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「人権としての平和」と生存権
―憲法の先駆性から震災復興を考える―

辻村みよ子

Ⅰ . はじめに

Ⅱ . 「人権としての平和」論の展開

平和の問題を人権の視点から捉える試みとして、日

最初に、平和の問題を人権として捉える視点を提示

本国憲法前文の「平和的生存権」に注目し、ジェンダ

する。それは、
21 世紀を真に「人権の世紀」にするには、

ーの視点から「人権としての平和」を考察する論稿を

最大の人権侵害行為といえる戦争を廃絶し、世界の平

いくつか公表してきた 。その後、2011 年 3 月 11 日の

和を実現するための課題を検討しなければならないと

東日本大震災と福島第一原発事故によって多くの住民

考えるからである。そのためには、従来のような「国

が生命や生活基盤を失い、悲惨な生活を余儀なくされ

家権力の発動としての戦争」、その否定としての平和

た。そのため憲法 25 条の生存権に注目が集まり 、13

という見方ではなく、平和と人権との関係に焦点をあ
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条の個人の尊重や幸福追求権、生命権にも関心が寄せ

てて「人権としての平和」として理論構築する必要が

られている。

ある 6。

「グローバル時代の男女共同参画と多文化共生」を

日本の憲法学界では、1960 年代から星野安三郎・

テーマとする本グローバル COE でも、災害とジェン

深瀬忠一教授らによって憲法前文に定められた平和的

ダー、災害復興と男女共同参画、被災地外国人の人権

生存権に焦点が当てられ、その後、1990 年代後半から、

保障と多文化共生など、多くの検討課題を認識して活

山内敏弘教授らによって 13 条をもとに生命権に基礎

動してきた。日本学術会議での「災害・復興と男女共

を置く理論構成が提示されてきた 7。

同参画」シンポジウム（2011 年 6 月 11 日）、ジェンダ

また、国連を中心としたいわゆる国際人権の土俵で

ー法学会プレ企画「災害とジェンダー」（同年 12 月 2

も、1968 年のテヘラン世界人権会議、1979 年の女性

日）、月例研究会「災害復興におけるジェンダーと多

差別撤廃条約、1985 年の「ナイロビ将来戦略」等の

文化共生」（同年 12 月 9 日）の共催などもその一環で

国際文書のなかで、平和と人権の相互依存関係が確

あり、本誌の特集もその成果の一部である 3。個人的

認され、国連の「人民の平和への権利」に関する決

にも、これらの企画でのコメントや講演などで、憲法

議［1985 年］や「人間の安全保障」論につながった 8。

学の立場から検討を加える機会を得た 4。

例えば、女性差別撤廃条約前文の第 10 パラグラフ以

そこで以下では、平和的生存権を中心にした比較憲

下では、平和が男女の権利の完全な共有に不可欠であ

法的検討によって日本国憲法の先駆性を確認したの

ることを確認することによって、「平和なければ人権

ち、憲法 25 条や 13 条を根拠とした生存権・環境権・

なし」の原則を明示した。また、「ナイロビ将来戦略」

生命権論などの有効性について検討し、ジェンダー視

では反対に、「平和は・ ・ ・すべての基本的人権の享

点から震災復興の課題を考察することにしよう 。
5

受により・ ・ ・促進」される、と述べて「人権なけ
れば平和なし」の原則を再度明らかにし、平和の概念
について重要な示唆を与えた。
さらに 1982 年の「平和のための女性の参画に関す
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る宣言」では、女性の権利の十分な享受と平和におけ
る女性の参加促進こそが、世界平和と国際協力に貢献
する、という内容を明らかにし、「男女共同参画なけ

2. 平和的生存権の裁判規範性
従来の憲法学説では、前文自体や平和的生存権の裁

れば、平和なし」、「平和なければ男女共同参画なし」、

判規範性を否定する見解が多数であったが、最近では

という原則を明確にしていた。これらの過程では、人

肯定説も有力である。肯定説では、この権利を法的権

権、平和、ジェンダーの相互依存関係が確認されたと

利として捉えるが、法的根拠や主体については見解が

いえる。

分かれている（権利の構造論については後述）。判例
では、長沼ナイキ基地訴訟一審判決やイラク派兵違憲

Ⅲ . 平和的生存権の意義と構造
1.「平和への権利」の展開と平和的生存権の意義

訴訟控訴審判決（下記）が裁判規範性を認めた以外は、
長沼ナイキ基地訴訟控訴審、百里基地訴訟一審・控訴
審・上告審などいずれも裁判規範性を認めてこなかっ
た 9。これらの根拠は、おもに抽象的概念であること
や前文の裁判規範性の否定であったが、今日では、と

日本国憲法前文の「平和的生存権」は、ルーズヴェ

くに 2008 年 4 月 17 日のイラク派兵違憲訴訟名古屋高

ルトの「4 つの自由」の教書（1941 年）や大西洋憲章

裁判決 10 の出現によって、説得力を失いつつあるよう

に依拠したと考えられてきた。しかしこれらの文書で

にみえる。

は、欠乏・恐怖からの自由と平和的生存を掲げるだけ

イラク派兵違憲訴訟は、レバノン駐在の特命全権大

であったのに対して、ヒロシマ・ナガサキの経験をふ

使であった原告が、国に対して、イラク特措法に基づ

まえて制定された 1946 年の日本国憲法前文では、「全

いてイラクに自衛隊を派遣したことが憲法 9 条に違反

世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和

するとして、違憲の確認と派遣差止め、さらに平和的

のうちに生存する権利を有する」として平和的生存権

生存権の侵害として、国家賠償法による損害賠償 1 万

を権利として確立した。この点で、国際条約における

円を請求した事例である。一審の名古屋地裁判決は、

「平和への権利」論の先取りとしての意味を認めるこ

確認と差止めの訴えは不適法として却下し、損害賠償

とができよう。

請求については請求を棄却したため、控訴人が控訴し

さらに日本国憲法では、国際条約上の「平和への権

た。名古屋高裁判決（青山裁判長）は、結論は、原審

利」が自衛戦争の放棄をも含めた戦争の全面否定に基

と同様であるため控訴を棄却したが、理由の中で、平

づいていないのと異なって、憲法第 9 条で戦争の全面

和的生存権の裁判規範性を認め、イラク派兵の違憲性

放棄と非武装を掲げたことによってその意味内容が具

を認めた画期的なものであった。

体化されている。こうして、前文と 9 条が結合される

この判決では、平和的生存権を「すべての基本的人

ことによって、日本国民の政府に対する平和請求権・

権の基礎にあってその共有を可能ならしめる基底的権

戦争拒否権としての（狭義の）「平和的生存権」が保

利」とし、「具体的権利性が肯定される場合がある」

障されたと解することができる。そのうえ憲法第 3 章

と認めたことに大きな意義が認められる。判決は、
「憲

13 条の生命権・25 条の生存権等の保障と相まって、

法 9 条に違反する戦争の遂行等への加担・協力を強制

その権利が、「平和で安全な環境のなかで、健康で文

されるような場合には、・ ・ ・裁判所に救済を求め

化的な生活を送り、生きる権利」として、広範な外延

ることができ・ ・ ・その限りで、平和的生存権には

をもつことになった。これによって、核兵器の使用・

具体的権利性がある」と明確に指摘した。ここでは、

持込み・製造などを拒否し、さらには原子力政策に関

抽象的概念であること等を根拠に権利性を否定してき

わるリスクによって生命や生存を脅かされない安全な

た従来の見解について「平和的生存権のみ、平和概念

環境の維持を要求する権利、という側面も含まれると

の抽象性等のためにその法的権利性や具体的権利性の

解することができるであろう。

可能性が否定されなければならない理由はない」とし

反面、憲法前文では、平和的生存権の主体が「全世

て一蹴している点が注目される。

界の国民」とされているため、実定憲法下の裁判規範

また、上記のような理解を前提にすれば、法的権利

性を消極的に解させる傾向にもつながり、権利主体や

性も裁判規範性も認めることが可能と思われる 11。こ

権利内容をめぐって多くの理論的課題が残存すること

の裁判で鑑定書を書いた小林武教授も指摘するよう

になった。

に、前文で平和的生存権を定め、9 条で平和の内容を
確定したうえで「この平和主義の理念が第 3 章の掲げ
る基本的人権の意味を指導するという構造 12」が、し
だいに明らかにされつつあるといえよう 13。
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放棄規定のほか、日本国憲法 13 条の生命・自由・幸

3. 平和的生存権の権利構造

福追求に対する個人の権利や 25 条の生存権、環境権

平和的生存権は、それ自体が人権として定立されて

などの保障と一体化して捉えることにより、日本国民

いるために、平和の問題を人権論に組み込むための重

ないしは個人（国内に居住する外国人も含む）を権利

要な概念である。世界の平和主義に理論的基礎を与え

主体として捉えることが可能となる。戦争の全面的放

るものとして、今後も重要なポイントであり続けると

棄を前提とする生命・自由への侵害の排除と平和的環

思われる。これは、国家が戦争を開始した場合の国民

境の維持、平和的環境での生存を請求する権利等を主

の差止請求権としての「平和確保に対する国民の権利」

たる内容とする権利（自由権的性格と請求権的性格を

や、国家のために他国の人民の生命・身体を傷つけさ

あわせもつもの）として、その構造を理解することが

せられない権利、すなわち「国家によって人殺しを強

できよう。

制されない権利」、あるいは、思想・良心の自由にも

同時に、憲法 13 条の解釈にあたっても、前文の「平

とづく良心的兵役拒否の権利などとして構成すること

和的生存権」と 9 条の戦争否定の内容と整合的に解釈

ができるからである。

することが要請され、「公共の福祉」の内容に国防・

もっとも、憲法学説では、平和的生存権の法的権利
性については、消極説がなおも多数である 。さらに
14

法的権利性を承認する積極説でも、その法的根拠につ

有事への対応等を含ませることで人権制約を正当化す
ることは許されないと解すべきであろう。
日本の憲法学説では、平和的生存権の主体について、

る根拠とするもの（浦田賢治説など）、② 9 条が客観

a）国民・個人と解する立場（深瀬忠一・山内敏弘説
ほか）、b）民族とする立場（長谷川正安説）、c）個人

的な制度的保障の意味をもつとして 9 条を根拠とする

と民族の両者（影山日出弥・浦田賢治説）に分かれる

もの（浦部法穂説など）のほか、③憲法前文・9 条の

と解されてきたが 17、上記のような広義・狭義の区別

ほか 13 条、憲法第 3 章の諸条項によって複合的に保

を加えることで、権利主体も明確にすることができる

障された権利として捉える見解（深瀬忠一説）、④前

と思われる。すなわち広義・狭義に区別する私見を前

文を直接の根拠規定としたうえで 13 条・9 条を含めて

提とすれば、狭義の平和的生存権について、これを個

15
である。私見では、
広く捉える見解（山内敏弘説ほか）

人の権利と捉える a）説が妥当となる。

いて見解が以下のように分かれている。①前文を主た

日本国憲法に明記されている以上、その法的権利性を
承認して「平和的手段によって平和状態を維持・享受
する権利 16」と解し、根拠については③ないし④説を
妥当と考える。
ただしその場合には、憲法前文が「全世界の国民」

4. 平和や安全に関する憲法規定の諸類型
上記のような見方を補強するために、比較憲法的研
究が重要な意味をもつ。1946 年の日本国憲法制定時

の権利とした平和的生存権（広義）と、（前文と結合

には諸国の憲法は侵略戦争の放棄を掲げていたにすぎ

した）9 条・13 条から抽出される個人の実定的権利と

ないが、日本国憲法が戦力不保持と完全な戦争放棄を

しての平和的生存権（狭義）との分離が必要となる。

明示した点で、「世界に名誉ある地位を占める」画期

核時代の現代にあっては、一国の起こした戦争や

的意味をもっていたからである。しかし、その後、新

核兵器開発（それに伴う事故）等によって、地球規

たに独立したアジア・アフリカ・中南米諸国の憲法の

模の破滅や全世界の諸国民の虐殺を招来すること

なかに平和主義条項をもつものが増え、現在では、成

が可能であり、そのゆえ一層、「全世界の国民」を

文憲法を有する 180 以上の諸国のうち、120 カ国以上

権利主体とした広義の平和的生存権の意義が大きい

で、平和に関連する憲法規定をもつに至っていること

と い え る。 実 際 に、 こ の よ う な 悲 惨 な 事 態 に 遭 遇

が知られている 18。諸国の憲法の平和条項は、概ね以

しないよう、国際連合や国際法が大きな役割を果た

下の 7 つに分類することが可能である 19。

しており、各国の戦争や核兵器、あるいは原子力の
利用方法について国際的に監視し、要求するのは当

①抽象的な平和条項を置く国―フィンランド、イン

然 の こ と で あ る。 こ の よ う に 考 え れ ば、 世 界 的・

ド、パキスタンなど

人類的規模の視点にたった広義の平和的生存権を日

2000 年 3 月施行のフィンランドの新憲法では「フ

本 国 憲 法 前 文 に 掲 げ た こ と は（ 一 部 の 論 者 が そ れ

ィンランドは、平和と人権保障、および社会の発展の

を理由に前文の裁判規範力を否定するのとは裏腹に）、

ための国際協力に参加する」と定める。

現代においてこそ、必要性・妥当性を有するものと言
うことができよう。
また、狭義の平和的生存権については、9 条の戦争
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また、インド憲法（1949 年制定・現行）では、第 4
編の国家政策の基本原則に関する第 51 条で、国の責
務の 1 つとして、「国際平和および安全を促進するこ

特集 3

と」「諸国民との、正当にして名誉ある関係を維持す

年に第 9a 条に総合的国防目標規定が追加され、国防

ること」「国際間の紛争を仲裁により過帰結するよう

の任務のなかに「永世中立を擁護し防衛することであ

に努めること」等を定める。

る」と明記された。
スイスでは、1999 年制定の現行憲法（2000 年 1 月

②侵略戦争・征服戦争の放棄を明示する国―フラン

から施行）前文に「独立および平和を強化するために」

ス、ドイツ、大韓民国など

という文言はあっても、中立の言葉は使用されていな

侵略戦争・征服戦争の放棄を規定した憲法には、

い。「スイスは、軍をもつ。軍は、基本的に、非専業

1791 年のフランス憲法をはじめ、多くの憲法が存在
する。なかでも第二次大戦後に制定された憲法では、
フランス第 4 共和制［1946 年］憲法前文で「フラン
ス共和国は、征服を目的とするいかなる戦争も企図せ

原則に基づいてこれを組織する」（第 58 条 1 項）とし
て、軍隊の保持を憲法上明示した。さらに第 59 条で、
「スイス人男性はすべて軍事役務を遂行する義務をお
う。市民的代替役務については、法律でこれを定める」

ず、かつ、いかなる人民の自由に対しても、決して武

「スイス人女性については、軍事役務は自由意思に委

力を行使しない」と規定したように、征服戦争を放棄

ねる」として、性別により、扱いを異にしている。兵

した憲法が多い。ドイツでは、1949 年制定のドイツ

役とジェンダーの問題は今後も検討を要するテーマと

連邦共和国基本法第 26 条 1 項で、「諸国民の平和的共

なろう。

同生活を妨げ・ ・侵略戦争の遂行を準備するのに役

なお、中立政策を採用して、憲法上に中立が示され

立ち、そのような意図をもってなされる行為は違憲で

ている国には、ほかに、カンボジア、マルタ、モルド

ある。これらの行為は処罰される」と定め、刑法典で

バなどがあり、外国軍の駐留の禁止も明示されている。

は第 80 条に侵略戦争準備罪をおいて、終身もしくは

10 年以下の自由刑を科している。

⑤核兵器等の禁止を明示する国―パラオ、フィリピ
ン、コロンビアなど

③国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄し、国

核兵器の恐怖をふまえ、核軍縮の国際的機運が生

際協調を明示する国―イタリア・ハンガリーなど

じた 1980 年代以降に制定された太平洋沿岸諸国、中

イタリアでも、
1947 年憲法の第 11 条で「イタリアは、

南米諸国等の憲法には、核・生物・化学兵器の禁止

他の人民の自由を侵害する手段および国際紛争を解決

を明記したものが登場した。南太平洋のパラオでは、

する方法としての戦争を否認する」と規定している。
の間に平和と正義を確保する制度に必要な主権の制限

1981 年憲法第 113 条で、また南米のパラグアイでは
1992 年の憲法第 8 条 2 項で、コロンビアでは 1991 年
憲法の第 81 条で、「化学兵器、生物兵器または核兵器

に同意する。イタリアは、この目的を目指す国際組織

の持ち込み、所有および使用は、核および有毒廃棄物

を推進し、助成する」として国際機関への主権移譲等

の国内への持ち込みと同様に、禁止される」という規

を認めているが、他方では兵役義務や戦争に関する規

定がおかれた。さらにこれらの規定が、健康な環境を

定をおいている。

享受すべき環境権の観念と結びついていることが注目

さらに「イタリアは、他国と等しい条件の下で、各国

「ハ
また、ハンガリー共和国憲法でも、第 6 条 1 項で、
ンガリー共和国は、諸国間の紛争解決の手段としての

される。これこそ、21 世紀の世界の憲法課題を示す
ものといえよう。

戦争を否定し、他国の独立または領土保全に対する武
力の使用および武力による威嚇を行わない。」とし、

⑥軍隊の不保持を明示する国―コスタリカ

同 2 項で「ハンガリー共和国は、世界のすべての人々

軍隊をもたない国として注目されているのが、中米

およびすべての国家との協調に努める」とを宣言して

の小国コスタリカである。1949 年 11 月 7 日制定の憲

いる。しかし、他方、第 29 条 2 項では、大統領に軍

法第 12 条 1 項で「常設制度としての軍隊は禁止される」

隊の指揮権を認め、第 8 章に「軍隊および警察」につ

として常備軍を廃止し、2 項で警備および公共秩序の

いての規定（第 40A − C 条）をおいている。さらに、

維持のために必要な警察隊を置くことを定めた。また、

第 70 条 H 条には、国防と徴兵の規定を明記している。

3 項では大陸協定（実際には米州機構、米州援助条約

このように見ると実態は②の類型に近いといわざるを

等）の要請、または自衛の必要があるときは、軍隊の

えないであろう。

保持も可能とされているが、実際には、コスタリカで
は軍隊は設置されず、治安と国境警備にあたる市民警

④中立政策を明示する国―スイス、オーストリアなど

察隊（Civil Guard）のみで対応してきた。これによ

オーストリアでは 1920 年憲法を改正した 1929 年憲

って教育・福祉予算の比率を高めることができ、識字

法が基本的に現行憲法として機能しているが、1975

率・平均寿命等において途上国では最高水準を維持

「人権としての平和」と生存権
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し、非武装・中立宣言を行って中米和平に貢献したア
リアス大統領がノーベル平和賞を受賞している。なお
今日では、隣国パナマなど、軍隊をもたない国が世界
に 27 カ国あることが知られており、その平和主義の
実践と課題を学ぶことができる 。

2. 生存権・環境権・生命権
（1）生存権―その比較憲法的・憲法史的意義
生存権は、第二世代の人権といわれる社会権の中
心をなすが、歴史的には、ワイマール憲法（1919 年）

20

によって、「経済生活の秩序は、すべての人に、人た
⑦戦争放棄・戦力不保持を明示する国―日本

るに値する生存を保障することをめざす正義の諸原理

以上のような検討からすれば、憲法の条文上で戦争

に適合するものでなければならない」（第 151 条）と

放棄・戦力不保持と平和的生存権をともに明示する国

定められた。この憲法では、すべてのドイツ人に「経

として、日本が、他国とは異なる位置にあることが理

済的労働によってその生活の糧を得る機会」や「必要

解される。諸国の憲法における平和条項を比較しても、

な生計のための配慮」を保障したが（第 163 条）、当

日本のそれが特別の位置にあることを否定することは

時は判例・通説によってプログラム規定と解され、憲

困難であると思われる。

法上の社会権が実効的に保障されたわけではなかっ

しかし、いうまでもなく、実態は憲法規定から大き
くかけ離れている。2011 年度防衛費の額ではアメリ

た。現行のドイツ連邦共和国基本法では、第 20 条で「ド
イツ連邦共和国は、民主的で社会的な連邦国家である」

カ・中国についで世界第 3 位の地位にあり 、軍隊と

と定め、第 28 条で「ラントにおける憲法的秩序は、・・・

しての自衛隊が、日米安全保障条約のもとで海外派遣

共和的・民主的・社会的な法治国家の諸原則に適合し

されている実態がある。世界の多数の国が平和条項を

ていなければならない」として、社会国家の理念を表

憲法に明記し非核や軍縮の方向性を明らかにしている

明するにとどめ、生存権規定はおいていない 23。

21

現在であるからこそ、日本国憲法がそのもっとも徹底

他方、第二次大戦後のフランス 1946 年憲法の前文

した理想型を世界に示していることの意味を重視すべ

では、数多くの社会権規定をおいた。「国は、個人お

きであろう。

よび家族に対して、それらの発達に必要な条件を確保
する」、「国は、すべての人、とりわけ子ども、母親、

Ⅳ . 憲法 25 条・13 条と生存権・環
境権・生命権
1. 諸権利の関係
平和的生存権の周辺に位置する種々の人権（「外延」）

老年の労働者に対して、健康の保護、物質的な安全、
休息および余暇を保障する。その年齢、肉体的・精神
的状態、経済的状態のために労働しえなくなった人は
すべて、生存にふさわしい手段を公共体から受給する
権利をもつ」として、生存権に基づく生活保障受給権
や、国の義務を定めた。このほか「国は、全国的な災
禍から生じた負担について、すべてのフランスの連帯

についても、「人権としての平和」論構築の観点から

と平等を宣言する」として連帯の観念を強調し、公教

明らかにすることが必要となる。この点では、例えば、

育の無償や機会均等の保障、庇護の権利なども保障し

13 条から（侵害排除請求権としての）生命権、幸福
追求権、環境権、25 条から（社会権＝請求権として

た。このような 1946 年憲法前文は、現行の 1958 年憲
法前文を介在させることによって、現行憲法としての

の）生命権、環境権、生存権が導き出せるであろう。

規範性が認められている。

このほか、14 条・24 条の平等権、19 条（思想良心の

1947 年制定のイタリア憲法でも、第 29 条から 47 条

自由）・20 条（信教の自由）から良心的兵役拒否権、

までに豊富な社会権規定が置かれ、とくに家族の保護、

国家により殺傷を強制されない権利、信仰に基づく平

子に対する親の権利・義務、婚外子の保護、健康権の

和希求）、21 条（表現の自由）から国家の行為に対す

保障などが定められた。

る批判の自由等 、31 条以下の適正手続保障、さらに

これに対して日本では、1946 年 2 月の憲法草案制

22

15 条の参政権の保障から、主権者の意思決定権行使

定過程では、べアテ・シロタ作成の原案に、妊婦や子

による平和と安全の維持、主権者国民〔市民〕の権利

どもの医療費の無償や社会保障の確立が定められた

としての平和・安全維持権等を主張・構想することも

が 24、多くが小委員会の段階で削除された後、マッカ

可能となろう。以下、生存権・環境権・生命権につい

ーサー草案 24 条〔当時〕に社会保障の確立が定めら

て検討する。

れた。同年 6 月に衆議院に提出された草案にも社会保
障制度について定められただけであったが、同年 7 月

2 日の帝国議会での委員会審議で、社会党の黒田寿男
が、権利としての生存権の規定を要求した。また、社
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会党の草案に「すべて国民は健康にして文化的水準の

再建まで支援できるように、主権者が立法を促すこと

生活を営む権利を有する」を掲げており、同年 8 月 1

は可能である。現行法律が不十分な場合、または立法

日からの憲法改正小委員会〔芦田委員会〕で、森戸辰

不作為が認められる場合には、法律や立法不作為の違

男らが、具体的規定の挿入を要求し、8 月 21 日の小委

憲確認、さらには損害賠償を求めるという訴訟も重要

員会で決定された。こうして同年 8 月 24 日の衆議院

な意味を持つと思われる。要は、25 条の精神を十分

本会議で第 25 条に移されて、貴族院でも認められて、

に実現できるように、立法府等に働き掛け、監視する

生存権規定が成立した。

ことが重要になろう。

憲法制定直後の学説では、民法学者の我妻栄の論

とくに、今回の大震災・津波被害発生後の避難所生

文「基本的人権」や著書『新憲法と基本的人権』 の

活が 9 カ月近くにも及んだこと、食事や生活物資の給

なかで自由権的基本権と生存権的基本権を区別して後

付、避難所の間仕切りなどプライヴァシーを確保する

者を重視した。これによってプログラム規定説を通説

措置の不備などを考慮するならば、先進国として恥ず

化する道が開かれ、以後、国家の政治的・道義的義務

べき水準の対応であり、国際人権保障の観点からして

にすぎない、というプログラム規定説が主流となっ

も、憲法 25 条違反の対応であったことが指摘されて

26

た 。

いる。なかでも女性被災者のプライヴァシーへの配慮

憲法学界では、1960 年の朝日訴訟一審違憲判決以

や、妊娠中の女性や子育て中の女性への配慮の欠如（粉

25

後、抽象的権利説が通説になった。これは、国に法律

ミルク、生理用品等の物資の不足）が顕著であった。

や予算を通じて生存権を保障する法的義務があると解

それを指摘し、実際に配慮する行政機関・公的機関の

する見解である。法律の存在を前提とし、憲法 25 条

不在、地方・地域の政治や地域生活の意思決定機関へ

自体からは請求権は発生しないという考え方であり、

の女性の参画の欠如など、重視すべき問題は非常に多

法律が不十分である場合に違憲とできないなど限界が

かったと言わざるをえない。

あった。これに対して、具体的権利説は、立法府不作

いずれにしても、震災被災者や原発事故による避難

為の違憲確認訴訟が可能となると解するものである

者の現状は、憲法 25 条の保障に反する状況であるこ

が、少数説にとどまっている。

とについて認識を新たにすべきであろう。

判例は、周知の通り、朝日訴訟最高裁判決で、プロ

さらに最近では、25 条を単独で社会権規定として

グラム規定説に近い立場（ただし、司法審査を認めて

捉えるのではなく、自由権的な性格をあわせもった規

いることから抽象的権利説とも解し得る）が示され、

定としてとらえる傾向がある。生活保護受給者の貯蓄

広い行政裁量が認められた 。また堀木訴訟最高裁判

や物品購入など、自律的な運用を認める傾向がこれに

決等によって広範な立法裁量が認められ 28、最高裁で

あたる 32。このような理解に立つ場合には、震災復興

は違憲判断を求めることが困難な状況が続いてきた。

や放射能汚染の中で健康で文化的な生活を求める権利

27

しかし、このような学説判例の展開にも拘わらず、

は、社会権として、具体的給付請求、違憲確認請求等

生存権訴訟には、特別の機能があるようにみえる。高

を行うだけでなく、これを妨げる諸要因の除去（除染

見勝利教授が、2011 年 5 月の朝日新聞記事で指摘して

など）を、自由権としての妨害排除請求権の形で請求

いるように、戦後の復興のシンボルのような位置づけ

することが重要となろう。

にあったからである 。実際に、朝日訴訟や堀木訴訟
29

など、全国患者同盟や障害者の団体など、いわば、社
会的弱者が立ち上がって訴訟を支援し、自分たちの力
で、生存権を実現しようとして点で特徴がある。また、

（2）環境権―13 条と 25 条を根拠規定とする
新しい人権
憲法 25 条は、生存権だけでなく、良好な環境を享

その過程で、朝日訴訟の第 1 審浅沼判決など、下級審

受する権利としての環境権の根拠規定でもあり、この

の裁判官たちも、憲法の生存権の実現に向けて前向き

権利は、13 条と 25 条の双方で保障されていると解す

に取り組んだ経緯がある 。

ることができる。

30

このように、判例・通説にも拘わらず、憲法 25 条

とくに日本では、1960 年代の高度成長期以降、大

の趣旨、生存権の現代的意義を重視して、国家に対し

気汚染・水質汚濁・騒音・振動などの公害や環境破壊

て、立法や法の執行を要求してゆく、運動論的な原理

が進行したことをうけて、1970 年代以降しだいに環

が内包されているといえよう。

境権が権利として主張された。大阪空港公害訴訟一審・

したがって、震災復興支援についても、「25 条だけ

控訴審判決等は「個人の生命、身体、精神および生活

で必ず再建を支援しなければならないという指針は得

に関する利益は……その総体を人格権ということがで

られない 」という問題があるにせよ、25 条の定める

き〔る〕」として、憲法 13 条の人格権を認めたが、最

31

「健康で文化的な生活」の保障を目指して国家が生活

高裁では環境権の援用に消極的な立場である。
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学説では、これを憲法上の法的権利として承認する

国民の権利」が最大限の尊重を必要とすることを定め

立場が近時では有力であり、「健康で快適な生活を維

ており、行政や立法は、国民の生命を守るために、防

持する条件としての良い環境を享受し、これを支配す

災や復興などを重視すべきと主張する場合の根拠条文

る権利」のように解されている。このうち良好な環境

になると考えられる。

の享受を妨げられないという側面では自由権であり、

前文の平和的生存権は、戦争等によって平和的な環

憲法 13 条の幸福追求権の一内容としての人格権によ

境のなかで生きる権利を侵害されないことを内容とす

る理論構成が可能である。他方で、環境権を実現する

る権利と解することができるのに対して、13 条の生

には国や地方公共団体等の積極的な施策を請求する権

命権は、さらに、これを具体化して、安全な環境の中

利でなければならないため、その面では社会権として

で生きる権利を侵害されないことを内容とする自由権

性格づけられる。このように環境権の根拠を、憲法

的な権利として構築することができよう。

13 条・25 条の一方もしくは両方に求める見解が存在
し、（a）25 条根拠説、（b）13 条根拠説、（c）13 条・
25 条競合説に分かれている。健康が害されない生活

自由、及び幸福追求権）について、「人格的生存に必

環境の保全という法的利益を前提として請求権的に構

し 37、生命・自由・幸福追求権の三者の関係について

成する限りは憲法 25 条を根拠とすることができるが、

は、これらを区別せず統一的に包括的権利としての幸

もともと一定水準の生活環境を維持し、形成すること

福追求権のように捉えてきた。しかし、最近ではおの

を幸福追求権の内容として捉えるならば、憲法 25 条・

おの異なる規範的内容をもつと解する見解も出現して

13 条をともに根拠とする競合説が妥当といえよう 。

おり 38、とくに、すべての人権の核心に生命権をおく

このような理解を前提とする場合には、福島第一原

上田勝美教授の見解 39 や平和的生存権を基礎づける意

発による放射能汚染によって近隣住民や国民の環境権

味で生命権を重視する山内敏弘教授の見解が注目され

が害されたことを理由として、自由権としての妨害排

る 40。山内説では、国際人権規約自由権規約（B 規約）

除請求権のほか、社会権として、生活環境の保全のた

6 条、あるいはヨーロッパ人権条約 2 条など、国際人

めの給付や具体的対応策を求める権利（除染や事故対

権保障および地域的人権保障の展開とともに、生命に

策を求める権利）を主張することができる。社会権的

対する権利が、とくに死刑制度との関係で、基本的人

構成のみでは請求が困難になる場合も、併せて、自由

権として確立されていることが根拠の一つとされてい

権として健康が害されない良好な環境の保全を求める

る。

33

権利と構成することで、損害賠償が認定される可能性

もっとも、憲法学の通説は、13 条後段の権利（生命、
要不可欠な権利・自由を包摂する包括的な権利」と解

ここではさらに、18 歳未満の者の生命権について、

が高いといえよう。判例でも、環境権概念を明示する

日本も 1994 年に批准した子ども（児童）の権利条約

か否かは別として、過去の損害については、近年の公
害訴訟（新横田基地訴訟等）において高額の認定例が

6 条が、「締約国は、すべての児童が生命に対する固
有の権利を有することを認める（1 項）」、「締約国は、

続いており 34、原子力発電所の建設差止を求める訴訟

児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確

でも、志賀原発 2 号機の運転差止訴訟で「周辺住民の

保する（2 項）」＜外務省訳＞のように保障している

人格権侵害の具体的危険は受忍限度を超えている」と

ことを追加しておこう。日本が批准しているこれらの

して差止が認められた例がある 。福島第一原発事故

国際人権規約や子どもの権利条約は、国民が生命権を

に対する損害認定や、各地の原子力発電所再開差止訴

主張する場合の法的根拠規定を構成するものであり、

35

訟等でも積極的な判決が出されることが期待される。
なお、国際法の観点からしても、海洋法などの国際

「生命に対する権利」はすでに国際的に承認された人
権であることを示している。

環境法において国際環境の保護と保全のために種々の

この生命権は、これまでは死刑廃止や子どもの権利

規制が存在しており、国家には「自国領域の使用に際

擁護の観点のほか、戦争や平和的生存権との関係で「戦

して他国の領域や国際法上の権利を侵害しないように

争によって生命を脅かされない権利」として捉えられ

注意する義務を負うという『領域使用の管理責任』が

て自由権的（妨害排除請求権的）構成が与えられてき

ある 36」。放射能物質の海洋投棄などによる国際的な

た。しかし今後は、政府の原子力政策や核兵器製造・

被害の発生を防止する義務が国家にはあり、これを請

持込み・使用等によって、生命を脅かす危険を招来し

求する権利を理論的・実践的に確立することが求めら

ないように請求する権利としての請求権的構成を明確

れる。

にすることが求められており、権利の具体的内容を一
層の明確化することが理論的課題となろう。

（3）生命権―国際規範として承認された固有の人権
憲法 13 条は「生命、自由、及び幸福追求に対する
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Ⅴ . 平和・安全とジェンダー

用できることのほか「女性はいかなる場合にも、武器
をもってする役務を給付してはならない」という規定
があった。これに対して、女性電気技師から提訴があ

平和や安全の問題をジェンダーの視点から再検討す

り、欧州裁判所が EU の職業平等取扱指令違反を認定

ることも、今後の理論的課題である。人権とジェンダ

したため、2000 年 12 月に基本法が改正されて「女性

ーの関係についてはすでに別稿で繰り返し検討したた

はいかなる場合にも、武器をもってする役務を義務づ

め省略するが 、女性差別撤廃条約や 1995 年の北京

けられてはならない」と修正され、志願による戦闘参

綱領等で女性に対する人権保障が強調され、女性に対

加が認められた経緯がある。女性を一般的に戦闘職種

41

する暴力の撤廃が問題になってきた。その背景には

から排除していたドイツ国内法の諸規定を EU 指令違

1990 年代から「女性の権利は人権である」という形

反と断じたのは 2000 年 11 月 11 日の欧州司法裁判所ク

で議論された女性の人権論の展開があった。

ライル（Kreil）判決であり、ここでは、女性の職業

反面、女性の自己決定権や職業選択の自由等を根拠

選択の自由という人権が根拠とされた。

とする軍隊への参加が増加して、女性兵士の人権問題

この例も、上記のような女性の職業選択の自由、あ

が出現した。実際、欧米諸国では軍隊内の「女性の戦

るいはフェミニズムとリベラリズムとの関係に関わる

闘職種解禁」が進み、女性兵士をめぐって「フェミニ

問題であるといえよう。また、男性のみに徴兵を認め

ズムの分断」をもたらすことになった。とくにアメリ

る理由として、母性保護の観点から生命の再生産とい

カでは、NOW（全米女性機構）などのフェミニズム

う性役割をもつ女性の「母体の健康」を守るためとい

運動の本流が、リベラル・フェミニズムの立場から軍

う理由があるとすれば、再考を要する点があるであろ

隊への女性の参加を要求し、湾岸戦争時には「女性に

う。湾岸戦争下の米軍のイラク攻撃時の劣化ウラン弾

も戦闘参加の自由を」と叫んで女性兵士の職種を拡大

が障害児の出生に影響したことなどを想起すれば、戦

させた（参戦女性兵士は 4 万人・12 ％に及んだ）。こ

争から女性だけを保護する理由がないことは明らかで

れに対する反対論は、第二波フェミニズムに属する諸

あり、現代では、戦闘行為等によって生命・身体を害

派、例えば母性主義を前提とするエコロジカル・フェ

されない権利や、戦争への協力を拒否する権利は、女

ミニストや、女性解放の視点を反戦・平和と結びつけ

性だけでなく男性にもある、といわなければならない

るラディカル・フェミニストなどによって支持された。

からである 43。

しかし徴兵制から志願兵制への移行や軍備のハイテク

もし、このような議論が成り立つとすれば、戦争や

化のもとで、NOW に反対する人々が「女は平和愛好

核兵器開発、原子力政策等による身体的被害等の人権

者だとするジェンダー本質主義に依拠しない反戦の論

侵害（加害）行為から保護される権利（国家に対する

理の構築 」を迫られることになった。

保護請求権）、平和で安全な環境のなかで生きる権利

42

これは、セックスワーカーの場合などと同様に、ジ

などの主体として、男女が同等であることが導かれる。

ェンダーと人権の関係においてフェミニズムとリベラ

この点でも、平和とジェンダー、安全とジェンダー等

リズムが対立する争点でもあり、女性兵士をめぐる問

の問題へのジェンダー人権論 44 からの理論的再検討が

題は「フェミニズムの難問」として解決困難な問題を

不可欠であり、災害とジェンダー、安全・安心な社会

提起している。とくに、従来は、平和（戦争・軍隊）

における男女共同参画問題等に関する検討が急務とな

とジェンダーとの関係をめぐって、戦争の被害者・犠

ろう。

牲者としての女性の人権侵害やグローバリゼーション
、女性の抑圧などが論
や開発による「女性の貧困化」
じられてきた。これらももちろん重要な論点であるが、
女性兵士をめぐる問題は、平和と人権、ジェンダーの
三者構造の中心に位置する問題といえる。

Ⅵ . おわりに―災害復興とジェン
ダーに関する今後の検討課題

また、憲法論との関係では、徴兵制をめぐる憲法規

上記の検討をもとに、最後に、今後の災害復興とジ

定が問題となる。例えば、現行スイス憲法（2001 年 1

ェンダーに関連する課題について、2 点を指摘してお

月施行）59 条は、「スイス人男性はすべて、軍事役務

こう。

を遂行する義務をおう（1 項）」、「スイス人女性につ

第 1 は、憲法の基本原理としての基本的人権尊重、

いては、軍事役務は自由意思に委ねる（2 項）」と定め、

国民主権、平和主義の間には、それぞれ相互依存的な

性差による別異取扱いを認めている。ドイツでも、男

関係があり、人権を実現するために国民主権があるこ

子については 18 歳から軍隊等の役務を負うのに対し、

とである。主権者を構成する男女は、人権保障や平和

女子については、18 歳から 55 歳まで医療施設等で徴

の確保のために「担い手」となるべく政治的権力を行

「人権としての平和」と生存権
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使することが必要である 45。とくに、平和や安全の「担

また、2011 年 6 月に成立した東日本大震災復興基本

い手」としての主権者市民がその役割を十分果たすた

法（法律 76 号）第 2 条の基本理念に「女性、子ども、

めには、選挙等の主権行使の機会に、平和主義や安全

障害者等を含めた多様な国民の意見が反映されるべき

にかかわる政策について主権者が意思決定できる選択

こと」という文言が含まれたことを歓迎する傾向もあ

肢が明確に提示されていることが大前提となる。

るが、他方で、「女性、子ども、障害者等」という括

この観点からすれば、今後は、災害復興や都市計画、

り方については、批判的に検討しておくことが重要で

原子力政策や安全保障についても主権者が十分な議論

ある。すなわち、被災者の人権が問題になるところで

を尽くし、自らの主権者としての地位と主権行使にお

は女性、子ども、障害者等を含めた「災害弱者」を一

いて、自らの人権と平和を実現する責務を果たすこと

まとめにして扱うことが仮に妥当だとしても、「国民

が重要である。この点では、福島原発が位置する双葉

の意見の反映」といういわば主権が問題になるところ

郡の 8 つの自治体のうち、5 つの自治体の首長（町長）

では、女性は弱者として扱われるべきではない 52。先

が無投票で選ばれ、大熊町の町議 14 人も富岡町の町

述のように男女は同等な主権の担い手であり、男女同

議 16 人も、全員無投票で選ばれていたという事実は

等に、いわば 50% の発言権を有する存在として位置

重要であろう。実際に民主主義や国民主権が正常に機

付けられなければならない。この意味でも、上記第 1

能していないところで国民の安全を揺るがす事故が起

点で指摘した男女同等な主権行使論の再認識が必要で

こったということを直視すべきであり、この機会に、

あろう。
本稿で概観した平和的生存権、生存権、環境権、生

日本の民主主義の脆弱性について再認識しなければな
らないであろう 。

命権等の権利論とジェンダーとの関係をふまえて、男

46

第 2 に、その意味でも、国会や地方議会、あるいは、
災害の復興会議や地域の防災会議等に、主権者である

女共同参画の取組みや理論構築を加速することが急務
である。

男女がともに参加できる制度や男女共同参画が実現さ
れてなければならない。真の男女共同参画とは、いう
までもなく、メンバーに（アリバイとして）女性が 1
〜2 人加わることでなく、男女が同数である人口や選
挙人団の構成を可能な限り正確に反映することが望ま
しい。実際、東日本大震災の被災地でも、自治体や地
区の長は殆どが男性であり、この地域はとくに女性議
員などが極めて少ないという事実がある（市議会の

註

1 本稿に関連する拙稿として、辻村みよ子『憲法から世界を診
る―人権・平和・ジェンダー［講演録］
』法律文化社（2011
年）第 1 章、同「人権としての平和」論の再構築―平和主義
の『ジェンダー化戦略』を契機として」山内敏弘先生古稀記念
論文集（浦田一郎他編）
『立憲平和主義と憲法理論』法律文化
社（2010 年）85 頁以下、同『憲法とジェンダー』有斐閣（2009

女性議員比率の全国平均が 2010 年 12 月現在 12.8％で

年）第 9 章、Miyoko TSUJIMURA, “La Constitution Japonaise

あるのに対して、青森県 6.7％、岩手県 6.7％、宮城県

et son Paciﬁsme”，辻村みよ子『フランス憲法と現代立憲主義

10.2 ％、福島県 7.0 ％ ）。また、男女共同参画推進条
例の制定率なども非常に低い（2010 年 4 月現在の市町
村の条例制定率平均が 26.2％であるのに対して、青森
県 2.5 ％、岩手県 11.5 ％、宮城県・福島県 22 ％48）と
47

いう実態があり、日頃から地域の男女共同参画を一層
推進することが課題である。
上記 6.11 シンポジウムでも、避難所の運営や復興

の挑戦』有信堂（2010 年）補章所収、Miyoko TSUJIMURA,

Gendering Strategy for Peace as a Human Right: Toward the
Construction of an Anti-Military Theory, in Mikako Iwatake,
（ed.), New Perspectives from Japan and China, Renvall Institute

Publications, Helsinki,2010、辻村みよ子「平和・人権・ジェン
ダー」植木俊哉・土佐弘之編『国際法・国際関係とジェンダー』

21 世紀 COE ジェンダー法・政策叢書第 7 号、東北大学出版会
（2007 年）217 頁以下などがある。

計画策定が男性中心であること、意思決定過程・政策

2 2011 年 5 月 2 日の朝日新聞東京版朝刊第 1・3 面では、憲法記念

決定過程に女性の参画が少ないことが繰り返し指摘さ

日特集として生存権が大きく取り上げられ、憲法学の立場から

れた 。本誌掲載の遠藤恵子せんだい男女共同参画財

高見勝利上智大学教授と長谷部恭男東京大学教授がコメントを

49

団理事長の報告でも、日頃からの女性のエンパワーメ
ントの必要性が強調されるとおりである。
今後、新たなコミュニティづくりをしてゆかなけれ
ばならないこの時にこそ、ポジティヴ・アクション（積
極的格差是正措置）などの手法も用いて 50 男女共同参
画を積極的に推進し、男女の市民が担い手となる本来
の国民主権〔市民主権 51〕を実現してゆく必要がある
といえよう。
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寄せた。

3 本 GCOE の活動のうち、震災に対応した活動の記録については、
東北大学 GCOE「Fact Book 2011」43 頁以下を参照されたい。

4 本稿は、2011 年 11 月 15 日東北女性弁護士 9 条の会主催講演
会での講演「
『人権としての平和』と生存権―日本国憲法の
先駆性から震災復興を考える」をもとにしている。そのほか、

2011 年 6 月 11 日のシンポジウム報告書として、GCOE「グロー
バル時代の男女共同参画と多文化共生」社会科学研究所連携拠
点研究シリーズ NO.4,ISS リサーチシリーズ N.46、大沢真理・

特集 3

堂本暁子・山地久美子編『災害・復興と男女共同参画：6.11 シ

前掲書 126 頁以下参照）
。

ンポジウム―災害・復興に男女共同参画の視点を―』東京

12 小林前掲書 128 頁。

大学社会科学研究所（2011 年）がある。

13 2009 年 2 月 24 日には、イラク派兵違憲訴訟岡山第 3 次訴訟に対

、法学教室
5 ジュリスト 1427 号（2011 年 8 月 1 − 15 日合併号）

する岡山地裁判決（判例時報 2046 号 124 頁）において「徴兵拒

、とくに法学セミナー同年 11 月号・12 月号
372 号（同年 9 月号）

絶権、良心的兵役拒絶権、軍需労働拒絶権等の自由権的基本権

で「3.11 大震災の公法学 Part1 ／2」の大部な特集が組まれて

として存在し」
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「不法

いるが、公法学界の現状を反映してか、これらの平和と生存権

行為法における被侵害法益としての適格性があり、損害賠償請

の視点に乏しく、ましてや男女共同参画社会形成の視点は皆無

求ができることも認められる」いう踏み込んだ判断が示された。

であることが残念である。

もっとも、第 3 次訴訟のほかの判決では、まったく逆の判断が

6 この点で、1960 年代に高柳信一教授によって提唱された「人権

示されていることも事実である。ただ、これらの判決はいずれ

としての平和」論は今日でも重要な意義を持つと思われる。高

も最終的結論においては「派遣は原告に向けられたものでなく、

柳教授は、
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『崇高な理想と

日本国憲法 9 条によって平和が憲法上の規範になることにより、

目的』として宣言されたものと考えられる」として具体的権利

「国民が人権として要求できるものになった」とし、戦争政策を
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行動的理念」であると指摘した。高柳信一「戦後民主主義と『人
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、深瀬忠『戦争放棄と平和的生
存権』岩波書店（1987 年）
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権・主権・平和』日本評論社（2003 年）第 4 章、小林武『平和
的生存権の弁証』日本評論社（2006 年）第 1 章、上田勝美「世
界平和と人類の生命権確立」深瀬他編『平和憲法の確保と新生』
北海道大学出版会（2008 年）第 1 章参照。
」深瀬他前掲編
8 浦部法穂「平和的生存権と『人間の安全保障』

23 頁以下参照。
9 長沼ナイキ基地訴訟札幌地裁判決 1973〈昭 48〉年 9 月 7 日判例
時報 712 号 24 頁、札幌高裁判決 1976〈昭 51〉年 8 月 5 日行集

16 樋口他『注解法律学全集・憲法Ⅰ』青林書院（1994 年）37 頁〔樋
口執筆〕

17 小林武前掲書 63 頁以下参照。小林教授は「結局、3 つの説に決
定的な対立はない」とする（同 132 頁）
。

18 国立国会図書館編「世界各国憲法における国防・軍事・平和主
義規定」レファレンス 31 巻 8 − 10 号参照。
』岩波書店（2011 年）256 頁
19 詳細は、辻村『比較憲法（新版）
以下参照を参照されたい。

20 前田朗『軍隊のない国家 ―27 の国々と人びと』日本評論社
（2008 年）参照。

21 防衛省編『日本の防衛［平成 23 年版］』469 頁､資料 22 によれば、

27 巻 8 号 1175 頁、百里基地訴訟水戸地裁判決 1977〈昭 52〉年

2011 年度の日本の国防費は 4 兆 6625 億円で、アメリカ 7396 億

2 月 17 日判時 842 号 22 頁、東京高裁 1981〈昭 56〉7 月 7 日判時

ドル、中国 5836 元、ロシア 15170 億ルーブル、イギリス 367 億

1004 号 3 頁、最高裁第一小法廷 1989〈平元〉6 月 20 日民集 43

ポンド＝ 2010 年度、フランス 384 億ユーロである。SIPRI（スト

巻 6 号 385 頁参照。

ックホルム国際平和研究所）の調査結果では、日本はこれらの

10 2008〈平 20〉年 4 月 17 日名古屋高裁判決（判時 2056 号 74 頁）
につき、樋口陽一・山内敏弘・辻村みよ子・蟻川恒正『憲法判
例を読みなおす』日本評論社（2011 年）26 頁以下〔山内執筆〕
、
川口創・大塚英志『
「自衛隊のイラク派兵差止」判決文を読む』
角川書店（2009 年）
、毛利正道『平和的生存権と生存権が繋が
る日』合同出版（2009 年）参照。

11 杉原泰雄教授も、日本国憲法では 9 条によって平和の意味・内
容が具体的に規定されているため、
「9 条のもとで生存すること」

諸国について第 6 位であるが、為替レート次第で順位は変動す
る。例えば、2011 年 11 月 18 日のレートを用いた試算では、ア
メリカ、中国についで第 3 位となる。

22 9 条が「日本社会における批判の自由を下支えするため」に果
たしてきた役割については、樋口陽一「戦争放棄」樋口編『講
座憲法学第 2 巻』日本評論社（1994 年）120 頁、
山内敏弘『人権・
平和・主権』日本評論社（2003 年）253 頁参照。平和的生存権
についても同様であろう。

が主観的権利としても保障されているとする
（杉原泰雄
『憲法Ⅱ・

』127 頁以下、59 頁、各
23 詳細は、辻村前掲『比較憲法（新版）

統治の機構』有斐閣、1989 年 154 頁）
。浦田一郎教授は「憲法

国憲法の条文は、初宿正典・辻村みよ子編『新解説世界憲法集

上の権利」と区別された「裁判上の権利」の内容として、
「9 条

（第二版）
』三省堂（2010 年）参照。

違反の国家行為による 3 章の人権の直接的侵害に対抗する権利」

24 詳細は、辻村『人権とジェンダー』日本評論社（2008 年）162

と「9 条の遵守を求める権利」を挙げる
（浦田一郎「平和的生存権」

頁以下、べアテ・シロタ・ゴードン（平岡磨紀子訳）
『一九四五

樋口編『講座憲法学・第 1 巻』日本評論社、1994 年 158 頁以下）
。

年のクリスマス』柏書房（1995 年）参照。

これらの見解は、イラク派兵違憲訴訟原告準備書面（17）等を

、
同『新
25 我妻栄「基本的人権」国家学会雑誌 60 巻 10 号（1946 年）

通して控訴審判決にも影響を与えているようにみえる（小林武

憲法と基本的人権』国立書院（1948 年）
、葛西まゆこ『生存権
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の規範的意義』成文堂（2011 年）22 頁以下参照。
』日本評論社（2012 年）299 頁以下、葛西
26 辻村『憲法（第 4 版）
前掲 179 頁以下参照。

27 最大判 1967〈昭 42〉年 5 月 24 日民集 21 巻 5 号 1043 頁。辻村前
掲『憲法（第 4 版）
』301 頁参照。
〈昭 57〉
年 7 月 7 日民集 36 巻 7 号 1235 頁。辻村前掲
『憲
28 最大判 1982
法（第 4 版）
』302 − 303 頁参照。

29 朝日新聞 2011 年 5 月 2 日東京版朝刊 1 面・3 面参照。1 面見出し
トップは「復興へ生存権こそ」となっており、
3 面には高見教授・
長谷部教授のコメントが掲載されている。
』180 頁以下〔辻村
30 樋口他前掲『憲法判例を読みなおす（新版）
執筆〕参照。

31 前注 2 の朝日新聞紙上の長谷部教授の指摘参照。
』300 頁参照。
32 辻村前掲『憲法（第 4 版）
』305 頁以下参照。
33 辻村前掲『憲法（第 4 版）
』191 − 194 頁［辻
34 樋口他前掲『憲法判例を読みなおす（新版）
村執筆］参照。
判時 1930 号 25 頁参照。
35 2006〈平成 18〉年 3 月 24 日金沢地裁判決、

36 植木俊哉「東日本大震災と福島原発事故をめぐる国際法上の問
題点」
ジュリスト 1427 号
（2011 年 8 月 1 − 15 日合併号）
115 頁参照。
辻村前掲『憲法（第 4 版）
』155 頁参照。通説的見解として、
37 詳細は、
樋口他前掲『注解法律学全集・憲法Ⅰ』263 頁（佐藤幸治執筆）
、
佐藤幸治『憲法（第 3 版）
』青林書院（1995 年）443 頁以下、芦
部『憲法学Ⅱ』有斐閣（1994 年）338 頁以下など参照。

38 棟居快行「幸福追求権について」ジュリスト 1089 号 179 頁、藤
井樹也『
「権利」の発想転換』成文堂（1998 年）354 頁参照。

39 上田勝美「世界平和と人類の生命権確立」深瀬忠一・上田勝美・
稲正樹・水島朝穂編『平和憲法の確保と新生』北海道大学出版
会（2008 年）2 頁以下参照。
「生命権と死刑制度」前掲『人
40 山内「基本的人権としての生命権」
権・平和・主権』第 1・2 章参照。

41 前注 1 の拙著・拙稿参照。
42 上野千鶴子「女性兵士の構築」江原由美子『性・暴力・ネイシ
ョン』勁草書房（1998 年）4 頁。同『ナショナリズムとジェンダー』
青土社（1998 年）24、94，199 頁参照。

43 ここでは詳細は割愛する。辻村前掲『憲法とジェンダー』第 8 章、
辻村前掲『憲法から世界を診る』第 1 章参照。

44 ジェンダー視点に立った人権論について、詳細は、辻村前掲『憲
法とジェンダー』
（前註 1）62 頁以下参照。

45 3 つの基本原理の相互関係、および、平和の担い手としての市
民の意義については、辻村前掲『憲法から世界を診る』第 2 章、
辻村『市民主権の可能性―21 世紀の憲法・デモクラシー・ジ
ェンダー』
（有信堂、2002 年）175 頁以下参照。ここでは、国民
主権を、抽象的・観念的国籍者の総体を主権主体とするフラン
ス流のナシオン主権ではなく、具体的な市民（政治的意思決定
能力者）の総体としての人民にあるとするプープル主権、ない
しはこのような市民自体に主権があるとする「市民主権」の論
理によって理解しており、その場合には、主権者みずからの政
治的意思決定によって平和や人権を維持することが求められる。

46 原発立地自治体が抱える経済的・政治的諸問題については、大
沢真理報告「戦後日本型の経済開発が災害に脆い社会をつくっ
た」大沢・堂本・山地編前掲（前註 4）49 頁以下のほか、
開沼博『フ
クシマ論―原子力ムラはなぜ生まれたのか』青土社（2011 年）
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参照。

47 内閣府男女共同参画局『女性の政策・方針決定参画状況調べ（平
成 23 年 1 月）
』参照。

48 内閣府男女共同参画局「地方公共団体における男女共同参画社
会の形成又は女性に関する施策の推進状況（平成 22 年度）
」
（平
成 23 年 1 月）資料 2 − 2 参照。

49 大沢・堂本・山地編前掲（前註 4）36、48 頁参照。
50 ポジティヴ・アクションないしアファーマティヴ・アクションの
諸問題は、辻村『ポジティヴ・アクション―「法による平等」
の技法』岩波書店（2011 年）を参照されたい。
』52 頁、
51「市民主権論」の詳細は、辻村前掲『憲法（第 4 版）

361 以下のほか、辻村前掲『市民主権の可能性―21 世紀の憲
法・デモクラシー・ジェンダー』を参照されたい。

52 この指摘につき、辻村「閉会の辞」大沢・堂本・山地編前掲（前
註 4）75 頁および同 69 頁参照。
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