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NEWS COMMENTARY 

1．オリンピックと
国家 
競技の内容で競うオリンピッ

クが，メダルの数を競う国家

間の競争になってしまった経

緯を考えたい。 

3．砂川市政教分離
訴訟違憲判決 
最高裁は砂川市の市有地にあ

る神社をめぐる政教分離訴訟

で違憲の判断を示したが，その

概要について説明する。 

4．核兵器のない世
界へ 
オバマ大統領のプラハ演説で
注目すべきは，核武装の広が
り，そして核攻撃，テロが現
実味を帯びている点にある。
イスラム圏での人口増加や地
球温暖化対策と核拡散の関係
を考えたい。 

 5．リスボン条約 
 
新しい EU の枠組みを示した

「リスボン条約」の内容と

EU の今後の課題について解

説する。 

 
各問の解答 

・オリンピックと国家   ④

・給付による所得再分配  ①

・砂川市政教分離訴訟違憲判決

④

・核兵器のない世界へ   ①

・リスボン条約      ④
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2．給付による所得
再分配 
最近，話題になる諸政策につ

いて，その長短を明確にし，

ベーシック・インカムについ

ても解説する。 
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バンクーバー・オリンピックと国家 
2010 年 2 月，カナダのバンクーバーで冬季オリンピ

ックが開催された。日本人選手は多くの競技に参加し，

銀 3 個，銅 2 個，入賞 21 人という結果であった。それ

ぞれの選手がオリンピックに向けて練習を積み重ね，力

を尽くして争った成果である。素晴らしいことだと思う。 
しかし一方で，2 月 28 日の読売新聞に気がかりな記事

が載った。それは，ロシアのプーチン首相が自国のメダ

ルの少なさに失望し，「真剣な分析と対策が必要だ」と語

り，「選手育成体制を見直す方針を示した」という記事で

ある。他方，3 月 1 日の朝日新聞は「日本厳しい再加速」

と題して，「代表選手になれば国から給料が出る中国や韓

国」に比べ，現在の不況で日本のスポーツ振興予算が先

細っていく現状を報じている。ともに，オリンピックと

国との関わりを示す記事であった。オリンピックは，そ

れぞれの国家や国民にとってどのような意味をもってい

るのだろう。 
古代オリンピックと国家 
記録に残っている古代オリンピックは，紀元前776年，

古代ギリシアのエリス領内のゼウス神殿のある聖地オリ

ュンピアで，はじめて開催されたとされている。 
開催１か月前に使者が全ギリシアに大会の開催を告げ

回ると，戦闘中のポリスは戦いを止め，故郷のポリスに

帰って大会参加の準備をした。競技内容は，短距離走に

はじまり，レスリング・ボクシング・パンクラティオン，

さらには馬車競技，五種競技などであったという。そし

て，勝者にはオリーブの冠が与えられ，名誉だけが報償

であった。ただ，オリュンピア祭の勝者は，ポリスの英

雄として尊敬を受け，隣国からは恐れられた。その意味

では，競技に勝利することは，個人的にも国家的にも名

誉だったのである。 
プラトンの『国家』には，体育は国家を守るための人

間教育だと語られている。そして，音楽や文芸と相まっ

て，身体が正しく訓練されるならば勇気や節度を生み出

すとも語られている。体育は音楽や文芸とともに，人間

の精神（魂）を鍛えるものだとされたのだ。古代オリン

ピックでは，詩が朗読され音楽が演奏されたというが，

それは古代ギリシア人の体育への思いを表している。人

間は，まず精神において優れていなければならないが，

体育はそれを補うすぐれた鍛錬だと考えられていたので

ある。それゆえ，オリュンピア祭の勝者は，心身に優れ

た人物として称えられ，尊敬されたのである。 

国家のためのオリンピック 
ところが，古代オリンピックにおいても，国家が勝

者に過剰な報償を与えはじめたころから，腐敗や不正が

はじまった。それは，国家が勝者を出すことで他国に自

国を誇示しようとするためである。それは，近代オリン

ピックでも同じである。 
1936年に開かれたベルリン大会は，＜ヒトラーのオリ

ンピック＞といわれ，ナチス・ドイツを内外に宣伝する

ためのプロパガンダそのものであった。そして，次の

1940年には東京が開催地と決定したのだが，1937年には

じまった日中戦争が日本を財政難に追い込み，さらには，

日中戦争に反対する国々がボイコットをはじめたため，

日本政府は開催を断念したのである。1940年は神武天皇

即位の＜皇紀2600年＞にあたり，日本としては内外に国

の威信を示す絶好の機会だったのである。 
また，1972年にはミュンヘン大会でアラブ過激派によ

るテロ事件が勃発し，平和の象徴であるはずのオリンピ

ックが，国際政治に巻き込まれることとなった。さらに

また，1980年に開催されたモスクワ大会は，その前年に

ソ連がアフガニスタンに侵攻するという事件を起こした

ため，これを非難するアメリカが大会をボイコットし，

世界各国もこれに同調し，約50か国が不参加となった。

これに対して，ソ連はアメリカのグレナダ侵攻を非難し

て，ソ連と東欧諸国は1984年のロサンゼルス大会への不

参加を決めたのである。 
オリンピックの原点へ 
オリンピック憲章には，「オリンピックは選手間の

競争であり，国家間の競争ではない」と記されている。

しかし，現実のオリンピックは国家間の競争になってお

り，個人の栄誉や活躍よりも，国家の名誉や威信が重視

されているように思われる。もう一度，古代オリンピッ

クの原点に戻ることはできないのだろうか。 
 
問 プラトンの国家観の説明として最も適当なものを，

次の①～④のうちから一つ選べ。 
① 国家において国民同士の結びつきを強めるのは，

フィリアの徳である。 
② 国制の中で中庸を得やすいのは，多くの人が政治

に関わる共和政体の国家である。 
③ 国家の秩序を保つのは，国法を守るという全体的

正義と公平を実現するための部分的正義である。 
④ 国家の指導者にふさわしいのは，真理を求め続け

るフィロソポスである。 

オリンピックと国家 
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はじめに 
数年前「NHK 特集」で取り上げられた「ワーキング・

プア」問題，さらに 2009 年には「こどもの貧困」が注

目された。現在のセーフティーネットから漏れ落ちる

人々をどのように社会的に支えていくかが大きな政策課

題となり，2010 年度の当初予算案には「子ども手当て」

「高等学校無償化」が盛り込まれた。一方，「ベーシック・

インカム」（以下では BI と略す）の考え方も最近は話題

になっている。そこで，これらの動向を「給付による所

得再分配」の観点から，その基本的な特徴と課題を奥野

正寛「市場機構を利用した所得再分配策」（「経済教室」

日本経済新聞2010年2月9日）を手がかりに説明する。 
給付による所得再分配 
給付は①現金給付と②現物給付に分類できる。子ど

も手当て，定額給付金，給付付き税額控除は①，高校無

償化やエコポイント制度は②に該当する。 
①を実施する際，所得制限を課す場合を想定すると，制

度として「納税者番号制度」の導入が不可欠である。し

かし，個人のプライバシーを侵害するという反対論は根

強い。また，この制度の本質的限界は，「情報の非対称性」

が存在することである。すなわち，自分の所得や資産を

本人は把握しているが，政府は正確には把握できない。

この欠点を補う方法が②である。この場合，その人の資

産状況に応じて選択できる制度設計をすることが重要で

ある。奥野教授は，「例えば保育所の場合，ランクの異な

る 2 つの認可基準を設けてはどうだろう」と提案するな

ど，所得制約を明示しなくても財政支出を抑えられる手

法を示している。 
市場の仕組みを利用しつつ財政負担をできるだけ抑

えつつ公平な所得再分配を実現する有効な仕組みを作る

ことが要請されている。 
 現金給付 現物給付 

特

徴 

給付の使い道には制限

なし。給付に制限を付

ける際には資力のある

なしを政府が公的に判

定 

富裕層が需要しない

財・サービスに限った給

付が可能。消費者の自己

選択でニーズを判定 

欠

点 

給付に制限を付ける際

は所得や資産の正確な

把握が必要。不正受給

の可能性 

特定の財・サービスの消

費にしか使えない。富裕

者の受給を拒否できな

い 

具

体

例 

子ども手当，給付付き

税額控除，定額給付付

き税額控除，定額給付

金 

エコポイント，学校授業

料無料化，住宅ローン控

除 

ベーシック・インカム（BI） 
すべての人に無条件，かつ定期的に給付される基本

的な所得のこと。たとえば，月額 10 万円がすべての構

成員に給付される。所得制限を設けずに給付する点で他

の給付と異なる。長所は，社会保障の現金給付部分（年

金，児童手当，生活保護など）がすべてまとめられ，税

制面での様々な控除（配偶者控除，扶養控除など）が不

要になるので，行政費用が節約できる。また，その根底

には，つぎのような思想がある。 
トマス・ペイン，ジョン・スチュアート・ミルなどが

すでに取り上げ，第一次世界大戦後には，失業への対策

として，大恐慌期には，「社会配当」として主張された。

さらに 1960 年代末頃から，シングルマザーを中心とし

た女性たち，80 年代からは既存の制度に対する代替案と

して提起されてきた。その根底には，生存権に基づく各

個人の権利として考えるべきであるという思想がある。 
ただし，所得再分配効果をもたらすためには，その財

源などについて一定の工夫をする必要がある。伊東光晴

氏は「鳩山新政権の経済政策を評価する」（『世界』2009
年 12 月号）において，消費税と組み合わせることによ

って消費税の逆進性を解消できる案を紹介している。 
いま，家族はすべて 4 人の 3 家族を想定し，家計所得

はそれぞれ A 家族（年 400 万円），Ｂ家族（600 万円），

C 家族（800 万円）とする。所得はすべて支出され，消

費税率を 20％，すべての人に年 20 万円の BI が給付さ

れる。A 家族は，年 80 万円の消費税を支払うが，家族

全員分 80 万円の BI が給付されるので，税率は 0％。B
家族は，税率は約 6.6％。C 家族は，税率は 10％になる。

したがって，消費税と BI を組み合わせると税の累進性

を実現できる。 
社会保障制度の機能不全を解決するためのアイデアの

一つとして検討に値する。 
参考文献 

山森亮『ベーシック・インカム入門』光文社新書，2009年 
 
問 日本の所得再分配政策について述べた文として最

も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 
① 所得税については累進課税方式が採用されている。 

② ベーシック・インカムが戦前の一時期に導入され

ていた。 

③ 消費税は所得分配面では累進的である。 

④ 市場の失敗を調整する政策ではない。 

給付による所得再分配 
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はじめに 

北海道砂川市の空知
そらち

太
ぶと

神社をめぐる政教分離訴訟で，

2010 年 1 月 20 日最高裁判所大法廷は憲法違反との判断

を示した。判決は裁判官 14 人中（2009 年 12 月に死去

した裁判官 1 人は判決に関与せず），9 人の多数意見（１

人が合憲とする反対意見，4 人は憲法判断を保留）。 
事件の概要 

明治時代に住民がつくった祠
ほこら

を起源とするこの神社

は，戦後に近くの小学校を拡張するため移転の必要が生

じ，近くの住民が土地を提供した。その後，税負担解消

のため住民が市側に土地を寄付し，市はその土地を無償

で神社施設の敷地として自治会に提供する形となった。 
この訴訟は，2004年に2人の住民が砂川市長に対し，

「市有地を神社施設の敷地として無償で使用させている

ことは，憲法の定める政教分離原則に違反する行為であ

って，施設の撤去及び土地明渡しを請求しないことが違

法に財産の管理を怠るものである」として，怠る事実の

違法確認を求めた事件である。2006年，札幌地裁は砂川

市の行為を違憲とする判断を下した。翌年，札幌高裁も

違憲の判断を支持したので，被告の砂川市側は最高裁へ

上告していた。 
判決の概要 
最高裁は，市有地の無償提供について「一般人の目

から見て，市が特定の宗教に対して特別の便益を提供し，

これを援助していると評価されてもやむを得ないもので

あって，憲法 89 条，20 条 1 項後段に違反する」とした。 
ただ，札幌高裁が神社施設の撤去請求をしないことを

違法とした判断には明らかな法令の違反があるとして，

違憲性を解消するための他の手段の存否等について更に

審理を尽くさせるため，審理を札幌高裁に差し戻した。 
政教分離の原則（国家と宗教の分離の原則） 
政教分離の原則は信教の自由の保障と不可分の関係

にあるが，国や時代により程度は異なる。判例は「政教

分離規定は，いわゆる制度的保障の規定であって，信教

の自由そのものを直接保障するものではなく，国家と宗

教との分離を制度として保障することにより，間接的に

信教の自由の保障を確保しようとするものである」

（1993 年箕面忠魂碑訴訟最高裁小法廷判決）としている。 
日本国憲法は，「いかなる宗教団体も，国から特権を受

け，又は政治上の権力を行使してはならない」（20 条 1
項後段）と定め，国家の宗教的中立性を明らかにしてい

る。また，89 条で「公の財産は，宗教上の組織若しくは

団体の使用，便益若しくは維持のため，…これを支出し，

又はその利用に供してはならない」と定め，政教分離の

原則を財政面からも確保し，信教の自由の保障を一層確

実なものにしている。 
政教分離訴訟とその判断基準 
国や自治体と宗教との関わりを問う政教分離訴訟は，

津地鎮祭訴訟，箕面忠魂碑訴訟，自衛官合祀拒否訴訟，

いくつかの靖国訴訟など数多く争われてきた。 
最高裁は津地鎮祭訴訟判決（1977 年）で，判断基準と

して目的効果基準を示した。それによれば，憲法上の政

教分離原則は「国家が宗教とのかかわり合いを持つこと

を全く許さないとするものではなく，宗教とのかかわり

合いをもたらす行為の目的及び効果に鑑み，そのかかわ

り合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当と

される限度を超える場合にこれを許さないとするもの」

である。起工式の目的は工事安全を願うなどの世俗的な

もので，効果は神道の援助や他宗教の圧迫ではないとし

て合憲と判断した。この基準が憲法判断で踏襲されてお

り，その基準に照らして最高裁が違憲と判断したのは，

愛媛玉ぐし料訴訟（1997 年）だけだった。 
今回の判決の特徴 
最高裁は今回の判決で，憲法判断をするための新し

い基準を示した。目的効果基準は解釈の余地が広く，あ

いまいさが指摘されてきた。最高裁が今回の判決で「施

設の性格，無償提供の経緯や態様，一般人の評価などを

考慮し，社会通念に照らして総合的に判断すべきだ」と

新たな基準を示したことが注目される。また，氏子たち

の信教の自由も踏まえ，重大な不利益が及ばないように

解決への道筋を示すなど実態に即した判決との評価も多

い。ただ，地域社会に溶け込んだ寺社等は多数存在し，

個々の施設ごとに判断しなければならず影響は大きい。 
 
問 砂川市政教分離訴訟判決について述べた文として

最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 
① 最高裁は，国又は地方公共団体は，宗教との一切

の関係を持つことは許されないとした。 
② 最高裁が政教分離訴訟で違憲判断を示したのは，

津地鎮祭訴訟以来 2 例目である。 
③ 砂川市政教分離訴訟判決で，最高裁はいわゆる「目

的効果基準」という新たな基準を示した。 
④ 最高裁は，違憲状態の解消には，施設の撤去以外

にも適切な手段があり得るとして，二審判決を破棄

し，審理を札幌高裁に差し戻した。 

砂川市政教分離訴訟違憲判決 
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増加する核保有国・NPT 体制崩壊の危機 
「核兵器のない世界」を訴えたオバマ大統領にノー

ベル平和賞が授与された。2010年，核安全保障サミット

（4/12～13），NPT再検討会議（5/3～28）が開催される。

「核のない世界」の背景と課題を考えてみたい。 
現在，核保有国は9か国とされる。核兵器拡散防止条

約（NPT）は，米ロ英仏中の5大国に核保有特権を認め

ている。冷戦期の1968年に創設されたNPTは，5大国以

外の核保有を禁じ，NPTに加入した非核兵器国は，国際

原子力機関(IAEA)と協定を結び，原子力の平和利用に関

し現地査察を受けることになっている。このNPTをイス

ラエル，インド，パキスタンは批准せず，核武装を行っ

た。オバマは，「今日，冷戦はなくなりましたが，何千

発もの核兵器はまだ存在しています。歴史の奇妙な展開

により，世界規模の核戦争の脅威が少なくなる一方で，

核攻撃の危険性は高まっています。核兵器を保有する国

家が増えています」と述べ，全世界的な不拡散体制が持

ちこたえられなくなる時期が来ると訴えた。科学技術，

情報通信の発達により，核開発は容易になった。2003年
に北朝鮮はNPTを脱退し，核開発を進めている。2002
年，NPTに調印しているイランで核開発計画が判明した。

2001年テロとタリバン政権崩壊，2003年イラク戦争以来，

イランは米国の利権に近い国々に囲まれる形になった。

イランの東にはパキスタンとアフガニスタンが，西には

イラクが，国境を接している。ペルシャ湾を隔てた南に

は親米王国サウジアラビア。さらに北側のタジキスタン，

ウズベキスタンにもアルカイダ組織壊滅の為に米軍が展

開した。ペルシャ帝国を継承するイランは，力を誇示す

るためには核武装が必要と考えたわけである。イランの

アフマディネジャド大統領は「イスラエルは地図から抹

消されるべきである」と述べた。革命以来，反米国家で

あるイランの核武装が中東に引き起こす影響は計り知れ

ない。 
現実味を帯びる“世界にとっての最大の脅威” 
親米国家のパキスタンでさえ，クーデターや暗殺が繰

り返され，政局は常に不安定である。2008年インド・ム

ンバイ同時多発テロを考えても，イスラム原理主義はい

つ火を噴くかわからない。オバマは「1人のテロリストが

核兵器を持てば，膨大な破壊力を発揮することができま

す。アルカイダは核爆弾の入手を目指す，そしてためら

うことなくそれを使う，と言っています」と述べた。不

安定なイスラム圏での核武装の広がりで，テロリストに

核爆弾が渡る“世界にとって最大の脅威”は現実味を帯

びている。 
溢れかえる若者たち“ユース・バルジ” 
2009年のクリスマス，米国で航空機爆破テロ未遂事

件が起きた。犯行声明を出したのは，イエメンのアルカ

イダ系組織だった。アラビア半島に位置するイエメンの

出生率は，6.2にも及ぶ。山内昌之東大教授は，次の点を

上げながら，若年層の失業問題を抱えるイスラム圏と世

界の未来に警鐘を鳴らした。(「経済教室『中東の混迷も

見落とすな』」日本経済新聞 2009年1月7日) 
・中東では多子若齢化が進行。1970年に約2億人だった

中東の人口は，現在5億人。2020年には6億人になると

予測されている。 
・中東人口の約6割を25歳未満が占める。失業率は20％
台半ばと世界最高に達している。 
雇用機会の少ないイスラムの若者達が急増している。

無為に過ごし力を持てあました若者達は，テロや戦争に

駆り立てられる悲しい現実が私たちの世界にはある。 
地球温暖化防止の切り札 
「21世紀の最悪の危機は核危機と地球温暖化である」

と，核不拡散・核軍縮に関する国際委員会共同議長を務め

る川口順子氏は述べた。地球温暖化の切り札は原子力の平

和利用とされる。しかし原子力利用は核開発と紙一重でも

ある。この点でも“世界にとっての最大の脅威”が迫って

いる。天野之弥氏が事務局長を務める国際原子力機関の核

査察は，重要性を増している。広島・長崎以来60余年。

核の悲劇を繰り返すことは断じて許されない。「核のない

世界」は理想だけで訴えられたわけではない。この背景を

知り，解決すべき課題を考えることは「時事的関心」なの

である。 
 

 
問 「核兵器のない世界」を支持する論拠として最も適

当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 
① 世界最大の軍事力をもってしても，テロリストが

核を入手する危険性を止めることは出来ない。 
② 新興国が台頭し，冷戦終結から 20 年が経過した

現在も，世界規模の核戦争の脅威は高まっている。 
③ 少子高齢化が世界規模で進行し，失業など将来不

安はテロの温床となっている。 
④ 原子力発電は地球温暖化につながりかねず，放射

能汚染の危険性の点でも行うべきではない。

核兵器のない世界へ 



 数研出版株式会社

はじめに 
オリンピック憲章では，参加国の資格は「カントリ

ー」であり，国家ではない。歴史教育でも「国民国家」

の枠組みにとらわれない展開が摸索されている。その流

れを象徴的に示している実験がEUのさまざまな試みで

あり，十分な成果をあげてきたと評価されている。ただ

し，国民国家を支えたという面も忘れてはならない。し

かし，ギリシャの財政危機に伴う展開は，今後のEUの

動向を考える上で，避けては通れない問題を提起してい

る。ここでは，2009年12月1日に発効したリスボン条約

の特徴とEUの課題について説明する。 
条約の特徴 
条約の正式名称は「欧州連合条約および欧州共同体

設立条約を改定するリスボン条約」である。既存の二つ

の条約を改定し，さらに「欧州共同体設立条約」を「EU
運営条約」に名称を変更した。2004 年に調印された「欧

州憲法条約」の失敗から，各国の国民投票をできるだけ

避けるために「改定」という形を採用した。 
①新設ポスト ア欧州理事会常任議長。非公式に EU 大

統領とよばれ，任期は 2 年半，再任は 1 回。イ外交・安

全保障政策担当連合上級代表。実質的には EU 外相の役

割を果たすことによって，外交政策が一元化された。 
②新制度 法案提出に関する市民の請求権。欧州議会に

対する請願権を保障するとともに，さらに法案提出を要

求する権利を認めた。 
③機構改革 ア欧州議会の権限。理事会と共同して立法

機能と予算機能を行使できるようになった。ただし，立

法発議権は,欧州委員会が保有している点が主権国家の

議会とは異なっている。イ理事会の議決方法。欧州理事

会の構成メンバーは，加盟国首脳，欧州理事会議長，委

員会委員長で構成。一般に欧州理事会は「EU 首脳会議」

と呼ばれている。法律は制定しない。また，加盟国閣僚

級によって構成される「閣僚理事会」も「EU 首脳会議」

とは別に開かれる。全会一致方式の範囲が縮小され，特

定多数決方式で議決される分野が増加することによって，

意思決定が効率化される。各国が 1 票を持ち，加盟国数

の 55％以上の賛成があり，かつ賛成国の人口が EU 総人

口の 65％以上あれば可決とする。ただし，2017 年まで

は経過措置がとられる。 
④新2条約の構造 ア列柱構造の廃止。「欧州連合条約」

（マーストリヒト条約）によって創設された「欧州共同

体」「共通外交・安全保障政策」「警察協力および刑事事

件における司法協力」の３本柱を廃止し，EU が統一的

に運営されることになる。イ EU に法人格。EU に法人

格をもたせ，非 EU 諸国との条約などを EU が締結でき

る。 

 
今後の課題 
①リーダーがわかりにくい 今回，欧州理事会常任

議長にベルギー前首相のファンロンパイ氏が就任。主な

任務は，コンセンサスの形成，外交安全保障政策分野に

おける首脳レベルの対外的な代表を務める。しかし，通

商面などでは，欧州委員会の委員長（バローゾ氏）が EU
を代表し，外交面では，欧州理事会常任議長が代表を務

めるときには，上級代表の権限を損なうことがない様に

するという条件がついている。EU 内の大国の首脳の存

在も無視できないため，アメリカの大統領のような活動

はできない。調整役としての役割に限定されると予想さ

れる。 
②ギリシャ財政危機問題 単一通貨であるが，財政運営

については各国の裁量にまかされているという構造的な

問題が表面化した。財政面では，GDP の３％以内に抑え

るという原則が設定されているが，粉飾が表面化したた

め，ユーロへの信認がゆらぎつつある。 
参考文献 

小林勝(翻訳)『リスボン条約』御茶の水書房，2009年 

 
問 リスボン条約について述べた文として適当でない

ものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 
① 「大統領」に相当する欧州理事会常任議長が新設

された。 
② EU を法人化した。 
③ 閣僚理事会における特定多数決制を採用する分野

を拡大した。 
④ 単一通貨ユーロの導入を決定した。 
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(首脳会議常任議長) 

ファンロンパイ氏 
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