
 

「二院制の廃止」や「統治機構改革」などを理由にした 

改憲要求に強く反対する（事務局長談話） 
民主、自民、公明、みんななど各党の議員でつくる「衆参対等統合一院制国会実現議員連盟」は 4 月 27

日に、2017 年から国会を定数 500 人の一院制とする憲法改正原案を衆議院議長に提出しました。また、

自民党も、衆議院選に向けて「日本国憲法改正草案」を発表し、憲法 9 条 2 項の削除や緊急事態法、天皇

元首化などを打ち出しています。さらに、橋下徹大阪市長の「大阪維新の会」も「維新政治塾レジュメ」

で「二院制の廃止」を主張し、たちあがれ日本や国民新党も自主憲法制定を求めています。 

これら一連の改憲議論は、日本の政治が停滞し、国民生活にかかわる緊急の諸問題を政治が解決できな

い原因があたかも憲法にあるかのように言い立て、「二院制の廃止」「首相公選制」「統治機構改革」「天皇

元首化」「緊急事態法」「自衛隊の国防軍化」などが実現すればそれらが有効かつ迅速に解決できるかのよ

うに主張し、それらを突破口に改憲を実現しようとするものです。 

震災復興、原発・エネルギー問題、長引く不況、財政問題、沖縄基地問題、尖閣問題など近隣諸国との

対立といった問題はたしかにこれまでの政権によって有効に解決されてきませんでした。それをとらまえ

て「決定できない民主主義」と主張し、マスコミもそれを盛んに喧伝しています。しかし、実際のところ、

歴代自公および民主党政権は、原発推進、構造改革路線、日米軍事一体化などおよそ民意とかけ離れた政

策については「決定できない」どころか、アメリカと財界の意志に沿って大いに推進してきました。「決定

できない」というのは、原発再稼働、消費税増税、米軍再編、普天間基地の辺野古移設など国民の批判の

強い政策が政権政党自身の稚拙なガバナンスとあいまってアメリカや財界の思うように実現できないとい

うことであり、福祉の充実やカネと政治の問題の解決、天下りの禁止など国民のためになる改革はサボり

続けてきたことの帰結にほかなりません。 

現在の一連の改憲の主張は、国民の政治批判の矛先をそらせ、民意を回避してアメリカや財界の要求を

よりスムーズに実現できる統治システムをつくりたいという保守支配層の積年の願望を代弁したものであ

り、その根幹には九条を中心とする憲法の諸原則を突き崩そうとするねらいがあります。 

現在の日本の政治にとって肝要なことは、憲法の精神に照らし、民意を正しく反映しない小選挙区制を

改め、二院制に本来のチェック機能を果たさせ、そのうえで、国民本位の経済・エネルギー政策、平和国

家としての外交政策、震災復興と原発問題への対処など、国民と国際社会の利益にかなった政策を「決定

できる」方向に進むことです。憲法を変えることではなく、それを生かし、本来の意義を引き出すことこ

そが必要なのです。こうした見地から、私たちは、日本国憲法の平和主義と国民主権を擁護すべきことを

改めて訴え、一連の改憲要求にたいして強く反対します。              

2012 年 5 月 6 日  

九条科学者の会事務局長 本田浩邦 
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論 説 

JAXA 法改悪：マスメディアはもっと報道を 

浜田盛久（東京工業大学・九条科学者の会事務局・JAXA for Peace 世話人） 
 

今年 2 月 14 日に、独立行政法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）の設置法の改定案が国会に提出された。

その内容は、現行の JAXA 法の第四条に書かれている機構の目的から「平和の目的に限り」という規定を

削除する代わりに、「宇宙基本法第二条の宇宙の平和的利用に関する基本理念にのっとり」と置き換える、

という法改悪である。2008 年に成立した宇宙基本法は、第 14 条で安全保障の名の下での宇宙の軍事利用

を容認している。今回の JAXA 法改定の狙いは、JAXA 法を宇宙基本法と整合的なものとすることによって、

宇宙の軍事利用に JAXA を組み込み、JAXA の研究者を軍事研究に動員することである。これは、市場を大

幅に拡大したいという宇宙産業・軍需産業界からの圧力に沿った動きであり、日本国憲法の平和理念を踏

みにじる動きとして、決して看過することはできない。本法案の問題点については、九条科学者の会事務

局長談話「宇宙の軍事利用を促進する JAXA 法改悪に反対する」（2012 年 2 月 9 日）に端的に述べられて

いるので参照されたい。 

私たちは、宇宙のロマンを大切にしたいと願う研究者や市民の声を束ねることによって JAXA 法改悪へ

の流れを止めたいと考え、オンライン署名運動 ”JAXA for Peace”を 2 月 14 日から開始した。5 月 4 日現

在、賛同署名は 1450 筆を越えている。私たちはこれまで、国会情勢を見極めながら、これらの署名と賛

同メッセージを、JAXA 法改定案を審議する衆議院内閣委員会に所属する国会議員に送り続けてきた（3 月

9 日：223 名分、3 月 26 日：759 名分、4 月 16 日：1290 名分）。消費税増税をめぐる国会での与野党の

攻防の影響で、JAXA 法改定案は未だ審議されていないが、大型連休明け以降には審議入りする可能性があ

る。 

JAXA 法改定案については、国民のほとんどは知らない。マスメディアがほとんど報じないからだ。そん

な中、ＦＭラジオ J-WAVE の情報番組「JAM THE WORLD」が”JAXA for Peace”の活動に注目して、4

月27日夜の番組に私を出演させて JAXA法改定案の問題点について浮き彫りにする番組を作ったのは画期

的であった。初めて出かけたラジオ局独特の雰囲気に緊張しながらも、キャスターらの巧みなフォローの

お陰で、20 分間の番組を通じてリスナーには、「JAXA 法改悪という知られざる大問題がある」ということ

は十分に伝わったのではないかと思う。リスナーからは、「知らなかった。馬鹿なニュースよりももっと報

道され、騒ぎになるべき」「野田政権の右傾化政策は想像以上。自民党よりも性が悪い」といった反響が寄

せられた。 

JAXA 法改定案は、日本が宇宙を舞台に軍拡競争に本格的に踏み出していくのか否かを決める重大な法案

である。もちろん、私たち自身、JAXA 法改定案の問題点を科学者の立場から世に訴え続けていくつもりで

はあるが、マスメディアも JAXA 法改定による日本の宇宙軍拡化の是非、今後の日本の宇宙政策のあり方

について大いに取り上げることによって、権力の監視役を果たしてほしいと思う。 
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公開学習会のお知らせ 

 

６月２４日（日）１３：００～１６：００ 
テーマ「イレッサ薬害訴訟における東京・大阪両高裁判決について 

―憲法第 13 条・25 条から、その当否を考える―」（仮題） 
講師：片平洌彦氏（医療財団法人「健和会」臨床・社会薬学研究所長）  
 
テーマ「日本の宇宙軍拡の現状と JAXA 法改悪の問題点」 
講師：浜田盛久氏（東京工業大学特任助教） 

 

場所：文京区スポーツセンター会議室（東京メトロ丸ノ内線茗荷谷駅下車 5 分） 

東京都文京区大塚 3-29-2  参加費：無料 

電話 03-3944-2271 資料作成上、ご参加希望の方はメールでご連絡下さい。 

newsletter(a)9-jo-kagaku.jp→(a)を＠にかえて下さい。 

http://www.city.bunkyo.lg.jp/sosiki_busyo_sports_shisetsu_sportscenter.html    

九条科学者の会主催  

 

 

九条科学者の会 7 周年記念シンポジウム 

2012 年３月４日 
「憲法九条と日本の課題―武器輸出・沖縄基地・
憲法改正問題」 
場所：明治大学駿河台キャンパス 

  

九条科学者の会は発足 7 年の記念行事として、

去る 3 月 4 日、東京・明治大学でシンポジウム「憲

法九条と日本の課題―武器輸出・沖縄基地・憲法

改正問題」を開催した。 

 コーディネータの浦田一郎氏（明治大学）は武

器輸出をめぐる経緯を説明しつつ、1976 年の政府

統一見解が「平和国家としての我が国の立場から、

それによって国際紛争等を助長することを

回避する」とした憲法上の根拠には第 9 条

があったとの認識を示し、これをなし崩そう

とする野田内閣をするどく批判した。これを

受けて 2 人のジャーナリストが報告した。

まず田中稔氏は、年間 5 兆円の「防衛」予

算に群がる利権集団と政官の癒着を「山田洋

行事件」やマスコミを籠絡する遊興接待の実

態をまじえて紹介し、憲法をもてあそび蹂躙

する、いわゆる“安保マフィア”を暴き出した。つい

で井上協氏は、野田首相は「新憲法制定論者」を

自負し、現憲法をゼロベースから書き直そうとす

る危ない政治家であり、武器輸出三原則見直しは

その現れであると指摘、三原則と 9 条が日本の国

際的信頼を担ってきたと強調した。 

 つどいには 100 余名が参加、宇宙航空研究開発

機構（JAXA）設置法の平和目的規定削除の動きに

反対する訴えがなされ、最後に、軍事優先の安全

保障政策の根本的転換と憲法の平和的諸原則の擁

護を訴えるアピールを採択した。（松井安俊） 
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憲法問題研究会主催 第６回 九条カフェ 

2012 年 1 月 29 日 
本田浩邦氏「武器輸出三原則の見直しについて  
――世界の武器市場の動向との関連で」 
場所：アカデミー茗台会議室 

 

本田氏（九条科学者の会事務局長・獨協大学）

の報告の内容は次のとおりです。 

(1)１９６７年の佐藤首相の国会答弁以来、武器

輸出三原則として知られる禁輸政策が確立し、そ

れはその後、三木首相の時代に対象地域が広げら

れ、日本は原則的に武器輸出をしない国となった。

ところが、１９８０年代に中曽根政権によって、

日米相互防衛援助協定の関連規定の下で行う米軍

向けの武器技術供与を武器輸出三原則の例外とす

る措置がとられ、さらに小泉内閣時代に弾道ミサ

イル防衛システムについて「厳格な管理」を前提

に技術移転を容認するというかたちで段階的に緩

和措置がとられた。民主党政権はついに日米で共

同開発しているミサイルや戦闘機の輸出を可能に

する武器輸出三原則の見直しを正式決定した。 

(2)現在、国際的な武器輸出の規模は、統計的に

わかる限りでは 400 億ドルで、うちアメリカの武

器輸出が340億ドルである。60％が中国、インド、

エジプトなど途上国向けといわれる。さらに世界

の軍事支出 1 兆２０００億ドルで、装備調達の割

合が数割としてもその潜在的な市場規模は莫大で

ある。日本や欧米の企業はここに市場を見いだそ

うとしている。 

(3)アメリカは武器輸出を次のような根拠から

必要と考えている。①企業は、軍事技術の拡散を

押し止めるよりも、むしろある技術が古くなりか

けたらそれを売却して、新たな技術革新へと投資

すべきである。②国防省はアメリカは武器輸出に

よってアメリカの戦略に沿った安全保障の強化を

目指す。③国務省は武器輸出はアメリカの外交・

安全保障政策の重要な手段であり、政府の外交圧

力、融資保証、輸出保険、海外援助、オフセット

契約による武器輸出の促進はそのための政策ツー

ルである。 

(4)しかし冷戦集結以降、それまでの勢力圏のあ

いだの棲み分けが崩れ、欧米から旧東側諸国、ア

ジア、アフリカ諸国への武器輸出が加速した。ポ

スト冷戦の「非対称的な戦争」に対して、アメリ

カの意図する勢力均衡はせいぜい短期的なものに

すぎない。核兵器→通常兵器→小型武器→テロと

いう「抑止と均衡」の各レベルの不安定性と同時

に、異なるレベルのあいだの紛争にも対処する必

要があらわれたためである。 

(5)紛争の形態変化は、むしろ武器輸出の禁止と

地域紛争に即応可能な集団安全保障体制の必要を

示している。（軍事の民営化による）「国家の独占

的軍事管理の浸食に対処するための国際的なガバ

ナンスの枠組みが必要」（Herbert Wulf）。また

1997 年のオタワ会議（対人地雷禁止）、2008 年

オスロ条約（クラスター爆弾禁止）のような個別

的な条約が緊急に必要である。 

 討論では、今回の見直しと「宇宙航空研究開発

機構」（ＪＡＸＡ）の設置法改正との関連をどう考

えるか、日本の軍民両用技術をどう捉えるかとい

った問題をめぐって議論がなされました。参加者

は８名でした。 

（次回以降、九条カフェは「公開学習会」として、

九条科学者の会主催で開催します。どなたでもご

自由にご参加下さい。） 

* ニュースレターへの投稿をお待ちしています。
九条関連の企画や取り組みの紹介、ご意見や論説、
書評など、ぜひお気軽にお寄せ下さい。 

************************************ 

「九条の会」のアピールを広げる科学者・研究者の会 
（略称「九条科学者の会」） 

〒113－0034 東京都文京区湯島 1-9-15茶州ビル 901 
電話／FAX 03-3811-8320 
ホームページ: http://www.9-jo-kagaku.jp 

E-Mail: newsletter(a)9-jo-kagaku.jp→(a)を＠に 
郵便振替口座 番号：00100-3-500621  
加入者名：九条科学者の会 

************************************ 


