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先般来いろいろお騒がせいたしまして、たいへん恐縮

に存じます。今日、このように大勢のみなさんにお目

にかかることができ、光栄に存ずる次第です。私もモ

ーニングを脱ぎまして、スポーツウエアとかカジュア

ルウエアに変わりましたもんですから、これからは自

由人クラブの後輩としていろいろご指導いただければ

ありがたいと思います。先日つくった俳句の中に、「こ

の酒も 味わい新た 職を辞す」というのがあります。

まあ、帰って酒を飲むときも、モーニングを着ていた

ときの酒とカジュアルの酒とは味が違うなあと、そう

いう意味です。 
 
ツキを呼ぶのも政治力 
まず小泉内閣というものでございますけれども、小泉

内閣ができて一年半たちますが、長くよくもっている

と私も思っているし、みなさんもそう思っているので

はないでしょうか。私は小泉内閣ができたときに、こ

れは三つの特色があるから案外強いよと、そう言った

もんです。そうしたらその通りになったと思います。 
 
一つは何であるかというと、小泉君にはツキがある。

まあ、運がいいといいますかね。たとえば内閣をとる

というときも、90年代で不況が続いて日本が逼塞して、
みんなが既成秩序を壊さなきゃだめだと思ったときに

出てきて、自民党を破壊する、と。それで民論に乗っ

て天下をとった。これは一つの時代というものをつか

んだツキでもあるんですね。 
 
天下をとってからも、内閣が危なくなるというと、た

とえば２年前には、９月でもう危ないぞと言われてお

った。そしたら９・11 が起きて、これはアメリカの大
惨事でまことに同情すべきもんでありますが、国民が

アメリカを助けろというので、小泉さんの支持率がガ

ッと上がった。不幸なことが、彼にはある意味におい

てはツキに回ったわけですね。それから 12月ごろにな
って予算編成が難しくなって、１月の議会は大変だろ

うと、そういっておったら、12 月の末に内親王さまが
お生まれになりましたね。あれでみんないい気分にな

っちゃって、まあ小泉もええだろうということになる。 
 
そのうちまた危なくなると、今度はイラクの問題が起

こった。これもやっぱり国民全体の良識として、アメ

リカを助けてやらにゃいかん、と。いまの内閣にやら

せるよりしょうがないだろうとなる。ああいうものが

起こると支持率が上がってくる。この次は何かという

と、あるいは北朝鮮かもしれない。ツキが続くかどう

か分かりませんが、ともかくそういうツキを持ってお

る。しかしツキを呼ぶのも政治の力でもあるんですね。 
 
気分で「瞬間タッチ断言型」 
第二番目は、彼には気力が非常にある。これはご覧の

通りで、一時気力の衰えたときもありますが、なかな

かありますね。この間中曽根康弘をやっつけたなんて

いうのは気力の証拠じゃないかと思いますね（笑）。彼

を支えておる一番大きな要素はこれでしょうね。 
 
私はよく冷やかして言うんですが、「瞬間タッチ断言

型」だと。テレビに毎日出てきてあれをうまく使って

いる。思想体系や戦略体系というのはないよと、そう

いうようなことも言っておりました。瞬間タッチのあ

の姿というのは気力で乗り切っているようなもんです

よね。断言型でなければ気力が出ない。 
 
それから三番目は何かというと、小選挙区制のおかげ

です。もし中選挙区だったら小泉内閣はもう倒れてお

る。小選挙区では公認とかお金の分配とかそういう問

題で、幹事長や総裁の地位が非常に強くなった。ある

意味においては独裁的な傾向すらみえる。小選挙区制

というものが内閣、あるいは総理というものを強く支

持する体系になっておる。 
 
中選挙区のときには同じ選挙区から二、三人出るもん

ですから、同じ党内でも喧嘩し合うことになる。そう

やって出てくるからおのおの派閥を組んで、その派閥

が中央で総裁を争ったり政策を争ったりして活気に満

ちた、多元的な政党運営が行われた。いいとこもある

し悪いとこもありますが、政党らしい要素はそこにあ

った。ところが小選挙区になって、いまのように単純

化され、中央集権的なものになると、政党の含みとか

多元性とか、あるいは切磋琢磨とか、そういうような

要素は薄れてきていますね。私は小選挙区制に反対を

したものでありますが、どうも予想した通りの状況が

出てきていると思う。 
 
そういうことで、小泉さんの出現にはいろんなツキや

その他がありましたが、ともかく変人首相が出てきた。

変人首相が出たのは、変人社会ができたからです。1990
年代の日本の状況というものは極めて低迷、陰惨、不

況の連続というような様相であった。 
 
戦後の日本政治は、占領下は別として自民党時代がず

ーっと続いた。冷戦下の時代である。冷戦下の時代と

いうのはアメリカとソ連が対峙していて、その枠内に

あって適当にやっておればいいというので、案外安定

性があると同時に、気楽な時代でもあったんですね。

社会党に現実性がないから自民党が政権を独占できた。 
 
しかし 91 年にソ連が崩壊して、それぞれが独立した。
いわゆる国内も国外も散乱の時代に入った、と私は言

っておる。おのおののアイデンティティーをみんなが

探して、自活力を強めようとする。ソ連やアメリカを

あおがないで、自分で生きていくという道をたどらざ

るを得ない。そういう形になった。東欧のポーランド

やチェコやハンガリーもそうですし、ソ連圏の各ステ
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イツもそうであります。ヨーロッパにはＥＵができ、

通貨の統合までやった。アメリカに対抗するアイデン

テ 
ィティー、ヨーロッパ人のアイデンティティーという

ものがあそこに出てきた。ロシアではプーチンさんが

出てきて、ピョートル大帝時代を夢みてるんじゃない

かという感じもしないわけでもない。中国では市場経

済を入れようと、鄧小平政策を忠実にやっておる。旧

ソ連の真似をしたら大変だと、経済は自由化しても政

治は統制で、共産主義を厳守しなけりゃならん、と。

鄧小平以後においても共産主義教育というのは極めて

厳重にやっておるわけですね。しかし、市場経済とい

う問題については思い切って踏み出している。 
 
変人首相は低迷と漂流の中から 
その中で日本だけが低迷して、三つのバブルが崩壊し

た。一つは政治のバブルであって、50 数年間の自民党
時代の金属疲労が出た。金丸問題で腐敗が出て、自民

党は分裂する。そしてその後、日本の政界では約十年

間に、十人の総理大臣が出る。要するに漂流してきた。

外国がアイデンティティーを探してしっかりやってお

る時代に、そういう状況で流された。 
 
経済もまたバブルが崩壊した。特に護送船団方式とい

うものが強く批判され、そして不良債権処理が進めら

れてきた。不況で低迷した。社会のバブルも崩壊した。

犯罪が激増する。それと教育の崩壊、これが顕著に出

てきた。こういうように三つのバブルが崩壊して、低

迷して不況が続いているということで、国民の間に不

満がうっ積する。とりわけ森内閣をつくるときに、密

室で談合したということで怒りが発した。既成勢力、

既成秩序を壊せと、そういう空気が起き、それに乗じ

て天下をとったのが小泉君だろうと思う。 
 
ですから、変人首相が出てくる前に、変人社会の国民

があった。それはまだ続いているのであって、そのへ

んの流れを見損なうと政治の判断を間違う、と私は言

っておる。だから小泉内閣ができるときに、私は小泉

総裁を応援した。というのは、彼の言っておる公約は

ほとんど私が総理をやったときの公約と似ておるんで

すよ。安全保障やら憲法やら、あるいは首相公選やら

集団的自衛権やら、教育の改革も。教育なんかについ

ても「米百俵」を言いましたからね。ほとんど似てお

るもんだから、これは行財政改革をやらせ得ると思っ

て、亀井君に立候補をやめてもらって、小泉君を支援

するというところまで実はやったもんです。その後の

形勢をみると、いいところと悪いところがいろいろ出

てきておるのであります。 
 
外交・安保は一応合格点 
彼のやり方と私のやり方がどういうふうに違うかとい

うと、小泉君の場合にはわりあいにパフォーマンス政

治です。瞬間タッチ断言型と申しあげたように、臨床

的能力はたいへん高いが、病理学をどの程度知ってお

るかという疑問もある。中・長期路線とか、国家像と

か、あるいは諸般の政策の体系をつくろうとすれば、

やはり思想なり哲学なりの問題になる。それから政策

が出て、それから体系が生まれるんであって、そうい

う根深いものがどうもみえない、そういう気持ちがし

ておる。まあ、どっちかというとパフォーマンスが非

常にうまい。これで支持率を高くして、しかもやり方

はだいたい一点集中型といってもいい。たとえば道路

と郵政というものを主眼にしておる。 
 
しかし政治をやろうとすれば、それ以前の総論の問題

が大事だ。総論とは何であるかといえば、国家像とか、

長期路線とか、外交総合戦略とか、そういうものであ

るわけであります。そういうものは後ろのほうに追い

やって、あまり自己主張もみられない。特に教育につ

いてはみられない。「米百俵」はどこへ行ったかという

気が、私はしばしばしたもんです。 
 
それで、各論が表へ非常に強く出ておる。選挙となれ

ば一般に各論も強く出るけれども、しかし、今回の選

挙というのは非常に重要な選挙なんです。これから四

年の任期の間に何が起こるかといえば、教育基本法の

改正とか、あるいは憲法についても自民党は憲法草案

を出し、他党も出すだろう。衆議院、参議院の憲法調

査会は終わって、〇五年の初めには報告を出す。憲法

改正という問題が日程に上ってくる状況になるわけで

す。それからイラク、北朝鮮、東アジアの各国の状況、

ＡＳＥＡＮと北の三国の関係、これも重要な問題にな

ってきておる。次の四年間はいままでの戦後史の中で

もないぐらいの重要な時期だといえる。そういう重要

な時期を乗り切っていくためには、しっかりとした思

想的、体系的ファンデーションを持って、そういうよ

うなものから各論を引き出して、国民の協力を求める

のが正攻法だろうと、私は思うのであります。 
 
選挙中は、勝つために目の前のおいしそうなものをみ

んな並べ合って、票を得ようとする動きがあるのは、

これはある程度理解できます。しかし、選挙中でもこ

ういうものは訴えておかなければならん要素でもある。

毎回言う必要はないけれども、それがこの次の四年と

いうものを考えた、議会主義に立った心ある者の見方

であり行動であろう。 
 
しかし、小泉さんがいままでやったことをみておると、

いいものもある。外交や安全保障については、私は合

格点を与えておるんです。しかし、これらの問題も自

分からつくり出して、そして形成していったというよ

りも、与えられた状況に対応したというか、要するに

臨床的対応といっておる。それが、まあ、妥当に行わ

れておると思うんです。 
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たとえば周辺事態法、有事立法、テロ特措法、それか

ら今度のイラクに対する復興支援法、これだけのもの

が出てきたということは、いままでの内閣からすれば

かなり仕事をやっておる。だから、私は合格点だと言

っているのです。実際にはしかし、自分のイニシアチ

ブでつくり出したものではなく、うまく対応しておる

というもんでしょう。が、それにしてもやっておるこ

とは確かです。 
 
政党・議会への対応怠る 
内政はどうかとみれば、たとえば不良債権の処理なん

かで、「りそな」に約２兆円を出した。私はあれぐらい

までは支持しておる。一部の不良債権処理とか、ある

いは景気回復のために減税もある程度やったとか、そ

ういう点の成果も認めておる。しかし、何か本質的な、

基本的なものが足りないような気がしておる。一つに

はスピードが遅いという面もありますが、大事なコン

テンツの点で問題があるような気がしているのです。 
 
それから、私は総理大臣になるときに「大統領的首相」

になると言ってやりました。これは民論をうんと刺激

して、その支持のもとにやっていく。ある意味におけ

るポピュリズムである。しかし、それだけでは議会は

通らない。それで国鉄、電電、専売以下の重要法案、

あるいはサミットを中心とする外交を推進していくと

いうときには、やはり政党の力と一緒になってやった。

そういう意味において、私は「大統領的首相」と「議

院内閣的総理」の両方を使ってやったつもりです。金

丸君を幹事長にしたり、後藤田君を官房長官にお願い

したり、竹下さん、安倍さんには四年も大蔵大臣や外

務大臣をやってもらったりした。要するに党とよく話

し合って、党の力を借りてやった。だから、国鉄民営

化などの問題もわりあい予定通り進めることができた。 
 
ところが、小泉君の場合は「大統領的首相」だけでや

って、政党とか議会に対する対応というものを怠って

いるか、あるいは無視している様相がある。これで、

果たして道路公団の民営化が可能で、郵政の分割・民

営ができるだろうか。 
 
私は一年ぐらい前から小泉君に、次のように言ってき

た。あんたはいままでの政策でやってきて、閣僚も自

分で選抜して、個性でやってきたが、あんまり大きな

変化はできていない。このへんで大義名分を押し出し

て、思い切った転換をやる手はある、と。英国流の議

院内閣制に大転換する、そういう大義を持ってやるこ

とだ、と。定期異動的な内閣の改造をやめて、そうい

うことで大転換をやって、国政の新しい方針を国民に

示したらどうかと、そんなことも話したことがありま

す。実はどうもそういうことをやる見識とか、勇気も

ないという感じを持ったこともあります。 

 
しかし、最近はやはりある程度「議院内閣的総理」も

加味しないと、ものごとが動かなくなってきたという

感じを持ち始めたようでもあります。第一に、総裁に

なれない。だから、青木君とも話し合うとか、堀内君

とも話し合う。総裁というのは党の問題ですからね。

そのへんで「議院内閣的総理」の方向へ動き出してき

ておる。ですから、さっき申しあげたような重要問題

を抱えて、これからどういうような進路をたどるか注

目しています。 
 
議会人は独立不覇の行動を 
ともかく、これからくる四年間というのは、戦後議会

史、あるいは政党史の中でも特筆すべき重大な時期で

あります。そもそも日本の憲法は、最初は明治天皇か

らいただいた欽定憲法で、その次はマッカーサーから

いただいた占領軍憲法です。みんな外から与えられて

いる。国民が自分たちで、自分の憲法をつくろうとい

うのは今回が初めてです。ですから、それだけの見識

と、国民に対する訴えというものが実はなきゃならな

い。自民党の総裁はまずそれを大きく言って、今度の

選挙についても、その後の政治についても考えていた

だく。次の四年間のことをおもんばかって発言するこ

とが大事だと思います。まあ、現実の票をとり合う選

挙からみたら、そんなことは余分だと思うかもしれま

せんが、議会主義からみたらそうですね。 
 私の問題などでも、議会主義の本質から考えると、

まあ、量もそうだけれど、質が重要だということを考

えなくちゃならんと思っておるのです。やはり議員と

いうものは選挙民から選出されて、代理ではないが、

委任にもとづいて自由、独立不覇の行動がとり得るわ

けです。会社の社長は株主から掣肘を受けるし、公務

員は上から任命される。しかし、議員にはそういう規

制はない。選挙民が入れてくれるかどうかが唯一の規

制で、あとは自己の信念、使命感にもとづいて思い切

ってやれ、というのが議会主義だろうと思うんですよ。 
 
その使命感に徹したのは斎藤隆夫であり、あるいはわ

れわれの先輩、浜田国松とか尾崎 
咢堂とかで。みんなそういう使命感を持ってやった。

権力にも屈しない。それが本当の議会主義です。そう

いう議会人としての真骨頂の尊厳性というものを、選

挙対策とか、あるいは便宜主義的な考えによって侵し

てはならぬ。私は尾崎さんや斎藤さんを勉強したもの

だから、そういうもんだと思ってやってきたし、河野

一郎さんや三木武吉さん、あるいは三木武夫さんなん

かもそういう信念を持ってやっておられましたよ。 
 
われわれはそれを継承して次代の人たちにつないでい

こうと、そういう考えを持っています。けれども、そ

れがどうも曖昧になってきている感じがします。これ

は議員とか議会というものを考える上で、憂うべきポ
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イントだと思っておる。一人の総理大臣の問題じゃな

くて、議会の議員全体がややもすると優等生みたいに

なって、事務は堪能だけれども、議会主義とか議員の

本質というものに対する観念が薄らいでおる。そう思

わざるを得んのであります。余分なことを申しました。 
 
外交について申しあげたいと思うんですが、やはり外

交には官邸を中心にした戦略体系がなきゃならん。中

国でもアメリカでもイギリスでもロシアでも、それぞ

れ深くて強い戦略本部を持っておる。あまり表には出

ていないけれども。日本はそういう点で非常に欠けた

面がある気がして仕方がない。だから、私は『二十一

世紀日本の国家戦略』という本を書きました。その本

で官邸にそれをつくれということを主張しました。 
 
イラク復興は世界的支援体制で 
ひとつイラクの問題というものを考えてみると、アメ

リカはアフガニスタンをやったときから次はイラクと

決めて、やる決心でやったと思います。テロ国家とし

てイラン、イラク、北朝鮮を挙げておったから、その

延長線からみてそうだろうとは思っていた。まあしか

し、多少証拠ぐらいあるだろうと思ったら、近頃は証

拠もないというんで、残念に思っておるけれども。し

かし、私自身はやはり９・１１が起きたからには、テ

ロが世界的にまん延するのを防ぎ、それを根絶する何

か大きなことが行われなければ、これは難しいという

感じがしておった。だから、アメリカがイラクをやる

というときには、以上のようなことから、あるいは生

物・化学兵器をイランやクルドに対する戦いで使って

いたということも聞いておったもんだから、アメリカ

の行動を支持し、小泉内閣を支持してきたわけであり

ます。 
 
しかし、そのときに私が一番不安に思ったのは、アメ

リカは戦争はうまくやるだろうけど、その後の占領行

政、統治行為というものを果たしてうまくやれるかな、

ということだった。私がかつてエジプトのナセルに会

ったのは昭和 31年ですからね。そのころからアラブと
いうものに注目して、アラブ友好議員連盟をつくった

りした。いろいろ連絡もあり、多少イスラム圏のこと

も勉強した。通産大臣になったときは石油戦略があっ

たもんだから、中東を歴訪し、フセインなんかにも会

いました。関係国への援助もしました。 
 
湾岸戦争のときには日本人の捕虜、人質 72人を取り返
してこいということだったので、フセインに２度ほど

会いまして、いろいろ話をした結果、とうとう彼は返

してくれた。やっぱりそれまでの外交戦略等々が成果

をあげているんだろうと、そう思った。そんなわけで、

アラブというものをある程度知っていた。だから、ア

メリカがイラクで成功するには、よほど堪能な占領政

策でないと困難ではないかと思っていた。よく知って

いるのはイギリス人やフランス人なので、その力をう

んとうまく活用するやり方でやらないと、フィリピン

でやったようなつもりでやったら大間違いになるぞ、

と思っていた。 
 
もう一つはやはりロードマップ。イスラエルとパレス

チナの独立国家共存体制をつくり上げていくこと。ア

メリカもそれに早く目をつけてやっていますけれども、

いまはほとんど中断されてしまった。あのロードマッ

プが前進して、推進されておれば、湾岸諸国も好感を

持って協力する可能性があった。が、それが挫折して

おる。イスラエルにアメリカが相当圧力を加えて前進

させなきゃならん面もあると思うんだけれども、大統

領選挙をひかえて、強圧を加えることはなかなかブッ

シュさんもできないのかもしれません。 
 
しかし、本質を考えてみると、そういうものがイラク

のいまの停滞と不安、混迷につながっておる。私は前

から小泉君にも言ってきた。ブッシュさんに会ったら、

国連との協調、それからフランス、ドイツ、ロシアと

の交流を回復して、そしてその力をうまく使うように

進言すべきだ、と。そういう方向にアメリカの政策を

向けなきゃだめです。小泉君も会って多少は言ってお

るようです。が、まだお付き合い程度の話じゃないか、

と私はみておるんだがね。本気になってやるときには

やらなきゃだめだと私は思う。それが結局アメリカの

ためになる。 
 
現在、戦費の問題で苦しみ始めておるし、民心も大統

領選挙を意識しており、民主党、共和党ほとんど同格

みたいになりつつある。だから、ある程度国連とうま

く手を結ぼうとアメリカも努力をし始めた。フランス

やドイツやロシアとも協力を回復しようとし始めた。

しかし、まだ自分たちのやった実績というものを捨て

きれない。軍事面はアメリカに頼らざるを得んし、や

ってもらってもいいと思うけども、統治面については

国連や、あるいはヨーロッパ勢力とアメリカが対等で

やれるような形にしなければと思っている。アラブ諸

国もイラクの国民も納得し、世界的な支援が得られる

体制を作るべきです。いまやアメリカ一国の問題じゃ

ないですね。イラクの石油供給力を回復させて、彼ら

にいい生活を保障してやるようにもっていくことは、

人道上からもわれわれの共同責任になりつつあると思

うんです。 
 
中、韓、日の首脳定期会談を 
それから北朝鮮の問題でありますが、私は前から話し

たり書いたりしていますが、北朝鮮は求愛を恫喝でや

っておるんだと思います。愛を求めることを脅かしで

やっておる。それをもう各国がみんな見抜いておる。

しかし、北朝鮮のほうは内部のいろんな事情があって

早くは前へ進めない。いままでの手口の問題もある。
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そこで、アメリカが六カ国の国際関係を確立したのは

成功であった。特に中国の立場を重要視してやってお

るというのは非常にいいやり方だと私は思っています。 
 
アメリカと日本と韓国はその中の軸でなきゃならん。

この三カ国の連携というものが基礎である。そういう

考えに立って、日本はその一つの中心軸になっておる、

という自覚がなくちゃいかん。結局、日本とアメリカ

が話し合って軸をつくっていく。そこへ盧武鉉大統領

にも入ってもらう。韓国は北との関係がありますから、

われわれとは立場が違う面もあります。そういうよう

な形で北の問題をかたづけていく。 
 
いろいろ曲折はあるだろうし、あるいは二、三年、長

時間かかるかもしれないが、落ち着くところは九三年

のアメリカと北朝鮮の枠組み、あのへんに落ち着くだ

ろうとみておる。今度こそは監視の絶対的徹底を確保

して、核および大量破壊兵器の根絶の体制を打ち立て

なければいかん。そういう条件下で、だいたい九三年

の枠組み並のところへ落ち着くということを、北も考

えておるんじゃないだろうか。いつぐらいまでかかる

か、それは分かりませんけれども。 
 
しかし、そういう見当を持っておれば、何も慌てるこ

とはない。われわれには拉致問題という大きな政治課

題があるのだから、これを日本としては徹底的に解決

するという一線は堅持していかなくちゃいかん。 
 
東アジアに新たな協力体制を 
それから、もう一つ考えなきゃならんのは東アジアの

問題です。ＡＳＥＡＮプラス３ということが言われま

す。これは当然考えなきゃならんが、その前に先にや

るべきことがあります。韓国の大統領、中国の総書記、

日本の総理、この三者の定期会合を制度的に持つとい

うことが大事です。そのもとにまた専門の閣僚協議会

を持つべきです。いまはＡＳＥＡＮの大会に呼ばれて、

偶然みたいにその場所で三者会合をやっておるわけで

すよね。そういうようなもんではなくて、制度として

これを定期的にやる。これが一番重要な問題にこれか

らなる。 
 
盧武鉉大統領は、韓国は北東アジアの中心国家という

言い方をしている。だから大統領に、日本がこういう

ものを考えておるので、あなたは中心国家というのだ

から、北京へ行って話したらどうかといえば、あるい

はやったかもしれませんね。北京も江沢民さんの時代

とは違ってきておる。あのときすでに朱鎔基さんは、

これと似たようなことをしばしば言ってきておる。こ

んどの胡錦涛さんも、温家宝さんも同じように朱鎔基

さんのラインにきておる、と私はみておる。ですから、

北東アジアのトップ会談を定期的にやるようにして、

年中問題を話し合い、苦情を言い合う。そういう協力

体制をつくりあげる。そういうことがまず北の三つに

できて、それで北の三つが南の十カ国と話し合って東

アジアの経済協力機構みたいなものを次につくるべき

です。 
 
ＡＳＥＡＮに対して日本と中国が競り合うということ

ぐらい愚かなことはない。中国はＡＳＥＡＮに対して

熱心で、ＦＴＡなどでも前進している。 
 
日本は非常に遅れておる。大東亜共栄圏と言われるの

をおっかながって、いままでは慎しんでいたのかもし

れません。が、そんな古い概念にとらわれずに、新し

い東アジアの協力体制をつくるべきです。ヨーロッパ

ではＥＵがやっておるし、アメリカにはＮＡＦＴＡが

ある。われわれがアジアでやるのは当たり前のことじ

ゃないですか。九七年のタイそのほかの通貨危機のと

きには金融協力まですでにやっておる。宮沢君のとき

に三百億ドルを出したりしていますよね。アメリカは

マハティールさんのＥＡＥＣには反対したけれども、

最近の状況をみると、必ずしもそう強い反対を持って

おるとは思えない。日本のある程度の創意でそういう

体制に前進すべきときです。そういうような東アジア

の外交戦略を持って、それを一つひとつどう実現して

いくかということが、小泉首相には欠落しておる。 
 
最後に政界再編成について申しあげます。これから四

年の行程を考えてみると、やはり教育基本法の改正と

か憲法改正問題というのが出てくる。自民党の憲法草

案ができるし、各党もそういう状況になってくる。憲

法についての国会の調査や協議の仕事も一段落する。

この重要問題は自民党だけではやれるもんじゃない。

むしろ超党派的な、挙国的な勢力で憲法改正というと

ころへ前進すべきである。明治憲法、マッカーサー憲

法の性格、生い立ちを考えた場合、当然そういう挙国

的な態勢が望ましい。あるいはそうでなくても、連合

勢力をつくるなり、新党運動が起こるとか、必ずそう

いう状況が展開してくると、私はみておる。それが政

界再編成も視野の中に入れるということを、私が言っ

ておる点なのであります。まあ、これで終わりにいた

します。どうもありがとうございました。 
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