
憲法を考える 

 

 

 
第4版 

 
2016.6.25 

 
森松 幹治 

 

 
 

今後期待される民主主義による市民革命 

1 



目  次 

はじめに    

第１章 新旧憲法の比較  

     日本国憲法の基本理念     日本国憲法の構造    

     大日本帝国憲法の実態概念  大日本帝国憲法の構造  

     大日本帝国憲法と日本国憲法の主要項目比較   

第２章 用語の解説      

     用語の解説 1/2 

     憲法の由来、法律、立憲主義、民主主義、自由主義、人権、人民、国民、市民、国/国家 

     国民国家、絶対君主制、立憲君主制、立憲民主制、主権/統治権、君主主権、国民主権   

     用語の解説 2/2 

     天皇主権、臣民、天皇教の原理、絶対王政/絶対主義、市民革命、天皇機関説、国体   

第３章 日本国憲法の人権条項の種類  
  

第４章 20世紀前半の世界戦争の戦死者数  
  

第５章 日本憲政小史と世界憲政小史  

     日本憲政小史 大日本帝国憲法発布前後から日本国憲法発布前後まで 

     世界憲政小史 主要市民革命・世界憲法と影響を受けた日本国憲法    

第６章 世界史上の主要な市民革命  

まとめ 

おわりに 2 



はじめに 

安保法制をめぐる一連の経過 

 

安保法制に反対する国民の声 

 

憲法ってなんだ 

 

 

 
3 



4 

 第1章 日本国憲法の基本理念 
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第1章 日本国憲法の構造 
立憲民主サイクル 
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第1章 大日本帝国憲法の後期概念※ 

※日本国憲法の基本理念に対する、後期大日本帝国憲法下の日本型ファシズム 
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第1章 大日本帝国憲法の構造 
立憲君主サイクル 
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  大日本帝国憲法 日本国憲法 

公布 
施行 

1889. 2.11 
1890.11.29 

1946.11.3 
1947. 5.3 

形式 欽定憲法 民定憲法 

主権 天皇主権 国民主権 

天皇 
元首 

（神聖不可侵、現人神） 
統治者として国体を総覧 

象徴 
（人間宣言1946.1.1） 

政体 絶対君主に近い立憲君主制 立憲民主制 

戦争と平和 軍国主義・全体主義 平和主義 

戦争と軍隊 
天皇に直属する軍隊 
統帥権の独立 
臣民に兵役義務 

９条 
戦争放棄 
戦力不保持 
交戦権否認 

人権 専制主義 
人権尊重 

（個人の尊厳・個人の尊重） 

義務 納税、教育、兵役 納税、教育、勤労 

国家権力 天皇に直属する多元的権力 三権分立 

国会 天皇の協賛機関 国権の最高機関 

内閣 天皇の輔弼（助言と補佐）機関 行政の最高機関 

裁判所 天皇の名において裁判 司法権の独立を保障 

地方自治 中央集権 地方分権を尊重 

憲法改正 天皇の発議→議会の議決 国会発議→国民投票 

森松 幹治作成2016.2.1 

第1章 大日本帝国憲法と日本国憲法との主要項目比較 



事項 語源（英） 
法律 law 

憲法の由来 

constitution 
国家最高の法規範 

他に、構成、組織、構造、体質、 

性質、健康等の意味がある。 

立憲主義  〔法の支配〕 
constitutionalism 

〔rule of law〕 

民主主義  〔人の支配〕 democracy 

自由主義 liberalism 

人権   

〔人権思想〕 
human rights 

人民/ 例 米国 people 

国民/ 例 日本 nation 

市民 citizen 

国、国家 state 

国民国家 nation-state 

絶対/ 君主制 absolute/ monarch 

立憲/ 君主制 constitutional / monarch 

立憲/ 民主制 constitutional / democracy 

主権/ 統治権 sovereignty 

君主主権 monarch sovereignty 

国民主権 popular sovereignty 

第2章 用語の解説 1/2 
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事項 語源（英） 

天皇主権 ― 

臣民 a subject 

天皇教の原理 ―  

絶対王政/絶対主義 absolute monarchism/ absolutism 

市民革命 

（語源からは人民革命が近い） 
a people’s(popular) revolution 

天皇機関説  ― 

国体  ― 

第2章 用語の解説 2/2 
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自由権 

精神の自由 

身体の自由 

経済活動の自由 

社会権 

生存権（25） 

教育を受ける権利 

労働基本権 

請求権 

国家賠償請求権 

裁判を受ける権利 

刑事補償請求権 

請願権 

参政権 

選挙権 

被選挙権 

直接民主制 

新しい人権 
環境権 

プライバシー権 

基本的 
人権 

前文一段 

普遍性、永久不可侵性、固有性（11）、 

自由及び権利の保持責任と濫用防止（12） 

基本的人権の本質（97） 

個人の尊重と公共の福祉（13） 

憲法の究極目的、包括的人権規定 

幸福追求権、平等の原則、思想・良心の自由、表現の自

由、移動の自由などの諸人権が派生。 

平等権 差別されない権利(14.1) 
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第3章 日本国憲法の人権（日本型権利章典に相当）条項 



イギリスは議会による政治体制や思想をきずいたことから、「民主主義の母国」といわれてい
る。14世紀になると、ルネサンスとよばれるイタリアを中心に古代ギリシャやローマの文化の研
究を通じた自由な人間中心の文化がヨーロッパに広がり、キリスト教の人類愛の思想と融合し
て、合理主義と人間尊重の精神を人々に根づかせた。 

  
1517年、ドイツではルターが宗教改革をおこし、人間は神の前ではすべて平等であるとして、
個人の自由と尊厳を主張した。 

1642年、イギリスでは、王党派と議会派が対立し、クロムウェルが率いる議会派が勝利し、国
王を処刑する清教徒革命がおきた。ついで1688年には、議会が国王を交代させる名誉革命（流
血を防いだことからこの名前がつけられた）がおき、これらの革命によって権利章典が発布され、
国王による専制政治を大きく制限した。 

  
権利の章典発布の翌年、イギリスのロックが「市民政府二論」を著し、「人間はすべて平等で
あり、生命、自由および財産は生まれながらの権利をもつ」ことと、「国家はそうした権利を守る
ためにあり、これを阻害する場合、市民は反抗権をもち、支配者を交代させることができる」と
主張した。 

  
ロックの思想は、フランスの啓蒙思想に影響を与え、モンテスキューは「法の精神」を著し、政
治は立法と行政、司法の三権を分立させることを説いた。 
また、ルソーは「社会契約論」を著し、「人は生まれながらにして自由・平等である」として、自
然権の立場で人民（国民）主権を主張した。 
これらの思想は18世紀後半のアメリカ独立戦争やフランス革命に影響を与えていった。 
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第3章 （追補）人権思想のおこりと発達 
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第4章 20世紀前半以降の戦死者数 1/2 



14 

第4章 20世紀前半以降の戦死者数 2/2  



事項 年号 

王政復古の大号令 1867 

明治維新/ 明治改元 1869 

廃仏毀釈 1870 

廃藩置県 1872 

徴兵令と西南戦争 1877 

内閣制度発足 1885 

自由民権運動 1874～1882 

私擬憲法案 1881 

世界大不況  1873～1896  

大日本帝国憲法発布 1889 

 日清戦争 1894～1895  

ハーグ陸戦条約 1899 

日露戦争  1904～1905  

第一次世界大戦 1914～1918 

大正改元 1912 

大正デモクラシー 1910～1920 

ロシア革命 1917 

パリ講和会議（ヴェルサイユ会議） 1919 

第5章 日本憲政史 大日本帝国憲法発布から日本国憲法発布まで 1/2 
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治安維持法 1925 

昭和改元 1926 

世界恐慌 （1929～1933） 

統帥権干犯問題 1930 

満州事変 1931～1933 

5.15事件 1932 

2.26事件 1936 

支那事変 1937～1941 

 第二次世界大戦 1939～1945  

 太平洋戦争 1941～1945  

国際連合憲章      6.26 

1945 

ポッダム宣言        7.26  

ポッダム宣言受諾 8.14 

８．１５革命・終戦  8.15 

国際連合発足    10.24 

日本国憲法発布 11.3/ 施行 翌年5.3 1946/ 1947 

第5章 日本憲政史 大日本帝国憲法発布から日本国憲法発布まで 2/2 
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国 事項 年号 

イギリス 

マグナ･カルタ 
（大憲章） 1215 

清教徒革命（ピューリタン革命） 1641～1649 

名誉革命 1688 

権利章典 
Ｂill of Ｒigts 1689 

アメリカ 

アメリカ独立戦争 
（アメリカ革命） 

（American Revolution） 
1775～1783 

バージニア権利章典 

1776 
アメリカ独立宣言 

アメリカ合衆国憲法 
世界最初の成文憲法 

1787 

権利章典 1789 

第5章 世界憲政小史 主要市民革命と世界憲法、影響を受けた日本国憲法 1/2 
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フランス 

フランス革命 

1789 フランス人権宣言 

（人間と市民の権利の宣言） 

ドイツ 

ドイツ革命 1918～1919 

ワイマール憲法 

（ドイツ共和国憲法） 
1919 

ソ連 
ロシア革命 1917 

ソビエト社会主義連邦共和国憲法 1936 

日本 

大日本帝国憲法 1889 

太平洋戦争開戦 1941 

国連憲章 1945 

ポッダム宣言 1945 

太平洋戦争終結 1945 

日本国憲法発布 1946 

朝鮮戦争勃発 1950 

サンフランシスコ講和条約 1951 

平成改元 1989 

第5章 世界憲政小史 主要市民革命と世界憲法、影響を受けた日本国憲法 2/2 
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事項（年号） 革命/ （政体） 

清教徒革命 
ピューリタン革命 （1641～1649） 

市民革命 （立憲民主） 

名誉革命 （1688） 市民革命（立憲民主） 

アメリカ独立戦争（英国） （1775～1783） 
アメリカ革命（米国） 

市民革命（立憲民主） 

フランス革命 （1789～1799） 市民革命（立憲民主） 

明治維新 （1868） 
（本来の市民革命ではない） 

薩長土肥の下級武士指導による革命 
(絶対君主に近い立憲君主） 

ロシア革命 （1917） 市民革命（立憲民主） 

ドイツ革命 （1918～1919） 市民革命（立憲民主） 

日本 
８．１５革命 

８月革命説（1945）  
日本国憲法発布 

占領下の擬制市民革命  
(明治憲法との法的連続性が断絶） 

日本 今後期待される市民革命 

第6章 世界史上の主要市民革命 
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まとめ 1/7  第２章 用語の説明 

古代からつくられた法律に比べると、憲法は比較的あたらしく近世になっ
てからつくられた。 
 
いずれの国も産業革命を通して資本主義が発達し、絶対王政の末期に
市民革命が起き、人権宣言つくられ、旧体制から新体制に変革し、憲法
が制定されるという経過を辿っている。 
 
日本の絶対王政に近い立憲君主制と、西欧諸国の立憲君主制とは、大
分異なっている。前者立憲君主制（権威は神格天皇、権力は政府）二重
構造は、市民革命を経ないで成立。明治政府は、権力を持たない天皇の
権威を利用し天皇制中央集権国家をつくった。 
 
後者立憲君主制（君臨すれども統治せず）は、絶対王政（権威と権力一体
構造）が打倒され、市民革命を経て成立した。 
 
一方明治憲法において、天皇に直結する枢密院や貴族院の存在、各省
割拠主義体制、陸海軍と統帥権の独立など多元的権力構造が立憲主義
を阻み、「非立憲」の事態を招いて軍国主義・全体主義のファシズムを許
す要因になった。 

大正末期、天皇の統帥権を簒奪して軍部（一部下級将校）が独走。世界
を相手に戦域を拡大した。全面戦争に突入した結果、各地で敗退。ポッダ
ム宣言、原爆投下・ポッダム宣言受諾・戦争終結となった。 

21 



まとめ 2/7 天皇教の原理（明治政府統治の秘密） 

「神の国」明治の日本 
1871（明治4年）に行われた廃藩置県を見て、英国の駐日公使だったパーク
スはこう言ったと言われる。 
 
「日本の天皇は神である」 

これはまさしく、明治維新の本質を表している言葉。ヨーロッパの歴史におい
て、王権神授説が猛威を振るっていた時代でもここまで大胆な社会変革は
行われなかった。 
 
国王が領主の土地を取り上げる。そんなことを考えただけで、その国王の恐
ろしさに震えあがった。 中略 
 
しかし、廃藩置県1872年（同時期に神仏分離令1970年による廃仏毀釈が起
きた）は一滴の血を流すことなく完了した。こんな奇跡がなぜ可能になったの
か。それはパークスがいみじくも漏らしたように、当時の武士たちの多くが天
皇は神であると信じたからだ。 

小室直樹 「日本人のための憲法原論」第五刷p394~369 
抜粋 集英社 2013.6 

 
明治維新前に天皇教は日本に存在しなかった。幕末に風靡した尊王攘夷思
想と絶対王政を支える王権神授説にヒントに、明治政府は国を統治する手
段として、国家神道・官製宗教をつくった。神殿に明治神宮等がある。 
 22 



まとめ 3/7 第３章 日本国憲法の人権条項の種類 

（国民主権・人権尊重・平和主義）三大原理及び三権分立 
 

 （人権尊重（自由と平等）、圧政への抵抗権、国民主権、法の支配、 

権力分立、私有財産の不可侵などを宣言する 

フランス人権宣言に匹敵  
戦争は人間の幸福追求権を奪い、 

人命を損なうという最大の人権侵害 

を引き起こす 
 

人権尊重と平和主義は裏表の関係にあり、 

人類普遍・永久不可侵の原則 
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人権に関わる要求、宣言の歴史から、イギリスでは、1215年に
マグナ・カルタ、1628年に権利請願、1679年に人身保護法、
1689年に権利章典がある。 
 
これらは封建領主が市民らの要求を国王に対して認めさせた
ものであったり、イギリス人の伝統的な権利や自由の尊重を求
めたものである。 
 
絶対王政の国家権力の圧政から、市民らの個人の権利を護る
ためにこれらの要求が行われた。 
 
これが近代的な人権思想誕生へとつながり、18世紀に市民革
命が起きた。1776年に米国でバージニア権利章典を宣言。 
1789年には（フランス革命では絶対王政を打倒）『人間と市民
の権利の宣言』が成立した。 

まとめ 4/7 第３章 人権に関わる要求、宣言の歴史 
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まとめ 5/7  第４章 20世紀前半の世界戦争の戦死者数 

人類歴史上、二度に亘る世界大戦が20世紀前半に起きた。民間人
の死亡割合が第一次世界大戦で約5％だったものが、第二次世界大
戦では約13倍の約65％に増えた。近代戦争が、いかに非戦闘員を巻
き込む非道・悲惨なものであるかを示している。 
 
欧州側でナチヅム・ファシズムは、ユダヤ人を劣等人種と見なし、ロ
マ族（ジプシー）、スラブ民族（ホーランド人、ロシア人）までも同様とし
て迫害・虐殺した。ホロコースト（ユダヤ人大量虐殺）である。その結
果、第二次世界大戦各国戦没者数を見ると欧州側の民間人の戦死
者の比率が異常に高くなっている。 
  
人類史上類をみないような大量殺戮・犠牲を生み出した経験から、
1945.6のサンフランシスコ会議で国際連合憲章が採択され、同憲章
は次の書き出しで始まっている。 
 
「われら連合国に人民は、／われらの一生にうちに二度までも言語に
絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来に世代を救い、／基
本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関
する信念を改めて確認し････」 

この恒久平和を希求する平和主義と人権擁護思想は、日本国憲法
の前文にも引き継がれている。 25 



まとめ 6/7 第５章 日本憲政小史と世界憲政小史 

日本憲政小史 大日本帝国憲法発布前後から日本国憲法発布前後まで 
 
世界憲政小史 主要市民革命・世界憲法と影響を受けた日本国憲法 
 

近世に入り欧米諸国では、市民革命、権利章典を繰り返し
起こし、市民らは支配者に対抗して憲法をつくり上げ、互い
に影響を与えながら発展してきた。 
 
憲法は、積み上げてきた人権拡張の歴史的所産である。 
 

現在、歴史のネジを元に戻すような改憲論議が安倍政権
から出されている。 
 

主権者国民は、歴史を逆流させる同政権の企てを断じて許
してはならない。 

26 



まとめ 7/7 第６章 世界史上の主要な市民革命 

絶対王政から立憲民主制へ政体が変革する際に、西欧諸国
では市民革命という劫火の洗礼をくぐってきた。 
 
明治維新と敗戦後の8.15革命は外観的には旧体制から新体
制に政体が変革したが、 
これは国民が自覚して獲得した市民革命ではなかった。 
 

現在、国民大多数の憲法擁護の声にも拘わらず、憲法９条
平和主義が国会の多数派により脅かされている。 
 

平和を希求する国民大多数の意思に反する支配者に対し、
本来の民主主義による市民革命が期待される。 

27 



 
おわりに 1/2 

憲法学者佐藤 幸治(1937～)京大名誉教授「世界史の中の日本国憲
法」著末尾文章を引用して、本小文を閉じる。 
 
中略 

かねて申してきたことですが、ここでも再言しておきたいと思います。
「私は、憲法の個別的な事柄について修正を加えていく必要がありうる
ことを否定しない。しかし、憲法の本体・根幹を安易に揺るがすようなこ
とはしないという賢慮が必要であると強く思う。『土台』がいつどのように
変わるか分からないところで、政治と司法が本来の役割を果たし、立派
な建物を築いていけるはずはないからである」。 
  
このことに関連して、最後に指摘しておきたいことがあります。それは憲
法の下で、憲法の趣旨を活かすべく、法律でやれること、やるべきこと
が多々あるということです。日本国憲法という法典に書かれていること、
それが憲法のすべてではありません。それぞれの時代の要請に応えな
がら、憲法の理念、趣旨をよいよく活かすような法律や慣習の形成に
よって、憲法の内容を豊かにしていくことができますし、またしていかな
ければなりません。 
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おわりに 2/2 

中略 

新たな文明論も提唱されておりますが、人類にとって今一番必要なこと
は「自制」力の保持であると思われてなりません。 

特に「自制」力を失って大きな悲劇を経験した日本のわれわれは、人類
の歴史と日本の近代史を重ね合せながら、その歴史に深く学ぶ必要が
あると痛切に思います。 

「歴史から学ばない民族や国民に発展の可能性はない」（田中浩）こと
を肝に銘じつつ。最後に、日本国憲法九七条を読んで終えたいと思い
ます。 

 
 

「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる
自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に
堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利とし
て信託されたものである」。 

以上 

 29 



〔余聞〕 終戦、外国女性（当時22才）から見た日本人観 

日本人というのは、本質的に封建民族だと私は思う。権力者の命令
ならば、たとえ気が進まなくとも実行する。 

戦争末期に特攻隊の志願者を募った時、そのほとんどの若者は死に
たくなかったのが本音だと思う。でも、一歩前に出る勇気の方が日本
では難しいのだ。 

また、日本の道徳は、犠牲的精神を発揮する人物を、必要以上に美
化する。その中にヒロイズムを感じる人も、他の民族より多いように思
う。 

日本人に人権という概念を話しても通じない。わがままだとか、個人
主義とかいう悪意のあることばに置きかえられてしまうからだ。 

『1945年のクリスマス日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝』P38 
ベアテ・シロタ・ゴードン（構成･文:平岡 磨紀子）柏書房2001.6 

 

「場の空気を読む」 日本人は、データに基づく客観的な判断よりも、「場の空気」を優
先する、と山本七平が指摘。 

『空気の研究』第19刷 山本七平 文春文庫 2008.4 
ヒットラーに乗せられて「日独伊三国同盟」1940年締結したドイツ国民も、日本国民と
同様に「場の空気」を読んだのだろうか。 
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