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この私が今申し上げている統幕長の訪米に関す

○仁比聡平君 改めて申し上げます︒

何を確認するんですか︒

ってきましたので︑重大な一つの問題について伺

○仁比聡平君 この中身について︑時間がなくな

後の理事会において協議をいたします︒

○委員長︵鴻池祥肇君︶ この件に関しましても︑

なんですか︒

これ︑明らかにすべきですよ︒大臣︑一体どっち

知った上で三月の国会の答弁をしたというのか︒

それとも︑内局や大臣もこうした統幕長の考えを

ましては︑私が答弁したとおり︑共同使用という

る報告書︑これの存在を確認をしていただきたい︑

政府が沖縄の在日米軍基地の自衛隊との恒常的

ことについては政府としては考えていないという

○国務大臣︵中谷元君︶ 三月での答弁等につき

○委員長︵鴻池祥肇君︶ 大臣の答弁では︑確認

な共同使用を検討しているのではないかという大

ことでございます︒

っておきたいと思います︒

できていないという答弁でしょう︒そうでしょう︒

問題は︑沖縄県民には一切知らされず︑国会で

今確認をしていただきたい︒

︵発言する者あり︶

三月三日の衆議院予算委員会で我が党の穀田議

しておりますので︑また︑その内容等につきまし

な問題等については率直な意見交換は実施をいた

なお︑日米間におきましては︑恒常的にいろん

員が︑防衛省の二つの内部文書に基づいて︑キャ

てどのようなものであるかどうか︑また確認した

度々取り上げられてきた問題です︒

○委員長︵鴻池祥肇君︶ 速記を起こして︒

ンプ・ハンセン︑キャンプ・シュワブを含めて具

上で答弁させていただきます︒

速記を止めてください︒

○国務大臣︵中谷元君︶ 御指摘の内容等につき

体的に検討しているのではないかと質問したのに

︹速記中止︺

ましては︑委員会の事前の資料にも入っておりま

一つは︑先ほど来︑私が示しております文書の委

○仁比聡平君 時間が来ましたから︑委員長に︑

る恒常的な共同使用というのは考えておりませ

員会への提出について理事会の協議をいただきた

対し︑大臣は︑
﹁いずれにせよ︑代替施設におけ

ぐにお答えすることは困難でございます︒

ん︒
﹂
︑総理は︑
﹁もちろん報告も受けておりませ

いということと︑それから︑御許可いただければ︑

せんし︑物についても確認できませんので︑今す
○仁比聡平君 私の手元にこのように存在をして

んし︑全く考えておりません︒
﹂と答弁している
ところが︑河野統幕長はどうか︒辺野古への移

○委員長︵鴻池祥肇君︶ よろしいです︒︵仁比

おります︒この存在をいつまでになら確認できま
○国務大臣︵中谷元君︶ ただいま御質問をいた

転やキャンプ・ハンセン︑キャンプ・シュワブで

聡平君資料手交︶

今ここにありますので︑大臣に手渡したいと思い

だいたばかりでありまして︑その資料も私︑まだ

の共同使用が実現すれば︑米海兵隊と陸上自衛隊

○仁比聡平君 戦争法案は断固廃案ということを

んですね︒

拝見しておりません︒またそれを拝見させていた

との協力が一層深化すると認識している︑これに

述べて︑私の質問を終わります︒

すか︒

だいた上で判断してまいりたいと思います︒

より沖縄の住民感情も好転するのではないか︑こ

ますが︑よろしいでしょうか︒

○仁比聡平君 委員長︑この文書の存在と先ほど

○田中茂君 日本を元気にする会・無所属会の田

今日は︑安保法制を通してシームレスに世界規

中茂です︒

う一連の会談の中で述べているわけです︒
会答弁とは関係なく進めているということなのか︑

自衛隊と米軍のトップ同士では総理や大臣の国

申し上げた統幕長の発言の内容の事実の確認につ
いて︑防衛省から理事会に報告をいただけるよう
に御協議願いたいと思います︒
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であると︑そう思っております︒具体的には︑朝

海こそ我が国においては死活的国益に関わる地域

が︑分けた場合︑このリージョナルである東シナ

シナ海︑グローバル︑ＩＳ︑中近東方面なんです

リージョナル︑東シナ海︑サブリージョナル︑南

そこで︑日本の独自の自衛隊の活動︑これを︑

ておる次第であります︒

結果として日本の抑止力が高まると︑そう期待し

日米同盟と日本の国際的立場は強化される︑その

模で米軍や友好国軍をサポートできるようになり︑

の安全確保のために当該機雷を除去することが可

隊法第八十四条二の規定に基づき︑我が国の船舶

はないと認められる場合には︑海上自衛隊は自衛

る武力攻撃の一環として敷設をされているもので

げれば︑お尋ねの公海上の機雷︑これが外国によ

困難でありますが︑その上で一般論として申し上

いうことでありまして︑一概に申し上げることは

ついては︑個別具体的な状況により判断をすると

すが︑どのような場合に機雷除去を実施するかに

○国務大臣︵中谷元君︶ まず︑現行法でありま

ではなく︑北朝鮮が韓国に侵攻した場合は重要影

鮮を攻撃しようとしたケースがありますが︑それ

次に︑一九九四年に米国が法的根拠もなく北朝

だきたいと︑そう思っております︒

ますので︑その辺︑十分に考えて対応をしていた

峡以上に関係がしてくると︑私はそう思っており

存立危機事態という︑こういうことはホルムズ海

その中での公海上で何らかの形で敷設︑そういう

我が国にとっては一番の重要な地域であります︒

ども言いましたように︑この周辺事態というのが

難しいかもしれませんが︑韓国から日本に対して

響事態を認定するのか︒また︑現状ではなかなか

一方で︑外国により武力攻撃の一環として敷設

集団的自衛権の要請︑同意があった場合︑日本は

能でございます︒

島防衛の問題︑さらには天然ガス田の海洋プラッ

された機雷を除去する行為は︑敷設国に対する武

鮮半島有事︑中国に対する尖閣諸島を含む南西諸
トホーム建設問題︑そして台湾有事等々︑大きな

自衛権を韓国にも適用するのか︒お聞かせいただ

新三要件と合致すれば存立危機事態として集団的

雷が我が国に対する武力攻撃の一環として敷設さ

ければと思います︒

力の行使︑これに当たります︒そのため︑当該機

ジョナルに絞って︑また安保条約について若干質

れていると認められる場合には︑自衛隊法第七十

○国務大臣︵中谷元君︶ 今回︑平和安全法制︑

喫緊の事例があるわけでありますが︑今日はリー
問をさせていただきます︒

六条に基づく防衛出動の発令を受けて当該機雷を

これは特定の国又は地域を念頭に置いたものでは

朝鮮半島有事︑これは休戦中の朝鮮戦争再開か︑

除去することになります︒

合どう対処するのか︑お聞かせいただきたいと思

米国から日本に対して機雷除去の依頼があった場

そこで︑北朝鮮が公海上に機雷封鎖をした後︑

る機雷の敷設が考えられます︒

おりますが︑その際には︑当然ながら北朝鮮によ

ＯＰＬＡＮ五〇三〇などを作成していると聞いて

計画︑ＯＰＬＡＮ五〇二七︑ＯＰＬＡＮ五〇二九︑

衛権も行使されるかもしれないと︒これは︑先ほ

その場合には存立危機事態ということで集団的自

が敷設された場合にはどうするかということで︑

○田中茂君 この機雷敷設︑ホルムズ海峡で機雷

現行の法律の下ではできません︒

の一環とは認められない機雷を除去することは︑

として敷設をされ︑かつ我が国に対する武力攻撃

他方︑外国により他国に対する武力攻撃の一環

に即して我が国の平和及び安全に重要な影響を与

総合的に勘案をいたしまして︑個別具体的な状況

げますと︑仮にその事態の規模︑態様︑推移等を

はできませんが︑あくまでも一般論として申し上

御質問のような限られた案件だけで判断すること

に発生した事態の個別具体的な状況によるために︑

危機事態に当たるかどうかにつきましては︑実際

なくて︑また︑ある事態が重要影響事態又は存立

又は北朝鮮崩壊に関して︑米国は︑米軍は︑作戦

います︒
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生した段階において個別具体的な状況に即して判

かじめ特定されるものではなくて︑武力攻撃が発

また︑我が国と密接な関係にある他国は︑あら

方支援を行うことが可能であります︒

影響事態法に基づいて自衛隊は米軍等に対する後

える事態に該当すると判断される場合には︑重要

シティブな問題だとは思うんですが︑是非ともそ

ういうふうに持っていくのか︑これは極めてセン

っておりますので︑今後とも︑韓国との関係はど

とは合意というのが極めて重要になると︑そう思

及び邦人救出行動について︑韓国からの要請︑あ

そういう意味では︑韓国領土内での軍事的行動

権の行使等が考えられるかという御質問でありま

摘のような事態が発生した︑その際に集団的自衛

○国務大臣︵岸田文雄君︶ 公海上において御指

をお聞かせいただけませんでしょうか︒

件を含めて︑それは必要なんでしょうか︒その辺

になるわけだからあるとは思うんですが︑新三要

自衛権行使は︑私は︑当然もうその場合には紛争

まず︑御質問の前提が公海でありますので︑日

の辺は詰めていただくようにしておいていただき
次に︑平時において尖閣諸島近海の︑近辺の公

米が共同して対処する日米安全保障条約につきま

断されるものでありまして︑その上で新三要件を

海上を含めて日本海で︑日中間に︑つまり中国海

しては日本の施政下にある地域に限定されますの

した︒

なお︑特定の国名に対する御質問でございます

軍と日本の海上自衛隊との間に紛争が勃発した場

で︑公海ということになりますと︑それには該当

たいと︑そう思っております︒

が︑これにつきましては︑あえて特定の国の国名

合には米軍の集団的自衛権行使はあるのか︑お聞

しないということになります︒

満たすこととなれば︑我が国として限定的な集団

を挙げて判断をするという答弁につきましては差

かせいただけませんでしょうか︒

的自衛権を行使することが可能となります︒

し控えさせていただきたいと思います︒

まさに我が国としまして︑憲法との関係において

公海において事態にどう対処するか︒これは︑

○国務大臣︵岸田文雄君︶ 済みません︑今︑幾
つか条件をおっしゃいました︒

○田中茂君 朝鮮半島有事というのは極めて可能
性が高い︒実際問題︑休戦状態であるわけです︒

基地が何らかの攻撃をされて︑そして日本にその

ば︑米国の基地︑実際問題︑韓国内における米国

んではないかと︑そう思っておるわけです︒例え

うことになると︑これは極めて重要な問題になる

なければ実際問題その韓国の領土に行けないとい

要なポイントでありまして︑そこで韓国の同意が

あった場合にどう対応するかというのは極めて重

公海上で︑それを含めて日本海海域で︑例えば日

○田中茂君 私が質問したのは︑尖閣諸島近辺の

ると考えます︒

るかどうか︑これのみによって判断することにな

況をしっかり把握した上でこの新三要件に該当す

までも新三要件に該当した場合︑個別具体的に状

れた集団的自衛権ではありますが︑これは︑あく

この集団的自衛権の行使︑我が国の場合は限定さ

されると︑これも述べておりますが︑非常に頼も

施政下にある限り日米安全保障条約第五条が適用

米政府︑米議会は︑尖閣諸島に対しては︑日本の

すが︑尖閣諸島なんですが︑オバマ大統領を始め

ましたので︑その点についてちょっとお聞きしま

○田中茂君 今大臣が施政下ということで言われ

になると考えます︒

る︑当たり得るかどうか︑しっかり判断すること

断した上で︑集団的自衛権を行使する場合に当た

新三要件に該当するかどうか︑それをしっかり判

要請をした場合︑でも︑韓国には入れない︑韓国

中間に︑つまり中国海軍と日本の海上自衛隊が何

しくも聞こえるんですが︑一方︑主権をめぐる対

いま一度ちょっと確認しなければなりませんが︑

の同意がなければ入れないということになると︑

らかの形で紛争が勃発した場合には米軍の集団的

そういう中で︑仮に何らかの形でそういう紛争が

これは大変な問題になるわけです︒
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でしょうか︒その辺をお聞かせいただけませんで

場合︑米国は介入しないということを意味するの

国の民兵や漁民などの実質的な支配下に置かれた

けであります︒したがって︑一旦︑尖閣諸島が中

及び手続に従って共通の危機に対処するとあるわ

政下にある武力攻撃があり︑自国の憲法上の規定

そこで︑日米安保条約第五条では︑日本国の施

撃に至らない侵害への対処も含めて日米間でしっ

ているわけでありますし︑また平素から︑武力攻

両国はこれまでも島嶼防衛に関する訓練を実施し

を念頭に置いているわけではありませんが︑日米

として︑そして特定の国や個別具体的なシナリオ

またアメリカとの関係においても︑これは一般論

応をしなければならないということでありますし︑

いように我が国として平素からしっかりとした対

そういった状況が起こらないように︑発生しな

始まる年ですね︑多分ベトナム戦争が念頭にあっ

条項であります︒昭和三十五年︑ベトナム戦争が

区域を使用することを許される︒
﹂
︑いわゆる極東

の陸軍︑空軍及び海軍が日本国において施設及び

全の維持に寄与するため︑アメリカ合衆国は︑そ

に寄与し︑並びに極東における国際の平和及び安

日米安全保障条約第六条には︑
﹁日本国の安全

全保障条約について質問させていただきます︒

でまた次の質問にさせていただきますが︑日米安

りますので︑今ここでまた質問すると長くなるの

てそういうのは考えておくのは必要だと思ってお

しょうか︒

かり連携をしているということであります︒これ

たんでしょう︒極東の範囲として政府は︑フィリ

するのは適切ではないと思います︒

○国務大臣︵岸田文雄君︶ まず︑御質問は︑日

は全て︑こうした御質問のように︑我が国の領土

ピン以北並びに日本及びその周辺の地域であって︑

立では特定の立場を取らないと︑領有権ではあく

米安全保障条約五条は日本の施政下にある領域に

が施政下から外れるようなことを起こしてはなら

まで中立の立場を取っています︒

適用されるという点につきまして︑まず︑尖閣諸

韓国及び中華民国の支配下にある地域︑台湾地域

もこれに含まれていると統一見解を出しておりま

ない︑こういったことで取り組んでいることであ
ります︒

島そのものは歴史上も国際法上も我が国固有の領
土であり︑現に我が国が有効に支配をしている︑

我が国は︑我が国の領海︑領空︑領土︑これはも

れが質問のポイントであると承知いたしますが︑

れた場合に日米で共同で対処するのかどうか︑こ

ます︒

安全保障条約五条︑これは尖閣諸島にも適用され

でありまして︑当然ながら︑我々︑自主防衛とし

はなくて︑そうなった場合のことを聞いているの

○田中茂君 施政下を外れるのを甘受するわけで

ます︒

前提については︑お答えするのは控えたいと存じ

領域が他国に占領されることを甘受するがごとき

領土は守り抜く︒他国に占領され︑施政下にある

政府統一見解において示されているとおり︑大体

に︑極東の範囲につきましては︑昭和三十五年の

○国務大臣︵岸田文雄君︶ まず︑御指摘のよう

ただけませんでしょうか︒

を含む以北ということなんでしょうか︒お答えい

また︑このフィリピン以北とは︑フィリピン全体

シナ海を含むということでよろしいのでしょうか︒

そこで︑確認ですが︑このフィリピン以北は南

す︒

う断固として守り抜く︑これは当然のことであり

てそこを守るという気概は必要だと思います︒こ

においてフィリピン以北並びに日本及びその周辺

このように︑断固として我が国の領海及び領空︑

ます︒よって︑御質問のように︑我が国の施政下

の自主防衛の気概がなくして次の安保法制という

の地域である︑このようにしています︒

よって我が国の施政下にありますので︑この日米

の領域が他国に占領され︑それを甘受するかのご

のはできないわけでありまして︑ただ︑予防とし

そして︑質問の趣旨は︑要するに施政下から外

とき前提について︑こうした公の場で私がお答え
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こうした場で南シナ海が入るか入らないか︑こう

を行うということは行っておりません︒よって︑

は︑従来から特定の地名を挙げてこれに当てはめ

が国政府の考え方であります︒そして︑それ以上

これはフィリピンは含まれるというのが従来の我

まず︑これはフィリピン以北とありますので︑

います︒

それからフィリピンが入るのか︑二つだったと思

そして︑御質問は︑まず南シナ海が入るのか︑

ィリピンの相互防衛条約︑共に太平洋地域をその

と考えております︒米韓相互防衛条約︑米国︑フ

ての米軍の軍事力が機能していることを意味する

紛争防止の抑止力︑その地域のバランス維持とし

ューシャン列島から湾岸地域に至る平和と繁栄︑

念が入ってきたわけであります︒すなわち︑アリ

定義︑日米安保共同宣言でアジア太平洋という概

その後︑さらに︑橋本・クリントン日米安保の再

洋の平和と繁栄のコーナーストーンであると述べ︑

我が国の防衛にとって必要な安保法案を成立させ

る方がいるのではないか︑こうした懸念を払拭し︑

に浸透していないのではないか︑不安に思ってい

の皆様に今回の安保法案の内容の理解がまだ十分

外なくとしたのは︑世論調査などを見ても︑国民

認を盛り込んでおります︒原則としてではなく例

我が党などの修正案は︑例外なき国会の事前承

ありまして︑与党と修正協議を続けております︒

回の安保関連法案の修正案を近々提出する予定で

我が党と新党改革︑日本を元気にする会は︑今

るためにも国会の関与を強めることが必要だと判

適用範囲ともしております︒
そこで質問なんですが︑今回の重要影響事態法

いったことを申し上げることは控えるべきである
と考えます︒その部分については︑お答えするの

思うんですが︑その点の見解を︑もう時間が来ま

心し︑納得して安保法制が成立することにつなが

国会の関与を強める修正を行うことが︑国民が安

断したわけです︒

ろしいんですね︒

したので︑手短にお願いいたします︒

っていくと思いますので︑引き続き協議の場など

は︑極東以外にも米軍とともに活動する自衛隊の

○国務大臣︵岸田文雄君︶ フィリピン自体は全

○国務大臣︵岸田文雄君︶ 御指摘のように︑重

におきまして修正を求めていきたいというふうに

は困難であると考えます︒

体が含まれると認識をしております︒

要影響事態安全確保法︑これは日米安保条約が中

思います︒

自民︑公明の与党には真摯に修正協議に対応し

○田中茂君 昔︑ベトナム︑七〇年安保当時の解

核となりますが︑それに限られるものではないと

さて︑このように国民の皆様の安保法制への内

範囲が増えるわけであります︒そこで︑日米安保

釈だと思うんですけど︑台湾とフィリピンのバシ

しています︒しかしながら︑日米安全保障条約そ

容の理解が進まない理由としまして︑政府の説明

○田中茂君 今︑大臣︑それじゃ︑これはフィリ

ー海峡︑それ以北という解釈があったと思うんで

のものについては全く改定する必要はないと考え

や広報のやり方が不十分であるという点もあると

ていただいております︒参議院の英知を結集して

すけど︑そうじゃなくてフィリピン全体を含んだ

ております︒

思います︒私は︑今回の安保法案など難しい課題

条約の第六条の改定が必要となるのではないかと

以北ですね︑それでよろしいんですね︒

○田中茂君 時間が来ましたので︑質問は終わり

ピン全体を含んだ以北ですね︑そういう解釈でよ

○国務大臣︵岸田文雄君︶ そのとおりでござい

については︑政府はもっと戦略的に広報や説明を

そう考えた場合︑メディアの記者会見に対応す

行うべきであると考えております︒

にします︒
○和田政宗君 次世代の党の和田政宗です︒

ありがとうございました︒

ます︒
○田中茂君 次に質問させていただきますが︑一
九九五年︑時の村山首相が安保条約はアジア太平
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