告にはその他の具体的権利の侵

害も見出せないとして棄却した。

②名古屋高裁控訴審〔青山判決・2008年〕

：武装した米兵を自衛隊が輸送することは憲法第９条１項に違反し、違憲

と判断。しかし、差し止め請求は退けられた。

※【25 】

：高度に政治性のある国家行為は、政治的に中立な裁判所が審査するべきではない

という考え方。これまで最高裁は自衛隊や日米安保条約について憲法判断を回避

してきたが、この態度に批判が集まっている。

⑤《確認》【26 】〔19世紀以降の国際慣習法〕

ａ）わが国に対する急迫不正の侵害があること。

※個別的自衛権の行使はできるが、集団的自衛権の行使は自衛権の範囲を超える

ものであり、憲法上許されないという立場をとってきた。

ｂ）その場合に、これを排除するための適当な手段が他にないこと。

ｃ）必要最小限度の実力行使にとどめること。

⑥《重要！》【27 】〔2014年７月、安倍内閣閣議決定〕
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ａ）日本に対する武力攻撃が発生した場合のほか、他国に対する攻撃によってわが国

の存立が脅かされ、国民の生命・自由および幸福追求の権利が根底から覆される明

白な危険が生じた場合。

※この要件にそった集団的自衛権の限定的な行使は容認されるとした！！

ｂ）その場合に、これを排除するための適当な手段が他にないこと。

ｃ）必要最小限度の実力行使にとどめること。

※政府は「あくまでも国の存立を全うし、国民の命と平和な暮らしを守るための必要

最小限度の自衛の措置を認めるもの」としている。

→ どこまでの範囲での活動が認められるのか不明瞭なことへの批判がある。

⑦《重要！》自衛隊の増強・・・防衛費は世界有数の額。

ａ）【28 】

：自衛隊の強化を目的とした計画で、創設以来四次に及ぶ増強が進められてきた。

それにつれ【29 】（国防に関する諸費用）も拡大し、世界でも十指に入

る防衛予算を費やし、高度化された防衛力を持つに至る。

ｂ）防衛費の【30 】

：1976〔昭和51〕年、【31 】が閣議決定した方針で、防衛関係費は

ＧＮＰ１％相当額を超えないとするもの。

ｃ）その後、この変更を望む【32 】の下で、87年にはＧＮＰ１％枠は

廃止され、翌年には新しい歯止めとして「【33 】」（一定期間、例えば

中期防〈86～90年度〉の総額を示し、防衛予算の膨張を抑制しようとする方式）が決

定された。

なお、1987～89年度の期間は対ＧＮＰ比１％を超えて推移したが、1990年度以降

は１％以内で推移している（1994年度からは対ＧＤＰ比に変更）。

※一般会計予算に占める防衛関係費の割合は？

：2019年度当初予算１０１兆４５６４億円のうち、防衛関係費は５兆２５７４億

円なので、約５．２％である。例年おおよそ５％。
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《作業１》教科書p.32、資料集p.48のグラフから、日本の防衛関係費の推移の特徴につ

いてまとめてみよう。

※グラフを読みとるポイント

①変化（量や比率）が大きく変化した局面。（←何がきっかけ？）

②一定の基準（このグラフではＧＮＰ（ＧＤＰ）比１．０％）との比較。

（２）日本の防衛政策 ※《重要》cf.資料集p.44、51～52

《ＰＯＩＮＴ》

①日本の防衛政策の概要について理解する。

①《最重要！！》【34 】（文民統制）の原則

：非軍人の文民が軍隊（自衛隊）の指揮・統制権を持つこと。

ａ）わが国でも法律上、自衛隊の最高指揮監督権は文民である【35 】が

持ち（自衛隊法第７条）、また隊務統括は文民である【36 】が行なう。

ｂ）防衛庁が【37 】に昇格〔2007年〕

ｃ）【38 】（日本版ＮＳＣ）設置〔2013年〕

：日米安全保障政策の司令塔として首相官邸機能を強化。

ｄ）内閣に設置される国家安全保障会議が国防に関する重要事項を審議し、防衛出動に

関しては【39 】の承認が必要である。政府や議会の民主的統制により自衛隊の

独走を防ごうとしている。

②《確認》防衛の基本方針

：【40 】、自衛のための必要最小限の防衛力を整備。

※専守防衛

：1970年に初めて作成された『防衛白書』で、「わが国の防衛は、専守防衛を本

旨とする」と説明された。

わが国の防衛は、敵国を攻撃することなく、もっぱら相手側の攻撃から自国

領土を防衛することに徹するという方針のこと。防衛力の規模、質、防衛行動

の態様もすべてこの方針に基づき自衛の範囲内に限定される。
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③《重要！》【41 】

：「【42 】」という原理。

→ 【43 】が表明し〔1968年〕、その後国会で決議された〔1971年〕。

※非核三原則に関する法律は制定されていない！！

ａ）作らず 【44 】

：原子力の研究・開発・利用。

ｂ）持たず → 平和目的のみ（核兵器の製造・保有禁止）。

【45 】（ＮＰＴ）批准〔1976年６月〕。

ｃ）持ち込ませず 【46 】

→ 米軍基地・寄港艦船による核持ち込み疑惑（ラロッ

ク証言、ライシャワー発言）。

④《確認》【47 】〔1967年、佐藤内閣閣議決定〕

ａ）共産圏

ｂ）国連決議で武器輸出を禁止した国 へ武器を輸出しないという方針。

ｃ）国際紛争当事国とその恐れのある国

※1967〔昭和42〕年佐藤内閣が表明、76年には三木内閣が上記三地域以外の地域への

輸出も慎む方針を表明し、事実上すべての国に輸出が禁止された。しかし、直接規

定した法律はなし。

⑤《重要！》【48 】〔2014年４月、安倍内閣閣議決定〕

：武器輸出三原則に代わるルール。武器や武器技術の海外移転のルール化により、輸出

と共同開発を認める。

※従来の禁輸原則から一定の場合を除いて、武器の輸出が原則認められるようになっ

た。

〔武器輸出の指針〕

ａ）紛争当事国や国連安保理決議の違反国ではない。

ｂ）日本の安全保障に資する。

ｃ）移転先での適正管理が確保される。

２年政治・経済学習プリント（５） 平和主義と自衛隊
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（３）日米安全保障条約 ※《重要》cf.資料集p.44、53

《ＰＯＩＮＴ》

①日米安全保障条約と新安保条約について理解する。

①日米安全保障条約

：1951〔昭和26〕年、サンフランシスコ講和条約の調印と同時に、日米間で結ばれた条

約で、アメリカ軍の日本駐留を定めている。この条約はアメリカの日本防衛義務は明

示されなかったが、日本の安全及び極東における国際平和と安全にも寄与する内容と

なっていた。

②1960年、日米相互協力及び安全保障条約（新日米安保条約）へと改定

→ 日米間の双務性の強化。

→ 武力攻撃に対して【49 】の義務。

→ 日本の領土及び在日米軍基地が他国から攻撃された場合、日米が共同して防衛。

アメリカの領土が攻撃された場合は対象外。

※新日米安全保障条約

：1951〔昭和26〕年の日米安全保障条約の改定・強化の目的で、60年に締結された

条約。アメリカ軍の日本防衛義務を明記し、内乱条項を削除するなどの措置がな

されたが、他面、日米両国の共同防衛、事前協議、期限10年の自動延長なども新

たに加えられた。条約締結に際しては【50 】といわれる激しい反対運

動があった。

→ 【51 】首相は新安保条約を調印し、その後国会で強行採決。

→ 新安保批准書交換の後、岸内閣は総辞職する。

※【52 】

：新日米安全保障条約の交換公文で定められている制度。アメリカ軍の配置や装備

の重要な変更、日本からの戦闘作戦行動などについては、日米両政府間で事前に

協議を行うこと。しかし、日本側に拒否権が明確にあるわけではなく、不十分で

あるという批判がある上、政府はベトナム戦争や湾岸戦争の時のように米軍が日

本を発進基地とした場合も含め、過去一度も事前協議を申し入れていない。

③【53 】〔1960年〕

：日米安全保障条約に基づき、アメリカ合衆国軍隊が日本において使用する施設・区域

・軍隊の地位を規定した協定。1960年の改定で、日米行政協定から日米地位協定に改

称された。全28か条からなり、米軍の日本駐留にともなう施設・区域の提供、米軍と

の裁判管轄関係、米軍の出入り、関税調達などの具体的問題について規定している。

※アメリカ兵の犯罪の裁判権はアメリカ側にあることや、公務外のアメリカ兵の犯罪

であっても基地外での逮捕でない場合は、起訴されるまでアメリカ側が身柄を拘束

することが定められている。
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（４）基地問題 ※《重要》cf.資料集p.44、54～56

《ＰＯＩＮＴ》

①沖縄の基地問題について現状を理解する。

①沖縄の基地問題

：【54 】〔1972年〕後も、沖縄には米軍基地が多く残る。

ａ）米軍基地の整理・縮小

：【55 】の名護市辺野古沿岸部への移設で日米合意〔2006年〕。

→ しかし、移設への目途は立たず。

ｂ）米兵による少女暴行事件などにより、日米地位協定の見直しを求める住民運動が続

いている。

ｃ）沖縄の基地問題の解決には、沖縄だけの問題と捉えず、日本全体の問題として解決

策を探ることが必要である。

②日本の安全保障政策・・・アメリカ軍の駐留と自衛隊の充実

：米軍駐留費の一部を負担する「【56 】」〔1978年に開始〕や日米地位協

定で問題化。

※日米地位協定第24条では、在日米軍の駐留経費は原則としてアメリカ側が負担する

ことが定められている。しかし、1970年代に変動相場制に移行し、円高が進んだこ

となどからアメリカの駐留経費負担が大きくなり、日本側に負担を要請した。

→ 日本は1978年度から駐留経費の一部を負担する「思いやり予算」を計上して

いる。

（５）日米安保再定義と有事法制の整備 ※《重要》cf.資料集p.44、49、60

《ＰＯＩＮＴ》

①安全保障関連法の概要について理解する。

①《最重要！！》冷戦終結後の日米安保体制

※1989年米ソ首脳（ブッシュ、ゴルバチョフ）がマルタ会談で「冷戦の終結」を宣言。

ａ）【57 】〔1996年〕

：アジア太平洋地域での日米の防衛協力の強化。

２年政治・経済学習プリント（５） 平和主義と自衛隊
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ｂ）日米安保体制見直しの意見、冷戦終結後の日米安保体制の【58 】〔1997年〕。

：「日米防衛協力のための指針（【59 】）」を抜本改定。

※ガイドラインのオリジナルは1978年に決定。

ｃ）周辺事態における日米協力についてのガイドライン策定。

（ア）ガイドライン関連法〔1999年〕をめぐる論議。

（イ）【60 】〔1999年〕

：ガイドライン関連法の一つで、日本周辺有事の際の自衛隊の米軍への後方地

域支援などを規定。

（ウ）新ガイドライン決定、また集団的自衛権の行使容認を含む安全保障関連法が成

立〔2015年〕

〔Ⅰ〕2014年7月、第二次安倍内閣において憲法解釈を変更し、集団的自衛権の

行使容認を閣議決定。

〔Ⅱ〕【61 】

：１０の法改正を一括した平和安全法制整備法と、国会の事前承認があ

れば自衛隊をいつでも海外に派遣できる国際平和支援法で構成される。

１．「【62 】」で集団的自衛権の行使を可能にする。

→ 日本と密接な関係にある他国への武力攻撃であっても、日本の存

立を危うくする場合において、他に適当な手段がない時は、必要最

小限の武力行使が可能となった。

２．周辺事態法を【63 】に改正。

→ 日本の平和に重大な影響を与える事態の際、自衛隊が海外で支援

活動する地理的制約がなくなる。

３．自衛隊の武器使用基準を緩和。

→ 2015年のＰＫＯ協力法の改正により、離れた場所にいる国連や民

間ＮＧＯの職員、他国軍の兵士らが武装集団などに襲われた場合に

助けに向かう「【64 】」の任務が付与された。

〔Ⅲ〕駆けつけ警護

：国際連合の指揮下にない平和維持などの活動にも参加でき、民間人や

他国の軍隊が襲われた場合に助けに行くこと。

ｄ）「周辺」の定義のあいまいさ、集団的自衛権の行使の疑い、地方公共団体の協力義

務の妥当性、有事法制との整合性などの問題。在日米軍再編について日米両政府が合

意。
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→ 沖縄の海兵隊の一部撤退、普天間基地の移設（現在も先行き不透明）、再編

に伴う多額の費用負担など。

→ 今後、アメリカ軍と自衛隊の連携強化がさらに進む。

②《重要！》【65 】〔2013年制定、2014年施行〕

：「防衛」「外交」「特定有害活動（スパイ活動）の防止」「テロ防止」の四つの分野に

おける、日本の安全保障に関する重要情報を「特定秘密」に指定して厳格に管理し、

漏洩した者に刑罰を科す法律である。また、漏洩を共謀、教唆、煽動した者に対して

も刑罰を科すと定めている。

《作業２》資料集p.49③「ガイドラインの変遷」を読んで、図や文章中の空欄に適語を入

れよ。

※ガイドラインの変遷

冷戦の終結 安全保障環境の変化

日米安保再定義 集団的自衛権の一部容認

1978年策定 1997年改定 2015年改定

①（ ）を未然に防 ①平素から行う協力 ①平時から（ ）ま

止するための体制 ②（ ）にお での切れ目のない対応

②日本に対する（ ける協力 ②日本と日本以外の国に

）への対処行動 ③日本に対する（ 対する（ ）

）への対処行 動 への対処行動

日本有事への対応 周辺事態への対応 地球規模の協力へ

自衛隊の活動範囲 自衛隊の活動範囲 自衛隊の活動範囲

→（ ） →（ ） →（ ）

自衛権の行使 自衛権の行使 自衛権の行使

→（ ） →（ ） →（

）

※冷戦後の日米同盟

：日米安全保障条約では共同軍事行動の規定が曖昧であったため、1978年の日米防衛

協力のための指針（ ）で具体化された。冷戦の終結後、日米安全保

障体制はソ連を仮想敵国とした枠組みに代わって再定義され、1997年にガイドライ

ンが見直された。2015年には、前年の（ ）を一部容認する閣議決定

を受けて、ガイドラインが再改定された。これによって、日米の安全保障協力は

「（ ）」から（ ）に拡大され、新しい安全保障関連法が整備

されることになった。なお、ガイドラインは条約ではなく、日米両国の（

）４人からなる日米安全保障協議委員会（２＋２）における合意である。
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（６）ＰＫＯ ※《重要》cf.資料集p.44、57～59

《ＰＯＩＮＴ》

①東西冷戦後の自衛隊のＰＫＯ活動について理解する。

①冷戦終結後の自衛隊

ａ）自衛隊の海外派兵

： 【66 】〔1991年〕

→ 湾岸戦争終結後、機雷除去のため、自衛隊の掃海艇をペルシア湾へ。

→ 国連の平和維持活動（【67 】）参加への議論。

→ 【68 】（国連平和維持活動協力法）の成立〔1992年〕。

〔ＰＫＯ５原則〕

：停戦合意・当事者の受け入れ同意・中立・独自判断による撤退・護身に限定し

た武器使用

〔自衛隊のＰＫＯ協力法に基づく主な派遣先〕

①【69 】〔1992～93年〕・・・自衛隊のＰＫＯ初参加

②モザンビーク〔1993～95年〕

③ザイール（現コンゴ）〔1994年〕：ルワンダ難民救済活動

④ゴラン高原（シリア）〔1996～2013年〕

⑤東ティモール〔1999～2000年〕：避難民人道支援

⑥パキスタン〔2001年〕：アフガン難民人道支援

⑦東ティモール〔2002～2004年〕

⑧イラク〔2003年〕：イラク被災民救済活動 ← イラク特措法に伴う

⑨ネパール〔2007～11年〕

⑩ハイチ〔2010～13年〕

⑪南スーダン〔2011～17年〕

ｂ）自衛隊の国内外での活動領域拡大

（ア）【70 】〔テロ特措法：2001年〕

：アフガニスタン戦争中、アメリカ軍の【71 】のためにインド洋へ

自衛隊艦船を派遣（給油・給水など）。特別時限立法。

（イ）有事法制関連３法〔2003年〕

→ 【72 】

：日本が他国により武力攻撃を受けた場合（予測事態も含む）などの対

処方針を規定。

（ウ）【73 】〔イラク特措法：2003年〕

：イラク戦争終結後、イラクのサマーワへ自衛隊派遣（施設復旧、被災民の救

済など）。特別時限立法。
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（エ）有事法制関連７法〔2004年〕

→ 【74 】

：日本が武力攻撃を受けた場合などの国民の避難、救護手続きや国・地

方公共団体の役割を規定。

（オ）補給支援特別措置法〔2008年〕

→ 米軍への自衛隊の後方支援を、給油・給水活動に限定。

（カ）【75 】〔2009年〕

：海賊が多発するソマリア沖やアデン湾に自衛隊が派遣され、海上自衛隊の艦

艇と航空機が派遣され、船舶護衛と海賊の取締りにあたっている。

→ 2011年、ジブチ共和国に自衛隊初の海外基地を開設。

②日本や日本人に求められるもの

ａ）「【76 】」

：【77 】（ＵＮＤＰ）が提唱し、日本外交の柱の一つ。

→ 紛争解決のためには、「軍備による安全」ではなく「【78 】を

通した安全」という考え方。

ｂ）【79 】の理念

：軍事的な分野に限定せず、食料・エネルギー・災害対策なども含め、総合的視野

からの安全保障を確保する。

ｃ）ボランティア活動などを通したコミュニティや国際社会への個人の貢献。

●２年政治・経済学習プリント（５）解答

【１ 政府】 【２ 戦争】 【３ 恒久の平和】 【４ 国権】 【５ 国際紛争】
【６ 放棄】 【７ 戦力】 【８ 交戦権】 【９ 警察予備隊】 【10 朝鮮戦争】
【11 ＧＨＱ】 【12 サンフランシスコ講和条約】 【13 日米安全保障条約】
【14 自衛隊】 【15 ＭＳＡ協定】 【16 防衛力増強】 【17 防衛庁】
【18 自衛戦争】 【19 侵略戦争】 【20 解釈改憲】 【21 砂川事件】
【22 恵庭事件】 【23 長沼ナイキ基地訴訟】 【24 百里基地訴訟】

え に わ ひゃくり

【25 統治行為論】 【26 自衛権発動の三要件】 【27 武力行使の新三要件】
【28 防衛力整備計画】 【29 防衛費】 【30 ＧＮＰ１％枠】 【31 三木武夫内閣】
【32 中曽根康弘内閣】 【33 総額明示方式】 【34 シビリアン・コントロール】
【35 内閣総理大臣】 【36 防衛大臣】 【37 防衛省】 【38 国家安全保障会議】
【39 国会】 【40 専守防衛】 【41 非核三原則】
【42 核兵器を作らず、持たず、持ち込ませず】 【43 佐藤栄作内閣】
【44 原子力基本法】 【45 核拡散防止条約】 【46 事前協議制】
【47 武器輸出三原則】 【48 防衛装備移転三原則】 【49 共同防衛】
【50 安保闘争】 【51 岸信介】 【52 事前協議】 【53 日米地位協定】
【54 沖縄返還】 【55 普天間飛行場】 【56 思いやり予算】
【57 日米安保共同宣言】 【58 再定義】 【59 ガイドライン】 【60 周辺事態法】
【61 安全保障関連法】 【62 存立危機事態】 【63 重要影響事態法】
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【64 駆けつけ警護】 【65 特定秘密保護法】 【66 湾岸戦争】 【67 ＰＫＯ】
【68 ＰＫＯ協力法】 【69 カンボジア】 【70 テロ対策特別措置法】
【71 後方支援】 【72 武力攻撃事態法】 【73 イラク復興支援特別措置法】
【74 国民保護法】 【75 海賊対処法】 【76 人間の安全保障】
【77 国連開発計画】 【78 人間開発】 【79 総合安全保障】

●【センター演習】

（１）「憲法第９条をめぐる日本政府の立場」 06本試験（現代社会）
問．世界情勢の大きな変化などを受け、戦争放棄を規定した憲法９条をめぐって様々な議
論が交わされている。憲法９条に関する日本政府の公式の立場に関する記述として最も
適当なものを、次の①～④のうちから一つ選べ。
① 憲法９条の下、日本は自衛権を有していないため、集団的自衛権を行使することは
できない。

② 戦力の保持は憲法９条により禁止されているが、自衛隊は自衛のための必要最小限
の実力にすぎず、憲法９条にいう戦力には該当しない。

③ 近隣国が日本攻撃用の兵器を開発していることが明らかな場合は、憲法９条の下、
その開発施設に対する攻撃を相手方の攻撃前に行うことができる。

④ 核兵器の保有、製造、持ち込みは憲法９条により禁止されているので、非核三原則
を廃止することはできない。

（２）「自衛隊」 14本試験
問．朝鮮戦争をきっかけに設けられた警察予備隊は、後に自衛隊へと改組された。自衛隊
についての記述として最も適当なものを、次の①～④のうちから一つ選べ。
① 最高裁判所は、百里基地訴訟において、自衛隊は日本国憲法第９条で禁止される「戦
力」に該当せず合憲であるとの判断を明らかにしている。

② 自衛隊のイラクへの派遣は、ＰＫＯ協力法（国連平和維持活動協力法）に基づき行
われた。

③ ガイドライン関連法によると、自衛隊は、いわゆる周辺事態の際にアメリカ軍の後
方支援を行うこととされている。

④ 防衛庁が防衛省へと移行したことに伴い、自衛隊の最高指揮監督権が内閣総理大臣
から防衛大臣に委譲された。

（３）「憲法第９条をめぐる裁判」 08本試験
問．自衛隊について争われた裁判の例として適当でないものを、次の①～④のうちから一
つ選べ。
① 恵庭事件 ② 砂川事件
③ 長沼ナイキ基地訴訟 ④ 百里基地訴訟

（４）「日米安全保障条約」 12追試験
問．安全保障を確保するため、日本はアメリカとの間に日米安全保障条約（日米相互協力
及び安全保障条約）を締結している。この条約に関連する記述として誤っているものを、
次の①～④のうちから一つ選べ。
① 日本国内におけるアメリカ軍の駐留経費や法的地位については、日米地位協定（在
日米軍の地位に関する日米協定）で別に定めている。

② 日本またはアメリカの領域への武力攻撃が発生した場合、両国は共同して防衛する
義務を負う。

③ 日本は、アメリカが日本国内において軍隊を駐留させ、基地（施設および区域）を
使用する権利を認めた。

④ 日本は、周辺事態法などのガイドライン関連法を成立させ、日本の周辺地域におい
ても自衛隊がアメリカ軍の後方地域支援を行うことを可能にした。

- 18 -

（５）「安全保障のための法制度」 15追試験
問．自国の安全保障のために定められた法制度の例である次のＡ～Ｃと、それらの内容に
ついての記述ア～ウとの組合せとして正しいものを、下の①～⑥のうちから一つ選べ。
Ａ 新日米安全保障条約（日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条
約）（1960年）

Ｂ 新ガイドライン（新日米防衛協力のための指針）（1997年）
Ｃ 有事関連７法（2004年）
ア 日本への武力攻撃時における、国民の保護や米軍の行動の円滑化などについて定
めた。

イ 日本の施政の下にある領域における、日米どちらかへの武力攻撃に対して、日米
が共同で防衛することを定めた。

ウ 日本周辺地域における日本の平和および安全に重要な影響を与える事態（周辺事
態）での日米間の協力推進を定めた。

① Ａ－ア Ｂ－イ Ｃ－ウ ② Ａ－ア Ｂ－ウ Ｃ－イ
③ Ａ－イ Ｂ－ア Ｃ－ウ ④ Ａ－イ Ｂ－ウ Ｃ－ア
⑤ Ａ－ウ Ｂ－ア Ｃ－イ ⑥ Ａ－ウ Ｂ－イ Ｃ－ア

（６）「冷戦後の日本の動き」 08本試験（現代社会）
問．冷戦後の国際政治情勢の変化を受けて、日本で制定または改正された法律・条約に関
する記述として最も適当なものを、次の①～④のうちから一つ選べ。
① 冷戦終結後に起こった湾岸戦争を機に、国際貢献をめぐる議論が巻き起こり、その
後ＰＫＯ協力法が成立した。

② 湾岸戦争後、安全保障の重要性が強く認識されるようになり、日米安全保障条約が
改正された。

③ 防衛力の更なる充実が必要との声を受けてイラク戦争以前に防衛省設置法が成立し
ていたため、この戦争での日本政府の対応は極めて迅速であった。

④ イラク復興支援特別措置法の成立によって、自衛隊が初めて国外に派遣されること
になった。

（７）「日本の安全保障政策①」 19本試験
問．日本の安全保障に関連する記述として最も適当なものを、次の①～④のうちから一つ
選べ。
① 日米相互協力及び安全保障条約（新安保条約）の成立によって、自衛隊が創設され
た。

② 日本は、在日米軍の駐留経費を負担していない。
③ 国の一般会計予算に占める防衛関係費の割合は、２パーセントを下回っている。
④ 日本政府は、憲法第９条が保持を禁じている「戦力」は自衛のための必要最小限度
を超える実力であるとしている。

（８）「日本の安全保障政策②」 17追試験（現代社会）
問．安全保障についての日本の取組みに関する次の記述Ａ～Ｃを古いものから年代順に並
べたとき、その順序として最も適当なものを、下の①～⑥のうちから一つ選べ。
Ａ ＰＫＯ（国連平和維持活動）協力法に基づく自衛隊の海外派遣が、カンボジアに
対して行われた。

Ｂ 日本周辺における有事発生の際に自衛隊が米軍の後方支援を行うことを定めた周
辺事態法が制定された。

Ｃ 武器輸出三原則が、平和貢献や国際協力の推進と日本の安全保障に資する場合に
は武器の輸出を認めるとする防衛装備移転三原則へと改定された。

① Ａ→Ｂ→Ｃ ② Ａ→Ｃ→Ｂ ③ Ｂ→Ａ→Ｃ
④ Ｂ→Ｃ→Ａ ⑤ Ｃ→Ａ→Ｂ ⑥ Ｃ→Ｂ→Ａ
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（９）「日本の安全保障政策③」 16追試験（現代社会）
問．日本の安全をめぐる法制度に関する記述として最も適当なものを、次の①～④のうち
から一つ選べ。
① 有事に際して国の安全を守るために2000年代に整備された有事法制は、有事の際の
地方公共団体の責務や国民の協力を規定する法律を含んでいる。

② 組織的な犯罪の捜査のために捜査機関が通信を傍受することを認める通信傍受法
は、電子メールによる通信には適用されない。

③ 現在の日米安全保障条約は、日本国の領域内における日米のいずれかへの武力攻撃
に際し、日米両国が共同行動をとることを認めていない。

④ 国と国民の安全に関する情報の保護のために2013年に制定された特定秘密保護法
は、報道のための取材行為を秘密保護規定の適用外としている。

（10）「日本の安全保障政策④」 14本試験（現代社会）
問．日本の安全保障や外交政策に関する記述として適当でないものを、次の①～④のうち
から一つ選べ。
① 日本国憲法の解釈上、日本が個別的自衛権を行使することができるとの公式見解を、
日本政府は示している。

② 日本が集団的自衛権を行使できるとの公式見解を、日本政府は、国際連合（国連）
加盟時から示してきた。

③ 湾岸戦争の発生を受けて、国連平和維持活動（ＰＫＯ）への日本の協力をめぐる議
論が高まり、ＰＫＯ協力法が成立している。

④ アメリカでの同時多発テロ事件の発生を受けて、日本では、テロ対策特別措置法が
成立した。

●【センター演習】解答

（１）② 1972年11月の田中内閣統一見解によると、「「戦力」とは自衛のための必要最小
限度をこえるもの」としている。
①について、1969年4月 佐藤内閣答弁書によれば、自衛権発動の三要件に該当

すれば海外における武力行動も合憲としている。
③について、日本の領土及び在日米軍基地が他国から攻撃された場合、日米が共

同して防衛するにすぎない。
④について、1967〔昭和42〕年佐藤内閣が表明、76年には三木内閣が上記三地域

以外の地域への輸出も慎む方針を表明し、事実上すべての国に輸出が禁止された。
しかし、直接規定した法律はなし。

（２）③ 1997年にガイドラインが改正され、それを受けて周辺事態法などのガイドライン
関連法が制定された。これによれば、自衛隊は周辺事態の際に米軍を後方支援する
ことが定められている。
①について、最高裁判所は百里基地訴訟において自衛隊の合憲性について判断を

していないので誤り。
②について、自衛隊のイラクへの派遣は、ＰＫＯ協力法ではなく、イラク復興支

援特別措置法に基づいて行われたので誤り。
④について、2007年に防衛庁は防衛省に移行した。しかし、自衛隊の最高指揮権

をもつのは内閣総理大臣である。

（３）② 在日米軍について争われた。

（４）② アメリカの領域で武力攻撃が発生した場合には、日本は防衛に協力する義務を負
わない。

（５）④ 正解。
アは、Ｃの有事関連７法についての記述。日本への武力攻撃を想定した国民の保

護などについて定めた「国民保護法」などが含まれている。
イは、Ａの新安全保障条約の内容で、第５条に定める、日本の施策下の領域にお
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ける日米どちらかへの武力攻撃に対する「共同防衛」について定めている。
ウは、Ｂの新ガイドラインの内容で、日米安全保障体制の下での役割分担（特に、

周辺事態に出動するアメリカ軍への支援内容）について定めたものとなっている。
なお、2015年に重要影響事態安全確保法に変更され、アメリカ軍以外の外国軍隊に
も支援等が可能になった。

（６）① 湾岸戦争は1991年、ＰＫＯ協力法成立は1992年。
②について、日米安全保障条約の改定は1960年。
③について、イラク戦争は2003年、防衛省設置は2007年。
④について、イラク特措法成立は2003年、自衛隊のＰＫＯ協力法によるカンボジ

ア派遣は1992～93年。

（７）④ 政府は、大陸間弾道ミサイルや攻撃型空母などの兵器を保有することは、自衛の
ための必要最小限度の範囲を超える戦力であり、許されないとしている。
①について、1954年に日米相互防衛援助（ＭＳＡ）協定が締結され、日本は防衛

力の増強を義務づけられた。これを受けて、自衛隊および防衛庁が発足した。
②について、1970年代後半からアメリカ軍駐留経費の一部を日本が負担するよう

になった。この負担分の経費は「思いやり予算」と呼ばれる。
③について、現在、日本の防衛関係費は一般会計予算の約５％を占めている。た

だし、防衛関係費の対ＧＤＰ比は約１％となっている。

（８）① 正解。
Ａについて、ＰＫＯ協力法は、湾岸戦争（1991年）での自衛隊の海外派遣を含め

た日本の国際貢献のあり方が問題となり、1992年に制定された。ＰＫＯ協力法によ
り、1992～93年に自衛隊がカンボジアに派遣された。
Ｂについて、周辺事態法は、日米防衛協力のための指針（ガイドライン）の改定

（1997年）を受け、1999年に制定された。なお、2015年の安全保障関連法の成立に
ともない、周辺事態法は重要影響事態法に改正・名称変更され、自衛隊の後方支援
の地理的制約が撤廃された。
Ｃについて、防衛装備移転三原則は、2014年に閣議決定された。従来の武器輸出

三原則（1967年）で禁止されていた武器の輸出が、一定の条件下で認められること
となった。

（９）① 2003年に成立した武力攻撃事態法で、有事の定義、国・地方公共団体などの責務、
国・地方公共団体の行動に対する国民の協力など、他国から武力攻撃を受けた際の
対応が定められた。
②について、通信傍受法は、組織犯罪捜査のため。捜査機関に電話・ＦＡＸ・電

子メールなどの傍受を認めている。
③について、日米安保条約は、1960年の改定で、日本の領域内における日米いず

れかへの武力攻撃に対する共同防衛が明確化された。
④について、特定秘密保護法は、防衛・外交分野などでの国家機密を「特定秘密」

に指定し、情報漏洩の防止を目的としている。国民の知る権利や報道・取材の自由
に配慮する規定も置かれたが、「特定秘密」の適用外とされたわけではない。

（10）② 従来の日本政府の公式見解は、集団的自衛権は行使できない、というものであっ
た。集団的自衛権の行使が限定的に可能であるとしたのは、2014年の閣議決定によ
ってである。
①について、個別的自衛権に関して、日本政府は従来から、行使することが可能

であるという立場をとっている。
③について、湾岸戦争後に人的な国際貢献が求められるようになり、ＰＫＯ協力

法が制定された。
④について、2001年のアメリカ同時多発テロを受けて、アメリカはアフガニスタ

ンを攻撃した。アメリカを支援するため、日本はテロ対策特別措置法を制定し、自
衛隊がインド洋へ派遣された。
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