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いなべんの憲法論いなべんの憲法論
納得できるか、できないか

それがハカリ（その２）

『的外 第３１９号（平成２８年１１月号）』において、「いなべんの憲

法論 納得できるか、できないか それがハカリ」を書きました。今回は、

その２を述べてみます。

日本国憲法は、基本的人権を保障していますが、「公共の福祉に反しない限

り、最大の尊重を必要とする」と書いていますので、基本的人権も公共の福祉

には勝てないのではないかなどとも思い、基本的人権は、究極的価値だと信

じている身としては、どうしても納得できずにいました。「公共の福祉」と

いう言葉は、不要というより、有害ではないのか、という思いさえありまし

た。

「公共」とは、角川必携国語辞典は「国民全体」とか「社会一般」と説明

しています。「福祉」とは、「幸福で安定した生活環境」と説明しています。

これを合わせてみると「公共の福祉」とは、「国や社会が幸福で安定した生

活環境」ということになります。ですから、そのことは望ましいことであり、

反対する考えは全くありません。しかし、そのためなら、私個人の生命、自

由、幸福が犠牲になっても構わないなどとは思えません。国家、社会の前に

私個人の幸福がほしいのです。公共の福祉という言葉で私の生命、自由、幸

福を奪われることには、納得できません。
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そんな思いがあったため、私はこれまで、「公共の福祉」という言葉が十

分には理解できずにいました。ところが最近、「公共の福祉」という言葉は、

このように考えればいいのではないか、という思いに至りました。田舎弁護

士となって丸４６年、法律の勉強を始めて５０年が経ってやっと理解でき、

「公共の福祉」という言葉を日本国憲法に取り入れた意味が納得でき、その

存在を肯定できるようになり、嬉しくなりました。「誰かに知らせたい」、「本

を書きたい」と思ったのですが、この『的外』でいつものように、まず『的

外』を読んで下さっている私のサポーターである皆様に紹介させて戴きます。

結論から申しますと、公共の福祉とは、国民の心構え、つまり国民の自戒

の言葉だと考えればよい、と気付きました。「自戒」とは、「自分で自分に

注意して、まちがいを起こさないようにつつしむこと」と角川必携国語辞典

は説明しています。そのように「自戒」という言葉を理解した上で、「公共

の福祉」とは、「国民には基本的人権が強力に保障されていますが、そのよ

うな強力に保障されている基本的人権は、それを持つ国民において、自分で

自分に注意してまちがいを起こさないようにつつしみ、主張・行使しなけれ

ばならないという国民の心構えを宣言したものである」という思いに至りま

した。国から国民に対しての命令ではなく、国民自身の心構えを、主権者で

ある国民自らが、憲法に宣言したものだと考えれば、納得できます。

国民主権国家である日本においては、国民は国家機関から命令を受ける立

場ではありません。国民は、国家機関に対して命じる立場です。ですが、国

民は、主権者として、自らもその責任や義務を自覚しなければなりません。

日本国憲法、つまり日本国民が創った憲法の第３章は「国民の権利及び義務」

と明記しているのは、そのことを意識しているのです。

憲法は、国民主権主義の下において、主権者である国民から、国家機関、

つまり法を創る国会、法を執行する内閣、法を解釈する裁判所に対する命令

です。このような憲法は、国は、国民の基本的人権を侵してはならないと規

定しています。つまり、主権者である国民は、国民のために奉仕すべき立場

にある国の機関である国会・内閣・裁判所は、国民の基本的人権を、侵害し
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てはならないと命じています。ですから国家機関は、国民の基本的人権を侵

害してはならないのです。これを侵害する結果となる法律や、行政や、裁判

は、憲法違反ということになります。それは、「公共の福祉」という言葉に

よっても、「法律」という言葉によっても許されないのです。それが主権者

であり、憲法制定権者である国民が国民のために働かなければならない国家

機関に命じた命令なのです。国家機関がこの命令に反していたら、憲法違反

となります。

そのことは、憲法１１条では、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げ

られない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権

利として、現在及び将来の国民に与えられる」と明記しています。つまり、基

本的人権は、国家機関によって侵害されることは絶対にない絶対的な権利な

のです。ですから、基本的人権は、『憲法の究極の価値』ということになり

ます。

他方、憲法１２条は、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の

不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用しては

ならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う」と定め、

１３条では、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に

対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上

で、最大の尊重を必要とする」と続けています。

そこで問題となるのは、基本的人権と公共の福祉とは、どのような関係と

なるのか、という点です。この問題に対しては、これまで自分自身が納得で

きる説明ができませんでした。最近それができそうだという思いが湧いてき

ました。それは、前記のように、公共の福祉という言葉は、国家機関側の言

葉ではなく、国民側の言葉だという思いに至り、納得できる説明ができると

いう思いに至ったのです。そもそも憲法は、主権者である国民が創ったもの

であり、国民が国家機関に命じたものでありますが、国民自身の在り方は憲

法上どうなっているのだろうか、と考えるようになりました。

そのように考えていましたら、憲法は、国民側が国家機関側に対して命じ
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ているものですが、その憲法の中に、国民が国家機関に命じているものの他

に、国民自身が自らを戒めている規定があるということに気がついたのです。

国家機関に命令している主権者である国民自身の心構えを宣言した部分もあ

ることに気付いたのです。

国民の基本的人権は、主権者が主権者の為に奉仕、つまり自分の利害をは

なれて尽くすべき国家機関に侵害されるなどということになったら、本末転

倒です。主権者である国民は、その使用者である国家機関に対し、国民の基

本的人権を絶対に侵してはならないと命じました。他方では、国民自身がこ

の基本的人権を自分で注意して間違いを侵さないようにしなければならない

と自戒しているということに気がつきました。「公共の福祉」という言葉は、

その国民の自戒の言葉なのです。つまり、主権者である国民は、憲法によっ

て、国家機関に厳しい命令をなしていますが、その憲法の中で、主権者であ

る国民自らも「こうしなければならない」という自らの心構えを憲法上に宣

言したのが「公共の福祉」という言葉だと理解すれば、公共の福祉が憲法上

に存在することが納得できるのです。憲法の基本的人権に関する規定の中に

は、「国民が国家機関に命じている部分」と、「国民自身の心構えに関する部分」

とがあるのです。このような目で日本国憲法第３章の「国民の権利及び義務」

の各条文を解釈すれば、よく理解ができます。

憲法３０条は、「国民は法律の定めるところにより、納税の義務を負う」と規定

していますが、これは主権者である国民が自ら納税の義務という国民として

の当然の義務を宣言したものです。国家機関から国民に対する命令ではなく、

国民として当然の義務を国民自らが憲法の中で宣言し、国民の心構えを明ら

かにしたものです。

このように考えますと、公共の福祉は、国家機関側がこの言葉を用いて国

民の基本的人権を制限できるというものではありません。あくまでも、国民

側の自戒の言葉です。いわば、個々の国民の心構えを宣言したものですから、

この言葉を国家機関が用いて、法律などで国民の基本的人権を制限する根拠

とすることはできないのです。国会は、「公共の福祉」を理由に、国民の基

本的人権を制限する法律を創ることはできないということになります。裁判
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所は「公共の福祉」を国民の心構えと把えて、それも判決の根拠とすること

は許されるのは当然です。裁判所が国民の心構えを尊重し、それを裁判する

際の重要な根拠とするのは当たり前だからです。

このように考えることによって、日本国憲法に「公共の福祉」という言葉

の存在することと、公共の福祉と「基本的人権」との関係を矛盾なく説明で

きそうです。

くどくなりますが、もう一度噛み砕いていいますと、「国民の基本的人権は、

国家機関は絶対に侵害できないものであり、公共の福祉という言葉を使っても制約

できないが、その絶対的権利である基本的人権を持つ国民は、その基本的人権を

主張・行使する方法において公共の福祉に添うように努力しなければならないとい

う国民の心構えを宣言したものが公共の福祉である」ということになるのだと

思います。

このように考えれば、前記憲法１２条の「この憲法が国民に保障する自由

及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民

は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する

責任を負う」という条文は、抵抗なくストレートに伝わってきます。

公共の福祉は、「権利の濫用は許さない」という言葉と同じで、基本的人権

という国でも侵害できない最強の権利を持つ国民が、自戒の念を、自らの心

構えを宣言しているものであることが、よく分かります。

「公共の福祉」という言葉は、国家機関がこれを使って、国民の基本的人

権を制限できる規定ではないのです。このことは、憲法改正を議論している

国会議員の先生方に、釈迦に説法となりそうですが、特に強調させて戴きた

いのです。公共の福祉という考え方は、国家機関が国民の基本的人権を制約

できる憲法上の根拠とはなり得ないのです。憲法改正を考えている安倍政権

には、是非理解して戴きたいのです。

主権者である国民が、国民のあるべき心構えを宣言したものなのですから、

この言葉を国家機関が逆手にとって、国民の基本的人権を制限するなどとい

うことは、許されないのです。そんなことをしたら、憲法違反なのです。基
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本的人権は、憲法上究極の価値です。国家機関は、ひたすらそれを守らなけ

ればならない立場にあります。国民のために奉仕すべき立場にある国家機関

が、国民の基本的人権を公共の福祉などという言葉を使って制限したりする

ことは、国民にとっては飼い犬に手をかまれるという状態なのです。基本的

人権を制約することができるのは、それを持つ国民だけなのです。

そのような立場にある国民は、「公共の福祉」とか「権利濫用」とかの言

葉を用いて、自らの心構えを、自戒を、思いを憲法上で宣言したのです。こ

れを国家機関が逆手に取るような憲法解釈を許してはならないのです。最近、

「公共の福祉」、或いはこれに近い言葉を用いて、国家が国民の基本的人権

を制限できるが如き主張もみられますが、それは誤解です。

憲法改正議論は、「戦争放棄」の９条が本丸だとは思いますが、「公共の

福祉」も曲解されると極めて危険な言葉となってしまいます。憲法の本当の

心を知らない 輩 によって、ねじ曲げられて解釈されたら、「公共の福祉」
やから

という言葉によって、国民の基本的人権が国家機関によって、侵害されかね

ない危険性が大きいのです。このことを知ってもらいたいのです。

「国民主権」、「戦争放棄」、「基本的人権」は日本国憲法の３大原則です。

この３大原則を壊すような内容の憲法改正はできないのです。

最近、政治家、特に安倍政権の中で、憲法改正論が浮上していますが、憲

法制定権者は国民であり、従って、憲法改正権者は国民であることの認識が

不足しているのではないかと思われるような言動に接することがあります。

この点特に気になりますので、「そもそも国政は、国民の厳粛なる信託によるも

のであって、こ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、

その福利は国民が享受する」という憲法の前文の一節を紹介します。

私は、平成１８(２００６)年１１月３０日に『田舎弁護士の大衆法律学―

憲法の心―改正権者のあなたに知ってほしい』(発行所、本の森)という本を出

しました。憲法改正権者は、国民であるということを強調したのですが、基

本的人権と公共の福祉の関係を論じる上で、改めて「憲法改正権者は国民で

ある」という前に「憲法制定者は国民である」ということと、憲法第３章の
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「国民の権利及び義務」の各規定は国民の国家機関に対する命令の部分と、

国民の心構えの部分から成り立っている、つまり、国家機関は国民の基本的

人権を絶対に侵してはならないという命令の部分と、国民は絶対的権利である国

民の基本的人権を濫用してはならないし、公共の福祉のため利用しなければならな

い、と自らの心構えを宣言した部分から成り立っていることを知ってほしいの

です。国家機関が、特に国会が、国民の基本的人権を法律で制限することな

どできないことを知ってほしいのです。

憲法１１条は、「基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及

び将来の国民に与えられる」と規定しながら、１２条は「この憲法が保障する

自由など権利は、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う」と定めて

いる真の意味をやっと理解できました。日本国憲法に「公共の福祉」という

言葉が存在する意味が理解でき、「公共の福祉」は日本国憲法に存在するこ

とに納得できました。

『いなべんの憲法論 納得できるか、できないか それがハカリ（その

１）』でも述べましたが、学者がどう言っているか、判例がどう言っている

かなどは一時置いておいて、まず自分が納得できるかできないかを第１に考

えたいと思います。主権者である国民１人１人が、それぞれ、憲法問題に直

面したら、自分が納得できるか、できないかを真剣に考えてほしいのです。

疑問を感じたら、調べたり、教えてもらったり、自分が理解できるまで考え

て、このような法律や行政や裁判が、憲法の心に添うものと、納得できるか、

できないかの判断を下すべきです。そのようなキッカケになればと、駄文を

書き続けるつもりです。
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

３月１８日の出版記念講演会の予告

先月号で、３月１８日の出版記念講演会のご案内をさせて戴きました。千

葉美智事務長のピンクの本『相続税が心配な方のために』(平成２９年３月

１０日発刊）をテキストにしての勉強会ですが、私も話させて戴きます。

相続税対策の究極の方法は、「遺産を残さない」、ということになります。

そんな話をしたいと思っていますが、私がかつて書いた拙著『火種・足枷』

の一節を転載しますので、お読み戴ければ幸甚です。私の話は、こんな調子

になるものと思います。著者の事務長と監修者の税理士鈴木和博先生からは、

相続税節税の具体的な方法について話があります。興味が湧きましたら、朝

早くで大変だと思いますが、是非、会場まで足をお運び下さい。お待ちして

います。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

「人を残す」 の段

「金を残して死ぬものは下だ。人を残して死ぬものは上だ」。郷里の偉人・

後藤新平の言葉とのことである。

後藤新平の言葉

岩手が生んだ偉人・後藤新平（1857 － 1929）は、現在の東京の原型をデ
ザインした政治家として有名である。

その後藤新平は、死の直前に「金を残して死ぬものは下だ。仕事を残して

死ぬものは中だ。人を残して死ぬものは上だ」という言葉を残したとのこと
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である。

明治維新の雄・西郷隆盛（1828－ 1877）は、「偶成」と題する漢詩で「親
ぐ う せ い

苦労す、子は楽す、孫は乞食す」と詠んだ。

昔から、「子孫に美田を残さず」とか「児孫のために美田を買わず」とい
び で ん

う諺がある。後藤新平も西郷隆盛も、この諺を言葉を変えて語っている。
ことわざ

昔から「子孫に財産を残すと、子孫の独立心を失わせてしまうことになり

かねない」と言い伝えられてきた。平たく言うと、「子供に金を残すことは

馬鹿を作る」というわけである。

「唯我独尊」の段で、自分の作った財産は「自分が充実した人生を送る

ために使う」のが有効に金を使う優先順位の第１順位にランクされる理由を

述べた。

「子供が世の中を渡っていけるような力をつけるために使う」が第２順位

にランク付けされる理由は、後藤新平の「人を残して死ぬものは上だ」とい

う言葉に言い尽くされている。

後藤新平は、「金を残して死ぬものは下だ」と言い切っている。子供に金

を残すと子供の独立心が薄れるだけではなく、残した財産がこれまで述べた

ように火種となりかねないことも見通していたのであろう。

「さすが、わが岩手が生んだ偉人だ」とその炯眼に恐れ入る。物事の本質
け い が ん

を見抜く力は確かだ。

筆者も 40 年の田舎弁護士経験を通して、子供たちに遺産を残したために
ろくな結果が出なかったというケースを数多く見た。その代表的なものは、

次のようなものだ。

○怠け者を作る

親がたくさんの遺産を残してくれたため、それまで真面目に働いていたの

に働く気をなくしてしまった子供を筆者は数多く見ている。

朝から晩まで働き詰めで 1 か月 20 万円、年収 300 万円くらいしか稼いで
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いなかった子供が、親の遺産として 1 億円を手に入れた。1 億円はその子供
の約 33 年間の全収入に当たる。コツコツ働いているのが馬鹿臭くなる子供
が出てきても不思議ではない。

○勘違いをさせる

子供が細々とした事業経営を営んでいた。1 億円の遺産が転がり込んでき
たため、それを資金として事業を拡大した。

この資金は、いわば棚からぼた餅で、自分の事業経営から生み出されたも

のではない。だが、子供は 1億円の遺産が入ったことで、自分に力がついた
ような勘違いをした。事業を拡大し、従業員を増やした。

自分の事業から利益が上がったわけではないから、事業を拡大しても利益

は上がらず、遺産を食い潰すことになった。

遺産があるうちは回っていたが、やがて資金繰りに行き詰まり、倒産した

例に筆者は何度か巡り合っている。

○気違いに刃物を持たせる

最もひどいのは、遺産の存在が「気違いに刃物を持たせる」という結果に

なる場合である。

遺産が入ったため、それを使って「飲む、打つ、買う」という状態に陥り、

体を壊したり、家庭を壊したり、時にはトラブルに巻き込まれて人を殺傷し

てしまった、という子供もいた。

持ったことのないような大金が転がり込んできたりすると、生活が変わっ

たり、性格が変わったりする子がいる。

その大金目当てに、よからぬ輩が近付いてきて、よからぬ人間関係がで
やから

き、トラブルが生まれることもある。筆者はそのような例を目の当たりにし

たことがある。

○火種を作る

このことは、「瓦解」の段と「火種」の段で既述のとおりである。本書

のメインテーマである。

「怠け者を作る」、「勘違いをさせる」、「気違いに刃物を持たせる」こと
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になるというのは、遺産を残してもらった子供自身の問題であるが、「骨肉

相食む火種」は、遺産を残してもらった者だけに止まらず周囲を巻き込むこ

とが多く、親族一同に深い溝を作りかねない。親族瓦解の火種となりかねな

い。

「骨肉相食む火種」は残してはならない。筆者は、この本でそのことを細

かい法律論は置いておき、ざっくりと大きく述べたい。

普段あまり意識していないが、「そう言われればそうだ」と思ってもらえ

れば、筆者は本望を遂げる。

闇雲に金を残すために稼ぎまくっている方は、何のために金を稼ぐのかを

考えてみてほしい。金は人生を楽しむ手段であって、目的ではない。この本

を読んだらちょっと足を止めて、その辺のところに思いを巡らせてほしい。

親は、子の将来を心配する。自分が亡くなった後の子のことも心配だ。こ

れは人情としてごく当たり前のことである。だが、そのために子供に遺産を

残すことは、これまで述べたとおり得策ではない。正しく「金を残して死ぬ
ま さ

ものは下だ」である。

子供のための金なら、残してやるよりも「子供に力をつけるために使う」

ということが大事である。

親は子より先に死ぬ。それが普通だ。いずれ、親の力の及ばない世界で子

は生きて行かねばならない。世の中で認められる子になってほしい。そのた

めには、親の目の黒いうちにその力をつけておいてやりたい。

子供が世の中で認められるような力とは、資格であったり実力であったり

する。だが、誰もが持っている資格や実力では、世の中を渡る力とはならな

い。「最終学歴、自動車学校」などと履歴書に書いても、誰もが運転免許を

持っている現代社会においては認めてもらえない。

子供が望むなら、医師資格や弁護士資格等、簡単には取れない資格を取ら

せるのも一方法である。

医学部に入り、医師資格を取るためには多くの学費がかかる。弁護士資格

は、かつては経済的に恵まれていない苦学生が目標にするには格好のターゲ

ットだった。だが、今はロースクールができ、その学費は高額となっている。
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医師資格や弁護士資格を取るには多くの金が必要である。子供にその意思

とその能力がある場合、親としてはこれらの資格を取らせるための経済的バ

ックアップはしたいものである。

そのようなときのために備蓄をしておくことは、火種を残すこととは全く

異なる。目的を持った備蓄である。闇雲に財産を残すこととは違う。

筆者は、これまで多くの事業整理事件を手がけた。事業整理事件は数限り

なく手がけたので、特にこの事件の内容についての印象は残っていない。だ

が、その事業経営者と子供の関係については大変印象深い。

それは、事業経営をしていた父親は多額の借金をし、2 人の子供に医学部
を卒業させ、医師資格を取らせた。その後、筆者は父親が経営していた会社

と父親個人の借金の整理をした。

その父親が死んだ際、2 人の子供たちには何の遺産も残らなかったが、父
親の借金は父親が生存中に自己破産手続によって免責され、子供たちには父

親の借金も残らなかった。もちろん、プラスの遺産も残らなかった。

だが、2 人の子供には医師資格が残った。2 人の子供は医師として立派に
社会貢献している。経済的にも心配のない生活をしている。

この父親は借金をし、子供たちに学費を送り、医師資格を取らせた。子供

たちが医師資格をとった後に事業を整理した。破産手続によって父親個人の

借金は免責されたので、子供たちに相続されずに済んだ。

筆者の知る限りでは、これは計画的ではない。景気の風に流されて事業を

清算しなければならなかったのである。ただ、子供が資格を取るまで事業を

継続していたからこそ、その間に大きな借金ができ、多額な学費を送り続け

られたことは間違いない。

この事件は、筆者にとっては印象的であった。「子供に遺産を残すより、

資格を取らせた方がいい」、「もし借金が残るようだったら、借金を整理し、

子供たちには残さないようにすればよい」と深く心に刻んだ。

その意味で、印象深い事件であった。このことも、次に述べる「金よりあ

りがたい写真集」とともに、この本を書くきっかけの一つとなった。


