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 田中前首相の初公判の日だった。そう長くないスピーチだが、

首相の歴史、国際環境、世論への冷静で的確な認識が語られてい

る。先見性だけでなく、決然としていてしかも余裕があり、日本

人としての矜持のようなものもうかがえる。 
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 私は、いま、世界情勢が一体どう推移して

いくのだろうか、ということをジィーッと見

ているわけです。「世界は一つ」という状態に

なってきているので、この認識を誤ると大変

なことになる。 

 戦後の世界情勢をみると、５０年代から東

西対立関係が始まり、今日なおいろいろな変

遷を経ながらも、その形は残っている。６０

年代には南北問題が世界政治の大きな課題に

なってきた。さらに７０年代になると、私は

名づけて産消関係というのですが、資源保有

国と資源消費国との関係が非常にむずかしい

政治課題になってきている。これからの世界

に対して決定的な影響力を持つのは、この“産

消関係”ではなかろうかと思います。 

 つまり、人類は従来、資源に頭をおよぼさ

ないという形で進んできている。現在２１世

紀はどのような世紀になるのであろうか、と

いう観察・研究がさかんに行われている。そ

れらの観察・研究を総合すると、２１世紀は

われわれがいまだかつて心配したことのなか

った資源問題がたいへんな問題になってくる

だろう、と予測されている。われわれの生活

に必要な資源のいくつかがなくなるかもしれ

ない、という意識が国際社会に定着しつつあ

る。 

 

 ２１世紀は「資源」がテーマ 

 

 すでにわれわれは３年前には“石油ショッ

ク”を経験している。私は“石油ショック”

は、そういう国際社会の中での変化を象徴し

ている出来事だと思っている。現実に石油だ

けにはとどまらず銅、鉄鉱石などの資源につ

いても、石油ほど激しい形ではないが同じよ

うな傾向が現れてきている。さらにそれが海

洋にまで波及しようとしている。この状態を

手放しにして置くと、２１世紀はたいへん不

幸な世紀になってしまうのではないかと思う。

何とか、そのようにさせないように努力しな

ければならない。 

 いまの世界情勢は、大戦前の様相に非常に

似てきている。大戦前、世界各国は国際連盟

をつくり再び悲惨な大戦争を起こしてはなら

ない、ということでずいぶん努力をした。そ

の成果もあがっていたが、経済面で不幸な事

態が起こってしまった。１９２９年にアメリ

カで戦後の反動不況が起こり、フーバー・モ

ラトリアムというところまで発展し、それが

大陸にまで波及することになってしまった。

そして、これが当時、世界一の強大な政治力、

経済力をもっていたイギリスの危機にまで発

展する。イギリスはその危機を耐え忍ぶ手段

として、英帝国経済政策を採用する。つまり

英帝国ブロックです。近隣の国々はそれを黙

って見ていない。フランスはフランス帝国を

結集して“フランス帝国ブロック”をつくる。

当然領土を持たない国はブロック体制をとる

術がない。第一次世界大戦で領土を全部失っ

たドイツとイタリアは、厳重な為替管理をし

いて国の防衛に当たることになる。が、とて

も為替管理だけでしのげるような状態ではな

い。一方、経済社会は非常に貧困になってい

く。この二国は、共産主義を選ぶか、あるい

はファッショを選ぶかという選択に迫られ、

ついにファッショが選ばれ、ヒットラー、ム

ッソリーニの台頭となる。両巨頭は領域を拡

大するほかはないというので、軍備を整え、

近隣を侵すということになり、第二次世界大

戦へと発展する。わが国もドイツ、イタリア

と同じような環境に置かれ、中国大陸へ兵を

進めるというような事態に突入してしまった。 

 つまり、政治的には平和への努力があった

にもかかわらず、政治的混乱が現出してしま

った。しかもそのブロック体制下において、

きわめて厳しい貧困が世界的にやってきた。

フーバー・モラトリアムがしかれ、それに続

く混乱を収拾するため世界巨頭会議が必要で

あるというので、世界経済会議も開かれた。

しかしこの４年間に、実に世界総生産は３割

減となってしまった。一方、世界総貿易は４

割の縮小をみた。こういう大変な状況からど
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うやって脱出するかということになり、結局

“戦争”へと進んでしまった。 

 今日、東西関係、南北関係に加えて“産消

関係”という、複雑かつ深刻な問題が出てき

ていますが、私はよほどの努力をしないと世

界的な大混乱は免れないとみているわけです。

狭い日本という立場からとらえてみても、世

界が平和でなければ日本に平和はない。とく

にわが国の国民生活を維持するためには、世

界の繁栄が前提条件とならざるを得ない。資

源小国という立場にある日本としては、世界

の動きに敏感でなければならないので、この

ことを本当に深刻に受け止める必要がある。

そういう認識のもとに、これからの日本丸の

運営をやっていかなくてはならない、と考え

ているわけです。 

 私は、これからの日本が選択のできる幅は

非常に狭いと思う。しかもその道のところど

ころには、岩があるとか、あるいは激しい渦

巻きがあるとか、ときどき台風がやってくる

とか、いろいろな事態があるということを予

測しなければならない。その中を日本丸を安

全運航させることが、政治の要になってきて

いるというとらえ方をしている。 

 しかし、短期的には、そう緊張した厳しい

姿勢ばかりで長続きするものではない。航海

の途中には日和の良いときもあります。そう

いう際にはパーティーくらいやるとか、いろ

いろなことを考えなければならない。あるい

は緊張が続き過ぎて乗組員がくたびれたとい

うときには、適度の休養も与えなければなら

ない。その寛厳よろしきを得なければならな

い、と私は思っているわけです。 

 しかし、いま日本の国、日本の国民が当面

している環境はそう生やさしいものではない。

世の中が一変してきている、という認識を持

つべきであると思うわけです。 

 政治家として“おいしい”ことばかりいっ

ていれば、当面は良いかもしれないが、それ

は国家・国民に忠実なる姿勢ではない。やは

り、厳しい状況については、はっきり厳しい

と素直に国民に申しあげなければならない。

それが政治家としての当然の責任であり、使

命であると考えている。 

 当面の課題として、とにかく国会をうまく

乗り切らなければならないが、戦後初めて一

票差の内閣ができたわけですから、なかなか

容易ではない。しかし、野党においても政治

情勢の変化に応じて、現実的対応への動きが

出てきている。先般各党党首と会談して、そ

のことを非常に強く印象づけられた。 

 長期的にみると、いろいろ厳しい問題があ

るが、今年は先ほども申しあげたように周囲

の関係から観察して、世界もまたわが日本も

経済の年であるといっているわけですが、経

済の年の中で予算案がいつ成立するかという

ことは、非常に重要な意味を持つわけであり

ます。 

 

 国民負担が低い福祉、社会資本 

 

 そこで、何とか早く予算案の審議に入って

いただけないか、と野党に呼びかけた。野党

のほうでは一体予算書はいつできるのか、と

いうことなので、自由民主党のほうからは２

月３日が精いっぱいだが、ガリ版なら２８日

に用意ができるから、どうかひとつガリ版で

審議に入ってもらいたい、というお願いをし

たわけです。正直いってこれができたら大変

画期的なことだと私はみていた。人によって

は実現すれば奇跡だという人もいたが、私は

５党党首との会談経過から考えて、あるいは

受け入れられる提案ではないか、と思ってい

たのですが、とにかく中を取って３１日から

審議が始まる。３１日に政府の施政方針を聞

こうということになった。非常に大きな前進

だとみているわけです。 

 その予算審議の中で争われる一番の問題は

減税問題です。５党全部が大幅減税を提唱し

ている。私もせっかく５党党首と会談まで持

ったのですから、深刻に５党揃ってのこの申
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請を考えてみた。“経済の年”という認識は５

党各党とも持っている。 

 景気浮揚の手段として、国民大衆に購買力

をつけるのが一番良いので、大幅減税が必要

なのだ、というのが５党の主張です。 

 いま日本で一番遅れているのは何かという

と、それは私どもの生活環境です。つまり生

活をめぐるところの社会資本投資の立ち遅れ

です。下水道などはとても先進工業国といえ

るものではない。他の先進国にくらべると１

００年の遅れどころではありません。小説

「レ・ミゼラブル」の主人公ジャン・ヴァル

ジャンといえば２００年前の話ですが、あの

ときすでにパリの地下施設は全部整っていた

わけです。わが国の場合、生活をめぐる上・

下水道、あるいは住宅などのいわゆる共同の

社会蓄積が非常に不足している。 

 その日その日の生活、つまりフローのわれ

われの生活態様は、西欧諸国と比較してけっ

して劣りはしない。しかしながらストックの

面からみると、わが日本社会は非常にみすぼ

らしい形です。そのストックをどうやって貯

えるのかということが、これからの大きな問

題になってくるわけです。当然のことながら

社会資本を充実するためには金が要る。 

 低成長の時代ですから、どうしてもいまま

でのように押し並べての国民生活の発展向上

はなかなか期待できない。そうなれば世の中

の遅れたもの、弱いものへの配慮が当然必要

になってくる。つまり福祉政策を重視すると

いうことになっていかなくてはならない。福

祉政策あるいは社会資本の充実ということを

考えると、わが国は先進諸国に比べて飛び抜

けてこれに対する国民負担が少ない。今後こ

れに対する国民負担は多少上がる傾向になら

ざるを得ない。これが上がらなければ社会資

本の充実もできなければ、福祉政策もなかな

かやりにくいということになる。 

 そういう展望の中で、しかも省資源・省エ

ネルギーという基本的な考え方をとっていか

なくてはならないときに、「ひとつものをお使

いください。そうすれば消費を刺激いたしま

す。これは日本のためです。景気のためです。

どうかひとつお使いを」というような発想の

減税を行うことはなかなかむずかしいのでは

ないか。ましていまは国債を抱いている財政

ではなく、国債に抱かれている財政といって

もいいような状況なのですから……。この国

債が先ざき整理されていくという見通しが立

たなければ、大変なことになってくる、財政

インフレに繋がっていくことになる。 

 国債が相当多額にこの数年間は出ていく。

出した国債は消化されなければならない。国

民が国債を直接買うか、あるいは預金をして

金融機関など第三機関を通じて買っていただ

き消化するしかない。そういう際に、基盤を

なす貯蓄は結構ですから、物を買ってくださ

いという方向を打出すようなことになりかね

ない、この減税対策にはどうも踏ん切りがつ

かない。しかし、５党各党がせっかくみんな

揃っていうのですから、それではささやかで

はあるけれどもいわれている数字の半分にも

ならないが、調整減税的な程度のものをやり

ましょう、という結論に到達したわけです。

この減税問題は、私が先ほど申しあげた政界

情勢の認識と、その中におけるわが国の立場

と非常に深い関わり合いを持っている問題で

す。 

 いずれにしても、わが国はアメリカについ

で自由社会で第２の工業能力を持っており、

非常に世界に影響を及ぼす立場ですから、政

界各国と相携えて地球社会“世界丸”を沈没

させないように最善の努力をしなければなら

ないと思っている。そのためには、日本社会

を健全にしておかなければならない。日本と

しては、“高成長よ再び”という考えを完全に

ふっ切って、政府も、地方公共団体も、企業

も、家庭も、時局認識を新たにして耐乏の構

えを取らなくてはならない、と考えています。 

 しかし私は日本の前途については、そう暗

い展望を持っておりません。あの灰の中から

這い上がって、激動する世界の中で、３０数

年にしてアメリカにつぐ工業国をつくり上げ
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るといことをなした日本です。基本的認識と、

その認識に立っての内外に対する施策を誤ら

なければ日本はみごとに世界の動きに対応し

ていけるし、また世界が破局にならないよう

貢献し得る、と考えています。 

 以上のような基本的な考え方に立ち、当面

の１つ１つの問題をかたづけていく、という

のが私の考えです。 

 

 （質疑応答） 

 

 稲田（個人Ｄ）安全保障の問題についての

総理の基本的見解をうかがいたい。 

 

 答 完全保障の問題については、わが国は

非常に特殊な立場にある国だと私は考えてい

る。つまり戦前わが国の経済力は今日の２０

分の１くらいです。その２０分の１の経済力

をもって世界の３大海軍国の１つであり、５

大陸軍国の１つであった。今日、２０倍にな

った経済力をもってすれば、世界一の軍備保

持もまた可能なわけです。それだけの基盤も

持っている。持たんとすれば核も持ち得る立

場にある。しかし、とくに核については最初

の被爆国であるという立場にもある。いわゆ

る平和憲法という体制下にもある。 

 そういう日本ですので、核は持たないとい

う姿勢をとっておりますことは、きわめて日

本として良い選択をしたと考えているわけで

す。核軍備競争をすることは、本当にバカバ

カしいと思う。いろいろな政治情勢からみて

やむを得ない面もあるけれども、米ソ相争っ

ている。使う機会がないかもしれない核兵器

に対して投資を競っている。両国といえども

できればこれをやめたほうがよいと思ってい

るだろうと思う。ともかくわが国としては、

核軍備をなるべくしないような方向に世界政

治に対して積極的な発言をしてしかるべき立

場にある。核装備をする力のない国がいうの

と異なり、日本の主張には非常に説得力があ

ると思う。国連その他、いろいろの場を通じ

て、日本は世界平和へ貢献していかなくては

ならない。 

 理想的な社会を築くため努力するわけです

が、これはそう簡単にはいきません。それま

でのあいだは、あらゆる見地からみてそうし

なければならないと思うけれども、集団安全

保障が有効だと思う。わが国の場合アメリカ

という相手を選択して今日に至っているわけ

ですが、この道も私は正しいいき方であると

考えている。 

 人間がそもそも他の動物と違う点は、小さ

くはサークル、大きくは社会、国家をつくっ

て、その仕組みの中で相助け、相補っていけ

るという能力を持っているというところにあ

る、と思うのです。しかし、その未来の人間

の性格が今日大変歪められてきている。経済

の成長発展が人間の本来の心をずいぶん歪め

てしまった。金さえあれば、物さえあれば、

自分さえ良ければ、という風潮が強くなって

いる。 

 とくにわが日本においては戦後、窮乏・飢

餓インフレが２，３年続いた。そういうさ中

にアメリカの民主主義が伝えられる。その際

アメリカの民主主義の半分しか取り入れられ

なかったのではないか。つまり、民主主義に

は他人の立場も尊重するという一面がある。

それが置き忘れになって、自分の権利を主張

するということだけが押し通ったような感じ

がしてならない。そういう風潮が、朝鮮戦争

の結果の特需ブーム、それに続く高度成長の

中でだんだん定着して、一人ひとりあるいは

集団のエゴといった傾向が非常に強くなって

きている。 

 こういう厳しい世界情勢になってくると、

われわれ人間はどういうものなのかというこ

とを再び思い起こさなければならないと思う。

人間は一人だけで生きるわけにはいかない。

一人ひとりが勉強して腕を磨かなければなら

ないことはもちろんですが、磨いた結果をお
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互いにわかち合い、相補い合い、責任をわか

ち合う必要がある。社会連帯という考え方が

蘇ってきてはじめて、正しい日本丸の運営が

できると考えているので、エゴへの挑戦とい

うか、私は協調と連帯ともいっておりますが、

この考え方を政治のあらゆる面において力説

していきたいと思っている。 

 

 ジェームスン（ロサンゼルス・タイムス）

いまアメリカでは在韓米軍撤退問題がかなり

話題にのぼっているので、これに対する総理

自身の考えをうかがいたい。 

 

 答 在韓米軍ということがだいぶ話題に

なっているのですが、相当、新聞社のみなさ

んは先走っているなあ、という感じがしてな

らないのです。ですから真剣に考えたことは

ございませんが、基本的な考え方として、在

韓米軍問題は米韓の問題である。日本はこれ

に介入すべき立場ではないということです。 

 「在韓米軍をめぐって日本で騒いでいるが、

あれはわが国とアメリカとのあいだの問題な

のだ。日本の協力というか、この問題に対す

る助力を求める意思はない」ということを、

韓国側もはっきりいっておりますので、そう

いう枠組みの中において対処されていくべき

問題である、と考えております。 

 

 佐々木（ＣＢＣ）公明党の竹入委員長と一

緒に中国に行った石田氏の話によれば「どう

もまだ福田さんは日中平和条約に“ゴー”サ

インを出していない。訪中前の話でも園田さ

んは宮沢四原則はないものと思ってよろしい

といったが、福田さんからはそういう発言は

なかった。そこで、華国鋒主席は“福田さん

がやる気になればあすにでもできる”という

発言をしていた」というのですが、いかがで

しょうか。 

 

 答 竹入さんは大変中国と親交が厚いの

で、訪中前に竹入さんにお目にかかっておい

たほうがよかろうというので、私のほうから

竹入さんとの会談を求めたわけです。そのと

きの中心的な話は、日本政府は日中問題を一

体どういうふうに考えているか、ということ

だったのです。そこで私は、中国側に聞かれ

たら福田がそういっていたとお答えいただい

て結構ですから、ということで三点申しあげ

た。第一に日中関係は目下順調に進んでいる

という認識。 

 第二に日本政府の日中問題に対する基本姿

勢は共同声明の条項を忠実に実行することで

ある。第三に当面している平和友好条約につ

いては日中両国の満足し得る形ができれば、

これを取り進める。なお付言して、「私はあま

り甘いことを申しあげることは今はいたしま

せん。甘い感じを与えて誤解を招くというこ

とがあってはならないと思う。私は有言実行

でいったら必ず実行しますから」ということ

も申しあげた。 

 竹入さんに昨日会って聞いてみると「その

三項目その通りに先方に伝え、さらに付言し

て福田さんはいったことは必ずやる人だ」と

話してくれたようです。中国側の反応は、私

が申しあげたこと自体については大変よかっ

たという話ですが、さて、この問題を処理す

るということになるといろいろ前提がある。

まだサインというところまではいっておりま

せんが、中国側も条約の締結は望んでおり、

わが方もそう考えておりますので、両方が満

足し得る形が早くできて調印されることが望

ましい。が、いま、どういうタイミングで、

どういう手順でやっていくかということまで

は考えておりません。いまは日中条約という

基本条約どころではなく、魚の問題を明後日

までに処理しなければならないとか、外交案

件にしてもいろいろたまっている。そのほう

で忙殺されているというのが現状です。 

 

 富森（朝日）昨日、１２カイリの問題で政
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府の結論がでましたが、国際海峡凍結という

形は３カイリと１２カイリのあいだの線をど

う引くかなど、いろいろ不自然な面もあると

思うのです。非核三原則との関連があって、

ああいう方向を取らざるを得なかったという

ことがあると思うのですが、非核三原則を福

田内閣において修正するような考えがあるか

どうか。 

 

 答 いまあの原則を修正するという考え

方はしておりません。わが国のことを考えな

ければなりませんが、他の国際海峡のことも

考えなければならないでしょう。差し当たっ

てマラッカ海峡を一体どうするか。日本が無

害通航以外、津軽海峡、対馬海峡の通航は認

めないということにした場合、はたしてマラ

ッカ海峡における日本のタンカーの処遇はど

うなるのか、ということも考えなくてはなら

ない。核の問題だけではなくいろいろと考え

なくてはならないことがある。そういうこと

を考えるときに、領海１２カイリで無害通航

以外は一切認めません、という態度がはたし

て国益に合うのかどうか。あのような方向の

処置をしましたが、これ以外ないのだという

ことで関係方面を説得するほかない、と考え

ている。 

 

 栗木（東京）日本丸のスタートは、まず国

家予算が順調に国会で審議されて通過するこ

とだと思います。近く再開される国会、とく

に予算委員会の構成は保革逆転しているとい

う状況で、先ほど総理がおっしゃったように、

与野党間に減税問題で相当開きがあるわけで

すが、最善と閣議で決まった５２年度予算案

を、修正動議が出されたり組み替え動議が出

された場合でも、あくまで強行に通過するよ

うにされるのか。あるいは応ぜられるような

内容の修正案なら多少とも柔軟に対処される

のか。この点について総理の決意をお聞きし

たい。 

 

 答 従来は修正動議があって、この修正は

したほうがいいだろうという場合でも、予算

を修正することはメンツの問題だというので、

修正には応じないという態度をずっととって

きていた。もちろん例外はあるんですが……。

しかし私は、メンツ問題からいっているわけ

ではない。私どもがあれだけ考えて編成した

予算、これは最善のものであるという立場で、

ぜひとも野党各党の協力を得たいと考えてい

るわけです。本日のお答とすると、「原案の通

過に全力を尽くす」……。 

 

 浜田（朝日）来週、アメリカのモンデール

副大統領が来日しますが、その際一番話題に

なることは先進国首脳会議をどこでいつ頃開

くかということだろうと思います。モンデー

ル氏が来日した際、福田総理としてはいつど

こでという希望を伝えるつもりか。 

 

 答 私はなるべく早いほうがいいと思っ

ております。しかし諸外国の政治日程をみた

り、わが国の政治日程、予算などを考えると、

そう早くは客観的にどうも実現しそうにあり

ません。５月頃開かれればまずまずかなあ、

という感じはします。それ以前というタイミ

ングはなかなかむずかしいように思います。 

 場所の問題については、なるべく早いほう

がいいので集まりやすいところで決まればそ

れで結構だということで、東京開催にこだわ

っておりません。 

 

 川窪（ＮＨＫ）話題がまったく変わります

が、ご承知のとおり、今日は自由民主党の政

治にも大きな影響を与えた田中前総理大臣の

初公判の日ということもありますので、現段

階で総理大臣あるいは総裁としてどういう所

感をお持ちか、お聞きしたい。 

 

 答 ロッキード事件が露呈した際、おそら
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く私が一番初めではなかったかと思いますが、

岐阜談話で徹底的に解明すべきである、と申

しあげた。その線で作業はずっと進んで今日

に至っているわけですが、やはり公判が開か

れれば、その場を通じて真実が発見されると

いうことが大事だと思います。攻めるも守る

も堂々と論陣を張って一刻も早く真実が発見

され、国民が真実を正しく理解するというこ

とになることを期待する、ということです。 

 

 ウィークス（ロイター）民間経済学者によ

ると、経済を浮揚するために公定歩合引き下

げが必要だという意見が多いが、総理のご意

見をうかがいたい。 

 

 答 公定歩合の問題については、政府、日

銀がいくらウソをついても差し支えないとい

うことになっているわけですが、私はウソを

つくのはいやですから、この問題はあなたが

重大な関心を持っているということを承知し

ただけにとどめておいてもらいたい。 

 

 佐々木（ＣＢＣ）現在の情勢からはむしろ

増税もやむを得ないという話でしたが、全体

の筋はおっしゃるとおりであろうと思います

が、現在一番問題となっているのは税を取ら

れる側の不公平感であろうと思います。こと

にわれわれが一番不満に思っているのは、医

者の必要経費７２％切り捨てということです

が。 

 

 答 お話の通りの問題があるのですが、税

の公平というのは本当に大事なことですが、

制度の面と税務の実際の執行面と２つの面が

ある。執行面についてはかなり充実してきて

おり、いま論議になっているのは、大体制度

の面ではないかととらえているわけです。 

 医者の収入に対する経費を７２％としたの

は昭和３０年に遡るのではないかと思います。

以来それがずっと続いているということです

が、７２％の経費がはたしてあるのかが問題

なのです。７２％押し並べてあるということ

になれば、ほかの業種でもやっているのです。 

 もう１つは、７２％というのは一般に考え

られる経費の水準よりも高いのではないか、

という観点から７２を直すべきだという説も

出てくるのですが、７２という数字が診療報

酬の単価を決める作業と関連して決められた

いきさつがある。医師会側は、診療報酬に対

する単価を正常なものにせられたい、その際

においてのみ７２％という数字は変更される

べきである、という主張でして、大体、その

主張を容認せざるを得ないような立場となっ

て今日に至っている。物価スライドとかそう

いうのではなくて基本的な単価改定が行われ

るという際には、ぜひこの問題の最終処理を

しなければならない、と考えています。しか

し５２年度にそういう事態がくる展望はあり

ません。 

 不公平是正ということで、その他にもいろ

いろ指摘される問題がある。たとえば配当に

対する課税の問題、利子所得に対する課税の

問題は、こんどの予算ではかなり是正するわ

けです。配当、利子については天引き３５％

を税として徴収する。相当高いものですが、

源泉でとられて総合されないほうがいいとい

う人は、高いが源泉徴収を選択するという人

も出てこようかと思います。 

 

 久保（共同）自民党の改革は福田総理の重

要な課題だと思いますが、２６日に党大会が

開かれて一応の方向は出ているようですが、

この問題についての総理としての考えなり、

決意なりをうかがいたい。とくに派閥解消に

ついての見解をお聞かせください。 

 

 答 私の基本的な考え方は、保守に対する

長期低落傾向はあるが、保守というか、自由

民主党が守ろうとする、自由社会に対する拒



9 

絶反応傾向が高まっているとはみないのです。

自由社会がいやで、共産党社会がいい、社会

主義社会がいいという変化は起きていない。

そういう基本的なことではなくて、自由社会

を守るといいながらもあの自由民主党のてい

たらくは何だ、姿勢は何だ、体質は何だ、と

いう批判や不満がでてきているととらえてい

るわけです。したがって、もし自由民主党が

本当にきれいな、しかも強力な政党に生まれ

変わりをやるならば、長期低落傾向には終止

符が打たれて、自由民主党支持、自由社会を

守る政党への支持が甦ってくるとみておりま

す。 

 多年、私は、党の出直し改革論を唱導して

いるわけですが、選挙に負け、ロッキード事

件に対する反省が高まっているこの機会こそ

が改革実現のチャンスであると考えている。

このチャンスにこそ、これをやってのけなく

てはならない。参議院選挙に勝つという短期

的なとらえ方をしても、どうしても自由民主

党は、新しい姿、新しい政党、清潔で強力な

国民政党への生まれ変わりをすることが絶対

に必要である。自由民主党の改革をこの２ヶ

月くらいにやってしまうという決意でして、

私の提唱で自由民主党改革本部を設けた。普

通なら自由民主党改革調査会とか何とかいう

のですが、「そんなものではいかん、これは実

施する本部だ」と自ら本部長に就任し、陣頭

指揮をしようと思っているわけです。 

 大体、私の構想はあるのですが、それを上

から押しつけるのはよくないと思い、党員の

ほうから盛り上がってくるという形が好まし

いと思い、そのようにやっています。 

 

文責・編集部 


