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総合司会 日本記者クラブ主催の民主党代表選

候補討論会を始めます。進行役を務めます企画委

員の川戸恵子です。 

 代表選に出馬を表明したお二方をご紹介しま

す。鳩山由紀夫さんと岡田克也さんです。 

 討論会は、第一部と第二部の二部構成で行いま

す。第一部は、候補者による主張と討論です。第

二部では、会場の皆様から寄せられた質問に基づ

いて、４人の企画委員が候補を指名し、代表質問

をいたします。 

 第一部を影山日出夫企画委員の司会で始めま

す。 

第 一 部  

≪ 主 張 と 討 論 ≫  

 

司会 第一部は、３つのパートに分けて行います。

まず、候補者の基本的な主張ということで、党首

になったら民主党をどうするのか、あるいはどん

な政権を目指すのか、ということをお一人３分ず

つ話していただきたいと思います。発言の順番は、

50 音順で、岡田さん、次に鳩山さんでお願いしま

す。前にありますランプが点滅をし始めましたら

時間ですので、そこで話をまとめてください。 

 では、岡田さんからお願いします。 

 

岡田候補 皆さん、こんにちは。岡田克也です。 

 今回の、この突然の代表選挙、私は次の総理を

選ぶ、そのための前哨戦、予備選であるというふ

うに思っています。間もなく予想される総選挙、

その前に、チャレンジャーである民主党のトップ

を決めなければなりません。そういう思いを持っ

て、次の総理を選ぶ選挙であるという思いを持っ

て、しっかりと頑張っていきたいと思います。 

 ここ数カ月間、国民の皆さんからみた場合の民

主党というものは、少し、大丈夫か？ というこ

とで、国民が離れつつある、残念ながら、そうい

う状況だと思います。そういう中で、国民の皆さ

んに再度民主党に対する期待感を持っていただ

き、そして総選挙で政権交代をするための大事な

選挙であるというふうに位置づけております。 

 政策は、実は、民主党の政策ですから、そう大

きな違いはないというふうに思います。具体的に、

後から申しあげたいと思いますけれども、いくつ

かの基本的な考え方の違いはあったとしても、大

きな方向としては一致しているというふうに考

えます。 

私は、この４年間、代表をやめてから全国を歩

き、そういう中で、これだけの豊かなはずの日本

が、現実に生活をしておられる方々からみて、将

来に希望がない、そして日々の生活があまりにも

厳しい、そういったお声をたくさん聞かせていた

だきました。政治ができることは、そうたくさん

あるわけでは実はないと思います。政治が全部や

れるわけではありません。しかし、頑張っている

人たちがより幸せになれるように、その後押しを

してあげる、それがいま政治に最も求められてい

ることではないか、私はそういうふうに考えてお

ります。 

 政権交代をして、そして、もうすでに行き詰ま

っている自民党政治を終わらせ、民主党政権にし

て、将来に向かって希望の持てる、そして、いま

の生活、安心感の持てる、そういう日本を懸命に

形つくっていきたいと思いますので、何とぞよろ

しくお願いを申しあげます。ありがとうございま

した。 

 

司会 それでは、鳩山さん、お願いします。 

 

鳩山候補 国民の皆さん、こんにちは。民主党の

鳩山由紀夫でございます。 

 いま岡田さんから話がありましたように、私ど

もの戦う相手は、お互い同士というよりも、むし

ろ麻生内閣、麻生政権であります。あるいは別の

言葉でいえば、自公連立政権、古くなった政権の

体質を大いに大掃除をしなければならない、その

改革を行うための闘いだ、そのように考えており

ます。 

 私は、政権交代を果たさせていただいた後の日

本の姿を、愛のあふれた、そんな社会に築き上げ

てまいりたいと思っています。ただ、これは単な

る理念ではありません。私の住んでいる室蘭、あ

るいは日高、大変経済が厳しいところでございま

す。昨年、あるおばあちゃんにお会いしました。

そのおばあちゃんは、「灯油が高くなって、この
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ままじゃ冬が越せない。だから、あなたと会うの

もことしが最後だ」、そういわれたときに胸が詰

まりました。これがいまの皆様方のお暮らしでは

ないか、そう思ったときに、何としても政治を変

えなければならない。 

 一方で、のうのうと暮らしている方々がいる。

官僚と政治家の結託の中で、豊かな暮らしという

ものが保障されている人たちも一方でいる。そこ

に大きな無駄遣いがある。私たちはこの無駄遣い

をまずなくさせる。官僚の天下り、渡り、そうい

ったものをなくさせていきながら、本当の意味で

公平、公正な社会、喜び合える、愛のあふれる、

そんな社会を築いていくために、いま官僚社会か

ら、国民の皆さんが主役になる政治をつくり出す

ために、民主党が頑張っていかなければならない、

そう思っています。 

国難のときに、民主党も困難なときを迎えてい

ますが、民主党も脱皮をするとき。そして、さら

に国民の皆様方に新しい政治を届けたい、そんな

思いで立候補を決意いたしました鳩山でござい

ます。どうぞよろしくお願いをいたします。 

 

司会 ありがとうございました。 

 では、続きまして、候補者同士の討論をお願い

します。岡田さん、鳩山さん、それぞれ持ち時間

を１０分ずつお渡しします。その中で、私はこう

思うけれども、あなたはどう思うか、あるいは、

あなたはこういうことをいっているけれども、そ

れはおかしいんじゃないか、といった形で、自由

に論戦を仕掛けていただきたいと思います。テー

マは自由ですけれども、答える側の発言も、持ち

時間の中にカウントされます。これはお互いさま

ですので、できるだけ簡潔にお答えをいただいて、

テンポよく議論が進むようにお願いします。これ

も１０分たちますと前にあるランプが点滅しま

すので、そこでうまく話をまとめていただきたい

と思います。 

 鳩山さん、岡田さんという順番で進めます。鳩

山さんから、１０分の持ち時間で岡田さんに論戦

を挑んでください。 

 

鳩山候補 一緒にマニフェストをつくってきた

仲間でありますから、違いを際立たせるというこ

とはなかなか難しいかもしれませんが、あえてい

ろいろとお聞きしたいと思います。 

 岡田さんに、小泉構造改革というものをどのよ

うに考えておられるのか。例えば、郵政民営化、

岡田さんが代表のときに、その戦いがございまし

た。民主党は敗れ去りましたが、しかし、結果と

して地域が崩壊の憂き目になっております。その

新自由主義というものの総括をお願いしたいと

思います。 

 

岡田候補 私は、新自由主義という言葉は、中身

はさまざまですので、あまり定義から入っていか

ないほうがいいというふうには思います。 

そして、小泉構造改革の評価ですが、評価すべ

き点がないわけではありません。例えば、不良債

権の処理を比較的迅速に進めたこと。あるいは、

景気が悪いからといって、やみくもに公共事業を

ふやすということはやらなかったこと、こういっ

た点は従来の自民党にないところですから、私は

それなりの評価をしております。 

 しかし、多くの改革が、ほとんどが当初の目的

とは違い、中途半端に終わり、そして弱いところ

にしわ寄せが行ったという意味では、小泉構造改

革は落第点だというふうに私は考えているわけ

であります。例えば地方分権にしても、三位一体

改革といいながら、地方に行くお金は減りました。

しかし、権限は全く地方には来ませんでした。そ

ういう結果、いまの地方の疲弊があります。 

 郵政の問題も、私は、民営化は必要だというふ

うに、選挙の際にも述べました。しかし、小泉さ

んの民営化は、具体的なプランがない。いまでも

私は、本当に銀行や簡保が成り立つのか、そのこ

とは疑問に思っています。そして、民主党が強く

主張した地域のセーフティーネット、これも鳩山

さんがおっしゃるように、ずたずたになってしま

いました。そういう意味で、極めて中身の十分で

ない、そういう改革であったというふうに総括を

しています。 

 

鳩山候補 この郵政民営化という部分に関して、

大変な嵐が我々に襲いかかってきたのが前回の

選挙でございました。私は結果として、地域がず

たずたにされてきてしまった、その原点は、新自
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由主義の弱肉強食型の経済というものを信奉し

過ぎてしまった小泉改革ではなかったか、そのよ

うに総括を申しあげたいと思っています。 

 いま岡田さんから、地域、地方分権の話がござ

いました。岡田さんは、ぜひ総理になるという仮

定の中で、地方分権、地域主権というものを、例

えば１期４年の間に、どのぐらいまで進めたいと

考えておられるんでしょうか。私は、地域主権と

いうもの、なかなか国民の皆さんには言葉が難し

いものですから、理解をされていかれないところ

もあるんですが、地域のことはできる限り地域で

できるような社会にする、それが究極の行政改革

だと思っていまして、それをやるために私は民主

党をつくってきた、そのように思っております。

ぜひ地域主権を、１期４年なさる場合に、どこま

でなさるかという話を聞かせていただければと

思います。 

 

岡田候補 ぜひ鳩山さんのお考えもお聞かせい

ただきたいと思いますけれども、私の考える地方

主権というのは、基礎自治体重視です。基礎自治

体というのは市町村です。ですから、まず基礎自

治体でできることは基礎自治体に任せる。基礎自

治体にできないことは、その上にある都道府県な

いしは将来、道州、そして、それでもできないこ

とを国がやるということであります。 

 そういった基本的な考え方に立って、基礎自治

体を中心に権限と財源を移していかなくてはな

りません。ここは民主党の中でもすでに決めてい

ることではありますけれども、個別の補助金をや

めて、そして一括交付金のような形で基礎自治体

になるべく移していく。その一括交付金、色のつ

いていないお金を地方が自分たちの判断で使っ

ていく、そういう形で、私は４年間で何とかした

いものだというふうに思っています。 

 同時に、もう少し基礎自治体の規模も拡大して

いきたいと思いますが、地方分権を議論する際に、

強制的に合併しなさいというのは、ある意味では

これは地方自治とは逆の形になりますので、私は、

そこのところは、誘導策はあっていいと思います

が、無理に、例えば３００なら３００に絞ってし

まう、そういうやり方は向かないのではないかな

というふうに考えておりますが、いかがでしょう

か。 

 

鳩山候補 すべて岡田さんの思い、私の思いと一

致しておりまして、これはディベートにならない

かもしれませんが、民主党のＰＲとしては大変に

ありがたい話でありまして、私は、岡田さんの今

回のお話の中から地域主権の話がなかなかトッ

プに出てこなかったものですから、あえてお伺い

したんです。そこまでいっていただいたというこ

とは、大変ありがたい話だと思います。 

 特に私も、いわゆる補完性の原理といいまして、

地域のことは地域でやる、地域でできないものだ

けより大きな自治体に任せる、本当にそれでもで

きないことだけ国がやる、という国家と地域のあ

り方に変えていかなければならない。すなわち地

域のほうが力を持つ、国家のほうはむしろナショ

ナルミニマム的なものだけに済ませようじゃな

いか。あるいは外交安全保障、そういったものだ

けで構わないんだ、というぐらいにすれば、私は

いま、あまりにも無駄遣いの多い官僚主権の時代

から、まさに地域主権の時代をつくりあげていく

ことができると思っていまして、それを何として

も民主党が１期４年、踏ん張っていく中でつくり

あげていきたいと考えています。 

 まだ残り時間が若干あろうと思っていますが、

私の考えとすれば、そのためには、脱官僚という

ものを行っていかなければならないわけであり

ますが、それを行っていくためには、当然のこと

ながら、党としてばらばら感があってはならない、

挙党体制というものをつくりあげていく必要が

あります。どうやって岡田さんなら、挙党体制を

まずつくりあげていくかというところをお示し

願いたい。 

 

岡田候補 これは簡単なことで、この代表選挙が

終わった後、鳩山さんと私がしっかりと力を合わ

せて政権交代を目指していく、ということだと思

います。もちろん２人だけではなくて、小沢さん

や菅さんや、多くの我が党のリーダーたちが全員

野球で政権交代を目指していく。そうすれば、必

ず挙党体制であり、政権交代が実現する、という

ふうに確信をしています。 

 



 4

鳩山候補 その確信をぜひ実現をしていかなけ

ればならないと思っています。まさにそこのとこ

ろが、実はメディアの皆さんからねらわれやすい

ところでありまして、親小沢だとか、あるいは反

小沢だとかいうことをいえばいうほど、ある意味

で、小沢代表という存在感が大きく大きくなって

いくわけでございます。いまは、むしろそんな次

元の話を我々がしているつもりはありません。本

当の意味で挙党体制、志というものが同じ我々が

一つに向けて、すなわち政権交代を果たすその先

に、脱官僚とか、地域主権とか、そういったもの

を実現していくために、大きな戦いをしていく。

そのためには党内の結束力というものが何より

必要だということを、私もそう思っておりますの

で、あえてお聞きした次第でございます。 

 それでは、最後に、これは岡田さんが今日まで

ご苦労されてこられた、いわゆる政治と金のこと

に関して、岡田さんの今日までのリーダーシップ

は、私は高く評価を申しあげているわけでありま

すが、やはり企業団体献金、これはパーティー券

も含めてということを、岡田さんは盛んに力説を

されておりましたが、それを３年以内に私たちは

完全に禁止をさせなければならない、そのぐらい

に思っておりますが、それに対して、きっと同じ

思いを述べていただけると思っておりますが、ど

うぞご見解を述べていただければと思います。 

 

岡田候補 同じです。同じなんです。しかし、そ

のことと切り離して申しあげますけれども、やっ

ぱり個人献金をふやしていくための仕組みづく

り、そして我々の努力、それがなければ……。３

年以上先に延ばすということではありません。切

り離して考えなければなりませんが、しかし、こ

のまま放置いたしますと、例えば民主党の収入は、

いまでもほとんど少ないんですが、多分９０数％

税金なんですけれども、１００％近く税金になっ

てしまいます。個人献金はほとんどありません。

ですから、きちんと個人献金もふやしていく、そ

のことによって、政党としての税金頼みではない、

自立性を高める、できれば半分以上は自分たちで

集めた個人献金、そういう政党にぜひ、していき

たいものだと考えております。 

 

鳩山候補 ここは自民党と民主党の最大の違い

ではないか、そう思っておりますので、あえて２

人で強調させてもらいました。 

 

司会 時間になりました。ありがとうございまし

た。 

 続いて岡田さんにお願いしますが、同じ党の大

幹部でありますので、違いも際立たせるというの

はなかなか難しいかもしれませんが、岡田さん、

一連のテレビでもご出演なさって、私でないと政

権交代はできない、それはなぜかということも含

めて、できるだけ違いを際立たせるようなディベ

ートをお願いします。 

 

岡田候補 ここは政策議論ですから、若干、いま

のご期待にこたえられるかどうかわかりません

が、少し具体的な話をいくつかしたいというふう

に思います。 

 まず、消費税の話です。私、あんまり消費税の

話にこの中で焦点が当たることはいかがなもの

かとは思いますけれども、ただ、鳩山さんがおっ

しゃった中で、多分４年間、つまり総選挙で政権

をとった後４年間、消費税の議論すらすべきでな

いという趣旨のことをおっしゃったのではない

かと思うんです。私も、現時点で、この経済状況

の中で消費税を上げるなどということはあり得

ない、こう思いますし、おそらく４年間、そうい

うことにはならないだろう、というふうに思いま

す。いまの経済の状況は、簡単なことではありま

せん。 

 ただ、議論すらしないというのはいかがなもの

かというふうに思いますが、いかがなものでしょ

うか。どういうことなんでしょうか。 

 

鳩山候補 実は、この議論ができているという意

味で、基本的に民主党の中でこの議論は激しくや

ったわけでございます。すなわち、消費税は、私

どもは基本的に、いわゆる年金の基礎的部分、最

低保障年金に充当するということに決めている

わけでございます。そうであるとしたときに、い

ますぐに、来年から全部新しい年金体系に変わる

とすれば、消費税を上げなければなりません。 

しかし、私どもは、当然のことながら、来年すぐ
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に上げれば、そのことによって、いままで全然年

金を納めていない、払っていない人が突然来年か

ら全部受け取れるという話はおかしいわけであ

りまして、そこには移行期間というものを２０年、

３０年あるいは最大数４０年ぐらいとらなけれ

ばいけないという試算をしております。とすると、

その間に私どもが消費税をどこかの時点できち

んと議論をしていかなければなりませんが、例え

ば４０年といえば、２０年ぐらいまで消費税の増

税の議論というものを本来する必要がなくなる

ということであります。すなわち、上げる必要が

ないということを、我々として、試算として出し

ているものだから、議論をすれば、いまこの経済

が大変厳しいときに、一体何で消費税の議論をす

るんだという話になるものですから、必要ないの

ではないか。 

ただ、ちょっと誤解があったら、そのことに対

して訂正を申しあげておきますが、私はこの４年

間の間に消費税を上げるという議論をする必要

はないということでありまして、その先の議論と

いうものに対して、議論をするなということを申

しあげているつもりはありません。 

 

岡田候補 私は、この年金制度、民主党は、一つ

は基礎年金の部分、これは最低保障年金という形

で税方式に変える、そして一元化する、こういっ

た基本的なコンセプトはすでに５年前から確立

しているわけです。ただ、それをより具体化して

いく作業ということが必要になります。私、個人

的には、超党派で、昨年の１２月に民主党の考え

方を前提にした、より深めた案を提案させていた

だきました。さまざまバリエーションはあると思

います。しかし、そういう具体的な年金制度の制

度設計の議論は、もういまからやらなければいけ

ないというふうに思います。制度設計をしたうえ

で、それをいつから実施していくかということは

ありますけれども、そういう意味で、年金制度の

新しい制度設計をする中で、最低保障年金の部分

を賄う消費税の議論というものも、ある意味では

議論としてはセットになる。入れるというのは少

し先になります。しかし、議論としては、やっぱ

りセットになるんじゃないかと私は思います。 

そういう意味で、議論するなら、４年間すべきで

ないとおっしゃったことに、少し違和感を感じる

んですが、もう一度お聞かせいただけますでしょ

うか。 

 

鳩山候補 いま、そのようにお話をされた、私も

その議論は必要だと思います。すなわち年金の一

元化というものを現実にしていくのは、相当の苦

労が予想されます。また抵抗も予想されているわ

けであります。したがって、年金の一元化という

ものを実現させていくためには、相当の胆力とい

うものが必要だ。私は、２年、３年の大きな議論

が必要で、そこでスタートできるかどうかという

ような話だと思います。 

そのときに、当然のことながら、政権をとって、

その財源という議論になっていくわけでありま

すが、その財源というものを考えたときにも、移

行期間が２０年、３０年、４０年あるとすれば、

次の間に消費税を上げるということを決める必

要はない、という意味で申しあげたつもりでござ

います。 

 

岡田候補 移行期間が４０年、５０年なのか、私

は２０年程度だと思っていますけれども、その間、

全く消費税を充てる必要もないということでは

ないですね。制度が併存していく期間がその間に

あるわけですから、そういう意味では、最初に入

り始める時期というのは、そう先の話ではない、

というふうに私は思います。 

 

鳩山候補 例えば、４０年だと、４０分の１ずつ

移行していくという話。 

 

岡田候補 そういうことです。毎年ですね。です

から、その部分の何らかの税というものが必要に

なってくる。 

 

鳩山候補 それはそうです。 

 

岡田候補 私は、同時にこの議論というのは、何

か政府の社会保障国民会議でも、税方式をとると

こんなに消費税が上がるということのみ強調さ

れますが、実は払う年の額が同じであれば、その

分保険料が減っているということになるんです
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ね。そちらのほうを触れずに、消費税ばかり上が

るということを強調するのはフェアじゃないし、

今回のこの議論も消費税の話がよく取り上げら

れるんですが、これだけ国の財政が厳しい中で、

保険料、税、税の中には例えば所得税もあれば法

人税もあれば消費税もある、そういう大きな枠組

みの話として行うべきで、消費税を上げるんです

か、減らすんですか、という問いかけには、私は

ちょっと違和感がある。もう少し大きな議論をす

べきじゃないか、というふうに思っております。 

さて、年金制度について、もう一点、鳩山先生

にお聞きしたいんですけれども、実は私が代表の

ときに、超党派で年金制度を議論しようと、小泉

さんとそういうふうに約束をして、国会の中にそ

ういうものを設けました。結果的にみると、超党

派で国会の中に議論の場をつくったんですが、そ

して秋までには年金制度の改革の骨格をつくり

上げるという約束も小泉総理はされたわけです

けれども、出てきた自民党側のメンバーは、１００

年安心プランで、これでいいんだという方ばかり

出てきましたし、途中で郵政解散もあって、この

話は雲散霧消、消えてしまいました。私はいまで

も非常に残念な思いなんですけれども、民主党が

政権をとった場合に、もしチャンスがあれば、年

金制度の改革について、党派を超えてきちんと議

論を進めていく、国民の立場に立ってやっていく

ということについて、鳩山先生はどういうふうに

お考えでしょうか。 

 

鳩山候補 私はあの当時、岡田代表が、４党派で

したね、４党で年金の議論を、いわゆる超党派で

されていくことに対して、懸念を感じておりまし

た。なぜならば、いいとこ取りをされる、うまく

できない場合に、その責任というものが、逆に、

野党が変なことをいうからできなかったんだと

いう理屈に使われてしまう、したがって、これは

どう考えても危ない話だな、そのように思ってお

りました。 

ある意味でその懸念が当たったと思っており

ますが、民主党が政権をとった場合に、超党派で

議論をするということはまた次元の違う話であ

って、すなわち我々が本当の意味で国民のために

公平、公正、すなわち超党派で、我々の手柄にし

たいとか、そういう発想ではなくて、本当に国民

のサイドに立って、国民主権の民主党政権をつく

りあげていくわけでありますから、国民の代表と

しての野党の議論というものも、当然その中で必

要になってくることは、私はあると思っています。 

すなわち、自民党政権のときの与党の対応という

ものに対する懸念は申しあげましたけれども、民

主党が政権をとったときに、民主党は、だから、

同じようなことをやるよということではないわ

けでありますから、できるだけ、それはむしろ、

必要ならば野党に呼びかけでもして行うべきで

はないか、そのように思います。 

 

岡田候補 あのとき、党の中でもさまざまな議論

がありました。ただ、私としては、リスクをとっ

てでもこれは進めるべき問題だ、国民の視点に立

てば、超党派でしか年金のような息の長い問題と

いうのは解決できないんだ、そういう思いで行い

ました。結果は、鳩山先生がおっしゃるとおりか

もしれませんけれども、私はそのことをいまでも

後悔はしておりません。 

さて、ちょっと政策の話からずれてしまいます

が、２番目に、先日、鳩山先生のほうが党の運営

に関してご発言になりました。つまり、今後の党

運営については、これからはより透明性を高めて

いく必要があるということをいわれたと思いま

す。いままで幹事長として党の運営に携われてこ

られたわけですが、いままでのどういうところが

問題で、そして、それをどういうふうに変えてい

こうというふうにお考えなんでしょうか。 

 

鳩山候補 １つは、党の、いま岡田さんもお話が

ありましたけれども、お金の問題。ほとんど公的

なお金に依存している民主党でありますけれど

も、その体質は、そんな簡単にすぐには変わらな

いとは思いますが、その部分に対する透明度とい

うものを高める。どういうものに使ったか、どう

いう形でお金を集めてきたか、ということの透明

性というものが一つあります。 

ただ、さらに申しあげれば、例えば候補者の選

定の問題一つとってみたり、あるいは候補者にど

のようにお金が動いているかということを、必ず

しもすべて知ることはできませんが、少なくとも
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執行部の共通な認識というものはつくりあげて

いく必要があるのではないか、と思っておりまし

て、いろいろとさまざまいわれておりますが、小

沢代表の時代に、なかなか、すなわち執行部とい

えども必ずしも透明性ということの中で暮らす

ことができなかったところがあるということも

理解をしておりまして、そういったところは徹底

的に透明度を高めていく必要があるのではない

か、そのように私は思います。 

 

司会 岡田さん、まとめてください。一言。 

 

岡田候補 特にございません。ありがとうござい

ました。 

 

司会 それでは、言い残されたこともあるでしょ

うから、最後に２分ずつ、最後のまとめの発言を

お願いしたいと思います。 

では、これは岡田さんのほうから。２分間。 

 

岡田候補 いまの議論をまとめるわけですか。 

 

司会 いやいや、最後、言い残したことも含めて

……。 

 

岡田候補 もし時間をいただけるなら、もう一問。 

 

司会 ディベートの時間は終わりましたので、ご

自分の主張として……。 

 

岡田候補 ディベートの時間は終わったんです

か。 

 

鳩山候補 そう、終わったんです。（笑）自分の

思いの……。 

 

岡田候補 もう一問したかったんですけれども

……。 

私はいま、お聞きいただいた皆さんもご理解い

ただけるように、実は鳩山先生と私の間に、政策

で大きな違いはあるわけではありません。重点の

置きどころとか、実はもう一問したかったのは、

財源の話を少ししたいと思っていたわけですけ

れども、若干具体的なところでいくつかあるとし

ても、大きな方向性に違いはない。それは、やっ

ぱり我々がずうっとつくりあげてきた民主党の

政策だからです。そのときの代表によって、重点

化というか、色づけの違いはあります。しかし、

基本的には、民主党結党以来１０年間かけて、み

んなで議論してつくりあげてきたものである、と

いうことでございます。 

皆さんも、ふだんはあまり民主党の政策にご関

心をお持ちいただけないことが多いかもしれま

せんが、きょうのお話を聞いていただいて、ここ

まで煮詰めて話をしているんだな、ここまで大局

観を持ってやっているんだなということをご理

解いただければ、大変ありがたいことだと思いま

す。以上です。 

 

司会 では、鳩山さん、最後のまとめの発言を２

分で。 

 

鳩山候補 かつて私が自民党の議員だったころ

に、こんな経験がありました。大臣になろうとし

ている人が、「実際に何大臣になりたいですか」、

そうお伺いしたときに、「とにかく大臣という名

前が欲しいんだ、何大臣だっていいんだ」、そう

いわれた覚えがあります。先輩議員に大変失望を

いたしました。 

また、閣議のときに、お隣の大臣の部分を平然

と読んでいる大臣がおりました。そのことをだれ

もとがめませんでした。気がつかなかったのであ

ります。このように、大臣病、すなわちポストば

かり求めてしまうような政治とか、あるいは官僚

任せに政策をほうり投げてしまう政治、そこが国

民の皆様方から愛を奪う政治に陥ってしまった

最大の原因ではないか、私はそのように思ってい

ます。 

そういった政治をいまこそ払拭をさせるため

に、民主党は戦っていかなければなりません。ぜ

ひ国民の皆様方のご協力を切にお願い申しあげ

たいと思います。 

ありがとうございました。 

 

司会 ありがとうございました。第一部は、以上

で終わります。 
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第 二 部  

 ≪ 質 疑 応 答 ≫  

 

司会 引き続いて第二部に入ります。まず、代表

質問者を紹介します。いずれも当クラブの企画委

員です。候補者の方々からごらんになりまして左

から原田亮介さん、橋本五郎さん、倉重篤郎さん、

そして宮田謙一さんです。 

第二部では、質問に対する答えは、原則１分以

内でお願いします。ランプが点滅しましたら、そ

こで発言を締めくくっていただきます。ただし、

質問によってはイエス、ノーでお答えをいただく

場合もあると思います。限られた時間を有効に使

いたいためです。ご理解ください。 

 

橋本委員 最初は基本的なことから伺います。 

先ほど岡田さんもいわれましたように、次の総

理を決める選挙である。その割には、あなたでは

だめだ、絶対私じゃなきゃだめだ、という感じが

なかなか出なかったのではないかという感じが

あるんですけれどもね。 

最初に鳩山さんに伺いたいんですけれども、愛

のあふれた国家ということを強調されたんです

けれども、そういえば鳩山さんはかつて中曽根元

総理に「ソフトクリームみたいだ。甘いが、夏に

なるとあっという間に溶けてなくなる」というこ

とをいわれましたね。しかし、もう一皮むけたん

だと。さあ、その一皮というのはどういう皮だっ

たのかということを最初にちょっと伺いたい。 

 

鳩山候補 そこには後日談がございまして、中曽

根総理からは、２年ほど後にお会いしたときには、

「ソフトクリームといって悪かった。間違ってい

た。アイスキャンディーだ」といわれました。な

ぜかとお伺いしたら、「やっぱり少しではあるけ

れども、芯が出てきた」と。なかなかうまいいわ

れ方をしたなと思っております。 

私は、愛というものがいまこそ一番必要なとき

だ、そのように感じているからでございまして、

これは小泉構造改革というものを経て、ある意味

で日本の社会がガタガタにされてしまった。それ

を建て直すために、本当の意味での理念が必要だ、

その理念とは「友愛」だ。「友愛」というのは、

自由と民主主義のある意味で架け橋になるよう

なものであって、平等が行き過ぎてもいけない、

あるいは自由が行き過ぎてもいけない、その両方

をうまく仲立ちをさせてもらうのが愛というも

のだということであって、その愛の政治というも

のを、例えば友愛の外交とか、友愛の経済とか、

友愛の教育とか、友愛の環境、そういったものに

一つ一つ落としていきながら、私は自分の考えを

まとめてきているところでございまして、ぜひそ

の思いを、政権をとって実現を果たしていきたい、

そのように思っています。 

 

橋本委員 ただ、今回の立候補に当たっては、何

かちょっとわかりにくいなというところがある

んですね。といいますのは、小沢さんと一蓮托生

でしたよね。 

 

鳩山候補 そうです。 

 

橋本委員 それから、連帯責任でしたね。 

 

鳩山候補 連帯責任というのは、どなたかおっし

ゃっていましたね。 

 

橋本委員 そして、それが立候補することになっ

たというのは、一体どういうことなんだろう。そ

れが第一点。 

それから、小沢さんの問題は、おそらく民主党

の議席を相当減らしたといっていいでしょう。な

らば、それは小沢さん、十分に新しい体制でやっ

てくださいというよりは、しばらくは謹んでくだ

さい、というのが筋なんじゃないですか。その点

はいかがですか。 

 

鳩山候補 一蓮託生というのは、確かに申しあげ

ました。それは小沢代表に対して、私は幹事長と

して務めていく以上、当然のことだ、そのように

思っています。そして、今回、基本的には、個人

的な西松建設の問題で、しかし、ご本人とすれば、

この問題に対しては、政治的には秘書も含めて潔

白であるということを信頼をしております。 

しかし、党内を結束をさせなければならない。
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いま、党の中が、残念ながら、自分に対する批判

がやまない、だから、やめる、という思いをされ

ました。ならば、いま一番大事なことは、党内の

結束力というものを高めていくことが必要だ、そ

れは小沢という人物も含めた中で、結束力という

ものを高めていかなければならない。その役割を

自分が任じられるかどうかということをいろい

ろと反すうをいたしていく中で、やはりここは自

分でやらせてもらいたい、そのように思いました

ものですから、出馬を決意いたしたところでござ

います。 

それからもう一つ、小沢代表には謹んでいても

らいたい、あるいはそのような思いの方もおられ

るとは思います。ただ、私は小沢代表が代表にな

って、いわゆるメール問題というものも経験をい

たした、そのメール問題で大変厳しい状況の民主

党を、ある意味で一つにまとめあげた功績、その

ことによって、国政選挙に、特に参議院に勝利を

おさめた、この功績は認めるべきだと思います。 

あの西松の問題でつまずいた。この問題に関して

は、裁判とか、あるいは当然のことながら何らか

の説明責任を果たしてもらいたいと思いますが、

一方で小沢代表の功績というものを、こちら側と

してはうまく継承しながら発展させていく。考え

方も、政治とは生活であるという考え方が間違っ

ていたわけではない。そのことを基礎にしながら、

さらにそれを積み上げていくことが大事だと思

っておるものですから、当然、政権交代に向けて

何らかの形で積極的に貢献をしてもらいたい、そ

のように考えています。 

 

倉重委員 岡田代表にも、小沢さんとの関係をま

ず聞くんですが、先日、非常にいい得て妙なこと

をおっしゃったんですね。「小沢さんからチチ離

れしました」という発言があったと思うんですが、

「チチ」というのはミルクの乳なのか、ファーザ

ーの父なのか、これは意外と新聞社によって違う

ふうに書いていたところがあるんですよ。だけど、

これはニュアンスによっては非常に重要な部分

だと思うんですが、それがどちらなのかというこ

とと、いつ、どういう形で小沢さんを乗り越えて

こられたのか、そこからまずお伺いします。 

 

岡田候補 これは私の本の中にも書いてあるこ

となんですが、「チチ離れ」というのは親離れの

意味なんです。ですから、私が初当選のときに、

小沢幹事長、そして小沢さんのもとで政治家とし

ての第一歩を歩み出しましたので、政治の世界で

小沢一郎さんが父親である。もう一つ申しあげる

と、羽田孜さんが母親である、そういうふうに考

えてまいりました。 

その後、特に新進党の時代に、このお二人の対

立の構図というものが新進党の分裂に最終的に

はつながっていったと私は思います。そういう過

程で、私は、小沢さん、羽田さん、いずれも政治

家としては大変尊敬をしておりますので、どちら

か一方に偏った関係というものはやめていこう、

控えていこう、そういうふうに考えて、その時点

で一人立ちしたというふうに考えています。 

 

倉重委員 岡田さんが小沢さんをどう活用され

ようと今後されていくのか。要は、小沢さんがど

うのこうのいっても、結局は力を持っていること

は間違いない。今度の選挙でも、小沢チルドレン

が出てくるのも間違いないと思うんですね。だか

ら、無視するわけにはいかない、勢力として、力

としてね。 

だけど、おっしゃっているのは「全員野球だ」

ということで、小沢さんを特別視しないというス

タンスを貫かれているようなんですけれども、た

だ、先ほどもおっしゃったように、今度の選挙は、

本当の首相選びの前哨戦だ、非常に重要な選挙だ、

できるのは私しかいないんだ、という割には、ど

うも何か和気あいあいとして、どこでその火花が

散っているのか、本当に鳩山さんをたたきつぶし

て権力をとる気があるのかどうかというのか伝

わってこない感じが若干あるんです。 

となると、実際問題として、いま鳩山さんが有

利だといわれている、票読みでいうとね。だけど、

勝つためには、小沢・鳩山票を切り崩して、あし

たの選挙に勝たなきゃいかんですね。勝つために

は、特に参議院を中心とした小沢勢力に対して、

小沢さんをどう使うかということをメッセージ

として伝えることも、一つ物事を変えるきっかけ

になるのかなと思うんですが、その辺について、

メッセージはございませんか。 
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岡田候補 あまり挑発に乗らないようにしない

と、メディアのほうは、今回の選挙を親小沢と非

小沢とか反小沢とか、そういう理由づけを非常に

したがっていますから、それはもちろん事実はそ

うではありません。だから、そういった挑発には

乗らないように、この間、鳩山さんともご相談し

ながら、この選挙戦を戦ってきたつもりでありま

す。 

ご質問に答えるとすれば、やはり小沢さんの能

力、経験、例えば選挙における大変ないままでの

蓄積があります。３００小選挙区、一つ一つの選

挙区について、非常に具体的に細かく把握してお

られる、おそらく日本で最も詳しい方ではないか

というふうに思います。そういった経験や能力を

ぜひ活用して、次の総選挙に挑みたいというふう

に思います。 

具体的にどういうポストにとか、そういう話は、

これは相手もある話ですし、人事というのは、こ

れはトップにとって最も重要な、ある意味での権

力の根源でありますから、選挙をまだやっている

最中に、私が当選すれば、選ばれればこうします、

などということは、私は避けるべきだ、そういう

ふうに思っています。 

 

橋本委員 鳩山さんにだけでいいんですけれど

も、当面、新しい代表になれば、問われるのは解

散の戦略というか、要するにいま予算に対してど

う対応するのかということですね。それによって

解散時期も隨分違ってくるでしょう。この国会戦

略。 

それからもう一つ、さっき聞き忘れたんですけ

れども、やっぱり結束というからには、小沢さん

を野に放すといかんな、恐いな、そういう感じも

あるんですかね。 

 

鳩山候補 解散戦略からまず話を申しあげます

が、私は、いま衆議院で強行採決を、補正予算を

された、これから参議院に回っていく。正常な形

では回りません。したがって、時間がかかると思

います。 

ただ、私どもは、一番大事なことは、国会の中

で議論をして戦うという野党でなければならな

い。戦いながら、やっぱり民主党のいっているこ

とのほうが正しいじゃないか、例の漫画喫茶の話

も含めて、あまりにもひどい予算だなということ

を国民の皆さん方に知っていただくということ

が大変に重要なことだと思っていますから、変に

戦略的に解散を早くやってもらうためには、もう

議論も要らないから、１日、２日で参議院に上げ

てしまえ、みたいなことを私はやってはならない、

そのように思っています。 

しかし、一方で、引き延ばし、引き延ばしをす

るということを行えば、そのことも国民の皆さん

に評価をされないと私は思っていますから、自然

の時間の流れの中で、この程度ならば十分だな、

我々が野党共闘の中で判断をする時間の中で採

決というものを行うことが望ましいのではない

か、ここは変に奇策を労することは、罠に落ちる

だけではないか。 

そして、それを行った中で、実は公明党さんと

のかかわりの中が、解散を彼らが打てるかどうか

ということはわかりませんが、我々とすれば、だ

から勝負をかけて、補正予算が終わったじゃない

か、ならば堂々と解散をしなさい、ということを

求めていくつもりであります。それが解散への戦

略でございます。 

それから、小沢さんを野に放すということであ

りますが、野に放すと、ライオンのように暴れ回

って、結局院政をしくという話になるのではない

か、みたいな話だと思います。私も橋本さんの挑

発にはあまり乗らないほうがいいのではないか

とも思っておりますが、その意味では、むしろし

っかりとした役を与えながら、その役割以上のこ

とをするべきではない、役回りとしてきちっとし

たことを行ってもらえるような立場で頑張って

もらおう、そのように思っております。 

 

原田委員 経済問題や消費税、社会保障の話を少

し伺いたいんですけれども、お話を伺っていまし

て、あるいは選挙の公約も拝見したんですが、い

ま空前の大不況、製造業、車も電機も大変な赤字

を背負っている。雇用問題も大変深刻な状況にな

っています。そういった景気についての現状認識、

厳しい認識というのがやや民主党は足りないん

じゃないか。昨年の秋からの政府与党の対策につ

いて、批判はするけれども、どんな対案が出たの
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か。あまりピンと記憶に戻ってこない。 

ですから、伺いたいのは、鳩山さんからお答え

願いたいんですが、現状、日本経済の再生、景気

の回復ということでみたときに、何合目まで来た

のか、あるいは全治何年――麻生さんは３年とい

っていますけれども、何年だと考えるのか。 

もう一点は、総理になったときに、具体的に、

じゃ、建て直しにどういう処方せんを書くのか、

これを具体的にお話しいただきたい。 

 

鳩山候補 大変大事なご指摘だと思います。私ど

もは、現在の経済を、当然のことながら、厳しい

不況の時代だ、そのような認識をしています。た

だ、これをただ単に外からやってきた不況だとは

思っていない、ということがまず一つ。すなわち、

ある意味で内政の失敗によって加速をされてし

まっている、というのが一点でございます。だか

らこそ、こういう事態に対して我々がどのように

対処していくべきかということに対して、答えを

しっかり打ち出す必要があると思います。 

それを、一言でいえば、私どもは、いわゆる消

費者の立場に立って、家計、いわゆる懐ぐあいを

２割アップさせるという戦略を考えていきたい、

そのように思っておりまして、そのための政策と

いうものを、いくつも並べているところでありま

す。 

そのいくつかを申しあげれば、いわゆる子ども

手当、１人当たり３１万２，０００円、中学ご卒

業まで、これを永続的に少子化対策として使わせ

ていただきながら、このことによって消費の刺激

をしたいということが一つでございます。 

当然、雇用対策というものも極めて重要だと思

っておりますので、雇用対策、いわゆる失業手当

というものがおりない人たちに対して、職業訓練

を行っている間に、月１０万程度というものを支

給しながら、早く新しい職業を見出していくとい

うことに全力を傾けるということ。 

また、いままでよくいわれている、高速道路の

無料化とか、暫定税率というものの廃止とか、さ

らには農業、漁業における個別所得保障制度とい

うものの創設、こういったものを通じて国民の皆

様方に直接、消費購買能力を高めていく。家計と

いうものを２割アップさせるという戦略を最優

先させていきたい。そのことが結果として、いわ

ゆる内需拡大に大きく資する話になる、そのよう

に考えています。 

 

原田委員 全治何年だと。 

 

鳩山候補 全治は、私どももやはり３年かかると

思いますが、しかし、そのためには、いわゆる無

駄遣いの部分を徹底的に排除するということを

一つは行っていかなければらちがあかない話だ

と思います。 

 

原田委員 もう一つだけ、簡単にお答えいただけ

ばいいんですけど、国内の所得をふやすというこ

とだけで、グローバル化した経済の海外での落ち

込みが大変大きいわけですよね、輸出企業。製造

業の赤字はそれが大半の原因だと思うんですけ

れども、それは立ち直るんですか。 

 

鳩山委員 当然のことながら、私ども、それだけ

ですべてできる、そのように考えているわけでは

ありません。 

 

原田委員 岡田さん、お願いします。 

 

岡田候補 私は、かなり深刻な状況だというふう

に思います。４月、５月ぐらいで、自動車につい

ては在庫調整はある程度終わりつつあるといわ

れますけれども、しかし、しょせん最終需要が３

割以上の減ですから、多少在庫調整の部分は戻し

たとしても、つまり５割減というのが３割減ぐら

いまで戻ったとしても、それ以上ということは、

しばらく時間がかかる。 

根底にあるのは、やっぱりアメリカの過剰消費、

そこに依存して日本経済が１０年間やってきた。

輸出の実質ＧＤＰ比率も、１０％ぐらいの時代が

ずうっと続いたわけですが、いまやもう１８％。

つまり小泉、安倍時代に景気の回復が改革の結果

行われたというふうにいってきましたが、実態は

輸出がふえただけ。そして、その背景にあったの

は円安であり、そして金利安。つまり、改革の結

果、経済が成長してきたのではない、そういう認

識に立たなければなりません。 
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そして、これからはアメリカの過剰消費という

のに依存できない。そういう中で、新しいモデル

をつくっていかなければなりません。 

一つは、いま鳩山さんのいわれた内需の拡大と

いうことであります。もちろん医療、介護、教育

とか、一次産業とか、さまざまな内需の種はあり

ますけれども、しかし、少子高齢化の中で、そこ

だけに依存することはできません。 

したがって、アメリカに対する輸出というもの

はなかなか厳しいけれども、アジア全体が成長し

ていく中で、アジア内需――これは最近総理も使

っておられる言葉なので、私のほうが先にいった

んだよ、こういいたいんですけれども――このア

ジア内需というものをどうやって、例えばＯＤＡ

を使ったりしながら、日本がさらに創造していく

か、ということも非常に重要なこと。 

そういう構造を変えていくためには、私は３年

でも厳しい。当面の回復というのは、在庫調整も

あり、あるいは中国の内需とか、そういうものも

あって、ある程度めどがついていくかもしれませ

んが、構造的にカチッとしたものをつくりあげる

ためには、私は、さらに時間をかける必要がある、

そういうふうに思っています。 

 

原田委員 具体策の中で、岡田さんはグリーンニ

ューディール的なことをお書きになられていま

す。ネクタイも緑のネクタイが多いと思います。

麻生政権で、それに似た考え方で経済対策を打ち

出されていますけれども、岡田さんが考えるグリ

ーンニューディールというのはどこが違います

か。 

 

岡田候補 やっぱり将来のビジョンがないんで

すね。つまり具体的に、この問題は経済だけの問

題ではなくて、そもそも根源は、このままいけば

人類が生存不可能な状況になりかねない、そうい

う中で科学はすでに結論を出しているわけです。

そして、その結論に基づいて、これから温暖化ガ

スの排出量を減らしていかなければいけない。思

い切って減らしていかなければならない。そのこ

とは結論が出ていて、あとは政治がそれにどれだ

け答えるか、そういう問題だと認識をしています。 

長期的には、６０から８０、２０５０年に減らす

ということは、福田内閣のときに閣議決定されま

した。しかし、２０２０年の中期目標については、

まだ政府は答えを出しておりません。この辺が数

字はきちんと示されて、その数字を実現するため

に、具体的な手段をどうするのか。自然エネルギ

ーを思い切って導入するために、いまのやり方だ

けでいけるのか、あるいは炭素税をどうするのか、

排出権取引をどうするのか、具体的な数字をまず

出して、それを実現するための手段を、もっと急

いで議論するべきである、そういうふうに考えて

います。 

 

原田委員 消費税のことを伺いたいんですが、鳩

山さんに伺いたいんですが、先ほど、年金改革と

の関連で、何十年にわたって改革を経過措置でや

るかによって、消費税についての議論も変わって

くるというお話をなさっていたと思うんですけ

れども、片方で、麻生内閣の経済対策のせいでも

あるんですが、国債の発行が急増していて、今年

度についてはもう税収を上回るかもしれないと。

財政的に、社会保障の部分を除いてみても相当厳

しい状況がある。 

今後４年の間、消費税の議論をしないというこ

とでいった場合に、長期金利が急騰したりしたら、

どうされるんですか。そんなことを約束していい

んですか。ちょっと厳し目な質問かもしれません

が。 

 

鳩山候補 当然のことながら、経済というものを

慎重にみきわめていく必要がありますから、私ど

もとすれば、長期金利が急増しないような環境を

つくっていかなければなりません。そのために、

国債の発行というものが無尽蔵に膨れ上がって

いくような、いまの現政権というもの自体が機能

しなくなっているというか、あまりにも勝手過ぎ

ることを行っていると申しあげなければなりま

せん。 

私どもは、一般会計と特別会計８０兆円だけの

話ではなくて、２０７兆円でしょうか、両方合わ

せて共通部分をなくした、２０７兆円というもの

の中で議論を進めていきながら、経済を活性化さ

せていくためのさまざまな手だてを講じていく

必要がありますし、その中で無駄をとことん排除
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するということを行って、これ以上の国債の発行

というものを行わないような日本の政治の仕組

みを、経済の仕組みをつくりあげていかなければ

ならないのです。 

これは財源論みたいな話を、さっき、岡田さん

がやろうという話もあったわけでありますが、財

源論自身、そのものも、ある意味で官僚がつくり

あげてきたものでございまして、官僚の手の内に

乗ると、財源が足りないよ、という話になるわけ

でありますが、私どもはそもそも官僚の論理とい

うものの中に陥ってはならないと思っておりま

す。新しいすべての仕組みそのものを組みかえて

いくということの中で、財源も見出すことができ

る、無駄遣いも省くことができる、そのような努

力をしていきながら、国債の発行をこれ以上行わ

せないような体質の政府に変えていくことが何

より必要なのではないか、そのように思います。 

 

原田委員 岡田さんも、簡単にいまの件について。 

 

岡田候補 いまの２００兆円の一般会計、特別会

計を含めて、その１割程度、２０兆程度は、これ

は無駄の削減の中で出し得るんだというふうに

民主党は主張しています。私も基本的にその立場

に立ちます。 

ただ、いままでと少し違うところがあるとする

と、これは具体的にそれが出し得る、そのめどが

ついたところで――この２０兆というのは民主

党の政策をするための財源なんです。ですから、

具体的な財源を出し得たところで民主党の政策

を順次やっていく、財源なくして政策なしという

基本的な考え方に立って、とにかく財源の具体的

めどがまだ立たないのに政策だけスタートして

しまうと、さらに国債の発行を増やすことになり

かねませんので、そこの順序というものは気をつ

けて進めていかなければいけない。 

思い切って歳出削減をする。しかし、それが具

体的にめどがついたものから、その額に応じて民

主党の政策を実行に移していく、そういうふうに

基本的には考えるべきだと思っています。 

 

宮田委員 話題を変えて、外交、安全保障のこと

についてお尋ねします。 

自衛隊を軸に国際平和協力にどうかかわって

いくかという問題ですが、インド洋の給油支援の

ときに、民主党は国連の決議がないオペレーショ

ンであり、違憲であるという立場をとったと思い

ます。これは小沢さんの主張をベースにしたんだ

ろうと思います。そのころ、小沢さんが雑誌に論

文を発表されて、国連の決議がある、つまり国連

の集団安全保障の枠組みであれば、自衛隊は９条

の枠にとらわれることなく、極端にいえば、武力

行使に加わることもできるのだ、ということをい

われたと思うんですけれども、当時、いまもそう

ですが、幹事長として代表を支えてこられた鳩山

さん、この考え方は今後踏襲されていくんですか。 

 

鳩山候補 私は、小沢代表の発想を、一言でいえ

ば国連至上主義だと申しあげたい。それに対して

私は、国連中心主義程度だ、そのように考えてお

ります。すなわち、国連が決めたもので、認めた

ものならば何でもやるべきだという発想そのも

のを必ずしも踏襲するつもりはありません。国連

が認めていないことに対して、勝手にアメリカか

らいわれたから何でもやらなきゃいけないよ、と

いうような形でいまの政権が動いているという

ことに対しては、私たちは大変な懸念を感じてお

りましたし、したがって、アフガニスタンの本当

の、彼らの国民のための政策に決してなっていな

いよ、というようなことで、もっと本当に大事な

人道支援その他を行うべきではないか、そちらの

ほうが先ではないか、そのような主張を申しあげ

てきたつもりでございます。 

したがいまして、私とすれば、国連中心主義的

な発想の中で、国連が認めたものだから何でもや

るよという話では当然ありませんし、やっぱり武

力行使になるかならないかというところには歯

止めをかけなければならない一線がある、そのよ

うに思っておりまして、何でもできるという認識

はしておりません。 

 

宮田委員 武力行使に加わることはできないと

いう考え方、あるいは、できればするべきではな

いという……。 

 

鳩山候補 その事によるとは思いますが、武力行
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使につながるような可能性があるところには、や

はり派遣すべきではない、そのように考えていま

す。 

 

宮田委員 同じ問題で、岡田さん、いかがでしょ

うか。 

 

岡田候補 この問題、実は長いんです、小沢さん

と私の議論は。そして、私の主張は、やはり９条

から外れる、と。国連決議があれば、国権の発動

ではないという小沢さんの考え方は、私は違いま

す。つまり、やはり９条の枠の中の問題だろう。

したがって、武力行使そのものは認められない。

国連の決議があったとしても、認められない、基

本的にはそう考えています。 

ただ、なぜ憲法９条があるのか、その淵源を考

えると、やっぱり私たちは６０年前の戦争の反省

に基づいて、自分の手を縛ったわけです。海外で、

自分たちの判断で武力行使をしない。その淵源に

立ち返ったときに、国連決議という一つの、いわ

ばオーソライズされたものがあるときに、我々は

もう少し、武力行使に至らない範囲で、しかし、

自分の判断だけでやる場合と比べて、もう少し緩

めていいんじゃないか、そういうふうに私は考え

ています。 

そういう趣旨からいうと、ＰＫＯ５原則なども、

武力行使に至らない範囲で、もう少し緩めて、使

い勝手がいいものにしていくべきじゃないか。国

際的な貢献というものは行っていく。もちろん国

連決議があれば何でもやる、ということではあり

ません。国連決議という一つのオーソライズを経

て、そのうえで日本としてやるべきかどうかのそ

れぞれ判断をしていけばいい、そういうふうに考

えています。 

 

宮田委員 岡田さんが代表時代に、岡田ビジョン

というものを、「開かれた国益を目指して」でし

たか、岡田ビジョンをおつくりになって、そのと

きに、マスコミから出た批判に、「それで対米関

係は大丈夫なのか」というような批判が出ました。

時の相手はブッシュ大統領だったわけですが、い

まアメリカの大統領はオバマさんに変わって、あ

るいは核廃絶の演説をしたり、何となく岡田さん

にとっては“天の利、我れにあり”という感じか

なという気もします。そんなときに、この間、沖

縄の米軍基地をグアムに移転する、その費用を負

担する協定がありました。これに対して、民主党

は反対した。こういう米国との基本的な政策とい

うのは、どの辺に立脚していくおつもりなのか、

岡田さんにお尋ねします。 

 

岡田候補 私、オバマ大統領の就任演説をみて、

そこで彼がいったこと、地球温暖化問題、あるい

は核の問題、そういうことが項目として入ってお

りました。核については、その後、さらにプラハ

でも演説もあった。私がここ４年間力を入れてき

た温暖化や核の廃絶に向かっての努力、そういう

問題にオバマ大統領も関心を持っているという

ことを聞いて、確認をして、非常にうれしく思っ

ております。オバマ大統領とは、信頼関係に基づ

いて、いい関係ができそうだというふうに感じて

います。 

そこで、ご質問ですけれども、あの協定に反対

したのは、結局、普天間への移転ということを前

提にした、そういう構成になっていたから、我々

は賛成できなかったということであります。普天

間の問題も、大変難しい問題です。確かに日米関

係を考えると、難しい問題ですけれども、やはり

沖縄に普天間、嘉手納という極めて大きな基地が

２つもある、これが普通のことなのか、ずうっと

これから３０年、５０年、こういう状況を続けて

いくのかどうか、そういう観点に立って、もう一

回しっかりとした議論を日米間で行っていく必

要がある、そういうふうに考えています。 

 

宮田委員 時間がないので、次へ行きますけれど

も、次は憲法です。これは鳩山さんに特にお伺い

したいのですが、鳩山さんは、数年前に『新憲法

試案』という本をお出しになって、憲法改正に

並々ならぬ意欲をそこで表明されている。その中

では、自衛軍の創設、あるいは集団的自衛権の問

題についても発言されていると記憶しています。

代表になられたら、あるいは首相になられたら、

憲法改正の問題には、どういうスタンスで臨まれ

るのでしょうか。 
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鳩山候補 私の考え方は、その本の中に書かれて

おります。いまお話がありましたように、憲法９

条に対しても、むしろ小泉首相のときに、必ずし

も憲法の議論が十分されないまま勝手にイラク

への陸上自衛隊、あるいはアフガンへの海上自衛

隊の派遣がされたということが起きました。むし

ろきちっと国会の中で、先ほどの国連の話もあり

ましたけれども、どういうときならば行くべきか、

しかし、行くべきではないことは多々あるではな

いか。そのことをきちっと仕分けができるような

憲法の議論をして、憲法をつくりあげていくべき

だ。ある意味で、より平和になるための、平和に

貢献するための憲法というものが必要ではない

か、そう思っています。 

ただ、私のあの『新憲法試案』の中の一番の目

的は、最初に申しあげた、地域主権の国をつくる

ための憲法だ、そのように思っていただいて結構

でありまして、その部分に関しては、できる限り

早く、議論を別に憲法にかかわらず、行ってまい

りたい。 

しかし、経済が、ご案内のとおり、私は３年、

岡田さんは、さらにそれ以上という話がありまし

たが、経済を建て直していくときに、いろいろな

大きな手術を行っていかなければならない。脱官

僚的な政治というものもつくりあげていかなけ

ればならない。それには大変な胆力が必要である。

このようなときに憲法の議論というものを大上

段で構えていく余裕があるのかないのか、そのこ

とはみきわめなければならないと思いますし、私

はいま、総理になったときに、即、憲法改正に手

をつけられるという状況では、残念ながら、ない

な、そのように考えています。 

 

宮田委員 その場合、憲法改正はとりあえず手は

つけないとしても、集団的自衛権の解釈の問題は

どうされるんですか。 

 

鳩山候補 集団的自衛権の解釈の問題に関して

は、私は、集団的自衛権というものが、例えば究

極的にいえば、沖縄にアメリカ軍が存在すること

も、広い意味での集団的自衛であるし、あるいは

別の、アメリカに何かあったときに、一朝有事だ

ということで、アメリカに日本の航空自衛隊が派

遣される、こういったことも当然のことながら、

集団的自衛ということになるわけでありまして、

集団的自衛という考え方の範囲が非常に広過ぎ

る。その中で、すべてができないというべきでも

ないし、すべてやっていいという話でもない。私

はそう思っておりまして、その中の、しっかりと

した区分けというもの、これはできるだけ早い時

期に行っていかなければ、現実の政治に対応でき

ない、そのように考えます。 

 

宮田委員 同じ憲法について、岡田さん、短くお

願いします。 

 

岡田候補 私は憲法を、まずイデオロギーで論じ

るべきではない。例えば、戦後レジームの転換と

か、そういうイデオロギーで論じるべきではない

と思います。憲法というのは、戦後６０年近く国

民の間に定着をしてまいりました。それは国民が

認めたからこの憲法があるわけで、そういう前提

に立って、しかし時代の変化に応じて変えなけれ

ばいけないところは変える、これは当たり前のこ

とだと思います。 

いま、そういう意味では、個別にどこを変える

という議論をすればいいのであって、全体をつく

り変える、そういう作業にいま政治が大きなエネ

ルギーを割くというのは、私は、あまりいいやり

方ではない。もっと急いでやらなければいけない

ことがたくさんある、そういうふうに思っていま

す。 

私がもし８０歳ぐらいでも国会議員だったら、

憲法の改正も考えますけれども、今度の総選挙で

総理になるということであれば、当面の課題とし

ては、かなりプライオリティーは低いということ

だと思います。 

 

橋本委員 どちらがなっても挙党体制、党内結束、

こういうことなんでしょうけれども、そのときに、

自分がなったとして幹事長をだれにするかとい

うのは、非常に大きな党内結束を保つうえで重要

なポイントになると思うんです。鳩山さんは、「私

が勝てば岡田さんを幹事長にしてもいいな」とい

う感じの発言をされているように思うんですけ

れども、この点をちょっと確認しておきたい。岡
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田さんは、人事について申しあげるのは僣越だと

いうお話をされていましたけれども、決して僣越

なことではなくて、非常に大事なことで、幹事長

をだれにするかということは、自分が代表になる

うえで、こういう体制をつくりたいんですよ、と

いうこと示すうえで格好の材料ではないかと思

います。お二人に、自分が代表になったときの幹

事長について、お伺いしたいと思います。 

 

鳩山候補 まさに橋本さんがおっしゃったよう

に、人事というものは大変重要であります。それ

だけに、いま事前にそのことを申しあげることに

対しては、慎重にならざるを得ないということだ

と、私は岡田さんの思いも理解をいたしておりま

す。 

ある意味で私もそう思っておりますが、一方で、

やはりいままでトロイカ体制というもので４人

である意味での執行部というものをつくって行

動してまいりました。それに政調会長あるいは国

対委員長を交えて、さまざまな判断を重ねてまい

りました。 

これに対して、岡田さんは大変優秀な方であり、

しかもいま代表選挙に立候補されている。挙党体

制をつくるということであれば、その方をできる

だけ処遇を申しあげたい。その思いは大変強く感

じておりますので、私としては、いわゆる新トロ

イカ体制のようなものをつくりあげてまいりた

いと思いますし、その中で岡田さんにも頑張って

いただきたいなと、そんな気持ちを申しあげてい

るところであります。 

 

岡田候補 これは気をつけなければいけない話

なんですね。私は苦い思い出がありまして、菅さ

んと代表選挙をやったときに、菅さんは、「私が

代表になれば、岡田さんを幹事長にする」、こう

いわれたんですね。そうしますと、私を支持しよ

うと思っていた人も、特に迷っていた人ですね、

それならまあ、二人ともなるんなら、まあいいか

ということで、菅さんに大分入れたと思うんです。

私、票が開いて負けてしまいました。なかなか巧

みなことだったと思うんです。 

だから、まあ、選挙の前に、やっぱりポストの

話をするのは、私はいかがなものかというふうに

思います。代表に当選させていただければ、そこ

から、それこそ真剣に考えて、ポストというのは

何か戦術的にやりとりするものではなくて、本当

にこの人こそがという最善の布陣をしかないと、

政権交代はできないと私は思いますので、現時点

では、具体的に言及することは控えさせていただ

きたい。それだけ真剣に考えているということを

ご理解いただきたいと思います。 

 

倉重委員 ぜひ鳩山さんに一言。「友愛」という

んですけれども、「友愛」というイメージが本当

につかめないんですよ。友愛外交、友愛財政、い

ろいろおっしゃったけど、いまどき女子学生でも

使わない、教育の現場でもほとんど使われていな

い、死語に近い言葉をいままた、おじいさんがい

っておられたということでまたそこに持ち出さ

れて、中身がみえてこないんですね。 

政権をとられて、いろんなことをされると思う

んですが、これまでの友愛政治の実績は、鳩山さ

んがこれまでやってこられた中で一つ、具体的に

イメージのわくものを挙げていただけませんか。 

 

鳩山候補 「友愛」という言葉が死語になってい

るところが日本の最大の問題ではないか、私は真

剣にそう思います。したがって、友愛外交とか、

友愛の経済、ボランタリー経済というようなもの

が一つの友愛の経済学だと思います。あるいはコ

ミュニティソリューション、これはなかなかまだ

はやらない言葉でありますが、コミュニティで問

題を解決をしていく経済、あるいは社会保障、こ

ういったものが一つの友愛の形だ。愛というもの

が仲立ちして、初めて、例えば低負担で高満足が

得られるような社会を築くことかできる、そのよ

うに考えております。 

また、麻生総理の外相時代に、「価値の外交」

というものを話されました。私は「価値の外交」

は嫌いです。「価値」ではなくて、価値を同じゅ

うする国々が外交関係を、絆を強めるのは当たり

前の話であって、外交というのは、価値観の違う

国々が、いかに共存共栄というか、自立をしなが

ら共生をする、そういった関係をつくりあげてい

くということでありますだけに、私はそこに相当

大きな違いというものを、特に外交とか経済にお
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いて見出していくことができる、そのように思っ

ています。 

 

橋本委員 ありがとうございました。これで質問

を終わります。 

 

総合司会 どうもありがとうございました。まだ

積み残した問題がたくさんあると思いますけれ

ども、約束の時間が来てしまいました。これで本

日の討論会を終わります。 

揮毫をしていただきました。鳩山由紀夫さんは

「友愛」でございました。 

それから、岡田克也さんは「政権交代」そのも

のずばりでございます。 

会場の皆様、どうもご協力をありがとうござい

ました。（拍手） 

 

（文責・編集部） 




