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村山内閣で実施した景気対策のための約５兆円の減税に見合う形で、それ

まで３％だった消費税を１９９７年に５％にするという法律を成立させた。

２％のうち１％は地方消費税とした。実際の引き上げは、見直し条項を検討

した上で橋本内閣のもとで行われ、現在に至っている。 

細川首相が提案した国民福祉税に、当時、与党第一党の社会党委員長とし

て反対したことから始まり、５％への引き上げ法の決定までの経過を報告し

た。質疑応答では自衛隊、日米安保、沖縄などの問題を語り、消費税の今後

の扱い方についても私見を述べた。目的税化には反対だった。 

 

動画は日本記者クラブホームページ http://www.jnpc.or.jp から

アクセスできます。 
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村山元首相 皆さん、こんにちは。記者クラ

ブの皆さんから声がかかると、なかなかお断り

しにくいものですから、きょうは無理を承知で

参りました。 

なに分もう 16～17年ぐらい前の話で、私は、

ずうっと記録というのを一切とらないんですね。

ですから、うろ覚えに覚えていることを思い出

しながら話すような話で、あるいは間違いがあ

るかもしれません。しかし、わざわざ皆さん方

からお呼びがあったわけですから、少しは調べ

てみようかなと思って、党本部に行って、何か

記録はないかといって大分探して、ちょっとみ

てまいりましたけれどもね。 

それもしかし、ここではお話ができるような

中身のものであるかどうかというのは、いろい

ろあるものですからわかりませんけれども、で

きるだけ、要点を思い出してご報告をしたい。

こういう気持ちで参りましたので、そのことを

よく承知したうえで、お聞きをいただきたいと

いうように思います。 

細川さんが、7 党 1 会派で自民党にかわって

政権を担うようになったのです。どっちかとい

ったら、私はそういうことに抵抗しておったの

です。当時、国対委員長をしておりました。で

すから、細川政権が樹立される段階のときには、

一切私には話も連絡もなかったのです。 

細川政権に参画をして、社会党もその一翼を

担うという話がありましたし、あれだけいろい

ろ汚職やら疑獄があって、国民がもういいかげ

んに政治を変えてくれという、そういう国民の

意思を反映して細川政権が誕生した。 

その細川政権が誕生することによって、そう

した国民の期待に少しでもこたえていけるんな

ら、で、また社会党がその一翼を担って、そう

いう国民の気持ちにおこたえができるんなら、

まあ、入るのもよかろうというので、私どもも

抵抗しないまま賛成して、細川政権の樹立に協

力したわけです。 

ですから、細川政権がどうしてできたかとか、

そんないきさつは一切私は関知していません。

ただ、土井たか子さんが議長に選ばれるときに、

なかなか土井さんもすぐには承知しなかったも

のですから、その過程で、何とか協力してくれ

というような要請があって話をしたことはあり

ます。けれどもそれ以外に、どういう経過でど

ういう話で細川政権が誕生したのかということ

については一切知らなかった。関知しなかった。 

細川政権になって、やっぱり当時、経済もあ

まりよくなかったので、景気を回復していくた

めには、この際思い切った減税が必要ではない

かという議論はあったと思います。 

減税をした場合に、その減税を償う財源をど

うするかということになって、一つは、できる

だけ無駄な経費を削減して、金を出せというよ

うなことも意見としてはあった。それから当座

は、赤字国債で償う以外ないのではないか。景

気がよくなれば、また税収も伸びて回復できる

ではないか、というような意見、議論もあった

ような気がします。だけども、大蔵省を中心に

して、間接税を引き上げるというような意見も

大分強く出ていましたね。前段にそういう議論

はありました。 

 

唐突な国民福祉税に反対した 

 

そういう議論があったけれども、その議論を

踏まえてかどうか知りませんけれども、突然、2

月の 2日か 3日に、細川さんが記者会見をやっ

て――記者会見をやったんだよね――6 兆円規

模の大幅な減税をしたいということが 1つ。そ

れから 2つ目は、その財源を償うために、消費

税を 9年か 7年かに廃止をする。そして国民福

祉税を創設する。その国民福祉税の税率は 7％

というようなことを記者会見でいうたんですよ。

その後すぐ政府与党首脳会議が開かれた。私は

当時、社会党の委員長になっていましたから、

私にも声がかかって、当然、それに出席をした

わけです。 

細川さんから、こういう説明がありました。

消費税を廃止する。国民福祉税に変えて、税率

は 7％。ぜひひとつ承認してほしい。そういう

ような意味の話がありましたから、社会党が当

時第一党ですから、細川さんの隣に私は座って

いるわけです。私の隣には大内啓伍さん、当時



 

 2

厚生大臣でしたけれども、民社党の大内さんが

おりました。 

私は手を挙げて発言をさせてもらった。いく

らなんでも、消費税と中身は変わらないのに、

名前だけ国民福祉税という耳ざわりのいい名前

に変えて、そしていきなり税率を 3％から 7％に

上げることを認めてくれといったって、それは

むちゃだ、無理だと。それは事前に十分議論し

合って、お互いに了解したうえでやるんならと

もかく、いきなりこんなものを出して、そして

認めてくれといったってそれは無理だ。｢それは

あんた国民を看板で偽るようなものじゃない

か」というようなことをいって、私は反対を主

張したわけです。 

その前に、さっき申しあげましたように、間

接税の引き上げとかなんとかいうような話も、7

党 1会派の皆さんが集まった会合の中では、直

間比率の見直しとか、そんな意見もいろいろあ

ったみたいですね。そういうようなこともあっ

たうえで、いったのかどうかわかりませんけれ

ども、2 月の 2日か 3 日に、いきなり細川さん

がそういう発言をした。で、僕らは官邸に呼ば

れて、そこで説明があったわけですから、いま

申しあげたような意味で、私は、それは絶対に

承服できない、いくらなんでも乱暴だ、無理だ

という話を申しあげた。 

大内さんが隣におりましたから、「大内さん、

福祉という名前がついている税金というのは、

おたくの厚生省に一番かかわりが深いんだけれ

ども、あなたご存じですか」と聞いたら、「いや、

私もあんまり詳しく知りません。初めてです」

というから、「それじゃあんた一言いいなさい

よ」といったら、大内さん、手を挙げて立って、

それなりに反対の意見をいっていましたね。 

そうしたら武村官房長官が、手を挙げて、あ

の人は、「過ちを改むるにはばかることなかれと

いう言葉もありますが……」というようなこと

をいったんじゃないかな。で、結局、そこはそ

れで終わったのです。 

その後、7 党の責任者の会合があったりなん

かした。そして、新党さきがけと日本新党では

継続して審議をしようじゃないか、とかいう意

見もあったという話も聞きましたが、これは出

直さないといかん、だから一遍これはやめて、

新しく検討し直して何とか結論を出していこう

じゃないか、というような意見が多かったです

ね。ですから、この国民福祉税をそのまま認め

るなんていうことには、それは各党も会派もな

らなかった。 

私のところには、当時、社会党の大臣が 6名

かな、閣僚がおりましたから、社会党の大臣が

集まって、仮にこれを強行するとなったら、も

う社会党は離脱をするつもりでした。その場合

はもう離脱をするということも役員会で決めた

りなんかしているわけです。もし強行したら大

臣をやめなきゃいかんですね。ですから、大臣

の皆さんも、事前に総理に会って、そして「こ

れはやめたほうがいい。我々は賛成できない。

やり方も非民主的だ。十分議論して決めたもの

でもないし、そんなやり方でやるといったって、

それは無理です」と、総理に苦言を呈したとい

うような経過もあったみたいです。後から聞い

た話です。 

 

高齢化社会の進展と間接税 

 

いずれにしても、国民福祉税はつぶれたので

す。つぶれたけれども、やはりこれから高齢社

会になって、医療や年金や福祉や、介護は当時

はなかったけれども、これから介護も必要にな

るということは議論されていました。ですから、

そんなことを考えた場合に、間接税をいくらか

上げざるを得ないのではないか、上げるべきで

はないかというような意見もありました。で、

それはそれなりに話は継続していく、といって

いるわけです。けれども国民福祉税は、これは

もうあまりにも唐突で、認めるわけにいかんと

いうのは大体一致していましたから、それで国

民福祉税はつぶれた。こういう経過があるわけ

です。 

それから、細川さんが 8 カ月で退陣をして、

羽田さんがなって、羽田さんは2カ月足らずで

退陣をして、そしてお鉢が私のほうに回ってき

たわけです。総理なんかになろうとも思ったこ
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ともないし、なりたいと思ったこともないし、

まして 70 名ぐらいしか持ってない社会党の委

員長が総理になるなんてことは、考えられない

ことですからね。だけど事の成り行きで、とう

とうさせられたわけです。 

だけど、なった以上はやらざるを得ませんか

ら、どうして“災い転じて福となす”か。せっ

かく社会党の委員長が総理になったんじゃから、

社会党でなければできないようなことがあれば、

それはひとつこの機会にやらせてもらおうじゃ

ないか、と考えました。 

それから、ちょうど戦後 50 年の節目に総理

になったわけですから、50年の節目に、内外の

諸問題でけじめをつける。つけられるものにつ

いては、この内閣でなければできないなという

ようなことについて、何とかやらせてもらって、

そういうことが終わったらもう“長居は無用”

で、いい時期にやめる、というぐらいの腹構え

で、私は総理をやることにしたわけです。 

継続してずうっと景気対策と、社会保障、社

会福祉等に対する、これから必要となる財源を、

どういうふうにして償っていくか、というよう

なことについては、依然として課題になってい

るわけです。それは引き継いで、やはりこの内

閣も検討しなくてはいかんというので、継続し

てやったわけです。 

 

減税先行で消費税を５％に決める 

 

 

とりあえず景気対策のために減税をやる必

要がある、消費を伸ばす必要がある。減税をす

るうえで、大体、税のカーブをみたときに、低

い所得の方々に対して減税をする。それから、

所得の高い方に対して減税をするとか、それか

らまた中間層の減税をするとか、そういう手心

を段階段階で加えてきているのですね。加えて

きているけれども、私が総理になったときに、

いろいろ話を聞いてみたり、教えてもらったり

すると、やっぱりそういう手だてをしてきた結

果として、中間層が一番分が悪い。負担が多い

というような傾斜になっているのですね。 

だからこれは僕は思ったんですよ。この中間

層というのは、一番社会的に責任を持っている

層なのです。仕事をしている層なのです。しか

も、もう両親が年をとって、両親の面倒もみな

ければいけない。あるいは子どもが大学に入る

ころで、子どもに金もかかる。それから、住宅

をつくっていれば、そのローンも払わないとい

かん。というようなことからすれば、一番金の

かかる層じゃないか。金のいる層じゃないか。 

しかもそれが、仮にベースアップでもって上

がったって、税率が高いために、帳消しになっ

ていく。だからあまりベースアップの恩典も受

けられない、というような状況になっていると

すれば、やっぱりこの層に少し手心を加えてい

く必要があるのではないか。というので、税率

の見直しをやったわけです。その中間層の税率

にあまり負担がかからないように、公平にかか

るような形にならしていったのです。 

そういうことを含めて減税をしたのが、大体

3 兆 5,000 億円ぐらいですかね。それから定率

減税を一方ではやる必要があるというので、定

率減税を 1兆 5,000 億ぐらいやったのかな。そ

れで 5兆円ぐらいの減税をやる。これを 3年間

やる、というふうに決めたわけです。 

3 年間減税をした後、この財源をどこで賄う

かというので、減税分と財源補填分と、両方兼

ね合った形でやっていかないと、無責任に減税

だけすればいいというわけにはいかないのでは

ないかというので、減税と増税とをかみ合わせ

た、財源補填とかみ合わせた形で検討していこ

うというので検討した結果、恒久減税が 3 兆

5,000 億円、定率減税が 1兆 5,000 億円、それ

で 5兆円ぐらいの減税をやる。 

そしてその減税を 94年から、95年、96年と

やって、そして補填をするため 97年に消費税を

上げる。その上げるのは、当時 3％でしたから、

2％上げて 5％にする。その 2％のうちの 1％は

消費税にする。これは、消費税・譲与税という

のが以前からあったんですね。いくらか地方に

譲与税の形で配分しておったわけです。だけど、

これをこの際廃止をして、地方消費税というも

のを設けて、地方消費税を上げる。というふう

にして 2％上げたうちの 1％は、国が入れてくれ
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るけれども、あとの 1％は地方税として回す。

というようにして決めたわけです。 

これは、もちろん国会に提出をして法律も成

立しました。どういうわけか、私が総理をやっ

ているときにはつぶれた法律案は一つもないで

す。全部成立しました。予算も年度内にきちっ

とあがる。それはもう不思議なぐらいにスムー

ズにいきましたね。あれはやっぱり、みんなが

同情してくれたのかどうか知りませんけれども、

うまくやらせていただきました。 

そうして消費税を 5％に上げる法律ができた

のです。もちろん、社会党の場合は 6年前の参

議院選挙では、消費税反対でもって当選をした

議員なんですよ。それが今度は、消費税を上げ

て、そして選挙をしなくてはいかん。だから選

挙はやりにくいだろうなあと、僕は大分思いま

したけれども、もうそんなことはいっておれん

なと思って、それは押し切ったのですがね。 

そのときに、私のところに苦情をいいに来た

人が大分おります。どうしてくれるんだと苦情

をいうわけです。それには「あんた反対なら、

堂々と選挙のときに反対とやればいいじゃない

か。まだいま上げるんじゃなくて、先に上げる

んじゃから、上げるときには私はもう体を張っ

てでも反対しますといってやればいいじゃない

か」と、僕は元気づけたんだけれども、まあ元

気づけになったかどうかわからんけども、そう

いうことをいったことも思い出します。 

それから、やはり筋として、それは 6年前の

状況と今日の状況とは違うんじゃから、だから

もっと自信を持って、「5％に上げたことに対し

て、自信を持って説得するというぐらいの気構

えで選挙をやりなさいよ」というたこともあり

ますよ。僕はそのほうがいいと思っていますか

らね。そうすれば、国民の皆さんもそれはそう

だといってわかってくれるんですよ。 

そんな話もしたことを、私は思い出すんです

けれども、しかし、いずれにしても消費税反対

で当選した議員が、今度は消費税を上げるとい

って選挙をするわけですから、やりにくかった

面もあったろうなあと思います。その立場とい

うものももっと考えてやる必要があったなあと

いうようなことを、後で反省した面もあります

けれどもね。とにかくそういうことで、消費税

を 5％に上げたわけです。 

 

見直し条項を付けて97年から 

 

私のときに法律で 1997 年に上げるというこ

とを決めたのです。それには見直し条項が入っ

ていまして、そのときの景気の動向やら、それ

から行政改革の進展ぐあいやら、あるいはまた

財政状況やら等々、4 項目くらい並べましたけ

れども、検討して見直すことができる、という

ことにしてやったのです。 

筋としてはそれでいいのです。これは 3党全

部合意して、了解したうえでやったわけですか

らね。ただ、決める前に一番問題になったのは、

この内閣で税率を決めるかどうかということが、

やっぱり問題として残ったわけです。 

税率をどうするかというのは、3 党の党首に

任せるというようなことになったので、河野洋

平さんと武村さんと 3人で話をしたのです。そ

のときに私が申しあげたのは、やっぱりここま

で議論をして、税率を上げるということまで決

めたんじゃから、決めた責任上、税率はどれく

らいがいいんだというようなことも決めたほう

がいいのではないか。そうでなければ何か無責

任に先送りしたようなことでは、やはりよくな

いのではないか。だから税率を決めたいと発言

したわけです。 

ちょっといい忘れましたけれども、そういう

ことが議論される前段で、3 党の税制改革プロ

ジェクトというのがつくられて、3 党で議論を

したのです。細川政権以来の経過がありますか

ら、その経過も十分踏まえたうえで、3 党で議

論をしていただいて、いま私が申しあげました

ような減税とそれから消費税を引き上げるとい

うことについても、大体いま申しあげたような

ことが骨子になって 3党は案をつくっているわ

けです。その案を内閣が引き継いだ形でもって、

申しあげたような方向で法案を作り、成立を図

ったわけです。 
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橋本内閣で消費税5％実施へ 

 

実際に 5％に上げるのは、私は途中でやめま

したから、橋本内閣になって橋本さんが上げた

のです。これは、橋本内閣の判断でもって見直

し条項も踏まえたうえでお決めになった。それ

で今日に至っておる。 

私は、5％に上げることを決めたことが、そ

れほど選挙の障害になったとは思わないのです。

実は僕も以前ずっと社労におりました。社労に

おるときにいろいろ話を聞いていますし、話も

した記憶がありますけれども、確かに老後が不

安で、やっぱり金がなきゃ不安だというので、

みんな蓄えをしておる。だけれども、「国が責任

を持って老後の保障はちゃんとやるから安心し

なさい、そのかわりにこれだけの負担をしてく

ださい」といえば、皆さんやっぱり国を信頼す

る限りにおいては、銀行に持っていくか国に収

めるかというだけの違いだから、それは安心し

て国に任せるんじゃないか、と。私もそれはそ

れでいけるのではないかなということを、それ

までの経験でもって考えていました。ですから、

消費税を若干上げて負担をしてもらうというこ

とは、それはやむを得ないのではないかと考え

ていました。 

ただ、この 5％に上げるということを決める

ときに、大蔵省の役人に随分私はいうたんです

よ。消費税で一番やっぱり難所は何かといった

ら逆進性だ、と。それは貧しい者も、金を持っ

た者も、同じ負担をせにゃいかんというのは、

ちょっとやっぱり不都合だ。この逆進性を何と

か緩和する必要がある。だから、少しは配慮し

て、すべてのものというわけにいかんけども、

例えば商品を限定して、このものについては

3％で据え置くというようなことはできないの

かといって、大分議論したんです。 

だけど、彼らの言い分を聞いていますと、も

う 2桁ぐらいに上がって、そして逆進性を解消

するというんなら、それは検討の余地はある。

けれども、わずか 2％上げて 1％は地方に回して、

残りが 1％しかなくなるのに、それにまた逆進

性を解消するために、例えば食料品は非課税に

するとか、あるいは据え置くとかしたのでは、

上げる意味がなくなる。だからそれはちょっと

無理ではないでしょうか、という議論もあった

りして、私もそれはそうだなあというので折れ

たのだけれども、やっぱり行く行くは、この逆

進性の問題というのは解消する必要があるとい

うふうに思いますね。 

まあ、粗々そういう経過でもって 5％に引き

上げるということは決まった。 

さっきの国民福祉税というのは、どういうこ

とでだれから出されてきたのかというのは、こ

れは想定の限りでありませんから、僕はここで

語れません。聞いたところでは、大蔵省は当時、

間接税、消費税率をここで上げることは、つぶ

された場合にもう出せなくなる。だから逆効果

になるので、下手に上げるようなものを出さな

いほうがいい――消費税をね――というような

意見が大分強くあったようですね。それは大蔵

省の考えそうなことですよね。だから、あるい

は上げるんならいっそのこと、名称を変えて、

看板を変えて、そして 7％に引き上げるという

ことにして踏み切ったほうがいい、というふう

に判断をしたのか、そこのところは僕にはよう

わかりません。 

まあ、しかし、党内、7 党 1 会派の合意を得

て出したというようなことは全然ないし、反対

があったけれども多数で押し切ったというよう

な経過もないし、これはやっぱりどこでどうい

うふうに、だれが決めたのか、よくわかりませ

ん。突如として記者会見で表明した、というの

が偽らない経過だと私は思います。 

大体そういうことですよね。いいですか。 

 

質疑応答 

 

司会（倉重篤郞企画委員・毎日新聞論説室専

門編集委員） 過去の話で、ちょっと…してい

ただきたいんですが、5％に上げるとき、1％は

地方に持っていく。それまでは譲与税というも

っと小さな規模のやつがあって、それを廃止し

て、大きな 1％というブロックを地方に上げる。

これは相当大蔵省も抵抗したと思うんです。自
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治省と大蔵省の綱引き…… 

 

村山元首相 うーん、そこのところは、3 党

で税制改革プロジェクトをつくって、そこで大

体決まったんじゃないかと思いますね。 

 

司会 当時の自治大臣、野中広務さんの…… 

 

村山元首相 野中さんも、それはやっぱり地

方自治の立場に立って骨を折ったと思いますよ。

そこのところはね。 

あの人は、それは減税をすれば住民税も減税

するわけですから、所得税、住民税の減税です

からね。だから、その見返りにやっぱり地方に

もちゃんとしてあげないと、それは減税のやり

っ放しではよくないんじゃないかというような

意見があったと思いますね。 

 

司会 国民福祉税にと切りかえるためには、

細川さんが一番リーダーですが、総理大臣とし

て記者会見までやっちゃったんですけれども、

その細川さんにどの程度の目算と、やる気があ

ったのかは…… 

 

村山元首相 そこらのところはよくわから

んなあ。記者会見をしたときに、記者の皆さん

から質問をされて……いや、そこのところもち

ょっと覚えてないんだけれども、何か大分根拠

が薄れて…… 

 

司会 “腰だめ発言”ですね。 

 

村山元首相 うん、なんか“腰だめ”か。何

かそんなことがあって、あまり自信がなかった

んじゃないですか。 

 

司会 自信がなかったわけですね。ただ、あ

のときは、選挙制度改革法案を成立させた直後

で、支持率は高かったわけですね。その支持率

をバックに、強引にいこうと思ったらいけると

読んだような…… 

 

村山元首相 だけど、それは基盤の根回しを

やって、そしてある程度 7党 1会派が了解して

いるとか、しぶしぶついてくるとか、というよ

うなことがなければだめですね。それか、もう

職責をかけて、これが通らなきゃ私はやめます、

といってやるかどうかだよね。だけど、そこま

での腰だめがなかったんじゃないですか。 

 

司会 腰だめじゃなくて、腰がなかった。そ

こまでの腰がなかった。 

 

村山元首相 腰がなかったんじゃないです

かね。だから、あのときはやめなかったものね。 

 

司会 結果的にできませんでしたね。 

 

村山元首相 ほとんどみな反対だったから

ね。それは、出してきたのが唐突なんですよ。 

 

司会 今回、2010年ですけど、社会党の一部

も合流している民主党政権は 10％という自民

党案に食らいついて、「強い経済、強い財政」と

いうことで打ち出して、こういう選挙結果にな

った。このことについては、どんなようにごら

んになっておりましたか。その経緯について。 

 

村山元首相 いやいや、それは僕はもう遠く

から眺めて、新聞やテレビをみて判断するだけ

ですからね。あまり無責任なことはいいたくな

いんですが、当たっているかどうかわかりませ

んけれども…。やっぱり選挙で出す、総理がい

うということは、それはもう動かせない公約に

なるわけです。だからよほど確信と自信があっ

て、これはもうどんなことがあっても自分の責

任でもって実現させるというぐらいの、腹構え

ができていて、そしていうたんならいいと思い

ますよね。そのかわりに、それは仮に選挙で敗

れてもその主張は変えない。だから勝てばなお

さら実現させるというぐらいのものがなければ
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ならない。 

何か思いつきでいったのかどうか、ようわか

りませんけれども、突然ポッというて、そして

逆進性にも触れていっていましたね。だけども、

400万円で線を引くのか、350万円で線を引くの

か、300 万円で線を引くのか、何か発言するた

びに変わっていくというのでは、これは不信を

買いますよ、逆に。 

だから、見通しも根拠も確信もなくて、一番

国民が関心を持つ問題ですから、いったのは、

どういう経過でいったのかちょっとわからんけ

れども、わからん者にいわせれば、うかつだな

あといいたくなるですね。 

それで、一遍総理がいうたら、やはりそれは

また総理を続けてやるとすれば、それはおれが

やっている間に消費税はこうするよ、というぐ

らいのものをちゃんといわなきゃ、分が悪くな

ったら引っ込めたというのでは、これはやっぱ

りよくないわね。また、これからもおそらく検

討に値する問題ですからね。 

 

司会 そうですね。消費税を導入したのが、

竹下内閣の 1989年ですよね。で、村山さんのと

きに法律的には 5％にされたんですね。村山さ

んの決定は 96年ですから、3年後に 2％上げた

んですね。 

 

村山元首相  94年じゃないかな。 

 

司会 94年ですね、ごめんなさい。ところが

それからもう 16年たっているわけですよね。ず

うっと 5％なんですよね。 

 

村山元首相 そうです。 

 

司会 財政事情とか、社会保障のことを考え

ると、環境は相当目まぐるしく変わっているに

もかかわらず、この間、努力はしたんでしょう、

いろんな意味でね。だけど、上げることはでき

なかったということについて、どう思われます

か。 

村山元首相 それはやっぱり、政治家が説得

し切らんからじゃないですかね。説得し切らん

からというよりも、税金を上げることについて

はタブーになって、選挙に不利だという考えが

あるから、あまりそういうことにさわりたくな

い。ということがあるのかねえ。しかし、もう

こういう状況になってきて、それは医療費から、

年金から、介護から、いろいろ考えてきたら、

やっぱりいくらか検討せざるを得ないんじゃな

いですかね。と、僕はそう思いますがね。 

それは介護なんかでも、考えてみれば、自分

の両親を自分の家庭の中で介護をし切るかとい

ったら、もうできないんですよ。家庭が破壊さ

れますよ。それは、親兄弟ができないことを他

人にかわってみてもらうんだよ。だからそれは

やっぱりそれだけの償いをしていかなきゃだめ

ですよ。安く使うなんて考えたら、それは間違

いなんで、過ちも起こりますよ。 

だから、そういうことをいろいろ考えた場合、

ほんとに老後に不安がないようにするためには、

やっぱりそれだけのものがいるわけですよね。

だから、それは老後の安定のためにはやむを得

ないなと、皆さんそう思うのではないかと思い

ますよ。 

それから、後期高齢者医療。これができたと

きに、僕はある座談会でいうたんですよ。それ

はね、こんな後期高齢者で、75歳以上を線引き

したら、そうしていかにも何か別枠にして扱う

ようなことは失礼じゃないか、と。いまのお年

寄りは、みんな若いときに社会保険なり、国民

健康保険なりに入って、保険料を収めてきてい

るんだ、ずうっと。だけど若いから、あんまり

けがもしないし、病気もしないし、医療費はか

かってない。だから、老後のために蓄えをして

いるようなものじゃないか。 

それが、65歳を過ぎて、老後になって、仕事

もやめて、所得がなくなった。「まあ、しかし心

配しなさんな、あなた方がずうっと掛けてきた

保険があるんじゃから、これでちゃんと面倒み

ますから、まあご安心ください」というぐらい

のことをいうたらどうかと、僕はいったことが

あるんですね。 
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だけど、よく調べてみると、やっぱりもう病

院に行くのが日課みたいになって、毎日病院に

行っている人もおります。これだけ医療費がか

かるのに、また若い人に負担をかけていくとい

うのも、それは気の毒だから、まあ所得に応じ

て応分の負担をするということは、もうやむを

得ないのではないか、というふうに思いますけ

れどもね。 

そういう考えというのは、僕は、お年寄りの

皆さんには共通してあるのではないかと思いま

す。だから、そういうことをあからさまに訴え

て、「こうだからひとつこういうことを考えてく

れ」とか、「こうしたいと思うんだけれども賛成

してくれるかな」ぐらいのことは、どんどん訴

えていったらいいと思うんですよ。やっぱりそ

れくらいのことを、政治家は腹決めて、しきら

んとねえ。 

 

司会 なるほど。その訴える方向性は、やは

り目的税的なものがよろしいんですか。 

 

村山元首相 いや。目的税にすると、それは

もうとてつもなく上がりますよ。 

 

司会 ああ、そのまま全部使っちゃってね。 

 

村山元首相 だけど、それは憲法の第 25 条

か何かに、健康にして文化的な生活を営む権利

が国民にあって、国はそれを保障する責務があ

るわけです。ですから、いまだって、皆いって

いるじゃないですか。暮らしが一番大事だとね。

暮らしが一番大事だというんなら、国の予算の

多くを、その暮らしというところに振り向けて

いくというぐらいの配慮があっていいのではな

いか。それを目的税をつくって、そして皆さん

が負担をしてきた金でもって面倒みようという

のは、ちょっとよくないんじゃないか、と僕は

思いますね。 

ただ、補填をする意味で、皆さんにも知って

もらうという意味で、そういう税をつくってい

くということについては、それはいいかもしれ

ませんけどね。それで全部賄うなんて考えたら、

それは間違いだと思いますね。 

 

司会 目的税にするかどうか別にして、国民

福祉のために必要な財源をいくらかでも、消費

税という形でいただくという構想を…… 

 

村山元首相 ですから、課税とすれば、それ

は所得に課税をするか、あるいは消費に課税を

するか、資産に課税をするかしかないわけです。

やっぱり、これだけのことは消費税にかけても

いいなとか、これだけのことは税金で賄うべき

だとか、そういう区分をやって、そして均衡の

とれた形で課税していく。そういうような検討

をしてもらう必要があるんじゃないかと思いま

すね。 

 

司会 先ほど政治家が覚悟を持って説得す

れば理解してもらえる、というお話があったん

ですけれども、いまの人たちはなかなかそれが

うまくできていないんですね。 

 

村山元首相 僕は、5％上げることを決める

ときに懸念があったのは、さっきいったように

逆進性の問題です。所得の低い人にはちょっと

気の毒かなと、これはいくらか抵抗があるんじ

ゃないかなと思いましたけれども、それ以外に

は、この 5％上げることについて、それほど国

民に抵抗があるというふうには、あんまり思わ

なかったですね。 

 

司会 ただ、その後の人たちは、それをさら

に上げることはできないわけですよね。 

 

村山元首相 （笑）いやいや、上げることが

できないというよりも、まあ、切実感がないん

じゃないですかね。 

 

司会 切実感がない。 
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村山元首相 ええ。それはやっぱりあれだけ

の減税をやって、そしてその財源を賄う、ある

いは高齢社会に対する対応を考えていくといえ

ば、僕の時はもう上げるしかないなという結論

ですからね。 

 

司会 死屍累々たる失敗がありますよね。大

平さんも、中曽根さんも。それを受けて竹下さ

んが自分の力を使い切って消費税を入れた。そ

の後に、村山さんと橋本さんの連携で上げた。

その後、それができない。という観点から、い

まの人たちをみていて、政治家の能力といいま

すか、やる気といいますか、そういった面で何

か感じるところはありませんか。 

 

村山元首相 まあね、なかなか難しいと思い

ますけどね。やっぱりもう少しざっくばらんに

ほんとのことをいうて、お互いに判断をし合っ

ていく、という姿勢が見えてもいいんじゃない

かな、という気がしますけれどもね。あまり、

選挙に勝つために、国民に対して甘いことをい

ったり、うまいこといったりが過ぎるんじゃな

いか、という気が若干しますね。 

 

司会 そのことに関連して、この 1年間の民

主党政治というのをどうごらんになっています

か。 

 

村山元首相 いまでも、何か公約が守られる

か、もとのとおり守れとか、これでは無理だか

ら、ひとつ手直しをしなきゃいかんとかいうの

も争点になっているじゃないですか。やっぱり

それは財源の裏付けがなければできないので、

あんまりマニフェストでいいことずくめをいい

過ぎたんじゃないかという気もしますね。 

 

司会 いいことずくめ……。でも一回いっち

ゃうと、なかなかそれを軌道修正するのは……。 

 

村山元首相 だから、僕はやるつもりで皆さ

んにお約束した。だけども実際に中に入ってみ

て、具体的な事実をいろいろ知ってみると、ち

ょっとやっぱり無理な点がある。だからこれは

こういったふうに手直しをすることについて了

解してほしい、というようなことをきちっと整

理していうたほうがいいと思うんです。それは

できないこともあるわけですから。それを、ご

まかして、何かずらかろうというような気持ち

ではよくないんじゃないですかね。まあ、そん

な気持ちはないだろうと思うけどね。やっぱり

いいにくいからいわんのかな。 

 

司会 国民に厳しいことがいえない政治に

なっているんですね。 

 

村山元首相 うーん。なかなかやっぱりね、

それはその場に立てば難しいかもしれんと、僕

も思うけどね。いまだからこんなこと平気でい

えるけど。 

 

司会 わかりました。では、一応、消費税に

ついての私のほうからの質問は終わります。皆

さんからの質問を受けたいと思います。 

そのほかに、お聞きしたいことがあれば、何

でも聞いていただいていいんですが、とりあえ

ず消費税のことで何かお聞きしたいことがあれ

ば質問していただけますか。 

 

質問 細川政権の政務秘書官成田憲彦さん

が前回の勉強会で、国民福祉税の例の記者会見

をする前に、代表者会議を夜おやりになって、

政府としてこれを発表することを了解してほし

い、というふうに細川さんがいったことについ

て、細かい話で恐縮ですけれども、久保さんは

「それはやむを得ないでしょう」と言った、と

成田さんはおっしゃったんです。そして、当時

の社会党としては、政府が発表するというのも、

全く勝手に発表したことだから了解もしていな

いといういわれ方を後でしているというふうに

もいわれたんです。この点、村山さんはどうい

うふうに理解をされていたのかというのが1点。 

もう１つ、小沢さんは、代表者会議の前に政
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策担当をしていた野坂さんに、国民福祉税の話

は事前に説明していたというふうに、後でおっ

しゃっているようなんです。この話は、村山さ

んはお聞きになったことがあるのかどうか、こ

の 2点です。 

 

村山元首相 それは聞いたことは全然あり

ません。ないというのは、僕らが、官邸に呼ば

れて、そして細川さんから消費税を廃止して国

民福祉税をやりたい、という説明があったとき

に、僕はさっきいったような発言をそこでして

いるわけです。「こんな話を唐突に出してきて、

認めてくれといったって、それは無理だ。消費

税を廃止して国民福祉税という耳ざわりのいい

言葉に変えて、そして税率を 7％に突然引き上

げるなんていうことは、これは国民をだますよ

うなもんじゃないか」といって僕は反対したん

ですから。いまおっしゃったようなことが前段

にあれば、こんな発言はできませんよ。 

久保書記長が入っておったかどうか、あるい

は野坂浩賢が聞いておったかどうか、そんなこ

とは、いまわかりません、知りませんけどね。2

人とも生存していませんからね。だけど、2 人

から僕に、福祉税についての話は全然なかった。

聞いたことがない。これはもう事実です。 

 

司会 はい、ありがとうございました。ほか

にどうですか。消費税以外にもちょっと広げて

もいいですか。 

 

村山元首相 いいですよ。僕が答えられる範

囲のことは。 

 

質問 村山さんは、総理ご在任中に、日韓関

係で談話を発表されたり、あるいは自衛隊の問

題について、憲法との関係など、いわゆる安全

保障の問題についても、村山さんでなければで

きないようなことをなさったと思うんです。 

村山さんが首相でおられたときに、95年の夏、

沖縄の例の少女暴行事件があった。その前後の

村山さんのご記憶というか、あるいはアメリカ

側とどういうようなことがあったとか…。そし

て 96 年に村山さんは退任されるわけですけれ

ども、その後の一連の日米関係、あるいはさか

のぼって沖縄の問題とか、あるいは今日の民主

党政権になってからの沖縄問題などについて、

何か一言お話ししていただければと思います。 

 

村山元首相 これは一言ではなかなかいい

にくいので、語れば長い話になると思いますけ

れどもね。 

以前から、自衛隊、違憲か合憲かという議論

は社会党の中では随分されてきているんですよ。

憲法学者の中にも、違憲、合憲では意見が分か

れていた。最高裁は、この違憲か合憲かという

のは、なじまないといって判決をなかなか示さ

ない。 

そういう状況にあるときに、憲法学者でもな

い我々が、合憲か違憲かなんていう議論をした

って、答えが出るはずがないじゃないか、とい

ったことがあるんですよ。しかし、我々は政治

家なんじゃから、いまこれだけ巨大な自衛隊が

存在している、この自衛隊をどうしていくかと

いうことについては、これは政策の問題じゃか

ら、我々の責任で議論すればいいことであって、

違憲か合憲かの議論は意味がないからやめよう

じゃないか、と僕はいうたことがあるんですね。

そういう考え方を、ずうっと僕は持ってきてい

るわけですよ。 

で、総理になって、1 週間ぐらいしてからか

な、ナポリでサミットがあったんですね。その

ときにクリントン大統領と一番最初に、一番長

い時間でもって会談が設定されていました。で

すから、僕はクリントンと会ったときに――僕

は英語は全然だめですよ、人から聞く話やから

ね。そこで、こんなことから切り出した。なに

かおたくのほうで、今度、ソーシャリストが首

相になった、日米関係はどうなるのかとか、い

ろんなことが報道されていると聞いておる、と。

だから、誤解があってもいかんので、ちょっと

時間を貸してください、と。僕の話を聞いてほ

しい、といって僕は、なぜ社会党に入ったか、

とかいうような故事来歴を話したわけだわね。 
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そして、結論的に僕がいったことは、やっぱ

り外交の問題は、国と国との約束事ですから、

政権がかわったからただちに破棄するとか、そ

んなことは考えていません。そんなことはいい

もしません。それは継続していくのは当たり前

だ。だけれども、不都合があれば、率直な話を

して、是正してもらうということは当然の話で

……というような話をした。そうしたら、やや

安心したような顔をしていましたけれどもね。

僕はそういう考え方は一貫して持ってきている

わけです。 

安保の問題も、東南アジアあたり、アジアの

国を回ってみますと、それは全然見方が違うん

ですね。やっぱり腹の底のほうでは、日本は経

済大国になった、また軍事大国になって過ちを

繰り返すんじゃないかという懸念が、完全に払

拭されているとはいいませんよ、いいませんけ

れども、やっぱり日本のおかげで今日、開発が

進んでおるという意味で、敬意を払った言動が

非常に多かったですね。 

ただ、韓国と中国へ行ったら、それは違いま

したね。キッシンジャーが、毛沢東と周恩来に

会ったときに、いったことが日記か何かに残っ

ています。「日米安保条約というのは、軍事同盟

だけれども、しかしこれは違うんです。日本が

ひとり歩きができないようにするために我々が

かぶさっているんです」というようなことをい

うたら、中国も安心しておって、一時、日米安

保条約を評価するというようなことをいったこ

ともあるんですね。 

そういう意味で、日米安保というのも、悪い

面ばっかりでなくて、アジアの国や中国、韓国

等に安心感を与えているとか、あるいは防衛費

に金をあまり使わんで経済大国になったとかい

うプラス面も、評価できる点もあるんじゃない

かと僕は思っているわけですよ。 

しかし、安保条約を結んだ当時は、ソ連とい

う強大な国があって、ソ連がいつ攻めてくるか

もしれんというので、仮想敵国として設定して、

そして日本は丸裸だから、アメリカがかわりに

守ってやる、そのかわり基地を提供しなさい、

というので、基地提供条約みたいなもの。 

ここまで来て、もう現にソ連もない。解体し

てないんですから、アジアの状況というのも随

分変わっているわけですから、だからこれはや

っぱり行く行くは平和条約に変えるとかなんと

かいうような見直しがあっていいんじゃないか。

だけど、それは、いつどうするかということに

ついては、やっぱりタイミングもみなければい

かん。そういう考え方はずうっと持ってきてい

るわけです。 

そんな意味で、安保を肯定する。「堅持」と

いう言葉はちょっといい過ぎだったけれどもい

ったんですね。その考え方は、僕はいまでもあ

んまり間違っていないと思うんですね。 

だから、辺野古の問題でも、沖縄基地の問題

でも、75％から沖縄に基地がある。それは大変

だなと、それは思いますよ。で、これをどうす

るかということは、やっぱり日本政府の責任で

す。ソ連も解体してなくなったし、これだけ国

際情勢も変わってきたし、もういま、戦争なん

てものがあっては困るんで、なくさないかんわ

けでしょう。しかも、これだけミサイルが飛び

交うような時代になって、核もそれぞれの国が

持つようになってきて、実際問題として、もう

戦争なんかできないんですからね。 

そういうことも想定したうえで、日米安保条

約は、そうした変わった情勢の中でどうあるべ

きか、というようなことを、もう少し率直に議

論をして、そしてアメリカとも話をするという

ようにしていかないといけない。もう 60何年も

たって、依然として基地があって、しかも治外

法権的な権利なんかも認めて、しかも財政的に

も大きな負担になっている。というようなこと

を考えた場合、このままいきよると僕は逆に、

ほんとに考える人の中には、反米感情が起こっ

てくるんじゃないかということさえ心配します

よ、実際問題として。 

ですから、そういう話を率直にしてくれたほ

うがいいな、すべきじゃないかなあと思ってい

る。これはやっぱり世論がものをいいますから、

国民の世論もそういう方向で高めていって、国

民の世論もこうだからといって、政府が話がし

やすいような環境をつくってやることも大事だ

と思う。そういう時期に来ているのではないか
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という気がしますね。 

そういう考え方をずうっと持ってきていま

すから、そんな話もしたんです、安保条約やら

自衛隊についても話をしたんでね。 

自衛隊だって、それはもう、阪神淡路の大震

災があったら、やっぱり自衛隊が行って救助し

て、みんな自衛隊のおかげだといって感謝して

いるわけです。ですから、何も戦争のための自

衛隊じゃないんだというようなことで位置づけ

て、やっぱり役割、任務もいくらか是正して、

そして違憲か合憲かなんていう議論はあまりす

る必要はないんじゃないかという気がしますね。

もういまは、自衛隊違憲だなんていうたって聞

く人いませんよ。そう思いますね。 

この間、僕は朝、散歩するんですけれどもね、

散歩しよったら、年齢は 60ぐらいの人だな、男

の人だけど、僕に食ってかかるような物の言い

方しよったんですね。「あなたがあんな談話を出

したばっかりに、日本国民は卑屈になった」。謝

ったから、卑屈になったというんじゃないです

かね。そして「それは軍隊ぐらいちゃんと持っ

て、やっぱり伍していくぐらいの国にならんと

だめですね」というようなことをいってました

ね。その人が戦争の経験をしたのかどうか知ら

んけれども、あんな戦争をもう一遍やれという

ことかなと思って、僕は不思議に思ったけれど

もね。やっぱり、そういう人もおるんですね。 

  

司会 最近ですか。 

 

 村山元首相 最近ですよ。 

 

 司会 日米安保の見直しということを、いま

そういう形で議論できる政治家って、だれです

か。福島瑞穂さん以外の……。 

 

村山元首相 いやいや、ですから、そういう

ことは政府だけに期待しても無理ですから、ア

メリカが相手ですからね。やっぱり国民世論を

起こして、国民運動が背景になるような形でや

る必要があるんじゃないかという気がします。

そうでないと、なかなか迫力がないですね。や

っぱりアメリカは世論の国ですから、国民世論

がなかなか承知しないんだということがわかれ

ば、それは聞くんじゃないですかね。 

 

質問 95 年の夏のことは……沖縄の少女暴

行事件。 

 

村山元首相 ああ、あの当時の知事は、参議

院議員になってやめた、太田昌秀さんでしたね。

太田さんがみえましてね、官邸で僕は 4～5時間

話したんじゃないですかね。僕はそのときにい

うたのは、沖縄に 75％から基地があって、海兵

隊がおって、それはもういろんな事件が起こっ

てきている。これは取り締まるのも限界があり

ますからね、だからこういった事件は絶えない

んじゃないかと思いますよね。 

で、太田さんに同情といっては語弊があるけ

れども、同情するような気持ちですね。太田さ

んに僕が最初にいったのは、「太田さんね、これ

は僕らも反省せないかん。沖縄に行って、基地

の状況をみたら、みんな沖縄にこれだけ基地が

あって、気の毒だなと思う。だけど、帰ったら

もう忘れてしまっている。そのときだけだ」。そ

れは日本政府も同じなんだね。沖縄に事があれ

ば、ああ、沖縄も大変だなと思うけれども、も

う時間がたったら忘れている。だから。ふだん、

沖縄基地の問題なんていうのは、頭の中にない。

これではやっぱり申しわけない。 

だから、沖縄基地の問題というのは、沖縄の

問題でなくて日本の問題なんだ、と。だから、

そういう受けとめ方をしてこれから取り組んで

いきたい。ついては――こういう話があったん

ですよ。日本政府に要請してもなかなか日本政

府は聞いてくれない。だからしようがないから

直訴するというので、アメリカに行って話をす

る。そうしたら、アメリカがいうのは、「そんな

話は日本政府から聞いたことがない。だから日

本政府を通して来なさい」。こういう言い方をさ

れるというのです。 

それではもう球の投げ合いで、どうにもなら

ん、というような話があったから、そういうこ
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ともあったかもしれんが、これからはそういう

ことのないようにするために、沖縄の当局と、

それから日本政府当局――官邸ですね――官邸

と協議をする。その恒常的な機関をつくる。で、

あった問題、起きたことについてはそこで出し

てもらう。日本政府で解決する問題なのか、あ

るいはアメリカとの交渉が必要なのか、という

ようなことも判断して、何とか話がつけられる

ような道を講じていく。そういうようなものに

していきたいと思うから、閣議で決めて、僕が

責任を持ってつくりますからといって、協議機

関をつくったのです。 

で、官房長官、それから向こうは副知事か何

かが責任で、窓口を開いてやることになったの

だけれども、やっぱりもう政権がかわったらだ

んだん変わっていきますからね、残念ながら。

いまはどうしているか知りませんけれどもね。

そういうことも考えてやったんですよ。 

 ですから、基地の問題は、しかもまた話が進

みますけれども、これは単に日本だけの問題で

はなくて、アメリカの極東戦略の一環として沖

縄の基地というのは重要性を持ってきているわ

けですからね、簡単にはいかんと思いますけれ

どもね。 

 まあ、そんなことも含めて、私はやっぱり日

本政府もざっくばらんに話をして、それで国民

の皆さんにもよく知ってもらう。国民の声もよ

く聞く、というぐらいの道筋をきちっとつけた

立場で、考えていく必要があるのではないかと

いう気がしますけれどもね。 

 

 質問 民主党の代表選をどうみているか、そ

れから小沢さんをどうみているか。ちょっと次

元が低いかもわかりませんけれども。 

 

 村山元首相 いやもう、それはいろいろ言い

方はあるだろうけれども、もうここまで来たら、

堂々とやったらいいじゃないですか。それしか

結論の出しようがないですよ、これ。 

 それから、小沢さんという人は、私はあんま

り話をしたことがないんですよ。もちろん、一

緒に仕事をしたことがないしね。食事をしたこ

とも一遍もないですね。だから、あんた反小沢

じゃないかといわれたこともあるけれども、「知

りもせんのに反小沢も何もないじゃないです

か」と、僕はいっていますけれどもね。ほんと

に接点がないんですよ。 

僕は途中で、山花さんとかわって、社会党委

員長になって、そして代表者会議にも出れるよ

うになりました。途中からだから、細川政権を

つくるときの経過なんていうものには全然ノー

タッチですからね。そんな意味で、若干嫌われ

たのかなというようには思っていました。会合

の席で一緒になったことはありますよ、同じテ

ーブルで。あるけれども、口はあまりきいたこ

とないですね。 

ただ、一遍だけある。それは、「新聞をみる

と、小沢さん、あなた、イギリスに行くように

なっていますけれども、いつお立ちですか」と

聞いたんです。「いつ行かれますか」と聞いた。

そうしたら「まだ決まっていません」といった

ので、「ああ、そうですか」と。で、次の日に行

ったんです。（笑） 

 

司会 なるほど。その…… 

 

村山元首相 いやいやいや、それはあんまり

書かれたら困るけどね。（笑）そういうぐらいで

すよ。だから、ああ、この人はそうかなあ？と

いうふうに思いましたけどね。だから、全く論

評の限りではありません。僕はあんまり人のこ

ともいいたくない、ほんとはね。だから、あん

まり論評の限りではありませんけどね。まあ、

ここまで来たら、それは堂々とやったほうがい

いですよ。仮に菅さんが妥協すると、やっぱり

あれだけ威張って頑張っておった菅さんも、う

ーん、昔と変わったなあという印象を一層深め

ることになるしね。 

総理になるためには、それは妥協もあってい

いと思いますけれども、しかし、ああいう形の

中で妥協をするということは、やっぱり問われ

ますからね。だから、そうでなかったほうが、

菅さんのためにはよかったんじゃないかと思い

ますし、小沢さんもまた、あれだけいうて、や
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ってきて、そして何か取引して妥協してやめた

となったら、もうこれで終わりになるんじゃな

いかという気がしますけれどもね。ですから、

ここまで来たら、やっぱりやらざるを得ないん

じゃないですか。と思いますね。 

 

司会 仮に小沢首相になったらどんな政治、

政権になりますか。 

 

 村山元首相 どんな政権にもならないでし

ょう。これだけ大きな部隊を、あごで使うよう

に 1人でやったらだめですね。 

僕はよくわからんけれども、官僚という存在

が、やっぱりそれは行政・政治の舞台では大き

いですよ。官僚という、あれだけ巨大なものを

持っているんですからね。 

だけども、例えば辺野古の問題なんかについ

ても、それは最初に鳩山さんが県外・国外と、

「最悪の場合でも県外」という発言をしたんで

しょう。だから、僕はそのときに思ったんじゃ。

県外・国外なんていうことは、よほど見通しと

何か根拠があっていったのかなと思った。けど

も、よくよく聞いてみたら、あまり根拠もなか

ったんだね。やっぱり、沖縄に行って、沖縄の

皆さんの声を聞いたら、同情せざるを得なくな

って――あの人は宇宙人というから、足がつい

てなかったかもしれんけどね。（笑）そんなこと

いいなさんなよ――いうたんじゃないかと思う

んですよ。 

だけど、あの基地の問題なんかは、外務大臣、

防衛大臣の所管ですよね。だから、外務大臣、

防衛大臣が仕事がしやすいように、後ろ盾にな

ってやる。そして最終的には私が決断します、

というような姿勢で、「いま、外務大臣、防衛大

臣が一生懸命骨折って、皆さんのために頑張っ

ていますから、しばらく様子をみてください」

というぐらいいっておいたらよかったと思うん

だ、僕は。総理というのは、ある意味ではそん

な役目もあるわけですから、それならよかった

と思うんですよ。それを、総理が前面に立って、

県外か国外かというたら、もう外務大臣も防衛

大臣も、そんなことはできもせんのになあと思

ったって、もういいようがないでしょう。 

やっぱり官僚は日常茶飯事接触して、アメリ

カがどう考えているか、どう思っているかなん

ていうことは一番よく知っているわけです。そ

ういう状況というものは、聞く人から正しく聞

いて、そして最終的に判断して決断するのは、

それは総理なら総理です、政治家がやるんです

から。それを全然抜きにして、自分の思う気持

ちだけでやろうったって、それはちょっと無理

があったんじゃないですかね。 

だから、そういうところはやっぱり、筋道を

間違わないようにしたほうがいいなと思いまし

たけれどもね。 

 

質問 経済問題で一つ教えていただきたい。

この 20年、閉塞感が続いている。日本経済はど

うしてこうなっちゃったのか。どこで、だれが、

どう間違ったんだろうか。91年には、たぶん日

本は 1人当たりＧＤＰ世界一だったはずですね。

それが現在は、イギリス、イタリアに続いて世

界 19位に落っこっちゃっている。この原因は何

であったかのだろうか。そこに 95年問題がある、

というふうに私は何かで読んだんですよ。 

その年はちょうど米財務長官にルービンが

就任しましてね、ドルが強ければそれが国益だ

ということがアメリカの国策になりましたね。

その年に、大蔵大臣はだれだったか、日本の国

金局長はだれだったかあえて申しませんけれど

も、日米の間に一種の取り決めみたいなものが

あったと、こういう話しなんですね。 

第１は、限りなく円の金利を 0 に近づける。

第２は、容赦なく国債を発行をする。そうして

景気をよくするということね。3 番目は、日米

関係にとって戦後一貫してガンであった貿易摩

擦、これを以後は問題にしない。4番目として、

ドルを高くする。これがルービンの考え方です

ね。こういうことは一体、いつどういうところ

であったとすれば決められたのか。メディアに

も出てこない。当時の首相として、そんなこと

が感じられたかどうかわかりませんが、わかっ

ていたら教えていただきたい。 
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司会 はい。わかりました。95年の合意、秘

密合意でしょうね、多分あれは。相手がルービ

ンと、こちら側は久保さんでしたっけ、大蔵大

臣は。 

 

村山元首相 いやいや、武村正義。 

 

司会 あ、武村さんでしたか。蔵相あるいは

国金局長との間でですね。ドル高と、それから

日本の金利を下げる、日本は公共事業で国債を

いくらでも発行するという趣旨の秘密合意があ

って、その合意の結果がいまの惨憺たる経済の

元凶になったのではないかという質問ですが、

そのようなニュアンスの……。 

 

村山元首相 それは、いやあ、僕は正直いっ

て、あんまりよく知りませんけどね、そういう

ような秘密協定があったかどうかなんてことは

知りませんけれども、僕が総理になったとき、

細川さんから、羽田さんから、僕に引き継いで

きたわけだけれども、それは円高調整も一応落

ちついてできていたし、それから株も 2万円台

ぐらいになっていました。やや経済が上向きに

なってきているというような状況だったですね。

そのときに、経済企画庁長官が宮崎勇さんで、

宮崎さんなんかは大分知恵を出していろいろや

ってくれましたけれども、それで何かあってこ

うなったというふうには、僕は思いませんし、

わかりませんね。 

ただ、僕はやっぱり“失われた 10 年”とい

う言葉がよくいわれますけれども、僕が総理に

なったのは 94 年ですよね。94 年にできるだけ

アジアを回って、アジアにおける日本の存在と

いうものをしっかり位置づけていきたい、とい

う気持ちはありました。それでＡＳＥＡＮの国

を回りましたよ。 

そのときに、特徴的に、僕の記憶に残ってい

るのは、例えばマレーシアのマハティールさん

なんかが記憶に残っています。マハティールさ

んは、「我が国の開発は東方政策をとってきた。

東方政策というのは何かといったら、日本に学

べということです。日本に学んで開発を進めて

きた。それから、ＯＤＡの援助ももらって今日

の我が国の開発がある。これは日本のおかげで

す。だから、日本が国連安全保障理事会の理事

国になるのは当然です。マレーシアは応援しま

す。協力します」。こういっていましたよ。 

僕は、そのときあんまり積極的に安保理の理

事になったほうがいいとか思わなかったから、

あまりまともな返事はしませんでしたけれども

ね、お礼だけいうて。そういう一事が万事。大

なり小なり、アジアの国を回ってみて、私の受

けた印象はそういう印象ですね。 

さっきいったように、韓国やら中国は若干違

いますよね。特に中国なんかは、もう江沢民の

時代で、天安門事件の後にあの人は国家主席に

なったんです。だから、愛国教育というものを

必要以上に、要綱まで決めてやってきたんです

からね。日本がいかにひどいことをしたかとい

うことを教えているわけですから、ちょっと厳

しかったですね。 

そういうことはありましたけれども、しかし、

経済的にどうのこうのということは、あまりそ

のときには感じませんでしたね。だけど、いま

から振り返ってみると、その後、安全保障理事

会に日本が出たでしょう。だけど、それはＡＳ

ＥＡＮの国なんかは、何の反応も示さなかった

んじゃないですかね。 

つまり、10 何年たっているんだね。10 何年

たってきて、日本が“おくれた 10年”で足踏み

している。開発している国はずうっと上がって

きている。だから、この差がだんだん縮まって

きている。だから、彼らが日本をみる見方も変

わってきたんじゃないかということが一つです。 

もう一つは、やっぱりもうアジアには無視で

きない大国がある。中国ですよね。当時、中国

のことなんかあんまりいろいろいうたことない

ですよ。だけども、いまや中国の顔色をみて、

中国がどう判断するかということがわからなけ

れば、なかなか態度が決められない。そういえ

るぐらいに、アジア全体が変わってきているん

ですよ。そこらを、やっぱり日本はよく自覚し

て、対応していかないとよくないのではないか

という気がしますけれどもね。 
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質問 問題になっている沖縄密約。当時の外

務大臣の中でも知らされている人と知らされて

ない人がいるという。いろんなことをいま、村

山さんがいわれた中でも教えられてないことが

どうもあるようだということはわかったんです

が、総理大臣の座にいて、知らされてなかった

ことで大事なこともたくさんあったと思います。

が、国民はもっと知らされていないんです。本

当は、総理大臣というのは憲法上は最高決定者、

権力者、自衛隊も指揮できるとあるんですけれ

ども、実際にやられていて、なるほどこんなこ

とになっていたのか、ということで、一番国民

に知ってもらいたいことはどうですか。密約問

題を含めて、実際知らされているのかどうかも

含めて、あるいは官房機密費の問題とか、率直

なところをお聞かせいただきたいと思います。 

 

村山元首相 核の密約問題等については、私

が総理をやっているときには、全然、問題にな

ったこともありませんしね。これは、全然、私

は聞いたたこともありません。だからこれはわ

かりませんね。 

ただ、僕は、全然いうたことはないけれども、

自分なりに思ったのは、いくらなんでも、核を

積んだ船が来ていて、日本に寄港するときに、

途中どこかでおろして、また来て、また積みか

えるなんていうことはできるだろうかというよ

うなことは、それは僕らでも思ったことはあり

ますよね。 

アメリカとどんな密約があったのかなんて

いうことは、全然問題になったこともないし、

第一に核の持ち込みなんていうことが、僕が総

理のときに国会で問題になったこともあまりな

いからね。だから、あまり関心もなかった。後

からいろいろ出てきて、ああ、こんなこともあ

ったんじゃな、というようなことは思いました

けれどもね。その程度の話ですね。 

それから、機密費のことですね、機密費はこ

れは官房長官限りの問題でね、総理は全然知り

ません。ほかの総理は知りませんよ。僕の場合

には全然知りません。それは僕に報告もないし、

いいもしないし、また報告なんかする必要ない

と思ったのか、いわないほうがいいと思ったの

か、それはわかりませんけどね。だから、機密

費のことなんかをどういうようにしているのか

なとか、僕もあまり関心がなかったというか、

思ったことないね。 

だけども、最近になって、ああ、そうか、や

っぱりそういうことかあったんじゃな、と。そ

れはこれだけ外国を相手にして仕事しているん

だから、公にできないようなものもあるかもし

れんな、というような思いはありますけれども。 

ただ、情報公開法という法律は、僕が総理の

ときにできたんですけれども、もう情報公開法

もあるような時代で、官房長官が一人で何もか

も始末ができるわけではないですからね。あん

まり常識外れのようなことはそうできるもので

はないと、僕は思いますよ。まあ、やろうと思

えば、方法があるかどうか知りませんけれども、

どこかでまた露見する可能性もありますからね。

それは用心していると思いますからね。 

まあ、その程度のことしか知らんけども、何

年かたって、あのときはこうでしたというよう

なことがいえる範囲のことは、やっぱり報告し

たほうがいいのではないかという気はしますけ

れどもね。そんなものじゃないかというように、

僕はいま思っています。当時は全然知りません。 

 

司会 あと。総理大臣の座に座って初めてみ

えたことといいますか、非常に貴重なことで、

その座に座らないとみえないものというのはや

はりあるんですか。やってみて、いろんな問題

があると思うんですけれども。 

 

村山元首相 それは、例えば外交問題とか、

こういうことがあったとか、こういうことにし

たいとかというようなことについて、それは総

理大臣でなければわからない。そういうのは相

談を受けるんだろうなあというようなことはあ

るかもしれませんよね。だけども、日本の総理

というのは大統領と違いますからね。憲法でも、

「内閣は連帯して責任を持つ」ということにな

っているんでね、だから各省の仕事というのは、

各省の大臣が責任を持ってやっているわけです
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から、あれをああしなさい、こうしなさいと総

理が一々くちばし入れていうようなことはない

ですよ。 

だから、まあ、僕だからそうなのかもしれま

せんけど、やっぱり大臣の皆さんにも一生懸命

仕事してもらう。秘書官の仕事は責任を持って

やってもらう。何かあって、最悪の場合には私

が責任をとるから、というぐらいのことはいっ

たことはありますけれども、それ以上くちばし

を入れたなんてことはないですよ。 

でも総理があれだけ献身的に、身を捨てたよ

うな格好で一生懸命やっているんじゃから、み

んなひとつ力になってやろうじゃないかと、閣

僚がみんな協力してくれた。だから、強いだけ

が総理大臣でなくて、弱い総理は同情されて、

みんな協力してくれる。で、内閣がうまくいく

というようなこともあるんじゃないかなと思っ

たぐらいですよ。 

 

質問 記者じゃないですけれども、ご出身で

あった社会党はどうしたらいいでしょうか。ど

うなるでしょうか。最後にひとつ。 

 

村山元首相 ああ、一番頭の痛い問題だね。

（笑）いや、僕はやっぱり社会民主主義的な考

え方というのは、歴史的にみてもあっていいん

じゃないか、またあるべきじゃないかと思いま

すよね。だから、さっき、経済の問題をいわれ

ましたけれども、やっぱり世の中を力づけてい

くバネになると思うんですよ。だから、労働組

合なんかも、いまのような形でなくて、もう少

し本気になって労働者の権利を守っていく、生

活と権利を守るんだという立場に立って、運動

があることは、やっぱり社会に活力を与えて、

大きな一つの支えになる。いま、もうそれがな

いんですから。だから、落ちる者は落ちるとこ

ろまで落ちる、というような格好になっていま

す。そこは、やっぱり僕はもう少し社会民主主

義的な考え方があっていいんじゃないか、とい

うような気がしますね。 

これがだんだん弱くなって、もう世の中に労

働組合があるかないのかわからん、それから社

会党、社会民主主義政党という存在の発言力も

ない。というようなことになったことが、やっ

ぱり日本をだんだんだめにしていくものになっ

ていきよるんじゃないか、という気さえします

よ、ほんとにいうたら。 

やっぱりね、労働組合の運動なんていうのは、

一つの社会を支える活力みたいなものですから、

それは僕は、もう少し力強いものがあっていい

んじゃないかと思います。 

ある経営者が、僕にいったことがありますよ。

「日本がだめになるのは、労働組合がだめにな

ったときです。やっぱり資本主義社会における

労働組合の役割と任務というのは、大変社会的

に大きなものがあります」と。小さくなっても、

まあまあ希望を持ってやらなきゃいかんなと思

いますけれどもね。このままいったらなくなる

んじゃないかという気が、半面しますけどね。

そういう思いですね。 

 

司会 はい、ありがとうございました。では、

これで終わりたいと思いますが、村山さんに揮

毫していただいたので紹介します。「思いに邪

（よこしま）無し」です。論語ですね。 

 

村山元首相 論語の中にある。 

 

司会 何となくその雰囲気が非常に伝わっ

てきました。 

 

村山元首相 いやいや……（笑）。どうも、

お粗末な話で済みません。（拍手） 

 

司会 当クラブからの、お礼のボールペンを

記念に差しあげます。 

 

村山元首相 ありがとうございます。どうも

ご清聴ありがとうございました。（拍手） 

 

（文責・編集部） 


