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律の定めるところによ
り、その能力に応じて、
ひとしく教育を受ける権
利を有する。２ すべて
国民は、法律の定めると
ころにより、その保護す
る子女に普通教育を受け
させる義務を負ふ。義務
教育は、これを無償とす
る」。１項は権利と言い
ながら、２項は義務と逆
転している。権利教育だ
と考えれば、当然国はや
らなければならない。そ
れを義務教育というから
国民に義務が負わされ
る。権利教育であれば、
小学校・中学校まででな
く、高校・大学も当然無
償となる。公立大学に授
業料を払わすような文明
の遅れた国はアメリカと
日本と韓国くらいだ。ヨ
ーロッパなど文明の進ん
だ国はすべて権利教育を
実践している。今、「少
子化、 少子化」 と言う
が、少子化を言うなら大
学まで「タダ」にしたら
どうか。しかしそれを国
会は一向に議論しない、
マスメディアも言わな
い。憲法というものは、

我われの 「権利」 であ
る。そして、「国家に義
務がある」のだ。
小さな人間の人生を全
うするために、 条、
条、 条を考える。市民
生活をちゃんと全うして
いくための一番の基本
は、戦争をせず、平和で
いること。まさに、戦争
をしないと決めている
「９条」が生きてくるの
だ。
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に出演した。他に２人の
論者がいたが、いずれも
９条の第１項はそのまま
にして、第２項を変える
べきだと言った。憲法に
は 「第９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

９条第２項こそ
平和憲法の証
軍事力を持たねばなら
ないという意見には「攻
められたらどうする」
「国を守らないといけな
い 」「 北 朝 鮮 が 核 を つ
くったらこちらも核兵器
を持つべきだ」という議
論が起きる。私にはその
議論が「夢物語」を語っ
ていると思えてならな
い。
私は、 年の５月に、
ＮＨＫラジオで討論番組

る。２ 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」と書い
てある。
自民党の改憲論も民主
党も、大体丸裸ではおか
しい、国を守るために軍
隊がいるという前提で、
第１項はそのまま残して
第２項を変えようと言う
わけだ。簡単に言うと、
侵略戦争はしないという
ことだ。しかし侵略戦争
はしないという規定なら
ばあらゆる国の憲法に書
いてある。それなら平和
憲法などと威張ることは
なく、普通の憲法だ。第
２項を変えて、自衛隊を
攻められた時に交戦権の
ある「自衛軍」にして、
憲法の枠組みをはめる。
「今の自衛隊は解釈で勝
手にいろんなことをする
ので、憲法的な枠組みを

はめて、軍隊と規定して
統制の基におかないと、
日本はまた軍国主義にな
るかもしれない。だから

自衛軍を規定する」とい
うわけだ。もっともらし
く聞こえる。しかし改憲
派の話は 「夢物語」 を

ら、日本海沿岸にずらっ
と並ぶ原子力発電所はど
うなのか。あれが一番怖
いではないか。 全部、
撃ってくれとばかりに日
本海に並んでいる。一発
破壊されたら終わりだ。
そういう議論なしに、核
兵器で武装すると言う。
武装してどうするのか。
こういう空中戦のよう
な抽象的な話ではなく
て、もう一度、我われが
「最も理想的なことを追
うこと」が、一番現実的
なのだ。その観点を我わ
れは忘れてはいけない。
私の言うことは「夢物

日本はもっと平和的な
手段によって世界に貢献
する。今この国は災害ば
かり起こる災害大国だ。
自衛隊が今役立っている
のは災害救助だ。初めか
ら軍隊や軍備を持つ必要
はなく、災害救助隊に変
えたらどうか。そして、
どこかの国で災害が起

語っているのは相手の方
なのだ。
だから、我われはもう
一度原点に立ち返って、
もっとも理想的なことを
追うことが、この国の現
実に合わせて、一番現実
的なのだ。

こったら、災害救助隊が
飛んでいく。今はボラン
ティアで行っているが、
そうではなく国家を挙
げ、被災国の救助に動く
ということを日本の国是
にするという大きな転換
が必要だ。災害難民が出
たら、日本の飛行機が飛
んで行って、難民を乗せ

自衛隊は
災害救助隊へ

語」だと言われる。しか
し、全くの「夢物語」を

語っているに過ぎない。
簡単に言えば、日本は戦
争ができる国だという前
提に彼らは立っている。

日本国憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行
動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成
果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府
の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすること
を決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を
確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつ
て、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを
行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原
理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われら
は、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する
崇高な理想を深く自覚するのであつて、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
ら永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地
位を占めたいと思ふ。われらは、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ことを確
認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を
無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なも
のであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と
対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想
と目的を達成することを誓ふ。

理想追うのが一番現実的
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べて国民は、健康で文化
的な最低限度の生活を営
む権利を有する。２ 国
は、すべての生活部面に
ついて、社会福祉、社会
保障及び公衆衛生の向上
及び増進に努めなければ
ならない」。この２つは、
小さな人間の人生・生活
を保障するという前提、
そして国民の義務ではな
く、「国家にしなさい」
と、国家が義務を負うこ
とを定めている。これを
立憲主義という。憲法と
は、国民の義務ではなく
て、統治者の方の義務を
定めたものだ。非統治者
である我われの方が、国
に義務を負わせるから税
金を払ってやるというこ
とだ。この主権在民の考
え方を 条は明確に書い
ている。
次の 条の教育につい
ては「すべて国民は、法
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「悪いことをしたから、見えるものが
ある」
と小田氏

我われが平和を希求す
るならば、やはり、平和
憲法が考えるように、世
界全体を変えていく方向
に向わざるを得ない。そ
のことを大きな見地に
立って考えないと、
条、 条も生きてこな
い。 条、 条というの
は、空腹で飢え死にした
ら達成されない。日本が
戦争をできない国だとい
うことをまず考えるべき
だ。
今、北朝鮮のテポドン
がどうしたとか、核実験
をしたとか、空中戦のよ
うな議論ばかりをするな
2
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憲法は
「国民の権利」定め
「国家に義務」
を課す
前文もそうだが特殊な
憲法だと思うのは、小さ
な人間に依拠しようと謳
い上げている 条と 条
だ。 条は、「婚姻は、
両性の合意のみに基づい
て成立し、夫婦が同等の
権利を有することを基本
として、相互の協力によ
り、維持されなければな
らない。２ 配偶者の選
択、財産権、相続、住居
の選定、離婚並びに婚姻
及び家族に関するその他
の事項に関しては、法律
は、個人の尊厳と両性の
本質的平等に立脚して、
制定されなければならな
い」と書いている。あち
こちの憲法に人権を尊重
するとか、両性は対等だ
とかは書いてあるが、日
本国憲法は細かく具体的
に書いてあり、こんな憲
法は他にない。
条も具体的だ。「す
憲法への理解深め、小田氏に拍手を送る参加者＝0
6
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2007年4月15日（５、15、25日発行）
（６）
（第三種郵便物認可）

大阪歯科保険医新聞

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。

２

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。

て帰ってくる。しばらく
でもここに住んでくださ
いと。災害救助で必ず来
てくれるとなれば国際的
存在感も出てくるではな
いか。安全保障理事会に
入りたいと言えば、皆歓
迎する。今のままでは歓
迎されるはずがない。そ
ういう大きな発想の転換
を「虫の視点」で出す必
要がある。それが「小さ
な人々の役割」ではない
だろうか。「大きな転換」
を必要としているのだ。
手をこまねいていたり、
現実的ではないと言って
いたら、アメリカや、安
倍さんの思う壷だ。違う
ことをやらなければいけ
ない。それが、私たちに
今問われている。このこ
とを皆さんに申し上げ
て、話を終わりたい。

しかし日本が本当に戦争
をできる国かどうかを考
えるべきだ。

第９条

