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1990 年代以降の防衛分野における立法と政党の態度

助川 康

はじめに

　戦後の日本政治では、防衛問題をめぐって政党の立場は大きく割れてきた（1）。保守勢力

が防衛政策の中核的制度とした自衛隊と日米安保条約（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）について、革新勢力の野党は前者を違憲と見なし、後者の廃

棄を要求した。そのため、戦後の防衛政策の正当性は大きく揺らぎ、防衛問題は長らく憲

法論争の次元にとどめ置かれることになった。

　革新勢力が憲法改正を阻止できるだけの議席数を確保したため、自衛隊と日米安保条約

の正当性を憲法改正によって担保する道は閉ざされる。保守勢力は、こうした状況を憲法

解釈によって克服しようとし、「知的アクロバット」と呼ばれる複雑な解釈を積み上げてい

く（2）。その結果、防衛問題は過去の法解釈に極度に拘束される政策分野となった。このこ

とは湾岸危機の際に国際連合平和協力法案（1990年 10月国会提出）が廃案に追い込まれ

た経緯によく現れている。時の海部俊樹内閣の方針や答弁は迷走し、「ガラス細工」と評さ

れた法案は自壊の途をたどった（3）。

　しかし、防衛問題にとって政治は 1990年代に大きな転機を迎える。1994年 4月に非自

民連立政権から離脱した社会党は、今度は自民党と組んで政権に復帰する。そして、同年

7月、同党の村山富市首相は自衛隊合憲、日米安保堅持に踏み切った（4）。社会党は、同年

9月の臨時党大会でこの方針を承認した後、翌 1995年 11月の防衛大綱の改定や 1996年 4

月の日米安保共同宣言に与党として関与していった。社会党のこの政策転換をもって、先

進民主主義国家において成立していた「戦後の合意」が日本にも遅れて成立したという見

（1） 　さらに各政党の内部でも割れていた。代表的な研究として、大嶽秀夫『再軍備とナショナリズム─
─保守、リベラル、社会民主主義者の防衛観』（中央公論社、1988年）、原彬久『戦後史のなかの日
本社会党──その理想主義とは何であったのか』（中央公論新社、2000年）がある。

（2） 　田中明彦『安全保障──戦後 50年の模索』20世紀の日本 2（読売新聞社、1997年）。
（3） 　佐々木芳隆『海を渡る自衛隊── PKO法と政治権力』（岩波書店、1992年）、国正武重『湾岸戦争

という転回点──動顛する日本政治』（岩波書店、1999年）。
（4） 　社会党の村山富市首相は、まず 1994年 7月 18日の所信表明演説で「日米安全保障体制を堅持」と

言明する（第 130回国会衆議院会議録第 1号、平成 6年 7月 18日、同参議院会議録第 1号、平成 6
年 7月 18日）。そして同月 20日、「自衛隊は、憲法の認めるもの」という表現で自衛隊を肯定した（第
130回国会衆議院会議録第 2号、平成 6年 7月 20日）。翌 21日には、社会党が主張してきた非武装
中立論について「政策的役割を終えた」という認識を示してもいる（第 130回国会参議院会議録第 2号、
平成 6年 7月 21日）。
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解がある（5）。外交・防衛問題での「遅れた合意」の成立は、自衛隊違憲論や非武装中立論

が唱えられた「合意」前の時代とは違い、与野党の大勢が極端には分裂しないことを示唆

するものだ。

　では実際に、防衛分野の立法にはどのような変化がみられるのだろうか。また、防衛問

題に対して政党はどう態度を変えたのだろうか。以下、この点について、1990年代以降の

防衛分野の立法措置の特徴を明らかにし、それに対する政党の支持状況を手がかりとして、

考察することにしたい。

1　防衛分野における立法の変化

（1）防衛政策と立法

　本稿は各政党の防衛政策全体を論じようとするものではない。他の政策分野と同様、防衛

政策は法律のみによって決まるものではないが、立法に焦点を当てる。その理由は、もともと

この分野の法制が未発達で、立法の経緯が防衛政策上、重要な足跡を刻んでいるからである（6）。

　これまでの研究には、防衛問題が単なる政策上の争点ではなく、保守勢力による戦前の

ナショナリズム復活の動きと結びついたイデオロギー上の争点であり、そのゆえに保守政

権の防衛政策に対して革新勢力が強く反対したことを明らかにしているものがある（7）。ま

た、防衛分野の立法過程は、戦後政治において「この上なく鋭利で妥協のない政治闘争を

用意」する舞台であったともいわれる（8）。与野党間の防衛問題における「合意」の欠如は

立法を妨げる方向に作用する。日本国憲法が硬性憲法であるとすれば、この分野の法律も

まさしく「硬性法律」であった。

　なお、本稿は、防衛分野の法律を個別に解説したり、法律が整備されてきた歴史を回顧

したりするものでもない（9）。防衛問題をめぐって政党が対立していたとされる時期と、防

衛問題が政党間の対立軸でなくなった時期とで、成立した法律の違いをみようとするもの

（5） 　的場敏博『現代政党システムの変容── 90年代における危機の深化』（有斐閣、2003年）284～
285ページ。的場は、戦後の先進民主主義国家において成立した政治の基本的枠組みを「戦後の合意」
と呼んでいる。これは、経済に対する国家の積極的介入、マクロ経済政策におけるケインズ主義の採用、
福祉国家化、外交・防衛における西側へのコミットメントについての左右両勢力の合意を指す。この
うち経済問題では 1970年代に自民党が左派勢力の主張を政策に取り込んだことにより合意が成立し
たが、外交・防衛問題では合意が遅れたとされる。

（6） 　立法に焦点を当てることには、その過程において法案の採決が行われるため、各政党の賛否を比較
することが容易であるというメリット、また争点が法案中の条文という形をとるため、各政党の支持
した争点、支持しなかった争点の内容が分かりやすいというメリットもある。

（7） 　大嶽秀夫『戦後日本のイデオロギー対立』（三一書房、1996年）。
（8） 　原『戦後史のなかの日本社会党』170ページ。なお、福元健太郎『日本の国会政治』（東京大学出版会、

2000年）は、国会における防衛問題の重要性は 1960年代には低下していたとする。
（9） 　そのような内容を扱うものとして、西修ほか『我が国防衛法制の半世紀』（内外出版、2004年）。
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である。

　

（2）防衛分野の立法措置数の推移

　防衛分野の法律というとき、具体的にどの法律を指すのかは定義による。ここでは二通

りの考え方によって、法律を選択することにした。一つ目のカテゴリーは防衛庁の所管す

る法律である。防衛庁所管法は、①防衛の組織と作用に関するもの、②駐留軍・基地、救

済に関するもの、③国際協力に関するもの、④それ以外のものに大別される（10）。その中で、

防衛庁の専管法律は全て対象とし、共管法律は①から③に該当するものは含めるが、④に

該当する法律については防衛・安全保障を法の主要な目的とするものに限って対象とした。

たとえば、③に該当する PKO法（国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律）は、

内閣府や外務省などとの共管法律であるが、防衛庁所管法に含める。また、④に該当する

災害対策基本法（防衛庁共管法律）は災害対策を目的とした法律であるため、防衛庁所管

法から除外する（11）。④に該当する法律には、国家公務員の育児休業等に関する法律、国と民

間企業との間の人事交流に関する法律など、国家公務員全体に適用される制度を防衛庁が

一官庁として所管しているに過ぎないものが多く、これらは防衛庁所管法から除外する（12）。

　第二のカテゴリーとして、防衛庁の所管であるか否かとは関わりなく、防衛に関する立

法措置という観点から法律を選択してみた。これを防衛関連法と呼ぶことにし、日本また

は国際の平和と安全の確保・維持を直接の目的としている法律と定義しておく（13）。第一の

カテゴリーとの関係を述べると、防衛庁所管法のうち①は全て防衛関連法に含まれ、③は

上記の目的を有するものに限り含まれる。したがって、災害分野の国際協力を定めた国際

（10） 　行政法学で、「防衛行政」を、防衛組織法、防衛公務員法、防衛作用法、自衛隊の国際活動、基地
と行政救済法に分類して説明する例がある（室井力編『新現代行政法入門（2）行政組織・主要な行
政領域』法律文化社、2004年）。

（11） 　大規模地震災害対策措置法、原子力災害対策特別措置法も同様に除外する。
（12） 　他にも国家公務員の寒冷地手当に関する法律、研究交流促進法、行政機関の保有する情報の公開

に関する法律など。
（13） 　田村重信他編『防衛法制の解説』（内外出版、2006年）によれば、一般に「防衛法制」は、「我が

国の防衛・公共の秩序維持に直接関係する法制」、「我が国の防衛そのものではないが、我が国の平
和と安全の確保に資する法制」、「自衛隊の能力を活用することにより国際平和、国際協力の推進等
に寄与するための法制」、「その他自衛隊または米軍の駐留等に関連する法制」から構成とされると
いう（35～ 39ページ）。第一、第二のカテゴリーとも、この防衛法制とは必ずしも範囲が一致しない。
たとえば、一般に「その他自衛隊または米軍の駐留等に関連する法制」に該当する法律の数は多いが、
その全てが防衛庁所管法というわけではない。また、「自衛隊の能力を活用することにより国際平和、
国際協力の推進等に寄与するための法制」には国際緊急援助隊法（国際緊急援助隊の派遣に関する
法律）が含まれるが、後述のように防衛関連法に同法は含めていない。なお、本稿は防衛と安全保
障、危機管理との概念の整理には立ち入らないが、防衛関連法の対象とする範囲は「総合安全保障」、
「人間の安全保障」という意味での安全保障に比べれば狭いことは明らかであろう。また、日本の法
令で危機管理は「国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の
事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう」と定義され、大規模な災害、事故、犯罪への対処
と予防を含み得る概念である一方、「国の防衛に関するもの」が除かれている（内閣法第 15条）。



防衛研究所紀要第 9巻第 3号（2007 年 2 月）

�

緊急援助隊法は防衛関連法から除外する。また、防衛庁所管法のうち、防衛政策の根幹を

形成するというよりは、それを周辺から支えるような「裏方」的な法律である②と④は防

衛関連法から除外する。他方、防衛庁所管法以外の法律であっても上記の目的を有するもの、

たとえば特定船舶入港禁止法（特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法）、が防衛関連法

には含まれる。

　立法措置とは、新規立法と一部法改正の両方とし、年ごとに法案単位で数えるものとする。

ある法案の中で複数の法律が改正される場合、国会ではあくまでも 1本の法案として審議

されることから、立法措置としては一つとカウントすることにした。したがって、防衛庁

設置法と自衛隊法が防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律という形でセットで

改正される場合、二つの立法措置とはみなさない。逆に、ある法律が複数回、個別に改正

される場合は、複数の立法措置とみなす（14）。時限立法の期限を延長する改正は、それ以外

に法の内容を変えていない場合でも、そのつど国会で審議されている限り、一つの立法措

置とする。たとえば、テロ特措法の期限延長である（15）。カウント対象期間は、防衛庁設置法・

自衛隊法が制定された 1954年から 2005年までとする。

　このように定義された第一と第二のカテゴリーの立法措置数の推移を示したものが、そ

れぞれ図 1と図 2である（16）。まず、第一のカテゴリー、防衛庁所管法についてみると、図

1からは、1990年代後半から立法措置が増加しているものの、それ以前に国会が防衛庁

所管法の立法に特に慎重であったかどうかは明らかでない。その理由の一つは、防衛政策

にとって「裏方」的な法律である②、④に該当する法律の改正法が少しずつではあるが着

実に立法措置を累積させているからである。具体的には、防衛庁職員給与法の改正だけで

立法措置の総数の 3割強を占め、防衛庁設置法や自衛隊法の改正数を上回る。しかし、防

衛庁職員給与法の位置づけは、ほぼ毎年、一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職

員の給与に関する法律、裁判官の報酬等に関する法律、検察官の俸給等に関する法律など

と横並びで国会に上程されるように、定期的な公務員の給与水準の見直しであるといって

よい。防衛庁という所管主体をもとに範囲を決めた法律の立法措置という切り口からは、

1990年代の前後ではっきりした変化が出ない。

　その点、第二のカテゴリー、防衛関連法は所管主体ではなく法の目的に着目して範囲を

（14） 　たとえば、防衛庁職員給与法（防衛庁の職員の給与等に関する法律）はしばしば年に 2度改正さ
れる。

（15） 　テロ特措法の正式名称は、平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリスト
による攻撃等に対して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実
施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法である。

（16） 　国立国会図書館ホームページ「日本法令索引」（http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/）の各法律の「法
令沿革」をもとに制定・改正経緯を調べ、その内容を個別に衆議院ホームページ「制定法律」（http://
www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_housei.htm）で確認した。
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決めており、「裏方」的な法律を除外した上での傾向を把握できる。図 2の示す通り、1990

年代に顕著な変化が現れることが分かる。それに先立つ時代の立法をまず見ると、1960年

代に入って立法措置数は減少し、1970年代を通じて低調である。立法措置が一つもなかっ

た年が少なくない。また、新規立法は、1956年の国防会議の構成等に関する法律の制定から、

1982年の生物兵器禁止法（細菌兵器［生物兵器］及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁

止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律）の制定までの 26年間、全くない。

　この期間の数少ない立法措置は、全て防衛二法と呼ばれる防衛庁設置法と自衛隊法の改

正である。防衛二法は防衛分野における組織法と作用法の双璧であるが、新法が許されな

かった時代の防衛二法の改正は、組織面が中心で、作用面では内容に乏しい。組織面では、

制定当初から防衛庁・自衛隊（特に後者）の機関・部隊の新増設、増員が累次に渡って行

われている。たとえば、陸上自衛隊に 13個師団制を導入し、海上自衛隊で護衛艦隊や練習

艦隊を設け、航空自衛隊で方面隊、航空団を増設した 1961年改正のような大きな改正があ

る。「戦後の合意」前でも、法制度上、組織の充実化は図られている。しかし、作用面では

目立った進展がなく、それだけに 1990年代以降の変化は著しいものとなっている。これに

ついては後述する。

　このような立法措置の傾向は、60年安保闘争の混乱後に「低姿勢」を打ち出した池田勇

人内閣以降の政権の防衛政策を感じさせるものである。また、1960年代の防衛政策を漫

然と防衛力の量的拡充に走った惰性の中の政策であるとする議論とも整合的にみえる（17）。

1980年代に入り、中曽根内閣が登場すると、1986年の安全保障会議設置法の制定にみられ

るように、立法措置に変化が現れる。翌年の自衛隊法の改正は作用面の改正としては小規

模ながらも画期的であった（これについても後述する）。ただし、1980年代も立法措置の

数は決して多くない。

　低調だった防衛関連法の立法措置は、1990年代半ばから一気に増加する。立法措置は毎

年 2本以上のペースで発生し、また新法が頻繁に制定されている（18）。しかも、それまでの

立法措置と違って、防衛政策の根幹を形成するような作用面の規定を内容に含んでいる。

これには、国際平和協力、日米ガイドライン、テロ対策、有事法制（事態対処法制）に関連

する、大規模な立法が立て続けに行われたことが寄与している。

　「戦後の合意」成立の前後で、防衛庁所管法というカテゴリーでは立法措置数の変化はあ

まり明らかでないが、防衛関連法というカテゴリーでは合意前に極めて限定されていた立

法措置が合意後に急激な増加傾向を示すことが分かった。つまり、防衛分野のコアな立法

（17） 　植村秀樹『自衛隊は誰のものか』（講談社、2002年）。
（18） 　唯一、立法のない 1993年は、自民党が 1955年以来 38年ぶりに与党の地位を失い、非自民の連

立政権が誕生した年である。



防衛研究所紀要第 9巻第 3号（2007 年 2 月）

�

を許さなかった国会は、1990年代半ば以降、その立法をより許容するようになったといっ

てよい。

図 1　防衛庁所管法の立法措置数の推移

（出所）国立国会図書館ホームページ「日本法令索引」と衆議院ホームページ「制定法律」をもとに筆者作成。
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図 2　防衛関連法の立法措置数の推移

（出所）図 1に同じ。
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（3）自衛隊法の変化

　自衛隊法は防衛作用の基本法である。そのため、防衛分野において重要な立法があると

同時に改正されることが多い。上でみたように、「戦後の合意」後には防衛分野の立法措置

が急激に増えているが、ここではそれが作用面に関わっているという意味で重要な変化で

あることを自衛隊法の改正経過から確認することにしたい。

　1954年に制定されて以来、自衛隊法は 110回以上改正されているが、およそ半数が引用

法令名や条項ずれの修正など他法の附則による形式改正であり、これらは防衛政策と何ら

関係がない。そこで、形式改正を除外し、制定から 2005年までの自衛隊法の作用面での改

正事項を挙げたものが 8ページ以下のリストである。併せて、当時の野党第一党、社会党

の賛否を確認しておく。

　まず、1990年代以前には、教育の受託や運動競技会への協力など、「裏方」的な内容をもっ

た改正が多い。これら「市民生活の中での活動」、「社会に貢献する活動」（19）などと呼ばれ

る活動を定めた規定のほとんどは、自衛隊法第 8章「雑則」に置かれている（20）。自衛隊にとっ

ての本来任務ではなく、いわゆる付随的任務を追加する改正である。このように 1950年代

から 1970年代にかけての改正にはみるべきものが少ない。

　例外的に第 6章「自衛隊の行動」に関わるものは、1978年の大規模地震対策特別措置法

の制定によって追加された自衛隊法第 83条の 2（地震防災派遣）であり、第 83条（災害派遣）

の後に置かれた。つまり、「自衛隊の行動」に大きな変更が加えられたのは、自衛隊法の制

定から 20年以上を経てからであり、しかも災害対策立法の一環としてなされたものであっ

た。このとき、社会党は反対している。

　1990年代以前に唯一の防衛政策に直結する改正が中曽根内閣の成立させた 1987年改正

である。第 7章「自衛隊の権限等」第 95条が改正され、自衛官が武器を使用して防護する

ことのできる対象が追加された。それまで武器、弾薬、車両などの防護に必要な場合に自

衛官は武器の使用を認められていたが、新たに防護対象として「船舶」、「有線電気通信設

備」、「無線設備」が加えられた（21）。改正条文の長さとしては極めて短いが、この改正が自

衛隊の行動を防衛という政策目的から改め（追加し）、それが自衛隊法の本則に記述された

戦後初の改正であるといってよい。このときも、社会党は反対している。

　しかし、1990年代に入ると、防衛政策に直結する改正が増加する。その先頭を切るのが、

1992年の PKO法の制定と国際緊急援助隊法の改正であり、これに伴う自衛隊法の改正に

（19） 　平成 18年版『日本の防衛』（防衛白書）、312～ 318ページ。
（20） 　1956年改正の自衛隊に隣接する米軍への給水などの役務提供に関する規定と 1958年改正の陸上

不発弾処理に関する規定は、どちらも「当分の間」という限定を付して附則に置かれている。
（21） 　防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律（昭和 61年 12月 19日法律第 100号）第 2条。
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よって自衛隊が国際平和協力業務や国際緊急援助活動を行うことが可能となった。どちら

にも社会党は反対している。なお、これらの改正によって設けられた規定が自衛隊の国際

活動（海外派遣）を根拠づける重要な内容を含んでいるにもかかわらず「雑則」に置かれ

たのは、自衛隊法第 3条に定める自衛隊の任務に国際協力が含まれていないこととの整合

性を確保しようとしているからである（22）。

　それ以降の改正は「戦後の合意」後である。改正事項を一見してわかるように、1990年

代以前とは打って変わって、防衛政策の根幹を形成するような改正が相次いでいる。災害

対策を目的とした 1995年改正と 1999年改正を除き、全てが防衛を目的とした改正である。

これらの改正は、事態対処法制などの立法措置と平行して実施されたものであり、第 6章「自

衛隊の行動」、第 7章「自衛隊の権限等」に置かれる規定が増えている。社会（社民）党は、

1994年改正、1995年改正、1996年改正に与党として賛成した。1996年の衆議院総選挙以降、

代わって第二党となったのは新進党、次いで民主党であるが、両党とも審議に加わった自

衛隊法の改正には最終的に全て賛成している。「合意」後の国会は、自衛隊に対して新たな

任務を次々に与え、かつ第一党と第二党の双方がそれを支持するようになっているのであ

る。

自衛隊法の作用面での改正

　1956年改正

　　・自衛隊の飛行場に着陸した航空機に対する液体燃料等の需品貸付（第 116条の 2）（23）

　　・自衛隊に隣接する米軍への給水等の役務提供（附則 12項）　

　1957年改正

　　・教育の受託（附則第 14項）

　1958年改正

　　・教育の受託（第 100条の 2）（24）

　　・視察見学者に対する食事支給（第 116条の 3）（25）

　　・陸上の不発弾処理（附則 14項）

（22） 　このように別法によって与えられた権限が自衛隊法の中にも書き込まれる、いわゆるインデック
ス規定のほとんどは「雑則」に置かれ、付随的任務と混在しているため、法文上、同等の位置づけ
を与えられているかのような印象を与える。

（23） 　現第 116条。
（24） 　前年改正の附則第 14項が本則に移され、同項は陸上の不発弾処理について定めるものとして書き

換えられた。
（25） 　現第 116条の 2。
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　1961年改正

　　・運動競技会に対する協力（第 100条の 3）

　　・自衛隊施設内で働く調達関係者に対する食事支給（第 116条の 3第 2項）（26）

　1964年改正

　　・南極地域観測に対する協力（第 100条の 4）　

　1978年改正

　　・地震防災派遣（第 83条の 2）

　1987年改正

　　・国賓の輸送（第 100条の 5）

　　・武器使用可能な防護施設の追加（第 95条）　

　1992年改正

　　・PKO業務（第 100条の 7）（27）

　　・国際緊急援助活動（第 100条の 6）（28）

　1994年改正

　　・在外邦人の輸送（第 100条の 8）

　1995年改正

　　・災害時の自衛隊用緊急通行車両の通行確保措置（第 94条の 2）（29）

　　・災害時の応急措置（第 94条の 2）（30）

　1996年改正

　　・日米物品役務相互提供協定に基づく米軍に対する物品・役務の提供（第 100条の 9）

　1999年改正

　　・後方地域支援、後方地域捜索救助活動（第 100条の 10）（31）

　　・在外邦人の輸送手段と武器使用権限（第 100条の 8）

　　・原子力災害派遣（第 83条の 3）（32）

　2000年改正

　　・船舶検査活動（第 100条の 10）（33）

（26） 　現第 116条の 2第 2項。
（27） 　PKO法附則第 8条による追加。
（28） 　国際緊急援助隊法の一部改正法（平成 4年 6月 19日法律第 80号）附則第 2条による追加。
（29） 　災害対策基本法の一部改正法（平成 7年 6月 16日法律第 110号）附則第 2条による。現第 94条の 3。
（30） 　災害対策基本法及び大規模地震対策特別措置法の一部改正法（平成 7年 12月 8日法律第 132号）

附則第 2条による改正。現第 94条の 3。
（31） 　周辺事態法附則第 2項による追加。現第 100条の 9。
（32） 　原子力災害対策特別措置法附則第 5条による追加。
（33） 　船舶検査法附則第 2項による改正。現第 100条の 9。
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　2001年改正

　　・ テロ特措法による物品・役務の提供、捜索救助活動や被災民救援活動（附則第17、18項）（34）

　　・ 治安出動下令前の情報収集（第 79条の 2）、自衛隊施設等の警護出動（第 81条の 2）、

武器使用権限（第 90条第 1項第 3号、第 91条の 2、第 92条の 2（35）、第 95条の 2）、

防衛秘密（第 96条の 2）など

　2003年改正

　　・ 防衛出動に切迫事態を追加（第 76条）、防御施設構築措置（第 77条の 2）、防衛出

動時の緊急通行（第 92条の 2）、展開予定地域内における武器使用（第 92条の 3）、

防衛出動時の収用や業務従事の拡充、要件明確化（第 103条）、展開予定地域内の土

地使用（第 103条の 2）など

　　・ イラク特措法（イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関

する特別措置法）による物品・役務の提供（附則第 19、20項）（36）

　　・テロ特措法による任務の期限延長（附則第 17、18項）（37）

　2004年改正

　　・国民保護派遣（第 70条第 1項第 2号、第 77条の 3、第 92条の 3）（38）

　　・防衛出動下令前の行動関連措置（第 77条の 3）（39）

　　・防衛出動時における海上輸送規制権限（第 94条の 5）（40）

　　・捕虜の収容・取扱権限（第 29条の 2、第 94条の 6）（41）

　　・共同訓練時等の米軍に対する物品・役務の提供（第 100条の 10、第 100条の 11）

　2005年改正

　　・弾道ミサイル破壊措置（第 82条の 2、第 93条の 2）

　　・テロ特措法による任務の期限延長（附則第 17、18項）（42）

（34） 　テロ特措法附則第 2項による追加。
（35） 　現第 92条の 5。
（36） 　イラク特措法附則第 5条による追加。
（37） 　テロ特措法の 2003年改正による。ただし、自衛隊法の条文そのものは変更されていない。
（38） 　国民保護法附則第 8条による追加。
（39） 　米軍支援法附則第 3条による追加。国民保護法によって設けられた第 77条の 3は第 77条の 4に

繰り下げられた。
（40） 　海上輸送規制法附則第 3条による追加。
（41） 　捕虜取扱法附則第 3条による。
（42） 　テロ特措法の 2005年改正による。ただし、2003年改正同様、自衛隊法の条文そのものは変更さ

れていない。
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3　防衛分野の立法に対する政党の態度

（1）1990 年代に立法化が進んだ政策争点

　これまで概観したように、1990年代に防衛分野の立法には大きな変化が生じているが、

それによって具体的にどのような政策争点がカバーされたのだろうか。1990年代以降の防

衛分野（防衛関連法）の立法措置を政策争点に沿って整理してみたい（43）。ここでは、有事

－平時（武力紛争・戦闘行為発生時の措置を規定したものか否か）、軍事－非軍事（自衛隊

の行動を規定したものか否か）、日本－国際（日本の防衛に関する措置を規定したものか、

それとも国際平和のための協力・協調に関する措置を規定したものか）、という三つのメル

クマールで立法措置を分類してみた。なお、ここでいう平時とは、戦闘、武力紛争が生じ

ていないという意味で用いており、平和時ではない。また、有事とは、地域を問わず武力

紛争・戦闘行為が発生する事態を意味しており、いわゆる日本有事に限定されない。非軍

事とは、自衛隊の行動を規定したものではないという趣旨であって、軍事と無関係ではない。

合計 8のエリアはそれぞれ防衛問題の政策争点を表してもいる。複数のエリアにまたがる

法律は、複数の目的を併せ持ったもの、複数の争点に対応するものである。言い換えると、

三つのメルクマールもそれによって分類される政策争点も厳密には境界を引くことが難し

い相対的なものである。

　図 3の右上の象限（第一象限）は平時かつ非軍事の立法である。その外枠に該当する平

時－非軍事－国際の立法は 1990年代より前に存在する。軍縮・不拡散のための立法がそれ

に当たり、1957年に原子炉等規制法（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律）が、1982年に生物兵器禁止法が制定されている（44）。どちらにも社会党は賛成してお

り、もともと争点にならなかったエリアであったといえる。1990年代以降も、「爆テロ法」

と呼ばれる爆弾テロ防止条約の国内実施法（テロリストによる爆弾使用の防止に関する国

際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律）、金融活動作業部会（FATF）の「勧告」

を実施する金融機関本人確認法（金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律）、海

上における人命の安全のための国際条約（SOLAS条約）の 2004年改正に対応した国際船舶・

港湾保安法（国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律）など、国際テ

ロ対策に関連した立法が進んでいる。これらは、いずれも国際的な安全保障イニシアティ

ブへの協力措置であり、第一象限の外枠に位置する。

　第一象限内枠に該当する平時－非軍事－日本の立法は 1990年代以前に存在しないが、

（43） 　法律に直接「何ができるか」が規定される作用面での立法措置に限定した。
（44） 　それぞれ、1976年に批准した NPT（核兵器の不拡散に関する条約）、1982年に批准した BWC（細

菌兵器［生物兵器］及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約）の国内実施法。
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必ずしも憲法論争が闘わされた争点エリアではない（45）。1990年代以降、海上保安庁法の

2001年改正、外為法（外国為替及び外国貿易法）の 2004年改正（46）、特定船舶入港禁止法

の制定といった具合に立法が進んでいるが、社民党は外為法の 2004年改正に賛成している。

　左側の象限（左上の第二象限、左下の第三象限）は、武力紛争、戦闘行為が発生する事

態にかかわる争点エリアであり、2003年から 2004年にかけて立法された一連の事態対処

法制がこのエリアの中心的な立法である。事態対処法制は、1965年の「三矢研究」が大き

な政治問題となったように、それまで取り扱うのが機微であった分野であり、最も遅れて

立法措置の講じられた争点エリアである。

　第二象限外枠に該当するのは戦時国際法、国際人道法の国内実施法であり、軍縮・不拡

散のための立法（第一象限外枠）と連続性がある。ジュネーブ諸条約に対応する人道法違

反行為処罰法（国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律）と捕虜取扱法（武力攻

撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律）が該当する。第二象限内枠には、有事にお

ける国内対応を定めた国民保護法（武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関

する法律）と特定公共施設利用法（武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関す

る法律）が該当する。

　第三象限は、有事かつ軍事の立法である。事態対処法（武力攻撃事態等における我が国

の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律）、米軍支援法（武力攻撃事態等

におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律）、海上輸

送規制法（武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律）が該当す

る。これらは日本の平和と安全を目的としているので、内枠に入る。しかし、その外枠の

立法はまだない。自衛隊による捕虜の取り扱いを定めた捕虜取扱法が部分的には関係する

が、有事－軍事－国際エリアの中心争点は他国のための、あるいは国際社会のための軍事

力の行使である。海外での武力行使にせよ、集団的自衛権の行使にせよ、憲法はこれを禁

じているというのがこれまでの政府の解釈である（47）。

　右下の象限（第四象限）は、平時かつ軍事の立法を意味する。外枠には 1992年の PKO

法に始まる、国際平和のための協力に自衛隊を使う立法が該当する。1995年の派遣職員法

（国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律）の制定、PKO法の 1998年

（45） 　組織法としての立法ならば、安全保障会議設置法が該当しうる。
（46） 　外為法は防衛分野の立法措置とみなせるものとして 1990年代以降に三度改正されている。1997

年改正は国際平和協力、2002年改正は国際テロ対策協力を目的として行われた一方、2004年改正は
「我が国の平和及び安全の維持」を目的として資本取引の制限などが発動できることにしたものであ
る（外為法第 10条の改正）。

（47） 　前者については衆議院森清議員提出「憲法第九条の解釈に関する質問主意書」に答する答弁書（昭
和 60年 9月 27日）、後者については衆議院稲葉誠一議員提出「憲法、国際法と集団的自衛権に関す
る質問主意書」に対する答弁書（昭和 56年 5月 29日）を参照。
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改正（第 24条の武器使用要件の改正）と 2001年改正（第 24条の再度の改正と附則第 2条

の削除、すなわち平和維持軍本体業務への参加凍結解除）など、重要な立法が続いている。

テロ特措法、イラク特措法のように、PKO法が適用できない事態における自衛隊の派遣は

特別措置法によって実施されており、国際平和協力の恒久法（一般法）をもつべきだとい

う議論が出ているが、立法には至っていない。

　第四象限の内枠には、日本の防衛を目的とする周辺事態法（周辺事態に際して我が国の平

和及び安全を確保するための措置に関する法律）や船舶検査法（周辺事態に際して実施す

る船舶検査活動に関する法律）が当てはまる。その外枠は数年遅れて立法が始まった争点

エリアである。周辺事態の法律上の定義から、これらの立法は日本の防衛を目的とし、また

本稿でいう平時の立法ではあるが、事態の性質上、本稿でいう有事、国際の立法に近接す

るものということができる（48）。

（48） 　だからこそ周辺事態法の立法時に周辺事態の地理的範囲が議論を呼び、また事態対処法の立法時
に周辺事態と武力攻撃事態の関係が問題となったのである。これに対し、周辺事態が「発生し得る
範囲を地理的に一概に画することはできない」（橋本龍太郎首相［当時］）、また周辺事態と武力攻撃
事態は「それぞれ別個の法律上の判断に基づくもの」ではあるものの「事態の進展によっては両者

図 3　防衛関連法と政策争点との対応関係

（出所）筆者作成。
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が併存することはあり得る」（小泉純一郎首相［当時］）というのが政府の見解である（第 141回国会
衆議院会議録第 3号、平成 9年 10月 2日、第 154回国会衆議院会議録第 29号、平成 14年 4月 26日）。

　以上 8の立法・争点エリアのうち、戦後、1990年代以前に（条約の批准を別として）立

法のあったのは平時－非軍事－国際（第一象限外枠）のみであり、その対角線上反対側の

有事－軍事－国際（第三象限外枠）では未だ立法がない。それら以外の 6エリアが 1990年

代に入って立法化に着手されたことになり、これは大きな変化である。そのうちの下半分

の 3エリア（第三象限内枠、第四象限）の立法は特に進展しているといってよい。すなわち、

政党は自衛隊の行動を大幅に増加させているのである。

（2）各政党の法案支持率

　このように立法が進んだ防衛問題に対して各政党がどのように態度を変えているのか検

証を試みることが本稿の狙いの一つであるが、まず全体的な法案支持率を確認することに

する。法案支持率は、個々の法案に対する賛成を 1、賛成以外を 0として積み上げ、それ

を法案数で除したものとした。また、対象期間は福田内閣から小泉内閣に至る 1977年から

2004年とした。これを「戦後の合意」が成立した 1994年 7月で分け、第 80～ 129回国会

（1977年 1月～ 1994年 6月）で成立した法案と第 130～ 161回国会（1994年 7月～ 2004

年 12月）で成立した法案に対する政党の法案支持率を算出した。また、政党ごとに法案支

持率の状況を簡単にまとめると表 1の通りである。

自民党

　防衛分野の法案支持率は 100％である。自民党が下野していた 1993年 8月から 1994年

表 1　各党の法案支持率

（注） 公明党の法案支持率は、同党が衆院で統一会派「改革」、次いで新進党に参加していた第 131回国
会（1994年）から第 141回国会（1997年）にかけての時期を除くもの。また、民主党の法案支持
率は、政党として同党が法案審議に加わった第 139回国会（1996年）以降のもの。

（出所）衆議院事務局資料、国会会議録、衆参両院ホームページ「議案関連情報」をもとに筆者作成。
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6月（第 127～ 129回国会）の期間に成立した防衛分野の立法は、防衛庁職員給与法の一

部改正法（平成 5年 11月 12日法律第 84号）1本しかない（49）。したがって、図 3の政策争

点全てに関する立法にとって与党である。この分野の立法における自民党の役割の大きさ

が確認できる。

民主党

　民主党は「合意」後に登場した新しい政党であるが、二大政党制化が進行する中、第二

党の地位を固めるに至っている。同党の防衛分野の法案支持率 88、90％は示唆に富む。他の

野党に比べて際立った高さを示し、しかも防衛分野以外の法案支持率 76％を上回っている。

　かつての野党第一党、社民党は「合意」後も有事にかかわる立法（第二、第三象限）に

は支持を与えていないが、民主党は第一、第二、第三象限の立法に賛成し、反対するのは

第四象限の立法の一部でしかない。同党が反対した周辺事態法、イラク特措法の法案審議

では、周辺事態（周辺事態法第 1条）、後方地域や後方地域支援（周辺事態法第 3条第 1項

第 1号、第 3号）、非戦闘地域（イラク特措法第 2条第 3項）といった概念が問題視された。

このことから分かるように、民主党は、日本の防衛（個別的自衛権の行使）目的以外での

軍事力の行使には慎重であり、特に戦闘行為に巻き込まれかねない状況での自衛隊の海外

派遣や集団的自衛権の行使に近接するような自衛隊の活用に反対であるとみられる（50）。

　ただし、民主党はあくまでも自衛隊が海外において国際平和協力に従事すること自体に

は反対しておらず、PKO法の改正には全て賛成している。テロ特措法案に民主党が反対し

た理由は、自衛隊の派遣に国会の事前承認を義務づける修正案を同党が提出していたから

であり、法案を完全に否定していたわけではない（51）。

公明党

　かつて平和・護憲の党として、防衛分野の立法に反対してきた公明党の転回は劇的である。

多数の立法措置がとられた 1990年代末から自民党と連立政権を組んでいる公明党の法案支

持率は必然的に上昇するが、連立に加わる前から賛成に転じている。1990年の国際連合平

和協力法案には反対したが、1992年 3月に多国籍軍への財政支援措置の根拠法として制定

された法律（湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講

ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律）を転機に、それ以
（49） 　自民党はこれに賛成している。
（50） 　民主党「基本政策」（1998年 4月 27日）、<http://www.dpj.or.jp/policy_seisaku.html>2006年 10月

6日アクセス。
（51） 　たとえば、民主党渡辺周議員によるテロ特措法案への反対討論（第 153回国会衆議院本会議録第

7号、平成 13年 10月 18日）を参照。
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降の防衛分野の法律に全て賛成しているのである（52）。自民党が連立相手である公明党と調

整しているのだとしても、その調整がつくという事実は公明党の防衛問題に対する態度の

変化が政策転換といってもおかしくない域に達していることを示唆している。

社会（社民）党

　社会党の「合意」する争点エリアはみえにくい。防衛庁所管法での支持率は 44％であ

り、防衛関連法では 10％を切っている。前者に対する支持率の方が高いのは、防衛分野の

救済に関する法案（防衛庁所管法の②）を支持するケースがあったためである。もともと

社会党は、共産党と同じく、平時かつ非軍事（第一象限）以外の立法には強く反対してい

た政党である。防衛庁設置法と自衛隊法の制定に当たって「再軍備政策に反対し、あくま

で戦い抜かん」（53）と宣言し、その改正には組織面であっても作用面であっても反対してき

た。また、上述のように、防衛庁職員給与法は他の公務員給与法と横並びで改正されてき

たが、社会党は共産党とともに同法の改正に反対であった。自衛隊を違憲とする政党にとっ

て、自衛隊員の給与を規定する法律は単なる公務員給与法ではなかったのである（54）。社会

党がその改正法案に支持を与えるようになったのは、1980年代の半ばになってからであり、

1984年から 1986年にかけて「自衛隊違憲・法的存在論」、「ニュー社会党」、「新宣言」といっ

た、それまでの路線を見直す議論が党内で活発化した時期と重なる。

　最大の転機は自民党との連立であり、これにより社会党は自衛隊合憲・安保堅持に踏み

切った。その後は、防衛二法の組織面・作用面の両方の改正に賛成し（55）、第四象限に位置

する立法にも賛成している（56）。1996年 1月に社民党（社会民主党）へと改称し、同年 10

月、新選挙制度によって実施された衆議院総選挙を境に大きく議席を減らすが、その後も

閣外協力にとどまり、防衛分野の立法に支持を与える。ただ、PKO法には附則第 3条に施

行後 3年を経過した場合に見直しを行う規定が設けられていたが、この見直しが遅れたこ

との理由の一つに閣外協力中の社民党の消極姿勢が挙げられる。結局、PKO法の 1998年

（52） 　公明党が参加した新進党も、審議に加わった第 132回国会（1994年）から第 141回国会（1997年）
までの防衛庁所管法、防衛関連法の法案全てに賛成している。

（53） 　防衛二法成立時の左右両社共同声明、1954年 6月 2日（社会民主党全国連合機関誌宣伝局編『資
料集成　平和・人権・環境』社会民主党全国連合機関誌宣伝局、1997年、786ページ）。

（54） 　もう一つの防衛公務員法の代表的な法律である自衛隊員倫理法は、国家公務員倫理法の制定と時
を同じくして、1999年に公務員の不祥事を根絶する目的で制定されているが、衆参両院全会一致で
可決されている。

（55） 　作用面での改正は 2で見たとおりであり、組織面での改正には統合幕僚会議（当時）に情報本部
を設置した防衛庁設置法の改正（平成 8年 5月 29日法律第 50号）や陸上自衛隊に補給統制本部を
設置した自衛隊法の改正（平成 9年法律第 43号）などがある。

（56） 　派遣職員法、日米物品役務相互提供協定に基づく米軍に対する物品・役務の提供を定めた自衛隊
法の一部改正法（平成 8年 6月 19日法律第 86号）など。
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改正は同党が閣外協力を解消した後に成立し、社民党はこの法案に反対している（57）。その

後、社民党が防衛分野の立法を支持することは少なくなり、ガイドライン関連、有事法制

関連の立法は一切支持していない。

　このように、社民党の態度は大きく揺れており、ここ 10年ほどの傾向を導くのが難しい

が、結果としていえることは第二、第三象限の立法は全く支持していない。新たに支持す

るようなった争点エリアは第四象限のみであるが、閣外協力解消後はそれに対して反対に

転じている。

共産党

　共産党の姿勢は一貫している。同党が支持を与えるのは第一象限の立法のみであり、他

の象限の立法には一切支持を与えない。すなわち、有事にかかわる立法または自衛隊の行

動を伴う立法には全て反対なのである。この姿勢に 1990年代以降も変化はない。

　なお、他の政党とは異なり、唯一「合意」後の防衛庁所管法に対する支持率が低下している。

これは、1990年代に、共産党の支持するケースのあった防衛分野の救済に関する立法（防

衛庁所管法の②）の数が減少する一方、一貫して同党の反対する防衛二法の改正が増加し

ていることによる。他方、防衛関連法への支持率が上昇するのは、テロ対策立法のうち自

衛隊の関わらないものを同党が支持するケースがあるからである。たとえば、金融機関本

人確認法、海上保安法改正、国際船舶・港湾保安法などである。

　以上のような各政党の法案支持率は、「戦後の合意」が少なくとも政権を争う第一党と第

二党の間においては成立したことの証左であると考えられる。「合意」前の法案支持率をみ

ると、防衛分野では自民党から民社党、公明党、社会党、共産党の順に低くなっており、

保革の軸で「右」から「左」に並べられる順に等しい。民社党を除き、五十五年体制下の

野党の防衛分野の立法に対する支持率はそれ以外の法案に対する支持率に比べて著しく低

く、「合意」が成立していなかったことを裏付ける結果であるといえよう。

　他方、「合意」後の政党の防衛分野の法案支持率は上昇する（上述のように共産党のみ防

衛庁所管法への支持率が低下）。公明党にいたっては、自民党と同じ 100％にまで上昇して

いる。また、「合意」後に登場する民主党の法案支持率は約 90％であり、五十五年体制下

で最も「右」に位置していた民社党のそれを上回る。「合意」以降の立法は「合意」前の立

法に比べて相当に高いハードルを飛んでいる。それにもかかわらず、第二党（野党第一党）

（57） 　1997年の米軍用地特措法（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第六条に
基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使
用等に関する特別措置法）の改正に対しても、閣内にいながら反対に回っている。
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の支持率が約 90％以上であることには注目してよい。

　片や、社民党、共産党の法案支持率は 10％～ 40％台であり、防衛問題に対して政党の態

度が二極化しているようにみえる。「戦後の合意」をもたらしたはずの社民党は、2006年 2

月の党大会で「現状、明らかに違憲状態にある自衛隊は縮小を図り、国境警備・災害救助・

国際協力などの任務別組織に改編・解消して非武装の日本を目指します」という党宣言を

採択した。社民党、共産党との間では、防衛問題は引き続き憲法論争から解放されない見

込みが強い。

結論

　本小論は、1990年代以降に政党が防衛問題に対してどのように態度を変化させているの

か分析を試みたものである。防衛分野における立法措置数と自衛隊法の作用面での改正の

変化とともに、「戦後の合意」を挟む期間について政党の法案支持率をとりあげた。その方

法がごく単純であるだけに緻密な議論は難しいが、概ね次のような変化を確認できたと考

えている。

　1990年代以降、防衛分野の立法措置数は著しく増加し、その中には自衛隊法の作用面の

立法措置が多数含まれる。このことは、それまで立法のなかった争点エリアで多くの立法

措置が講じられるようになったことと表裏一体である。特に、有事法制や日本の防衛や国

際平和協力における自衛隊の活用といった争点での立法が進んでいる。

　現在の野党第一党、民主党の防衛分野における法案支持率は、五十五年体制下の野党第

一党、社会党のそれより格段に高い。また、自民党と民主党の支持・不支持が一致しない

争点エリアは限られる。民主党の法案支持状況と自衛隊と日米安保条約という防衛政策の

中核的制度への支持を踏まえれば、今や防衛問題が政策論争や政治的妥協の可能なイシュー

になったといっても過言ではない。「戦後日本の最大の争点であった防衛問題が政党間の対

立軸としての意味をほとんど失った」のである（58）。

　東側と西側のどちらに対してどのようなコミットメントを行うのかという次元で政党の

立場が割れていた時代、外交・防衛問題は政治の「最大の争点」であると同時に、また「政

党間の意味ある会話の対象とはならなかった」争点であり、そこでは野党は「少数正義派、

（58） 　大嶽秀夫『日本政治の対立軸── 93年以降の政界再編の中で』（中央公論新社、1999年）236ペー
ジ。本稿では、なぜ 1990年代に防衛問題が政党にとって対立軸としての意味を失ったのか、その理
由の分析には手を着けていない。国際的な要因として冷戦の終結が、国内的要因として衆議院総選
挙における小選挙区比例代表並立制の導入が挙げられる旨を指摘するにとどめる。前者の例として
大嶽『日本政治の対立軸』、後者の例として的場『現代政党システムの変容』がある。
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あるいは破局を待つ殉教者の態度を脱し得ていなかった」といわれた（59）。しかし、「戦後

の合意」後の野党は全体として、態度を大きく変えている。日米間の安保交渉を担当して

いた外務省高官は 1996年にこう書いた。「野党第一党であった社会党が日米安保体制を正

面から否定していた時代にあって国会の議論はきわめて対決的であり、建設的な安全保障

論議が行われる余地は少なかった。社会党の変化により、状況は大きく変わった。今や国

内的にはタブーのない議論が可能となっているのである」（60）。

　ただし第三象限外枠という未だ立法のない、いわば最後の争点エリアで議論の対象となっ

ている集団的自衛権の問題について、「国際法上、全ての主権国家に与えられる個別的自衛

権と集団的自衛権を日本も有するが、憲法の下で認められる自衛権の行使は我が国に対す

る急迫不正な侵害を排除するためとられる必要最小限の範囲のものであるから、集団的自

衛権については憲法がその行使を認めていない」という現行解釈（61）を覆そうとする政党は

ない。防衛分野の立法に寄与してきた自民党も、行使そのものを認めるとは言わず、解釈

の微修正で臨もうとしているようにみえる（62）。これは、この争点が「戦後の合意」によっ

ては説明できないハードルを備えていることを示唆している。

（追記）本稿脱稿後の 2007年 1月 9日、防衛庁設置法等の一部を改正する法律（2006年

12月 15日成立。平成 18年法律第 118号）が施行され、防衛庁は防衛省に移行した。また

それに伴い、例えば「防衛庁の職員の給与等に関する法律」は「防衛省の職員の給与等に

関する法律」となった。

（すけがわやすし　研究部第 1研究室）

（59） 　岩永健吉郎『戦後日本の政党と外交』（東京大学出版会、1985年）154ページ。
（60） 　田中均「新時代の日米安保体制を考える」『中央公論』第 11巻第 14号（1996年 12月）114ページ。
（61） 　稲葉誠一議員提出「憲法、国際法と集団的自衛権に関する質問主意書」に対する答弁書。
（62） 　安倍晋三首相は、2006年 9月 29日の衆参両院本会議における所信表明演説において、これまで

集団的自衛権の行使と見なされてきたケースであっても個別的自衛権の行使と判断できるものがあ
るか事例研究を行うとの方針を表明している。




