日本記者クラブ
シリーズ企画「日米安保を考える」②

自衛隊よ、汝警察犬となるなかれ
山崎 拓 元自民党幹事長
２０１５年５月２１日

安倍晋三首相が進める戦後安保法制の大転換を我々はどう受け止めればいいのか。
自民党国防族のボス的存在で、かつこの２０年間政府の安保法制構築の実質的責任者で
あった山崎氏が、今回の政策転換について、その意味と本質をあますことなく語った
貴重なテキストである。山崎氏の指摘を３つにまとめると、以下になる。
第一に、今回法制の本来の目的は日本周辺の朝鮮半島情勢や中国の海洋進出に対す
る抑止力の強化であったはずであるが、一連の法制からは、米軍などに対する自衛隊
の後方支援を質量ともに強化し世界全域に拡大することの優先が読みとれる。これは、
軍事力を外交カードに使おうと言う外務省の戦略の現れと見られるが、予算面からし
ても日本の自衛隊にそういったキャパシティー（能力）があるかどうかは極めて疑問
であり、周辺事態法で許されていた後方地域支援に比べ今回の後方支援活動が格段に
リスキーである。また、自衛力の拡散が最も大事なはずの個別的自衛権の行使の妨げ
になる可能性がある。
それは、山崎氏によると、米国が世界の警察官として老いて力を失っていく中で、
自衛隊がそれを補佐する警察犬としての役割を拡大していこうとする愚策である。
第二に、集団的自衛権の一部容認は、歴代内閣が一貫してノ―と言って来たことを
解釈改憲によって変更しようというもので、これを所与のものとして議論すること自
体が問題であり、国会はもっとこのことについて真摯な議論をすべきである。
第三に、それだけの重い法制であることから、国会審議は慎重の上に慎重を重ねる
べきで、提出された１１法案すべてをこの国会で成立させるべきではなく、修正すべき
は修正し、継続扱いにすべきは継続することが望まれる。 （倉重）
司会：倉重篤郎
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るそうでして、そういう次第でございますので、

司会・倉重篤郎企画委員（毎日新聞論説室専

お手やわらかにお願いしたいと思います。

門編集委員） 安全保障を考える、日米安保を
考えるシリーズの第二弾といいますか、お二方

お招きいただきましたのは、ただいま倉重さ

目のゲストでございます。自民党元幹事長の山

んからお話がございましたとおり、多年防衛政

崎拓さんです。

策にかかわってまいりました政治家としての
経歴がございまして、いまＯＢでございますが、

山崎さんをお呼びしたのは二つの理由がご
ざいます。一つは、山崎さんは長い政治生活の

その経験に照らして、今次提出されました安保

中で、自民党のいわゆる防衛関係をずうっと続

法制につきまして、忌憚のない意見を述べてみ

けてこられた、ある意味では国防族の取りまと

ろというおぼしめしで、それにお応えする意味

め役的な存在をずうっとされてきた方でござ

で参上いたしました次第でございます。

います。特に、今回の前の日米ガイドライン、

そこで、きょう準備させていただきました資

1997 年のときに、彼はガイドラインの交渉が

料がお手元に二つございまして、一つは、昨年

始まったときの政調会長としてアメリカ側と

の 7 月 1 日の閣議決定の文書でございます。も

さんざん折衝した方であり、かつそれを受けて

う一つは、今次 4 月 27 日に正式に発出いたさ

2 年後の 1999 年、周辺事態法を成立させるわ

れました新しい日米防衛協力ガイドラインの

けですが、そのときの衆議院の特別委員長も務

資料でございます。

められた方です。
もう一つの理由は、政府自民党内で、自公も

●慎重審議で修正すべきは修正を

含めまして、いまの安保法制について、体系的
な批判をされているのは、多分山崎さん以外に

実は、今度の安保法制は、この二つの文書を

いないからです。自民党の国会議員も、大半の

基本といたしまして、この法制が準備されたと

方が、この法律の意味するところについて知ら

いうふうに理解いたしております。時間的に言

ない方が多いのではないかというような話も、

うと、ガイドラインが正式に、安倍訪米、その

与党の中からも聞こえてくるような状況であ

直前の 2＋2 において合意され、発出されまし

りまして、この新法制について歴史的な経緯も

た前に、それ以前に、与党協議なるものが行わ

含めて語れる方に、一回この場でお話しいただ

れておりまして、自民・公明でございますが、

こう、という趣旨でお呼びいたしました。

すでに出発前に安保法制自体は合意されてお

きょうは二つの資料を用意しております。昨

りましたわけで、その後にガイドラインが日米

年の、いわゆる集団的自衛権一部行使容認を認

間で合意されたという時間的な経過になって

めた閣議決定と、それから先日の日米ガイドラ

おるわけでございますが、実際上は、最初の文

インであります。まず、この資料をもとに、こ

書が発出されました直後からガイドライン協

れをどう読めばいいのか、そして、今回の安全

議というのは水面下でずうっと行われてまい

保障法制の改定がどういう意味を持つのか、本

りまして、与党協議か行われているときには、

当に必要なのかも含めて、きょうは 1 時間半、

あらかたできていたというのが真相だ、そのよ

山崎さんのお話を聞いて質疑をしたいと思っ

うに思います。

ております。

そういうわけで、この二つの基本文書という

司会は、毎日新聞の倉重が務めさせていただ

べきものが安保法制の基盤になっております

きます。

ので、これをひとつお読みいただいて、この安

では、先生、お願いいたします。

保法制の問題点につきましてお考えをいただ

山崎拓 元自民党幹事長

ければ、そう思った次第でございます。

久しぶりで記者ク

ラブにお招きいただいたんですが、前回は 9

結論的に申しますと、慎重審議を行って、野

年前、平成 18 年 9 月にお邪魔という記録があ

党の意向も考え方も十分吟味して、修正すべき
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点は修正すべきである、というのが私のきょう

貫いてきた、こういうニュアンスの第 1 パラグ

申しあげたいことの結論でございますが、慎重

ラフでございます。したがって、今回の改正の

審議いたしますためには相当な審議時間も必

最大のキャッチフレーズになっている「積極的

要といたしますし、本国会中に合計 11 本出さ

平和主義」というのは、元来わが国のとってき

れているわけでございますが、形の上では 2

た政策であり、わが国の政策は一国平和主義で

本になっていますけれども、その中では、本国

はなかった、ということを第 1 パラグラフに書

会では未成立に終わるものも出てきてしかる

いているわけでございます。

べきではないか、と考えるわけで、拙速をたっ
とぶべきではない、そのように思います。

●脅威の書き方が大げさではないか

そこで、二つの文書について、かいつまんで
お話し申しあげたいと思います。

真ん中の第 2 パラグラフの中で、安全保障環

まず、「国の存立を全うし、国民を守るため

境が根本的に変容した、さらに変化し続けて、

の切れ目のない安全保障法制の整備」、こうい

複雑かつ重大な国家安全保障の課題に直面し

うタイトルがあるわけでございますが、実は、

ていると。しかるに正規の「国連軍」は実現の

このタイトルにも、この起草者の意図が入って

めどが立っていない、であるからして、アジア

いると思います。

太平洋地域において問題や緊張が生み出され

元来、閣議決定は集団的自衛権の行使を、限

るとともに、脅威が世界のどの地域において発

定的ではあるが、容認する、事実上の解釈改憲

生しても、わが国の安全保障に直接的な影響を

でございますが、これをエンドースするための

及ぼし得る状況になっている、もはやどの国も

ものであったはずです。ところが、よく読んで

一国のみで平和を守ることはできず、国際社会

みますと、集団的自衛権の行使にかかわる部分

もまた、わが国がその国力にふさわしい形で一

は一部でして、大半は、ひっくるめて申します

層役割を果たすことを期待していると。

と、前段前文と申す部分に国際軍事情勢の変化

さりげなく、起承転結で言えば、この承のと

というものが述べられておりまして、その変化

ころでこういう書き方をされておりますが、問

に対応するために、いかに国際安全保障と申し

題は、ここに書かれている「脅威が世界のどの

ますか、集団安全保障に日本が参加するか、
「日

地域において発生しても、我が国の安全保障に

本が」と申しましたけれども、自衛隊を参加さ

直接的な影響を及ぼし得る状況」なのかどうか、

せるか、こういうことが根幹になっておりまし

こんな大げさな状況なのかどうか、ということ

て、さらに、3 番目に、この際、集団的自衛権

が問題だ。

の行使を容認して、日米同盟関係を強固のもの

それから、「どの国も一国のみで平和を守る

にしよう、ということが書かれているわけでご

ことができず、国際社会もまた、我が国がその

ざいます。

国力にふさわしい形で一層積極的な役割を果

まず、1 ページ目の第 1 パラグラフで申しま

たすことを期待している」と。果たしてそうだ

すと、これは、わが国が戦後、平和国家として

ろうかということでございます。そこが一つ、

歩んできたということです。そして、国連憲章

そもそも論から申しましても、いろいろ問題を

を遵守しながら、国際社会や国際連合を初めと

含んでいる。十分にこの辺を審議して、本当に

する国際機関と連携して、それらの活動に積極

日本が、この法案が準備しているような、自衛

的に寄与してきたと。わが国の平和国家として

隊を地球の裏まで送らなければ、わが国がその

の歩みは国際社会において高い評価と尊敬を

国力にふさわしい形で一層積極的な役割を果

かち得てきている、これをより確固たるものに

たすことにならないのか、ということでござい

しなければならないと。この「より」という部

ます。

分に含意があると思うのですが、いずれにいた

それから、第 3 のパラグラフは 1 ページ目の

しましても、いままでも「積極的平和主義」を
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一番下のところでございますが、政府として、

らない、こういうことでございます。

責務を果たすためには、「まず、十分な体制を

それで、これを解説しておりますと長くなり

もって力強い外交を推進する」と。「十分な体

ますので、割愛いたしますが、2 ページの 1 の

制をもって力強い外交を推進する」、この表現

「武力攻撃に至らない侵害への対処」から、3

に意味合いがあると思うわけでございます。政

ページの「国際社会の平和と安定への一層の貢

府の最も重要な責務は、わが国の平和と安全を

献」、これは集団安全保障の部分でございます

維持して、その存立を全うする、国民の命を守

が、国際安全保障と言ってもいいのですが、そ

る、これは当然のことでございますが、そのた

の部分でございまして、それが 4 ページ、5 ペ

めに、十分な体制をもって力強い外交をする。

ージまでずうっと続いて書いてございまして、

「十分な体制」というのは、この文書並びに安

つまり、この部分、集団安全保障の部分だけで

全法制からすると、自衛隊を海外に出すことに

3 ページ分、優にございます。

よって十分な力強い外交を推進することにつ

6 ページの 3、「憲法 9 条の下で許容される

ながる、こういうコンテクストになるわけでご

自衛の措置」というところからが集団的自衛権

ざいまして、果たしてそうだろうかということ

に係る部分でございまして、初めてここで集団

がもう一つの疑問でございます。

的自衛権に係る部分が出てくる。

次のページの 3 段目からでございますが、こ
のパラグラフで、同盟国である米国との相互協

●集団的自衛権は国民投票すべき課題

力を強化するとともに、域内外のパートナーと
の信頼及び協力関係を深めることが重要であ

私に言わせれば、本来、閣議決定というのは、

ると。「域内外のパートナー」とは何ぞやとい
うことは、ここには書いてない。日米安保体制

集団的自衛権に関する解釈改憲を行うための

の実効性を一層高め、そのことを通じまして、

閣議決定だと思っておったのでございますが、

抑止力を向上させ、武力紛争を未然に回避し、

さにあらず、でございまして、それは全体的な

わが国に脅威が及ぶことを防止することが必

自衛隊の役割の中の一部としての取り扱いに

要不可欠であると。

なっているということでございます。

そこで、国際協調主義に基づく「積極的平和

約 1 ページ半、集団的自衛権に係る部分が出

主義」の下、ここでスローガンが出てくるわけ

てまいりまして、いま非常に有名になりました

でございますが、国際協調主義に基づく「積極

「存立事態」ということでございますが、集団

的平和主義」と。いままでも「積極的平和主義」

的自衛権行使の 3 要件というやつが 7 ページの

だったはずでございますが、「国際協調主義」

真ん中よりちょっと下に出てまいりまして、定

というところに意味合いがあると思うのでご

義でございますが、「我が国と密接な関係にあ

ざいますが、つまり、もう少し自衛隊を海外に

る他国に対する武力攻撃が発生し、これにより

出すことによって、そのことが「積極的平和主

我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及

義」であると。国際社会の平和と安定にこれま

び幸福追及の権利が根底から覆される明白な

で以上に積極的な貢献、これが自衛隊を海外に

危険がある場合において、これを排除し、我が

出すことだと。

国の存立を全うし云々」、他に適当な手段がな

で、「切れ目のない対応」というのは、どう

い場合には「必要最小限度の実力を行使するこ

もこれは地理的な概念のように受けとめられ

とは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく

るわけでございますが、「切れ目のない」とい

自衛のための措置として、憲法上許容されると

うことは、時間的に切れ目がないのではなくて、 考えるべきであると判断するに至った」という
ことが、いわゆる集団的自衛権行使容認のため
地政的に切れ目がない、という意味合いにとれ
るわけでございます。世界中、自衛隊を出すこ

に用意された文言である。この部分、大体 8

とを可能にする国内法制を整備しなければな

行ぐらいの文言でございますが、これが集団的
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自衛権行使容認でございます。

わけでございます。あくまでも反対でしたし、
いまでも反対でございます。

これに基づいて、今回の安保法制が出された
かというと、その部分はもちろんございますが、

であるが、現実政治といたしまして、この文

主たるところは、武力攻撃事態法の中にこのと

書をもって集団的自衛権の行使を容認するこ

おり書かれているということがございまして、

とに相なって今度の法制が出されているとい

11 本のうち 1 本がこれを受けとめた法律改正

うことであるとすれば、これは十分論議をして、

になっているということでございます。

今後、憲法 9 条の位置づけ、あるいは解釈のあ

これはそもそも論でございまして、この辺で

り方等についての審議を通じまして、国民の前

私の見解を申し述べさせていただきたいと思

に政府をただしながら明らかにしていくとい

いますが、つまり、私は集団的自衛権の行使に

うのが国会議員としての責務ではないか。これ

係る解釈改憲ということ自体に反対を唱えて

ほど重大なことでございますから、そのように

まいったわけでございます。

考えるわけで、冒頭に申しあげましたように、
慎重審議を要すると申しあげたわけです。

確かに、集団的自衛権というのは国際法上認
められた自衛権の一部であることは疑いのな
いところでございますが、しかしながら、歴代

●「密接関係国」とはどこか？

政権が憲法 9 条の解釈に照らしまして、集団的
自衛権は主権国家として当然持つべき権利で

これをもう所与のものとして、もうすでに集

あるけれども、わが国は行使し得ない、という

団的自衛権の行使ができるようになったんだ、

歴代政権の解釈が、内閣法制局の解釈だという

事実上の憲法解釈の改正をやったんだという

言い方をされてきました。総理答弁の中で、い

ことで、その点を置き去りにして議論を進める

わゆる内閣法制局の見解のとおりだ、簡単に言

ことはよろしくない、私はそのように国会に対

えば、そういうふうに言ってきたわけでござい

して警告を発したい。そのように、議会制民主

ますので、内閣として、時の総理として、その

主義の立場をとっているということもありま

立場をとり続けてきたわけでございます。

すから、国民投票にかわるべき手段としてこれ

私は、中曽根内閣の官房副長官を務めたこと

しかありませんので、ここで十分、深い、突っ

がございまして、名だたる憲法改正論者であり

込んだ議論をしてもらいたい。そのように思う

ました中曽根総理の驥尾に付してまいったわ

わけでございます。

けです。そのときに、この件についてどういう

砂川判決を引用したり、あるいは 1972 年の

答弁をなさるかなということを、そばにいてか

自衛権に関する政府見解というものを引用し

なり緊張して注目しておったわけですが、従来

たりしておりますが、ここで議論するつもりは

どおりだということを国会で明言されました

全くございませんけれども、やや牽強付会な議

ので、ああ、そういうことかと肝に銘じました

論で押し通してしまったということを感じま

ような次第でございます。

す。もう一度その辺からも議論してもらってい

そういうことから、もし集団的自衛権の行使

いのではないか、そのように考えるわけでござ

を容認するとすれば、それは国民投票に問うべ

います。

きものであって、国民投票というのは憲法改正

そのことが一つと、この中に、そのことを曖

にほかならないわけですが、憲法 9 条の改正を

昧にするといかようにも解釈が変わってくる

やって、集団的自衛権の行使が日本もできると

という部分がございます。きのう、民主党の岡

いうことにしないと、法治国家として、最高法

田さんが質問しておられましたが、例えば、あ

規の解釈が時の政権の恣意ってこれが自由に

の中で他国の領土、領空、領海で武力行使に至

変え得るということになると、法治国家として

らないかということを質問されたのに対しま

の根底が揺らぐ、という立場を私はとっておる

して、総理のほうは、こういう 3 条件があるか
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らして、そういうことには決してならない、と

係のある国」というのを明確にしてもらいたい

いうことを言ったわけでございます。つまり、

ということです。

必要最小限度の武力行使しか認めていないの

それから、今度のガイドラインのほうは、ち

で、その必要最小限度からすると、そういう例

ょっと解説を省きますけれども、この中で、カ

は当たらない、という論理だったと思うのです

ーター国防長官ほかが、今度のガイドラインが

が、それもちょっと引用の部分が違うのではな

結ばれたことによって、自衛隊がアジア太平洋

いかと思ったりいたしましたが。

地域を越えて世界中一緒に行動してくれるこ

現実には、集団的自衛権の行使というのは、

とになったことを歓迎している、ということを、

自国が攻撃されていないにもかかわらず、密接

アメリカ側の要路の者が何回も述べていると

な関係のある国が攻撃を受けたときに一緒に

ころです。そこで、日米安保条約との関連はど

なって反撃する、つまり武力行使を行うという

うなるのかということも明確にしてもらいた

ことですので、つまり、例えば同盟国であるア

い。

メリカが他国から攻撃を受けた場合に、それを
日本が一緒に行って反撃するという場合は、他

●対象領域拡大は事実上の安保改定

国の領土、領海、領空に入るということは、通
常、想像してもなかなかあり得ないわけです。
アメリカの領土、領空、領海ならわかるけれど

日米安保条約 5 条が、尖閣防衛のためにこの

も、他国ということになれば、アメリカが侵略

条項が稼働するかどうかということが注目に

している場合ですから、なかなか起こりにくい

なっているわけでして、それは間違いなく守ら

ことではないかと思うのでございます。

れる、遵守されるように、つまり日米安保条約
の第 5 条というやつは、日本が侵略を受けたと

いずれにしても、議論ではっきりさせてもら
いたい点はそういうこともございますが、まず、
わが国と「密接な関係にある国」、それは一体

きに、米軍がこれを排除するために、日本の自
衛隊とともに出動する、こういうのが第 5 条で
すから、本当に来てくれるか。どうもアメリカ

どういう国なのかということが実は明確にな

の外交政策上、あるいは安保政策上、両面から

っておりません。私は、多年、防衛を担当して

来ていると思うんですが、ちょっと疑問の点が

まいりまして、その間において、密接な関係の

ある。

ある国はアメリカだけだと思い込んでおりま
した。今回の解釈改憲を通じまして、密接な関

なぜかというと、尖閣は日本の施政権下にあ

係のある国は世界中どこでもあるという話に

ることは間違いないが、領有権に関しては両国

なったので、実は非常に驚いているわけです。

にそれぞれの主張がある、ということを言うか

で、その解釈はないわけでございます。

ら、このごろ言わなくなったという説もあるけ
れども、いままではずうっとそれを言い続けて

だから、その点も国会できちっと整理しても

きた。つまり、施政権はあるが、領有権は、ア

らわないと、同盟国以外でも密接な関係のある

メリカとしてはそこのところには立ち入らな

国はいくらでもあるということになれば、それ

い、ということを言うので、そこで疑問が生じ

にも限度というものがありましょうから、本当

たと思うのです。安保条約第 5 条には施政下と

に密接な関係のある国というのは、どの程度の

いうことを書いてありますから、日本に施政権

関係であるかということを、これは整理しても

があることは認めているのだから、必ず第 5

らわないと、地球儀を俯瞰する外交をやってお

条は発動するはずです。だから、ここは、今回、

られる立場からすると、地球上の全ての国が密

力説されるように、アメリカに対して、正確に

接な関係になろうとして頑張って外交をやっ

言うと、世界の警察官たるアメリカに対して、

ておられるわけですから、そういうことからす

もっと協力、協調的な態度でいかないと、第 5

ると、おかしなことになりはしないかというこ

条は守ってくれないんじゃないかというニュ

とを申しあげたいと思うので、まず「密接な関
6

アンスの今回の法整備になっているけれども、

ざいます。

そんなことはない。
「施政下」と書いてあるし、

で、アジア太平洋地域まで広げたのですが、

いわんや第 6 条で、わが国は基地を提供してお

先ほど私が申しあげました、今回のガイドライ

りまして、「施設・区域」という表現になって

ンで、ペンタゴンの要路の者が、カーター国防

いますが、基地を提供しておりますので、この

長官を初め、次々発言していることは、いずれ

施設・区域、つまり沖縄でみればよくわかるよ

もこれを世界中に広げるということを発言し

うに、普天間問題、辺野古問題というのが沖縄

て、今回、それの意義があった、今度のガイド

の大問題になって、きのう翁長知事がこちらで

ラインは、アジア太平洋地域にとどまらないん

このような会合に出られたそうですが、非常に

だと。

緊迫した問題になっていることは事実です。そ

つまり、これをもって安保条約第 6 条の改定

れからいたしましても、アメリカが日本の基地

につながらないのかということになると、当然

の重要性、アメリカにとって、アメリカの国益

つながると私は思うわけです。日本の基地を提

上といってもいいですが、非常に重要な位置を

供しているのは、つまり、いままでは何とかフ

占めていることは間違いないので、かつわが国

ィリピン以北からアジア太平洋地域まで広げ

はホストネーション・サポートと称して財政上

たところを何とか拡大解釈ですくい上げると

の多額の助成をやっておるような関係でござ

いたしましても、これを世界中に広げるという

います。

ことになれば、ちょっと日本の基地問題に大き

問題は、その第 6 条でして、この第 6 条に書

く影響してくるのではないか、そのように考え

いてあることは、日本の施設・区域を拠点とし

るわけでございます。

まして、極東の平和と安全のために、米軍は責
任ある行動をとるということが書いてあるわ

●軍事カード使いたがる外務省

けです。「極東」、英語で“Far East”という
ことが書いてあるわけです。極東の範囲という
ものがいかなるものであるかということは、私

さらに、一方において、集団的自衛権を認め

は 1972 年の初当選でございますが、その前、

ることによって、日米間の安保体制の片務性を

安保条約が改定されて後ずうっとですけれど

是正するということであれば、日本は集団的自

も、極東の範囲というのは随分国会で議論され

衛権の行使ができないから、それのいわば代償

て、結局のところ、フィリピン以北という定義

的な措置として基地を提供している、そういう

がなされました。で、私は、極東の範囲という

説明が行われてきたことからしますと、日本に

のはフィリピン以北だというふうに思い込ん

米軍基地があることについて、おまけに毎年

でおったわけです。

3,000 億円ものホストネーション・サポートま

ところが、これは私の責めにも帰するわけで

で行って、日本の米軍基地をとどめている、そ

ございますが、橋本政権のときに私は自民党の

のことをもって日本の抑止力としているとい

政調会長だったものですから、そういうふうに

うことですが、そこのところはどうなるのかな

申しあげたのですが、橋本・クリントン会談で、

ということです。対米追随外交も、これは事実

1996 年だったと思いますが、そこで極東の範

上、日本の外交の特徴ですが、これ以上、対米

囲を、事実上、アジア太平洋地域に広げました。

追随でいいのかということでございます。

共同宣言で、お調べになるとわかりますけれど

この文書の冒頭にありましたように、国際軍

も、8 カ所も出てきます、アジア太平洋地域に

事情勢の大きな変化ということが強調されて

おいて日米が協力して、シーレーンは、いわゆ

いるが、国際軍事情勢の大きな変化というのは

るマラッカ海峡から日本に至るシーレーンに

何であるか。もちろんサイバー空間とか、テロ

関しましては、それを守ることは日本の自衛隊

とか、いろいろありますけれども、日本の防衛、

の役目である、そのように書いてあるわけでご

平和と安全からしますと、結局は、中国の軍事
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力の膨張、海洋進出、それから北朝鮮の核開発

ったことがあるんですが、私が政調会長時代の

が進んでしまったということですね。この二つ

平成 8 年ごろ、そういう記憶がありますけれど

が日本の平和と安全を危殆に瀕せしめる大き

も、それからずうっと低下いたしまして、いま

な要素であることは間違いないと考えるわけ

は世界第 5 位か第 6 位に、ＯＤＡの総体的予算

ですが。確かにその危険性を防圧するために、

額が減っている。絶対的予算額も、最盛時のせ

米軍基地の存在、安保条約を遵守させるための

いぜい 4 割程度になっているということです。

基地が必要であって、日米共同対処で、この二

ＯＤＡをツールにした外交というものが非常

つの脅威に備えるということは一つの議論と

に脆弱化したというか、そういう状況になって

して成り立つところですが、であれば、なぜ、

いるので、どうしても自衛隊という事実上の軍

それはいずれもアジア太平洋、極東アジアの問

事力をツールにして、国際外交を、地球儀を俯

題ですから、世界中に自衛隊を出さなければな

瞰する外交を展開したい、こういう意図がある

らないということとどうつながってくるのか。

のではないかと疑われても仕方のないような

世界中に自衛隊を出せば、いま海上自衛隊は

今回の安全保障法制の修正である、そのように
考えるのです。

4 護衛隊群いますけれども、その 4 護衛隊群で
これを世界に出していくということになれば、
アジア太平洋地域の平和と安全に欠陥が生じ

●本当に「戦争法案」ではないのか

てまいります。護衛隊群をふやす、第 5、第 6
をつくるということになってくると、膨大な財

そこで、もう少し明らかにしてもらいたいの

政需要を必要といたします。人員も必要ですし

は、いま申しあげた専守防衛政策から他国防衛

ね。その辺の検討というのは全くないです、今

容認政策へと変更したということについて、本

回の安全保障法制の改正には。
自国の防衛をどうするか、これは一番肝心だ。
自分の国の領土、領空、領海、領域と国民の生

当にそうなのかどうかということも議論を通
じて明確にしてもらいたい。専守防衛政策は変
えないのか、あるいは、もう専守防衛政策はや

命、財産を守ることが最大の責務であると何回

めたんだ、ここに華々しく書いてあるような、

も強調しますけれども、もしそうであれば、い

世界中の期待が日本の軍事力の行使に集まっ

まの防衛体制というのは、新しい防衛計画の修

ているんだから、日本はそれに応えようじゃな

正大綱によってつくられている体制ですから、

いかということが書いてあるわけですが、冒頭

それを見直さなければ、あるいは追加しなけれ

に「軍事力」という言葉は使っていないけれど

ば、いまのような安保法制の改正に即応した日

も書いてあるから、それに本当に応えていくの

本の軍事力というか、自衛隊の実力というもの

か、そういう構えなのか、ということは、これ

を強化することはできないはずです。その財政

は政治の決定ですから、政治の決定からすると、

をどうするのか、規模をどうするのか、少子高

そこのところは今回の国会の議論を通じて正

齢化の中でどうやって人員を確保するのか、そ

確にしてもらわないと困る。

の危険性が増している中で本当に隊員の応募

で、危険なところにやらない、戦争はしない、

はあるのか、ということ等をもっと真剣に議論

ということは本当なのかどうか。これは「戦争

しないと、日本の領土、領空、領海を守るとい

法案」だと言ったら烈火のごとく怒りましたが、

うことにならないじゃないか。

国会は何を言ってもいいところでございます

世界中に自衛隊を展開していくのが外務省

ので、怒ったこと自体おかしいのですけれども、

の願望ではあるが、外務省は、私に言わせると、

そんなことを言ったら発言権を封じているよ

ちょっときつい言い方でありますけれども、最

うなものでして、皆様方はマスコミ人として許

近は、外向的手腕、能力が非常に低下しており

せないと思うのでございますが、それで、本当

まして、かなりＯＤＡに頼っていたんですが、

に「戦争法案」でないのかどうか、ということ

ＯＤＡもかつては世界第一位のＯＤＡ額にな
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を明確にしなければならない、そのように思う

しまった。本当にこれぐらいわけのわからない

わけでございます。

話はない。国際安全法案とダブりがものすごく

それで、非戦闘区域というのをなくして、後

あるのです、これは。どっちを使っていいかわ

方支援をやる、現に戦闘をしている区域以外を

からないような法制になってしまっておるわ

やる、こういうことであるけれども、現に戦闘

けでございますが、そういう意味でも改正点が

をしている区域ということは、正面です。正面

あると思います。

と後方は対の言葉でございますから、ですから、
正面には行かない、後方に行く、これは当たり

●「後方」と「正面」は一体だ

前のことです。日本は正面に行ったら、本当に
まともに戦争をするということですから、後方

「後方」とは何ぞやという定義もはっきりし

にとどめる。しかし、正面と後方、後方、つま

てもらわないといけない。後方というのは、正

り兵たんでございますが、一対の言葉であるか

面と後方で一体だから、われわれは「後方」と

ら、後方に自衛隊が参加するということを、今

いう言葉を使わなかったわけで、「後方地域」

回は散りばめて書かれている。至る所に後方と

と呼んだわけで、「後方地域支援」として、わ

いうのが出てくるのですが、ここは今度の非常

が国の基地から米軍が飛び立つ際に弾薬の補

に大胆な踏み切りでございます。

給までしようということを議論したわけでご

いままで後方に行けということを言ったこ

ざいます。

とはないです。後方地域支援だった。先ほど倉

そういうようなことであったわけでして、今

重さんがおっしゃったように、私は 1999 年に

度は「後方支援」で、一体その「後方」という

周辺事態法の特別委員長を務めたわけですが、

のは、現に戦闘が行われている区域以外です。

その点が非常に議論になって、筆頭理事は加藤

それは正面以外どこでもということですので、

紘一君でしたけれども、彼がかなり民主党の筆

正面と後方とは一体ですから、したがって、こ

頭理事と通じているところがあって、私は委員

れは必ず相手方、敵対国の攻撃対象になります

長ですから、筆頭理事間の交渉というのをずう

から、攻撃対象になったときにどう振る舞うの

っとみて、どう修正するかということが議論に

か。それでもまた逃げていくのかということで

なったのです。時に、小渕政権になりまして、

すが、逃げていって安全なのかということ。そ

あの法案自体も 2 国会にわたったと思うので

れは現場の判断だ、というようなことを言って

すが、時間数でも百数十時間を要したと思いま

おるが、現場でそんなことを判断できるわけが

すが、そのような議論が行われたことをよく覚

ないです。ですから、現場は戦うしかないです、

えているわけでございます。

危ないから。

つまり、結果的には、周辺事態法自体が「後

そういうことで、どの程度の武器を持たせる

方地域支援」という言葉になりました。今後は、

のかということも、「後方」という言葉を平然

周辺事態法というのを重要影響事態法案か何

と使われているが、その後方に自衛隊を派遣す

かに法案を変えまして、周辺事態というのは、

るに当たって、どの程度の武器、どの程度の武

本当に北東アジアの情勢に即応した法案であ

装をもって行かせるのかということがないか

ったわけで、表には出さなかったが、台湾海峡

ら、そういう点もきちっと議論してもらわなけ

事態も想定しておりました。表に出したのは、

ればいかん。でなければ危なくて通せないとい

朝鮮半島事態で、これにどう即応していくか、

うこと。何でもかんでも大丈夫だ、絶対大丈夫

米軍がそれに出ていくときに、どれだけ自衛隊

だと、そういう抽象的な表現、レトリックだけ

が協力するか、日本が協力するかというのが周

ではこの国会を乗り切るわけにはいかないの

辺事態法でございます。

ではないか、そのように考えるわけでございま

今回は、極東あるいは北東アジアの守備範囲

す。

を、それをなくしまして、大きく世界中にして
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いろいろ正すべき点はありますから、したが

いて一緒に戦う、これが最も間違った考えであ

って、冒頭に立ち返りますけれども、要するに

るというふうに考えるわけでございます。それ

慎重審議、どれぐらい時間がかかってもいいか

は、日本も亡国の選択ですし、人類も滅びる可

ら、慎重審議をやったうえで、国民の理解が深

能性を持った選択ですから、米中戦わせず、と

まって、各種世論調査において、今次、改正を

いうことの中で日本の外交・安全保障政策を展

支持するということのほうが多くなれば、それ

開していかなくてはならないということであ

は採決に至ってもいいのではないか、そのよう

ると思います。

に思うわけですが、とにかくその際に修正を受

で、米中間の軍事力というのは、まだもちろ

け入れる与党側の十分な心のキャパシティー

ん同じになっておりませんが、やがて中国のほ

が必要だと思いますし、野党側もいま非常に戦

うが上回ってくるという可能性は、何十年後か
力が低下しているのですが、しっかり頑張って、 わかりませんが、あり得ることでございます。
国家と国民のためにきちっと追及すべき点は
追及して、その職責を果たしてもらいたい、私

●中国の軍事力が米国を抜くことも

は自民党側の人間でございますが、あえてその
ことを申しあげておきたいと思う次第でござ

この 10 年間で中国の軍事費というのは、も

います。
以上、ちょっと時間が長くなりましたので、

う 4 倍にもふえております。日本の防衛費とい

話を一旦終えまして、あといろいろとご質疑が

うのは 5 兆円弱ですが、研究開発費など、中国

あれば承りたいと思います。どうぞよろしくお

の中では公表されておりませんので、そういう

願いいたします。（拍手）

ものを除けば、表に出ている金額だけで言えば、
日本円で、もう 7 兆円を超しておりますから、
日本よりもはるかに大きい防衛費を中国はい

＜ 質 疑 応 答 ＞

ま持っておる。これはどんどん増えていく。
日本は、財政上の制約もあって、これ以上ふ

司会 ありがとうございました。安倍さんに

やせない状況であるにもかかわらず、自衛隊を

聞かせたいようなお話だったと思うんですけ

世界に持っていくというわけですから、これは
れども、私から二つだけ質問させていただいて、 ふやさざるを得ないのをどうするつもりなの
あとは皆さんからお聞きしていただきます。
か、私はさっぱりわかりませんが、非常に無責
安全保障環境の激変といっても、要は北朝鮮

任な現在の防衛政策を日本はとっている。

の核能力と、それから中国の海洋進出ですよね、

そういう状況の中で、それでもまだ中国の軍

この周辺で言えば。それに対応するためには、

事費に比べれば、アメリカの軍事費は現在でも

本来は、いまのままの法制と体制でいいのか、

7 倍です。7 倍であるが、これはアメリカの軍

あるいはやはり多少の対応が必要なのか、その

事費というのは公表されておりますけれども、

辺いかがですか。もし山崎拓政権であればどう

中国の軍事費は公表されていない部分がござ

いう対応をされていましたでしょうか。

いますから、正確に 7 倍かどうかわからない。

山崎 現実はそのとおりなので、これにどう

あるいは 3 倍程度かもわからない。

対処するかということですが、中国と米国が対

いずれにしても、中国の経済がどうなってい

峙している中での日本の立場でございますの

くか。成長率はかなりダウンしてまいりました

で、そこのところを十分パワーバランスという

けれども、それでもなおかつ軍事費に傾斜して、

ものを考慮して、日本の平和と安全を図ってい

大変金のかかる海洋進出のための空母の整備

かなくてはならない。

などを始めました。そういうことで、どれだけ

いざとなればアメリカと中国を戦わせる、で、 金を使えるかわかりませんが、従来からの趨勢
日本は当然同盟国ですからアメリカにくっつ

からいくと、いつかは中国の軍事費がアメリカ
10

を超してしまう可能性がある。

るだけです、この文章には。

そうなると、本当にかつてのような米ソ二超
大国の時代から、米中二超大国の時代に、新し

司会

わかりました。もう一つは、まさに外

い大国関係とかなんとか言っておるが、そうい

務省の悲願として、外務省主導のペーパーにな

うふうになっていくのかどうかですね。ちょっ

ったと思うんですが、実際に使われる側の自衛

と予測不能でございますけれども。

隊サイドから、いわゆる防衛庁ですかね、あま

そういう、いわば国際情勢の中で、米中を中

りどうも本当にそのままでいいのかどうか、声

心に、いまは南シナ海においてつばぜり合いが

が聞こえてこない。山崎先生のところは、そう

始まりかけておるのですが、そういうもろもろ

いう方々がいっぱい出入りされていると思い

のことを注視しながら、非常に思慮深い外交・

ますが、実際のところ、彼らはどう考えている

安全保障政策をとり――抽象的で恐縮でござ

んでしょうか。

いますが――もう少し中国ときちっとした話
し合いができる関係というものを築き直す必

●米は老いた警察官、自衛隊は警察犬

要があるのではないか。
アメリカの安保政策だって、来年の大統領選

山崎

挙で、またかなり変わる可能性があります。大

こういうことがあったんですが、私が

倉重さんのインタビューでも言ったことがあ

統領選挙のテーマが、きのうテレビをみており

ると思うんですけれども、この前テレビに出ま

ましたら、ある学者が、アメリカは従来どおり

して、今回の安保法制の改正によって、集団的

世界の警察官でいくか、経済的利益に関すると

自衛権の行使に係らない部分で、アメリカが世

ころだけ警察官でいくか、あるいはモンロー主

界の警察官として振る舞っていく中で、日本の

義という言葉がありますけれども、もう世界の

自衛隊も一緒にやってくれということをます

争い事には手を出さない、国内平和主義でいく

ます言ってくるようになると。

か、経済繁栄主義でいくか、その三つが来年の
大統領選挙の選択肢だという言葉がありまし

これは、小泉政権の幹事長をやりましたとき

た。そういうふうで、アメリカの動向も、共和・

に経験したことですが、イラクの攻撃をいたし

民主どちらが勝つかもわからないし、この時点

ました、その前に、ビン・ラーディン事件があ

で何とも言えないので、そういう国際情勢とい

りまして、つまり、ニューヨークのトレードセ

うものを十分にらみながら、安保政策含めて賢

ンタービルの破壊があったときに、いわゆるテ

明な外交政策をとっていくべきではないか。

ロ特措法というのを通しました。これは非常に

その中に、沖縄の基地問題も入ってくるので、
これが非常に難しいです、沖縄の基地問題とい

短い時間、50 時間以下で通したと思いますけ
れども、そのときも私は幹事長でございまして、
指揮いたしました。

うのは。これも外交は内政の延長なので、内政
のアキレス腱でございますので、このアキレス

その 2 年後にイラク問題が生じまして、イラ

腱を傷めて走れなくならないように、どうやっ

クに自衛隊を送ることになったわけですが、そ

て収拾するかということは、すごく難しい問題

の過程におきまして、親交もあったんですけれ

でございます。これを「粛々として進める」と

ども、アーミテージさんから言われた言葉の中

いうような表現で済むような話ではないと私

に、
「ブーツ・オン・ザ・グラウンド（Boots on

は考えるわけでございますので、非常にデリバ

the ground）」という言葉があって、日本の自

レーションが必要な段階に来ている。

衛隊、出てきてくれと。プレーしなくてもいい
から、せめてグラウンドぐらいおりろ、という

だから、そういう文章でなければいかんので

意味ですが、ユニホームだけ着てこいと。とり

す、これは。これは華々しく世界に打って出る

方はいろいろあるんでございますが、そういう

という文章になって、外務省の悲願が入ってい

表現を使われました。結果的にサマワに送りま
11

して、この物語をすると、非常におもしろい話

司会

ではあるが、いかに自分が無責任であったかと

老いた警察官の警察犬になってしま

う、そういうことですね。はい、わかりました。

いうことも（笑）、反省せざるを得ないような

山崎

話でもあるんです。

それはいかぬという、その表現がいか

ぬと。言わんとしていることはわかると。

あれは特措法で措置したのですけれども、今

司会

回は恒久法ですからね。私はあくまでも特措法

わかりました。それでは、会場から、

どうぞ、質問してください。

でいくべきだと思います。恒久法はやると無責
任になってしまう。ブーツ・オン・ザ・グラウ

●今の自民党に国防族はゼロ

ンドの無責任になってしまう。ブーツ・オン・
ザ・グラウンド・アンド・プレーになってしま

質問

うということで、プレーも後方支援にとどまる

こういう話が、本来は自民党の中でか

んだけれども、それがやがては、為政者によっ

んかんがくがく、昔であれば灰皿飛ばしてやる

ては、またそれを、正面を向いちゃえ、という

ような議論だと思うんですが、寡聞にして、ど

話になりかねない。9 条の改正なくしてそこま

うもそういう議論が自民党の中で展開されて

でいくということになれば大変なことですが、

いるとは聞かないですけれども、何で自民党は

そういうことにもなりかねない。非常に問題が

そういうふうになってしまったんでしょうか。

大きいと思うのです。

こういう安全保障に対する知識がなくなって

それで、今度、自衛隊が海外にどんどん出て

きたのか、小選挙区でみんなおとなしくなって

いくということになれば、世界の警察官である

きたのか、それともそういう人材が育っていな

アメリカの軍事力も、軍事費の予算も減らして

い――人材が育っていなということは、ある意

いるし、簡単に言えば、人間に例えれば老兵に

味では山崎さんたちが育ててこなかったとい

なってきているということなので、足元がとぼ

う責任もあると思うんですが――その自民党

とぼしてきたから、ちょっと警察犬を連れてい

の中の状況について、どうごらんになっている

こうかということになって、それが自衛隊に該

かお聞きしたいと思います。

当して、自衛隊が警察犬みたいになっちゃうよ、

山崎

それは非常な危機感を私も覚えるん

老兵といえどもピストルを持っているが、警察

ですが、私が現役のころは「国防族」と称する

犬はピストルを持たないんだから、これはまこ

人たちがたくさんおりました。いまは国防族と

とに言い得て妙な比喩だというふうに思って

言われている人は一人もいないんじゃないか

言ってみたんですが、それに対してすぐ電話が

と思いますね。旧自衛隊の人はおりますけれど

かかってきまして、
「言い過ぎだ」と。僕が防

も、国防族と呼んでいいかどうか、ちょっとは

衛庁長官をしていたときの海上自衛隊の大幹

ばかられるんですが、外交もいないですけれど

部ですが、「あなたの言うことは非常によくわ

も、背広組で、例えば日中外交、新しく担当し

かるけれども、あそこはいかぬ。われわれは米

ている人は、寡聞にして私は知らないわけでご

軍の犬扱いされた日には、これだけは我慢でき

ざいまして、防衛族はもちろん、このごろ大臣、

ない、あれは訂正してくれ」ということを言わ

短い期間やられた方がおりますけれども、あの

れたので、それから言わないことにして、また

方がいま防衛の責任者になっていると聞いて

いま言いましたが、
（笑）これは訂正、削除い

おりますけれども、それぐらいしかおりません

たしますが、犬扱いだけはしないでくれという、 で。あの方も別に専門家ではないので……。
これだけは本当に申しわけないと思って、いま

どうして専門家がいなくなったかというと、

から言いませんし、いまのあれも一応撤回しま

世代交代を一気にしたことと、それから新しい

すけれどもね。
（笑）

世代は全部小選挙区から出てきているという。

司会 警察犬ですね。

小選挙区というのは 51％得票しなければ当選

山崎 はい、警察犬。

できない、そういう制度ですので、したがって、
12

有権者の関心の深い政策課題を標榜して選挙

しかし、それでも、ただいまきょう問題点を

をやる。で、社会保障あるいは経済、あるいは

指摘いたしましたとおり、つまびらかになって

また教育ですね、社会保障も多岐にわたってお

いない点がたくさん残っておりますので、それ

りますが、そういう分野を論じないと票がとれ

を議論していただくのは、まあ、やっぱり民主

ないし、二大政党の戦いというのが原則ですが、 党が第二党でございますし、人材も何人かおら
いずれも、両政党ともその分野で戦う。大阪維

れるようでございますから、それでやってもら

新のような場合はちょっと例外ですけれども。

うしかないかなあと、そのように思います。

●一国平和主義という名の積極平和主義

質問

先ほど、1996 年の橋本・クリントン

の声明のことをおっしゃったんですけれども、
あれは、おっしゃるように、アジア太平洋安保

そういうことで、外交・防衛政策の関心度と

に広げたわけですが、それで対応できるという

いうのはシングルナンバーですから、これを論

か、つまり今回の狙いというのを、山崎先生の

じたって票にはならないということもある。な

解釈でおっしゃれば、狙いはやっぱり中国と北

ぜシングルナンバーであるかというと、平和と

朝鮮、特に中国の軍事的拡大にあると。であれ

安全が所与のものとして、空気や水と同じよう

ば、その地域は当然アジア太平洋という対応で

に存在しているから、この 70 年間一度も戦う

十分可能だと思うんです。それをあえて世界ベ

こともなく、自衛隊は他国の兵士を殺すことも

ースに広げていくことの意味というのか、背景、

なく、自衛隊員が殺されることもなく、一国平

その辺はどうお考えでしょうか、やっぱりまた

和主義とそしられながら積極的平和主義を貫

別の狙いがあるとお考えなんでしょうか。

いてきたという日本のあり方ですので、したが

山崎

って、どうもこれを論じても選挙にメリットは

それは、私も同じ疑問を持っておるわ

ないということからじゃないか、そう思います。 けですが、おそらく日米同盟の強化という観点
で、アメリカ側のふだん要請している部分に呼
で、あまり集まらない。国防部会を開きまし
応した、日本側から積極的に呼応したというふ
ても、安全保障調査会を開きましても、ほとん
うに考えるわけです。つまり、先ほど来申しあ
ど来ない。この安保法制をつくった責任者の人
げておりますように、アメリカが侵略を受ける
が私のところに来まして、議論を聞いて、非常
ということはまずないわけで、ですから、集団
に驚いたんだけど、これをやると、自衛隊を北
的自衛権の行使自体に期待しているわけでは
朝鮮に乗り込ませて、拉致被害者を救い出して
なくて、アメリカが世界の警察官として振る舞
くることができるのかという質問が出た。非常
う中で、アメリカは世界中でやりますから、日
に驚いて、答弁に窮したんだけれども、その同
本の自衛隊の応援を求めているということで
じ質問が何回も出るというわけです。もう自民
はないか。
党の議論がレベルダウンしたということをス
そういう意味で、ガイドラインの中で、本来
ーパー官僚が私に報告したんですが、そういう
状況になっていることは事実でして、これを改

の日米安保条約体制からも外れた議論になっ

善しなければならないが、これはなかなか難し

たというふうに考えるわけで、これを日米安保

いなと。そう思いまして、与党の中での公明党

条約の自主的な改定とみるか、新しい日米安保

の中に議論のできる方が何人かいらっしゃる

体制というのがここでできようとしているの

ので、非常に私は期待して、自民党の中の協議

か、どっちかだと思いますけれども、だけど、

はほとんど不毛でしたけれども、自公協議の中

それだけのキャパシティーは日本側にないと

では、ある程度実のある議論がなされたと思っ

思います。日本の防衛費や自衛隊の質量からい

ております。

たしまして、世界中に広がって世界の警察官の
一員となるという、日本側にそういう実力はな
い、そのように思います。
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質問

沖縄の辺野古の問題です。先ほど、

ころですが、その中から、武力攻撃事態法を抜

「粛々と進めるということで済む話ではない」

き出して、これだけを先行審議するという手は

とおっしゃって、まあ大体お考えはわかるんで

あると思うのです。

すが、きのう翁長さんがここに来られて会見し

私は、恒久法というのは一番問題が大きいと

ましたが（動画などはこちらから）、政府の立

考えるわけでして、つまり自衛隊を世界中どこ

場、沖縄の立場、現状では、主張に交わりよう

にでも出していくということについて反対で

がないと思われます。これはどこに打開の口を

ございます。したがって、これは後回しにして

みつけたらよいと、少なくともこうあればよい

しかるべきじゃないか、そのように考えるわけ

というようなお考えはございますでしょうか。

です。外務省としてはこれが一番だと思います

山崎 いや、これは非常に難しいご質問で、

けれども。

正直申しますと、私は小泉政権のときに、辺野
古移転を、キャンブシュワブから基地を突き出

質問

していく話ですが、あの説得に、実は小泉総理

ちょっと防衛問題を離れて恐縮なん

ですが、二階派との合流問題というのが 1 回あ

大臣補佐官という肩書でずっと沖縄に入って

って、ちょっといままた沈没しているような感

いたことがございますので、推進者の一人とい

じなんですが、現にいま石原派というのは閣僚

う前科を持っているわけで、あまり発言権はな

のポストをもらっていませんよね。そういうこ

いと思うんですが、その前に橋本政権時代、あ

とを含めて、いまこの合流問題は立ち消えに完

るいは小渕さんのときまで続いたかどうか忘

全になっているのか、またいずれ近いうちに再

れましたけれども、辺野古沖を埋めるという案

燃する可能性があるか、その辺、石原派のオー

がございまして、あのときの知事が、期限付で
埋立基地を建設することを提案いたしました。
で、これを当時の梶山さん、野中さんなどが中

ナーのお立場でお願いします。
山崎

たまたまきょうは派閥の例会の日で、

木曜日というのは各派そうですが、例会に出ま

に入っていっておりましたけれども、推進した
時期があった。これは参考になると思います。

して、早目にこちらに来たのですが、きょうは
日本記者クラブで話をすることになっている、
ということを石原さんに言いましたら、「お手

質問

この法案については慎重審議が必要

やわらかにお願いします」と言われたのですが、

だと。それから、必要とあれば国会をいくつも

私なりにお手やわらかの意味を解釈したのす

またいでというふうなご主張には非常に賛同

が、ご指摘のように、わが派から閣僚が出てい

いたしますが、その場合、この法案、非常に質

ないという現実ですので、その道をさらに閉ざ

量ともに大きいので、どういうふうに切り分け

すなという意味だろう（笑）、そういうふうに

て、または優先順位をどこに置いて先にやって、 受け取りまして、「わかった、政権の批判は一
どの部分は後回しでいいというふうなことを
切しない」――きょう批判したかどうかわから
お考えでしたら、ちょっと教えてください。

ないんですけれども（笑）――と言って出てき

山崎 いや、これは、全体的に問題があるん

ましたのでございます。

ですが、政権サイドとして、最優先は、武力攻

それで、ご質問はそこのところにないので、

撃事態法の改正であるべきだと思うのです、そ

二階派との問題で、きょうのテーマとかけ離れ

れは集団的自衛権の行使にかかわる部分です

た話で、回答を準備しておりませんが、なくな

ので。それが議会の承認が得られないというこ

ったわけではございません。

とになると、安倍総理が面目をかけて、歴代政
権の解釈を変更して、集団的自衛権の容認にい

質問

ったという政治的なかけが成立いたしません
から、もしこれを、法律を選別するとすれば、
10 本一くくりになっているところがずるいと
14

先ほど専守防衛のこともお話しにな

っておりましたが、安倍政権は、専守防衛の国
是については変わりはないと言っているわけ

ですよね。果たしてそうなのかというのはちょ

外に出せるという議論が提起された。この点に

っと疑問には思いますが、ひょっとしたら専守

ついても国会で説明にしてもらわないかん。

防衛という意味合い、定義が何か変わったので

アジアの一員というところからすると、中国

はないかとも思うんです。山崎さんの考える専

や韓国とうまくいかないでアジアの一員もヘ

守防衛というのは何か、で、果たしてこの専守

チマもないわけですので、どうも、この外交原

防衛という国是はこのままなのか、その点、ち

則についても国防の基本方針と並んで変更を

ょっとご見解を聞かせてください。

余儀なくされているような感じがする。そうい

山崎 専守防衛という意味合いは、わが国は

う基本的な議論を国会でやってもらいたい、そ

もちろん主権国家ですから自衛権を有してい

のように考えています。

るわけです。その中で、個別的自衛権の範囲で
自衛隊が活動する、それが専守防衛というふう

司会

に私は考えておりました。

ありがとうございました。山崎さんに

来ていただいたのは今回で 4 回目なんです。今

ですから、集団的自衛権の行使を行うという

回揮毫していただいたのは、修猷館の「修猷」

ことになれば、そのこと、すなわち専守防衛の

なんですね。

のりを超えるということ。他国防衛容認ですか

山崎

ら、他国防衛容認ということは、専守防衛とい

さきほど控室で、ここ（日本記者クラ

ブ）の事務局長も、私と同じ修猷館高校の出身

う定義を超えるのではないかというのが私の

者ということを知りました。
「修猷」は「猷（み

考え方でございます。

ち）を修（おさ）む」という意味です。私もそ

ご質問のついでに申しあげると、わが国の国

ろそろ人生の仕上げでございますから、「猷を

防の基本方針というのがございまして、これは

修める」と書いたわけでございます。

1957 年の 5 月にできたものですが、国力国情
に応じ、効率的な防衛力を漸進的に整備する、
ということで始まって、日米安保体制を容認し

司会

この方は昔から柔道をミッチー（故

渡辺美智雄氏）なんかと一緒にやっていらして、
「最近やっているんですか」たずねたら、「い

て、わが国の個別的自衛権に対して、アメリカ

や、もうさすがにやってない。早朝野球もやめ

が集団的自衛権を行使して守ってもらうとい

た」と。「じゃ、何されているんですか」と言

うことについては、これをさらにプラスした防
衛政策として、さらに最終的には、国際連合が、
いわゆるみずからの国連軍というものを有し

ったら、毎朝、100 回腕立て伏せをやっている
らしいですよ、78 歳で。調子悪いときは 70 回
にされるということなんです。

て日本を守ってくれるときが来るとすれば、そ

山崎

れまでこの体制でいく、ということになってい
るんだけれども、それは来ていないわけでして、
また来る可能性もないのですが、要するに、そ

ら 100 回やるんだけど、調子がいいときは普通
にどんどんできるということです。
司会

ういう国防の基本方針というものについて、こ

いや、100 回やりますよ。苦しみなが

なるほど。ということで、日本記者ク

れは非常に古い方針ですが、これについて変え

ラブからこのネクタイを渡して終わりたいと

るということが、まず議論がないですよね。

思います。きょうはありがとうございました。

それから外交の三原則ですが、国連中心主義、

（拍手）
（文責・編集部）

日米同盟堅持、それからアジアの一員、外交三
原則についてどうするつもりか。日米同盟堅持
のところは、日米同盟強化という形で今回措置
しようとしているわけですが、国連中心主義と
いうのはかなり揺らいでいるんです、今回の議
論の経過の中で。国連決議がなくとも自衛隊を
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