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されるんでしょうか︑お答えください︒

ると思います︒そんなことを広島出身の大臣︑許

を防護することもあり得ると︑こういうことにな

米軍事支援を広げることは︑日本が米国の核兵器

ます︒

ことを厳しく指摘をいたしまして︑質問を終わり

除をされていないと︒これが極めて問題だという

のものが変化をするものでありまして︑法律上排

の立場を変更した過去があります︒すなわち︑国

た自衛隊について︑いとも簡単に合憲であるとそ

憲であると︑それまでは長年違憲であるとしてき

際情勢の変化により現在程度の規模の自衛隊は合

ではなく︑日本にとってどの程度の軍事力が必要

際情勢の変化によって違憲になったり合憲になっ

平和安全法制を審議するに当たり︑その核心部

なのかという政策判断の問題であったことを当時

○田中茂君 日本を元気にする会・無所属会︑無

れ以外に公表された米国の核政策︑例えば一九九

分は︑日本を取り巻く国際情勢が年々厳しさを増

の社会党及び社会党出身の総理大臣が身をもって

○国務大臣︵岸田文雄君︶ 先ほど米国の政策と

一年のブッシュ・イニシアティブにおきまして︑

している中で︑我が国の安全保障をいかに遂行し

証明したわけであります︒

たりするのは︑自衛隊の存在が本質的に憲法問題

水上艦船及び攻撃型潜水艦を含む米海軍の艦船及

ていくのか︑そのために集団的自衛権の行使容認

所属の田中茂です︒

び航空機から戦術核兵器を撤去する旨を表明して

がなぜ必要なのか︑この点であると私は思ってお

してＮＣＮＤ政策について申し上げましたが︑そ

います︒また︑一九九四年︑核態勢の見直しとし
ります︒

攻撃の度合いやそのときの国際情勢︑軍事科学技

これは必要最小限もそうなんですが︑相手国の

て︑水上艦船及び空母艦載機から戦術核兵器の搭

核兵器を撤退させた︒こうした政策を明らかにし

撤去することを含め︑太平洋地域から前方配備の

米国は︑水上艦船及び通常型潜水艦から核兵器を

的自衛権のみならず自衛隊をも違憲であるとの見

員会で七月十三日に招致された憲法学者が︑集団

たと思っております︒衆議院での安保法制特別委

かどうかという憲法論議に集中し過ぎた感があっ

問題ではなく︑その時々の政府が主導し︑責任を

したがって︑安全保障︑防衛とは︑単なる憲法

策判断であります︒

のも私は当然であると思っております︒これも政

のみならず集団的自衛権もこの範疇に入るとした

術の進展の度合いによって自衛に必要な武力行使

ています︒

解を示しました︒集団的自衛権も憲法問題に固執

持って決定すべき政策問題であるということがそ

その本質的な問題とは別に︑衆議院では︑安保

こうした様々な政策︑そしてなおかつ核兵器の

していくと︑多くの国民から受け入れられ︑有事

の本質ではないかと考えております︒

載能力を撤去することを決定しています︒また︑

持つ特殊性を考えた場合に︑米国が我が国に対し

や災害時に危険を顧みず救援に駆け付けてくれる

そこで︑質問なんですが︑国家の独立と国民の

の程度は大きく変動するので︑今回政府が個別的

まして核兵器を搭載した航空機や艦船等を警護す

自衛隊を違憲であるとするような次元と同一の議

生命︑財産を守るという点で︑自衛隊の活動や集

法制をめぐる議論では集団的自衛権の行使が違憲

ることを要請すること︑これは考えられない︑想

論になってしまい︑現実世界との論理矛盾が生じ

二〇一〇年︑核態勢の見直しとして︑冷戦終結後︑

定されない︑このように申し上げております︒

団的自衛権行使に関する問題は失敗が許されず︑

ずであります︒だからこそ︑自衛隊や集団的自衛

現実的︑高度な実効性を持たなければならないは

るわけであります︒
村山内閣が誕生したときに︑当時の社会党は︑国

この点から言えば︑今から二十年前なんですが︑

○井上哲士君 時間ですので終わりますが︑先ほ
ど申し上げましたように︑アメリカは前方に展開
する能力を保持するとしておりますし︑核戦略そ
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いたしておりまして︑各国との国際協力︑これを

すし︑ＰＫＯも二十年以上国際的な現場で活動を

民の皆様方にも評価と御理解をいただいておりま

なるわけでございますが︑様々な活動を通じて国

○国務大臣︵中谷元君︶ 自衛隊は創設六十年に

をお聞かせください︒

題であると考えますが︑この点についてのお考え

第一義的には政策判断によって解決される重要問

権行使に関わる問題は︑単なる憲法問題ではなく︑

ょうか︒まず︑政策判断が行われ︑それを憲法に

かなりありまして︑四十以上あるんではないでし

○田中茂君 過去︑防衛政策に関わる政策判断は

立っているわけでございます︒

ていただいて︑これの整備が必要だという認識に

りまして︑今回︑法整備を国会において議論をし

るための努力を行わなければならないと考えてお

保して︑さらには国際社会の平和と安定を確保す

と︑その上でアジア太平洋地域の平和と安定を確

の強化︑これを通じて抑止力を向上させていくこ

い限り︑その行使が個別にあって集団にないこと

家に存在する自衛権は︑よほどの正当な理由がな

権も同根一体のもの︑つまり︑憲法以前に主権国

るということです︒

団的自衛権は行使できないというのも政策論であ

論である︑したがって︑個別的自衛権はあるが集

の変化︑国情の推移によって解釈が変化する政策

集団的自衛権行使は合憲である︑それは国際情勢

更したように︑中曽根元総理は︑多くの著書で︑

衛権を完全ならしめるために米軍と協力し︑原則

自衛権というのは︑個別的自衛権も集団的自衛

実践をしているわけでございます︒

はあり得ないと︒日本の防衛のために︑個別的自

フランスの哲学者ルソーが︑社会契約論の中で︑

基づいて法案を作成していくわけであります︒

今回の法整備につきましては︑従来の政府見解
の基本的な論理︑これを維持をいたしておりまし

八回︑フランスは二十四回等々︑各国は法の持つ

係であり︑単なる軍事同盟ではなく︑日本のみな

ると︒実際に︑集団的自衛権とは米国との同盟関

として米軍を日本の防衛のために働いていただく︑

行うということにつきましては︑昨年七月一日︑

硬直がないようにしてきましたが︑日本は憲法改

らず︑アジア全体の平和と繁栄に寄与する政治的

法の持つ硬直性は国家を滅ぼしかねないと言いま

閣議決定以来︑十分に説明をいたしております︒

正がなかなか困難で時間が掛かると︒だからこそ︑

安定を図るものでもあると︒現在の政府解釈より

て︑最高裁判決︑これの考え方の範囲内のもので

その上で︑今回の法整備に際しまして︑近年︑

ある意味では先人の知恵として︑法の安定性を保

は︑より進化した集団的自衛権合憲論を述べてい

集団的自衛権の行使も認められてしかるべきであ

安全保障上の課題や不安定要因が複雑かつ多様で

ち︑法の持つ硬直性をなくすために︑私自身は︑

るほどであります︒

したが︑憲法改正は︑ドイツは六十回︑米国は十

広範になりまして︑我が国をめぐる安全保障環境

憲法解釈の変更が日本では行われてきたのではと︑

あると考えております︒憲法に適合した法整備を

はますます厳しさを増していることが前提となっ

そう思っております︒

たしまして︑我が国の平和と安全を守るために︑

めて重要なことだと考えておりまして︑政府とい

に︑適切に政策判断を行っていくということは極

みならず安全保障政策について議論をするととも

程度の規模の自衛隊は合憲であるとその立場を変

あります︒村山首相が国際情勢の変化により現在

ども話しましたが︑この問題は政策判断の問題で

していると︑その話が何度か出ております︒先ほ

中曽根元総理が総理時代に集団的自衛権を否定

ます︒

衛権に関する憲法解釈について一点のみお尋ねし

的自衛権行使の定義を踏まえて︑政府の集団的自

の行使容認であるがゆえに︑中曽根元総理の集団

ましたが︑今回の安保法制の基本が集団的自衛権

ところで︑最初に憲法論議は避けたいと私言い

ていることから︑御指摘のように︑憲法の問題の

まず何よりも我が国自身の努力︑そして日米同盟
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なってきたわけであります︒

に︑これまで様々な解釈が行われた︑論争の的に

ついて具体的な定義はしておりません︒そのため

承知のとおりであります︒ただ︑集団的自衛権に

集団的自衛権の根拠になっていることも皆さん御

であります︒国連憲章第五十一条の条文︑これが

私自身も︑集団的自衛権は合憲であるとの考え

は自衛権の発達した形態なわけであります︒

て共同して反撃する︒だからこそ︑集団的自衛権

なすことができる場合に︑攻撃を加えた国に対し

国と自国との密接な関係により自国への攻撃とみ

り︑集団的自衛とは︑ある国への武力攻撃がその

伴って自衛権が進化した形態なのであると︒つま

とは︑軍事技術の発達と国際相互依存の深まりに

あると指摘されたように︑そもそも集団的自衛権

が︑行使についての誤解や解釈の不明確が生じる

について︑先ほど来いろんな質問が出ております

解釈を変更しないと︑いつまでたってもその行使

をしております︒ただし︑従来の集団的自衛権の

衛権が行使できるようにしたことは︑私自身評価

く変化し︑政府が新たに三要件を定めて集団的自

結し︑更に四半世紀が過ぎた今︑世界情勢は大き

解釈が行われた一九七二年の十七年後に冷戦は終

接攻撃されていないにもかかわらず実力をもって

な関係にある外国に対する武力攻撃を︑自国が直

いう条件がなく︑その代わりに︑自国が直接攻撃

する攻撃を自国に対する攻撃とみなし得る場合と

ですが︑これまでの見解では︑このある国に対

を考えると︑政治的便宜主義として︑個別的自衛

すのは容易ではないかもしれません︒当時の状況

確かに︑今まで政府が積み重ねてきた論理を覆

政府見解による集団的自衛権とは︑自国と密接

阻止する権利とされています︒これは自衛ではな

されていないにもかかわらずという一項が加えら

権と集団的自衛権を分離した方が都合がよかった

のではないかと考えております︒

く︑単なる援軍にしか解釈はできません︒この政

れることによって︑集団的自衛とは自国の安全に

しかし︑集団的自衛権の行使は政策問題でもあ

府解釈は︑いわゆる国際法学界におけるドイツ法

は質的に異なるものという解釈へと集団的自衛権

りますから︑歴代内閣の見解を踏襲する必要はな

のも理解します︒

かつて東大教授を務めた故佐藤誠三郎氏が二十

の定義が変更されており︑国際的な集団的自衛権

く︑今回の新三要件の一つである︑我が国と密接

直接関係ないものであり︑それゆえ個別的自衛と

年ほど前に発表した集団的自衛権合憲論の論文で

の見解とは懸け離れているわけであります︒

の他衛権とも全く定義が異なっております︒

は︑集団的自衛権とは︑ある国への武力攻撃がそ

﹁

な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し︑こ

みなすことができる場合に︑攻撃を加えた国に対

な危険があることという要件は︑先ほど私が申し

しかも︑国連憲章第五十一条では︑英語では︑

して共同して反撃することであると︒米英法的な

なっております︒この﹁ ﹂
orは︑又はです︒この
条文を見る限り︑自衛の権利は個別的と集団的が

上げたような︑密接な関係にある国に対する攻撃

の国と自国との密接な関係により自国への攻撃と

解釈であります︒私は︑当然この見解に同意する

別個に存在するとは解釈されず︑両者は区別され

を自国に対する攻撃とみなし得る場合と近いもの

れにより我が国の存立が脅かされ︑国民の生命︑

ものであります︒

ておりません︒私も︑そもそもこの時点から定義

であるので︑従来の解釈を変更し︑個別的自衛権

﹂と
individual or collective self‑defence

また︑五十年以上も前になりますが︑国際法学

からくる混乱が始まったのではないかと考えてお

と集団的自衛権は一体同質とした上で︑国家安全

保障基本法に集約した形での集団的自衛権の限定

自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白

者の東京大学名誉教授の高野雄一氏が︑集団的自

ります︒
そこで質問なんですが︑集団的自衛権の現在の

衛権は︑必ずしも国際連合における創作ではなく︑
今日の国際社会における自衛権の発展した形態で
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のはこの新三要件に該当した場合に限られる︑こ

その中にあっても︑我が国が武力の行使を行える

の自衛の措置を認めるものであると考え︑そして︑

は︑国民の命を︑暮らしを守るために必要最小限

○国務大臣︵岸田文雄君︶ まず︑我が国の憲法

これについての御意見をお聞かせください︒

方︑国際司法裁判所等の判決に基づいた︑国際社

ですから︑我が国の集団的自衛権に対する考え

際社会に説明できるものでなければなりません︒

れをしっかりと報告をしなければいけません︒国

衛権を行使したならば︑これは国連の安保理にこ

ん︒なぜならば︑我が国がこの限定的な集団的自

しっかりと説明できるものにしなければなりませ

限定的な集団的自衛権を行使するとした場合も︑

これは私の最初の質問ですけれども︑我が国の

のではないかということが今ネット上で大変大き

結構大きなオクトーバーサプライズが日本を襲う

いただきます︒

○田中茂君 分かりました︒じゃ︑次に譲らせて

次の機会に譲ってください︑御意見は︒

ういった説明をさせていただいております︒そし

会において理解されるものであるべきだというこ

安全ですとかあるいは平和を脅かすのは必ずしも

こうした国際的な考え方に沿って我が国がもし

て︑我が国が憲法との関係において認められる武

とでこの議論においても説明をさせていただいて

北朝鮮のミサイルや中国の軍事力だけではないと

行使とした方が私はすっきりしたのではないかと︑

力の行使の中に︑一部国際法上はこの限定された

いるところであります︒

いうことを︑言ってみれば我々きちんと捉えてお

そう思っております︒

集団的自衛権と説明される部分があるという説明

○田中茂君 個別的自衛権と集団的自衛権という

く必要があるんじゃないかと思うんですね︒

た方がいずれ禍根を残すことはないと︑私はそう

Ｆが先週発表した膨大な赤字︑また︑アメリカや

ネット上では︑日本の今の経済状況︑特にＩＭ

な話題になっています︒

岸田外務大臣︑中谷防衛大臣︑今年の十月一日︑

○浜田和幸君 次世代の党の浜田和幸です︒

ありがとうございました︒

をさせていただいております︒

のは私は同根一体のものであると︑そのようにし

まれるというのであるならば︑国際法上の集団的

思っております︒これは一言言っておきますので︑

そして︑その中に限定された集団的自衛権が含
自衛権の考え方としっかり整合性を保たなければ

う人たちがこぞって︑十月の第一週と第二週が日

世界で︑言ってみれば経済の予測専門家と言われ
あと︑冷戦以後︑国際情勢も変化し︑自衛権の

本がデフォルトに陥る可能性がとても大きいとい

私自身のこれは考えとして捉えておいていただき

形も進化しております︒そこで⁝⁝︵発言する者

うことをネット上でいろいろと情報を流している︒

なりません︒そして︑委員の御指摘の中に︑この

あり︶そこで︑これだけちょっと言わせておいて

それが我々日本人とは関係ないところ︑外国の投

るアームストロング氏とかエーデルソンさんとい

しかし︑今︑国際社会において︑国際司法裁判

いただきたいのは︑今回の法案は周辺国への抑止

資家や海外の国々が日本に対する評価をおとしめ

たいと思います︒

所の判決等において確認されている限り︑この集

力となるのは当然であります︒しかし︑それのみ

ることにつながっていると思うんですね︒

集団的自衛権︑個別的自衛権に対する考え方︑こ

団的自衛権と個別的自衛権︑これは自国に対する

ならず︑今︑アジアでは︑アメリカと五か国の軍

れは国際法の学説としては様々な学説があり︑議

武力攻撃に対処するものであるかどうか︑これに

事同盟や⁝⁝

論が行われています︒

よって明確に区別されていると理解されています

○委員長︵鴻池祥肇君︶ 田中君に申し上げます︒

テリジェンス機能を持ち︑そうした本当に事実に

そういった観点で︑やっぱり日本が独自のイン

し︑我が国もそのように考えております︒
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