
■ 早稲田大学の水島です。「直言」ニュースをお届けします 

。さきほど、直言更新しました。 

http://www.asaho.com/jpn/index.html 

http://www.asaho.com/jpn/bkno/2019/0304.html 

 

■ 今回は、先週火曜日の朝一番で鑑賞したロベルト・シュヴェンケ監督『ちいさ 

な独裁者』（2017年、原題「大尉」（Der Hauptmann）)について触れました。こ 

の種の映画にしては残虐シーンはかなり抑制されていましたが、心の芯から寒々 

とするような怖さを感じる作品でした。忖度や保身、エゴなどから「インチキ大 

尉」に従っていく様子は、日本の国会でのエリート官僚たちがあきれるような答 

弁を繰り返していることと重なり、まさにいまを感じさせるものでした。「記憶 

にございません」「意図的に隠したとまでは認められず、隠蔽行為があったとは 

いえない」「白黒ではなく非常にグレーのところがある」等々。統計不正問題で 

も、官僚たちの醜態をみせられています。それもこれも、すべて安倍首相の答弁 

に辻褄をあわせるための涙ぐましい努力です。小心で狭量な陣笠議員がなぜ長期 

にわたって首相でいられるのか。 

http://www.asaho.com/jpn/bkno/2008/0204.html 

 

その「秘密」の一端が、この映画から見えてきました。ネタバレになるので、本 

文でも立ち入って触れていません。映画館での上映は今週末で終わりですので、 

DVDレンタルが始まれば是非ご覧ください。なお、公式サイト参照のこと。 

http://dokusaisha-movie.jp/ 

 

■ 今回の「直言」では、安倍首相が「私は立法府の長」と何度も言ってしまう心 

象風景を探ってみました。 

https://www.youtube.com/watch?v=osbHXGaRgEg 

衆参両院で圧倒的多数の議席を得て、最高裁判事 15人が安倍内閣任命でまさに 

「安倍コート」となって、立法、行政、司法を統括する「わが総統」気取りなの 

かもしれません。とうとう衆院予算委員会で、「朕は国家なり」と聞こえる答弁 

をしてしまいました。 

https://video.twimg.com/ext_tw_video/1100986742859943936/pu/vid/1280x720/p6JLL93kthIefeWS.mp4?t

ag=6 

 



「安倍一強」で権力分立が危機に瀕しているこの国の「悪夢」です。 

 

■ 今回の「直言」では、1950年の日本公法学会で、日本国憲法施行後初めて権力 

分立について本格的な研究報告を行った清宮四郎教授のいう「権力分立の 4つの 

特性」について紹介しました。どうぞお読みください。 

 

■ 先週の「直言」は、「右翼ポピュリズムと憲法理論――ベッケンフェルデ民主制 

論の悪用」でした。 

http://www.asaho.com/jpn/bkno/2019/0225.html 

 

連邦憲法裁判所裁判官も務めたベッケンフェルデ教授の民主制論を用いて移民 

排斥の論陣を張るドイツの極右新聞の議論を検証しました。たまたまこの「直 

言」を更新した日に、同教授は死去しました。更新直後にその死を知り、大変驚 

きました。 

 

■ 3月 2日に西東京市で講演しました。「自衛隊をなくす・変える」という挑戦的 

なテーマで、「自衛隊の平和憲法的解編構想」について講演し、20人以上の質問 

に答えました。なお、この講演は岡山のケーブルテレビ(玉島テレビ)のクルーが 

きて撮影し、岡山で放映される予定です。 

http://www.asaho.com/jpn/img/2019/0121/nishitokyo.png 

 

3月 12日に信州大学で講演します。長野県方面の方はお越しいただければ幸いで 

す。会場で声をかけてください。 

http://www.asaho.com/jpn/img/2019/0218/matsumoto.png 

 

それでは、皆様、今週もどうぞお元気でお過ごしください。 

                                           水島朝穂 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

2019年の講演予定が少しずつ入りはじめています。 

http://www.asaho.com/jpn/topic.html 

 

★講演と取材の依頼はここからどうぞ⇒ 

http://www.asaho.com/jpn/lecture.html 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■ この間の「直言」(2019年 2月） 

2月 4日 雑談（118）今時の学生たち（3）――16021人の「法学」受講生 

http://www.asaho.com/jpn/bkno/2019/0204.html 

 

2月 11日 元号は政権の私物なのか――元号法制定 40周年 

http://www.asaho.com/jpn/bkno/2019/0211.html 

 

2月 18日 「フェイスブック宰相」は「フェイク宰相」――安倍晋三とネトサポ 

http://www.asaho.com/jpn/bkno/2019/0218.html 

 

2月 25日 右翼ポピュリズムと憲法理論――ベッケンフェルデ民主制論の悪用 

http://www.asaho.com/jpn/bkno/2019/0225.html 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆ 中欧の旅(2017年)6回連載 

第 1回 ハンガリー国境の「汎ヨーロッパ・ピクニック」の現場へ 

http://www.asaho.com/jpn/bkno/2017/0911.html 

第 2回 ドイツの憲法が生まれた場所、ヘレンキームゼー再訪 

http://www.asaho.com/jpn/bkno/2017/0918.html 

第 3回 ヒトラー山荘とオーストリアのナチス強制収容所 

http://www.asaho.com/jpn/bkno/2017/0925.html 

第 4回 核再処理施設を拒否した村、ヴァッカースドルフ再訪 

http://www.asaho.com/jpn/bkno/2017/1009.html 

第 5回 戦後最大の住民避難：フランクフルト 

http://www.asaho.com/jpn/bkno/2017/1106.html 

第 6回 ブルックナー・オルガン再訪 

http://www.asaho.com/jpn/bkno/2017/1113.html 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆ ドイツからの直言(2016年 3月～9月) 

http://www.asaho.com/jpn/bkno/ausderbrd.html 

特に、8月 29日付直言はドイツ・ヨーロッパを列車・電車で旅行する方必読。 

http://www.asaho.com/jpn/bkno/2016/0829.html 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 



◆ 憲法学と憲法研究者に対する執拗な論難(難癖)への対応 

第 1回：「9条加憲」と立憲主義 

http://www.asaho.com/jpn/bkno/2017/1016.html 

第 2回：「国家の三要素」は「謎の和製ドイツ語概念」なのか 

http://www.asaho.com/jpn/bkno/2017/1018.html 

第 3回：憲法前文とその意義 

http://www.asaho.com/jpn/bkno/2017/1019.html 

第 4回：憲法 9条をめぐって 

http://www.asaho.com/jpn/bkno/2017/1020.html 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆ 防空法制研究(NHK朝の連ドラ、太田愛『天上の葦』(角川書店)でも使用) 

http://www.asaho.com/jpn/sansei/index.html 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【新着情報】http://www.asaho.com/jpn/news.html 

★『平和の憲法政策論』（日本評論社） 

https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7479.html 

http://www.asaho.com/jpn/bkno/2017/0717.html 

http://www.jicl.jp/old/now/ronbun/backnumber/20170724.html 

https://www.waseda.jp/folaw/law/news/2017/09/21/9549/ 

 

★「安倍改憲でどうなる自衛隊」水島朝穂コメント 

『毎日新聞』2019年 1月 9日付夕刊「特集ワイド」 

https://mainichi.jp/articles/20190109/dde/012/010/009000c?fm=mnm 

 

★ICWからの離脱  国会と憲法軽視 

http://www.asaho.com/jpn/img/2018/1231/9.png 

 

★「災害と新聞「衝撃的な記憶を記録」」 

『北海道新聞』2018年 10月 15日付 11面「新聞週間」 

http://www.asaho.com/jpn/img/2018/1022/12.png 

 

★「早大ゼミ 沖縄学び 20年」 

『沖縄タイムス』2018年 9月 22日付第 3社会面 



http://www.asaho.com/jpn/img/2018/0924/3.png 

 

★「憲法的平和主義(Verfassungspazifismus)を考える」 

『神奈川大学評論』90号(2018年 7月)80-88頁。 

https://www.kanagawa-u.ac.jp/publication/criticalessay/ 

 

★NHK ETV特集 

【企画協力・出演】「平和に生きる権利を求めて--恵庭・長沼事件と憲法」 

2018年 4月 28日(土) Eテレ 夜 11時 00分放送(74分)、再放送 5月 3日午前 0時 00分 

(同 2日深夜) 

http://www.asaho.com/jpn/img/2018/0521/5.jpg 

 

★イラク「日報」問題コメント 

『朝日新聞』2018年 4月 17日付第 3総合面 

http://www.asaho.com/jpn/img/2018/0423/12.png 

 

★「憲法を見つめて--自民 9条案を問う」1 

『東京新聞』2018年 3月 31日付第一社会面トップ 

http://www.asaho.com/jpn/img/2018/0402/toukyou.jpg 

 

★「安倍「九条加憲」に対案は必要ない―憲法改正の「作法」」 『世界』2018年 1 

月号 64-71頁。 

https://www.iwanami.co.jp/book/b341462.html 

 

★「安倍ファースト」改憲に対案は必要か--腰を据えて「改憲ノー」を言い続け 

ることが真の「対案」だ(朝日新聞社WEBRONZA2017年 11月 22日更新) 

http://webronza.asahi.com/politics/articles/2017112000005.html 

 

★論説・時代の正体（2017衆院選）「権力者ファーストを正せ」『神奈川新聞』 

2017年 10月 14日付 

http://www.kanaloco.jp/article/284137 

 

★「言わねばならないこと」特別編（「共謀罪」法成立：「憲法上、重大な疑義 



がある」）『東京新聞』2017年 6月 16日付。 

http://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/himitsuhogo/iwaneba/list/CK2017061602000179.html 

 

★（分断世界）「壁」は何を守るのか 『朝日新聞』2017年 5月 6日付 

 http://www.asaho.com/jpn/bkno/2016/1205.html 

 

★ミニ論点・安倍首相の改憲発言 『毎日新聞』2017年 5月 4日付 

https://mainichi.jp/articles/20170504/ddm/002/070/100000c 

 

★法学館憲法研究所編『日本国憲法の核心－－改憲ではなく、憲法を活かすため 

に』日本評論社、2017年 4月刊行。第 2章「憲法九条の深意とは何か──平和主義の 

「積極化」と「現実化」」 

https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7424.html 

 

★朝日新聞社「Webronza」テーマ：どうなる? 2017年の憲法論議 水島朝穂「浮つ 

いた改憲論議ではなく、根本的な議論を 

http://webronza.asahi.com/politics/articles/2017011600007.html 

 

★共同通信文化部配信「年始評論」「立憲主義からの逃走」 

掲載紙『神奈川新聞』『琉球新報』『南日本新聞』ほか多数。下記は『愛媛新 

聞』2017年 1月 5日付文化欄 

http://www.asaho.com/jpn/img/2017/0123/ehime.jpg 

 

★「世界の「ヒロシマ通り」」『中国新聞』9月 28日付 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=65216 

 

★「直言」1000回・早大水島教授 HPエッセー『東京新聞』2015年 12月 29日付 

http://www.asaho.com/jpn/img/2016/0104/news.pdf 

http://www.asaho.com/jpn/bkno/2016/0118.html 

 

★【新刊】『18歳からはじめる憲法(第 2版)』(法律文化社、2016年) 

http://www.asaho.com/jpn/book/18sai-kempo.htm 

 



★「安保関連法と憲法研究者──藤田宙靖氏の議論に寄せて」『法律時報』2016年 5 

月号 77-83頁。 

https://www.nippyo.co.jp/shop/magazine/7106.html 

http://www.asaho.com/jpn/bkno/2016/0307.html 

 

★『ライブ講義 徹底分析! 集団的自衛権』(岩波書店、2015年) 

http://www.asaho.com/jpn/iwanami/0930.html 

http://www.iwanami.co.jp/moreinfo/0240460/top.html 

 

★「緊急事態における権限分配と意思決定－－東日本大震災から考える」鎌田薫 

監修『震災後に考える	 東日本大震災と 92の分析と提言』（早稲田大学出版部、 

2015年） 

http://www.waseda-up.co.jp/social/post-719.html 

抜き刷り(PDF) 

http://www.asaho.com/jpn/img/2015/0406/shinsaigo.pdf 

 

★《シリーズ・日本の安全保障》第 3巻・水島朝穂編『立憲的ダイナミズム』(岩波 

書店、2014年) 

https://www.iwanami.co.jp/book/b257371.html 

http://www.jicl.jp/now/ronbun/backnumber/20150216.html 

 

★『検証 防空法--空襲下で禁じられた避難』(法律文化社、2014年) 

http://osakanet.web.fc2.com/bokuho/kensyo.html 

http://www.asaho.com/jpn/sansei/index.html 

 

★『戦争とたたかう--憲法学者 久田栄正のルソン戦体験』(岩波現代文庫、 2013年) 

http://www.asaho.com/jpn/sensoutotatakau.html 

http://www.asaho.com/jpn/book/hisada.html 

 

★『東日本大震災と憲法--この国への直言』(早稲田大学出版部、2012年) 

http://www.waseda-up.co.jp/cat649/post-617.html 

 

★ 



 


