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てあったというふうに安倍内閣は言っているわけ

理をこの中に書いてあった︑つまり元々合憲だっ

これは昨年の夏の安保国会で最も多く追及された
安倍内閣は︑一昨年の七月一日の閣議決定によ

た︑だから解釈改憲ではないというふうに言って

でございます︒この三人が集団的自衛権を含む論

り︑限定的な集団的自衛権なるものを合憲としま

いるわけでございます︒そして︑そのことが七月

最大の追及の論点であったものでございます︒

した︒しかし︑憲法制定以来六十年以上︑全ての

一日の閣議決定︑一昨年の閣議決定にも明記をさ

そのことをまず確認させていただきます︒これ

内閣が︑あらゆる集団的自衛権の行使は違憲であ
のものを変えない限りできないと国会で答弁をし

から少し安保国会のおさらいをさせていただきま

れています︒

てきました︒代表的な答弁では︑鈴木善幸総理あ

すので︒七月一日の閣議決定の集団的自衛権を合

り解釈変更では実現は不可能︑憲法九条の条文そ

るいは角田法制局長官など複数のものがあります︒

憲と言っている根拠の部分でございます︒

まず一番︑政府の解釈には論理的整合性と法的

しかし︑これを安倍内閣は突如解釈変更によって
可能にしました︒

れども︑もう罷免しないとおかしいわけです︒た

安定性が求められる︒法的安定性は関係ないとい

になった︑その安倍内閣の合憲の根拠はたった一

だ︑この質疑は安倍総理の内閣総辞職を求めるの

しかし︑実は︑憲法九条の条文を変えない限り
○委員長︵岸宏一君︶ 次に︑小西洋之君の質疑

つしかありません︒︵資料提示︶今私が手に持っ

で︑先に行かせていただきます︒したがって︑従

うふうにおっしゃった礒崎総理補佐官がいますけ

を行います︒小西洋之君︒

ている昭和四十七年政府見解︑今から四十四年前

来の政府見解における憲法九条の解釈の基本的な

できないと言われていた集団的自衛権が突如可能

○小西洋之君 民進党の小西洋之でございます︒

に作られた︒これ︑作った人たちが判こを押して

│││││││││││││

あした︑二十九日に安保法制がいよいよ施行を

よって︑私は︑安保法制の憲法違反の核心とい

する安倍政権を打倒することにあります︒

民進党の使命︑目的というのは︑違憲立法を強行

とを掲げさせていただいております︒したがって︑

﹁立憲主義を断固として守る︒
﹂と︑そういうこ

四十︑今年は四年で去年は三年ですけれども︑読

したこの昭和四十七年政府見解︑これを改めて︑

お三人が判こを押して︑国会︑我が参議院に提出

長の憲法解釈担当の角田部長でございます︒この

っていただいて︑次長の真田さん︑そして第一部

局長官︑一番上の判こですね︑吉國さん︑左に行

の二番に︑この青い文字の固まりが全部それです︒

じゃ︑安倍内閣が主張する基本的な論理は︑下

います︒

枠内︑その中でなければ駄目だということでござ

それは歴代政府の解釈のあくまで基本的な論理の

です︒政府が憲法の解釈を変更したいと思っても︑

この一番で言っていることは︑正しいことなん

論理の枠内で論理的な帰結を導く必要がある︒

うべき集団的自衛権行使の解釈改憲の不正のから

んでみると︑この中に集団的自衛権が合憲と書い

されます︒昨日結成した私ども民進党の綱領には︑ いるわけですけれども︑田中角栄内閣の内閣法制

くりについて追及をさせていただきます︒実は︑
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そのための必要最小限度の﹁武力の行使﹂は許容

得ない措置として初めて容認されるものであり︑

対処し︑国民のこれらの権利を守るためのやむを

利が根底から覆されるという急迫︑不正の事態に

も︑こうした作った方々の頭の中に集団的自衛権

課長クラスの方が判こを押しているんですけれど

き申し上げた三名の下には早坂さんという方が︑

衛権を含むものについて︑この四名ですね︑さっ

七月一日の閣議決定の基本的な論理︑集団的自

の一行を真ん中の箱に持ってきました︒生命︑自

由及び幸福追求の権利が根底から覆される﹂
︑そ

ました﹁外国の武力攻撃によって国民の生命︑自

これを御覧いただきたいと思います︒今読み上げ

誰に︒確かに昭和四十七年見解のこれと全く同じ

される︒
﹂
︒

を合憲だとする論理があって︑それが四十七年見

由というのは丸めておりますけど︑意味は同じで

閣ははっきり答弁をしています︒昨年の安保国会

これは︑安倍内閣が限定的なる集団的自衛権を

解の中に書き込まれたかというと︑横畠さんは︑

す︒

二番︑
﹁この自衛の措置は︑あくまで外国の武力

解禁したいわゆる武力行使の新三要件︑その基本

﹁そういう考え方を当時の担当者は皆持ってい

この﹁外国の武力攻撃﹂︑確かに誰に対すると

文言が︑当時は鉛筆書きですけど︑私の今手元の

的な考え方が書かれている箇所でございます︒そ

た﹂というふうに言っているところでございます︒

いうふうには書いていないんです︒しかし︑書い

の中の横畠長官の答弁です︒

して︑今読み上げたものが︑その次ですけれども︑

では︑テレビの前の国民の皆さん︑この七月一

ていなくても意味は一つしか絶対にあり得ません︒

攻撃によって国民の生命︑自由及び幸福追求の権

これが基本的な論理であり︑そして︑昭和四十七

日の閣議決定の基本的な論理︑この中に︑どこに

我が国︑日本国に対する外国の武力攻撃以外あり

この中にも全く同じ文言が書いてあります︒

年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府から

集団的自衛権が合憲と書いてあるのか︑このこと

では︑この一行をフリップにまとめましたので︑

提出された資料︑私が今掲げさせていただいてい

説明しました四十七年見解の中に集団的自衛権を

これを更に分かりやすく言いますと︑先ほど御

います︒

書かれているというふうに言っているわけでござ

自衛権を包含する論理︑基本的な論理なるものが

というのは︑昭和四十七年政府見解の中に集団的

ている︒つまり︑安倍内閣の解釈変更の閣議決定

自衛権と憲法との関係について﹂に明確に示され

スチョンかもしれませんけれども︒この﹁外国の

一言も書いていませんね︒皆さん︑頭の中がクエ

閣は言っているんです︒集団的自衛権とどこにも︑

衛権を可能とする論理が入っているふうに安倍内

底から覆される﹂
︑実はこの言葉の中に集団的自

よって国民の生命︑自由及び幸福追求の権利が根

撃によって﹂
︑赤い文字です︑
﹁外国の武力攻撃に

上げる一行の中に入っています︒
﹁外国の武力攻

︵２︶の青い固まりところですね︒今から申し

当然含まれますよ︑ただ︑大事な方を︑人を忘れ

い始めたわけでございます︒我が国に対するは︑

しかし︑安倍内閣は恐るべきことに︑違うと言

しかあり得ないわけでございます︒

ですから︑当然︑我が国に対する外国の武力攻撃

個別自衛権の行使しかできないと言っていました︒

れをはね返す必要最小限度のこの正当防衛︑この

本国に対する外国の武力攻撃が発生したときにそ

ら︑憲法九条の下では専守防衛しかできない︑日

議院内閣制の下の国会では︑憲法ができたときか

得ないんです︒なぜならば︑我が日本国は︑我が

許容する論理が含まれている︒じゃ︑いつ入った

武力攻撃﹂
︑赤い文字をじっと御覧いただけます

ていませんか︑同盟国のアメリカさんを忘れてい

を御説明させていただきます︒

のか︒それは︑まさに作ったときからでないと存

でしょうか︒誰に対すると書いていないんですね︑

ます昭和四十七年政府見解のことです︑
﹁集団的

在し得ないわけでございます︒そのことも安倍内
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から覆される︑この同盟国に対するという言葉を

る外国の武力攻撃によって国民の生命などが根底

ます︒下のオレンジ色の世界です︒同盟国に対す

ないですかと安倍内閣は言い始めたわけでござい

ませんで︑私も分かりませんでした︒それが初め

リックは分かりませんでした︒明らかになってい

国会︑衆議院︑参議院を通じて︑この読替えのト

一昨年の七月に解釈改憲をやられてから︑我が

される︑この外国の武力攻撃という言葉に同盟国

民の生命︑自由及び幸福追求の権利が根底から覆

ると︑先ほどの文章︑外国の武力攻撃によって国

すから︑もうそれで決する︒更にそれを掘り下げ

かつ︑これを作った方々がそういう頭でいたと

に対するという言葉を読み替えることができるか

小西洋之君ですけれども︑同盟国に対する外国

いうふうに答弁していますから︑作った方々がわ

て明らかにすることができたのが︑ちょうど今か

の武力攻撃ということもここに概念的に含まれる︑

ざと誰に対すると書かない外国の武力攻撃を書い

﹁外国の武力攻撃﹂の前にもし付けることができ

同盟国はアメリカ︑外国はイランというふうに

そんなばかな話はあり得ないんだけれども︑そん

て︑同盟国に対するという言葉を読み替えること

どうか︒

させていただきます︒同盟国アメリカに対する外

なばかなことを考えた法制局長官は横畠長官︑あ

を許容していたかどうか︑これを証明する問題に

ら一年前の三月二十四日の私の質疑でございます︒

国イランの武力攻撃によって国民の生命などが根

ちらにいらっしゃる方なんですけど︑あなたが初

帰結するわけでございます︒安倍内閣を倒すため

るのであれば︑この文章はどういう意味になるの

底から覆されるという文章になります︒アメリカ

めての方ということでよろしいんでしょうかと聞

にはこの一点だけをやればいいんです︒この昭和

でしょうか︒具体的に当てはめましょう︒

に対するイランの武力攻撃という機雷敷設によっ

きましたところ︑横畠長官は︑同様に考えていた

られたときから合憲と書いてあったのかどうか︑

てタンカーが通りにくくなって︑石油が足りなく

昭和四十七年政府見解そのものの組立てから︑そ

これだけを実は証明すればいいわけでございます︒

四十七年政府見解の中に本当に集団的自衛権が作

安倍内閣が集団的自衛権の根拠として︑立法事実

のような解釈︑理解ができると︒つまり︑同盟国

実は︑今からその証明をさせていただきますけ

人がいるかどうかは分かりませんけれども︑この

として出してきて︑そして安保国会で完全に論破

に対する外国の武力攻撃というふうに安倍内閣は

なって日本国民の生命などが根底から覆される︒

されたホルムズ海峡が実はでき上がってしまうわ

読み替えているわけでございます︒

つまり︑外国の武力攻撃という言葉に誰に対す

で五月の二十七日︑当時の民主党の長妻先生に対

これと全く同じ答弁を安倍総理も安保国会の中

ればペテンでありインチキです︒なぜならば︑こ

生でも簡単に分かる不正︑広辞苑や国語辞典によ

れども︑真相を知っていただければ中学生や高校

けでございます︒
ると書いていないことに付け込んで︑我が国に対

れを作った方々が集団的自衛権の行使を全否定し

実は︑この昭和四十七年政府見解を作るきっか

して行っている︑全ての安倍内閣の閣僚が行って
つまり︑安倍内閣の解釈改憲とは︑この昭和四

けになった答弁がございます︒作られたのは昭和

するとしか読めないのに︑これに同盟国に対する
許容する文章になってしまうわけでございます︒

十七年政府見解の中に︑作った当時から集団的自

四十七年の十月七日でございます︒その僅か三週

ているからでございます︒

こんなばかなことがあるのだろうかということで︑

衛権が論理として書かれていたかどうか︒これは︑

間前に︑この作った吉國内閣法制局長官に対して

いるところでございます︒

実はこの読替えのトリックですけれども︑次のフ

七月一日の閣議決定に書かれていると書いていま

と読み替えた瞬間に︑この文章が集団的自衛権を

リップをお願いいたします︒
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うことは︑どうしても憲法九条をいかに読んでも

作られたのが十月の七日︑その僅か三週間前に

一昨年のことでございまして︑七月の一日に閣

読み切れない︑他国の防衛というのは集団的自衛

ん︑ちょっと︑勝手に決めないでください︑これ

さんが政府の見解を出してくださいと言って︑出

議決定をするに至るまで︑その間も安保法制懇で

権の行使でございます︒水口社会党議員が集団的

社会党の水口宏三さんという方が集団的自衛権は

てきたのがこれなんです︒この判こをついている

様々な議論を行い︑その中において︑これまでの

自衛権はできるのかとさんざんにお聞きになった

これを作った吉國長官の答弁です︒憲法第九条の

次長の真田さん︑その九月の十四日の約四か月前

政府のそうした様々な答弁書あるいはまた答弁を

あの答弁でございます︒憲法九条をいかに読んで

はちゃんとしたやり取りをしましょうよ︑小西さ

の五月の十二日に︑やはり同じく水口先生から質

我々もよく十分に検討させていただいたわけでご

も読み切れないんですから︑憲法の条文を変える

できるのかという質問を重ねられました︒絶対に

問を受けて︑集団的自衛権は絶対にできませんと

ざいまして︑そうした中におきまして︑そうした

以外あり得ないわけですよ︒憲法ができてから︑

戦争放棄の規定によって︑他国の防衛をやるとい

いう答弁をしているところでございます︒

重要なもの等についても︑これは要約したもの等

日本の国会が日本国憲法の下で国民のために奉仕

ん︒

ここで安倍総理に伺わせていただきます︒

も含めまして私は理解をしているつもりでござい

できませんという答弁を重ねられて︑最後に水口

一昨年の七月一日の閣議決定の前に︑この起案

ない解釈をただおっしゃっているだけでございま

をし始めてから変わらぬ︑一ミリたりとも変わら

︹小西洋之君﹁はっきり自分で読んだかど

ます︒

文書︑昭和四十七年政府見解を作成するきっかけ
になった昭和四十七年九月十四日の吉國法制局長

す︒

○委員長︵岸宏一君︶ 小西洋之君︑ちょっと︑

解釈改憲を一撃の下に論破する内容をおっしゃっ

うか﹂と述ぶ︺

安倍総理は御自身で読んだことがありますでしょ

委員長のあれをしてから︒

ております︒我が国が侵略をされて︑同盟国に対

官の議事録︑私の手元に今ありますけど︑これを
うか︒また︑その約四か月前の真田次長の五月十

○小西洋之君 はい︑済みません︒ありがとうご

しかも︑この内容をより具体的に︑安倍政権の

二日の答弁を安倍総理は読んだことがあるでしょ

するではなくて我が国︑日本国に対する外国の武

力攻撃が発生して︑我が国民の生命︑自由及び幸

ざいます︒
はっきり御自分でお読みになったかどうかはお

うか︒余計なことは︑吉國長官と真田次長の国会
答弁︑これを作る三週間前の吉國長官︑その四か

福追求の権利が侵される︑さっきの言葉ですね︑

が侵略をされて︑我が国民の生命などの権利が侵

っしゃいませんでしたけれども︑恐らく読んでい
安倍総理が︑そして安倍内閣が十分に検討せず

される︑つまり根底から覆されるというときに︑

月前の真田次長の答弁を七月一日の閣議決定以前

に︑同盟国に対するという言葉の︑たった一言の

この自国︑日本を防衛するために必要な措置をと

これ憲法十三条の言葉なんですけれども︑我が国

時間稼ぎはせずにお答えください︒

言葉への読替えで集団的自衛権を捏造した︑その

るというのは︑憲法九条で辛うじて認められてい

ないんでしょう︒

○内閣総理大臣︵安倍晋三君︶ もうこれは一昨

捏造されてしまった四十七年政府見解を作るきっ

る自衛のための行動︒

にあなた自身が︑総理自身がお読みになったこと

年のことでございますが︑一昨年︑我々は閣議決

かけになった国会答弁をお示しします︒

がありますでしょうか︒イエスかノーかだけで︑

定を行う⁝⁝︵発言する者あり︶いや︑済みませ
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つまり︑日本国に対する外国の武力攻撃が発生

えないというふうに答弁をされているところでご

理であります︒

だけは辛うじて認められる︒よって︑日本の同盟

ども︑その前に自衛隊がはね返す︑この正当防衛

う前に相手が︑武力攻撃の着手と言うんですけれ

底から覆ります︑それを︑日本国民が死んでしま

団的自衛権の行使はできない︑なぜならば︑日本

会答弁︑そして同じ質疑者から受けた答弁で︑集

長官そして次長︑それが作るきっかけになった国

昭和四十七年を作成したその当時の内閣法制局

安倍総理に伺います︒

論理を維持して︑この考え方を前提として︑これ

安全保障環境の変化を踏まえれば︑この基本的な

て︑平和安全法制においては︑我が国を取り巻く

衛のための行使が許されるということでありまし

う急迫不正の事態に対処する場合には例外的に自

自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるとい

それは︑今申し上げましたように︑国民の生命︑

国に対して武力攻撃をしているある外国に対して

国は憲法九条の下で︑我が国に対する武力攻撃が

に当てはまる場合として︑我が国に対する武力攻

ざいます︒

日本の自衛隊が武力行使をする︑この集団的自衛

発生したときにそれを正当防衛ではね返す︑この

撃が発生した場合に限られるとしてきたこれまで

して︑武力攻撃が発生すれば日本国民の生命が根

権は絶対認められないんですよ︒これだけの問題

個別的自衛権しかできないという論理で︑集団的

由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な

でございます︒

は思えないと答弁をされている方々が作ったこれ

危険がある場合もこれに当てはまるとしたもので

の認識を︑ここを改めるわけでありますが││小

連帯的関係にあったからといって︑つまり同盟関

になぜ集団的自衛権が論理として存在するんでし

あります︒

自衛権は絶対にできないということをこれ以上精

係ですね︑我が国自身が侵害を受けたのではない

ょうか︒説明していただけますか︒

つまり︑これは︑例えば四十七年見解当時は︑

じゃ︑次は真田次長でございます︒同じく昭和

にもかかわらず︑我が国が武力をもってこれに参

○内閣総理大臣︵安倍晋三君︶ 政府がもうこれ

北朝鮮には言わば日本を狙うミサイルもなかった

西さん︑よろしいですか︒改め︑我が国と密接な

加するということは︑これはよもや憲法九条が許

は再三答弁をさせていただいていることでござい

わけでありますし︑同時に︑そのミサイルを落と

緻に言いようがないほどおっしゃっております︒

しているとは思えない︑我が国自身が侵害を受け

ますが︑昭和四十七年見解の基本的な論理であり

すミサイル防衛というものもなかったわけであり

四十七年政府見解を作られた︑後に真田次長は法

たのではないにもかかわらずということは︑我が

ますが︑これを分かりやすく説明をさせていただ

まして︑つまり︑ここで︑これ大切なことなんで

関係にある他国に対する武力攻撃が発生し︑これ

国に対する外国の武力攻撃は発生していないとい

ければ︑分かりやすく言えば︑憲法第九条の下で

すからちゃんと議論をしなければいけないわけで

憲法九条から集団的自衛権は読んでも読み切れ

うことですね︒あくまで同盟国に対する外国の武

も︑外国の武力攻撃によって国民の生命︑自由及

ありますが︑ここで︑まさに我が国の存立が脅か

制局長官になられた方です︒作られてから僅か四

力攻撃︑連帯的関係にしか発生していない︒なの

び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫

され︑国民の生命︑自由及び幸福の追求の権利が

により我が国の存立が脅かされ︑国民の生命︑自

で︑そういう状況の下では︑我が国は武力をもっ

不正の事態に対処する場合には例外的に自衛のた

まさに脅かされようとしているわけでありますが︑

ない︑よもや集団的自衛権を九条が許していると

て︑つまり集団的自衛権をもってこれへ参加する

めの武力の行使が許される︑これがまさに基本論

か月前ですね︑同じ水口議員に対する答弁です︒

ということはよもや憲法九条が許しているとは思
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たわけでありまして︑まさにこれは論理的な帰結

理を守りつつ当てはめができるというふうに考え

けでありまして︑ここに︑まさにこの基本的な論

由及び幸福追求の権利を守るための行為であるわ

するということは︑まさにこれは国民の生命︑自

のがありますね︒この括弧の中の言葉を読み上げ

質問だけ答えてください︒パネルの資料十という

横畠長官がいらっしゃいますので︑この問題だけ︑

弁からもできないことは明らかなんですけれども︑

同盟国に対するという読替えはこの角田長官の答

じゃ︑先ほどの外国の武力攻撃ということに︑

おっしゃるとおりと言うんですけれども︑答弁席

いんですね︒国会の廊下の外に出ると小西先生の

とを絶対にこの国会の答弁ではきちんと答弁しな

上げましたように︑明らかに論理的におかしいこ

はないんですけれども︑横畠長官は︑さっき申し

ども︑私もこういう人が嫌がることをする人間で

ましたのでお読みいただこうと思ったんですけれ

○委員長︵岸宏一君︶ じゃ︑小西洋之君︒

であろうと︑このように思う次第でございます︒
ていただけますか︒

で絶対言わないので︑読み上げていただこうと思

政権はできるというふうに変えたわけでございま

○小西洋之君 全く関係のない答弁をずらずらと

○政府特別補佐人︵横畠裕介君︶ この週刊誌の

いましたが︑私が読みます︒

これを守るために共同してその防衛に当たってい

されましたけれども︑私が御説明しているこの昭

記事のことでございますか︒

○小西洋之君 今︑横畠長官のことが書かれてい

和四十七年見解の読替えのからくりというのは︑

○小西洋之君 はい︒読み上げて︒

なった角田第一部長が︑実はこの角田第一部長︑

す︒

もう中高生でも分かることです︒後から御説明い

○政府特別補佐人︵横畠裕介君︶ この週刊誌の

昨年の安保国会のときに私の質問がきっかけのこ

る米国の艦船に対する攻撃から米国の艦船を防備

たしますけれども︑あらゆる法律の専門家が認め

記事のことですね︒

た角田︑当時の第一部長︑後に法制局長官になら

ょう︒この昭和四十七年政府見解をお作りになっ

もう一撃で︑もっと強烈な答弁をお示ししまし

じゃ︑十番を御覧いただけますか︒

も︒
︵発言する者あり︶

か︑ちょっと分かりかねるのでございますけれど

記事を私がここで読み上げる意味がどこにあるの

○政府特別補佐人︵横畠裕介君︶ その週刊誌の

○小西洋之君 はい︑そうです︒

問されているんですね︒この四十七年見解そのも

くて同盟国に対するにも読めるのかどうかを御質

外国の武力攻撃というのは我が国に対するではな

の中に本当に集団的自衛権があるのか︑つまり︑

の週刊朝日のインタビューを受けられまして︑こ

これは︑この昭和四十七年政府見解をお作りに

ていることです︒

れ︑後に最高裁の判事も務められました︒この方

のを御覧になっています︒

読み上げさせていただきますけれども︑﹁横畠

○委員長︵岸宏一君︶ 速記を止めて︒
︹速記中止︺

の答弁です︒集団的自衛権につきましては︑全然
行使できないわけでございますから︑ゼロでござ
の集団的自衛権の行使は絶対にできないというふ

うふうには聞こえなかったので︑御意見をと言っ

小西君に申し上げます︒今︑委員長も読めとい

そのものへの攻撃のことです︒日本が侵略されて

ここに書かれている﹁外国の武力攻撃﹂は︑日本

はないし︑そういう理解はなかったと思いますね︒

君がそう言っているの︒そういう分析をした記憶

うに言っているわけでございます︒驚くことでも

たかと思ったんだ︒

いないときにどうなる︑なんて議論は当時なかっ

○委員長︵岸宏一君︶ 速記を起こして︒

何でもありません︒これは歴代政府の憲法解釈で

○小西洋之君 じゃ︑改めて︒

います︑集団的自衛権は一切行使できない︑日本

す︑ずっと六十年以上一貫していた︒これを安倍
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なかった︒いやあ︑よく掘り出したものだね﹂と

た︒これを根拠に解釈改憲なんて夢にも思ってい
いわけであります︒

はそれを考え抜いていく責任から逃れてはならな

うその論理を当時の法制局長官たちは議論をして

法九条で集団的自衛権の行使が可能かどうかとい

ですけれども︑なぜそれを同盟国に対すると読み

外にあり得ないというふうにおっしゃっているん

が︑外国の武力攻撃というのは我が国に対する以

この昭和四十七年政府見解を作った当の御本人

安倍総理に伺います︒

イル防衛の技術もありません︒言わば︑日本を守

日本を射程に入れるミサイルもありませんしミサ

いないのは当然であります︒当時は︑北朝鮮には

にこれは考え抜いた末︑だから当時は議論をして

衛権の行使を容認したところでありますが︑まさ

た結果︑新三要件の下で我々は限定的に集団的自

らかの形で認められるなんてどう考えてもなかっ

党︑内閣法制局を含めてね﹂
︑
﹁集団的自衛権が何

という考え方は︑当時は全然なかった︒与党︑野

です︒
﹁集団的自衛権をいささかでも認めるなど

週刊誌のさらに別のところ︑角田長官のコメント

すけれども︑今総理のお手元にも配っているこの

後で私のホームページで公表させていただきま

いるんです︒

替えて︑集団的自衛権の論理を捏造することがで

るためにミサイル防衛の技術を使って日米が協力

たし︑そういう主張をした人もいなかった﹂
︑そ

まさに︑そこでですね︑そこで我々は考え抜い

きるんでしょうか︒論理的にお答えください︑簡

して撃ち落とすということができなかったわけで

いうふうにおっしゃっております︒

潔に︒

ういう議論の中で作られたものがこれであるわけ

でございます︒

あります︒
そこで︑国民の生命︑自由及び幸福追求の権利

○内閣総理大臣︵安倍晋三君︶ 委員も少し言葉
遣いを冷静に使われたらどうかと︑このように思

くために必要な自衛の措置とは何か︑まさにこれ

政治家にとって大切なことは︑国民の命を守り抜

りまして︑現在と当時は違うわけでありまして︑

ついて︑当時とはまさに環境が変わったわけであ

わけであります︒そういう言わば安全保障環境に

た︒
﹂
︑当時︑そういう議論は︑だからしていない

いないときにどうなる︑なんて議論は当時なかっ

く読ませていただきますと︑
﹁日本が侵略されて

そこで︑そこで︑今︑この週刊朝日の記事をよ

話じゃないんですね︒戦争の放棄︑戦力の不保持︑

いうふうに言っているんですけれども︑そういう

今のミサイル防衛のような議論がなかったからと

長がこの昭和四十七年政府見解を作られたときに

○小西洋之君 今︑安倍総理は︑角田当時第一部

まさに当てはめを変えたわけでございます︒

自衛のための措置は何か考え抜いた結果︑我々は︑

命を守り抜くというこの責任の中において必要な

るわけでありますから︑そこで︑私たちは国民の

う︑今︑新しいこれは安全保障環境が生まれてい

おっしゃっています︒我が国に対する侵略が発生

ちゃんと︑実は作るきっかけになった吉國長官が

更にひどい︑これはクーデターです︒そのことを

これは法論理ではなくて政治です︒政治よりも

す︒

府見解の中に集団的自衛権を捏造しているわけで

う言葉の読替えを強行して︑この昭和四十七年政

認められようがない同盟国に対する武力攻撃とい

ある限り︑世の中に理屈や論理がある限り絶対に

対に認められようもないもの︑日本語が日本語で

倍内閣がおっしゃっていることは︑論理的には絶

結局︑安倍総理がおっしゃっていることは︑安

は砂川判決で言われているところでありますが︑

交戦権の否認︑軍事に関することを徹底的に定め

して初めて自衛のための措置をとり得るのだとい

を根底から覆されるおそれがそこでは生じるとい

必要な自衛のための措置とは何かということを考

た︑また憲法前文の平和主義の法理の下にある憲

います︒

え抜いていく責任があるわけでありまして︑我々
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うことからいたしまして︑集団的自衛のための行

言っているわけではございません︒元最高裁の裁

いうレッテルを貼っているのではないんでしょう

主張をする︑法の匪賊︑法匪と言ってもしようが

か︒まさにそれは︑自分の欲する解釈を得るため

九月の十五日︑参議院の安保国会︑濱田最高裁

ない暴挙ではないんでしょうか︒簡潔に答弁をい

判官︑元内閣法制局の長官︑そうした方々がおっ

して申し上げているわけではなくて︑憲法第九条

判事です︒四十七年の政府見解の作成経過及びそ

ただきたいと思います︒

動は取れない︒これは︑私ども政治論︑さっき安

の法律的な憲法的な解釈︑すなわち︑あらゆる行

の当時の国会での答弁などを考えますと︑政府と

○委員長︵岸宏一君︶ 時間がありませんので︑

に法文そのものの意図するところとは懸け離れた

政権の行使は立憲主義の下︑また法の支配の下︑

しては︑明らかに外国による武力攻撃というもの

簡潔に︒

しゃっております︒

憲法の論理に服さないといけないんです︒その論

の対象は我が国であると︑これは日本語の読み方

○内閣総理大臣︵安倍晋三君︶ はい︒

倍総理が言ったような政策論のような話です︑と

理を述べているだけなんです︒

として︑普通の知的レベルの人ならば問題なく︑

実は︑私が先ほどから御質問させていただいて

いうのは法匪︑法の匪賊だというふうにおっしゃ

のに限られないんだというふうに読替えをすると

それを強引に外国の武力攻撃というのが日本のも

れた政府を転覆するものでありまして︑我々の政

ーデターというのは軍隊を動かして民主的に選ば

いう言葉を使われたわけでありますが︑まさにク

それは違いますし︑また︑先ほどクーデターと

では︑ちょっと時間が押してまいりましたので︑

いるこの内容は︑さっき冒頭申し上げました安保

っている︑あしき例であると︒こうした集団的自

もう一つ︒

国会で最大の追及の争点です︒安倍内閣の安保の

権は︑まさに二〇一二年の総選挙において勝利を

得て︑そして政権を担っているわけでございます︒

衛権が存在するということが言えるんですかとい
うと︑裁判所に行って通るかというと︑それは通

そして︑その後も︑一三年の参議院選挙そして一

法律が合憲なのか違憲なのか︒この四十七年見解
の中に集団的自衛権が書いてあるのかどうか︑そ

らない︑将来の最高裁では通らないというふうに

ているわけでございまして︑まさに国民の選挙を

れだけを︑事実を︑真相を︑真実を証明すればい

下の宮崎元内閣法制局長官︑黒を白と言いくる

通した意思の結果が安倍政権であるわけでありま

四年の総選挙においても圧倒的な議席をいただい

いんです︒じゃ︑何でこんな簡単なことを国民の

める類いの話であるというふうにおっしゃってい

すから︑その政権の閣議決定をクーデターと呼ぶ

おっしゃっています︒

皆さんに伝わっていないかというと︑残念ながら︑

るところであります︒

いだけです︒今証明させていただいたように︑な

まだ新聞が大きく報道するところまで行っていな

ということ自体がまず基本的に間違っているんだ

そして︑その御質問につきましては︑それはま

安倍総理に伺います︒
は御自分の主張を強く主張されていますけれども︑

さに見解が全く違うということでありますが︑い

いんですね︒最後の安保国会で新聞の皆さんに報

安倍総理が行っていることは真っ黒のものを白だ

ずれにせよ︑我々は︑国民の生命を守るために︑

ろうと︑このように思います︒

と言っていることじゃないんでしょうか︒この昭

大きく安全保障環境が変わる中において︑基本的

あなたは何かにつけてレッテルを貼る︑あるい

和四十七年政府見解の中に集団的自衛権があると

道いただけるかなというところで強行採決が行わ
れてしまいました︒
この安保国会の中での議論を御紹介をさせてい
ただきます︒
今申し上げさせていただいた内容は︑私だけが
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論理を守りつつ︑そして当てはめを変えたという
ことでございます︒
○委員長︵岸宏一君︶ 以上で小西洋之君の質疑
は終了いたしました︒
︵拍手︶
│││││││││││││
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