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いていないわけですよ︒それが新ガイドラインに

○小池晃君 新ガイドラインには特定の地域は書

もその範囲内の記述であると認識しております︒

弁をいたしておりまして︑この記述におきまして

いと思います︒こういうことが自衛隊の中で堂々

よ︒私︑こんなことを今まで国会で言ったことな

てという指示をしていたというのがあるわけです

でも黒塗りになった部分で︑危ないと思ったら撃

言っているから︑あのイラク復興支援活動行動史

とないと言うけれども︑一番怒らなきゃ︒だって︑

私は︑これは⁝⁝︵発言する者あり︶そんなこ

通過儀礼ですよ︒

超えた課題だというふうに思いますよ︒これじゃ

当に認めていいのかということは︑これは党派を

大臣が怒らなきゃいけない問題じゃないですか︒

基づく検討事項の中にちゃんと書いてあるわけで

結局︑丁寧に説明するというふうにおっしゃっ

こんなことが自衛隊の中で堂々と議論され︑具体

大臣は見ていなかったんでしょう︑私がこれ国会

政府︑どういうその説明をするのか︑ここに特定

てきましたけれども︑今日私が取り上げたこの文

化の作業まで進んでいるということなわけで︑私︑

と議論されているということに私は戦慄を覚える

の地域名を書いたことについて︑統一見解を求め

書の中身の問題は︑何一つとして今まで国会で議

中谷大臣の責任︑安倍総理の責任も極めて重大だ

すよ︒だから︑新ガイドラインで書いていないこ

ます︒それを後でお願いしたいと思います︒

論されたことのない問題ですよ︒それがこういう

というふうに思います︒この文書の作成に責任を

で示すまで︒大臣︑見ていなかったわけでしょう︒

○委員長︵鴻池祥肇君︶ 後の理事会において諮

文書になって出ているわけでしょう︒衆議院の審

持つ統合幕僚長︑証人喚問すべきだというふうに

んですよ︒

るようにいたします︒

議でも一切これは答弁されていませんよ︑この中

とがここに書かれている︒このことについての︑

○小池晃君 それから︑四十七ページですね︑下

思います︒

改めて憲法違反の戦争法案は断固廃案にするし

身は︒国会に提出する前にアメリカと新ガイドラ
インを合意して︑それで法案を出して︑国会が審

の方に何が書いてあるかというと︑これはＰＫＯ
について書いてあるんですが︑下に参考資料とい

私︑さっきから与党が何かかばって出てくるけ

かないということを申し上げて︑質問を終わりま

ど︑これはおかしいですよ︒与党だって怒らなき

小池先生の後︑ちょっとやりにくいんですけれ

議が始まっていない段階でこれだけ詳細な中身が

は身体を守るためのものであり︑どのような場面

ゃいけないんですよ︒だって︑国会って︑じゃ︑

ども︑早速質問をさせていただきたいと思います︒

うのがあります︒そこに何と書かれているか︒自

でも憲法第九条との関係で問題にならないため︑

何なんですか︒国会の議論の中で我々は問題点を

この安保法制の論議︑この法案︑戦争法案だと

す︒

どのような場面でも権限として行使できる︒
﹂
︒

指摘をする︑それを受けて答弁をする︑そういう

か︑集団的自衛権を認めると戦争になる︑そのよ

自衛隊の中では説明をされている︒

○国務大臣︵中谷元君︶ そのとおりだと思いま

中で法案というのは作られていくんじゃないんで

うなレッテル貼りがありますが︑しかし︑集団的

己保存型の武器使用については︑
﹁自己の生命又

す︒

すか︒こんなことやったら︑全く国会は関係ない

自衛権による軍事同盟の強化は反対に戦争のリス

○田中茂君 日本を元気にする会・無所属会︑無

○小池晃君 どのような場面でもですか︒自己保

ということになるじゃないですか︒だから︑私︑

クを減少させ︑国際社会の安定に寄与すると︑こ

所属の田中茂です︒

存だったら︑いかなる場合でも︑どのような場面

こういう国会のまさに自殺行為のようなことを本

これが防衛省の見解ですか︒大臣︒

でも憲法第九条には違反しないと︒こんなことを
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輪によって担保されるべきであると考えておりま

など地域の信頼醸成措置の強化にも努め︑この両

制的集団的自衛権と︑周辺国との首脳会談の実施

我が国の平和と安全は︑専守防衛の範囲内の抑

れは学術的にも認められているわけであります︒

たる役割としておりました︒

の脅威からＮＡＴＯ加盟国を守ること︑これを主

においては︑集団的自衛権の行使により東側陣営

集団防衛のための機構でありますが︑まず冷戦下

が︑これは武力攻撃に対する相互援助を約束する

ります︒簡単に言えば︑ＮＡＴＯ加盟国は集団的

安定性強化へとつながっていると︑そう考えてお

集団的自衛権は政治同盟イコール政治的︑経済的

紛争抑止力にとどまらず︑今や軍事同盟イコール

このように︑軍事同盟イコール集団的自衛権は

様々な脅威が存在する安全保障環境に対応するた

現代において︑米国のエール大学のラセット教

自衛権でお互いが助け合い︑小国連的な体制にな

集団的自衛権は︑軍事技術の高度化︑発達の度

め︑集団防衛を中核的任務と位置付けています︒

授が民主主義による平和と名付けたように︑民主

そして︑冷戦後ですが︑ＮＡＴＯは︑引き続き

合いと国際的相互依存の深まりに応じた自衛権の

そして︑それと併せて︑ボスニア︑アフガニスタ

主義国家間での紛争はない︑まれであると言われ

す︒

進化形であると考えておりますが︑冷戦以後︑国

ン等における平和維持︑安定化のための活動︑さ

りつつあると︑そう思っております︒

際情勢は時々刻々と変化しており︑自衛権の形が

スクが減り︑国際政治の平和的安定に強く影響す

ています︒集団的自衛権も含む同盟国として緊密

○田中茂君 今大臣がおっしゃったように︑様々

るという米国の国際政治学者による有名な研究も

らにはソマリア沖海賊対処活動等を通じて︑民族

行使よりも極めて抑制的なものへと変化しつつあ

な面で安全保障の概念というものは変わっていっ

あります︒

進化すれば安全保障の概念も変化することは当然

ります︒さらには︑明示的に集団的自衛権を持つ

ていると思っております︒役割も当然ながら変化

ただ︑アジアでは皆さん御存じのように欧州と

な関係を維持している国同士が戦争を行うことは︑

同盟を宣言し︑協調することで戦争を起こさない

してきております︒さらに︑ワルシャワ条約機構

は異なる風土と歴史があり︑また多民族︑宗教間

紛争︑地域紛争やテロとの闘いにも対応してきて

抑止力を強化させ︑紛争予防と信頼醸成の役割を

が消滅した後︑ＮＡＴＯには一九九九年から旧東

における終わりなき対立もあり︑おびただしい強

であります︒例えば︑米国︑カナダ及びＥＵにお

担っている一面もあります︒

欧の国々が加盟し︑二〇〇四年にはバルト三国︑

大な帝国︑王国の興亡の歴史もあります︒石油及

まずあり得ません︒軍事同盟を結べば結ぶほど︑

そこで質問なんですが︑冷戦時代と冷戦後にお

二〇〇九年にはクロアチア︑そしてアルバニアも

び鉱物資源の獲得等︑多種多様な要因が複雑に絡

おり︑かかる任務も中核的任務と位置付けている

ける欧州のほぼ全域の国々が加盟している集団的

参加し︑現在は二十八か国が加盟しているはずで

み合っており︑いわゆるＥＵ︑ＮＡＴＯのように

けるＮＡＴＯの場合は︑集団的自衛権による集団

自衛権を伴う軍事同盟であるＮＡＴＯの安全保障

す︒今年のＮＡＴＯ軍事演習にはＮＡＴＯ加盟十

単純に統一︑簡単にはできないと︑それも理解し

同盟関係のきずなが増えれば増えるほど戦争のリ

に対する役割も変化したと思いますが︑その変化

四か国に加え︑フィンランド︑スウェーデン︑ジ

ています︒

と承知をしております︒

について日本としてどのような分析をされている

ョージアも参加し︑ロシアへの牽制︑抑止力とな

的チェックが働くため︑かえって個別的自衛権の

のか︑お聞かせください︒

っているのも事実であると考えております︒

そこで︑アジアにおいてＮＡＴＯと同等の機能

○国務大臣︵岸田文雄君︶ まず︑ＮＡＴＯです
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ように︑アジアにおきましては政治体制︑さらに

○国務大臣︵岸田文雄君︶ まず︑委員御指摘の

ます︒

考えるべきなのか︑お聞かせいただきたいと思い

との間で日本はどのような安全保障関係の強化を

のか︑特に豪州︑フィリピンなどの米国の同盟国

日本政府としてはいかなる考えを抱いておられる

非現実的とは思いますが︑将来の方向性として︑

国が米国と安全保障条約を個別に締結し︑いわゆ

オーストラリア︑ニュージーランド︑韓国の五か

したが︑今現在︑アジアでは︑日本︑フィリピン︑

○田中茂君 今大臣いろいろと御説明いただきま

対応ではないか︑このように考えます︒

を考えていく︑これがアジアにおいては現実的な

これを重層的に組み合わせていきながら安全保障

界のパートナーとの信頼関係︑協力関係の構築︑

多国間の現実にある枠組みと︑今申し上げた世

より一層強まっていると︑そう思っております︒

そのためにも日中韓定期首脳会談開催の重要性が

既存の機関︑そして組織を進化︑発展させていく︑

機関︑今先ほど大臣もおっしゃったように︑その

の対応も含めて︑アジア太平洋にある既存の国際

している国際テロという新たな脅威に対して︑そ

ことももちろん重要であります︒特に︑最近激化

ともに︑周辺の国との対話と信頼醸成を強化する

集団的自衛権限定行使容認による同盟の強化と

す︒これに日本は積極的に関わっていくべきであ

は経済の発展段階もかなり多様化しております︒

るハブ・アンド・スポークの同盟構造にあると言

そこで︑質問なんですが︑日中韓首脳会談へ向

築いていく︑これが重要だと思います︒

こうした多様性を有するアジアにおいて︑少なく

われております︒同盟国のあつれきが減少し︑東

けての現況についてお聞かせください︒また︑つ

を有する機構は今も言いましたように現段階では

とも現時点でＮＡＴＯのような枠組みを設立する︑

アジア領域における政治的安定へと進化して︑同

い先般ＡＲＦが開催されましたが︑集団的自衛権

ります︒

これは現実的ではないと考えます︒

盟国間での軍事費分担により日本が軍事大国化せ

そこで︑アジアにおいてこの安全保障をどう考

ＭＭプラスですとか︑こうした様々な対話の枠組

ＲＦですとか︑拡大ＡＳＥＡＮ国防相会議︑ＡＤ

ＥＡＳですとか︑ＡＳＥＡＮ地域フォーラム︑Ａ

ジアにおきましては︑例えば東アジア・サミット︑

な安全保障の対話の枠組みとしてＡＲＦがあり︑

Ｃ︑ＰＢＥＣもあればＡＰＰＦ︑さらには包括的

ゃいましたが︑ＥＡＳもあればＡＰＥＣ︑ＰＥＣ

には対話と経済機構︑いわゆる︑先ほどもおっし

先ほど大臣おっしゃいましたが︑現在︑アジア

中韓の外相会談︑久しぶりに開催することができ

のサミットの見通しですが︑まず︑今年三月に日

○国務大臣︵岸田文雄君︶ まず︑前半の日中韓

いてお聞かせいただきたいと思います︒

スで臨んでいくのか︑現状認識と今後の政策につ

おります︒今後の日本の戦略上どのようなスタン

限定行使を認める一方で︑将来に向けてこのよう

みも現実に存在いたします︒こうしたものを重層

このＡＲＦに関しては北朝鮮と中国が参加する場

ました︒その際に︑日中韓サミットにつきまして

ず︑安全と平和につながるであろうことは容易に

的に活用していく︑これをまず考えなければいけ

合は対話が成立しないという批判もありますが︑

は最も早期で都合のよい時期に開催することで一

えていくかということですが︑まず一つは︑我が

ませんし︑それと併せて︑今委員が御指摘になら

その枠内に入れてＡＲＦを強化することも紛争予

致をしたということでありました︒そして︑その

な取組の積極的関与が極めて重要になると考えて

れました︑日米同盟を強化するとともに︑豪州で

防と信頼醸成へとつながり︑地域の政治的︑経済

後︑これは今月六日ですが︑マレーシアにおきま

想像もできます︒

すとかＡＳＥＡＮ諸国を含む世界のパートナーと

的安定︑そして繁栄にも寄与すると考えておりま

国として︑日米同盟を基軸とするわけですが︑ア

信頼及び協力関係を深めていく︑こうした関係を
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して日韓外相会談を開きました︒日韓外相会談の
ましたし︑日本の安全保障政策︑現在審議いただ

我が国の立場を明確にする︑こうしたことも行い

るわけで︑今回の法整備による集団的自衛権行使

う意味では︑軍事的危機が高まる可能性は十分あ

従来︑政府の解釈は︑集団的自衛権は国際法上

席で尹炳世韓国外交部長官との間で︑日中韓サミ

是非︑我が国としましては︑引き続きＡＲＦを

は保有しているがその行使は憲法上許されないと

が抑止力となるのは至極当然であると考えており

こうした日中韓サミット開催に向けて議論を続

重要なフォーラムと位置付けて︑しっかりと貢献

ありましたが︑これは︑例えば言論の自由が権利

いている平和安全法制のこの法案についても説明

けているわけですが︑サミット︑この三か国の首
をしていきたいと考えます︒

はあるけれども行使はできないというそのような

ットを年内の早期開催を目指して協力をしていく︑

脳間の対話︑極めて重要な対話であると認識をし

○田中茂君 先ほど質問でもありましたが︑何度

論理矛盾を明らかにしているようなものでありま

ます︒

ております︒是非︑こうした積み重ねの延長線で

か︑タイでもテロが行われております︒新たな脅

す︒今回︑そういう意味では︑この非常識な論理

する︑こういった機会となりました︒

できるだけ早期に開催にこぎ着けていきたいと考

威対策ということで︑そういう世界中が一致して

矛盾が︑そういう状況であったことを改善された

このことを確認いたしました︒

えます︒

その体制をつくっていかなくてはいけないという︑

という意味では私は非常に評価しておりますので︑

そして︑後半の御質問︑ＡＲＦの御質問であり

こういう時期であります︒

ますが︑多様性を特徴とするこのアジア太平洋地

そういう考えを述べて︑私の質問とさせていただ

いては︑委員も御指摘になられましたが︑北朝鮮

と認識をしております︒そして︑このＡＲＦにつ

湾有事︑あらゆるものも想定したときに︑日中韓

容認に向けて動くのであれば︑朝鮮半島有事︑台

ております︒特に︑今回の集団的自衛権限定行使

それに的確に対応するということが今回の安保法

様々な日本を取り巻く安全保障の環境の変化︑

日中韓首脳会談がこんなに長い間行われていな

が参加している対話の枠組みであるというのが一

の首脳同士の定期的な会談というのが︑これが今

制の一番の重要な点だと思っています︒

域における安全保障の向上︑あるいは信頼醸成の

つ特徴として挙げることができます︒そして︑近

現在行われていないということはこれ致命的な問

実は︑あしたから日本海を舞台にして中国とロ

きます︒

年は︑安全保障のみならず︑海洋ですとか災害救

題でもあると︑そう思っております︒だから︑こ

シアの共同軍事演習が開始されることになってい

いというのはこれ異常な事態だと︑私はそう思っ

援ですとか︑テロあるいは国境を越える犯罪対策︑

の日中韓首脳会談に関しては︑あらゆる手を尽く

ます︒今︑ロシアの太平洋艦隊︑中国の戦艦がウ

促進︑こうした観点から重要なフォーラムである

あるいは軍縮・不拡散︑こうした分野においても

してでもいいですから開催へ向けて是非とも努力

ラジオストクに続々と結集をしているんですね︒

ありがとうございました︒

取組が行われている︑こういった点を我が国とし

していただきたいと︑そう思っております︒

二回ＡＲＦ閣僚会合におきましても︑南シナ海あ

今月六日に開かれましたマレーシアでの第二十

がら民主主義とは言えない国があります︒そうい

争はないと言いましたが︑日本の周辺には残念な

先ほど︑ラセット教授が民主主義国家間での紛

のことであります︒実は︑この五月にも地中海で

軍事演習を行うというのは︑中国の歴史上初めて

この日本海で中国の海軍がロシアの海軍と合同の

○浜田和幸君 次世代の党の浜田和幸です︒

ては評価をしています︒

るいは北朝鮮問題を始めとする地域情勢について
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