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第3回

巻︽目次︾

■二二金二二についてH一演説上手
圏政治家への士心

．

圏海野金昇議員の秘書としてIl後援会づくり
闘皐稲田大学雄弁会
繊選挙演説の心得
賑大学時代の弁論大会

醸水玉模様のネクタイ
闇三木武夫氏との交流1﹁県会には外交がない﹂

■一期待て⁝河野金昇乱人の立候補
懸三木武失氏の人物像
匿職場結婚

蟹河野金昇議員の秘書としてHl公設秘書
蟹衆議院選挙に立候補

■議員秘書として見た安保改定︵一九六〇年︶
■一年生議員として王⁝議席は一丁目一番地

■一年生議員としてH一自民党青年局学生部長
霊一年生議員として澱1商工委員会︑農林水産委員会
■一年生議員としてWl国会対策委員会

年生議員時代︵一九六〇〜穴五︶

ハ一九六二年八月︶

翻環在の政局から︵森内閣不信任案蒼決︶
懸ロバ⁝ト・ケネディの来臼
園ドイツ行き

臓アメリカ行き︵﹂九六二年九月︶
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衆講⁝院初当選まで

□あっせん利得罪について

匿溝野金入議員の学生届書として．

屋早稲田大学法学部に編入︵㎜九五二年︶

■政治との出会い

覆縁懸大学門辞工学会﹂

■弁論の心得と練習法
賑中央大学専門部に入学︵一九陽八年︶
蟹六四の兄弟姉妹の中での門突然変異﹂
圏海部姓と海部郡

覆空襲下での生活
門少年航空兵を目指す
團 九四五年八月十五β
懸弁論を始めたきっかけ
闘弁論大会で優勝

■一二菱発動機への勤労動苫興

■蝦制東海中学に入学︵一九瞬三年︶

匿南久屋国践学校時代︵一九三七〜鴎王年︶

璽名古崖の写真館に生まれる︵一九三一年﹀

第1圓 誕生から皐大編入まで︵︻九三一〜五二︶

第2回

薗河野金昇氏についてーー申野正鰯の心酔者
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翻海外視察の総括
翻罵嘗年子次長︵一九六三年十二月︶

97

第5園

第6回

懇三木武夫と総裁選1︵連想されること︶
睡三木武夫と総裁選2︵早藤三選と三木票︶

議運副委員長時代︵一九穴九一七二︶・：・：・：：

⁝○○⁝年︶

磯現在の政局から一三晟党総裁選後︶
纒大学紛争〜大学立法︵一九六九〜七〇年︶
翻国確度委員長・議運理事1︵国離副委員長の仕事︶
睡国穀翻委員長・議運理事2︵各党の国対︶
翻国対副委員長・議運理事3︵議運と国対の関孫︶

驕環在の敬局から︵自公保連立政権︑

圏国対副委員長・議運理事4︵国対副委員長の仕事︶
睡露対副委員長・議運理事5︵社会党の国対︶

重圏対翻委員長・議運理事6︵法案を門つるす隔∀

翻よど号事件と山村新治郎︵一九七〇年三月︶

躍労働闘題調査会副会長︵ 九七〇〜七四年︶

躍種々の委員会︑議連での活動︵︸九七〇〜七二年︶

團佐藤脚達四選問題︵︻九七〇年︶

翻衆議院議員運営委員会委員長︵︸九七二年牽二舅︶

田中内翻時代︵一九七二〜七照︶：：・：：：・：・蛉

麟現在の政局から︵元首相付SP︑いわゆる人権派︶
醗現在の政局から︵小泉致権の誕生︑二〇〇一年囲月︶
圏環在の政局から︵囲串外相とア⁝ミテージ∀
圏銀中内閣の成立前夜︵一九七二年︶
翻田中内閣の成立︑三木翻総理の入閉念九七二年七月﹀

璽自畏党人事局長︵一九七三年︶

醐五回饅の当選と選挙応援

魍自昆党選挙対策委員会幹事
闘四十七年十二月の総選挙

125

睡青年海外協力隊の構想
麗二罎目の選挙︵︻九六三年十∴月︶
︵↓九六麗年十一日刀︶

魍アフリカ行き︵︻九六四年五月︶
圏韓国行き

：：：：：︒

團議運︒本会議事進行担当︵︻九六四年十二月︶
麟地元後援会との関係と三木派
圏蕃民党商工部会の副部会長︵一九六五年八月〜
翻選挙資金と応援
醗選挙の変化︵小選挙区制︶

第4回 労働政務次官時代︵一九六穴〜六八﹀

︵アジア労働大臣会議︶

︵保革対決∀

︵祝日改正法案︶

ハ海外事情視察︶

︵野党対策︶

︵ILO総会に出席︶

︵労働大臣・皐州崇︶

︵政務次宮の位置づけ︶

︵政務次官の仕事︶

懸現在の政局から︵自民党総裁選蔚︶

翻労働省政務次官1
圏労働省政務次官2
瞳労働省政務次官3
閣労働雀政務次宜4
騒労働省政務次官5
國労働省政務次官6
躍労働省政務次宮7
麟労働省政務次官8
髄労働省政務次宮9

麗自昆党青年局長1 ︵青年局と地方青年部︶
團自民党青年馬長2 ︵党の組織について︶
騰鎧民党青年局長3 ︵沖縄遊説と津雲國利氏︶

露労働省政務次宮11 ︵ILQでの演説と労働貴族︶
麗労働雀政務次官12 ︵マイスター制度︶

翻労働省政務次官10 ︵衆議院社労委︶

）

■通年国会の議論
●金大中事件︵﹁九七三年八月︶
懸小選挙区欄への動き
匿愛知三籔の事情
●エジプト︑クウェート韓藍︵一九七紀年⁝月︶
璽目米繊維交渉との関わり︵⁝九七四年六月︶
■三木翻総理辞任と三木派内の序列
薗三木副総理辞任から椎名裁定まで

薗現在の政局から︵都議選・防衛省昇格問題︶
議三木内閣の成立！︵富房長官から副長宮へ︶
顯翻幹事長の経験︵田中内閣末期︶
︵組閣事情︶

︵三木氏のブレーン﹀

鳳三木内閣の成立2
瓢

ハ閣僚への農薦︑他薦︶

二木内閣の成立3

賑三木内閣の成立4

●三木内閣の成立5 ︵閣僚候補と派瀾の推薦︶
●三木内閣の成立6 ︵中螢根幹事長︶
圏三木首相と民主主義
■官房副長官時代−︵初閣議と川島副長官︶

薗宮房翻長官時代2︵閣議と事務次宮会議﹀
■官房翻三宮時代3︵閣僚懇談会︶
匿宮房副長嘗時代4︵議運での日々︶
︐宮房副長官時代5︵井出一太郎官厨長官︶
■窟房醸長官時代6︵議運理事早福対委員長︶
二木 邸 ︶

贋官房副長官時代7︵富房長嘗代理︶
醤 官房副長宮時代8︵夜の

■三木内閣の仕事︵独禁法︑政治資金規正法の提案∀

第8回 三木内閣時代∬︵一九七五︶：：：：：：・：：：

鷲独禁法と公職選挙法改蕉1︵初闘議での提案﹀
疑独禁法と公職選挙法改正2︵法案︶

圏独禁法と公職選挙法改正3︵根回し︶
■独禁法と公職選挙法改正4︵難航した独禁法改正︶
璽独禁法と公職選挙法改正5︵参議院と党議拘束︶

圏佐藤栄作元総理の国渓葬︵一九七五年六月︶

闘欝米首脳会議1︵準備︶
綴日米首脳会議2︵三木・フォ⁝ド単独会談︶

二二米首脳会議3︵シナリオ︶
匿費米首脳会議4︵議題と共岡声明︶
團クアラルンプール事件への対応
匿三木総理の靖国神職参拝1︵公的と私的∀
麗三木総理の靖国神社参拝2︵法制局の見解など︶

膿スト権ストー︵労働棚︑蜜塚三夫︶

瓢スト権スト2︵食糧輸送対策︶
叢スト権スト3︵社会党と民社党V

第9回︑第絶園︑第11圃︵掲載省略︶

︵伏線︶

第42圓 三木内閣時代皿
︵一九七竃〜七六﹀
︑圏薪自霞クラブ結成への輝き1 ︵発端︶

隠新自由クラブ結成への動き2

︵新党結成︶

︵新党の意味︶

顯新自由クラブ結成への動き3

■薪自由クラブ結成への動き4
■ロッキード事件1︵発端︶

︵挙党協の動き︶

圏ロッキード事件2 ︵フォ⁝ドへの親書︶
匿ロッキード事件3 ︵稲葉修法柏︶
■ロッキード政局1

293

229

第7回 三木内閣時代1︵一九七四〜七五︶：：：：：：・

、

177

第給園

膿ロッキ⁝ド政局2︵臨時国会凝集か解散か∀
臓ロッキード政局3︵松野政調会長︶
臓ロッキ⁝ド政局4￡九七六年十二月の総選挙︶

■防衛費GNP︸％枠闘題
■ミグニ五強灘着陸事件ハ︻九七六年九月︶

鑓現在の政局から2︵加藤紘㎝︶
璽三木武夫のアメリカ観
■防衛費 ％柱間題
■鬼頭史郎のニセ電語事件

■国会対策委員長1︵議運と国議︶
瓢劉会対策委員長2︵野党対策︶
団国会対策委員長3︵国穀への適性︶
懸国防会議とヨ米首脳会談
國エリザベス女王からの勲章
闘三木内閣最後の選挙戦
門福田内閣時代﹈

、

■三木内閣退陣

墜外交・危機管理問題
ハ金大申事件の政治決着︑クアラルンプ；ル事件︶
︐総裁選への予備選挙導入

三木内閣時代Wハ一九七五〜七六︶：：：：：・：筋

匿文部大匪1︵就任︶
圏文部大臣2︵政務次官について︶
臓文部大臣3︵文教族︶
繍文部大臣4︵文部大臣としての佳事﹀

第15回 福田内閣時代皿︵一九七六〜七七︶
◇質問項目

●日銀内翻の蘭議と閣僚懇談会
鑛文部大匿5 ︵ゆとり教育の始まり︶
■文部大臣6 ︵学習指導要領の改正︶
日文部大臣7 ︵霞教組と歓会党︶
●文部大志8 ︵芸術︑文化麗係の仕事︶
観文部大臣9 ︵翻立大学と入試制度1︶

膿文部大臣10 ︵国立大学と入試制度2︶

蟹文部大臣11 ︵主任舗度と学歴偏重打破︶

臓文部大臣逡 べ陰教組との対立︶
■文部大臣13 ︵心の教育のために︶
際派閥解消と三木派

305

贋ランブイエ・サミットー︵サミットへの招請︶

九七六年一月︶

■ランブイエ・サミット2ハ圏内の対応︶
臓ランブイエ・サミット3︵スポ⁝クスマンとして︶
醸ランブイエ・サミット4︵同時通訳とシェルパ︶
■ランブイエ・サミット5︵G7︑組合支部︑三木髭書﹀
饗天皇皇后両三下士訪米1︵訪米の決定︶
■天皇皇后両陛下初訪米2︵政治的な意味︶
賑ソ連グロムイコ外相来霞ハ
賑環代中国論1︵台湾問題︶
膿現代中国論2︵通貨︑民主化問題︶

璽現代中圏論3
︵靖圏神社問題 ︶
縢日本・モン．灘ル国交樹立三十周年︵二〇〇二年︶

懸プエルト・リコ・サミットー︵サミットの概要︶
澱プエルト・ジコ・サミソト2︵サン・プアン︶

第14回 蕊木内閣時代V〜福田内閣時代王a九七六〜七七︶
◇質問項目
賑現在の政局から一︵迂元清美と鋼中真紀子︶

277

繍文部大臣14︵役所と秘書嘗 ︶

第紹回

團八○年総選挙
璽韓国との関係
二木派党員数の増減

鑓二二議連会長として
懸

翼自民党欄新蓮盟
□大平内閣不儒任案の可決

鈴木内閣時代1︵一九八O〜八︻︶・：・：・：：：

◆質問項目
翻対北朝鮮交渉についてハ一九八九羽扇︶
■鈴木善幸内閣の成立1︵後継総理︶

：：・：：・：・餅

︵週休二日糊と初任者教膏︶

︵戦後教育の見労し︶

︵地域特性の活用︶

︵高等教育の充実︶

︵調査会と部会︶

匿鈴木善幸内閣の成立2︵組閣︶

■文教制度調査会長1
謹文教瀬度調査会長2
圏文教墳墓調査会長3
鷺文教鰯度調査会長4
繍文教鰯度調査会長5
胴資料の保存について
腸憲法調査会

第19圓 鈴木内閣時代豆︵一九八一〜八二︶
◆質嗣項霞

層現在の政局から一︵自由党と畏主党︶
■鈴木・レ⁝ガン会談と﹁ヨ米同盟﹂
■現在の政局から2︵イージス艦派遣︶
■自民党︑中選挙区事情
匿非核三原則についての議論
■第二次臨調の始まり

薗参議院への比例代表制導入

383

篤16霞 福霞内閣時代皿︵一九七七〜七八︶：：・：：：：
◆質聞項目
塑総裁公選と党員獲得1︵党員獲得競争︶
翻総裁公選と党員獲得2︵党員︑党友︑職域支部︶
■総裁公選と党員獲得3︵田中軍団︶
匿河本敏夫についてーハ三木派の後継か︶
團河本敏夫について2︵笑わん殿下︶
墜中道四派と三木派

鮨自由枇会研究会
臓三木派とマスコミ

：・：・：：：：・矧

礁元号法制化問題
︐有事法制の闘題
瓢日中平鵜条約問題−︵覇権撃墜と台湾問題︶
■漬中平軸条約問懸2︿靖蟹問題︶
江松野猿王氏とグラマン閣題

第17園 大平内閣時代︵︻九七八〜八O︶
◇質問項昌

螢↓般消費税導入論と七九年総選挙
■四十段抗争1 ︵三派連携︶
匿四十矯抗争2 ︵福温・大平密約︶
匿澱十曝抗争3 ︵主流派と珍問派︶
懸殴十霞抗争4 ︵分裂の回避と財界︶
■四十ヨ抗争5 ︵東西冷戦との関連肱
蟹四十霞抗争6 ︵連立政権構想と組合︶
■党広報委員長1 ︵広報委員会の位置づけ︶
穰党広報委員長2 ハ広報委員会の仕事﹀

331

腸党国民運動本部長1 ハ位置づけ︶
磯党国疑運動本部長2 ハ仕事︶
鳳党国民運動本部畏3 ︵副本部長︶
礁党国昆運動本部長4 ︵派閥と人脈︶
鳳党国民運動本部畏5 ︵労働組合対策︶
圏ワインバーガー米国防長官の来霞
欝フォークランド紛争
團ロッキード事件の判決1︵判決と反響︶
顕ロッキード事件の判決2︵灰色高官︶

ノ
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⁝九八二〜八三︶

海部俊樹オーラルヒストり一
◆質問項悶

懸現在の政局から1 ︵ 保 守 新 党 ︶
覆現在の政局から2 ︵保守合岡の可鮨姓と解散風﹀
鳳日中教科書問題1 ︵ 乱 国 訪 競 ︶
︐貨中教科書問題2 ︵教科書問題︶
●鈴木後継総裁戦1 ︵河本氏の立候補﹀
︐鈴木後継総裁戦2 ︵総裁戦の様相V
醸中蓉根内閣の成立1 ︵海部氏と中讐自民の麗係∀
翻中碧根内鰻の成立2 ︵中選挙匿事情V
鋼中川︸郎の自殺
■中曲鷺根内閣の成立3︵首相訪韓︶

墜中曹根内閣の成立4︵不沈空母発蕎︶
墜初の比例代表鱗・参議院選挙︵一九八三年六月︶

中曽機内閣時代E2九八三〜八四︶

．

下

巻︽艮次︾

繕筆頭謝幹事長2︵参議院幹事長︶

第22回 中監根的閣時代駆︵一九八四〜八滋︶・：：：：：

◇質問項霞
厳現在の政局から︵イラク戦争︶
臓筆頭副幹事長3︵翻幹事長の選佳V
謹筆頭翻幹事長4︵醗幹事長の役割︶
灘筆頭副幹事長5︵金丸幹事長︶
勝新自由クラブとの連立2︵山口労相入閣︶
墜金丸磯と黒川総評議長の会談
臓創敢会の旗揚げ一︵哲下塗の心の準備︶
匿創敢会の旗揚げ2︵濁中氏倒れる︶
圏畏社党の憶代交代
璽定数是正聞題
■金丸氏と牝朝鮮
■中着根政治1︵国鉄民営化題題︶
璽中曽根政治2︵防衛費︸％突醸と靖國参拝︶
■中曽根政治3︵総理と幹事長﹀
■三光汽船の倒産と河本派1︵三光汽船の倒産﹀
圏三光汽船の倒巌と河本派2︵溝軍鶏と中着根氏︶
□文部大臣1︵就任の経緯︶
■世界政治フォーラム

第23画 中瞥根内閣時代W︵一九八五〜八六︶

◆質購項鼠
霊文部大臣2︵入試改革1∀
匿文部大臣3ハ入試改革2︶
匿文部大臣4︵いじめ箏件︶

67

99

第 2 0圃 中 曽 被 内 閣 成 立 ︵

篶斜園

日二階堂擁立翻

◇質問項目
匿現在の敢局から︵イラク戦争︶
騰ロッキード事件︑田中実刑判決
置北朝鮮との関係
■新自由クラブとの連立烹︵新自由クラブの位置づけ︶
鷲政治倫理協議会
願野党との関わり一︵薦橋・祇会党﹀
﹇野党との関わり2︵畏社党︶
聚中雪根・教膏臨調
ロ韓匿・全斗換大統領の来馨

醒筆頭醗幹事長−︵金丸幹事長と﹁筆蓼︶

39

覆文部大臣5︵教育基本法問題﹀
□東京サミット
●文部大臣6︵教科書問題︶
懸八六年同日選挙ーハ死んだふり解散﹀
雛八六年購日選挙2︵鴎僚としての解散・総選挙︶
縢八塩ハ曇霞8ド選挙3 ︵中曽根三選︶

鐘文部大臣以後1︵藤尾正行氏に交替︶
鷹文部大臣以後2︵教育改革基本問題調査会長︶
︐萩自由クラブ解党と藤趨誠一
騰藤罵正行文紹罷免︵一九八六隼九月︶
凹文部大臣以後3︵やるなら通産大臣︶

第24園 竹下・宇野内臨時代ハ一九八六〜八九︶・：・：・：

瓢宇野総理退陣と後継総裁戦

︵一九八九︶

︵小泉内閣の環状︶

◇質問登霞

第25園 海部内閣1

︵橋本・澱野・海部会談∀

︹申から晃た自民覚︶

︵保守新党の自尊党への合流︶

︵二〇〇三年総選挙V

藤総裁戦への経緯−

廻現在の政局から1
魏環在の政局から2
顯環在の政局から3
賜環在の政局から4

■総裁戦への経緯2 ︵三木派河本と家族の反応︶
圏総裁戦への経緯3 ︵派閥の力学︶
田総裁戦への経緯4 ︵海部・林・石原の総裁戦︶
■海部内閣組閣1 ︵官房長宮︶
醸海部内閣組翻2 ︵女性入閣︶
︐海部内閣組閣3 ︵党三役人事︶
顯海部内賄組題4 ︵宮房長官辞任︑各派澗の動き︶
雲海部内翻組翻5 ︵各省子壷︑宮詣副長嘗︑秘書宮︶
●訪米1 ︵ブツシユ大統領とのテ⁝タ・テ⁝ト︶
國訪米2 ︵全体会議︶
第26圃 海部内閣E ︵一九八九〜九〇︶・：：：・：・：・：・

◆質問項霞
臓規在の政局から︵自衛隊イラク派遣︶

︐R︻米構遣協議︵
2独禁法の強化︶

闘訪米3
︵霞米雲叢協議﹀
謹訪米4︵カイフ？フi？の払拭︶
縢訪米5︵メキシコ︑カナダ訪問︶
贋日米構潅協議1
︵大店法関連︶

獺PLOアラファト議長来β

鳳参院補選勝利と総裁再選︑政治改革
漏二十一盤紀に向けて霞黙すべき社会を考える懇談会
■ベルリンの壁崩壊1︵冷戦の終焉︶
■ベルジンの壁崩壊2︵体制の選択︶

157

］89

◆質問項胃
璽現在の政局から︵自民党総裁前奮戦と解散総選挙︶
●売上税法案の廃案
顯竹下内閣の成立1︵中五根後継︑安牲宮の争いV
瓢竹下内学の成立2︵中螢根から竹下へ︶
闘労鋤運動の統一︑﹁連合﹂の結成

顯消費税の導入1︵竹下内閣の課題︶
鰯リクルート事件1︵事件の経緯︶
繍リクルート事群2︵藤波孝生琉の動き︶
鶏消費税の導入2 ︵税制書置待別委員会︶
圏消費税の導入3 ︵三％の税率︶
翻三木派の帰趨1 ︵三木鴛首相の死角﹀
匿三木派の帰趨2 ︵河野金工氏のことなど︶
闘三本派の帰趨3 ︵河本敏炎と河本派︶
臓昭和から平成へ

麟宇野内閣1 ︵竹下内閣の総辞職と宇野内閣の成立︶
墜宇野内閣2 ︵宇野総裁選出の経緯︶
墜宇竪内閣3 ︵参議院選挙︶
薩宇野内閣4 ︵組閣と幻の寮房長鷺︶

125

廻ベルリンの壁崩壊3︵東西ドイツの統 ︶
譲ベルリンの壁崩壊4︵日本外交への影響︶
●消費税の見直し論議
︐ヨーロッパ歴訪︵ポーランド︑ハンガリー︶

︵一九九〇︶

第27嬢 海部内閣皿ハ一九九〇︶：：・：：・：：・：：：・：
◇質問項濤
顕九〇年総選挙1︵年内解散か翌年解散か︶
顧九〇年総選挙2︵党首公開討論︶
賑九〇年総選挙3︵選挙戦︑溶援演説︶
■九〇年総選挙4︵選挙期問中の総理職︑花揮︶
闘第二次海部内縢発昆1︵蓉岡武夫と撫藤穴月∀
圏第二次海部内腿発昆2︵竹下氏と金丸氏︶
■第二次海部内購発露3︵営樗長官・坂本三十次︶
■第二次海部内再発思4︵国会との麗係︶
圏日米購造協議1︵日米菖脳会談︶
■駐米構造協議2︵コメ醐題など︶
■日米構造協議3︵鷹丙での反発︶
●政治改革1︵小選挙区比例代表並立制︶
纈政治改革2︵小選挙区の区翻︶
第28園 海部内閣W
◆質問項目

■南西アジア諸欝歴訪1 ︵外交課題として︶
纏南西アジア諸匿歴訪2 ︵大国インドV
闘南西アジア諸蟹歴訪3 ︵インドの際象﹀
鵬南西アジア諸蟹歴訪4 ︵バングラデシュ︶
凹南西アジア諸国歴訪5 ︵スリランカV
鷹南西アジア諸国歴訪6 ︵インドネシア︶
羅盧泰愚・韓国大統領の来日1︵盧泰愚大統領︶
屡盧泰愚・韓鰯大統領の来日2 ︵天鍵のお言葉闘題︶
縢カンボジア麹平東京会議1 ︵タイ首相チャチャイ︶

匿カンボジア和平東京会議2
匿ヒューストン・サミツトー
■ヒューストン・サミット2
璽ヒューストン・サミット3

︵ポルポト派の出席︶

︵サッチャーについて︶

︵対中借款再翻闘題︶

︵冷戦後のヨ⁝ロッパ事情︶

第29囲 海部内閣V・湾岸戦争肇︵︻九九〇〜九一︶

︵党内情勢と人的貢献問題︶

︵アメリカの要請﹀

︵貢献策第二弾・物資輸送︶

︵在留邦人の保護︶

︵貢献策第一弾・楚楚ドル拠出︶

︵願下への︽奏︶

︵経済制裁の決定﹀

︵イラクのクゥェ⁝ト侵攻︶

◆質問項目
臓親在の政局から︵麟民年金舞納闘題︶

墜湾岸戦争1
膣湾岸戦争2
門湾爆戦争3
●湾岸戦争4
曝湾岸戦争5
顯湾岸戦争6
顯湾岸戦争7
顯湾岸戦争8

■愛知参院補選 ︵一九九〇年十 月Vなど
繊湾岸戦争9 ︹国連謹選協力法案1i憲図︶
澗湾岸戦争10 ︵露連平頼協力法案2⁝起案︶
□湾岸戦争鴛 ︵国連平諏協力法案31廃案︶

第30回 海部内閣W・湾岸戦争2︵一九九〇5九ご

◆質問項震
●子供のための世界サミット︵ニュ⁝灘iク︶
劇湾岸戦争12︵ブッシュ大統領との会談︶
凹湾岸戦争13︵中東歴訪︶
墜対北朝鮮交渉1︵仲介者∀
繕対北朝鮮交渉2︵釜式国名︶
猶対北朝鮮交渉3︵韓国の戴応など︶
翔湾岸戦争14︵戦端︶
顯湾岸戦争15︵開戦と憲章褒明﹀
瓢湾岸戦争16︵危機対策本部の設置︶

2？5

303

221

249

第訓回

螢湾岸戦争17︵被災民移送︶
鷹湾岸戦争細︵九十億ドル追加支援︶
鰯日米講造協議︵九︸年四月訪米﹀
国湾岸戦争細︵掃海艇派遣︶
海部内閣畷︵一九九︸︶：・：：・．．．︒．．．．．．．．・・．．

◆質問項目
匿翼在の政局から︵二〇〇四年参院選︶
鐵﹁即位の礼﹂と式典外交
醸訪韓・盧泰愚大統領との会談
議東京都知事選︵鈴木聡磯村︶
匿小沢一郎幹事畏の辞任
墜ゴルバチョフ大統領訪日玉︵末次 郎氏の役割︶
朦︒ゴルバチョフ大統領紡ヨ2︵転瞬声瞬と北方四島︶

團ASEA興歴訪1︵マレ⁝シア︑シンガポ⁝ル︶

闘ASEAN歴訪2︵ブルネイ︶
墜ASEAN歴訪3︵ブイリピンV

腿首根の情報源

轟海部内蘭の最後1 d大な決意﹂発言︶
議海部内閣の最後2 ︵竹下派の動向︶
屋海部内閣の最後3 ︵続投せず︶

◇質問項関
猛内閣総辞職以後
囲自民党分裂への序曲1︵富沢内閣の成立︶
柱箞ﾘ申冤分裂への序曲2︵竹下派分裂︑家主派結成︶
匿環境問題への取り懇み一︵地球環境行動会議︶

第33圓 宮沢内閣〜五五年体制の讃壊︵一九九一〜九匹︶

（門

国薪進党2
幽新進党3
顧薪進党4
羅噺進党5
塑薪進党6
麟新進党7
隠凝進党8

◆質問項目
鳳新進覚−

︵基本政策に関する乱費畏会議︶
︵小沢一郎党首の保保路線︶

︵九五年党首選︑小沢鴨羽田︶
︵住専問題に対するピケ戦術∀
︵九六年総選挙での議席減︶

︵明日の内閣︶

︵九五年地方選・参院選での躍進︶

︵結成〜党首就任︶

第34駆 新進党︵︻九九匹〜九七︶

螢環境閣題への取り組み2︵公害対策の回顧︶
綴環境問題への取り維み3︵地球規模の環境弱題︶
剛五五年体制の崩壊1 ︵窟沢内腿不信任案可決︶
組五五年体罰の崩壊2 ︵新生党と新党さきがけ︶
劉五五年俸制の崩壊3 ︵細川内閣の成立﹀
顯五五年体欄の崩壊4 ︵自鼠党内の翻き︶
翻玉五年体制の崩壊5 ︵羽撃内閣の成立︶
獺自艮党離党と首班抵名選挙− ︵引き金︶
鑓自畏党離党と首班指名選挙2 ︵擁立︶
鰯自民党離党と首班摺名選挙3 ︵決断︶

■繍

385

413

顯寧曽根康弘の自畏党復党
璽安倍三太部の死と安倍派の帰趨
懸國連軍縮京都会議
謹雲仙・普賢岳の火砕流災害
糠ロンドン・サミット

圏葭本・EC首脳会談
第 3 2回 海部内閣職︵一九九一︶
◆質問項目

薩中蟹・モンゴル訪問
顕ソ連邦解体の始まり
薩政治故革の周辺1 ︵敬治改革法案の聞一議決定︶
賑政治改革の周辺2 ︵窟澤派︑YKKの戴き︶
藤政治改革の周辺3 ︵政治騒騒法案の廃案︶
国政治改革の周辺4 ︵損失補填︑負越急便事件︶

329
361

ヤ

覆新進党9︵九七隼党首選︑小沢鴨鹿野︶
顯栽進党10︵解党︶
劇現在の政局から﹇名古屋策長選扁
覆新進党H︵新違党の評価︶

第35園 現在まで︵一九九八〜二〇〇四︶：：：・：：：：
◆質問項國
●選挙匿・支持者・後援会
願無所属の会

■小渕内麟時代1︵小瀾恵三の思い出工︶
園小渕内腿時代2︵小溌恵三の思い出2︶
■小渕内踊時代3︵小灘内閣について︶
國霞由党への合流と自自連立1
匿自由党への合流と自自連立2

闘森内閣から小泉内閉網へ

醸自自公連立
縢保守党の結成
圏保守新党
翼自同民黒兄へのA口流

隣自渓党の変化
蘭過芸から未来へ一︵総理のりーダ⁝シップ︶
霞過去から未来へ2︵世界の中の萄本︶

ノ

瓢過乱云か・り未来へ3

あとがき・：：：：・：・：：・：・：：：：：：：：：楠精一郎螂
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海部俊樹（かいふとしき）略歴

年
年年年
＞

舜

刀口

日

禾

6 19 3 1

3月

名古山繭日南久屡小学校卒業

3超

1朗擢東海中学卒業

3月

中央大学専門部法科卒業

4月

衆議院議員河野金昇氏秘書

昭和29（1954）年

3月

暴稲田大学法学部卒業

日召禾n35（1960）年

11月

衆議院議員に初当選（以後15回連続峯選）

12月

自由民主党党青年局学生部長

臼召禾鐸40（ig60）年

11月

自由口囲側目旧年局長

紹牽ほ41（1966）年

8月

日課njl147（1972）年

12月

衆議院議員運営委員長

舞召和49（1974）年

12月

内下官樗副長官（三木内閣）

昭rp＃51（1976）年

9月

自由山主党国会対策委員長

1948

26 19 5 1

︶

和
昭

︵

刀ロ

日

訴

0 23

943

︶

愛知県名山口市に生まれる

α

1月

昭 和 18

12月
日豊不日54（1979）年

日召不055（1980）年

1胴
8∫ヨ

労働敬務次官（佐藤内閣）

文部大事（福園内閣）

麹由民主党広報委員長
自由畏主党文教持選度調査会長

日冠註056（1981）年

ll月

原由民主党國罠運動本部長

輩近日059（1984）年

11月

自由昆主党筆頭副幹事長

日晒和60（1985）草

12月

文部大臣（中雪根内閣）

平成元（1989）年

8月

平成

自宙門主党総裁（第14代）、内閣総理大臣（第76代）

2（1990）年

11月

第2次海部内閣（第77代）

平成3（1991）年

li月

内閣総理大臣辞任

平成6（1994）年

6月

膚霞民主党離党

12月目新進党初代党首
平成1i（1999）年

1月

自由党最高顧問

平成12（2000）年

4月

保守党最高顧問

平成14（2002）年
平成15（2003＞年

12月目保守紙党最高顧問
4月

保守薪党の釧網民主党への合流により、自由晟童党に復党
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第1回
誕生から早大編入までG931〜3952）

【2000年12月18臼14：00〜16：00】

於：TBRビル10F・海部俊樹事務断

［インタビュアー］

修糠

隆

佐道

明広

楠

精一郎

田中善一郎

（肩讐きはインタビュー一の鋳点）

（政策研究大学院大学教授）
（政策研究大学院大学助教授）
（東洋莫私女学院大学教授）
（東京工業大学教授）

［記録、編集3

丹羽

溝隆

海部 名乗りを上げるときには︑だいたいおれの方が先輩だという
ことで︑びっくりしたり︑そんなことはないでしょうと反論したり

す︒

伊藤 先生は昭麹六年のお生まれだということですが︑私は七年で

圏名古歴の写真館に生まれる︵一九三一年﹀

あったんですか︒

伊藤

長塀町というのは読んで掌の如く黒い長い塀があったり︑白壁町は
白い壁があったり︑主税町というのは○○虫税というのがおったり
した︒おじいさんがそういうことを詳しく知っておって︑話してく

いうところは城のすぐ近くで︑︑主税町とか︑建仁瞬とかがあった︒

いた︒鉄砲組といったかな︒だから僕らが育った名古盤の白壁町と

す る ん で す が ね︵笑い︶︒

踏建てです︒けれど裏から鷹ってみると︑二階半だな︑というとこ
ろがあったな︒それは三階が写場になっていたからです︒写真を写

って威張っていたのを覚えていますね︒なるほど正面から見ると瀬

﹁これは鉄筋コンクリ⁝トの三階建てだ︑酋洋館スタイルだ﹂と書

その写真館は︑もともと武家としての崖敷のあったところに

れたことを覚えております︒

雲底 愛知県でお生まれだということですが︑この﹃海部俊樹・全

海部 栄町の交差点から 町ぐらい離れたところにあって︑当時と
しては︑正直に欝いますよ︑インチキなんだけれど︑おじいさんは

人像﹄ ︵豊強行二著・行敏問題研究所︶を読んでみますと︑どこで
お盆まれになったのか書いていないんですね︒
海部 名古屋です︒愛知県で生まれたんです︒
俘藤 愛知県というのはわかったんですが︑名古屋とは書かれてい
ないものですから︒

海部

伊藤

海部
そうです︒

もともと名古墨宵の申ですか︒

正確に雷うとハ名古屋市中区七曲町というのかな︒

﹁中村写真館﹂

そ し て お父様が写真師だったという こ と で ︑

す揚所です︒昔の写真屋というのは大変な労働でして︑太陽光線の
都合がある︒三階︑要するに瓢階半の天井はガラス盤根なんです︒
濃室みたいなものです︒光の強いときは白いカーテンで遮る︒もっ
と強くなると黒いカーテンで遮る︒だから︑母親がよくそのカーテ
ンを作らされたり洗濯させられたりしておったのを︑僕らは子供の

横藤

ということですが︑なぜ門中村写真館﹂なんですか︒

揮藤

門在所﹂というでしょう︒方霞かな︒

雷いますよ︒方雷じゃないんじゃないですか︒

海部
﹁お墓所﹂と︑よく書いますな︒それは栄町というところの
真ん中にあったんです︒昔の⁝連の交友毒悪というか︑遊びの範囲

撰藤

の在所は写真材料商ですから︒

海部 そうです︑ハイカラです︒ですから門地村写真館一といって︑
門屡﹂じゃないんですね︒味噌たまり墨とかではない︒そして母親

当時としてはハイカラな建物ですね︒

頃に︑あれが上に掛かるものなんだな︑と思っていたことがありま
したね︒それを含めての三階建てということです︒

海部
﹁中村写真館隔という崖号でやっていたんですが︑なぜ海部
写真館でないのか︑僕もささやかな疑問をもって闘いたことがある
んですが︑その時の答えは︑親戚に中村さんという入がおって︑結
局それが資本家︑スポンサ⁝なんだな︒

それで︑僕の記穂が正しければ︑家は代々徳州の藩に仕えておっ
て︑明治維薪で武家が替わるときに何をやるかというので︑名古屋
コーチンを海部種︵かいふだね︶と称して醐発し始めている︒その
一派がいたのと︑もう⁝つ写真をやったほうがいいと言う人がおっ
た︒やっぱり写真の方を選んだんでしょうね︒

ユ 力む
とへ
︾う

武士というのは︑尾張藩の武士ですね︒

揆藤

俘藤

ある程度お金があって︑お達っちゃまでお育ちになったとい

海部 弓張藩です︒武家政治がなくなるときは︑侮々組頭をやって

一プ5一

／

う こ と で す ね ︵笑い︶︒

海部 だいぶ敗色濃厚になってからですね︒それでも終戦の一隼ぐ
らい前ですか︒昭和十九年の十一月か十二月か︑寒いときに空襲を

横藤

才であるとか︒

海部 ありません︒ほとんどない︒僕がいろいろ引っ掻き翻してみ
ても︑せいぜい小学校の頃のものが少しあるだけです︒僕が議員に
当選してから︑友達や仲間でいろいろ名乗り出てきたのが多くおっ
て︑そこでもらった写真が︑ごく 部ですが︑あるということです︒
伊藤 小挙校の頃はどんな子傑だったかと蜜分でお思いですか︒秀

じゃあ︑とっておられた古い写真なんかはなくなつちゃった

ましょう︒

受けたんじゃないかな︒それぐらいのことは調べなければね︒調べ

海部 そう豊かじゃなかったと思うんですがね︒
俘藤 べらぼうにお金持ちではないと思いますが︒
海部 とにかく︑おやじが写真屋ですから︑ずいぶん働いておった
ことは事実です︒何物よりも説得力があるのは︑お父さんを見てご
んですね︒

よく働いているではないか︑ということですね︒
﹇父親は﹈朝遅いものですから︑僕らが起きて騒ぐと︑

門静

ら ん ︑ と い う ことです︒

俘藤
海部

かにしておれ﹂と雷われた︒そんな思い出がありますね︒
田南久置留民学校時代︵一九一篇七〜四竃隼︶
撰藤 小学校はそこの土地ですね︒
海部 はい︒小学校は名古麗の南久屋小学校というところです︒い

ら︑通信簿を持っていくと︑ ﹁逓信簿が悪いじゃないか﹂といって

覚え方は︑小学校のときには国語の時間の蔚︑テストは書き

﹁あひる﹇乙﹈﹂がある︑ということですね︵笑い︶︒

授業ではいろいろ苦労しながら勉強しました︒母親が厳しかったか

海部

楠

匿語です︒濁語とか︑あの頃は作文といったかな︑綴り方と

一プ6一

佐道 ﹃海部俊樹・全人像隔には級長︑と書いてありますね︒
海部 級長とか︒あの頃は通知票じゃなくて通信簿といいましたね︒
通儒簿というのをもらうと︑みんな判が捺してあるわけですよ︒甲

ま栄町の都欝改造で計画道路ができましたが︑そこに門南久屋小学
校跡地﹂という石碑があります︒恥ずかしながら私が書いて︑建て
て︑除幕式をやったんです︒学校は燃えてなくなったんだけれど︑
いまでも同窓会なんかはきちんとやっておりまして︑いろいろなの

叱られたりしましたね︒

﹁乙隔が二つか三つあったんじゃないかな︒そして︑

が出て来ますよ︒

伊藤

乙丙丁ですね︒

伊藤 その頃のお友達で︑あとまでおつき合いになった方もいらっ
しゃるんですか︒
います︒

取りでしょう︒だから 夜漬けの試験勉強です︒ああいうときは︑
どうやって覚えたかしらと思うけれど︑不思議に忘れないのは︑

﹁學校隔の︑門學 という時は難しいんですね︒あれは﹁メメヨヨか

﹁か

んむり子︑木を交える隔︒それをつぶやきながらなぞっていくと

﹁學校隔になる︒あの頃は漢字も難しい方の漢字でしたから︑

らだ﹂といったら門骨が豊か﹂だと覚えて門艦漏だ︒そうやって覚

全 部 燃 えちゃったんです︒

海部

えて︑だいぶ苦労していい点数を取るように努力をしました︒

けて︑

それは値年ですか︒

お得意なのは︑どういう科目でしたか︒

闘中

⁝園の空襲のときに︑私のインチキの三階建ては焼夷弾の直撃を受

僕の揚合はいろいろ複雑なんですが︑最初に鐵た選挙区は︑
昔の制度で行くと疎開をしておったところです︒ 戦争で名古屋の第

そうですが！

選 挙 藪 じゃないんです︒

そ れ は 選挙匿だからですか︒

海伊海伊海
部藤部藤部

ね︒あれが人生最初の屈辱でしたな︒おかげで︑その後選挙に落選
しなくなってから鰐心深くなったと思うんだけれど︑最初は落選で︑

部の部長でした︒あとから出て来ますが︑この人は京都の知恩院の
大法霊を最後にやった人だから︑坊主としてはかなり偉い方だった

楠 校長先生がお坊さんなんですね︒
海部 椎尾弁鑓︵しいお・べんきょう︶さんという人が︑われわれ
の初代の校長で︑その後指導してくれた林霊法さんという人が弁論

学校です︒

その次に受けた東海中学校というのが宗教の学校で︑浄土宗の茎立

そうしたら︑ ﹁悔しかったら︑こんなところで泣いてもしようが
ないから帰ろう篇という︒あの時は母親が一緒に見に行ったんです

ポロポロ涙が出てくるわけ︒

ていたか隔というけれど︑ ﹁いや︑俺のは出てないんだ﹂といって︑

いったかな︑とにかくテーマを出されて︑この㎜枚にまとめうと言
われて︑むしろ僕はそちらの方がよかった︒壽ざげδぴ①詳①誌とい
うと︑やっぱり園語︑作文︒数学とか理科というものは︑なかなか
暗記で覚えにくいですからね︒
楠 では﹁乙隔が二つというのは︑理科とか算数だったんですか︒
伊藤 でも級長になるぐらいだから︑クラスでは成績が良かったん
あの頃はだいたい︑学習指導要領の到達度がそう高くない︒

失敗ですよ︒その時愛知一中という公立中学校は失敗したけれど︑

海部
それで昭稲十八年に小学校卒業ですね︒小学校といっても︑

でしょう︒あの頃はだいたい﹇級長になるのは︺成績ですよ︒
俘藤
国 観 学 校ですよ︒

当 時 は 園 民 学 校ですね︒
海部

伊藤 圏民学校を卒業なさって︑限擬中学ですね︒私も嘱潮国学に
だから六・三・三・四じゃないんですよ︒

は二年だけ行ったんですけれど︒
海部

んでしょうな︒けれども︑そんなことは当時は知る由もありません︒

海部

俘藤
そ れ は疎醐先ですか︒

それは東海中学校という学校でした︒

そして陶欄中学にお入りになるわけですね︒

海部

俘藤

そういうときには覚えているものですね︒

落ちた上に怒られてi︒

そ泣くもんじゃない﹂と怒られた︒

縢旧鯛東海中学に入学︵一九凶三年﹀

囲中
い や ︑ 名古屋です︒

そうしたらその晩父親に︑ 門なに︑おまえは今日めそめそ泣いて
おったろう﹂︒スパルタ教糞だな︑あれは︒ ﹁そんなことでめそめ

海部
こ れ は 私立ですか︒

﹁悔しかったら︑

二二

東海中学という学校を狙ったわけです︒

それを遍い抜いて見返せばいいんだ︒人生というのは蕎メートル競
走￠やないよ﹂というような話を︑おやじが盛んにしたわけです︒
だから︑よしわかった︑ということで︑落ち武者が集まる浄土宗の

海部 私立です︒というのは公立は︑正直霞うと︑落っこちた︒愛
知⁝中という公立があったんです︒そこをみんなで受けたんだけれ
ど︑いかなる加減か︑クラスから十一名受けて︑たしか九人合格し

紀章だって︑僕らのちょっと上かちょっと下なんだけれど︑みんな
一続を落っこちて東海に拾ってもらっているわけだ︒
伊藤 異才が集まるところなんですね︒だけどお入りになったのが

その頃︑一中を落ちると︑名宵屋のあたりではみんな東海に行っ
たんです︒名前を出すのは気の毒かもしれんが︑梅原猛とか︑黒川

ればよかったのに︑見に行ったものだから︑友達は喜んで﹁ああ出

昭和十八年ですから︑当時は一年ぐらいは授業をやったんですね︒

たと思う︒落っこちたのは二入だけだ︒その少数派の申に入ってい
たので︑悲しくて辛くて悔しくて一︒それは結果の判定だからし
ようがないけれど︑たいへん辛かったんです︒発表を見に行かなけ
ていた︑出ていた︑何番だ﹂という︒それで門俊ちゃん︑あんた出

一プアー

海部 いや︑そう授業らしいものはi︒本を買ったり︑ノ；トを
影藤

三菱癸心機には︑東海中学だけではなくて︑他の中学校とか

与えられたりはしたけれど︑どうかな︒ 門おまえらは近く工業から
動員が来る︒軍需工場に行って働くんだけれど︑それはお圏のため

女学校とか︑そういうところがら集まっているんでしょう︒
海都来ています︒
携藤 そこではどういう作業をするわけですか︒工員がやるような

だ﹂と言われた︒

ことはできないでしょう︒やっぱりやるんですか︒

一年

意気盛りですよね︒

あの時はたしか︑中学二年生から工場勲員なんですね︒

伊藤

横藤

当時としては︑自分ではけっこう大きくなったつもりでいる

だって能力がない︒しかも中学の一年生や二年生で︑まあ生

のときはいちおう授業があるんですが︑勤労奉佳があるんですね︒
海部 芋掘りです︒八事の畑に行って︑芋を作っていたんですよ︒
だから〜年生の時は行く工場もなかったんだな︒一年生はたしかそ

んでしょう︒

海部 口だけは一入前だけれど︑ロッキングといって︑発動機に針
金をくっつけて︑ネジが罠らないように穴を通して︑クルクルと曲
げて︑その針金を巻いて止める︑そういう作業をするんです︒けれ
ども︑なかなかそれが検査に合格しないわけだ︒それで監督官が來

海部

うなんだな︑結局は勤労奉仕をやった︒

圏小謡発動機への勤労動員
債藤 それで二年になって三菱発動機に動員されるんですね︒これ
通 っ たんです︒

は通うわけですか︒

海部

俘藤 どれくらいかかるんですか︒
海部 一時聞半ぐらいかかったんじゃないですか︒大巌根の端です

て︑やり方が緩いと︑ ﹁駄目だ隔といって︑せっかくやったのをボ
チンッと切って︑ ﹁やり直し﹂という︒そういうことをやった︒そ
ういうロッキングという小技の難しいことができないのは︑あれは
懲罰の意味もあったんだろうね︑侮がロッキングか︑何がなんだか
わからない︑タガネを持ってきて︑それを叩いて︑ニミリぐらいの

厚さで切っていくんですね︒ところが素手でそこを㎎くわけでしょ

から︒

俘藤

結構大変ですね︒朝ちゃんと時間に出るんでしょう︒

海部 朝暮く起きて一︒

う︒手澱が狂うとこの辺門手嗣をしょっちゅう叩くわけ︒ ﹁脇見を
したり注意が散漫だとそうなる漏といって気合いをかけられる︒

伊藤

工場の人と︑学校からついてきている教飾です︒．

監督をしているのは工場の人ですか︒

いているものだから︑はかがいかない︒そんなことをやりながら︑

夜 遅 くまで︑ですね︒

伊藤

手が痛いから︑あまり振り上げないわけですよ︒ゴルフと一緒だ
ね︒あんまり振り上げたら当たらない︒近いところでこうやって即

も︑

海部

﹁精神一到すればできるはずだ︑やってみろ隔なんて言われる︒

海部 はい︒それで︑勉強はほとんどなしだ︒工場で休憩時間に先
生が集めてやる授業があるんですが︑先生もその頃になると︑とぼ
けちゃって﹁今ヨはいいや︑休みにしとこう一と言っていたけれど
義をやる﹂といっていろいろ教えてくれた︒あの頃の勉強というの
は︑軍需工場︑三菱発動機に行きながら︑何曜日の何時から何時ま
では○○先生の○○といって授業があるわけですから︑授業量は普

伊藤上級生なんかも一緒ですか︒

﹁鴬らは⁝所懸命働かなければならんから︑いちおう形だけ講

通の三分の一か渕分の一になっていましたな︒やっぱり全部集めら

海部

いや︑上級生はほかの工場に行きましたね︒

それでも毎日工場に通ったんですよ︒

れて︑そこで授業があった︒身には入っていませんな︒
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撰藤

そうですが︒そこに上級生がいたらまた大変だ︒

海部 上級生がいたら︑上級生にいじめられるとか︑しごかれると
ほかの女学校の生徒なんかとは交流はありませんでしたか︒

海部

りはしないでしよう︒

焼夷弾が落ちてくるときはそのように見えたけれど︒僕らの時は昼
問の攻撃が多かった︒音だけは非鴬に不気味に覚えていますね︒
研藤 でも焼夷弾だったら︑工場ががっちりできていれば︑燃えた

伊藤
あの頃はそんな精神の余裕は︵笑い︶︑なかったな︒

い う こ と に なるんだろうけれど︒

海部
そうですが︒それは残念なことをした︒

閉中 いろいろな中学から来ているということになると︑授業はそ

したけれどね︒

ドーン︑ドーンと落ちてきて︑穴が結いて︑やっぱり燃えま

伊藤

すよ︒そして工場よりも︑ある時事んでおる白壁町の家の方に落ち
て︑これが燃えちゃった︒あの頃はそれを﹁焼け出され﹂と言いま

れぞれ別々にやっていたんですか︒

伊藤

わけです︒それは︑後日ご縁があって選挙匿になるところです︒

そうしたら帰るところがなくったわけですね︒

海部

別です︒それぞれ別です︒

臓中 そういう﹇授業をする﹈部崖は︑特別に工場の中に作ってく

海部なくなつちゃった︒それで︑いろいろ当時のつてをつたって︑
愛知県中島郡平物村という︑名前こそ平勅ですが︑そこに疎開した

れたんですか︒

海部 あれはなんというんでしょう︑工揚の中でも︑黒板なんかを
置いて︑工員に作業工程を教えるとか︑そういう部屋があったじゃ
ないですか︒そういうところを使ったんだと思いますね︒

て機械が駄目になっています︒三菱発鍮機は大きいんです︒電箪の
駅で二つぐらいありますからね︒だから嗣じ三菱でも別棟の工場に

露中 工場にはそこから通われたわけですか︒
海部 皿時期はそこから通いました︒工場といっても︑焼夷弾が落
ちてしまうと︑天井には穴がブツブツ甕いて︑下は消火で水をかけ

■空襲下での生活

行って︑違う仕事をやったということですね︒

い求剣道部とおっしゃいましたけれど︑剣道をやってらっしや
ったんですか︒

楠

ったことを覚えております︒

つの苦労で︑なんとか軽い下駄はないかな︑と思ったけれど︑なか

駄だものだから︑遠いところまで電車に乗って通うのがこれまた︻

それからあの頃は︑まともな鞍がない頃ですからね︒われわれは
剣道部の時は格好よく朴歯の下駄を履いていたんですね︒歩くとカ
ラカラカラッと音がする︒それの鼻緒の太いのを作らせた︒その下

係で急に早められたりしますから︑通うのは大変でした︒

海部 通うのは大変でしたよ︑それは︒名鉄電車といっても輸送量
が限定されおりますし︑たくさん行きますし︑朝の時間も作業の関

そうしたら︑通うのは大変だったということはありませんか︒

俘藤 工場もだんだん爆撃されることになりますね︒やっぱり︑そ
駄羅になった︒一封爆撃されたんです︒

伊藤

海部

爆撃されたときは︑いらっしゃらなかったわけですか︒

こ の 工 事 も 駄賢になるんですか︒

俘藤

海部 そのとき︑おったんです︒あの頃は昼の爆撃というのがあっ
た︒爆撃というより焼夷弾攻撃ですね︒爆弾を落としてどんどんや
るよりも︑焼夷弾が落ちてくる︒だから焼夷弾の音が︑同世代で思
い出してもらうなら︑シュルシュルシユルシュルと間こえてくる︒
﹁ああ落ちてくるぞ﹂なんて言って︑ 門防空壕に﹈入って行けばい
い︒防空壕の入り臼にわれわれは座っているわけ︒ああ音がした︑
もういかんよ︑といって︑スッと中に潜り込む︒それぐらいの余裕
はあったんです︒

それが夜になると花火のようにバ！ッとなる︒線香花火でしたね︒
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俘藤

海部

はじめ︑というのは中学に入ったときですか︒

は い ︑ はじめは剣道部です︒

海部忠卵に入ったとき︒三生の時はちゃんと部があって︑劇道
か柔道か︑あるいは銃剣遂か︑どれかとりなさいといわれて︑それ
道 具 は あったんですか︒

で剣道です︒

掛藤

海部 学校がずっと持っていました︒あの饒えた匂いはご存知でし
ょう︒大人の汗が染みついでいる饒えた匂い︒だけどあれが格野い
年生の時はありました︒

いから身につけてやろうということで︑つけてやったりしましたね︒
そんなのはごくわずかな時間だけれど︑
動 員 に なったら︑もうなしですか︒

潤中

これも三菱の工場ですか︒

海部 三菱です︒みんな三菱系統です︒その三菱系統の工場が︑嶺
時は名鉄の津島線といいましたな︑私どもの疎開先の平底村から名

俘藤

海部

姪藤

発動機の工場です︒

これも発動機の工場なんですか︒

いまもあります︒

いまもある電車ですか︒

古屋に出ていく電車です︒

海部

賑少年航空兵を自指す

伊藤 それで少年航窒兵というのは飼年から行かれたんですか︒
海部 正直に需うと︑少年航空兵というのは︑どうせ下﹇地上扁で
こんなこと﹇タガネを叩くこと﹈をやっていたって一︒
伊藤 僕も同じことを考えていました︒
海部 手を叩いて血を流してやっていて︑上から変な音がするとサ

⁝ッと防空壕の中に入ると︑ドドドドーンと﹇焼夷弾が﹈落ちてく

る︒ 一回︑近所に落ちたときは︑やられたやつもおって︑歩いて帰
ったこともあったんです︒こんなことなら︑できた飛行機に乗って

いってやった方が格亡いいじゃないか︒要するに格姫いいというこ

との方が︑素直な感じだったと思うな︒

これは何年生から行くんですか︒
二年生︒

中二を終わったところで行くんですか︒
そう︒当時はしかし︑四月から入隊ではなかったんです︒た

二年生の﹇十月﹈︑ですか︒勤労動員がずいぶん続いたのか

しか速成が必要だから︑ 僕らは十月入隊組だったんですよ︒
伊藤

その時はみんなが受けましたね︒理由は︑僕のように︑そう

と思ったら︑ それほどではなかったんですね︒

翫

いう日常姓の中から脱却して︑格蜂いいことをやろうということで
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伊藤

海部 なしです︒工場に行くようになったら︑剣道部もくそもない︒
楠 じゃあその後︑剣道はなさっていないんですか︒
海部 やっていません︒ちょっと脱線していいですか︒いま警察署
の道場で︑子供を集めて飼道をやっていますね︒それで麹町警察に
うちの孫が︑いきなり孫の話で悪いけれど︑行っておって︑おとと

﹁前進︑

いの日曜日に昇級昇段試験があった︒まだ小学校の一年生ですよ︒
けれども偉そうに剣道をやっているのを見ていましたら︑ああ俺も

それで何工場に移られたんですか︒

部藤部藤

昔 は あ れ を や ったんだな︑と思った︒素振 り 二 十 圃 と か ︑

庄面︑小手打ち一なんていうと︑二進していって︑ 門メーン﹂とや
るわけだ︒それを警察の人がちゃんと教えている︒ああいうことを
東京都内の警察全部でやってらっしゃるんだそうだけれど︑残念な
が触麹町署では︑ 年生から六年生まで全部で二十五︑六人かな︒
あれがもっと大きくなると︑人問の精神的な拠り所がしっかりして

くると思って︑みんなが行くようにするといいと思うんだが︑この
頃はそれを強制的に募集もできないし︑というような悩みをちらっ
と言っていましたが︑教える方は熱心に教えている︒ちょっと脱線
掌中

ニツ杁︵ふたついり︶の工場です︒

しました︒

海部

海俘海｛守

はなしにi︒そうかもしれないけれど︑親がこうであったからと

ば放り込まれただろうけれど︑もう戦争は終わっちゃったんだから︒
︒

佐道

十九年十月だったら

か ︑ い ろ い ろ あるんです︒

海部 その頃は︑一日入隊といって大津の少年飛行兵学校に集めら
れるんです︒そうすると︑練習しているところを見せるわけだ︒
﹁海部練習生第三号機登場︑科目離着陸︑報告終わります﹂という

いろいろあるんですね︒

膿申 どういうことがあるんですか︒
僻藤 やっぱり格窺いいというか︑一兵卒でやられたら大変だ︑と
と︑

俘藤

い う こ と も あるでしょうし︒

伊藤 それでは終戦の時には︑工揚にいらっしゃったわけですか︒
海部 そうです︒工場で聞いたんです︒意味不明ですわ︒雑音だけ
わかって︑断片的になんとかかんとか聞こえたけれど︑何を詣され

門よ〜し︑元気があってよろしい﹂なんて︑そういう練習をさ

海部 どうせこんなところにおっても︑いつまでたっても逃げ回っ

せながら︑志を引っ張っていくように︑軍も相識やっていたな︒だ
から僕らはその方が面白いわけだ︒工場に行って︑こんなこと﹇タ
ガネを畷く格好﹈をやって︑工揚の職工さんに怒られているぐらい
なら︑そっちの方がいい︒見学に行ったら︑みんなタッタソと走っ
ているし︑線が入った帽子をかぶっている︒よし︑それではその飛

てやられるだけなら︑ つ出てやった方が格好いいごやないかと︒
田申 それはもうほとんど死ぬことですか︒
海部 まあ︑死ぬことでしょうね︒
俘藤 だいたいみんな死ぬと思っていたんですから︒
海部 現実の恐怖感がなかったかと言われると︑そこまで具体的に
自分を罎いて︑深鋼に悩み考えたということはなかったけれど︑母
親は﹁行っちゃいかん﹂と書いましたね︒ 門そんなところに志願し
なくても︑いままで逓りちゃんと通っていればそのうちに︑そのう
ちに盤の中変わるよ隔と言うけれど︑こっちは門行くんだ︒その方
がお母さんたちもいいよ︒僕が上でちゃんと守ってあげるから﹂と
かなんとか︑いろいろ格妊いいことを言ったんだろうな︒とうとう

戦争済んだの？ さっきの話はそれだったの？﹂とみんなに聞いた
って︑みんなあんまりわかっていないわけだ︒ただでさえよくない

すか︒

海部

われた︒

﹁誠にあれだけれど︑

その時は︑その躍の帰りに︑ ﹁厚臼からは学校へ来い扁と言

スピーカ⁝がかーガi言っている︒
伊藤 それで終戦になったら︑工場通いは途端にバタッと終わりで

今錘でもって︑あれは終わる﹂というようなことを言う︒ ﹁あれ︑

ならないから︑ ﹁気をつけ縞なんていわれて︑

くもこ詔勅は﹂とか言う︒そうするとみんな気をつけをしなければ

来ておる配属将校︒あれが全部あとで︑ 門ただいまの陛下の畏れ多

ておったのか︑意味は不窮︒ところがわかっておったのは︑軍から
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行機に俺が乗ろう︑というようなことになるわけだ︒

納得させて︑受けて合格しちゃつたんですから︒
佐道 飛行機乗りになるんだ︑というイメ⁝ジですか︒
海部 はい︒陸軍少年飛行兵という挙校があったでしょう︒そして
それは︑あの頃特甥幹部候補生とか︑特別なんとかというのがつい
ていた︒入隊は僕の場合は九月託ったと思うんですよ︒そして正規
の三年間の少年飛行兵学校の本科をやって︑それから操縦学校へ行
って︑ということもちょっとスキップできてね︒そして︑いろいろ
﹁少年航空兵募集隔というポスターがありましたね︒

いわゆる格妊いいことをさかんに宣伝もしていた︒
伊藤

礒中 一年ぐらいで乗れたんですか︒
海部 いや︑行く前に終戦ですもの︒だから半分ホッとしたような︑
半分がっかりしたような︒ですから終戦の時までずっと続いておれ
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揮藤 それは中学三年生ですね︒
海部 三年生が始まって︑日本が駄目になって︑学校へ託れといわ

くないから︑みんなでさぼる︒さぼって︑轟時は屋上に上がってい
って︑いろいろ話をするようなずっこけた子供時代があった︒

れて戻って︑勉強はほとんどしていないんですもの︒
俘藤 細制中学が軍記に切り換わるときは︑先生はどうだったんで

学校は被災していなかったわけですか︒

海部 学校は残っていたんです︒鉄筋の学校ですから︑残っていた
んですよ︒そして学校は当時︑農揚で作った芋とか麦を持ってきて
は︑野積みして積んであるわけです︒そういうようなことで︑学校

すか︒たしか三年か四年ぐらいの時に切り換わるんじゃないですか︒

伊藤

へもちょいちょい動員させられて行ったことはありますね︒蚊穫を
したり︑運んだり︑掃除をしたり︒ですから学校へ来いといわれて
海部

労り換わるけれど︑僕は旧制の五年生で卒業したいといって︑

も︑別にどうということはなかったけれど︑ホッとしたことも事実
ですね︒やれやれ︑これで終わった︑もう工場へは行かなくてもい

早道を志願したんです︒それは大学生になれるから︒
高校に行かなくていい︒

の募集をしていたんですか︒

鯛中学の卒業生になれたんです︒
伊藤 そうですが︒そうすると大学に入るときは︑大学はまだ暇舗

海部 はい︒遊唄中学でも︑僕は卒業するから︑萩制高校へは行か
ない︒その選択の自由があったんです︒僕の一期後輩の入までは陰

鐙中

いんだな︑と思った︒

そして生きるの髭ぬの︑と書っておった航空兵にもならないこと
になった︒だって︑一年先輩では死んだ人はいなかったかもしれん
が︑二年先輩では︑持って行かれると︑突っ込んでおるわけですか
らね︒だから剣道部の先輩でも︑二年上の木元さんとか研藤さんと
かという人たちが︑みんなそれに行ってきたという話をいろいろ闘
くわけです︒

海部 三郷の募集です︒細読で卒業をして︑弱肩の中央大学専絹部
法科には受験資格があるというので︑受けて︑行ったんです︒賑鰯

じゃあ︑一応﹇欄制中学の︺週年︑五年ぐらいは少しは勉強

中学五年生から︒

撰藤

したんですね︒

いや︑正直に言うと︑あまりしていなかった︒

俘藤 あれは八録十五ヨですから︑学校で言えば上体みの真っ最中
ですね︒九月から︑ということですか︒
海部 夏体みという概念はその頃なかった︒毎日︑工場へ行ってお
ったわけですから︑もう工場へ行かなくてもいい︑学校へ来いとい
うことで︑学校へ行った︒そのとき校長がいろいろ談辞をしたんだ

海部

でも一応大学予科に入るわけですから︒

︒

僅藤

勉強は︑あまりできる環境でもないし︑雰囲気でもないし︒

な︒そして授業というものは︑その頃あまり行なわれなくて
伊藤

海部

でもこれ﹇﹃海部俊樹・全人像﹄﹈を見ると︑ ﹁スポーツに

戦争が終わってからですか︒

海部ええ︒

俣藤

汗を流す﹂なんて書いてありますね︒

じゃあ何をしていたんですか︒

その畷はもう弁論部で活躍をされていたわけですね︒

伊藤

佐道

弁論部を作りましてね︒

芋 掘 り で すか︒

楠

海部

囹弁論を始めたきっかけ

海部 いや芋掘りに行ったり︑麦を片づけたり︑いろいろしておっ
たけれど︑ようやく発に戻ってきたのは︑夏が終わって涼しくなっ
てからですね︑僕の記憶に間違いなければ︒それとあの頃は︑精神
的混乱の真ん申におったものだから︑こちらが真面醒に学校に行か
なかったのかもしれません︒そして︑その頃は授業といっても薦白
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僻藤

そ れ は いつ頃ですか︒

海部 それはいきなり部長になったんだから︑最高学年でしょうね︒
五年生になっておったでしょうね︒あるいは四年生の終わり頃かも

当時は包み弾ではなくて丸弾ですから︑殺傷力はないわけですね︒
況んや相手は馬ですから︑全部跳ね返されちゃうわけで︑痛くも痒

先生は中学でも級長とかをやっていらしたんですか︒

のだから︑隠すわけにはいかん︒そうしたら︑ ﹇誰か弁論大会に行

くもないでしょう︒それを持ってきて撃っていた悪いやつもおった
ので︑それだけは隠せと書つたんだけれど︑ 門校長先生が﹈おるも

俘藤
霞申

級長ではなかったけれど︒

しれませんな︒

海部 そのきっかけは︑屋上に集まって︑授業をさぼって煙草を吸
っておったことにある︒それが見つかった︒だいたずる仲問がい牽
海部

それは何がきっかけですか︒

入ぐらいおったんじゃないですか︒そこへ校長が上がって来たんだ

俘藤番長じやない？

ってくれるやつはおらんか塙という︒京都であるという︒

な︒校長は偉かったと思いますよ︒

留中

が宗教家だったんだな︑ 門帰りにちょっと校長室に来いよ﹂と弄わ
れた︒怒られるのかな︑と思ったらそうじやない︒行ったら︑たし
かに最初は﹃ジャン・クリストフ隔を引っ張り出して︑ ﹁これをい
っぺん畷なときに読みなさい︒どこを読んでもいい︑これを読むと

乗り出るからこそ︑ ﹁おまえらに代わってやったじゃないか︑偉そ
うなことを奪うな扁と幅が利く︒そうしたら︑そこからがあの先生

ああ︑番長ですか︒

佐道

海部 それは悪い響きのほうが多いけれど︑そうですよ︒佳方がな
いな︑それは︒それで︑そういうときは名乗り出なきゃならん︒名

校長先生みずから上がってきたんですか︒

海部 みずから︒だから脱線しますが︑僕が文部大臣の頃に︑ ﹁校
長が校長室に朝から晩まで座っているから駄目なんだ︒暇なときは
学校の中をぐるぐる歩いて来い︒それからずっこけ生徒が煙草を吸
っているところがあったら︑そこをちゃんとチェックしてこい︒そ

そ れ は そうですね︒

なかなか感じるところがあるはずだ︒このことに関係なくてもいい

れが学校がきれいに変身するもとだ﹂という話をしたのは︑その時

佐道

あっという問にみんな煙草の火は消すしね︒

やっぱり大変なことになったと思いましたね︒

の原体験があるからです︒そのとき校畏が上がってきたときには︑

海部

とがあったら︑弁論大会というのはそういうものを詣すところなん

から︑君らがいまこれをしなきやならん︑こうするんだ︑というこ

佐道 煙は消えないですけれどね︒
海部 煙は消えないけれど︑知らん顔をしていた︒上がって来た校

だ﹂という︒

﹁君らは暇そうだな︑みんな﹂

長 は わ か っ て いるんだろうけれど︑

できなかったんです︒恋をすればふられちゃうしね︒残り火を掻き
立ててなんとかかんとか︑という非常に寂しい話の本だけれど︑と

マークが滅びたとき︑

﹁デンマ；クは本当に滅びたのか︒たしかに

そうしたらしばらくたって︑ ﹁あの本が少し難しすぎたら︑これ
もあるよ﹂といって︑今度はデンマークの話を出してくれた︒デン

にかくそれを読んだんです︒

それでその本を借りていっていろいろ読んだんですが︑世の中に
こんなかわいそうな人がおるのかな︑と思うような受け止め方しか

とかいって︑ ﹁そんなに暇だったら︑やってくれないか︒弁論大会
があるから誰か出ろ﹂という︒
撰藤 そこから始まるんですか︒
海部 そこから始まるんです︒屋滋へ行ってずっこけて煙草を吸っ
ておるものだから︒悪いことにその時︑空気銃を持ってくるやつも
おるんですから︒なぜ空気銃を持っていったかというと︑学校の裏

門の前の道に︑当時はまだ馬車というものがあった︒荷馬車を馬が
引いて通る︒その馬の尻を狙って︑バーンと空気銃を撃つわけだ︒
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戦争をやってプロシアには負けた︒だから見るものみな灰になった
㍉けれど︑デンマーク人の心は滅びていないんだ︒人聞の心さえ残つ
ておれば︑この国は必ず蘇る﹂ということを︑グルンドウイッヒと
いったかな︑牧師が馬に乗って辻説教をやった︒いまの街頭演説の
走りみたいなものだな︒そしてデンマ⁝クを蘇らせるわけです︒そ
んなこともいろいろ勉強したんです︒結局︑そういうときに弊常に
新鮮な気持ちで勉強したことが︑後になってからも役に立っておる
んです︒

これまたちょっと脱線になって申し訳ありませんが︑EU・ジヤ
パン．フェスティバルという仕組みがありまして︑私は翼金側の名
誉委員長なんです︒毎年どこかでフェスティバルをやるんです︒E

Uは︑EU参加国の中から一国だけ選んで︑当番にするんですね︒
そうすると︑そこにいろいろな出し物を持っていって︑みんなに晃
せるわけです︒冒本からも何か持っていかなければならん︑という

マ〜ク出身の欧州議会の議員です︒そんなことがあって︑やっぱり
いろいろなことを若き臼にやっておくといいことなんだな︑という
ことになるわけです︒

田弁論大会で優勝

その弁論大会は︑どこの弁論大会なんですか︒

それだけでは私は不満足だ︑充分じゃない︒その静か

はじめは愛知県です︒

ました︒ちょっと時代がかっているな︒優勝︑﹇等︑二等だから︑

きたんですね︒はじめは︑愛知県の県下中学生優勝雄弁大会といい

ことになって︑萩聞社なんかが産気を出して後援する︒新闘社が後
援すると全国になるわけです︒全国に支局があるから︑そうなって

伊藤 あれは選抜していくわけでしょう︒
海部 選抜していくわけです︒そのうちに愛知県だけでは︑という

海部

なんですか︒それとも中部圏ということですか︒

俘藤名古屋でやったというのは︑愛知県の﹇大会︺︑ということ

いうようなことを言ったんですね︒

ようなことが文化だ︒ 鐸本が昌指すのは文化三家であるべきだ﹂と

な環境の中に︑ 心の豊かさというものをそれぞれみんなが見つける

ということ︑

穐というのは︑ ただ弾が飛んでこないということ︑斬り合いがない

侮か︒

迷惑をかけた︒ 再びそれをやったら嫌われるだろう︒やるべき道は
平和国家か隔︒あのころ生意気なことを司ったもので︑ ﹁平

要するに﹁霞本は︑軍事國家はいけなかった︒近所の人にも

いや︑難しそうじやなくて︑その蜀時一般的な⁝ーー︒

難しそうなお話ですね︒

その時は何を演題になさったんですか︒
門文化圏家建設とわれらの使命﹂︒

最初は名古屋です︒

海伊佐海餌海角
葛藤道部藤部藤

優勝なんですな︒
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ので︑毎年毎隼警わりますが︑それぞれの翻に行くわけです︒
たまたまデンマ⁝クでそれをやったときに︑私がスピ⁝チで︑

門デンマークという圏は︑もっと胸を張っていいんだ︒われわれが
中学生のヨに︑デンマークのグルンドウイッヒという牧師さんが︑
いかに逞しい精神力でこの国を支えたか︑という話を読んだ︒戦争
に負けたって︑そんなことは関係ないんだ︒人聞の心さえしっかり
していたらいいんだ︒そういうことを中学生の欝に教わって︑農分
は全国の中学校弁論大会でデンマークの話をしたんだ﹂と言ったん
です︒

﹁いい話を聞かせてくれ

老うしたら︑会揚の聴衆が喜んだな︒終わってからみんなが来て
﹁やあ︑やあ﹂という︒当時EUの議会に議員として出ていたのが
[ダーといったかな︑その議員が来て︑

て︑俺は我が意を得て嬉しかった輪といって胸を張るんだな︒デン

語る入がいなくなったんだ︒日本のあなたにあれだけ書ってもらっ

た︑グルンドウイッヒの話は︑われわれにも非常に影響力のある語
だけれど一そこから先が寂しいんだな一⁝︑このごろそのことを

ハ

佐道 それまでに︑入前で話をするという機会はありましたか︒
海部 あまりありません︒そんなチャンスはないじゃない︒入前に

んです︒

佐道 初めて謝られた大会ですか︒
海部 初めて出た会で︑その林先生の指導が良かったから優勝した

海部

伊藤
はい︒

それで優勝されたんですか︒

溝部

佐道

海部

黒川さんというのはどんな弁論をされるんですか︒

みんな︑向こうの方がひねているじゃないか︑と言って笑うけれど︑

楠

入の悪心になるから書いませんけれどi︒

それは頭も向こうの方が上だけれど︑僕の方が単純にいうと先輩だ

海部

それでわかりました︵笑い︶︒

それは大学が主催しているんですか︒

籔弁論の心得と練習法

部を洗ってみたら︑ラグビ⁝部の選手にもスタ⁝ティングメンバ⁝
にも入っていないんだな︵笑い︶︒これは取り消しておきましょう︒

ラグビー部だったということが有名になっているけれど︑ラグビー

てくるんだ︒カップを持っている写真にも出てくる︒けれど森喜朗
が写っている写真ってないんだよ︒調べてみると︑雄弁会には入っ
ておったけれど︑大会に幽たという実績︑経験がないんだ︒むしろ

海部 冷性豊かな弁論をしましたよ︒脱線するようだが︑今でもそ
うでしょう︒森喜朗というと︑早稲国大挙雄弁会だと必ず言われる
でしょう︒小渕恵三︑藤波孝生までは︑俺の写真を探していると繊

ったんです︒

黒弼紀章︑あれは二︑三年後輩のはずだな︒後輩だというと︑

弁論部には黒川紀章さんがいたんですね︒

相当な歳ですよ︒

立って︑私は爵来政治家になりたいと思います︑なんて雷ったら︑

伊藤

あれは馬鹿じゃないか︑ちょっと診察を受けてこいと書われるよう
な雰囲気でしょう︒それはないですよ︒だからあの時校長がそうい
うチャンスを与えてくれたことが︑私の人生を大きく左右したんで
そ れ は すごいですね︒

しょうね︒

伊藤

門海部先生とは特別な関係がおありのはずです

俵道．初めて出て優勝というのは︑本蜀に才能ですね︒
海部だから話は飛ぶが︑その入が京都の知恩院の大法主をやって
いるときも︑後輩の東海中学の学生たちはみんなそこに行くわけで
す︒泊まり込みで錬成︑精神教育を受けに行く︒国会議員に当選し
てからも︑私はその会場にちょっと顔を出したことがあります︒林
霊法さんが去年お隠れになったときに︑地元の新闘がいろいろなこ
とを覚えていて︑

伊藤

そうです︒その時立命館のことも勉強してなるほどと患った

﹁ああ︑大ありだ︑そういうことが

あったよ漏と言った︒昔その薪闘がそういうことを書いたことがあ
った︒そうしたら︑発首相が皆別式に参加すると書かれちゃつたも
のだから︑みんなから問い合わせがあった︒これは言った以上そこ
に行かなきゃいかん︒あれは何か忙しいさなかだったな︑欠席届を

海都

が幅と言ってきたものだから︑

出して︑こういうわけで行き塞すといって︑議会の手続きをした︒

が︑薪読響先生が︑私学が最初にできる曖に︑早稲顕や慶慮と溝じ
ように立命館をつくったんですね︒それで門将来この国を支えるた

それは宮萸養成所だ︒けれども︑この国はそういう頭だけいい官吏

があったんです︒

伊藤 その申学の時にも全国大会にお出になったんですか︒
海部 はい︒京都の立命館大挙主催の金国中学校弁論大会というの

それで行ったけれど︑行ってよかったと思います︒私の方向を決め
てくれた師でしたからね︒それがずいぶん長生きして︑玄年死んだ

めに︑国家的に必要な数だとか種類は国立大学がやればよろしい︑
じゃあ相当な歳ですね︒

んです︒

伊藤
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だけでできるものではない︒それぞれ建学の精神とか︑建学の理想
がいるものである︒したがってわが校は隔といって︑それぞれ建学
の理想があったわけです︒その新島嚢さんがつくった学校が初めて︑
全国の申学校の弁論大会をやってくれたんです︒それまでは︑全麹
の中学校の大会というのはなかったはずですよ︒もしあったとして
も︑当時は申学校の生徒が府県を超えてしゃべりに行くということ
は︑あまり好ましいことではない︑とされた︒検閲が下りなかった
んでしょうな︒

絹中 戦後的な現象ですね︒この時にも﹁文化国家の建設とわれら
が使命﹂ということでお謡になったわけですか︒
海部 はい︒その頃はもうそれ一筋ですからね︒思い込んだら命が
け︑だから︒だって︑場所が変わったからまた軍国国家に戻れとか︑
もういっぺんやろうとか︑なぜ負けたか反省しようということには
ならんから︒文化国家建設といって︑目盛は文化国家になるんだ︑

その前の平趣国家というのは平魂だけではいけない︑弾が飛んでこ
ないだけではいけない︑心が豊かでなければいかんと㎝覆った︒それ
は㎎ジャン・クリストフ隔の謡だとか︑グルンドウイッヒの︑人問
というのは心の中で自分自身で生きるんだとか︑宗教の学校だから︑
そういう語は事欠かないわけです︒

慮浄正常心なんていうことも林校長が教えてくれた︒思った通り
スッと話すことが一番いいことなんだ︒ああだろう︑こうだろうと
いろいろなことをみんな思うから︑話が間違ってくるんだ︒格偉い
いことを言うな︑ということになる︒それよりも思った通り︑サッ
と言う︒思った通りサッと言って︑それが間違っていない︑恥ずか
しくないんだというところに到達するがためには︑悔しかったら勉
強しなさいよ︑とオチはそこにくるわけだね︒だから本を読んで勉
強したり︑自分で書いたりする︒本に書いてあった通りに演説をや
るのは問違いだ︒最低だ︒自分で自分のものにして︑何回も書き甕
して︑自分の書葉にする︒自分のものにしてから話さなければ説得
力が出てこない︑迫力が出てこない︑というのが︑林霊法さんの教

えだったな︒

轡藤優勝すると優勝杯をくれるんですか︒

海部 優勝杯をくれるんですが一︒
撰藤 これがそうなんですか﹇﹃全人像﹄の口絵を示す﹈︒
海部 それは早稲湿の時にもらった大学の優勝杯ですから︑それは

別ですね︒中学校の時は盾が多かったですね︒物がない頃だから︒

伊藤 それは個人にくれるんですか︒
海部 繍入にくれました︒だから学校へ持っていきました︒持って

ガガッと並べるということは︑いくつかそういう大会に出ら

いくと校長は︑校長室にガガッと並べるから︒

鐙φ

れたということですか︒

海部 だいぶ出ましたね︒ほかに出る人がいなくなつちゃつたもの
だから︒けれども︑僕のあとでも優勝するやつが出て来ました︒類
は友を呼ぶというのかな︑みんな頑張った︒だからその頃︑僕に刺

激されて弁論部に入って︑いま米屋のおやじになって名古屋で成功
しているやつがいるんですね︒米常の安田町といって︑これなんか
が続いて優勝した︒

黒川紀童なんかも大会には出たでしょうけれど︑弁論大会で優勝
したということは一︑あるのかもしれん︒われわれのあとでね︒

それよりも何よりも︑そちらの方ではなく︑設計屋の方で有名にな
った︒梅原先輩も︑弁論部を作ったんだとおっしゃるけれども︑あ

の頃はなかったはずなんだな︵一同笑い︶︒

けれどそういう話というのは︑神話・抵説と一緒で︑生まれてぐ
るとみんなに支持されるんだ︒だから僕らもそれには全く反対しな
い︒今日的でもあるんですよ︒例えば竹下登さんが早事田大学雄弁
会の第一号だという︒竹下さんの頃に畢稲陰大学雄弁会というのは
まだなかったんだよ︒戦争中で︑雄弁会は生意気言うから︒ところ

が︑どうしたんだといろいろ闘いてみたら︑ 門もしあつたとしたら︑

当然わては入っているわな隔という︒そうするとみんなが︑あの頃

若くして当選した人が早稲霞の雄弁会の先輩におるんだと雷えば︑
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金の郵ですからね︒そういうことにしちゃって︑いまやマスコミの
方でも定着しちゃつたんですよ︒だから森内閣ができたときに︑皐

入ったときから︑細々とやったんです︒

海部 中学の時は︑そんなことを櫓繁してくれる先輩はいないから︑
それは大学に入ってからです︒中央大学の辞達学会というところに

すか︒

海部

松濤先生というのは弁論部の副藍鼠みたいなものですから︑

たんです︒だから︑直接弁論部の先生ではなかったけれど︑いまで
いう醗担任のような雪餅だったのかな︒
磯申 特に松濤先生からは︑テ⁝マ的なことを教えてもらったんで
すか︒こういう話をしろとか︑あるいは話し方とか︒どういう点で

海部 松濤基道先生というのは︑名麟のように︑それも坊主だ︒お
寺の儒職で︑あだ名は﹁ロッパ﹂といって︑音楽の先生が本職だっ

のはどういう感じの方ですか︒

霞中 ちょっと戻るようなんですが︑ ﹇中学時代の﹈弁論部の指導
には︑林校長と松濤基道先生と書かれていますが︑松濤先生という

稲田大学雄弁会卒業の総理大臣はこれで四人目だと書いてあるんだ︒
竹下登から書いてある︒ここまで定着すれば︑神話・伝説ではなく

し た ん だよ︒

話徳なども勉強したんですか︒

なる︵笑い︶︒定着した話で︑盤論が支持しているんだから︒
楠
海部

楠 弁論部というのは独特の掬揚をつけたりしますね︒ああいうの
は や っ ぱ り 勉 強したんですか︒

海部 僕はああいうことは嫌いだから︑そういう指導は僕は後輩に
は絶対にしませんけれど︑単稲田の雄弁会では︑一年生が入ってく
ると︑みんな大隈庭園にある小さな木の前にずっと立たせて︑〜人
ひとりいろいろ言わせるわけです︒例えば雄弁会の会蟹というのが
ありますね︒ ﹁わが畢種田大学雄弁会は︑経論済民の志を有する情
熱と実践力の溢れる学生の集まりであって︑大隈老公の建学の精神
﹁やれ！﹂といって反復

である一この辺で手をあげろ一学の康由と独立を死守し﹂なん
ていう会旨があるんです︒それを教えて︑
さ せ る わ け で すね︒

るんですから︒ああいうことは︑人徳の思い出ですね︒

この人に教えを請いに行ったりはしなかったですね︒林先生が全部
やってくれましたね︒あの当時︑予算も窮屈だった頃だろうけれど︑
校長のポケットマネーを出して︑頑張って来いよ︑といって︒
俘藤 弁論大会に出かけるときですか︒
海部 出かけるとき︒京都まで行って︑峯時の中学生が︸泊してく

その時に︑ただ言うだけではいかんから︑そこから先がスパルタ
になるわけです︒小さい石を拾って︑ 門洗えぱ汚くない隔と言って
洗って︑口の中に入れる︒石を口の中に入れると発音しにくいです

薗中央大学専門部に入学︵︻九堕八年︶

さっきのお詣では︑中学を五一で卒業なさったということで

何か福島いい答えを駕意すればいいんだけれど︑正直に書う

俺はその端境期だ︒これを五年生で卒業しておけば圏剃大学の専門
部に入れる︒泊劉大学の奪門戸は角帽が被れる︑これも格好いいわ

とそうじやなくて︑そんなに中長期のことは考えていない︒中学生
から皐く大学生になりたい︒そういう重度があるんだから︒しかも

海部

したが︑それは何か先のことを考えてのことだったんですか︒

伊藤

よ︒その石を臼の中に入れても︑発音して聞き取れるようにやれ︑
ということで︑ ﹁わが旱稲霞大学雄弁会は﹇石を口に入れたような
し ゃ べ り 方 で ﹈扁と言ってやる︒
俘藤 飴を口に入れてしゃべるようで︑よだれが出そうだな︒
海部 それをきちんとやっておくと︑ここの﹇鐸の周りの﹈筋肉が
﹁ああ隔とか﹁ええ﹂ということを言わ

発達しますから︑石を叛いてやると非常にメリハリが利くんですね︒
語尾がはっきりしてくる︒

それは中学の時からやっていらしたんですか︒

なくても済むようになる︒それがレッスン・ワン︑第一課です︒
田中
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伊藤

海部

専門部の学生というのはだいたい掴制高校と同じで︑専門の

擬捌高校です︒

いやいや︑旧翻の大学予科というのが︑昔の陰麟ナンバース

ことは少ないわけでしょう︒

海部

クール︒専門部というのは︑それはウイズアウトして︑一般の教養
とか語学はどうでもいい︒法学部の専門部は︑法律の単位をきちん

けだ︒それならば︑そちらに行こうと︒
伊藤 進学することについては︑お宅はどうなんですか︒
海部 おやじ︑おふくろに話をした︒あの頃は︑写真館というのは
生業として成り立たなくなっておったんです︑戦後厳しい世の中で︒
伊藤 なかなか記念写真を撮ったりする人は少なくなったというこ
とですか︒

ととる︒ですから︑いまの概念でいったらわかりにくいんじゃない
かな︒

海部 はい︒それからいわゆるお見合い写真なんていうものも︑あ

予科とは違って︒

楠

そうですよ︒専門部を卒業したら終わりです︒

門自分の思う

まりはやらなくなった︒だからおやじに言わせれば︑

海部

それで大学卒業になるんですか︒

専門部は︑そこを卒業して終わりということになるわけですね︒

とおり︑好きなことをやれよ︒その代わり弱音を吐くな︑それで帰
ってきても責任を持たんぞ︑頑張ってやって来い﹂ということで︑

照中

ああ︑そうですよ︒

なんで中大で法学部なんですか︒

私 は 中 央 大 学 専門部に入った︒

俘藤

海部

楠 予科と専門部とは違うんですね︒
海部 予科は︑予科から学部に行くわけですね︒菩薩部は専需部で

海部 中央大学の法学部をなぜ選んだかというと︑あの頃は文化国
家建設なんて偉そうに言っていたが︑法と秩序がなければ文化も育
ちませんし︑法と秩序が必要だと思っておったものですから︒畠由

俘藤 専門部から学部に行くということではないんですか︒
海部 専開部から学部に行くというのは︑僕のように珍しいタイプ
だけでしょうね︒しかも︑よその学校の学部に行った︑なんていう

終わりです︒

法は圏家社会の秩序を維持し形成し︑これを実現するためのもので
ある︒だからいけないものをいけないといって雛除するためには︑
やはり法律が要るんだということで︑法学を学ばなければならんと

のは珍しいでしょう︒

の裏には責任も伴う規律もあるんだ︑だから法と秩序で行くならば︑

思った︒

伊藤

海部

田中

それで大学三年ですから︒予科というのが旧舗高校ですね︒私

予科は三年でしたかな︒

いや︑三年でしょう︒

三年です︒予科というのは昔は二年じゃなかったですか︒

心添舗ですか︒

そうですが︑専門部はそれで終わりなんですか︒知らなかっ

伊藤

入ったときには泊まるところがないものだから︑叔父さんのところ
⁝はじめ団無というところにあったんですが
に泊まって︑そ
こから学校に通っていました︒彼は裁判宮であったので︑出勤が当

．楠

海部

た︒

幸いにも︑私の身辺にそういうことの相談役がおりました︒おや
じの弟が︑当時東京の地方裁判所か高等裁判所の裁判富で︑学校に

一ヨおきに家で判決の下書きをやっているわ

立は予科といったんですね︒

時は〜ヨおきでした︒

けだ︒そして︑ ﹁悩みは尽きんな﹂なんて言いながら︑一所懸命綱
決を書いているわけだ︒どういうことかと聴いたら︑いろいろ裁輝

叩き込まれるわけですか︒

専門部というのは別なんですね︒じゃあそれは完全に法律を

伊藤
専門部というのは要するに隠鰯高校ですね︒

の 話 も し て くれましたね︒

掛藤
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海部 そうですよ︒だから申央大学の専門部の法科のときが︑海部
俊樹の人生でいちばん真面目に勉強した時期であった︒まったく新
しい世界に入って︑次から次へと新しいものが出て来て︑珍しく本
当に充実した感慨で勉強したと思う︒それが終わってから︑進路の
選択を誤って軍稲田大学の法学部に入ったときには︑まったく論じ
ことをまた教︑尺られた︒そんなことなら︑もっと違うことを勉強す
ごやあ︑旱稲測に入ったのは︑法学部に入ったんじゃなくて︑

れば良かったなと思っても︑もう遅い︒
伊藤
弁論部に入ったわけですね︵笑い︶︒

海部 だから変な語だが︑早稲国では教室へ行かなくたって︑試験
だけは︑勉強は中央大学で︸断懸命やっておいたから︑できるんだ︒
同じ相続法︑同じ刑法だから︑勉強し直す必要はないんです︒そん
なことを言うと失礼だが︑心おきなく全国遊説をやった︵笑い︶︒

田申 法科はいろいろあるけれど︑専題部では先生は何がお得意だ
ったんですか︒

海部 やっぱり飛法です︒世の中のここに正義に反するものがあっ

海部

伊藤

これは心おきなくは︑できないでしょう︒

そうです︒

専門部の時も弁論部ですか︒

たら︑ここはこうだとかいうようなことをどんどん押していく︒

伊藤

海部あの時は勉強しなければならんから︒いちばん勉強したんで
すから︒といっても︑放っておくわけにはいかんから︒これが専門
部のときだ﹇﹃全人像﹄の写真を摺す﹈︒
楠 じゃあ二死ですか︑専門部は︒
海部 いや︑三年ですよ︒これは二年の修了式の時に︑内閣総理大
臣杯も取って︑全闘欄暮したから努力賞というのをくれたんです︒

楠 先ほど先生がおっしゃっていたことと︑この﹃全人像﹄とちょ
っと違うことが書いてあるんです︒お父様は︑先生が中大の法科に
進むときに大変びっくりして︑考え直してくれないかと翻意を促し
た と 書 い て あ りますが︒

海部 それはちょっと事実に反するな︒これは豊閏行二鴛とかいう
作家が書いた本だよ︒あの時は︑おやじは自分が自信甕失していた
から︑商売のために下季なことを書うより︑ ﹁罵がこういうことに
なつちゃったんだから︑そちらで思うようにしろ︒その代わり自分
で責任を持てよ︒弱音を吐いて︑あの時はああだった︑こうだった

とか二瀬うな﹂といった︒その時おやじがホッとしたのは︑これでも
う写真屋をやめてもいいようになるかもしれんな︑と思ったんでし
ょりつ︒

ちょっと失礼ですが︑先生のご兄弟というのはどういう感じ

耀六人の兄弟姉妹の中での﹁突然変異﹂
田中

出ていませんか︒男が三人と女が三人いる兄弟姉妹の申で︑

でしょう︒これ﹇﹃全人像﹄﹈には出ていなかったんですが︒
海部

離甥鞘㌔上妻の︒には婦が天お︐まし難から上み

女・男・女・女・男・男ですね︒

では女・男と来て一1︒

海部

当時としては普通ですね︒

．霞中

伊藤

海部 ごく普通ですね︒六人兄弟ですから︑当時︑育つ頃は︑物が
ない墳だから︑家庭は苦労したでしょう︒写真屋というのは︑それ

までは儲かっておったろうけれど︑その頃はだんだん斜陽産業にな
ってきていますからね︒そして︑よく僕が例に引く話ですけれども︑

盤の中には自分の思うとおりにならないことがあるんだということ
を実感として体験するのは︑兄弟姉妹の中の関係です︒母親は夏に

なるとおやつを買いに行く︒子供の頭数だけ覚えておって︑スイカ
をムキで買ってくる︒それで出して︑さあ取って食べうと言う︒ス

イカの切り方はいろいろあるから︑大きい小さいがすぐわかるわけ
だ︒ 番大きいのを取る自儒はあったけれど︑敢えて私は取らなか
った︒なぜかというと︑母親が﹁二番冒のを取れ﹂と僕に霞う︒歳

の順に食べうという︒だから︑海部家では歳が絶対的な基準であっ
たんだな︒男性社会で長男が一番大きいのを食べてもいいという基

僕の選挙事務所まで出張してきて︑ああだこうだと采配して頑張っ

れなかったんです︒けれども今でも足腰︑もちろん口も健全だから︑
しゃばしゃばと物を言って︑それが健康の秘訣かもしれんけれど︑

ている︒しかも教師であったということで︑たまたまその間の勤務

準 で は な か っ たんだ︒
沼中

地が私が疎調しておった平和村︒その学校にも勤務しておるから︑

戦 前 か らですか︒

海部 いや︑それは知らない︒われわれを育てるときにそうだった

教え子というのは選挙になると強いんだな︒どこで幸いするかわか

それはたしかに立派で㎝生大丈夫だけれど︑そこは大きすぎて︑俺
が頑張ったって重役になれるかどうかわからんよ﹂という︒ ﹁じゃ
あどこに行きたいんだ﹂と言ったら︑ 門もうちょっとこぢんまりし
た︑人の能力を見出してくれるところ︒せめて︑おるうちに重役ぐ
らいにはなって責任のある仕事ができるようなところへ行ったほう

わったんだな︒調べ上げてきて︑ 門兄さん︑あんたの言うところは︑

最後の鵡は幸也ハゆきや︶という名前です︒これは名古屋大学を
卒業して︑すぐ鉄の会社に入りました︒岡谷鋼管というんです︒こ
れがまた就職の時に媚談に来たので︑僕は︑ 門名古歴だから中電と
か︑名鉄とか︑昔から五摂家といって五つの大きな大企業があるか
ら︑そこに入ったらいい﹂と言ったら︑もうあんな頃から時代が変

ていてくれます︒

やっています︒三番冒の妹もそうだな︒四臼市に行って︑山田薬局
というところにいる︒薬周だ︒二人とも女の姉妹は薬局だ︒薬局の
おかみになって︑ドンとしていますな︒
男は︑すぐ下の弟が尚樹ハなおき︶といいまして︑これは就職す
るときは︑大蔵省で大蔵事務官になって︑配属が愛知県になって︑
東海財務局というところにしばらくおりました︒けれども︑私が志
をもって立候補すると決めたときには︑ 門おまえさん︑いつまでも
そんなところにおっても駄霞だ隔と言って︑決心して︑東海財務局
を退職して︑海部俊樹政治事務所の一員となって︑選挙が始まった
ときには私の秘書になって︑その後影までずっと続いて秘書をやっ

その下の妹は︑平凡な結婚をして薬局に嫁いで︑薬局のおかみを

らない︒それが一つ︒

んだから︒それで僕は大きいのを取る自信があった︒お母さん︑け
ちだな︑どうせスイカを買うときは丸ごと一つ買ってきて︑ドンと
置くものだ︒そして腹〜杯食べさせるものだ︒今に見ておれ︑俺が
大きくなったら丸ごと買ってきて︑膜一杯食べて︑余ったらそれは
ぶっつけてあげるから︑そのつもりでおれと思ったけれど︑そこで
抑える︒それを雷うと怒られるから︒そんなことを書ったら︑それ
こそまた物差しでピタ⁝ンと剛かれるのが関の山ですからね︒よく
物差しで叩かれたのを覚えています︒だから思っただけで口にはし
なかった︒そのとき︑それでも収っておった大変な説得力は︑いつ
も子供の数だけ買ってきたということだね︒母親は自分も食べたか
ったろうけれど︑自分の分は買わなかったということだ︒子供の分
だけ買ってきて食べさせているから︑それが大変な説得力だったと︑
僕はいまでもそう思っております︒

選挙が始まって地方遊説に行って︑時間の調整を間違えると︑そ
んな話をしている︒いまや腹一杯食べられるような時節が来たから
い い け れ ど ︑と書ってね︒

伊藤 いろいろな語をたくさん持っていないと︑間︵ま︶が持たな
問 が 持 たない︒

い こ と が あ るんですね︒
海部

顕中 ついでによろしいですか︒いまのお姉さまと︑二人の妹様と
男の方は︑どういうご職業でいらっしゃいまうか︒
海部 歳の順でいくと︑ ⁝番圭の婦は女学校を卒業して︑当時の小
学校の教師になりまして︑ずっと子供の教育をしておって︑ご縁が
あって︑トヨタ自動車の系統の入谷宰平さんという︑戦争中にトヨ
タのジ⁝プを製造した人のところに嫁いだ︒幸か不幸か子種に恵ま
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そもそも海部という姓は︑あまりほかにはないんじゃないで

騰海部姓と海部郡
伊藤
海部

すか︒そうでもないんですか︒

ないかというと︑いるんです︒いっぺんびっくりしたのは︑例の海
部八郎というのがおったろう︒そうしたら︑人の好い元警規総監の
弱国栄︸という人がちょうどここに来て︑ ﹁海部先生︑ご心配でし
ようけれど︑何かございましたら︑私の方でいっぺん︑できるだけ

がいいと思うが︑どこか知っているか﹂という︒結局は最後に岡谷
鋼機という鉄の会祉があって︑そこへ入りました︒
繊中 それは先生のご紹介ですか︒
海部 はい︒僕の紹介と書うより︑むしろ岡谷鋼製の楽・驚が僕の父
親やおじいさんと奔常に懇意な人で︑白壁町の透くに住んでおった
人なんだ︒

の環境整備はさせていただきます㎏というから︑

墜中

海部という名前は名古屋に多いというわけではないんですか︒

﹁海部﹂と書きますが︑

名古屋にもあるんです︒それから淡路島にもあるんです︒

愛知県に海部︵あま︶郡がありますね︒

わけだ︒それまでもらっていたから︒

その地名と侮か蘭係があるんですか︒
海部 よく聞かれるんだけれど︑徳川が廃藩したときに︑みんなに
禄を与えたんですね︒その時に︑うちもなにがしかの物をもらった

楠

海部

あれか︑あれは全然赤の他人です︒無関係という闘係だから鳳と書
つたんですけれどね︒

門なんだろうな︑

あまりポピュラーな名前じゃないですね︒けれどまったくい

創設した人と明治の末期頃からのいろいろな往き来があって︑写真
は海部さんのところに行って写せという家であったので︑ ﹁幸也君
は海部さんのところの孫か︑じゃあうちに来て働きなさい﹂という
ことで︑行った︒重宝されて︑アメリカ勤務が長くなって︑シカ︑灘
の支店長をやったり︑ニュー3ークの支店長をやったりした︒今は

何の話ですか﹂といったら︑ 門海部八郎様というのは︑先生のご関

門僕の﹈おじいさんは︑縫谷惣助という岡谷株式会祉を

まだ定年前ですから︑帰ってきて︑東京の本社で常務取締役という

係の︑お兄さまではないと思いますが一﹂というから︑ ﹁ああ︑

政 治 家 は先生だけですね︒

名前かな︑それをやっております︒それが毒也という芋の弟です︒
田中

海部 そう︒突然変異ですから︒そしてもっと変わったことをいえ
ば︑天体望遠鏡の門すばる隔を知っているでしょう︑ハワイにでき
た︒あれを作ったときの予算をとっていちばん熱心に働いたのは︑
これを言ったら具合が悪いかもしれないけれど︑海部宣男という男
で︑天文台の台長になりました︒このあいだオープニング・セレモ

ニ⁝に僕が行ったら︑フォーリi大使やアメリカの議員もみんな来
ておった︒これは立派だ︑ハップルスよりも解像力が非常にいい望
遠鏡を作って︑よく開驚してやっておる︒海部宣男というのがわが
一 族 に ㎜ 人 おるんですね︒突然変異です ︒

人は﹁織部﹂とか門服部﹂とか︒そういう意味だから︑君のところ

ところが︑海部郡がなぜ﹁あま臨と読むかというと︑海に生活が
属している人はみんな海がつくわけですね︒由に属している入は
﹁鳴部漏とか︑物に属している人は納物部門とか︑服に関係のある

もう 人変わったのがおって︑これは叔母の子供だから小林誠と
いうんですが︑これは学士院のあれをもらって︑なんというか︑僕
はそちらの方は弱いからいかんけれど︑中間子理論の研究で﹁小林

は海に関係があるという︒ ﹁かいふ﹂というのは珍しいので︑ 想う

木武夫の選挙区には海部︵かいふ∀郡というのがありますね︒和歌

みべ﹂とか門あま﹂という呼び方がある︒だから四国に行くと︑三

・益⁝川理論﹂というのがある︒それがもしかすると︑何かもらえる
﹁これは海部先生のみんなご親戚です
﹁そうだけれど︑突然変異だよ隔と言っている︒

ぞといつも雷われている︒
ね 隔 と い う か ら︑

出県も海部︵かいふ︶郡というのがあるんです︒海部︵あま︶郡と

弘

弓

また喜ぶわけだな︒ 門だからよろしくお願いします﹂

という︵要

つもりで入られたわけですか︒これは入試は非常に倍率が高かった

読 む の は 愛 知 県だけです︒

だからはじめの頃の選挙はそれを逆手にとって︑ ﹁徳島にご親戚
がある方︑ちょっと手をあげてみてよ︒蘭いてみてちょうだい︑徳
島に﹁海部漏と書いて﹁かいふ﹂と読む郡があるんだよ︒和歌山に
もある︒ところが愛知県︑私の住んでいるところも﹁海部︵あま︶
郡﹂という﹂と書ったら︑みんなワーッと笑うんだな︒ ﹁笑った人
はどうか問情してください︒あれが海部︵かいふ︶郡だったら︑僕
んでしょうか︒

海部

中央大学の専門部に入られるときは︑それで終わりにするお

そ う で すが︒なんでも利用するんです ね ︒ ︑

たんだから︒

旨藤

墜黙坐大学﹁辞達学会﹂

い︶︒どこででも使える︒

の票はそれだけ増えた︵笑い︶﹂と︑逆手にとって演説をやった︒
伊藤

何でもそういうふうに利用しては街頭演説をやっていくと︑

あの頃は︑今ほど高くはないんじゃないですか︒籍が受かっ

海部

勉強されたんですね︒

中央大学の弁論部というのは︑どのぐらいの規模ですか︒

弁論部は︑大学と専開部で一緒なんですか︒

はい㎝緒です︒ ﹁辞達学会﹂といいました︒
﹁辞達﹂というのはどういう意味ですか︒

﹁辞達漏というのは︑言葉が達するをもって一︒

密漁 ここのメンバ⁝で︑いま有名な方はいらっしゃいますか︒
海部 当時︑同じ頃におった人で︑あまり政治家になったというの
はいないけれど︑強いて思い畠せぱ︑自決党の系統では中山正曖︑
あれは中央大学で辞達学会ですよ︒それから前に民社党におった塚

大学が一年先輩ということですか︒
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み ん な の 記 憶 に残るわけだ︒

楠 先生の有名なスロ⁝ガンで︑ ﹁財布を落としても︑海部を落と
すな﹂というのがありましたね︵笑い︶︒
海部 あれは井出一太郎︒井出さんが建設に来てくれたな︒
楠 先生が作られたんじゃないんですか︒
海部 自分で言いません︵笑い︶︒それは言わないけれど︑井出さ

そうです︒なんといったかな︑創設者がそう命名したんです︒

中国の古典からとったんですか︒

四墜とか稲歌山に行くと︑ちょっと取っつきにくいな︑会場を少し
もみほぐさなければならんなと思ったら︑いきなり︑

島の方はみんな頭のいい入が多い︒見渡すとみんな非常に賢そうな
﹁私

お顔をしてらっしゃる隔という︒みんなぼやっとしているんだな︒
﹁それは︑私の名前は﹂というとだいたいわかってくるんだ︒

本三部︑あれはたしか名古屋で僕の一年先輩じゃないかな︒

海部 弁論部とか雄弁会というけれど︑言葉達すればそれでいいん
だ︑大言壮語︑美辞麗句は必要ない︑人の心を打つような言葉だけ

︵あまべ︶郡という読み方をされるところもある︒それは︑毎目新
聞の出した㎎色本の苗字隔という本に詳しいんです︒ところが徳島
に来たら︑みんな私のことを︑さっきも司会の先生が︑海部︵かい
ふ︶先生︑海部︵かいふ︶先生と正しく正確に発音してくださる﹂
というと︑みんなワーッと喜ぶわけです︒ 門どうしてだろう︑徳島
には海部︵かいふ︶郡というのがあるんです︒さすがに徳島の方は

穣中

が必要なんだ︑といったのが︑中央大学の辞達学会でしたな︒

頭もいいし︑素直だし︑ものを親しく受け止められる﹂というと︑

の地元では海部ハあま︶郡と読みます︒兵庫かどこかでは︑海部

つけているところが多い﹈ですね︒

門さすがに徳

﹁贈窟は落としても︑海部は落とすなよ﹂と・・冨つた︒だから

部中部藤部藤道中

最高裁判事をされた有名な弁護士の花井忠さんが決めたんですね︒
搦藤 ちょっとほかにないですね︒だいたい弁論部﹇という名前を

んが︑

海囲海伊海｛9佐醸

、

海部 そう︒中学は別々です︒
佐道 では︑大学時代には塚本さんとか親しく話をされたりとかし
海部

伊藤

全学連のクラス委員を務めていたということですね︒

いや︑やられた方です︒

やった方ですか︒

をよくやられたし︑やったりしたんだな︒

たんですか︒

口中

それは全学連のクラス委畏という舗度があったんですけれど︑

預申 それは具体的にはどういう仕事なんですか︒
海部 選ばれて︑学生委轟会に行くと︑時間がかかるような︑愚に

海部

その頃のテーマは︑どんなテーマになっていたんですか︒

公安条例でしょう︒

海部 親しく話もしたし︑花井杯争奪弁論大会なんていうのが学内
であると︑だいたい悪いけれど︑塚本さんたちにはお隠れになって
田中
だんだん変わってくるでしょう︒

伊藤

公安条例とか大学法案ができた頃の語で︑東宝撮影燐の争議

正式には学生委員といっていた︒

伊藤

海部

もらって︑俺がもらってくるということになっていた︒

海部 あの頃は︑初めのうちは大学法案の問題についてよく議論し
た︒当時むしろ︑われわれは弁論大会でテーマを決められて︑一方
的に話すのではあまり面白くないじゃないかというので︑大学・高
専肩士の討論会を帯いて︑テーマを決めてやったのが楽しかったで

があったときに︑有名ななんとかという女優が︑

伊藤
はい︒

じゃあデイベ⁝トみたいな形になるわけですね︒

ここに戦車が来ていないだけで︑ここに戦車を持ってきたら戦争に
なる︑戦争映面の通りだ﹂というようなアジ演説をやっていたとい

あのテーマは何だったかな︒

海部

うのも翫憶に残っておる︒そんな填ですよ︒

門ごらんなさい︑

もっかない話をいつまでもやったり︒僕がいっぺん捕まったのは︑

すね︒

頒中 大学法案なんていうと︑政治に醐わっていくようなテーマで
すね︒

似藤 じゃあ︑応援に行ったということですか︒
海部 いや︑応援という大それたことではなくて︑面白半分の野次

伊達学会がやるわけですか︒

馬だな︒見に行った︒

伊藤

声が大きいもの︒

海部 五時︑大学の学盆自治会というのは︑意識的に共産党細胞か
ら執行委員が出て来る︒そこで編み出した戦略戦術は︑定員が定数
に足りたという議決をしたら︑それから延々と専門用諮の難しいこ
とを雷っていると︑真颪田な奴はだんだん帰っていくわけだ︒そこ
で︑決めた通りの方に誘導できるようにする︒だから全然関係がな
い︑なにやらの学生盈活協同組合のあれが高すぎるから安くしろと
か︑擬か︑いかにも親孝行ストライキを計画しているような言い方
をする︒そうでしょう︑生活必需品を安くすれば︑それだけ親の仕
送りが少なくても済むという奇妙きてれつな理屈を作って︑これが

海部

楠 GHQに一週間引っ張られたというのはどういうことですか︒
海部 それは東京都庁︑いまとは位置が違いますよ︑公安条例反対

親孝行なんだ︑F親孝行ストライキに参加しよう︑とかなんとかいっ

大騒ぎになったでしょう︒

海部 先頭に立って︑ ﹁公安条例反対！﹂といって︑流達学会はシ
ュプレヒ認ールのりード役をやるでしょう︒

伊藤

といって騒ぐでしょう︒

て︑み．んな集めるけれど︑最後は学校に対して︑これはいかん︑こ

醗中 でも普通︑弁論部というと右翼といいますか︑どちらかとい
うと右の方の感じですね︒違うんですか︒
海部 右も宏もないんだよ︑あの頃は︒左のやっとは徹底的にそこ

れはいかんという初めの結論に梼っていく︒だいたい夜が深々と更
けてからそういうことが決濠っていったんですけれど︑そんなこと
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そういう誘いがあったみたいだな︒思い出しました︒
俘藤 たしかに雰囲気としては警察予備隊ができたり︑いわゆる
﹁逆コース﹂といわれるような雰囲気が多少はあったことは問違い

ではやっておったけれど︑全体からいうと︑強いて添えば左寄りの
ことを言いながら︑右翼ではない︒右翼のやっとはまたそこで一線
を画していた︒だからあの頃︑これは伏せておいた方がいいかもし
れんが︑右翼の学生で今もおるやつで︑僕のところにあの頃文句を
言ってきたのは︑その後鼻畏党の議員になった高橋辰夫とか︑渡部

ないんですが︑僕らも︑釜由の近くまで北朝鮮軍が攻めてきたとき

参加してくれんか︑というから︑学生がそんな警察苧備隊もくそも
ないだろう︑と雷っておったことを覚えていますね︒一般の人には

﹁あの頃元気

いや︑店下党じゃない︒

﹁なんだ︑おまえら﹄とい っ て い た ら ︑

海部

麹由党ですか︒

昇㎝とかね︒

が良かったな︑お互いに一とか書う︒政務次官になった頃だよ︒私
が宮房副長宮の時に︑みんな政務次宮だから︒細務次官会議の主宰
者だから︑そういう思い鐵話をしたこともありまずけれどね︒競馬
監督憲にあとからなって︑農林省の役人になった︑昔のことを覚え
ていて︒それから林野庁に行ったら︑林野庁の労働組合の執行委員
長かなにかの山周というのが︑墨時学生の須はこちらにいた︒だか
ら左の連中からも恨まれたり︑右の連中からも摂まれたり︑両方に
八つ当たりしておったんだな︒それが学生の道だというようなこと

俘藤

伊藤

ダンケルクになると言われましたね︒

海部

先生は昭癩二十六年︑専門部を卒業︑となっていますね︒

昭和二十五年頃でしょう︒だから学校が終わってi⁝︒

︒

そうそう︑その頃︑韓国の国会議員が書本に実情説明に来て︑
えつ？

鐙中

だから学生部だ︒

朝鮮戦争の頃ですか︒

海部

もう政治に関わっておられたんですか︒

俳藤

海部

梯藤

そう︑三木さんの組だったから︒改進党は芦田均さんの流れ

改進党だ︒自由党じゃない︒あとあと三木派になるんだから︒

改進党という政党がその前にあって︑改進党の学生部︒

自由党の学生部というのは︑どういう麗わりなんですか︒

海部

俘藤

三木さんですよ︒

薩接の関係者は誰なんですか︒

を受けておったから︑再軍備賛成の方だった︒

海部

っていたな︒

海部 あの頃︑韓国の青年代褒が来て︑そこで朝鮮戦争の話をした
ときに︑あそこは絶対追い出されんのだ︑ ということをさかんに言

伊藤

楠

伊藤︑楠

僕は当時︑自晟党の学生部長で

海部

海部 追いつめられるんじゃないかという非常に危機的な状況があ
って一︒

には︑これはそうとう危ないな︑とは思っていましたけれどね︒

を 書 い な が ら︵笑い︶︒

匿政治との出会い
佐道 ちょうど朝鮮戦争が起こったときですけれど︑先生ご自身は︑
朝鮮戦争が起こったということについて︑どういう帥象を持たれま
したか︒

海部 さあ︑正確に覚えていないけれど︑ こ衣帯承﹂という言葉
があるように︑寄っていけば見えるようなところで始まったという
でしょう︒これは︑さあ大変なことになったなという緊張感は覚え
たけれど︑あの頃はまだ個別的密衛権だとか集鋼的自衛権なんてい
ヶことは議論にもなっていなかったんですよね︒
佐道 日本に影響がありそうだとか︑日本に危険が及びそうだとか︑
そういう意識というのは︑それほどでもなかったですか︒
海部 あの頃ば︑最初は警察予備隊といったかな︑警察予備隊がで
きるきっかけになったんじゃないですか︒警察予備隊に︑できたら
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海部

伸藤
は い ︑ そうですよ︒

その頃から三木さんですか︒

われが出ていってやることもない︒悪いことに東京都庁の看板が外
れたでしょう︒あれを外してワ⁝ワ⁝言っているときに︑そこにお
ったものだから︑教唆煽動しておったので︑ちょっと引っ張られて

書生というような感じですね︒

て も ら っ た と いうことです︒

が終わってから飯の会なんかで会って︑だんだん親しくなっていっ
た︒それがご縁で︑学生になったときに転がり込むところがないの
で︑とりあえず最初に河野金昇代議士の家に︑体のいい居候をさせ

愛知県の私の選挙区となった尾張地区を地盤として︑三木さんの所
属する政党の国財稿購党から当選しておった︒その入が︑愛知県の
弁論大会があると︑加藤亀五郎さんとか赤松勇さんとか︵いまの赤
松広隆のおやじですね︶︑そういう人たちと一緒に審査員の一人だ
った︒僕は弁士の一人だった︒その関係で︑審査員と弁士の出場者

弁論部もやりながら︑学往委員もやりながら︑けっこう忙しいです

幌藤

海部

じゃあ︑専門部にいらっしゃる頃︑

はい︒

たということですか︒

あるから︑鷹会における約束があるから︑という理由で出られたん

叱られて︑すいません︑ということだ︒

佐道
書 生 と いうことです︒

ね︒

俘藤 三木さんとはどういう出会いなんですか︒
海部 三木さんとの出会いは︑河野金昇という政治家だ︒その入が

海部

東窟での学生生活は︑書生でやっておられたんですか︒

海部

だな︒

あまりお酒を飲んだり︑ということはなさらなかった︒

いますよ︒というのは飽にやるべきことが侮もないもの︒

覆申

楠 その溝野金昇さんに︑GHQからもらい下げをしてもらったと

俘藤

幸か不幸か︑お酒には弱いんです︒受けつけないんです︒だ

そういうときの方が︑勉強ってできるんじゃないかな︑と思

所懸命勉強しながら︑

ということは︑その頃もう河野金詰先生の秘書をやってらし

海部 どこだったろうな︒警察の奥の大部屋みたいなところですよ︒
それで︑これはいかんといってすぐ外に出してもらったんですね︒
旧るために先生に電話して︑明日仕事があるから︑誰々と約束して

どこに引っ張られたんですか︒

俘藤
一 時 ︑ ですね︒

俘藤

海部
書 い て あ り ま すが︒

海部

から︑これも脱線するが︑ ﹃エリゼー宮の食卓﹄という本を毎日薪

伊藤 じゃあ︑MPに捕まったんですか︒
海部 あの頃は︑捕まえにいったのはMPじゃなかったですか︒警
察 じ ゃ な い で すもの︒

ン︑あのときは時期も良かったから︑なんて書かれる︒破格の待遇

聞の外信部長が書いて︑あれにいろいろ講しく出てくる︒誰の時は
どういうワインでもてなされた︑海部さんはこのワインとこのワイ

伊藤 警察も捕まえていますけれど︑公安条例の事件の時には︑た
しかMPが出てきているんですね︒

くないんです︒飲めないわけです︒

を受けたんだけれど︑本人はその破格の待遇を受けても︑あまり強

海部 どっちに指揮権があるとか︑どっちが指導権があるとかいう
ことは定かではないけれど︑MPも警察も両方おったんじゃないか

りましたでしょう︒あの時二度ほど僕は頼まれて出ていって︑稲垣

だからTB§アレビで︑SMAPの遮中でソムリエになる話があ
昭和二十七年如月までは占領が続いているわけですからね︒

な︒

鎧鼠

なんとかというのの相手をして︑このワインは何かといったときに︑

﹁先生︑そ

そうですよ︒公安条例は三角頃でしょう︒

﹁⁝九四五年のシャトー・ラトゥールだ隔と書ったら︑

伊藤

海部 なにしろ公安条傍で騒いだときだ︒そうでもなければ︑われ
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んだけれどね︒だいぶそういうところで機会はあったんだけれど︑

ういう難しいワインはありませんから隔といわれて︑笑っちゃつた
伊藤

田中

伺か︑これを見るとそう読めるんだけれど︒

行ってないです︒

中央大学法学部には行ってないんですか︒

三年生になったので︑あわてて夏蚕園を受験したということ
ですか︒

田中

録するわけです︒そうすると︑授業料の請求書が出せるから︒

揮藤 それで早稲霞の法学部に一︒
海部 専門部を卒業すると︑学校は新剃学部の三年生に震動的に登

海部 それはさっきの語のようなもので︑どこか違っているところ
があるわけですね︒専門部はたしかに卒業です︒

潅部

や め ま した︒

残 念 な が ら 飲 めません︒
楠 煙草はお吸いになりませんか︒
海部
はい︒

楠⁝中学の時に？
海部

佐遣 校長先生に見つかってから︒
琴平 いや︑それほど素直じゃなかったから︑そのあともちょいち
ょい嗜むというよりも︑面白畢分ですね︒煙草を持っていると蟷が
﹁エンタ﹂

海部 そうしたら︑どうせ三年生をまたやるならば︑瞬じところで
二回やるよりも一︒正確にいうと︑早稲田の籍に本豪に入ったの

利 き ま し た か らね︒あの頃は煙草とは霞わ な い ん だ な ︑

というんだな︒隠語で﹁エンタ﹂という言葉がわかる人は︑顔が利

これは︸年生から受験してというのではなくて．

は二乎七年じゃないですか︒

俘藤

編入学です︒

専門部というのはいまの短大と同じですね︒短大から︑四大の

学士入学とは違います︒

いまでいう学士入学とは違うんですね︒

三年生に移ったんですね︒

鐙中

学士入学は四年捌を卒業してからですからね︒

あったわけですね︒

海部 とにかく︑どこかに入って籍を置いて︑身分を確保してない
と︑もう帰って来いやと家で讐われる︒そろそろそんな頃になって︑
勧める人もあるから︑また申村写真館を再開しようかというような
由気も父親にはあったでしょうし︑家で修養したミクニイチロゥさ
んという人が成功してやっているから︑おれもやってやれないこと
はないな︑とおやじは思ったかもしれない︒だから門おまえは学校
をいつ終わるのか︑いま本当に入っているのか﹂と需うので︑本当
に入っていることにならないと駄目になるので︑それでどこかにき
ちんと身分を確保するというのが︑東京で勉強生活を続ける理由で

楠

海部

楠

海部

くわけだ︒

撰藤 それは知りませんでしたよ︒
海部 そうですが︒じゃあ︑煙草は一︒
拶藤 煙草は吸わなかったですよ︑大学に入るまでは︒
海部
﹇私は﹈大学に入ってからはすっかりやめました︒いたずら
半分にやっていたようなものですから︒ちょうどいまのブッシュと
同じだな︒

薩早稲田大学法学部に編入︵一九五二年︶
田中 先生︑ ﹁二十六年に海部俊樹は専門部を卒業して法学部に進
んだ﹂と﹇﹃全入像﹄にば﹈書いてありますが︑これは専憩部を一
応卒業して︑改めて法学部に入ったんですか︒
海部 そうですよ︑専門部は卒業しちゃわないと︒それで法財部は︑
手続きは途中からの編入なんですよ︒それは豊田行二君は何と書い
たか知らんけれど︑中央大学の法学部へ入ったというよりも︑俺は
どうせ行くなら攣稲爾に行こう︑調べたら早稲弱も三年生編入試験
がありそうだ︑ということになったんですね︒
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たときは続いていたんだけれど︑翠稲嗣の試験というのは編入の制
度があることを知って︑それじゃあ受けましょうといってやるため
に︑そこに隙間があるわけです︒
僅藤 じゃあ︑専妊的な秘書になっていた時期が一年ぐらいあるん

では学歴としては切れていないわけですね︒

伊藤 すると専門部から︑今度は早稲照大学の法学部の三年生にな
じゃないですか︒

俘藤

るわけですね︒

回申

のかなと思ったんですね︒

海部 切れていないわけです︒そして大学院まで足を突っ込んじゃ
ったのは︑そういうことなんです︵笑い︶︒

海部 そう︑三年生に入った︒当時はそういう過渡期ですから︑各

というんですから︑学生をやっていて国家公務員をやっていられる

畢 稲 畷 は新制大学ですね︒

そうじやないかと思うのは︑特別勢家公務員の端書きがつぐ

大学ごとに必要な制度がいろいろあったんですね︒
緊急大学です︒

海部 いや︑あの頃はできたのかも知らんけれど︑今ヨほどカチカ
チに固まっていなかったから︒しかし学歴詐称とか︑地位詐称とか︑
身分詐称という問題は金くなかったな︒当時︑申請を出したら︑全

皐稲缶も一︑二年は教養課程なのかな︒

ですから︑三年生しか採ってくれなかったんです︒

部通るわけでしょう︒

公務員だから︑これは給料をもらっていたんですね︒

三年からは専門課程ですね︒そうすると︑さっきおっしゃつ

調べてみたら︑みんな済んだ科目ばかりだった︒

たように︑ 固じことをまたやるということになるわけだ︒

海部

その時は︑金宝先生の秘書︑それから改進党の学生部の委員︒

早稲田に入られてからもずっと給料をもらっていたんですか︒

もらっていたでしょう︒
もらっていました︒

それは︑私立大学はいいんだよ︒賢立大学はうるさいけれど︒
あれはなんというんだろう︑みんなそれぞれアルバイトの人

いまと問じ場所でしよう︒

田中どこにあったんですか︒
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伊藤

早稲霞に行ってから雄弁会です︒

そして学生︑ そ れ か ら 今 度 は 弁 論 部 ︑ 雄 弁 会 で す ね ︒

海部

学生アルバイトをやっていて︑企業から認められて﹁正社員

秘書というのは︑どういう仕事をやっておられたんですか︒

礁河聾金昇議員の学生秘書として

俘藤

になれや﹂ と雷われる︒学校をまだ卒業しておらんけれど︑途中か
ら身分を切り替えて給料をもらっているやつがおったわけですから︑

﹁どうだ︑俺のところでやらないか﹂ということにな

海部 皐稲霞に替わった瞬間にそういうことになったんですよ︒
霞中 年表によりますと︑二十六年三月に中央火学を卒業されてい
て︑四月に衆議院議員河野金昇の秘書になり︑早稲田には二四七年

伊藤

いまのあそこと嗣じですか︑国会の荒誕の︒

議員さんだから︑当然議員会館なんですね︒
海都 そうです︒議員会館におるべきなんだ︒だから僕も議員会館

露月に入学されている︒この間はどういう状態だったんですか︒

田中

はい︒

にいました︒

伊藤

海部

やっぱり問が空いているんじゃないですか︒

海部 ですから︑中央大学のあれに入学して︑揖謝を払えと言われ

っ た と い う ことですが︒

昇代議士が︑

それは別に禁止事項じゃなかったと思いますがね︒

そ う いう生活だったんですね︒

も部藤部中部φ

佑道 この本によりますと︑先生が早稲田に入ったあとに︑河野金

伊藤

で海俘海日日海欝

伊海詔旨伊
藤部藤部藤

伊藤 あそこに木造であったんですね︒
海部 昔は木造の病院のような感じでしたね︒いまはきれいになっ

門札を見て︑置いていると︑ちょっと寄っていこうかな︑と入って
くる人がいっぱいあるので︑そういうのをいちいち断っておるのも

という鰹度がありましたね︒あれはたしか昭掬四十何年の話ですよ︒

海部 変な話で︑ちょっと結線しますが︑どうしても野生年金だけ
では足りないから︑厚生年金保険の上積み分をつくってほしいとい
う︒組合の加入者が自分たちで掛け金を蹟してつくる選出年金基金

魍あっせん利得罪について

いかんから︒

ているけれど︒いまでも僕は議貴会館に部屋をもらっていまずけれ
ど︑あそこは一般の人がよく来る銀座通りみたいなところだから︑

俘藤 あれはエレベ⁝タを下りたすぐのあたりにあったら駄圏です
ね︒

コンマ以下ですね︒

伊藤

言うことを闘かなければならんから︒それで放っておくと︑

海部先生に来られちゃあね︒

ここへ局長以下みんな来て︑それじゃあ︑あれしてもらいますから︑

海部

から漏とかいう︒

が嫌いますからね︒ ﹁来てもらったら仕事の邪魔になるし︑御用が
あったら呼んでください︑そっちまで行きます︒その方がいいです

海部 ですから︑それはできっこない︒そこで解散したい︒解散も︑
解散したかったら︑その時なんとかいう名囲で積み立てたお金があ
るはずだから︑その分だけ耳を嫌えて拠金してくれとかいう︒そう
すると︑いまみんなこういう時期に弱い企業は︑とてもそんなもの
は出せつこない︒これ以上︑毎月何千万円と損がたまっていく︑こ
れだけはやめてもらいたい︒そんなことまで頼みに行って︑理解さ
せて説得させて︑ゴーサインを取らなければ解散すらできない状況
であったので︑昔を思い出しながら︑またーー︒この頃行くと般駈

伊藤

あれは申請を出したらみんな認めればいいと思ったのに︑ああでも
ない︑こうでもないといって︑役所に行くと窓口でやられるわけだ
ね︒それでいきなり行っても︑頭ごなしにそれは駄霞ですよ︑とい
う︒どうして駄目なのか言ってみてくれよと言って︑いろいろ話を
しながら︑やっとつくってあげた愛知県羊毛紡績組合の厚生年金基
金があったんですよ︒それも一時期はよかった︒あれは民法の四〇
心馳でしたか︑金利は五％をめどとすると書いてあるんです︒五％
をめどとすると書いてあるのに︑いまは一︒

海部 駄麟︒そういうことですよ︒
傍藤 じゃあそこに詰めていたわけですか︒
海部だいたいそこに朝行った︒そこにおると︑面会の申し込みが
来るから︑次々呼んでは待っている︒それから役所と関係のある話︒
これはいま思うんだな︑口利き斡旋影が出て来たろう︒あればかり
やっていたわけだね︒郷里の町長だの村長だのが鐵てきて︑この橋
が架かる順番を早めてくれとか︑ここの鉄道の﹇駅閤の︺距離が広
すぎるから︑二・五キロ空いているから︑ここに一つぐらい駅があ
った方が住民のためになるとか︑いろいろ言うでしょう︒そういう
のを連れて役所まで行くわけです︒そうすると︑秘書でもついてい
って話を薩接してやるのと︑外から来た人だけが行くのとでは扱い
が違うし︑その方が心強いから︑⁝緒に行ってくれと弄われる︒ず
いぶんそれをやっていましたね︒いわゆる斡旋業だ︒
伊藤 それでお金をもらえば一︒
海部 もら︑尺ばこれなんだ﹇両手にお縄︑の格好をする﹈︒当時は
まだ職務権限を行使するほど地位も高くない︒そうでしょう︒だか
らそれは侮の抵抗も感じないで︑これをしてあげることが地元のた
めになるんだと思って︑﹂所懸命してあげましたね︒
伊藤 でも︑そういうことをやらなければいかんのでしょう︒
海都 良い悪いは別にして︑そういうことをしてあげることを地元
の連中はみんな期待しているんだと思いますね︒
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そこでもちろんもらおうという下心はないけれど︑そういうことで

その時も何ももらったらいかんわけよ︒あっせん利得罪になるわけ
だから︒こっちはまったく正しいことを天地神明に誓ってやっても︑

こうしましょうといって︑やめるんだよな︒けれどよく考えると︑

選挙の時に頼む頼むといって世話になった人だから︑そういうとき

か﹂と雷ったら︑ ﹁いや先生︑みんな言ってこられるんだけれど︑

しょう︒国会議員と都会議員が︒それは呼んで聞いてみた︒あの中

機関に出したんです︒あれで金融機関はだいぶ助かったから︑金融
不安が起こらなかったんですね︒そうしたら︑大きいところだけ助
けて小さいところは助けないのか︒いま起った愛知羊毛紡績会なん
かに入っているところは小さいところで︑その枠に入らないわけで

ちょっと脱線で︑現にこのあいだ︑銀行を救済するのは日本を救
うことになるというので五〇兆︑それを上積みして穴○兆円︑金融

ところが︑どこまでが利得なのか︑というところですね︒
海部 あれも大急ぎでっくりましたからね︒身を正すことを三民に

ネたんじゃないけれど︑どうしてもと言われたら一﹂ということ
になって︑落とし穴にはまっていくわけですね︒だからそこを断た
ないと︑きれいによくなっていかないと思うんです︒
三糸 本蜀に難しいところですね．つまり︑あっせん利得の利得の

て︑取っちゃいかん︒上前をバネたんだろう﹂というと︑ 門いやバ

の↓人︑名前は勘弁してもらうけれど︑ ﹁おまえは駄目じゃない

すよ︒それは厳しく縛らなければいかんと僕は雷っておるんです︒

に冷たいことを書っていると今度やってもらえなくなる﹂という︒
﹁今度やってもらえないからという理歯だけだったら︑それを欝．つ

す︒そこで去年︑われわれのところに毎週来ますから︑予算の陳情
だ何だといって︒役駈にこっちから︑そればかりで言うんです︒役

するか︑これは大変ですね︒

それでは︑憂国は阜離業大学の雄弁会のあたりからお話を伺うこ
とにします︒どうもありがとうございました︒

︿以上V
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知らせなければ選挙にならんからといって︒
伊藤 いや︑実際問題は大変だと思いますね︒どういうふうに運用

断まで行くと昌立つから︑ 門申小企業の方もなんとか助けなければ
いけませんよ︒金融危機は大企業だけじゃないんだから漏といった︒
そうしたら︑それが二〇兆ついた︒それがなんのかんの理属をつけ
て三〇兆になったわけ︒ですから中小企業を救済するための資金は
將寶oして︑環にやっているわけだよ︒

しかし下手をすると政治的に利用される危険性もありますね︒

海部 東京だけで︑萩開を見ると四質何十人も口利きをやったんで

伊藤

厳しくきちんとやらないとならんな︑とこの須しみじみ思っている︒

だから政策というのは︑発案者の志に反して︑妙な方にグググッ
と行くことが多い︒あっせん利得罪なんていうのは過渡期ですから︑

も逮捕された︒

といったら︑ようやくこのあいだ逮捕しましたね︒現職の都会議員

んから︑そういうのは一罰百戒で縛っちゃえ︒やらなきゃ駄貫だ︑

やり出したら︑まあこれは恥ずかしい身内の話ですな︒その制度
に便乗してというか︑あれをやってくれ︑これをやってくれといっ
て︑口利きがずいぶん入って来て︑そして多額のあれ﹇あっせん利
得﹈をみんなこれ﹇霞分の懐に入れ扁しているわけでしょう︒構わ
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■河野金昇疑について一i中野正鋼の心酔者

と言うんです︒そんなやりとりがありましたね︒まあ︑脱線はやめ

門浜岡翻はいい加減な連中でね︒ほんとうにいい撫減だよ︒そして
僕のところに来て﹁今度は瞬川を刺すから﹂と言うんだよね︒刺す

たか青母部といったか知りませんが︑そこに属していました︒その
とき河野金昇さんと一緒に申野正剛のところに居候していたという
か︑申野正剛の学生部で薫陶を受けた青年の中に︑のちほど功成っ

ては︑いちおう中野正剛に心酔しておったんですね︒中野正剛の
﹁東方会隔というのがあったんです︒その東方会の︑学生部といっ

れども︑国家公務員としての登録は正式はされておったし︑その縁
があっていろいろやりましたからね︒
伊藤 その河野さんという代議士は︑どういうお方なのかというこ
とを︑ちょっとだけでもお詣しいただけませんか︒
海部 はい︒どのへんから話したらいいものか︒ものの考え方とし

割をずっとされたということでしたが︑ 讐秘書のような役割隔とい
うのは秘書そのものなんですね︒
海部 はい︒ ﹁秘書のような役割扁と言ったのは︑自分が大学から
時々エスケープして行っていたものだから︑二足の草鮭ですね︒け

それで︑この前のお話では︑涙野金工さんの秘書のような役

ておきましよう︒

門繭さなきゃ︑あの野郎︑委員会を始めちゃって採決しちゃうよ﹂

門なぜ刺すんだ鳳と鴛期ったら︑

伊藤 前回︑中央大学から早稲田に移られたというところぐらいま
で︑お話を伺いました︒ふつうお話を伺っている方で︑第 回目で
俘藤

元 気 で したか︒

﹁あ

って︑まさに暴力団そのものだ︒

政治までたどり着くことは滅多にないんですが︑先生の場合は学生
時代から政治と溺わられておられますので︑第一圓霞で政治まで行
ってしまって︑あらあらと思っております︒

さっき私は瞬邦誠一さんのところに飼っておりました︒やはりオ
qラルヒストリーをやっておりまして︑いまになって冊子をつくる
ものですから︑写真を撮らねばならないということで︑写真撮影に
海部
お 元 気 ですよ︒

立ち会いに行っておりました︒
撰藤

門今日これから海部さんのところへ行くんです﹂と言ったら︑

海部 心身共に︑ですか
勝藤 ええ︒今度冊子ができましたら︑お持ちいたします︒僕が
あ︑あれは議員会館ですぐ近所だったから︑よくつき合っていた﹂
と 書 っ て お ら れました︒

海部 当選が一緒だもの︒そう言わなかった？
撰藤 そうです︒その時に河野金昇さんの名前が出てきまして︑
門自分は松村謙三さんのところで︑海部さんは河野心落さんのとこ

にやっている︒

て圏会議員になった人を僕は墨入知っているんです︒それで﹇その
二人が﹈溝野さんのところに遊びに来て︑思い出認を実に楽しそう

ろだった﹂と言っておられました︒
海部 当選したのが 緒だったものですからね︒彼がその後︑社会
労働委員長か侮かをやってえらい苦労した時︑私も祉会労働委員会

その永田正義の後継者になって繊てきた議員に渡瀬憲明というの
がいたけれども︑このあいだ落選してしまいました︒その縁があっ

け嶺選しているんです︒

一人が︑これは社会党へ行ってしまったけれど︑茜ヶ久保重光と
いう早福留の入です︒もう⁝入は応護正義で︑最後は国会議員は落

選して︑鹿児島のほうの策長で終わった人です︒國会議員に︻回だ
﹇浜田幸一

の理事を頼むと言われて︑入っていって少し見たことがあるんです
ね︒その頃︑浜閏幸一という暴れん坊︑飼ともならんやつがおった︒
露規誠一はああいうおとなしい紳士だから︑普通の話をまともにし
て い れ ば い い と思っていろいろ購をきくもの だ か ら ︑

に﹈すごまれちゃつてね︒すごまれても︑どうするか︒ああいうの
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て ︑ 僕 は 自 慰 も応援に行った︒

それから一度︑大変悪いなと思ったことがある︒永鵬正義さんは
河野金昇さんの仲間だということは知っておったが︑あまり罷懇で
はなくて︑しばらくおつき合いがなかったんです︒そして私が自由
民主党の学生部長になって︑選挙となるといろいろ応援に行ってい
たんです︒あるとき選挙の応援に行って︑あれ︑この人よく知った
人だなと思ったら︑懸念正義のポスタ⁝があるんです︒待てよ︑今
ヨ俺が応援にきたのは永国正義じゃなかったはずだと思って手帳を
晃たら︑そうじやない︒だから困りました︒たしか︑そのとき一緒
に行っていたのが︑青年局長の竹下登です︒俺も哲下も︑その首長
候補とはあまり深い関わりがなかったけれど︑とにかく党として頑
張らなければ駄目な地域だと言われて︑俺と竹下とで応援に行った
熊本ですね︒

ん だ な ︒ 八 代というところだ︒
伊藤

﹃やつちろ﹄と書っ

海部 ところが︑マイクを持って﹁八代︵やつしろ︶の皆さん臨な
﹁それでは︑票にならん ば い ︒

﹁﹃やつちろ﹄と読むのかい漏と言ったら︑

え︑兄︒どこかの市長さんですね︒

市長ですよ︒市長に当選してからも面白いんだけれど︑僕の

古い方の事務藤に来て︑ ﹁海部さん︑君のあれ門応援扁は︑僕が事
前に頼まなかったから悪かったね﹂というような受け取り方をして

くれるんです︵撰藤 よかったですね︶︒ ﹁事前に頼めば︑あんた
は僕のところへ来てくれたと思うけれどもねえ﹂なんていう︒そう

いうおとなしいところがあった︒申野正闘の家来のくせに︒そのこ
とは︑帰ってきてみんなで大笑いになりましたけれどね︒
もうひとりの茜ヶ婆心重光という人は社会党の闘士になつちゃっ
たものだから︑委員会でも本会議でも正面からワ⁝ワ⁝やり合う仲
で︑とてもそんな思い出はないけれど︒その頃︑河野金甲さんとい

﹇河野金昇さんが﹈立候

う人は︑それらの人と集まっては︑中野正剛の思い出話をしたり︑

いろいろなことをしていま︑したね︒ただ︑

田申

海部

田中

三木さんと同じです︒三木さんと政治行動を共にしていたん

三木さんと詞じですか︒

最初は国忌協同党といわなかったかな︒

最初は何党から出てきたんですか︒

補した頃は愛知県の警察からは要注意人物にされておったんじゃな
いかな︒立会演説なんかの時に︑わかるわね︑刑事が︹おると翻︒

海部

東方会と三木さんとでは︑圏民豊岡党はどういう感じになる

だもの︒

圏中

んでしょう︒

伊藤 三木さんもそっちの方かも知れない︵笑い︶︒
海部 三木さんは東方会と溺主ないんです︒中野正翻をそんなによ

く知らないんです︒溝野さんは︑中野正剛の思想二条というか東方
会の考え方に惹かれるものがあって出入りしておったんですね︒出
入りしておった頃に︑永田正義とも茜ヶ久保重光ともつき合ってい
た︒そのほか︑佐藤という人がいて︑この人は何園圃候補しても当

選しなくて︑全国の清掃業組合の親分になった人だ︒紹介されて︑
これは将来あれをやるからつき合ってやってくれと占われたきりで

あったけれども︒そんな入たちを自分の家に曄んだり︑脅分が呼ば

れて出て行ったりというっき合いをずっとしていました︒

河野金昇さんは︑専門といいますか︑どの分野が強い人だつ

圓澗野金昇段について紅一演説上手
俘藤
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一・

ん て 欝 っ た ら︑
て く だ さ い 隔という︒

ｻうだ﹂と購われた︒そんなこともあって︑ここは途上国だなと

門永田さんは﹈釘醤も河野さんのところに来て︑

伊藤ああ︑ 僕はその人に会ったことがある︒
ありますか︒魚が浅黒くて︑さつまいもみたいな塾していた︒

緒に酒を飲みながら飯を喰って談論風発して帰った入だから︒

タ ⁝ が あ る わ けだ︒

まあ︑脱線はやめにして︑そこでふっとみたら︑永賑蕉義のポス

笑 っ た こ と も あったけれども︒

「

海伊海
部藤部

伊藤

さっき田剃さんが︑ ﹁いやあ︑あれはよく弁の立つ人で﹂ど

たんですか︒

海都 河野さんのことですか︒ああ︑弁が立つ︒それは新橋の野外
で人を集めて︑仮設の演壇の上に立って︑ ﹁もうじき吉霞茂がこの

俘藤

東方会だから︑東条の弾便に負けずに戦わなければならんか

やはり東方会で鍛えられたかな︒

カにはカをもってやってはいけないんだ﹂というようなことですか
ら︑やっぱりしゃべる方にカを入れたんでしょうね︒

ら︒そして﹁書論には言論で返せ︒やられたからやつちゃあいかん︒

海部

んやの心事麟采だった︒いまから思えばアジ演説の一つだな︒

へんを通って︑アメリカへ物乞い外交に行くだろう︒日本は悲しい
やつを総理大臣にしたものだ﹂とかなんとかいう演説をやって︑や

おっしゃっていましたけれど一︒

海部 政治家としては︑結局︑纂の関係で繊維産業はやらなければ
ならんね︒私がそうであったように︒あの愛知県の尾張というとこ
ろは︑ガチャン︑ガチャンと機織りの織機の音で育ってくるところ
ですから︑それを一齎懸命やっておった︒あの頃︑河野金昇代議士
は︑議員立法の走りのようなことをしたんです︒中小企業の捉進法
のような法律︑正確な名前はどこかで探しまずけれども︑をつくっ
た時に︑法律的には制限列挙ということがありますね︒その中に撚
糸業︑糸を撚る商いは入っていなかったんです︒それで︑これはい
けない︑撚糸が落ちている︑撚糸をここへ入れるにはどうしたらい
いかということで法舗局へ行って議論をしたら︑ただ単に︑通産省
の繊維局の役人が書くときに忘れていたにすぎなかったわけです︒
だけど︑自分のほうで忘れていたとは言えない︒だから﹇河野さん

だから︑初めて立候補した時に街頭演説はうまかったですよ︒つ
いて歩いているわれわれが聞いていても︑ ﹁そうだ︑しっかりや
れ﹂という掛け声が密然に出てくるような︑そういう演説をやって
俣藤

はい︒

最初に立候補した時というのは︑河賜金昇さんが︑ですか︒

いたように思う︒
海部

便藤 その頃から︑もう海部先生はi︒
海部 いや︑それは聞いているだけ︒聴衆の一入ですもの︒僕がな

もう何闘か嚢選されてからですか︒

ったのは︑もうちょっとあとです︒

極藤

いやいや︑そうではありません︒最初の金壷さんの選挙の演

が﹈︑こうこうこういう理由で撚糸業も入れてもらうことが︑業法
が効果を現わして︑国民的に経済の復興に役立つんだ︑というよう
な理屈をつけてやったことを覚えていますよ︒当時は商工委員会と
書いましたか︑通商産業委員会の前の段階だった︒商工省という役
所はもうなかったと思うな︒通商産業省にはなっていたと思います
が︑国会の委員会は依然として商工省の頃の商工委員会というとこ
ろで︑それをやっておりましたね︒
楠 もともと河野さんという方は何をされていた方なんですか︒新
聞記者ですか︒

海部

説も僕は聞きましたよ︒その頃︑そこには江騎真澄さんとか︑佐藤

海部 いや︑もともと申野董鰯の門を叩いて書生になつちゃったん
だ︒早稲霞大学を卒業して︑東方会の青年部といったか学生部とい
ったか︒

観樹のおやじの佐藤観次郎とか︑そういう連中がおって︑立会演説
をやっていたんだから︒それから田嶋好文とか︑加藤鎮五郎とかも

いた︒出琶頭は加藤錬五郎だと思うな︒衆議院議長に出ますから︒

海部 僕らはそれらの演説を恥きにいったり︑いろいろして覚えま
した︑赤松勇というのもいたな︒いまの広隆のおやじだよ︒そうい

鈴々たる名前ですね︒

伊藤 もしかしたら羽織袴ですか︒
海部 いや︑そんなものじゃなくて︑もうちょっと近代的な詰襟の
じゃあ︑黒シャツ隊の方だ︵笑い︶︒

俘藤

担藤

詰襟の洋服のほうだ︒

洋服ですね︒

海部
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う時にはくじで順番を決めていましたね︒あの頃は大選挙区ですか
ら︑赤松の後でやらされたり︑加藤の後でやらされたり︑くじ順で
うようなことをしていた︒

琶会雑学を耳にしたり︑本を読まされたり︑しゃべったり︑いろい
ろ変わったことを知っているやつを連れてきて話を聞いたり︑とい

前回︑ご家庭の環境などを荷いましたけれども︑ご家庭の中に

海部

それは澗親ともですか︒

武士の商法なんですね︒

じゃあ大学在学中は︑ずっと金昇さんの秘書をやっておられ

正確には覚えていませんけれども︑時々遊びに行ったり︑こ

たんですか︒

伊藤

賑河野金宝議員の秘書として三一後援会づくり

きたということなんでしょうね︒

海部 武家政治の終わりだから︒ニワトリを飼ってもあまり成功し
ない︑ブタを飼っても成功しない︒イギリスへ行って養豚と養鶏が
いいと知りながら︑小牧で飼っても成功しなかった︒かろうじてニ
ワトリだけが︑後漫﹁海部種﹂といわれるようなものに生き延びて

伊藤

海部 あまり強くない侍大将で︑ご先祖は四羅で滅ぼされて︑命か
らがら船に乗って逃げてきた人でしょう︒それが濁馬遼太郎の岡夏
草の賦﹄という本のモデルに書かれているわけだ︒それから︑うち
の三代︑四代前は︑何をやっても結局成功しなかった

伊藤

いですね︒

先生が政治に進むような要素というのはなかったんですか︒
海部 家庭の中にはなかったと思うな︒
楠 あるいは親戚とかも含めて︑いかがですか︒
溝部 よく闘かれるんですが︑そういうのはうちの系図の中にはな

楠

ういう校長さんがいた︒

この前ちょっと触れたと思いますが︑そういういろいろと欝積し
たものを持っておる者たちのところへ来て︑弁論大会に出るという
ことにスポットをあててくれたりーダーがいたということかな︒そ

やるわけです︒いま赤松潜がここで演説文を書いていたけれどもね︒
あの人は昔は︑気にいらんことがあると煙突へ上がっていって︑煙
突の上で赤旗を振って降りてこなかった人だから︒そんなことを平
気 で や っ て お ったんだな︒

伊藤 じゃあ︑そんなにベテランの代議士というわけではない人の
ところに︑秘書としてお付きになられたわけですね︒
海部 はい︒もちろんベテランでもなんでもない︒ただそこは︑将
来自分の選挙区になるような地域ですから︒

鳳政治家への憲
囲中 先生︑いまのお話は昭和二十年の選挙のお話ですよね︒大選
挙区は二十年ですね︒先生がお生まれになったのは︑ 九三 年で
すよね︒

海部 生まれたのは昭物六年ですよ︒
田中 十四歳で︑もうすでに政治家になるつもりでいらしたんです
か︒

海部 十四︑五の頃に敗戦のショックを受けているわけです︒中学
の弁論部というのは︑非常にそういう時は燃えておったんです︒い
まの中学生とちょっと違っていたな︒
伊藤 僕もわかります︒中学生というのはそういうものだと︒
海部 あ︑κて屍理屈をいうと︑あの頃われわれの周辺には︑ほかに
情熱のはけ口が侮もなかったんだよ︒演説でもやって︑撹の申はみ
んな間違っておると欝って︑ ﹁乃公出でずんば﹂というようなこと
しかなかった︒パチンコ歴もなかったし︑ダンスホールもなかった︒

だから時間つぶし︑畷つぶしというのかな︒畷つぶしというと言い
方は悪いが︑持て余した時間を持っていくところが︑あの頃のわれ
われにとっては︑弁論生みたいなところだった︒そこでいろいろな
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かんのだ︒今ヨまでの日本は殖産振興はいいんだ︒この地域は先祖

初めの頃はそうでしょう︒ 門楠氏の方を詠いて﹈君は専門家だか
らなあ︒間違っていたら後から訂正しておいてよ︒輸入と輸出のバ

ういうところ﹇議員事務所︺に遊びに来たりしていた︒あの頃の衆
議院の食堂にはあまりおいしいものはなかったんだけれど︑とにか
くあるんだよ︒だから友達と一緒に門おう︑行こうよ﹂といって︑
顔を出しているうちに︑先生が﹁ああいうことがある︑こういうこ
とがある隔といって︑親しくなっていくわけですから︒
俘藤 その秘書というのは︑選挙の時になると一緒に行って弁舌を

ランスで︑ヨ本が黒字になったのはたしか紹物二十六年からだね︒

由来の繊維産業の中心堰だから︑どんどんやらなければならん︒や
ったら︑外圖にも売って︑金を儲けなければならん︒それが貯まり

するわけですか︒・

嚢時︑経済企画庁寄親が国会で︑ 門国際収支はどうだ﹂と蘭かれて︑
﹁おかげさまで今年からとんとんになりました幅と答えたことがあ

った︒新葉は︑たちどころに﹁とんとん大駆﹂と見出しに書いたよ
ね︒僕らは﹁とんとんって何だ？﹂といって聞いてみたら︑輸出・

貯まって︑β本の國が運営できるんだ﹂と霧つた︒

海部 選挙の時になると︑ほかの人はどうか知りませんが︑僕の場
合は大学は全部休んじゃって︑選挙事務所へ入り込んで︑昼間は街
．頭演説の前座をやりますね︒夜は演説会場へ行って︑そこでも前座
をやる︒そして︑いかに政治というものは毎日毎嗣の生活に関係が
あるのかということを︑秘書の立場で見ておって体験したことを話

輸入のバランスがようやくイコール・フイッテイングの状態になっ
てきたということだ︒そういうことを言った人が門とんとん大臣﹂
といって名を馳せたわけだ︒ですから︑あのころの政策は︑輸出を
とにかくやれということだ︒簡単に言えば︑外国にものを売って儲

けろということでした︒それが圏を興すもとだったわけですから︒

そんなことも言いながら︑ ﹁そのためには︑まずこの地揚産業で
ある繊維を豊かにしなければならん︒繊維をやると染色染液のきた

住民の皆さんの健康は守ります︒そういうことを︻所懸命やってお
るので︑どうぞ安心して︑みんなそろって票はください︒終わった
ら︑そこに譜面を置いておくから︑いい人はみんな住所民名を書い

ない水が流れますが︑それはそれで︑こちらでこうやって解決して︑

の全体の蜜を増やすようにしよう隔と言ったりしていた︒

ていってください︒この次からは遮等します﹂とかなんとか言いな
がら︑後援会づくりを一封懸命︑これは河肇代議士のためにやった
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そうとした︒

そんな曖︑これは細かく書かれると利益誘導になるかもしれんが︑
集まった人に︑ ﹁あんた方の生活が黒しいのは︑朝から晩まで織機
で布を織って働いたって︑いくら来るのかわからんからだ︒やがて
いつの霞かは︵いまはできているから言うと恥ずかしい話ですが︶

最低賃金法でもつくって︑一日働いたら︑これだけは所得があるん
だということを保証しないといけない︒それから︑つくったものが︑

あるいは︑ 二尚い由へ登ってみると︑このごろはそのへんの煙突
から煙がいっぱい毘ているけれども︑これは公害の元だ︒どうして

んです︒

外国へ売れなければいけない︵いまと憲要目的がまるっきり違うん
です︶︒だからものを作って︑どんどん輸出して︑そして田本の国

あの煙をきれいにするかを考えなければいかん︒昔小学校の頃には︑
ﾔ情け深いのは仁徳天皇だと習った︒小高き丘に登って︑ ﹃民の
竈の煙がない﹄と留った︒そして三年聞役務と税を取らない︒思い

屋根がついていて︑風爾を払うようになっていた︒中には粗末なも

伊藤 その頃は︑街頭は車で國つたんですか︒
海部
門バタバタ﹂というものがあったのはご存じですか︒オート
三輪みたいなものだった︒気が利いていたのは︑そのオート三輪に

切って三年聞取らなかったら︑ ㎎ああ︑見えた︑見えた︒厩の竈は
賑わいにけり﹄と言って喜ばれた︑という話があった﹂というよう

のもある︒ちょうど今艮バン謡ックへ行かれると︑まだあるんじゃ

なことも織り交ぜて︑

﹁殖産振興︑それはいい︒ただ富国強兵がい

一

ああ︒時々テレビの画面に繊てきますね︒

ないかな︒

伊藤

なりにするけれども︑それも絶認絶嬉のチャンスだから︑そこでバ
ンバン答えろ︒そこで︑あっ︑あれはなかなか詳しいそとか︑あれ
はいい度胸をしておるぞ︑大筆が勘かるぞ︑というような風評が立

てば︑慰らは必ず成長できるんだ︒ただ︑それをやろうと思うと︑

知っていなければいかん︒知っておると罰時に︑役所から来る紙に
書いてある習い方ではいかんから︑順番を入れ替えたり︑表記方法

海部 ええ︒風防がついているあれですよ︒乗馬車なんていうもの
は︑ほんのごく一部しかなかった頃ですからね︒
ちょっと脱線するようだが︑その乗用車は当時輸出雪隠企業とい
っていた︒対前年で比べてどれだけ輸出をたくさんしたか︒たしか

を変えたり︑自分なりに政策を説明する能力を持たなければならん︒
大いに勉強してくれ︒これからは雰常に希望の持てる時代になった︒
われわれが初めて当選した頃は︑なにせ上がいっぱいおるものだか
ら︑俺が受託になるまでには︑まだ少なく見積もっても十五︑六年
はかかると思ったものだ︒私も実際になったのは︑十八年経った時

■皐稲田大学雄弁会

でした﹂と言ったら︑みんな笑っていたな︵笑い﹀︒

一〇％以上輸出して︑納税額も ○％以上になると︑輸出貫献企業
として︑税務署長かなにかつまらんところがら表彰状が来たんです︒
税務署長︑税務署からの表彰状を掛けておくと︑税務署からガサが
入った時に︑ ﹁これがあるじゃないか︑これがあがるように︸所懸
命やれば︑いっぺんは見逃してくれるという話だぞ﹂といって︑追
い返した︒使えたものですよ︒それをやることが日本の翻がよくな
出賞献企業をつくるということが︑嶺時われわれの地元に出しても︑

俘藤

ることだといって︑いまとは全く逆の方向でやったわけですね︒輸
皆さんの暮らしが豊かになることですよ︑ということでしたね︒
伊藤 その河野さんは︑何翻ぐらい当選なさったんですか︒

すか︒

海部

俳論

だいたい藁蕎の中小企業の経営者の愚子とか︑豪農の息子と

政治家になったのは誰ですか︒

ん︑落ちこぼれたやつもたくさんおるけれど︒

政治家として残っている者もおりまずけれど︒
俘藤 隅じ時に雄弁会にいた人で︑ですね︒
海部 間じ時にやって︑一所懸命練習もして︑相争ってね︒もちろ

ことを考えている者がおるわけですね︒中には成苗して︑いまでも

髭ヤマを当てねばいかん︒ヤマを当てるには︑ひとつ大風呂敷を広
げて政治家にでもなるのが一番早いだろう︑というような大それた

うなものがだんだん落ちぶれてきて︑いい言葉でいえば︑大きな志︑
﹁ボーイズ・ビi・アンビシャス扁︒小さく遇えば︑何かひとつ一

みんなそれぞれ︑自分の父親の生業とか︑家柄とかというよ

と雄弁会のお話もございましたけれども︑仲間はどういう人たちで

それで早稲田に入られて︑当然雄弁会ですね︒この前ちょっ

海部 最後に政務次宮が終わって︑入閣の寸前に病で倒れたわけで
すから︑当選五園はしていますね︒当選五回しないと︑政務次官に
いまはもっと早いでしょう︒

海部

伊藤

いまはこ陰ですよ︒僕らは⁝⁝回で政務次官だもの︒いまは︻

は な れ な い ん だもの︒

海部
い ま は 政務官ですね︒

回でもなるわな︒当選一園でも政務次官になりますわ︒
田中

海部 政務官なんていうのができちゃって︑翻大臣という中二階が
ある︒俺に何か佳事役罰をよこせといえば︑それを投問が期待すれ
ば．答弁でも侮でもさせてくれるけれど︑なかなかそこまでいがん
だろうな︒

﹁鴛らはやがて必ず致務次宮なり政務官

だから僕は脱線するようだが︑このあいだ選挙が終わった時に︑
︸年生︑二年生の若手に言ったんだ︒いま保守党には︑衆参合わせ
てもそんなにおらんから︒

一48一

門ようし︑いまに見ておれ︑

か︑そんな者でしたね︒豪農というのは︑家がだんだん没落して全
部 取 り 上 げ ら れた︒それじゃあいかん︒

俺が﹂というような︑家を再興しようという志を持ったやつだ︒そ
れから地方の商家の息子たちは︑やはり父親の努力を見てきたから︑
われわれもやはり頑張らなきゃならんとか︑いろいろなことだある
だろう︒

だから︑フオ⁝・エグザンプルで例を挙げれば︑伊勢のお饅頭燈
の息子であった藤波孝生︒あれは饅頭屋だよ︒窓月堂の息子だもの︒

由q光一さんというのは自民党本部の事務長をやっている人

けれども︑原子力燃料公社ができた時に︑そこへ入れてやった︒

田中
ですか︒

えじゃないか﹂と欝ったら︑

俺にとっては大変不満だった︒
﹁馬鹿︑そういうものしか喰ったこと

﹁お前のところの饅頭は小翼じゃね

際代議士になっていないけれど︑基本的には代議士を志墾した人は︑

士になるなると言っていたけれど︒

僕はよく遊びに行って食べたけれど︑饅頭のあんこが黒くないのが︑

がないやつはそういうことを雷う隔と言われた︒グリーンピ⁝スが
あるでしょう︑泰の魚のお豆︒あれでつくった上品な饅頭が藤波の

いっぱいいたということですか︒

海部 山口光一というのは︑いまは違いまずけれども︑自転党の事
務局の次長をやった︒僕らも先輩だから︑ ﹁おい︑プ⁝さん︑プ⁝
さん﹂といってやっていたけれども︑あれは当選しなかったな︒そ
れから蟹HKへ行った高塩和巳というのは︑お父さんも代議±だっ
たから︑こいつはなるだろうと思ったら︑残念ながら利あらず︑代
議士にはなれなくて︑俺の応援団にまわっている︒茨城県のスガヤ
シ混ウイチというのも︑とうとう校長先生で終わっちゃった︒代議

家 の 藤 盤 窓 月 堂ですから︒

ここ﹇﹃全人選挙﹈にいっぱい名前が書いてありますが︑実

それから渡部恒三︒いま副議長になっておるけれども︑あれも路
線を聞違えずにわれわれと一緒にやっておれば︑今ごろは﹁副﹂じ
ゃない普通の議長になれるような男だったと思う︒残念ながら彼は

海部 いや︑私より少なくとも能力があったろうと私が認めるやつ
です︒演説をやらせても︑俺よりはうまかったろうし︑頭もよかっ
たろうし︑勉強もよくしたろうけれども︑やはり﹁天の時︑地の利︑
人の和﹂というのが︑ひとつ大きな絶対条件として政溶々になるた
めには必要なんです︒それが揃うだけでいいかというと︑そうとも
いかないんだよな︒いかに天の時があろうが︑地の利があろうが︑
いい地盤をもらおうが︑やはり本属が先頭に立って︑これは学問的

閏中

本当の二大政党時代にもっていくように︒小選挙区が本訴に本当に
理解されるようになるためには︑回り道ですけれども︑選挙の度に

に精錬された言葉じゃないけれども︑ ﹁よし︑よろしい︑お前を支

持してやろう﹂というような︑沸き上がるような大衆の気持ちを作

道を聞違えて︑変な方に行っちゃったから︑副議長でいま止まって
いるけれども︒だから︑もう㎝回選挙が済んだら︑保守再合同して︑

選ばれるほうを替えたり︑そういったこともきちんとしていかなけ
れ ば な ら ん と 思う︒

りあげて︑製っ張っていくカがあるのかどうか︒

︐

撰藤 藤波さんのほかには一︒

だから︑今度の小選挙区になってからでも︑若い連申が来て

鷺選挙演説の心得
海部

門ああ︑困った︑この頃は昔と違って︑選挙のやり方が変わっ

ちゃった﹂というんだな︒当たり前じゃないか︒要するに人が集ま

は︑

海部 いっぱいいますよ︒いまの二入はまあまあの例ですね︒閣僚
にもなった︒閣僚にもなれなかったやつで︑演説だけはやたらうま
かったなと思うのが︑小島静馬という男だ︒あれも参議院にしばら
くおって︑それから衆議院にも来たけれども︑運がなくて︑いまは
どこかの億出し屋の旦那になつちゃつたけれどもね︒
それから柏崎福助というのは︑とうとう政治家にはなれなかった
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らないようになった︒だから︑昔のように冷製館とかお寺とか︑そ
ういうところへたくさん入を集めて︑集めた人に壇の上から轍そう
に演説をやって︑帰りにちょっとお土産をもって帰ってもらって︑
それでまとまった︑というような発想の中で育ってきた子どもたち
が︑大きくなって自分が候補者になった時は︑そうやっても集まら
ないんだ︒だから︑ ﹁そういう時は︑お前が街へ出て行け︒集まら
なかったら︑自分が出て行って集めて聞かせるよりしょうがないじ
ゃないか﹂と言うんだ︒

例が悪いけれども﹇楠氏を見て﹈︑君のところの父さん︵光参議
院議員．楠正俊︶︑これは書かんでもいいですが︑よく理解しても
らうために雷おう︒鴛のところのお父さんと︑また村上の親分にな
つちゃった玉置和郎は仲が良かうたろう︒そしてもうひとり長谷川
仁というのがおった︒三人だ︒宗教団体の熱烈なる基盤を持ってい
た人だ︒この三人を呼ぶと︑苦労しなくても﹇公民館のようなU箱
にいっぱい集まるんだよ︒だから︑僕のところの︑ 筥とか津島と
か稲沢の公民館とか公会堂にも︑侮回来たかわからんなあ．その地
域の信者さまたちがみな集まってくるわけだ︒
こっちもだんだん狡くなったから︑ ﹁ここでは殺し文句は飼です
か﹂と言って教わるんだよ︒ 門どうもありがとうございます︒ただ
ただ感謝だ﹂ ﹁そうですが隔 門はい︑ありがとうございます隔でい
っぱい集まってくれる︒それは命令一下でしょう︒

﹁馬鹿野躯︑自分

だから︑そういうところで育って︑そういうものを壇聞見て︑あ
あ政治家になりたいなあと思った入は︑会場に人が集まらなくなる
と︑ガックりして青菜に塩になつちゃうんです︒

で集めに行け隔と言うと﹁どうしたらいいんですか﹄と聞くから︑
﹇例えばそこにスーパーマーケットの大きなのがある︒そのすぐ出
口でやったら︑ ﹃馬鹿引手︑うるさい撫と怒られるから︑離れたと
ころ︑声が聞こ︑尺るぐらいのところで︑自分でマイクを持って演説
するんだ︒ほんの一分聞いただけでも︑ああ︑この謡はここから先︑
侮を言うんだろうと思って聞きなさる︒それだけ降下︑釘胃と時の

話題やいろいろなものを持っていなければならん︒それくらいの努
力をしなかったら当選なんかできっこないよ﹂と言うと︑みんなが
やるんだ︒

それをやったやつらは当選していますよ︑今度の選挙でも︒だか
ら︑発大臣だとかなんとかいってやっている連中が︑東京でも軒並

み落ちるけれども︑当たり前だ︒会場を借りて︑そこへ集まった人
だけ聞かせるというのではね︒だから︑やはり駅から降りてきた人

を差しているかとい

が家へ帰っていく前に︑何か変なのに出会ったけれども︑せめて名
前と︑何を言ったかという⁝言ぐらいは覚えて帰さなければいかん︒
だから︑時計がカチカチいっていると時を刻んでいるなというだけ
だけれども︑あれがチンチンと鳴れば︑二時かと思うでしょう︒だ

から︑何かワーワi聞こえたら︑これは誰が何

うことがわかるようにしなさい︒大変勇気もいりますよ︒

それは︑俺も人から説教されたことだが︑街頭演説が⁝番いいな
あと思う︒そんな部屋に集めて︑そこへ来てくれる人が全部票だと

思ったら大聞違いだ︒鍋の中に入ったものは放っておけばいいんだ︑
という欝い方でした︒

それを上品に救ったのが︑大隈愚挙だったんだな︒大きな木が枯
れる時︑心配して枯れているところばかり︑埃を落としたり︑水を

かけても何の役にも立たない︒根っこを掘れ︒本の根っこを耕せ︒

根っこを掘れば︑太陽の光線も空気も自然の滋養も入って行く︒木
はみずみずしく蘇る︒政治家にとって根っことは侮だといったら︑

有権者だ︒国民を怖れておったんじゃあ︑交流はない︒だから自分
で入って行け︒マイクを持って語りかけろ︒人が止まって聞いてく

れるかどうかということが︑説得力のある街頭演説になるかどうか
ということだ︒もちろん会場に集めて︑たくさん大勢で総決起大会
をやることがいけないというんじゃないけれど︑それよりもこちら

の方が︑直撃心の通い路を求めることができる︒

そういうことを書われて街頭演説をやっておっても︑聞いてくれ
んやつがおるよね︒知らん顔して行っちゃうのもおるし︑やかまし
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いと思って行っちゃうのもおる︒けれども︑そういう時に︑やはり
大隈重儒の本に書いてあったことを思い出して︑政治家というのは

たいてい行かせるけれども︑あまり﹁俺が行く︑俺が行く﹂ばかり
で︑みんなを蹴飛ばしておるといかんから︑その次は﹁俺は行かな

海部 早稲田の代表として出る︒変な話だけれども︑ ﹁俺が漏とい
って手を挙げたら︑おのずからエボルブされちゃう代褒と︑そうは
るという代表の二種類があります︒

﹁今度は俺が行くよ﹂というと︑

いかんから先生方を連れてきて︑並べて点をつけてもらって選ばれ

そういう状況の申にあって︑なおかつ聞いてくださる僅かな人々に
対して︑心の通い路を感じ︑心の温かさを感じたら︑それが政治家
冥利に尽きるはずだ︒〜人ひとりのところにいって握手をしてこい︒
自分で下の句までつけて終わったら︑みんなそばへ行って︑ありが

いから︑みんな手を挙げて︑乎を挙げたやつだけでやってみよう﹂

といってみたり︑初めから予選をやって点をつけて︑その点の高か
った者が出るとか︑いろいろな方法がありましたね︒

とうと言う︒それで秘書に︑住所氏名を聞いておけよ︑と言う︒余
計なことだけれども︑聞いておくと︑そこへはがきを出したりでき
る︒そういうつながりをつくっていったやつが︑やはり勝っていま

拶藤

りされたわけですか︒

それで大学時代にも︑いろいろトロフィーや侮かをもらった

すよ︒

考えてみれば︑まことに馬鹿馬鹿しい努力だと思われるかもしれ
んし︑そのことと天下国家︑株の値段とは関係ないじゃないかとい
うのは︑その通りです︒けれども︑そういう心のつながりがある者
の中から︑共に閣碍を考え︑今霞のこの疲弊した地元をどうやって
栄えさせるかを考える︒その心のぬくもりが︑まず大事じゃないか︒
﹁大事だと思った人︑いま頷いた人︑ひとつ拍手をしてください隔
というと︑みんな手を叩く︒そうやって誘導していくんだ︒

とは言わなくなったんですね︒じゃあ︑お繭は今度演練幹事をやれ︑

匿大学時代の弁論大会

お前は副幹事長になれ︑という話になる︒

海部 やはりあれ﹇トロフィ⁝など嗣を持っているということが︑
ステータスの一つだったんです︒だから︑ここから先はちょっと書
かずにおいてほしいんだけれど︑いま︑誰々は雄弁会におったかど
うかということがよく粍定されますね︒そういう﹇トロフィ⁝など
を取ったことがない︺達中は︑そういう写真に絶対載ったことがな
いんです︒けれども︑載ったことがないやつに︑載った︑載ったと
言うのは︑またそこに優越感を感じるから︑それもいかん︒だから︑
俺はカップがいくつあるとか︑賞状が何枚あるとか︑そういうこと
はやめにしようということで︑早稲照ではその後あまりそういうこ

俘藤

﹁演練﹂というのは何ですか︒

例えば︑東京都内の各大学の弁論部とか雄弁会のあいだでは︑

試合というのも変ですが︑競技会みたいなものがあるわけですか︒

俘藤

﹁演説練習部﹂です︒それが︑やはり後βの談合の走りにな
俘藤

カップの数とか賞状の数というのは事実になるわけですね︒

ちょっと大袈裟じゃないですか︵笑い︶︒

ったんですかね︒

海部

総理杯ということになると︑全国ですね︒

海部 それはこの前爾し上げたかどうか︑大隈杯争奪の弁論大会と
か︑総理大臣杯争奪の弁論大会とかがある噂
俘藤

海部

今度いっぺん︑大学の頃の写真を見せますわ︒そう言われて見ると︑
かろうじて出てきているのが︑やはり渡部恒三とか藤波孝生とかで

海部 濁時は︑全関東大学高専雄弁大会ということでやりましたね︒
私の記億では︑全国大会になったのはしばらくあとになってからだ

傍藤 先生がそこに出て行くためには︑例えば早稲歪なら早稲田の

すね︒

と思います︒

代表として出ていくわけですか︒
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した︒

前です︒駆け出しの頃です︒

大蓮になられる前ですね︒

溝部 中村菊男さんからですか︒へえ︒
楠 ええ︒その頃︑昭和四十年代の終わり頃ですから︑まだ先生が
海部

やっていましたからね︒

俘藤 ほかの大挙や高専から出てきた弁士で︑ 門おお︑これは﹂と
いう認憶に残っている方はいらっしゃいますか︒
海部 当時慶磨大挙からは︑大野君というのがよく出てきましたな︒
これは卒業してから鐘紡へ就職して︑圏会議員になるといっておっ
たが︑結局こんにちまでなっておらん︒それから宮門鴛というのが
おって︑これは伊豆帯島の方から出て︑慶慮大学を終わって県会議

員になりましたね︒それも屡会議員になるといっても︑問じ選挙区
に早稲醸の小島静馬というのがおって︑これに負けて︑霊山戦は卒
楠

楠 でも︑もう次官はされていましたね︒
海部 私は昭和三÷五年に当選して︑四十一︑二更頃に労働次寮を

業後も勝負つかず︑ということになりましたね︒

頭角を規された頃だったんですが︑その話は鮮明に覚えています︒

中村先生は何かの大会で審査員をされていたそうなんですね︒

四十年代の終わり頃の謡ですから︑もう先生も政界である程度

それから︑北海道へ落ちていった山簿真人といヶのは道会議員ま
ではとんとん拍子で楽選したが︑北海道議会の自民党政調会長とか︑

海部 多かったです︒憂慮大学というのは︑比較的そういう大会を
主催したんですよ︒僕は慶慮大学へ行っても︑慶慮大学の創設者の

福沢さんを褒めないで︑大隈さんを褒めた︵笑い︶︒

海部
﹃芙は入の上に人を作らず︑人の下に人を修らず﹂なんて調
子のいいこと需つたって駄霞︑と言ってね︒ 門よ⁝い︑どん隔とい
ったら︑子どもだって一所懸命走ったやつが一番になり︑二番にな

り︑三番になる︒その時に門天は人の前に人を置かず︑入の後に人
を置かず︑みんな罰着だ隔といったら︑誰が徒競走なんかやります
か︒ただ︑徒競走ができたからお前は偉かったんだ︑それが全てに

通ずるパスポートだと言ってしまっては終わりだから︑ジャスト・
ジス・ピース・オブ・ランニング︑ちょうどここで走った中でお前

は優れておったんだ︑と言うだけにしておかなければいかん︑とい

うような麗理屈をこねてね︒言うことがないものだから︒

この中﹇﹃金人像﹄﹈では︑海部さんはスマートな感じだっ

翻水玉事様のネクタイ
俳藤
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そういう大会はけっこう多かったんですか︒

ことは褒めない︒

とで︑ ﹁海部さんという方はその時から目立っていて︑将来あの人
は何かになると思っていた﹂と私は学生時代に中村先生から聞きま

海部 憂慮の雄弁会の指導者だったな︒
楠 その先生が︑そういう灘ンクールの審査員をしていたというこ

がいましたが一⁝︒

楠 私の大学時代の指導教授が中村菊男という︑当時タレント教授

すぎる︒

海部 駄厨︒頭がいいというだけだから︒それで︑なにか理鷹が多

ですか︒

一緒ですが︑宮立のやつらは問題にならんですね︒
問題にならない︵笑い︶︒そうですが︒東大の弁論部は駄馨

その弁論大会は︑官立も一緒ですか︒

早 稲 岡の雄弁会だった︒

藤部藤部藤

伊藤

そのへんのところが終わりだ︒僕はいっぺん応援にも行ったんです
よ︒あんまり大きな声で蚕えないが︑ここにおる秘書で恩子をあず
かった︑北海道の佐々木利昭というのが出てくるわけです︒これも
国会議員になるために後援会をつくって講演に行ったんですが︑ど

俣藤

そ れ は旱長田の方ですか︒

うも利あらずして︑立候補できなかった︒

揮海｛i降海伊

たということが︑さかんに書いていますが︑当時の雄弁場あたりだ
と︑バンカラが多かったんですか︒
海部 はい︒バンカラぶることがよかったんですね︒バンカラは多
かった︒

撰藤 先生がそうならなかったというのは一︒
海部 そこもまたいささか引っかかるんだけれども︑繊維の産期だ
と申し上げたでしょう︒それで︑繊維の品評会を当時からやってい

うするとお世辞を賜うやつがおって︑ ﹁それはいいネクタイだ︑似
合うな﹂なんてちょっとでも言われると︑その気になつちゃうんだ

な︒そもそもそういうことだったと思うんです︒

官房副長官になると︑ときどき各党のテレビ討論会に墨なければ
ならない︒そうしたら﹁いつ見ても海部さんは承玉のネクタイばか

りしておる︒一本しかないのしら︒かわいそうだ︒このあいだ水玉
のネクタイを見つけたから︑買って送ってあげます隔なんていう手

けれど︑いただいたものは大変感激しました︒この次もしテレビに
映る機会があったら︑それをしていくつもりですから︑見とってく
ださい﹂なんていっておった︒そんなことがあった︒笑えん話です

紙が来たこともあった︒丁重に返事を書いて︑ ﹁蔵本かあります︒

誰 が も らうんですか︒

けれども︒

ました︒これが一等︑これが二等といって繊維会社が決めて︑もら
ったのがあるわけです︒それを﹁どうぞ﹂と言って︑くれるわけで
す︒

学生が︒だから︑学生の頃に僕は初めてそれをもらった︒

ハイカラだった︒写真家だもの︒

秘書としては⁝⁝︒

海部 ステータスがある︒だからその頃から︑あまりしみったれた
格姓をするやつは︑人間として信頼されなくなるんだな︒諾をする
時に︑対等に扱ってくれない︒大事な話なんか一緒に相談してくれ
ませんな︑変な汚いのは︒だからきれいか語いか︑着ているものが
よれよれで臭いようなの︑ネクタイもはめていないのは︑それによ
って入間を評価してはいけない︒いけないんですけれども︑やはり

伊藤

はり冒的意識があって動いていますから︑しゃんとしていないとね︒

そ れ は 秘書だからですか︒

秘書だからですね︒それで︑着ておったことは事実ですな︒

じゃあ︑もともとおしゃれなんじゃないですか︒
いや︑そうでもないと思いますがね︒そうおしゃれなほうじ
やなかったと思うんです︒といっても︑バンカラでもなかった︒そ
中学生の頃は舞常にバンカラだったと言われておったんで

朴歯下駄を初めて履いたり︑いろいろしましたからね︒

れでも︑
す︒

海部

やはり︑そういう影響はあるんですね︒

お父上はハイカラな方だったんじゃないですか︒

伊藤

霞中 ネクタイなんかは︑学生のころから趣味があったんですか︒
先生の︑その水玉﹇のネクタイ﹈はいつからなさっているんで

揮馴そういう諸書で雄弁会へ行ったら瞑立つでしょう︒

すか︒

海部 これは︑かなり前からですね︒かなり前といっても︑やはり
政務次宮になって︑それから官房副長官になった前後じゃないでし
ょうか︒というのは︑朝から三会のある時や︑政調会のある時なん

海部

国会なんかに来ていると︑各省の人間とか︑対外的ないろいろなよ
その翻の入も出入りしているでしょう︒どこで顔を合わせるかわか
らん︒そういう時に︑ネクタイもつけておらんような異様な格娃で

かは忙しくて︑そんなにゆっくり身づくりしている時間も暇もない

たというだけで︑だいぶ言われたもの︒ 門梅しかったらお前らもつ

だから時々冒立ったんですね︒だって︑頭にポマードをつけ

はいけない︒

んですよ︒そこで︑パッと自について気に入ったものをつける︒そ
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留藤 やはり議会あたり︑国会あたりをうろうろしていると︑ちゃ
んとした格好をしていないとまずいでしょうね︒
海部 そうですよ︒うろうろではないんですけれども︵爆笑︶︒や

海俘海山海俘
部藤部藤部藤

楠
楠

海部

年 に 編 入 し た んですか︒

伊藤 そういう時代ですか︒それでこの前のお詣ですと︑大学の三

躍三木武夫氏との交流一門県会には外交がない﹂

けてこい隔とか需ってね︵笑い︶︒

てやろうと思ったら︑三木さんから止められたんです︒

二十九歳になる前︑大学を卒業してすぐに︑県会議員の選挙とい
うチャンスがあったんです︒僕は立候補して県会議員にまず当選し

は全くありませんでした︒早く立候補しないといけないと思った︒

海部 考えておりました︒卒業する頃は︑よし畢い機会に立候補し
ようと思っていた︒だから︑欝名会社へ就職しようとか︑月給が
銭でも多い会社を探そうとか︑面蟄を受けようとか︑そんな気持ち

とも考えておられましたか︒

はい︒

伊藤 そうすると︑大学は二年間だけ⁝︒

研藤

伊藤

県会議員です︒あの時の県会議員の選挙に︑渡部慎三は福島

県会議員ですか︒

私は愛知県で県会議員で立候補しようと思ったけれども︑いかな
る加減か︑三木さんが︑待てと言う︒ ﹁県会︵けんくわい︶議員を
卒業してすぐに團会︵こっくわい︶に繍ても︑これは駄目だ﹂と言
う︒ ﹁どうしてだ駄罵ですか﹂と言ったら︑ コ歩一歩︑一殺︸段
と経験していくものじゃなくて︑県議会︵けんぎくわい︶には県議
会︵けんぎくわい︶の敷居やしきたりや聞題意識がある︒国会︵こ
っくわい︶は君︑国のことだよ︒立法へ行こうとするものは︑この

県で立候補して当選したんですね︒

海部

に立候補して当選したのが渡部恒三ですよ︒

海部 ああ︒よく知っていました︒
伊藤 そうですが︒河野さんの筋からですか︒
海部 そうです︒忍事でも相談に来いよ︑と言われていた︒その時

その頃︑もうすでに三木さんと一︒

溝部 要するに大学というのは︑釈迦に説法だが︑前期が二年間で
後期が二年間でしょう︒前期・後期の区分けはいまでもあると思う
んですが︵伊藤 だんだんなくなってきていますが︶︑私の時は限
制から時制へ変わる時ですから︑そのへんはまことにアバウトかつ
ル⁝ズであった︒手を挙げて希望したものは︑だいたいそこで大学
専門部の過程を修了したものとみなすということで︑修了証書をく
れるんです︒それは専門部だけで卒業してもいいし︑卒業しない人
は︑大学の羨期二年問の過程を修了したものとみなして︑三年置ら
の専門学部というんですか︑そこへ入ることを認めるということな
んですね︒

俘藤 ともかく大学を移られたんでしょう︒
海部 そう︒僕は残って大学の三年生へ入ったんですが︑専門部だ
けでもういい︑といって出て行ったのもいますね︑当然のことなが
ら︒

俘藤 でも大学を︑中大から早稲照に替わられたわけですね︒その

国がどうなるかということをきちんとしっかりとしなければならん︒
県会︵けんくわい﹀がいけないとは言わんけれども︑スケ窪ルが小
さい︒県会︵けんくわい︶には外交︵ぐわいこう︶がない﹂と言っ
たな︒あの言葉はよう忘れんな︒
伊藤 その頃三木さんの事務駈はどこにありましたか︒
海部 西谷です︒その事務所は木造で︑いまはもう跡追もありませ

時 は 試 験 も 何 もなしですか︒

俘藤 全くですか︒それで卒業なさるわけですね︒普通の大学を卒

んけれども︑隣が台湾の中華挙校でした︒

海部

全 く 洞 じことでした︒

﹇専門部﹈とだいたい岡じことだから︑ということですね︒

海部 たしか︑何か簡単な試験がありました︒
伊藤 それで︑あと残りの学部を二年おやりになったけれど︑前

業して︑さあどうしょうか︑ということになるわけですが︑先のこ
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海部

海部

いや︑そんなことはない︒もっと稀有広大な見通しがある︒

ですか︒

楠 しかし︑県会を諦めて大学院へ行かれるわけですね︒たまたま
その後︑河野さんが亡くなられたから︑ひとり奥様を挟んで先生が
出られたわけですけれども︑大学院に入った時点では溝野代議士が
健在なわけですから︑将来は全然見通しが立たなかったということ

■一期待て1河野三曹夫人の立案補

おれば︑ それでいいんです︒

翌年に立候補できるんですよ︒投票ヨに満二十五歳になって

じゃあそれは簡単だ︒だけど︑大学を卒業して一︒

二十五歳です︒

県会議員の被選挙権は何歳ですか︒

からな隔と言っていた︒おじいさんが県会議員だったからね︒

前です︒県会議員の選挙が来年あるというので︑それで燈三

撰藤 ￠やあ︑河野さんは事務所は特にあったわけではなくて︑議

なんかがもぞもぞして︑ ﹁俺は今度県会議員に推されて︑なるんだ

議 員 会 館だけですな︒

員会館ですか．

海部

三木さんの事務所へ行って︑やった︒

俘藤 もちろん三木派の会合なんていうとi⁝︒
海部

囲中 三木さんと先生との闘係というのは︑いっから始まったんで
すか︒

海部 いっから始まったんだろうな︒手媛につけてないからわから
んしな︒

伊藤 河野さんのところに出入りしていたから︑そうなったんです
か︒

﹁国会︵こっくわ

﹁おう︑海部︵くわいふ︶さんよ︑何をしているか

海部 河野さんのところへ行ったかち︑河野さんの代わりに﹇三木
さんのところへ﹈お使いにも行ったりした︒それから向こうも目を
かけてくれて︑
ご

﹁海部︵くわいふ︶さん﹂ですか︒

へ

俘藤

門 海 部︵くわいふ﹀さん﹂というん だ ︒

ヘ

し﹂とレう
海部

﹁二会︵こっかい︶隔じ ゃ な い ︒

これは徳島の発音なんですか︒

い ︶ 漏 で す よ︑

俘藤

門そんな人にいつまでもいつまでも大名古屋のことは

僕の生まれ育ったのは名工屋の東区です︒そこには︑もうどうにも
ならん湘藤鎌五郎という大物がおって︑星腰ご不自由で︑まあ︑悪
撲は書き留めないでいただきたいが︑立つのに一分︑そこまで蕊分
かかる人だ︒

俘藤

海都 だから︑ ﹁先生︑お菓子︵おっくわし︶をどうぞ﹂という︒
﹁お菓子︵おかし︶﹂ごやないんだ︒ 門徳島の菓子︵くわし︶はう

まいよ︑これは﹂と言うんですな︒
炉藤 それはすごいことですね︒
海部 そんな頃から罎入りしておった︒いろいろな人の顔も知って

ね︒

だけど︑もうちょっと年数が経たないと立候補できませんよ

ういうことは︑思っても口に出すものじゃない﹂と号買われた︒

任せておけない︒俺が替わってやる﹂と書ったら︑怒られたゆ ﹁そ

おりました︒それで︑結婚するときに仲人をやってもらった︒

俘藤卒業して︑大学院に行かれることになるわけですね︒
海部

そうです︒

海部 そうですよ︑だから︑それでいい︒将来はここに霞標がある︑
と思っておるうちにだんだん足発の情勢が変わってきた︒
海部 それで︑ ﹁海部さん︑⁝眠だけは﹇河野蚕桑さんの一向さん
を出しておきなさい︒豆本入の選挙に対する基本的な心構えは︑選
それは︑籍を置いておくということですか︒

楠 県会に立とうと考えられたのはどのあたりですか︒大学院に入

挙は情緒だ﹂︒三木さんも選挙はよくやって知っているわなあ︒

俘藤

る前ですか︒
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海揮海伊
部藤部藤

﹁震が蹟たって︑いまは嶺選できっこないんだから﹂と雷われた︒
けですか︒

海部

可愛がってくれたか︑邪魔くさいと思ったか︑行けばとにか

年もまだ︑あの頃はたしか満二十五歳には足りていなかったんじゃ
衆 議 院 は何歳ですか︒

ないかな︒

伊藤

く遅くまで喋り込むから︒河野金昇きんが国会で党を代表して演説
に立つ頃なんかは︑圏畏協同党といいましたからね︒それからだん
だん改進党となってきたんだけれども︑申小政党ですから︑党首の

海部 二十五歳です︒いずれにしでも︑奥さんを出して︑地盤を守

三木さんは忙しいんです︒だから︑なんだかんだと河野さんが︑三

木の代理で行って話をする︒そういう時は偉いと思った︒いつでも

っ た ほ う が いいということでした︒

伊藤 それで︑その﹇海野さんの奥さんの嗣選挙は一所懸命おやり

原稿の粗書きだけは︑全部三木さんが自分で書いて︑

﹁つっかかるところありません﹂と憶うんですが︑そ

州つっかかるところはないか

﹁こんなよう

に な っ た わ け ですね︒

なことで頼むよ︒これ︑お前いっぺんそこで立って読んでみどと
ね﹂と言う︒

言われて︑こっちがそれを読むと︑

海部 応援したんですよ︒僕が候補者代理で演説をやったんだもの︒
立会演説からなにから全部やりました︒
楠 その河野さんの奥さんという方は︑あまり政給家向きの方では

うやってチェックされたんだなあ︒

．︑

な か っ た と い うことですね︒

欝三木武癸氏の人物三

でもよく嚢選できましたね︒

海部 あまりね︒人問的にもあそこで立候補させるのはお気の毒で
した︒だから︑立会演説にも出ないんだもの︒
研藤

それは少数で小さい政党のリ⁝ダーで生きてきましたから︑バルカ
ン政治家といって当たっていないこともありませんけれども︒

﹁風見鶏﹂

虚像ですな︒あれはマスコミがつくった虚像です︒もちろん

まあ︑中醤根さんだって小さいところでやって︑

と調われていたわけですからね︒
海部 みんなそうだもの︒それから自民党といったって︑僕らにい
わせれば︑あれは緩やかな自由主義者連合といっている︒だから︑
各派閥というものは︑なんですかいね︒
俣藤 ひとつの政党みたいなものでしょう︒
海部 最近の例でも︑政党が生き残りをかけていろいろやっている
ようなもので︑派閥の中でもそうだ︒だから︑加藤派と護国派がど
うなるのかなんていうのも︑われわれからみると︑あれは政党と政

海部

いうことですけれども︒

極藤 三木さんという政治家については︑どんな印象でございます
か︒あれは﹁バルカン政治家隔と言われて︑百戦錬磨の政治家だと

海部 終わり須にはようやく︑ ﹁主人がいろいろお盤話になりまし
てありがとうございました︒皆さんのお勧めがあって︑今渡私が候
補者になります︒お務めできるかどヶかわかりませんが︑主入の志
を継いで長いこと一緒に生活もしてくださった海部さんが︑引き続
いてやってくださることになっております︒だから主人の政策や主
人のお約束したことは全部私も一緒になって頑張りますから︑どう
じゃあ︑その時はもう路線ができているということですね︒

伊藤

伊藤

もう︑あんたやれ︑ということになっておったんですから︒

ぞよろしく﹂と︑それぐらいの話をしてもらったんですね︒
海部

ただ三木さんが︑いまここですぐ替わるといっても一︒
俳藤 ああ︑そうですが︒さつき三木さんの事務藤の語が出ました
が︑お宅にもしょっちゅう行っていらしたわけですね︒

海部 しょっちゅう行っていました︒吉祥寺というところにありま
したね︒東京女子大の向かいでした︒
極藤 じゃあ奥様の睦子さんにも可愛がられるということになるわ
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るというのは︑ ちょっと表現がなあ︒
いろいろな人から葺きますよ︑あの人は膝を触るんだと︒

楠

親愛の情の示し高じやないかな︒
なかなか難しい親愛の清ですね︒

触らない人っているんですか︒三木先生ですら触らない人は︒

それはいるでしょう︒それを女性にやったらまずいよ︵笑．

ところでその前後から︑自分の政治師鑑は三木さんだと決め

さっき三木さんの媒酌の話が出ましたね︒

いまからいろいろ話すと︑きれい事になつちゃうから︒
きれい事でもいいですよ︒

﹁当時交際中であった拳玉夫人と結婚﹂と書いてありますね︒

奥様も秘書をされていたんですよね︑甥の議員の方の︒

獄中

伊藤

海部

俘藤

合いになられたんでしよう︒

濁中 この門河野金昇の代議士の死﹂のところ﹇﹃全入像﹄第5
章﹈で︑奥様と結婚していますね︒奥様とはどういう関孫でお知り

圏職場結婚

くれたわね︒

初めから︑葉張家になりたいと思った頃から︑影響力を与え続けて

利かせるような政治では駄困だということを教わったんですね︒だ
から﹁門前の小僧︑習わぬ経を読む﹂という書葉があるけれども︑

ヨ木さんに説得されたことの結論でした︒金が左右する︑金が幅を

を私が自分の内閣を賭けてでもやらなければいかんと思ったのは︑

君﹂なんていう話の中で︑熱心に説得して︑結論を三木さん自身が
出す︒俺も︑それはそうだなと思うことが多かった︒特に政治改革

から三木さんが︑ときどき俺に﹁そうだろう︑そう思わんかい︑

海部 そうですね︒話を聞いておって︑いちいち枝葉の部分は別に
して︑奥深いところで︑そうだ︑と同感できるところが多い︒それ

ておられたわけですか︒

e

党の争いでしかないな︒だから︑そういうことをいえば︑三木武央
がバルカン政治家だったというのは︑そうだと思いまよ︒けれども
数が大きくなって︑みんな右向けといったら︑ 一斉に右を向くとい
うような政治は気持ちが悪い︑というような基本的な考え方ですよ︒
薫いたいことがあったら露えぱいい︒その代わり︑人に言わせた以
上︑居眠りしておってはいけませんよ︒聞かなきゃいけない︒聞い
て︑ここに間違いがあると思ったら︑言えばいい︒言われたほうも︑

胸に手を当てて考え直せばいい︒考え直した結果︑より高いところ
に第三の難しいものができた時に︑それが畏主主義の議会︵ぎくわ

あれは国内だけではありませんからね︒

﹁あっ︑三木さんに膝を触られ

い︶政治というものなんだ︒ほんとうに︑花が咲き実が実るという
ことになるんだ︒間違えてはいけないのは︑それは濁罠のためにで
す︒雪下のために考え直すのだという一言を忘れてはいかん︒そう
今霞︑三川さんに言ったら︑

思って聞いておったな︑僕らは︒
俘藤
湛部
あ あ ︑ そうなんですか︒

た﹂と三岡っていました︵笑い︶︒

俘藤

海部 三木さんが触るのは︒だから俺は︑ ﹁それは先生︑やめた方
がいいですよ隔と言った︒アメリカのほうでは︑そういう風俗習慣
碍本だってあまりないですよ︒

はないでしよう︒

解藤

海部 欝本でも︑こんなところ門膝を﹈さわられたら︑おかしなも
のだけどね︒あれは親密な気持ちを出すためにやつちゃうんだな︒

大統領がフォードの頃︑フォードさんも二十何年間の議員生活が
あったから︑誰をしたら意気投合したんだ︒意気投合すると︑だん
だん近寄っていって︑危ねえな︑と思った︒あれは親愛の情を表わ
すつもりか︑説得するつもりなんでしょうね︒男だったら︑もうち
ょっとこうやって﹇楠氏の庄上腕部を姻むように格好で︸話をする
んだ︒三木さんがフォードに門どうだい﹂と乞いながら︒だから濁
川さんが膝さすられたことぐらいは︑覚えておりません︒膝をさす
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い山僧伊海伊
）藤中藤部藤

伊藤

海部
そうです︒

議員さんの秘書ですか︒

岐 阜 で すからね︒

庭生活を維持するぐらいはありましたね︒

海部

るわけですね︒

秘書の給料というのはそんなに高くはなかったけれども︑家

海部

伊藤何かこのあいだ問題になっていたじゃないですか︑秘書の給
粉のピンハネが︒

早い話が職揚結婚ということになりますね︒
じゃあ︑議員会館でご近所ですか︒

楴
撰藤

したか︒

ええ︒

なに蕉式の職業婦入になろうという気もなかっただろうし︒

海部

当時はそうでしょうね︒今ごろは辞めないでしょうけれど︒

海部

俣藤 男でも︑ご近所が親しくなるという話ですけれども︒
海部 そうですね︒中曽根さんとか︒それから比較的親しくなって
おる秘書の︑支持者と代議士からは︑やはり霞をかけてもらえるよ
うになるかな︒僕は中塗根さんと名画が近くて︑全面根さんのとこ
ろにおった上恥田﹇義彦﹈君というのが皐稲田火学の卒業生ですか

伊藤

当時としては女性秘書というのは珍しかったんじゃないです

海部 あれはどういうものだろう︒
俘藤ちゃんといただいておられましたか︒
海部 ちゃんともらっていました︒入並みに生活もできましたから

らね︒

田中

いやいや︑結婚と岡時にもちろん辞めました︒むこうはそん

者はやはり身近なものを感じるんじゃないかしら︒

海部 例えば︑益谷秀次さんのところに有名な女性秘書がおったし︑
加藤錬五郎さんのところにも有名な女性秘書がおった︒女性秘書と
いうのは︑ここが目本の面白いところだよ︒女性というのは数にお
いては︑男と肩を並べるだけの多くの数があるわけだ︑有権者の中
に︒そして女性の秘書がおって︑それを親切に扱うと︑女性の有権

留中

ね︒

俘藤 そうやっていろいろな縁ができるんですね︒
海部 ええ︒それから︑その中螢根さんのところへ︑当時五分刈り
頭ぐらいの旱稲賑の学生が訪ねてきておったのが︑のちの霞の小渕

か︒

棚原三界という岐阜の出身の代議士です︒

自民党ですか︒

自選党じゃない︒当時は国民協同党といったな︒
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結婚されても︑奥さんはやはり御原先生の秘書をやっていま

恵三という男だ︒

伊藤 そうですが！ 小灘さんは︑中韓根さんのほうに出入りして
いたんですか︒

海部 そうです︒出入りしたのは︑要するにあの人のお父さんが︑
選挙に出て中髭根さんのところでやられちゃつたわけでしょう︒そ
れで︑俺もいつの艮かと思っておった︒ところが中陣根さんの部歴
から一つおいたこっちの部崖には俺がおるもんだから︑それで俺の
と こ ろ へ 寄 っておったわけだ︒

だから僕の選挙も︑ここ十駕ぐらいの選挙は︑僕はほとんど自分
の選挙区へは帰らなかったが︑それ前は自分でずっと圓っていた︒
みんなに応擾に来てもらった︒けれどもその頃︑僕と︸緒に家内や
娘がマイクを待って罎つたりすると︑そちらの方が評判よくなるわ
けだな︒先生は忙しいだろうから︑奥さんとお嬢さんが来てくれれ
ばそれでいいや︑というようなことになった︒だから︑ここ十年ぐ

伊藤奥様は︑ どなたの秘書だったんですか︒

同じ﹇党﹈ですか︒

と娘が翻っている︒そちらの方が人気がいいんです︒けれども残念

らいの選挙は︑薦薩に言うと︑私は選挙匿はあまり園らずに︑家内

そうだよ︒国民隠裏党の代議士だった︒
その時は先生も秘書ですから︑経済的には︑まあ食っていけ

伊海鳥海爾海
藤部中部中部

海部
海部

俘藤 しかし︑秘書と称する人もいるわけでしょう︒
海部 ああ︒だから︑秘書として生活しているように︑こちらが公
認で認めておる人もおれば︑好きでしょっちゅう勝手に出入りして
いて︑いろいろな仕事があると環利きをしたりする︒
俘藤 それで︑名刺にちゃんと門海部俊樹秘書﹂とか書いて一︒

ながら︑このごろ孫ができちゃったものだから︑まさか孫つきで選

俘藤 いまはどこに入っても︑だいたい二人が男で︑︸人は女とい

俊樹事務所﹂とする︒そういうのを私設秘書とかいうんだな︒ ﹁お
前らが事件を起こすと︑お前らは私設秘書だから厳しく書かれる

ことなんですね︒

い い こ とでしょうね︒

秘書は何回いた

挙の応援には行けませんよ︑というんだけれど︒
伊藤 そうすると議員会館で女性の秘書がいるということは︑いい

う感じですね︒

ぞ﹂といって︑いやみを欝っているんだけれど︒

ところで河野代議士の秘書をされていた時は︑

俳藤

いやいや︑そうごやありません︒私設秘書です︒

じゃあ奥様は︑ちゃんと公設秘書だったんですか︒

海部 初め︑結婚した頃はどこに往んでおったかな︒
伊藤 やはり借家︑借問ですか︒

どこにお住まいでございましたか︒

揮藤非常にプライベ⁝トなことをお聞きするようですが︑その頃

海部

﹁秘書﹂とは書かせません︒その代わり︑ 懲連絡場所︑海部

匿河野金昇議員の秘書として涯i公設秘書
楠
んですか︒

二人だな︒女はいなかった︒

先生は第一秘書ですか︒第二秘書ですか︒

海部
楠

⁝人です︒

海部

俘藤

これは︑どうしてもいないといけないんですね︒

地 元 に もいますよ︒

あと︑代議士は地元にも秘書がいるでしょう︑国家老という︒

﹁いやあ︑歩けるところ

だから︑僕が晩年総理になった時に︑森繁久弥文化勲章の時に︑
﹁あんた足が弱っているそうだから︑車椅子でいいように︑天皇陛

下にお話ししておいたから扁と言ったら︑
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公 設 秘書といったな︒

︒

海部 いやいや︑あの頃はちょっとワルをしましてね︑秘書薗の鋼
蔓も経験しておったものですから︑住宅公団の当選を当たるように
せいといって

海部 それはたしか︑三回続いて落選すると﹇当選する﹈率がよく
なるんです︒そういうことでいろいろ格好だけはっけておいた︒そ
して︑そこへ入りました︒たまたまその公強柱宅の向かいに森繁久

当たったわけですね︒

海部

弥が住んでおりましてね︒あれは単稲田の先輩だから︑あれを使っ

田中

楠 その公設秘書をされていたんですね︒じゃあ︑補助的な秘書が

た︒雄弁会の資金がなくなると︑よく﹁先輩︑先輩﹂といっておだ

ごやあ︑その当時は公設秘書は一人ですか︒

も う 一 入 い た わけですか︒

楠

海部 いました︒その頃は死光から︑竹田君という中央大学の学生

伊藤

まあ︑そうですね︒僕のところにも何人かいますけれども︒

が ひ と り 来 て おった︒

海部

わけです︒そんなことでよく森繁はつきあってくれた︒

ててね︒あの頃︑草笛光子とか︑いろいろな人を連れては大隈講堂
に来てくれるんです︒それで整理券を売って︑雄弁会の資金にする

人にしましようということになったんです︒

バッジと︑携帯の秘書の身分丸明書がある︒写真付きだ︒
あれはバッジがあるわけですか︒
あるんですよ︒それで︑しばらくたってから︑第瓢秘書を瓢

公 設 秘書は二人でしょう︒

海伊海伊海
部藤部藤部

門隣のあれのところに行くのが︑日本の政治をほんとうに変えるい

ことです

や小学校の同級生や︑そういうのを中心に出しゃあいいんだ︑出せ

ていたことも事実ですね︒半分ぐらい河野さんもその気だったんじ
ゃないかな︒だから︑ ﹁正月の年賀状なんていうのは︑自分の中学

いチャンスだから﹂とかなんとか言われて︑そういう気持ちになっ

伊藤 いろいろな方からお話を伺うときに︑奥さんのお話を堅くの

よ扁と習われて︑やっていましたよ︒
じゃあ︑やはりその東籔から出ようということですね︒

は歩きますよ隔と言って︑よたよた歩いていくので︑見るに見かね
て助けてあげたら︑その写真が新闘に載って︑親牽行だ︑これは大
事なことだ︑と言われてね︵笑い︶︒脱線しましたけれど︑そんな

はなかなか大変なんですよ︒ご結婚の経緯とかいうようなものは︒
海 部 ス ラ ッ ︾三戸えんことがあるからな︑ み ん な ︒
俘藤 終わり頃にまた開くと︑また別の話になるんです︒じゃあ︑
そ う で す︒たしか最初に当選した時に は ︑

門蟹会議員秘書﹂

当選なさるまでの間はずっと秘書をやっておられたわけですか︒
海部
と い う ふ う に 載ったはずです︒

伊藤 そうか︑今度は﹇河野金昇氏の﹈奥様の秘書もやられたわけ

ええ︑東区にまず根を張ろうと思ってね︒

丹羽兵助さんは︑どういうご関係ですか︒

丹羽護憲さんは︑三木先生の家来です︒

もう城代家老みたいなものですか︒

まあ︑そこまで偉くないけれども︑丹羽兵助さんという入は︑

若者頭みたいなものですね︒
伊藤 その当時は︑三木さんの 番の側近は誰なんですか︒

伊藤

でも三木さんは自分の親戚やなんかで金づるはいつぱいある

伊藤

そうだろうと思うよ︒

やはり金づるは複線化しておかないといかんわ骨ですね︒

極重 だけど︑本当に露分が金待ちだと︑なかなか人がお金をくれ
ない︒金持ちが立候補しては駄厨だというんですよ︒小坂さんなん

海部

づるは使わないで済むなら使わないでおきたいと思うでしょうね︒

海部 ああ︑金づるは三木さんのほうもありますよ︒けれども︑そ
うは言っても︑その金づるは奥さんの系統の金づるだから︑その金

わけでしょう︒

伊藤

ほうだな︒

海部 そうそう︒それから松浦周太躯というおじいさんがおったけ
れども︑あの人はどちらかといえば︑むしろ頼られていたのは金の

まあ井出さんは︑ ﹁三木さん︑三木さん︑三木さん﹂で終わ

海部 井出⁝太郎じゃないかな︒
田中 井出さんはずっと側近ごやないですか︒

鐙中 もう一度確認したいんですけれども︑媒醜婦は︑先ほど三木
先生がやられたと書っていましたね︒これ﹇﹃全人像﹄第5章﹈に
よりますと︑三木先生は媒酌人代理になっていて︑しかも三木武夫
と丹羽兵助代議士が代理人を務めたと書いてあるんですけれど︒こ

り︑ということですね︒

年譜をみると︑媒酌人は三木武夫夫妻と書いてある︒

なんて︑そんな淋しい︑もの悲しい話を思う人はいないからね︒

瀧部 正確にその頃︑豊蜜行二君に詣してなかったかもしれないけ
れども︑河野金甲さんという入は病に倒れて︑動けない身になった
んです︒それで︑僕のことをいろいろ耳にして心配して︑ ﹁早く結
婚して身を固めろ︒身を濁めないと︑選挙をやる時にもマイナスに︑
なるぞ﹂と雷っておられた︒だから僕が申し上げたように︑加藤錬
五部さんのところが空きそうだというような知恵をつけたのも河野
さんですよ︒それは︑誰も自分が死ぬことを前索に︑俺の後をやれ

ね︒

輪中 だけど︑こちらの本文は︑媒酌人は河野金面代議士であって︑
金昇代議士は病床にあったから︑代わりに三木先生となっています

俳藤

の 記 述 は 間 違いですか︒

ですね︒

海伊海俘海傍
部藤部藤部藤

ひ
冶

か は そ う で すけれどもね︒

海部 そうだろうね︒結局金がなくなった時に︑政治生命も終わっ
ちゃうから︒

伊藤 人からお金をもらうのは︑ああいう入は駄貝なんだそうです
よ︒入もくれないし︑自分ももらいにいかない︒

■衆議院選挙に立候補
俣藤 それで︑河野孝子さんとおっしゃいますか︑この方は次の選
挙では︑もうお戯にならないで︑昭勅三十五年の衆議院選挙に先生
がお出になるということになったわけですね︒その時は︑次はもう
海部先生だということで支持者はだいたい納得していたんですか︒
海部 支詩者の大副は納得していましたね︒県会議員が一人だけ︑
どうしても出たいなんて思っていた︒

俳藤その地盤を引き継いで︑ですか︒
海部 三木さんなんかもそれを見て︑ 門いまあれと一騎打ちをやっ
たら︑あれはあれなりに地盤もあろう嚥といって︑︸霞置いておっ
た県会議員がおったんですけれどもね︑それが病気になってひつく

り返っちゃった︒雷が落ちてきたようなものですわ︒それで︑僕の
やる時には︑その人はいなくなった︒

伊藤じゃあ︑あまり強い対抗馬がいない︒
海部 はい︒あえて雷えば︑海部がやるなら俺の方が︑と思った労
働組合の委員長とか︑社会党の全電通の委員長とかいうようなのが
出た︒そうしたら︑農協の代表の柴霞なんとかというのも出たりし
て ︑ 人 人 立 候 補したのかな︒
海部

八名というのは︑ずいぶん多いですね︒

三人です︒

伊 藤 ． 定 員 は 何名ですか︒

掻藤

海部けれど︑まあ運命だから︑こうなったら︑やって負けたら負
けた︑勝ったら勝っただと腹を決めてやったものですから︒

海部

伊藤

それは︑一所懸命事前運動もやりましたもの︒ ︸軒﹁軒訪ね

でも︑確信もおありになったんでしょう︑大丈夫だという︒

だいたい露分の費算として︑これはまあなんとかいけるとい

て歩いてね︒

俘藤

うお考えでしたか︒

海部 また︑そういう時に慌てるといけないから︑一期待って︑卸
んなが海部よく我慢して待ったな︑よく奥さんにやらせてやってく
れたな︑という気持ちが伝わると︑選挙というものは情緒だとかな
んて欝われるからね︒そういう環境づくりというのかな︒こちらも

まだまだ大学で習ったことだけで︑実際には役に立っていないから

ということで︑地元回りをやったり︑奥さんの秘書もやった︒お先
は真っ暗じゃないから︑それはできるわけですよ︒三木さんも︑

謦｣ってやっておれ︒そうすればバトンタッチする時に︑スム⁝

最初に立候補なさると︑やはり三木派の人々が応援にきてく

スに行く嬬と言っていましたから︒

伊藤

れるわけですか︒

海部 応援に来てくれました︒いま名前が出たような人は︑だいた
いみんな来てくれた︒井出一太郎さんなんていうのは︑ ﹁財布は落

としても︑海部は落としちゃいかんよ︒そうすると︑この町の大き
伊藤

その時の話です︒最初の選挙に出ようとした時です︒だから︑

それがその時ですか︒

な損になる﹂なんていう話をした︒
海部

共議さんのところは︑息子の正﹁の時には︑僕が代わりに何圓も応

そういう選挙というのは︑公認ももちろんとれていたわけで

援に行った︒

伊藤

しよ︐つ︒

海部 ああ︑公認はもらいました︒
横藤 党がその全体の応援の体制をつくることも︑もちろんあるん

あります︒けれどもね︑だいたい派閥のもののところには︑

でしょう︒

海部
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派 閥 の も の が 行くんですよ︒
伊藤 そうですが︒やはり派閥選挙みたいな感じなんですか︒

海部 そういうところもありますね︒しかし別の面からみると︑例
えば僕が総理の時に︑衆議院も参議院も選挙をやりましたけれども︑
自分の仲間だからといって優先は絶対にしないんですよつそれは︑
もう各派閥ごとに︑選挙管理委員とか副幹事長とか副総務会長とか
目付役みたいなものが出てきていて︑それがリストを出しますから︒
総理の費程で︑何霞はこことここ︑ということになる︒そうすると︑

伊藤
はい︒

ああそうか︒ポスタ⁝が劉れないんですね︒

門公認﹂と書いて醐っ﹇て公認が取れなかった﹈たら︑

海部

藤霞派かな︒

同じ自愛党の江綺さんは︑その当時は欝欝だったんですか︒

使えなくなつちゃうでしょう︒
楠
海部

璽議員秘書として冤た安保改定︵一九六〇年︶

りますよね︒そこの正門前で︒
俘藤 正門ではなくて南門です︒いまはなくなりましたけれどもね︒

海部

﹇伊藤氏に向かって﹈指揮していたんですか︒

ちょっとまた話が少し変わるんですが︑この時は︑安保条約

また各派から来ている腕利きが︑ ﹁じゃあ総理︑ちょっとすいませ
んがここに寄っていただけますか︒ここではこの二入の名前を出し
てもらってもいいですから﹂とかなんとかうまいことを書う︒あれ

楠

いや︑指揮なんかしていないよ︒僕は見ていただけです︒

田中

は本当の応援にはなってないと思うんだな︒僕らが応援に行くでし
ょう︒党として公認候補は全部応援しますからね︒別々にその人の

伊藤

その当時︑ 門海部﹈先生がどのようなことをやっていらした
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烈

あの時︑私も見ていました︒

かなと思って聞いたんですが︒

田中

樺葵智子さんが︑そこで門窓から見える満会を属す﹈亡くな

という大事件がありますね︒

選挙事務所だけ行くというのならまだいいけれども︑みんな集めて
おいて︑これとこれとこれを頼むといっても︑票は︸票しかない
︵笑い︶︒

伊藤 誰でもいいから入れてくれ︑自畏党であればいいということ
ですね︵笑い︶︒

海部 そうそう︒またそういう演説をこっちもやつちゃつたものだ
から︑いささか慧慌に堪えんのですけれども︒しかし︑藁薦個人の
ところをみんな回るということは︑とても時間がなくてできません
わ︒

俣藤 この時は︑もうちゃんと自罠党ですからね︒
海部 国協党とか︑そんなことはありません︒
楠 公認をとるのは大変だったとか︑そういうことはないですか︒
海部大変だったろうと思うが︑その時は三木さんに頼んでおけば︑
三木さんはそういうことは頑張るそうですがら︒

三木さんがこてて取って来てくれるから︒
俘藤

電話がかかってきて︑

﹁取ったよ︒ポスター︑もう刷ってい

海部

いから﹂と善悪う︒

秘書団で︒

先生は︑
はい︒︑

私は外から︑地下鉄の入り口からです︒地下鉄の入り口も変
わったんですよ︒

申は︑清瀬⁝郎が議長で︑なんかこうおろおろして︑ワーワ

ーしたデモの雰囲気に飲まれちゃつていた︒ ﹁警察官を導入してで
もやります﹂というようなことを悲愴な声で訴えていたのを闘いて
おる︒秘書団の人は︑それぞれの自分の所属する議員の皆さんを守
る︒といっても︑そんな秘書が一人や二人で守れるわけじゃない︒
秘書膨といっても︑警察官がいっぱい出ているから︑警察官の後か

海部

﹇園会の婦中から見ておられたわけでしょう︒

秘書で︑ですか︒

債海伊海田海
藤部藤部中部

月に池岡内麗で選挙ですね︒

を号繊いながらやっていたことを思い出すな︒

二十九歳というのは︑非常に若い代議士ですか︒

?んたが囲立つからだから︑そのつもりで﹂と幹事長やら池田総

のは若かったです︒だから︸丁鼠一番地の議席へ座らされたのは︑

いまでもそうですけれども︑当時としては︑二十九歳という

いまはそうでしょうね︒

当時としては︒いまでもそうですけれどもね︒

部藤部藤

ら見ておったようなものだけど︒

囲中 特になにか意見を述べたり︑そういうようなことをやられた
わ け で は な いですね︒

海部 やりません︒そんな雰囲気じゃなかったよ︑あの時は︒早稲
囹大学騒動の時ぐらいなら俺が出て行って︑マイクを持ってがなっ

たり抑えたり︑よくしたけれども︑ここへ来たら︑もう一︒しか
も身分がまだ秘書でしょう︒祉会党のやり手やら共薩党もあの時は
張り切ったからね︒学生だって秘書醗だって︑日頃顔を知らないの
が動員されていっぱい来ているわけだ︒そういう連中が︑ここを終
﹁全部あとをつけていけ︑

わって引き揚げていったのは︑これは書かないでください︑法政大
学 で す ︒ あ そ こへ寝泊まりしておった︒

どこへ行くか見てこい﹂なんて霞われましてね︒動員されて来たの
なんだか腕っ飾の強い学生たちが︑棒みたいなものを持って︑

も た く さ ん お ったわけです︒

伊藤

あそこの南潤をガンガン︑ガンガンぶつ壊していましたね︒
海都 そうだ︑門が壊れちゃったんだよね︒
伽藤 門はなくなったんですね︒
海部 あれは位置が移動したんだ︒
伊藤 そうです︒だから︑いま僕は頭の中では思い繊せまずけれど
も︑現地へ行ってみると︑どこだったかな︑と思いますね︒やはり
濤分たちの所属する議員を︑まずみん起は気をつける︒

秘書団は動員されて防衛ですね︒もうそれ以外あり得ない︒
海部

そのあと︑この年高

膿一年生議員として茎一議席は一丁日一番地
俘藤

門なんだ︑そうか︒死んだんじゃねえのか﹂とか無責佳なこと

海部 あれは︑漉繊内閣で空気を変えたんです︒そして岸さんが官
邸で剃された︒薦されたという話が出て︑剃されて死んじゃったの
かと思ったら︑そうじやない︒ちょっと飢が出ただけで終わったの
で︑

裁に言われたなあ︒だから︑⁝丁目⁝番地で居眠りしている垂訓を
描かれて︑ 門今度の﹁年生には相当なのがいる﹂なんて下に書いて
あるんだ︒こうやって門尚腕に頭を突っ伏す格妊をする﹈寝ている
んだ．しかもその議席が一丁目一番地だから︑海部俊樹と書いてな

あれは︑やはり年次が上がっていくと︑ ﹇議席は︺だんだん

くても︑俺の脚㎞とを描いてあるとわかるんだ︒だけど︑俺はそんな
ことをして寝た覚えないといってさかんに怒ったんだけれど︒
揮藤

一番︑どん上に︒

上へ︑上へと行くんですか︒いまは一番上のほうにおられるんです
か︒

海部

伊藤 あれは︑面白いですね︒議席を決めるのは⁝一︒
海部 議員運営委員会が決める︒
心構 議運が決めるんですか︒各党は︑もちろん希望を出したりす

そうです︒それで︑僕らは必ず通路側のところに議席がある

るんでしょうね︒

海部

﹁通路際漏というと︑

門わかりました﹂という︒

んです︒だから議員運営委員会の理事が︑ 門先生︑ご希望は？漏と
いうから︑

伊藤 侮かあると︑サッと出られる︒
海部 サッと出れるでしょう︒出るときは︑サッと出られるわけだ︒
伊藤 でも海部先生が代議士になってから︑あまり乱闘とかそうい

ありません︒ただ︑この問︑これ﹇コップの水を引っかける

うことはないでしょう︒

海部

身振りをする﹈をやった時に︑ ﹁連れてこい﹂といって︑あの松浪
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海傍海｛iβ
門

門あん

を呼んだんだ︒あれはああいう性格の男だから︑ 門駄目だ︒ここは
いいけれども︑出たらいっぱい新聞記看がおるから︑言い訳したり
なんかするんじゃない︒なにか反省の態度をとってやれ漏と怒って
やったんです︒ところがそこもテレビが写しているわけだ︒

ろなところで学割が使えたんだね︑単魏瞬の特別学生だというと︒
そんなことより何よりも︑僕は﹁あんた︑そんなところで遊んで

いるくらいなら︑もう家へ帰ってらっしゃい﹂と耀われるので︑
﹁いや︑大学が終わるまでは駄顕だよ﹂と言いながらずっと引っ張

ってきたんだ︒だから選挙に出るまでは帰れないかなと思っていた︒

か書くと︑いつ卒業したんですか︑いつ修了したんですかというこ

た︑怒った人と怒り合いをやっておったら五分と五分だ隔という︒
﹁いや︑そうじやない﹂といって︑大笑いしたんだけれどね︒

伊藤 一番下のところというのは︑つまり一番演壇に近いところで
しょう︒そこから見ているのと︑上から見るのとではずいぶん違う

とになるから︒

それまではなんとか 屑書きをつけておかなければならん︒だから︑
﹁旱三二大学大学院に学ぶ﹂と書いてあるんです︒卒業とか修了と

でしょう︒

伊藤経歴詐称か何かになつちゃう︒
海部．経歴詐称というのは︑意外と重いんだよね︒あとになって気

それで辞めた議員もいますからね︒

海部 それで棒に振つちゃった入もおるぐらいだ︒僕はあの頃から
門早稲田大挙大学院に学ぶ﹂と言っていた︒誰に教わったかしらん

楠

がついたけれども︒

海部ずいぶん違います︒僕は全部から見た経験があります︒演壇
で演説をやっていると︑全部見えますね︒全部視野に入るわけだか
ら︑変な話だが︑誰が野次ったか︑まずすぐにわかります︒わかっ
たら︑野次ったやつの方を見ながら︑二言三言聾してやると︑必ず
目を伏せるわけです︒あの野郎︑野次ったなと思って言葉を返すと
馬鹿に見えるからね︒淡々と演説を続けながら︑へっと見てやると︑
霞を伏せますから︒ ﹁門俺が野次ったことが︺わかったか﹂と間く

が︑ ﹁学ぶ隔と書いておけばいいんだ︒学んだことは間違いないだ
ろう︒卒業じゃないし︑修了じゃないから︒卒業とか修了とか書く

膿一年生議員として昼−自民党青年局学生部長

俘藤 在籍していればいいわけですから︒その窪民党の中の青年局
の学生部長というのは︑いちおう自艮党本部にそういう最上があっ

ぶ漏と書いておこうと︒

﹁ お 前だということがわかったよ ﹂ と 言 っ て ね ︒

俘藤 それで︑当選なさった年に︑さっきもちょっとお話が繊まし

たりするわけですか︒

から︑

た青年局の学生部長ということになりますが︑︑学生部といっても︑

と詐称になるが︑ ﹁学ぶ隔だったらそれでいいんだ︒それで﹁学

も う 学 生 じ や ないんでしよう︒

海部 学籍はもうなくなったのか︑あるいは大学院に特別学生とい
う手合があったのか︒大学測は損をしないんですよね︑いくらか取
るから︒

ら﹇自分がなった﹈︒

海部 はい︒自民党の青年局膏年部︒それは︑僕は二代震のはずだ
が︑学生部というのができたんですよ︒学生部というのは何かとい
うと︑要するに学生がその填から少しずつ政治に関心を寄せるよう
になったので︑学生でも自由渓主党の部員を希望する入は入ってよ
ろしい︒入党をする人もいる以上は学生部をつくろう︑ということ
になった︒それには︑学生とやっていることや︑年や︑頭の程度が
よう似ているのがいいということで︑このあいだまで学生だったか

二子 それで︑実際には出てこない︒
海部 授業には出ていかない︒その代わり︑図書館の特権だとか共
嗣組合の特権だとか︑いろいろなものがあったわけですよ︒早雪戦
の切符だとか︒あの頃︑学割という舗度があったでしょう︒いろい
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その頃︑竹下登が青年部長だった︒俺を呼んで︑ ﹁俺は嘉んどる
んだぞ︒お前が当選するまでは︑ ︸番ビリの︒へ一べ；は竹下登だと

みんなが思っとったけれども︑籍の家来が一人できたからなあ︒年
だけは︑君なあ︑いくら頑張っても俺の上には行けねえんだから︑
我慢しろよ︒その代わり︑人前では﹁はい︑はい漏と敬語を使って︑
俺に答︑尺ておれ︒何回か答えたら︑一杯ずつ飲ませるから漏という︒

そんな誰がその頃からもあった︒もちろん冗談ですよ︒そして学生
部長になった︒

と︑商工委員会がしっかりしなければならんと思うわけだ︒そして
貿易振興の政策をやってやらなければならん︒そのためには︑そこ

へ入っていなければならん︒もっといえば︑繊維産業がだんだん下
向きになる時は︑支えて盛り上げなきゃならん︒

僕は最近でも︑繊維のセーフガ；ドをいよいよやらせますよ︒こ
こへ通産省の局長を呼んで︑やれという︒こんなにひどいじゃない
か︒特にユニクロなんかがあんなに来たら︑全部中小零細業者はつ
ぶれちゃうよ︒ああいうのは駄農だ︒被害なきところに規制なしと

いうのがGATTの墳からの精神で︑いまはWTOと書いますけれ

やはり自疑党の学生部に入ってくるような人たちというのは︑

俘藤
そういうのが多いですね︒各大学から来ましたよ︒

門そういうことを希望するやつは行ってこい隔と

ま あ ︑ 実地の課練ですね︒．

そればかりだと思ったら︑愛知県の海部郡弥富町は金魚の塵地で

姜も︑中国からドーンと入って来るから駄目になる︒

た蓮根︑あれもこの頃中国から安いのがド⁝ンと入って来て駄霞に
なった︒それから生姜︑あの紅生姜とかお寿司屋のつまみに繊す生

製品をはじめ全部すっ飛んじゃった︒毛織物なんかはその前からす
っ飛んでいる︒ところが︑愛知県の私の故郷のあたりは︑土のつい

いなもので︑繊維は︑いま象ったようにユニクロが来たがために綿

んですよ︒例︑尺ば︑私のところはもう本峯にひどいものの集中みた

もう﹁つの農林水麓委員会というのは︑当時から日本の食糧とい
うのは一︒農林水産関係というのは︑いまひどい欝にあっている

とをやろうと思うと︑商工委員会を顎で使わなければならない︒

止めることができる︒それがセーフガードだ︒それの発日をせよと
いままたさかんに言い出したんです︒それもできます︒そういうこ

の何割以上になった時︑たしか五〇％以上だったかになった時は︑

の選挙の噴︑今年のお正月に帰った時も︑私はその話をしてやった︒
ただし︑いまそれをやったからといって︑玉本の繊維産業界が急に
囲に見えてよくなるものではありませんよ︒けれども︑蟹際的に認
められたそういう権利があって︑輸入というのはその国の基礎生産

る︒私がなった頃は︑繊維がアメリカにカットされて大変苦労した
んですから︑今度は綿製品なんかのカットはやめてやろう︒この前

ども︑あれも侮か特定のものが被害をくった時は︑数量欄限ができ

海部
やはり将来の政治家志望︒

雄弁会とか弁論部とか︑そういう人が多いんですか︒
伊藤

海部 政治家になろうと思って︒僕は驚いたのは︑東大の現役の学
生でも学生部へ入ってきたのがおります︒当時おったんですね︒
伊藤 そういう人たちは︑例えばいろいろな応援演説とか︑そうい
頼んでね︒

う も の に 動 員 するわけですね︒

海部
伊藤
はい︒

いって︒

海部

躍︸年生議員として班一商工委員会︑農林水産委員会

つの委員会を希

田中 先生は代議士に当選されまして︑最初に商工委員会と農林水
産委員会に所属されていますね︒これは特にこの
望 さ れ た ん で すか︒

海部 常任委員会は︑ほんとうは︻つという決め事があるけれども︑
しかし︑希望が多い人は︑どこか取ってよろしい︑とこういうこと

になったわけだ︒それで僕が商工委員会に入った理由は︑先ほども
ちょっと申し上げたように︑私の有権者とか選挙匿の明躍を考える
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すが︑あのランチュウという金魚が人工衛星に乗って宇宙を圓って︑
えらく名を売っておりますね︑あれもこのごろ中蟹から︑安くいっ
ぱい入ってくるから︑証本の金魚が売れなくなった︒対米輸出や対
欧州への観賞用の金魚が出なくなった︒ことほどさように︑全部駄

︵手みやげを自分で買って持って行かなきやならんのだけど︶︑

海部 竹下の諸になると︑ ﹁国対八段﹂とか︑そんな話はしません
でしたか︒国会対策がどの程度までできるかで︑ ﹁この入は国対五
段だ﹂とか﹁海部さんは国対八殺だ﹂といっていましたね︒妊せて
おいて法案を預けておけば︑ ﹇週間徹夜してでも︑この人はつくゆ
あげてくれる人だ︑とかね︒その代わり︑野党の議員の議員宿舎に
夜︑

貝になつちゃった︒

それで︑こういつたものを救ってやるのも農林水産だと思う︒も
楠

伊藤

海部

はい︒全員必ずなって︑そこでじっといつも座っているとい

それは︑もう必ずなるそうです︒

はい︒濁対の採決要員です︒

海部 二年生になると︑そこへ出席を取りに行くことができるわけ
だ︒一年生は︑みな座っているから︒
極圏階級制で厳しいでしょう︒
海部 それをやると︑政務次官に行く道が瀾けてくるわけだ︒
︿以上﹀

伊藤 ずっと座っていないといけないそうです︒彼はだから﹁ます
らお派出夫会﹂と欝っていましたね︒

うのが︑出世の糸口の第一歩です︒

海部

初当選の時から︑国対に属しておられたのですか︒

行って語をしたりね︒国対というのはそこまでやるんですよ︒

っとも︑正直にいうと︑初めは一番強い圧力国体が農協だったわけ
ですよね︒この圧力団体の実態を解明して︑できればわが方へ票を
誘導する︒誘導するためにはどうしたらいいかという非常に自分本
位の考え方もあって︑農林水産へ入ったわけです︒ただ私は︑侮が
何でも米の値段を上げるという︻辺倒の旗振りは︑あまりやりませ
んでした︒それは︑米の値段の値上げだけだったら︑今度は消費者
の方に向かってものを雷う時︑ものが言えなくなるでしょう︒だか
ら︑両方のことを考えながらやっていかなければならんなあという．
ことは︑その頃からそこばかとない疑闇を持っていました︒そうい
う疑問を持っているうちは︑やはり農林水産委員会へいって︑いろ
いろ流れとか勲きとかを知っていなければならんという強い気温ち
がありましたね︒

縢一年生議員としてWl国会苅策委貴会
俘藤 党の役職としては︑学生部長でしょうけれども︑国対には属
するんでしょう︒

海部 属します︒国会対策の副委員長になって︑最後は圏会対策委

言っていました︒

員長もずっとやりました︒国会対策というところへずっと入れられ
ておった︒入れられておった︑というと言い方が悪いな︒
伊藤 竹下さんもそういうお議でございまして︑ ﹁ますらお派繊夫
会隔とか彼は言っていましたけれども︒ほんとうによく委員会で採
決があるというと︑こっちに行け︑あっちに行け︑とやらされたと
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丹羽

清隆

醸現在の政局から︵森内閣不信任案否決︶
海部 ﹇内閣不奏任案の採決に関して﹈山崎拓なんか上がって投票
しているんだ︒霞中真紀子も投票しているんだ︒みんなにワーッと
しかしなんでこの時期に﹇内閣不遥任案を﹈出したんですか︒

野 次 ら れ て お ったな︒

儲藤
習決されるとわかっているのに︒
海部 だから四壁も囚党だ︑と思うんですけれどね︒
楠 でも否決されたということは儒任されたということだから︑そ
の直後の自費党大会で降ろすというわけにいかないですよね︒

伊藤

本人は次々といろいろな問題を出して︑ ﹁これをやります︑

本人が辞めないと書うんだから︒

駈懸命やります﹂と言っていれば︑それは別に悪い

海部

全力をあげて

ことじゃないから︒そうでしょう︒悔しかったら選挙で勝ってこい︑

ということですから︑これはしようがないですね︒

屋ロバート・ケネディの来臼

揮藤 それではよろしいですか︒聖画は︑昭和三十五﹇一九六〇﹈
年に当選なさって︑初期の頃の蟹会とか党の役割みたいなことをち
ょっと偉いました︒そして昭漁三十八﹇ 九六三U年に再選されま

すが︑その間に飯ドイツとアメリカにいらっしゃいますね︒このへ

森さんを助けているみたいな感◎になってね︒

伊藤

んのことからちょっとお話をいただけるでしょうか︒
海部 いろいろ思い出そうと思って︑資料を引っ張り出して見てお
ったんです︒当選をした時に︑早稲田大学に司法長官だった噴のロ

自筆党もやりにくいだろうな︒

をやっていたのは︑当時商学部長の中島正儒という教授です︒雄弁

海部 まあ︑腹の中にあったのはそれですけれどもね︒だから︑何
か事があったらぶつ飛ばしてやれ︑ということですな︒歓迎委員会

それが主ではないんですか︒

偶藤
本 当 に そうですよ︒

伊藤

すること自体も反対だという勢力もあったんですよね︒

それに便乗してアメリカ帝国珍書は駄貝だから︑こんなものを歓迎

をおろしたので︑前の方の連中が騒いだ︒やっぱりあれはブレッシ
ュ・マナーだといって︑みんな擶をさして騒ぎ出す︒介護の連中で︑

バート．ケネディが来ました︒それで演壇の上に︑靴も脱がずに腰

海部 全部森を助けてあげている︒だからある意味では︑森霜とい
うのは非常に幸運だったんだ︒ 一番の見せ場に加藤紘⁝が現れてく
れた︒加藤紘︸の乱が︑森の方へと党内結束のカを毒えたわけだ︒
それで緊張感がガタッとなくなった︒ところが今になると﹁習決は
したけれども信任したという意味ではない﹂とか︑いろいろなこと
を書い出しているけれど︑これは大きな筋から言って間違いですね︒
伊藤 そうですね︒議会政治なんですからね︒
海部 そう︑だから議会で孚続きをとって信任したら︑もう信任で
すよ︒ほかに何事もなければ︑この次の時まで森を取り替えること

海部

会の会長ではなかった︒僕らはその先生から頼まれて行っていたわ

はできな．いわけですね︒

伊藤 新聞を見ていると︑いつ替わるか︑ということになっている

が育てたんだ﹂と書って自慢していた教授ですから︑みんなが行っ
た︒あの時︑なぜあんなことになったかというと︑僕もつまびらか
な事情はわからない︒とにかく演壇の上へ腰掛けちゃってから騒ぎ

﹁著い政治家もいるし︑それはみんなわが輩︵中島教授︶

けです︒

新聞はそんなことばかり書いていますけれどもね︒そして︑

けれど︒

海部

もうすぐ替えるぐらいのことを言ってくださいというんだけれども︑
そうもいかない︒
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が大きくなったんです︒ ﹁帰れ︑帰れ﹂とか︑左翼独特のシュプレ
ヒコ⁝ルがあったわけです︒雄弁会の会長の時子山﹇八三郎襯先生
は僕らに﹁なんとか︑君︑学生を挿えてくれ﹂と言われる︒そこで
ちょっと待てということで︑みんなで挿えた︒最後はそこで口触の
西北一︑阜稲照の歌を合唱して︑それでやめにしようといって︑収

まったことは収まったんですが︑とにかく土星のままで演壇に腰掛
けてはいけない︑これがあの頃の主張だったんですね︒

をやっては駄霞なんだ﹂ということを言ったことを覚えています︒
セリッグマンという書記宮が︑そのやり取りが大変興味深かった

といって覚えていて︑帰ってからすぐに私にアメリカへいっぺん来
てくれという︒ コ増合財ご迷惑をかけずに︑あなたが行きたいと
ころ︑見たいところをご招待します︒まさにアメリカ露坐主義とい
うものは侮であるかということを︑実際に見てもらうための旅行に

ました︒ドイツのスポーツ・ユーゲントに招かれて︑ドイツの青少
年活動を一ヶ局視察に行くことでOKをとっていたんです︒β本の
いろいろな青少年グループの代蓑鴎が行く劔の顧問ということでつ

招待するんです隔というわけです︒
けれども僕は︑そのちょっと蘭にドイツからの招待をもらってい

僕らもそういうものと横の連絡があったし︑右の学生も左の学生も︑

いていくことになっていたものですから︑ ﹁それが済んでからでい

揆藤 いちおう話はできたんですか︒
海部 できたんです︒その時はみんなで﹁都の西北﹂を含為して終

皐稲閉の歌を歌う時には一緒になるというところがありましたから︑

いか﹂といったら︑ ﹁それが済んでからどうぞ﹂ということでした︒

わったんです︒当時は︑体育会の連中もだいぶ入っていましたから︒

それはそれでよかったでしょう︒

膿緯イツ行き︵一九穴二年八月︶

すから︒

ろいろいろいろ勉強したり︑鋼激し合ったり︒私も青年学生部長で

スポーツ・ユーゲントと㎜緒に遊び割ったんだから︒いや︑あの頃
はもう代議士になっていたんだから︑遊び測った︑ではなくて︑い

海部だからいまから思うと︑ずいぶんのどかな時代でした︒夏休
みに一ヶ月ドイツに行って︑南端のバイエルンの山の中まで行って

その時ロバ⁝ト・ケネディを案内して来ていたのが︑セリッグマ
ンと呼んでいましたが︑アメリカの書認宮です︒ヨ本語ができる︒
そして﹁アメリカでこういうことになっても︑そんなにアメリカの
学生は騒ぎませんよ鳳と言う︒ ﹁そんなことを雷っても︑ここは呂
本だ︒お前ら︑そんなことを号溺っているから駄鶴なんだ︒東南アジ
アへ行ってもどこへ行っても︑アメリカはあれだけ協力しながら︑
あれだけお金を出しながら︑いつでもこういう目に遭うじゃないか︒

それは︑その国の文化や歴史や低統をきちんと理解しないで物を言
ったり︑援助さえすればいいだろうというような態度があるから︑

ドイツにはあの頃﹁ゴールデン・プラン﹂︑青少年育成のための
黄金計画というものがあった︒家庭青少年闘題大臣というのがいて︑
その法案が湧つたことをわれわれに説明しました︒いまでも覚えて
いますのは︑これはドイツ的だけれども︑暇な時間を自由にさせて
おいてはよくないということをちょいちょい見たり聞いたりするか
ら︑それを全部いただいて︑暇な時間を良い方向に使えるように指
﹁蔑主主義扁という

そうしたら︑ロバ⁝ト・ケネディが﹁あなた︑いっぺんアメリカ
へ来い︒来たら︑どこの大挙にでも行って︑演壇に腰掛けて謡をし
てくれ︒絶対怒らないことを私が保証する︒それがアメリカの民主

え ﹂ と 需 っ た ら︑言いました︒

霊義と日本の畏主主義の違いだ﹂と需うんだ︒

導してやろうということですね︒日本流に訳してもらったら︑ ﹁余

逆にこういう時には反発をかうんだ︒ケネディにもこのことを言

言葉を使ったかどうか︑僕はそう理解したんですが︑僕は門アメリ
カはアメリカ︑日本はB本のやり方があるから︑ここでそんなこと
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リンに連れて行くんです︒ドイツ政府の計らいです︒
まだベルリンの壁のできた翌年ですからね︒そこでハンカチを振
って泣いている人がいたとか︑そこで殺された人がいるとか︑生々
しい話を見せられたりする︒分裂國家がいかに悲惨なものか︑とい

蝦善導政策﹂だというんだ︒余った時聞を善い方に導く︒その余録
善導政策の主たるものは何であるかというと︑霞頃都会の中で生活
している都会入の貫っちょろい︑なまつちょろい青年をバイエルン
の山の中で合宿させて︑朝はきちんと起こして鍛えてやる︑そして
メインがスポ⁝ツなんですか︒

うことを盛んに教えられたことを覚えておりますね︒あの頃は物見

揚藤
スポ⁝ツ・ユーゲントといいました︑よく調べてみたら︒

スポーツに打ち込む︑というんです︒
海部
ヒットラー・ユーゲントですか︵笑い︶︒

と私は思います︒

侵藤

海部 ヒットラ⁝・ユ⁝ゲントじゃないんです︑スポーツ・ユーゲ
ントです︒でも見ていると︑似たようなものです︒テントの中でみ

海部 今から思うとね︒最遅はクウェ⁝トに行っても︑式典が終わ
ればすぐ飛んで帰ってくる︒そして今度は絵の展覧会に呼ばれてい

台のようなところをちょっと上がっていくと︑東側が見えるんです︒
獲ベルリンから東ベルリンが見える︒そういうところに行って︑そ
れを見ながら︑またそのうちに︸緒にやるんだ︑という祖国再統一
への誓いをみんな心の中に育てるというような教育に利用していた

んなで國体生活をする︒僕の記憶に闘違いなければ︑そこに来てい
るのはみんな︑その土地の小学校︑中学校︑青年学校の中の先生の
有鈍なんですね︒強剃ではないんです︒それから集められているス
ポーツ少年団の連中は全ドイツから来ていました︒だから陰頃接触

うことでいま日程を組ませていますが︑行って帰ってくればせいぜ

るから︑絵を持ってエジプトに行きますが︑これも行ったら㎜民間
で展覧会を終えて︑向こうの大疑がもしいたらみんなと会おうとい
い一週間です︒

うならをして︑僕だけ︑アメリカのお使いと一緒に︑太平洋を越え

ください︒そこまで遡えに行きます﹂と言われているわけだ︒迎え
に行きますといっても︑パンアメリカンの飛行機があるから︑それ
で行った︑いまから思えばよく受けたなあと思います︒四十日間の
ドイツが終わって︑ 緒に行動していた青年鐡の代表たちとはさよ

俘藤

子 ど も ですか︒
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楠 まだ当選一回目の頃ですね︒それで四十曝問ですか︒選挙区の
ことは心配ではありませんでしたか︵笑い︶︒

のない先生と生徒が︑たまたま合宿期間中だけ︑教師と子どもとい
う関係になっている︒あまり勉強はやっていないみたいで︑朝から
かけ声を出して駆け麟っている︒駄本のように飯事炊さんはやりま
せんが︑

﹇規の﹈ほとりでニワトリを追いかけたり︑ブタを追いか

けたりして︑みんながそれぞれ自分たちの食事をつくっていました︒

ところがその時は軽輩鶏もバイエルンの山の中にいた︒それのみ
ならず︑さっきの謡でアメリカ大使館から﹁それじゃあ帰りに来て

てアメリカに行ったんですからね︒

ボーイスカウトみたいなものですか︒

それはベルリンからですか︒

伊藤

いいえ︑学生です︒

伊藤

ええ︑国務省の招待です︒

そうです︒昔のヒットラー・ユーゲントじゃないけれども︑

大 学 生 ぐらいですか︒

海部

議会は閉会中だったんですか︒

海部

ええ︒大学盤︑高校生です︒向こうの高校生︑申学生という

伊藤

夏休みですから︑朗手中だったと思います︒

スポ⁝ツ・ユーゲントというんですね︒

当時のわれわれと比べたって立派なものですよ︒堂々として

海部

しました︒

筋骨隆々たるもので︑根撲を教えても向こうのほうが強いような者
がいっぱいいましたね︒ そういうところで四十日︑ほうぼうを転戦
これは申し上げたどうか忘れましたが︑最後は必ずベル

の海俘海
は部藤部

出中 ドイツの管轄の役駈は文部省になるんですか︒
海部 ドイツのわれわれを招待したところですか︒どこでしょう︒
文部雀というのは︑あとから調べたら︑ドイツを統一していた時の
文部省というのを戦後 時的になくしたんです︒文部省を使ってド

イツ連邦金部に適絹するような学糊改革をしたり︑歴史教科書を変
えたりするから︑それはなくす︒そして全部地方自治で︑地方の町
村単位の教育委員会みたいなものがやるんだといって︑アメリカの
占領竃の捲令を拒否する理由にしたんです︒

へ﹁代表者を招待します﹂という話が来たものだから︑そういうと
ころが代表者を選んだのでしょう︒その時に︑どなたかりーダー毅
がいるというので︑じゃあ国会議員が入ったらいいということにな
った︒私はその時は︑これは大変役得だったんですが︑昭和生まれ
のたった︸人の議員だった︒それはだいぶ薪聞もPRしていてくれ

たので︑ドイツのほうもはまったということです︒
それからアメジカのほうへ行った︒アメリカは母体旅行ではあり
ませんから︑今度は一入です︒オンリーワンで︑しかも常に人がつ
いて門どこでもご案内します︒行きたいところへ行ってください﹂
と言われた︒いまから思い出すと︑ワシントンの国務省の中にそう
いうセクションがあるんです︒外国の若い者を招待する︒またそれ

を受ける受け皿が︑全アメリカに網の霞のように張られているわけ
です︒それが受け入れをつくって︑本人の希望を闘いて︑ザーッと
回してくれる︒あれはいい制度だったと思います︒
傍藤 これは侮臼間ぐらいですか︒
海部 アメリカは︑やはり殴三五ヨ間です︒それでその四十五日間︑
︸日二十ドルずつのお小遣いをくれた︒一ドルが三首六十円の時で
すよ︒そして忘れませんが︑本とレコード︑聖霊はLPレコードの
金盛時代でしたが︑全部タダでした︒欲しいものがあったら︑選ん
で︑身分証明書を見せて︑サインをすればいいという︒ただ︑ちょ
っとそこは錯覚しましたが︑そんなに調子がいいなら︑たくさん買
って持って帰ればお士産にも鑓らないと思った︒当時は門アメリカ
ン・ザ・ビュ⁝テイフル﹂というのがはやっていた頃で︑ ﹁これが
シネラマだ輪という映画が霞本でも封切られた頃です︒その映画の

冨頭と最後にバーツと流れるバック・グラウンド・ミュ⁝ジッタが

Aメリカン・ザ・ビューティフル﹂というんです︒それは全部は
忘れたけれど︑初めの方は﹁♪オ⁝・ビューティフル︑オ⁝・スペ

イシャス・ガイ♪鳳と︑メロディ⁝もすごくいいわけです︒これを
みんなに土産に買ってやればいいと思ったら︑あるレ識⁝ド屋で

磨ﾛﾚからは霞分で払ってください︒ ︸枚だけがお±産だ︒そう
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國アメリカ行き︵一九六二年九月︶
霞中 嶺時は自民党の部会というのがありましたね︒先生は文教族
というか︑その頃はまだ入っていらしゃつてなかったんですか︒
海部 あの頃は︑文教部会とか︑社会労働部会とか︑私の選挙区は
繊維の産地ですから︑商工部会とかに入っておりましたけれども︑
そんなところで贋族﹂と言われるほど︑まだ興味も持っていなかっ
たし︑人も認めていなかった︒それより幅が利くのは︑組織委員会
の膏年学生部長になったことです︒それでやっていたほうが面白い
し︑やり甲斐があるというので︑自民党の青年学生部長というのを
や っ て い た ん です︒

田中 すると︑特にそういう文教部会に入っていたから﹂こういうお
話があった︑ということではないんですね︒

海部 そうではありません︒青年学生部長で︑ 番最年少の議員だ
ったから︑ 門フォーリン・ヤング・りーダー・エクスチェンジ・プ
ログラム漏という名前のプログラムに乗せよう︑ということでした︒
伊藤 それはアメリカのほうですか︒

海部 アメリカのほうです︒そして︑アメリカの方がそれに乗せる
といってきた︒それからドイツのほうは︑ドイツから憲政会とか日
本青年罰体連合会とか︑竪山さんの友愛青年同志会のようなところ

「

「

書いてあるじゃないか﹂と言われた︒こっちは英語の能力がないか
ら︑裏を見てもわからないわけだ︒それで 枚だけもらった︒一枚
がニドル三十五セントぐらいでしたね︒もう一枚はお金を払って︑
?書って帰ってきたことを覚えています︒

本の方は全部タダだから︑なるべく部厚いきれいな本を買えばい
いといってね︒当時︑ニクソンとケネディのキャンペーンの予備選
のいろいろな背景を書いた本や︑マコーマックというアメリカの下
院議長の息子がケネディと予備選を争った時の本とかがあった︒写
真もきれいなものが入っている︒なにしろあの頃本棚にはきれいな
本があまりなかったので︑よし︑この金文字の背表紙のなるべくき
れいなものを買っていこうと思って︑どんと買った︒本は一冊ずつ
で す け れ ど も ︑タダでくれた︒

ならではないんです︒みんなを蓑罰してくれて︑ 門アメリカへ来た
旅行を活かしながら︑それぞれの国の認識のために貢献している皆
さんです︒そして今圓も︑どこへでも行きたいところへどうぞ行っ
てください︒もし︑ご希望がないようなら︑アメリカ側から希望を
申し上げます︒ミスター海部さんには︑テキサスの連中がもう一回

歓迎したいといってお待ちしておりますから︑テキサスへ行って︑

スピーチをやってやってください鳳という︒そして当時の新聞をと
ってある︒テキサスでミスタ⁝海部がスピーチしたとかいう議事が
載っているんですね︒

僕はあのころは生意気だったから︑偉そうなスピ⁝チをしている

門白

わけです︒アメリカの畏衆に対して︑・・︾嵐Φ80hσ陰︒◎侮巴ゑ8酔︒

団◎篇㌔．なんて︑そういうところだけ英語でゆっくり霧ってね︒

蔽聞がその通りに書いた︒そうしたら︑あの人をいっぺん招待し
て︑黒藻ばつかりの撰んでいるところがあるんですが︑そこにご招

待するから︑そこでいっぺん生活と労働を共にして︑暮らしてもら
って︑その後もう一圃われわれはそういうご意見を闘きたいと思う︑

﹁お前のところは︑これをとっていたのか︒えらい執

というようなことまで言われた︒まあ当時はいろいろ生意気なこと
を言ってきたなあと思ったんですけれども︑その速記録がみんなと
ってあるんです︒よろしかったらお持ちくださいといわれて持って
来たけれど︑

念深いなあ﹂と言ってきた︒しかし︑ ﹁あの海部さんが将来総理大
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黒問題を片づけない限り︑いくらあなた方が筆海陣営の親分だとい
っても︑東南アジアへ来た時にみんな石を投げられてほうほうの体

で帰るじゃないか︒私はあえて︑畢稲田大学に来た時に演壇へ腰掛
けたからというようなことは言わない︵雷つちゃってから言わない
と言っている︶︒あんなことは僕はもう忘れちゃっているんだ︵こ
こでみんなはワーッと奪うね︶︒けれどもそれ以外でも︑せっかく
善意の国アメリカが︑僕は善意の国だと思うけれど︑なぜ排斥され

ですからアメリカの政策というのは非常に面白いと思うんです︒
そしていろいろなことを全部︑ピンからキリまでとってあるわけで
す︒そして去年︑そこに掛けてありまずけれども﹇壁に掛けた額を
指す﹈︑ニュー・ミレニアムでフォーリン・ヤング・リーダーのみ
ならず︑アメリカの警務省がインバイトしたお客さんを選んで︑も

う一度集めるセンチメンタル・ジャ⁝二⁝をやったんです︒僕も選
ばれて︑来てくれますかと今の大使が雷って来たので︑行ってきた

るのか︒やはりそれは白黒闇題が片づいていないからでしょう﹂と

内してくれたアメリカ国務雀の通訳だ︒．．ぼ︒望og鑓陣㊦ゆゆ．と言っ

たら︑︒◎げ襲霧．︒と露う︒覚えているわけだ︒記録に基づいて︑海

部を案内してアメリカを 緒に回ったのはマイク・ニシムラだとい

芸が細かいですね︶︒

うことがわかるから︑それに連絡をとって︑ 門今度ミレニアムの表
彰者を呼ぶから︑お前が来て彼と一緒に託れ﹂という手配をしたん
ですね︒そういうところは心憎いですよ︵楠

そして国務省でみんな集めてセレモニ⁝をやって︑それでさよう

いうことを言った︒

んです︒

そうしたら︑その時に驚いたけれど︑ワシントンへ着いたら︑飛
行場に入が来ていて︑︒○ダ護勝寮陣守Ψ︿Φ曼⑩oo恥．峯8腔︒ωΦΦ繁︒犀

ﾗ昌■．・なんて言う︒よく顔を見ると︑これは四牽八年前に俺を案
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です︒ ﹁日本はこんにち︑アメリカの渓主童義のいいところだけみ
んなもらって︑罠主主義の国になった︑︑そして率直にいうと︑民主
主義というのは︑重囲が戦争で痛めつけられて圧舗で人間姓がなか

った時代に︑アメリカが達成した制度であって︑人聞の制度では〜

番いいと思っている︒けれども︑今度アメリカへ来たら︑率直に勉
強させてもらって日本へ帰る︒いまはもう日本には弓弦主義が根付

重になるだろうなんていうことは誰も思わなかったけれども︑これ
は将来性のある政治家をみんな呼んだんだから︑何を言ったか︑何
を考えているかは︑全部とつておく﹂ということだった︑
それで僕が表彰された理由は︑のちに総理大臣になったからでは
なくて︑罎本に青年海外協力隊という制度をつくって︑やってくれ
た︑そのことで表彰させてもらうんだ︑と表彰理由を言うわけです︒

私は本当ならば日本で国会議員になれる立揚ではなかったけれども︑

いている︒根付いた証拠が︑ここへこうやって来ているんだから︒

それで脳十数冒問アメリカ中を圓っていたわけですか︒

大学を卒業してしばらくたって︑一所懸命演説をやったらみんなが

面 白 い 圏 だ な と思いましたね︒
は い ︒園ってきました︒

町へ行った︒ それはチルドレスという町の商工会議所や傷手軍入会

行った︒

を見せてもらって︑いいことはそのまま受け止め︑日本へ持ち帰っ

せっかく善意でもっていい翻にしてやろうと思っていろいろおやり
になっても︑排斥される︒ああいったことは︑やはりやめた方がい
いんだ︒率直に言わせてもらえればそういうことだけれど︑まだほ
かにもいいところも悪いところがいつばいあるだろう︒今度は全部

﹁そういうことがあるから︑

がスピーチを聴きたいというので︑何でもやりましょうということ
で行ったんです︒

それからボストンへ行った︒そしてそこでボストンポップスを聴
きたい︒ボストンブイルと違って︑ボストンポップスは野原に寝転
がって軽いいい音楽をやる︒臼本でも本で知っていたから︑それを
見たいと欝ったら︑結構ですということだった︒それも後冷血があ
るけれど︑アーサー・フユードラーというのが︑ボストンポップス
になると指揮をするんです︒ボストン・シンフオニ⁝の時は︑ほか
の人がやるんです︒それで行って見せてもらった︒

それは正直にいうと︑マイク・ニシムラという僕を案内した

控えももう︸回見たい隔と言ったら︑全部コピーして遂ってくれた︒

通訳がいて︑表年のことだから︑その後も仲良くやつおります︒そ
れで︑ ﹁今度おれはいろいろなことがあるから︑あの時お前がおれ
に見せてくれた新闘の切り抜きを全部送ってくれ︒それから演説の

海部

けではないんですか︒

楠 先生は︑そういう演説をずっとご記憶なさっているんですか︒
今園ここでお亡くださるために︑どこからか記録を読んだというわ

っていた︒蜜時の記録が︑みんなとってあるのには驚きましたね︒

て萩しい日本の翻づくりに私は利用させてもらう︒それが今度招待
を受けた私の唯〜のお返しなんだ﹂というようなことを偉そうに書

督学の中島正信に教わったんですね︒

民憲主義を全部真似はしない︒例の白黒問題がある﹂︒これは︑早

そこだけでやめておけばよかったのに︑ ﹁けれども︑アメリカの

た証拠だ﹂︒

投票してくれた︒いまは当選したから︑私は民主主義の本巌に生き

N

N

そして今度はハーバード大学でスピーチをやった︒そのスピ⁝チ
も健そうなことを言っているけれど︑向こうはみんな残しているん
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具 体 的 にはどこですか︒

行きたいところはみんな行ったんです︒まずワシントンに入
旨程をつくったりするのに四︑五感かかった︒それからもち
ニューヨ⁝クへ行きたい︑シカゴへ行きたい︑セントルイス
に行きたい︒ セントルイスには磁父が一人おりましたからね︒それ
からアメリカ案内で覚えていたグランドキャニオンへ行った︒ イエ
ロ⁝スト⁝ンにも行きたいといったけれど︑あそこは遠すぎて行け
なかった︒ 晦火事があるから危ないとかで︑グランドキャエオンへ
それから今度はダラスへ行って︑チルドレスという小さい

うつ海醗海伊
んで部申部藤

それをある晩︑ずっと緒いたら︑ずいぶん思い出しました︒その頃
マイク．ニシムラが連れて行ったのが︑アイゼンハワーの孫かなに
かで︑マイケル・ギルという名前の勇がいて︑将来密分はアメリカ
の大統領になるんだという志と希墾だけはやけに大きい青年がいて︑
その青年とそのことについて議論したものまで残っているわけです︒
あの頃はずいぶん偉そうなことを言ったものだと思うんですが︒そ
してそういう青年﹇海部氏自身扁と連絡をつけて︑また呼んだとい

うことだ︒僕と一緒に行った中には︑いろいろ珍しい入がいた︒謝
首相になっていたり︑女で大臣をやったりした人も︑峯時のヤング
・りーダー・エクスチェンジ・プログラムに招かれた中にいたわけ
ですね︒アメリカの外交政策というのは︑やはり日盛りが相当に長
そうですね︒それは世界各国ですね︒

い と い う こ と が言えますね︒

撰藤

海部 はい︑世界各圏です︒フリーキャンプには全部出ていました
ね︒共産国からは呼んでいないけれど︒

田中 ボストンとハ⁝バードに行かれて︑西海岸にも行かれたんで
すか︒

海部 はい︒最後は︑また話が飛ぶけれども︑その頃大統領選挙の

﹇ニクソンは﹈その後︑蘇るんだよね︒

予備選挙をやっていたんじゃないかな︒そしてあの年は︑たしか負
けに負けていたニクソンが︑最後にまた貧けた︒カリフォルニアの
知事選挙で︒僕はそれを聞きにいって︑見にいって︑ああ負けたな
と 思 っ て 見 て きたけれども︑

その次の大統領選挙で蘇るわけだ︒偉いものだなと思った︒その思
い 出 は ず い ぶ ん強烈です︒

田中 アメリカで何を学ばれたのか︑そのへんのことをちょっとお
願いします︒

海部 アメリカから学んだのは︑人間を大切にするということです︒
そして一人ひとりの意見というものを大事にするということでしょ
うね︒だから︑全体がこうだからといって少数意見を妹殺しないで︑

一入ひとりの意見を大事にするということではないでしょうか︒僕

の感想からいくとそういうことです︒しかしながら︑幾会全体に広

く黒人雑題という大きな病んでいるところがある︒それはいまも変
わりません︒

そんなに長い期間日本を離れているときには︑いちおう議会

雪海外視察の総摺
揆藤

もちろんです︒議会の承認を得て行く︒当時︑たしか三木武

の承認を得て行くわけですか︒

海部

門国会︵こっくわい︶もちょうど夏休みに入るよ﹂と七っ

夫先生が与党自説党の幹事長かなにか枢要なポストにおったから︑
門頼む﹂と言うと︑ ﹁うん︑うん︑大いに勉強してこい﹂というこ
とです︒
てね︒

用量 両方とも費用は向こう持ちなんですね︒
海部 そうです︒アメリカの如きはお小遣いまでくれた︒ドイツへ
行った時は︑三木さんから当然のことのように小遣いをもらってい
った︒あの時代はいい時代ですよ︑いまから思うと︑ ︵政治資金
の﹀届け出も何もしていないですね︒
伊藤 やはり上行ってまいります隔というと︑三木さんがくれるん

ええ︒ちょっと脱線だけれども︑僕はその後もときどきヨー

ですか︒

海部

門これを先生にお渡しするように﹂といって︑フランスの金を

ロッパへ行きましたけれども︑ここ﹇楠氏を指す﹈のお父さんと行
った時なんか忘れませんのは︑フランスの大使が来て︑驚きました
が︑

フランス駐在の日本の大使ですか︒

持って来た︒百万円ぐらいかな︑あれは︒
楠

海部 はい︒どうしてかといったら︑わかりませんが︑当時は三木
さんが外務火臣の頃だな︒外務大込から来ましたという︒あの填か

ら大臣交際費というのがあったのかな︒詳しく聞いてもおらんし︑
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領収書を書けとも言われない︒しかしいま︑こういう事件が起こっ
ているのをみると︑荷か胸が痛むわな︒というのは︑あの時は︑子
天の慈雨のようで大変喜んだ︒ここのお父さんはその共狛者です︒
一 緒 に も ら って飲んだり喰ったりしたか ら ︒

楠 養いたこと︑なかったな︒
海部 大変楽しい旅行をやったわけだが︑腹線話はやめておきまし

伊藤

海部

三本さんも︑いいのが来たなと思ったでしょう︵笑い︶︒

三木さんです︒そう言われて使いに鐵されたんですからね︒

国内もですか︶︒はい︒党内でもね︒だからそれ

海部けれども︑おかげでいろいろな役得がある︒当時の話からい
って︑僕ぐらいいろいろなところを見て知っている議員はおりませ
んでした︵俣藤

だけは︑教育されて大変よかったと思う︒

当選一回でずいぶん楽しい思いをされたわけですね︒

海部

れども︑最初の時ですからね︒

これからあとも︑ずいぶん外国に行っていらっしゃいまずけ

俘藤
一番若いということで重宝されました︒全国で選挙があると︑

便藤

伊藤

海部

すね︒

ドイツへ行かれた時は︑飛行機ですか︒

よ醤つ︒

必ず応援に行かされた︒そうすると門自民党もいま生まれ変わって
おります︒一番若い代議士は自昆党におります︒社会党ではありま
せん隔というようなことを︑おれを連れて行ったところで︑わざと

田中

飛行機でした︒

やはり若くして﹇翻会議員に﹈なったというのはいいことで

れはありがたいことでした︒

年生からそんなに行かれる人はいないもの︒そ

司会者が紹介した︒

海部

初めから︑

撰藤 そうですね︒その頃は祉会党はだいぶ老齢化していますから

俘藤 このころの飛行機だとまだ萢行便じゃないでしょう︒
海部 ストップしていますね︒いまから思うと︑南回りで行ったも
のですから︑最初はたしか香港に止まって︑シンガポールに読まっ
て︑それからインドのどこかへ降りて︑それからテヘラン︑そのへ

ね︒

央公論の編集長を終わってからなった人だから︑推して知るべしで
しょう︒それから佐々木更三なんていう人が委員長でいたけれども︑

んに寄ったのかな︒よくわからないが︑古園りということだった︒

は駄霞だ︒正確に﹃テキ﹄だと発音できるようになったらご挨拶に

や ． っ て い る 頃だから︒

海部 大変印象的でした︒しかもそれがドイツとアメリカですから︒
ドイツというのは︑当時豊穣勇人さんが総理大臣でしたが︑ ﹁海部

ことですね︒

俘藤

てもまだ同じ臼だった︒嘘みたいな話だ︒そんな旅行でした︒

そしてまる︐

海部 例えば高論観樹のお父さんの佐藤観次郎なんていう人は︑串

門アメリカ帝国主義は︑嗣中共嗣のテチ︵敵︶だあ﹂なんて演説を

来い漏と謬ってやると︑みんなワ⁝ッと喜んだ時代ですからね︒ず

たんです︒

蕪辛以上時間がかかっているのに︑ヨーロッパへ着い

いぶん言いたいことを言っていました︒

それでお会いになったんですか︒

﹁呂中共同の岡テチ﹄だと君っているようで

だから︑目立って自民党が若かったんです︒中でも僕が一番若か
ったものですから︑いろいろ役得があったということですね︒
俘藤 まあ︑使い勝手もよかったんでしょうね︒
海部 そうですね︒簡単にほうぼうに連れて行かれて︑国会を休も
うが︑委員会を欠席しようが︑ ﹁党のために選挙の応援に行ってい

拶藤

愚︑ドイツへ行ったらアデナウア⁝に会ってこい︒あれは傑物だよ︒
わしが紹介状を書くよ﹂と書って︑池溺勇人が紹介状を書いてくれ

やはり最初の外国旅行ですから︑非常に印象的だったという

る方が︑君︑大切なことだよ隔という︒

会いました︒ボンの大統領宮邸というんですか︒それからア

それは三木さんですか︒

海部

伊藤
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メリカでは︑言うまでもなくケネディ大統領に会った︒行っていた
ときが︑ちょうど﹃サーティーン・デイズ﹄という映画で描かれた
時期の前後ですから︒簡単に会ってくれると思って行ったのに︑な
かなか会ってくれない︒長く待たせる︒なんだ︑長く待たせるな︑
なんてブツブツ文句を善いながら待っていた︒ようやく会えること
海部

伊藤
はい︒

そういうのを囲い込むわけですね︒

ここにぶん殴られた写真があって︑ 門頬の傷いまだ完全に快

ゃないですか︒

の頃の古い古いアルバムです門アルバムを示す﹈︒今βこれを見て
いたら︑そんなことになっているんです︒この中に︑ 門入生劇場青
春篇︑早稲霞大学法学部﹂なんて書いてある︒
伊藤 よくとってありますね︒説明のキャプションがついているじ

のときに早稲田で演説をやっていたときには︑襲われて弱きずり降
ろされて︑大変な目に遭ったこともあるんだな︒これは嶺時の学生

海部 その通りですよ︒だから僕たちは︑それは間違いだと言って︑
よく雄弁会の演説練習を校薩でやったりするんです︒七牽周年記念

かと思うんですが︑そのあたりはいかがでしたか︒

山中 精に早稲韻で努力されたということはありませんか︒
海部 特に努力をしなくても︑早稲沼には初めからそういうのが多
いわけだ︒むしろ慶癒とか東大から来るのは珍しかったから︑もて
たでしょう︒ 門お前は東大か︑よろしい﹂といって︑大事にちやほ
やされるんだな︒慶磨もそうだ︒
楠 当時は左翼全盛の時代ですね︒特に大学の学生で保守政党支持
なんていうのは︑ちょっと気後れするような時代だったんじゃない

の学生というのは︑だいたいそういうのが多いから︒

海部 結局そうですよ︒みんな顔翻染みでしょう︒だから︑各大学
の弁論部へ行くと︑ ﹁海部さんでも嶺激して代議土になったんだか
ら︑おれも頑張ろう﹂というのが出てきたわけです︒大学の雄弁会

﹁こちらの部麗へどうぞ﹂ということで行ったら︑出て

になって︑
きた︒やあやあと握手して︑その場で写真にサインした︒そして︑
﹁どうぞゆっくり見ていってくれ︒今田はいろいろご苦労さんでし

た﹂とかなんとか欝って︑スッと引き込んでいった︒けれども︑そ
れが当時の日記と比べ合わせてみると︑ぼつぼつキュ⁝バの問題が
航空写真でわかり始めた頃ですね︒そしてあの﹃サーティーン・デ
イズ隔という映画を改めて見直したら︑ソレンセンという当時の秘
書が書いた回顧録が磁て︑その中に︑これは聞違いないといヶ写真
が出てきて︑国家安金保障会議が非公蘭に開かれた習にあたるわけ
ですね︒あの時はそんなことを全然感じなかったけれど︑時期が経
ってから︑ああそうか︑よく考えるとあの頃か︑ということですね︒

■青年局次長︵一九六三隼十二月︶
霞中 先生は自民党の青年局の学生部長をやって︑二園鼠の当選の
時には青年局次長をやったということですが︑自畏党の青年局とい
うのは具体的にはどんなお仕事をやっていらしたんですか︒
海部 自昆党の青年局というのは︑党の中に若い党員をたくさん入

海部

くならず︑闘志五体にみなぎる﹂なんて書いてある︒ここに貼って
あった写真のほうが︑殴られた怪我のあとがよくわかったんでしょ

れるための尖兵だったんです︒当蒔僕の一年先輩には︑際立って若
いのがいなかったわけです︒僕の一級上では︑竹下登ぶ⁝番若かっ
た︒その頃までは学生部なんていうものもなかったが︑僕が入って

うね︒

夢藤 なんで殴られたんですか︒
海部 早稲田大学事件の時に︑十二時になるまでに退聴してくれと

学生部長になって︑学生部をつくった︒

俘藤 やはり各火学の弁論部とか︑そういうところの人たちが入る
んでしょうね︒

いわれて︑退去しないでいたら︑本審士署と高曝馬場の警察が雪崩
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それもくじですか︒

うのもありました︒

ってきては︑喋っていたんです︒

覆中

照申

当時は速射法はありませんから︑一発ずつですからね︒

それはどういう理屈をつけたんですか︒

良馬

﹁そ

門その時の音と快感は何物にも換えられない︒これは健全だ︒

政調会ですか︒

そういうことをおやりになることと︑その次の年に海外青年

なっていたと思うんです︒

海部 はい︒だから︑法律とかいろいろなもので︑政策的にこれは
やるべきだという時にはそちらを使う︒だから上の方は︑いつも重

田中

いうのは︑政務調査会の青年対策特別委員会です︒

俳藤 年譜を見ますと︑自民党青年婦人対策特別委員会の謝委員長
と書いてありまずけれども︑これは青年部のものですか︒
争点 青年部とか学生部というのは︑党の組織委員会の中の党員組
織としての青年対策です︒それからその青年婦人藍碧特別委員会と

璽青年海外協力隊の寒貧

なあ︒

そこでみんな欲求不満を解消しているわけだから︑こんな健全なこ
とはない輪というような演説をやったことを覚えています︒勝手だ

ね︒

出てくる﹂︒たいてい五姻です︒入る位置が違うと三個とかでした

の一発ずつの玉を毘ていると︑釘を通り抜けて︑ポンと穴へ入って
じゃらじゃらという快音がして︑薫が五儒ないし多くても十偲だが︑

海部

﹁パチンコは健全娯楽かどうか﹂とい

反対の立場に立てば︑また勝の意見ですね︒

れ込んできて︑みんなぶん殴られて検挙されたんです︒僕が三年の
時の二年生の山崎栄一というのは︑その後毎買毅聞へ行った︒杉浦
亦太郎というのは大霞本海上火災へ行った︒これはお父さんがそち
らの会桂の関係だったから︑コネで入ったんですけれども︒これら

くじです︒僕は門パチンコは健全娯楽である︸という方でし

俘藤

が み ん な 一 緒だった︒

海部

はい︑甥の意見です︒

伊藤 左翼全盛といっても︑左翼じゃない学生だっているわけです
た︒

海部

からね︒

海部 そうです︒だから︑みんな喜んで僕らの演説を嫁きにくるわ
けです︒また︑そんなことよりも早春戦のほうが動員力があったん
ですね︒それでその切符をざざっと持っていると︑もてるわけだ︒
切符をやるから来いという︒そういうことがありました︒
田中 その時︑例えば自罠党の青年部と左翼と討論会をやったとか︑
そんなようなことはあったんですか︒
海部 左翼と討論会はやらなくても︑学校で討論会はよくやる︒早
慶討論会とかね︒そういうところに必ず庄翼が紛れ込んでくるんで
野 次 るわけですか︒

す ︒ そ れ は よくやりました︒
伊藤

海部 野次るわけです︒それから勇気のあるやつは︑慶曲芸でも左
翼がかったやつを代表に出す︒それから早稲顯にも︑あの頃民青と
需いましたね︑あいつは晟青だから気をつけろなんて言っていたけ
れど︑民青から来ているやつが入ってきた︒たわいもない題ですよ︒
﹁徴兵制度は是か非か﹂という題で︑くじで是か非を決めるんです

から︒あんな納得できないこともないけれど︑それは教授に襲わせ
ると︑そういうところでどういう論理構成をしてくるかということ
今でいうディベートですね︒

なんだ︒

楠

海部 そうなんです︒だから僕はたしか﹁徴兵制度︑これぐらい罠
︑驚的な︑みんなで国の役割を分担する捌度はないんだ︒志願剃度に
したりすると︑金持ちの息子だけは兵隊にならないし︑貧乏入の息
子がみんな兵隊にされるんだ﹂なんていうことをどこかで聞きかじ
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門将来のために︑

協力隊の構想をまとめられることとは︑闘係があるわけですか︒
海部 あるわけです︒それは重要な青少年政策だと︑私は受け止め
た ん で す ︒ そ れはケネディが大学でやった 演 説 で ︑

平和と繁栄を切り拓くためには︑青年が先頭に立って頑張れ﹂とい
う︑アメリカン・ピース・コーですね︒あの演説を聴いて︑これは
日本も当然一緒になってやろう︑やれると思ったんです︒

ごく初めの頃に︑アメリカの青年がアフリカのどこかの国で書い
たハガキが現地で拾われてレまった︒書いてあったことが︑ 門ここ
はひどい国で︑ここに住んでいる人は人間じゃない﹂というような
ことだった︒それはなんだと言って︑反米感情をもたれて︑みんな
叩き返された事件があったんです︒われわれはそヶじゃないと思っ
ていましたが︑アメリカのピース・コーのやっていることを調べて
圓ると︑アフリカだけではない︑アジアでもみんな擁葎されている
んです︒

アジアで排斥された理密は︑自分たちは手を汚さない︑足も汚さ
ない︑農業指導を要求しても︑口で教えてはくれるけれども︑やら
されるのは現地入だけで︑アメリカのピ⁝ス・コーは申へ入ってや
らない︒またやろうと思っても︑いまから思えば︑あれは無理だつ
たと思うんです︒リサーチ不足です︒われわれは稲作渓族だからす
ぐできるけれども︑あのぬかるみの紹んぼの中に入っていくことは
アメリカ人にはできないですよ︒ところが現地の青年や輿地の人々
が欲しがるものは︑そういったものだったわけだ︒

最初の頃アメリカは︑バングラデシュの謙ミュラーというところ
でもそういう失敗をしていたんです︒田んぼに入っていかないんで
す︒もちろん入った経験がないからですが︒そこに聞本の青年が行
ったら︑すぐ﹇照んぼに﹈入っていって︑すぐにやり始めた︒鮮や
かに躍んぼをつくって︑一年経ったら収穫する︒それまでコミュラ
﹂の農業は手蒔きですからね︒ミレーの﹁晩鐘隔のような岡植えを
やっていたわけだ︒それを︑本当に入っていって︑苗をつくること
を教えて︑苗を苗代から植えて収穫しましたから︑同じ所で収穫が

︻挙に四倍になった︒それはそうでしょう︒耕すこともしないで手
で投げていた農業と比べればね︒それで大変評価を受けて︑バング
ラデシュのコミュラーというところでは︑最初に行ったヨ本の青年

が神様のように尊敬された︒それは収穫が 挙に上がったからです︒

それだから︑じゃあ行けといって︑また第二陣を出しましたら︑
みんなできるんです︒それで︑日本青年協力隊も自信を持って︑こ
れは行けるなと思った︒これからは︑なにも農業だけではない︑調

査をしたらいろいろなことがあるはずだ︒何ができるか調べてみよ

この青年海外協力隊は︑いったいいつ癸足したんですか︒

うといって︑四つの斑をつくって︑ずっとアジア︑アフリカを調査
したんです︒私はその時に︑アフリカの方へ行ったんです︒
撰藤

海部 もうかれこれ二十年以上になるな︒
伊藤 そうでしょうけれど︑先生がアフリカに行かれたのは昭和三

八事

海部

﹃青年協力隊二十年史隔という本があったから︑ちょっと見

正式には︑そのあとにできるわけですね︒

はい︒

十九年ですね︒これは事蕪の調査なんですか︒

海部

これは︑言い出しっぺは誰なんですか︒アメリカの真似して

ていたんですけれどね︒

伊藤

やろうという︒

海部 潔い出しっぺは︑みんな﹁俺だ︑俺だ﹂と書っているんです
よ︒のちになると︑みんなが﹁あれを言い出したのは俺だ﹂という︒
それで︑もうしょうがないから︑年の順だ︒先輩だったのは︑竹下

で︑⁝年上ですからね︒ ﹁あれは︑たしか俺が言い出したんじゃな

いか﹂というふうに言うね︒それから宇野宗佑はn竹さん︑わしの

ほうが早いで︒わしが聞いてきて︑どうやと書ったら︑なあ淑部︑

お前︑賛成︑賛成と言ったろう︑あの時﹂と言うんだ︒それで︑俺

も初めから闘いてきたんだ︑と雷うんだけれど︒

田中 そのお三方ということですか︒
海部 御三家ですよ︒だから︑二十周年記念誌を見ると︑ちゃんと
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そのことが書いてあるんです︒青年協力隊の事務局長は︑ ﹁トンコ
節﹂の久保幸江という歌累がおったでしょう︑あの旦那のなんとか
という人です︒彼が青年協力隊発足の裏話なんていうのをいろいろ
面白おかしく書いていたけれども︑それを読んでみても︑竹下登と
宇野宗佑と海部俊樹さんがどこかで聞いてきて︑ 贋俺だ﹂といった
というようなことが書いてある︒じゃあその三人が︑ということに

は﹁いいことはいいんだよ﹂と簡単に言ったな︒さすが︑わが親方
だと思いました︒

助さんかな︒もうちょっとまじめな話で︑アメリカの大使館の然る
べき人から聞いてきた︒そしてわれわれ竹下︑海部︑宇野というの
が︑当時の青年局の三羽鳥ということで︑こういう話をアメリカか

けれども︑本豪にカをつけてくれたのは︑坂霞道太さんと秋田大

議で決める闘題です︒翻り当てです︒これは鳥人か出さなければな
らない︒ユネスコの会議というのはちょっと次発の違う話であって︑

海部

さんですか︒

伊藤 ああそうですが︒そうすると︑二園目の三選をされたあとに
日本ユネスコ国内委員会の委員をやっておられますが︑これも小話

員長を経験したような人が︑政調では委員長になるんです︑自艮党

俘藤 坂田さんとは︑なぜなんですか︒
海部 また認は戻ってややこしいけれども︑僕が青年学生部長で︑
宇野宗佑と竹下登が青年局次長︑青年局長をやっているときに︑さ
っき政調の青年婦人対策特別委員会というのがあるという話をしま
したね︒その委員長が坂国道太なんです︒ある程度︑敢務次官︑委

ら聞いたんだといって教えてくれたのは︑問違いなく坂田道太さん︑

か義務があって委員会には出るんです︒そういうことです︒

なったんだ︒

そ れ か ら 秋 田 大助さん︒

何か関連があるかな︑と思ったので︒

伊藤

そうです︒官房長が頼みに来て︑引き受けて︑なって︑何回

そうですが︒いちおうこれは文部雀の管轄でしょう︒
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海部

い︒だから︑だんだんみんな離れていったんじゃないかな︒

要するに；西でいうと︑票にならない話だな︒そうでしょう︒だか
らよほど人の好いやつか︑よし頼まれたら何でもやってみよう︑と
いうようなのが入ったんですね︒ユネスコの委員会の謡というのは
面白くもおかしくもなかったですね︒学者の難しい話だった︒そし
て票になりません︒先生︑これをやってくださいという陳縫も来な

では︒

揮藤 坂濁さんはもちろん三木派でしょう︒
海都 坂田さんは石井派です︒それから秋隅大助さんというのは︑
三木さんと瞬じ選挙区で︑三木さんと一番仲の悪い人なんだ︒そん
な語はどうでもいいけれども︒
伊藤 いや︑どうでもよくはないですよ︵笑い︶︒
海部 それで俺は三木さんのところへ行って︑ 州三木先生︒坂出さ
んと︑どうせバレるから雷っておくけれど︑秋田さんから︑ ㎎海部
さん︑あなた方のやっていることは素晴らしいことだから︑大いに
やりなさい﹄と激励されました﹂と言ったら︑三木さんは︑ ﹁いい
ことはいい︑誰がやっても隔とシレッとしていたな︒五心さんは︑
同じ選挙区で一番仲が悪い︒当時は中選挙区ですからね︒だからど

伊藤

ありません︑そこだけは︒

いや違います︒ユネスコ国内委員会の委員というのは︑本会

んないいことを君ってもやっても︑いかん︑ということになつちゃ

海部

お互いにそうなんでしょう︒

うんだ︒

極藤

それでも︑

﹁なに︑そんなことを雷つたか︒あいつ

﹁そんなのはやめておけ︒応援するな鳳と僕らだ

海部

ったら言いまずけれどね︒

がやっていることなら︑もうや．めておけ﹄と言うけれど︑三木さん
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俘藤 この二回爵の選挙は︑もちろん当選なさいますが︑いかがで
ございましたか︒

海部 ⁝圓鶏の選挙は最初ですから︑定員三人のところで︑ビリの
三番昌でした︒rだから票も少なくて︑五万票すれすれの得票︑四万

そうすると︑組合の入は喜んで集まってきますね︒
当時は立場が逆で︑日本が安いものを売り過ぎるというので︑ア
メリカからさんざんやられた頃でしょう︒最初のヨ米繊維製品交渉
は︑日本を錦えるためにアメリカがやった手でしたね︒それで輸繊
は許さない︑舛前年数量の三％増しをもってストップせよというこ

とでした︒それは自主努力にしました︒そんなことの最初の頃でし

たから︑ずいぶんほうぼうへ行って理露を聞いたりもしました︒

九千いくらかでした︒二回翼の選挙の結果はいくらか増えたんです︒
門票は︑初めは少しでいいんだ︒そのかわり︑選挙の度に増えてい
かなければいけないんだ﹂と三木さんが需つたな︒

﹁選挙の度に票

が減っていく入は淋しい人だ︒選挙の度に票が増えていく人は将来

門こういう不平が出

というきめの細かさに君らは欠けるんだ︒行って見てきてみろ︒ど
こでも踏んで歩いていたら︑せっかくのショウガが踏まれて腐っち
ゃうそ︒だから歩く通路︑例えば十なら÷平方のところでも通路と

けれども僕は︑ 醒そういうことをやるから︑痒いところに手が届く

そうしたら︑その時僕はなるほどと思ったが︑その何反歩という
申でどれだけ採れるというものを税務署は税務署なりに決めていた︒

も強いわけです︒

ているがどうだ﹂と︑いろいろすったもんだやった︒これが地元の
実状だといえば︑自分の身についていますから︑委員会でやる時に

で行って︑税務署の署長に来てくれと頼んで︑

これだけだ︑と頭ごなしに﹇税金を︺かけられる︒本当にとれてい
ないのになんだ︑という批判があるんですね︒そういう時は現場ま

高い︑税金が高いという話ばかりだ︒どうしてかいったら︑農家が
ショウガをつくっていると︑お前のところはこれだけの広さだから︑

それから織物の面倒だけ見ていればいいというものではありませ
んから︑農業をやっている人のところへ行く︒そうすると︑税金が

順位も上がったんですか︒

がある入だ﹂と書って激励してくれたなあ︒
乱髪

海部 順位は︑まだ二度目の時は三番じゃないですか︒票は堰えた
けれども︒三論霞の時に初めて二番前なったんじゃないですかね︒
それとも二突目の時に二番になったかな︒
俘藤 あちこちに出かけられたりしていて︑地元での選挙に向けて
の 活 動 は ど うだったんですか︒

海部 それはやりました︒一年生の頃は︑地元で今よりやりました︒
俘藤 大変でしょう︒だって︑⁝回当選したからといって︑劉段票
が固まったわけでもないでしょうし︒

海部 だから旅行に長く行ったら︑帰ってきてちゃんと報告会をや
った︒ずっと罎りまして︑町村ごとに集めて︑それはやりました︒
海部 それからもうひとつ︑私の選挙匿の事情からいうと︑繊維産
業ですからね︒いまでこそユニクロが出店して︑いろいろな影響を

いうものがいる︒それを畦道という︒畦道の部分は課税対象から外
さないと︑ショウガがとれないじゃないか﹂とやったわけです︒そ

いいタネがたくさんありますね︒

受けて︑それじゃあセーフガードを発動して救ってやろうかという
ようなことをやっていますけれども︑呼時もそういったことを気軽

うしたら︑

倶藤

に聞いてあげて︑すぐ反狭してあげました︒普通の人や普通の織物

す﹂といって︑相談して︑ ﹁その地域に対しては︑いままでは 反
歩当たりいくらと決めていたものを︑どれだけか引いて︑一反歩当

たりこれだけにしますが︑いかがですか一といってくるから︑ ﹁そ
れだけそちらもやるならば︑よろしい﹂といった︒それで組合大会

﹁なるほど先生︑おっしゃる．通りですね︒よく相談しま

組合が陳情に行っても︑なかなか役所では︑・時間がないとかなんだ
かんだと書って︑責任ある答えのできる人は会ってもくれない︒僕
らが委員会へ行って質間すると︑答弁は義務だから出てきて答えて
くれますね︒それをやって︑今度はその速記録を送ってやるんです︒
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を開いて︑そこで報皆してやるわけです︒そうするとみんな喜んで
﹁ありがとう︑ありがとう﹂という︒そうすると︑それは票になる
と い う こ と で しょう︒

片を付けようと思って︑この謡をしょうと思っても︑後にいる皆さ
んの数が多いか少ないか︑選挙区の本当の意志を体しているかどう
かということを富僚は晃ていて︑それによって言うことを聞くんだ

てあげる︒そうするとみんなが喜ぶ︒だんだんそういうことで︑生
活の実感がわかる︒わかって︑虜分がなるほどと思ったことは︑取
り次いであげればいいんです︒そしてそこに正義に反するものがあ

ているからじゃないんですか︒

そうすれば必ず勝てるんです隔とやったんだよね︒若い頃の演説は︒
﹇楠氏を識して﹈そんな頃に︑ 一所懸命頼んでは来てもらって︑
客寄せパンダをやってもらったりしましたよ︒この人のお父さんが
来ると︑あの組織がみんな集まるから︑これは強いですよ︒
俘藤 そうでしょうね︒確実に票になるわけですから︒
海部 おれの言っている内容なんか︑どうでもいいわけだ︒
俳藤 その五重さんが強いというのは︑やはり地元の位倒をよく見

から︑おれを使おうと思ったら勝たせてくれ︒カを与えてください︒

ると思ったら︑やればいいんですね︒あまりそれをやり損なうと︑

海部 まあ︑結局そういうことでしょうね︒
併藤 そうしたら︑詞じですね︒

今度はその話を聞いて︑レンコン組合が︑レンコンもなんとかし
てくれという︒ ﹁これはショウガとは違うけれども︑みんな体ごと

勝手にゴリ押しばかりしているとか︑いろいろなことになりますか
ら︑よく勉強していかなければならないけれども︒

門よし︑わかった︒それも猛せておけ︒

できるだけやってみるから隔ということで︑できるだけの努力をし

と い う よ う な ことを話す︒

中に入っていって一本一本掘らなければならない︑大変な労働だ﹂

田中 一番お若い代議士だった頃は︑浮動票なんかをいっぱい集め

海部 ところが江綺さんの方は︑霞いにくい話だから書いたくない
けれども︑大金持ちとか大地主とか︑そういう大きいところの票を

た よ う な 気 がするんですが︒

う強い人に勝ったのは︑当選五回か六回の頃です︒その時はトップ

になった︒その頃は二番になりました︒それから江崎真澄さんとい

シング・モアです︒

ずっと有利になったという裏もありますが︑そのほかプラス・サム

くしていたんだけれども︑そこの組合長といつのまにか一緒になっ
て︑向こうが後援会長もやってくれるものだから︑それで私の方が

たんと持っている︒こっちは農業とかレンコン組合とかショウガ組
合とか︑それから洋服の方でも染魚整理組合とか補修組合とか︑そ
ういうところがら入っていった︒昔は毛工連︵毛織物工業組合︶と
いうのは大きいところで︑涯綺さんが﹁やあ︑やあ隔といって仲良

になった︒

海部 それはいつぱいありましたよ︒だって後援会の会員名簿なん
て︑まだまだ少ない頃だから︒みんなにお礼の手紙を出そうと思っ
ても︑誰が入れてくれた入かわかりません︒だいたい︑よう忘れま
せんが︑最初の選挙は五万票︑二度目が八万何千票︑九万票近くな
って︑三回目になって十万票の大台に乗って︑だんだん勝てるよう

七かし︑人を追いかけている方が楽だった︒遍いかけられる立場
になると︑票を減らしたり︑二番になったら︑今までの成果がガタ

楠

家来じゃないですけれども︒

さんの家来だから︒

カバンを持ってついてきたんですよ︒玉置和郎さんは︑ここのお父

これは︑ちょっと伺いにくいが︑ 門楠氏を指して﹈ここのお父さ
んは玉置﹇和郎扁さんとも仲が良かった︒それで︑このごろ時の人
になった村上﹇董邦﹈もよく知っているでしょう︒あのころ村上は

落ちだから︑これはいかんと思った︒恥ずかしい話ですが︑そうい
うことを直接街頭演説でも訴えて︑ 門跡まで入れてくれた人が入れ
てもらっただけでは︑海部俊樹は鳶たない︒入れてくれなかった入
にも頼んで入れてもらわないと︑これは駄目だ︒また︑あの問題に
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海部 ここのお父さんを呼べば︑家来だから玉置が呼ばれてくるわ
けです︒ありがとうございましたと言って︒その時に︑そのまた鞄
持ちでついてきていたのが村上だ︒それはどうでもいいけれども︒
だいぶ時間が経つと︑変なことになるんだな︒
い ろ いろなことがあるな︒

自民党の組織調査会は三木先生がやっていらっしゃいました
この．へんには︑先生はなにか絡んでいらっしゃいましたか︒

﹁はい︑はい隔と言っていた︒

特に何か書いたとか︑そういうことはありませんでしたか︒
ありません︒三木さんは薗分で書くもの︒

門 青 年部のあり方はどうなんだ﹂と か ︑

かったですか︒

海部

闘アフリカ行き︵一九六圏年五月︶

いろいろ意見を具麟したことはありまずけれどもね︒

ないというのは︑どうしたらいいとお前は思うんだ﹂と戦われて︑

﹁政党に青年が入ら

頒中 そうですが︒自分でお書きになったんですか︒何か青年問題
について︑ ﹁海部慰︑侮か意見があるかね﹂というようなことはな

海部

田中

の 頃 は ま だ 走り使いの方ですから︑

⁝杯飲んで土産をやって︑飲んだら票を入れろよ︑というような選
挙ではいけない︒そうではなくて︑こういう問題はこうすれば良く
なるんだという政策を訴えて支持してもらうようにならなければな
らないという︑組織の理想論を奮ったんだな︑三木さんは︒僕はそ

に頼んで人を集めて︑さあ一杯飲もうといって︑金を持っていって︑

めには自民党はどうするかという問題点を調べ上げて︑どうしたら
いいかという薪しい組織のあり方を考えた︒みんな村へ行って顔役

はい︒組織調査会というのは︑麹民党は生まれ変わらなけれ
ばならないというのが三木さんの口癖だったんです︒そしてそのた

e

俣藤 先ほどアフリカに行かれた謡がございましたね︒これはどん

な経験でございましたか︒アフリカのどこに行かれましたか︒

海部ちょっと長い目盛りでいうと︑僕はアジアとアフリカという
のは︑欝本で今日まで魚がついていないところだと思う︒アメリカ
やヨーロッパは︑アフリカや侮かに植昆地をつくったり戦争に加筆
したりして魚がついているけれども︑アフリカには︑二本は色がつ

いていない︒だから﹁青年協力隊を送って︑生活と労働を共にしな
がら︑務展途上国の務展を助けるということは素晴らしいことであ
って︑アフリカを是葬やるべきだ︒初めが大事だ︑アジアだけでは

いけない漏と偉そうなことを事前の会合で僕がぶっていたわけです︒

ですから調査に行く時は︑ ﹁磐はアフリカが妊きだから︑アフリカ

拶藤

ら︑

エジプトから入りました︒エジプトは︑できたらナイル州の

どこですか︒

﹁行きましょう﹂と雷って︑行ったんですね︒

へ行け﹂と遣われた︒言い続けておった以上しょうがありませんか

海部

周辺の殺伐たる砂漠に緑化地帯をつくって︑穀物がとれるような地
域をつくってあげようと︒これは結局できませんでしたね︒そこか
ら南開していって︑ナイジェリア︑ガーナ︑ダオメー﹇ベナンの旧
称﹈の線です︒アフリカの下半分を切った横の線です︒それからザ

イールのレオポルドビル﹇キンシャサの陶称﹈︑コンゴがあって︑
サハラのほうへ上がった︒それで︑どれだけ派遣できるかというこ

どういう要求があり得たんですか︒

とを調べてきたんです︒

伊藤

海部あの時はアフリカのことはさっぱりわかりませんから︑行っ

てどうなんだ︑ということですね︒向こうからはやはり︑灌瀧排水
をもっとできるようにしてくれたら農業ができるじゃないか︑実り

がとれるじゃないか︑というようなことでしょうね︒

俘藤 潅瀧といっても︑水源はlI・︒
海部 北の方はナイル刈からです︒それから下﹇南﹈の方︑ダオメ

やはり井戸ですか︒そうすると井戸を掘らなければならない︒

ーとかナイジェリアとかに来ると︑井戸です︒
儲藤
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海よ闘海伊
部ね中部藤

海部 はい︒それから横断して醤のほうへ行っても︑やっぱり井戸
でしたね︒だからナイル州のあたりは大変な文化ができる︒また︑
できていたんですね︒けれども︑水は流れっ放しで︑引いてきて潅
瀧排水に使わないものだから︑そういったこともできないだろうか
というようなことをいろいろ調査して︑向こうが希望すれば報告し
ます︑といった︒

あとは付け建しみたいな︑ものですが︑そういうことのほかにβ本

は非常に強い圏だ︒強い国というのは︑国力とか軍隊が強いという
のではなくて︑一入ひとりが武道をよく知っている︒あのへんで種
族と種族の争いを盛んにやっている闘は︑泥棒をやって︑警察官が
捕まえても︑捕まえた時に︑例えば血を出させたとか︑顔をはれさ
せたりすると︑部族で必ず復讐があるんですσ目には自を︑手には
手をということですね︒なんとかそれがやめられるような方法はな
いだろうかという相談を受けたんです︒
伊藤 また難しい相談ですね︵笑い︶︒
海部 難しいでしょう︒けれどもその時に︑そこで武蔵は考えた︑
というわけです︒武道をやれといった︒
俘藤 ますます戦いが激しくなるんじゃないですか︵笑い︶︒
海部 これがいい︑ということで武道をやれといった︒そして教師
を送ってあげるというような話にした︒それから︑ ﹁警察学校とか
村の将来のり⁝ダ⁝は︑いっぺん経本に来ないか︒青年技術者の招
へい欝画があるかち呼んであげるので︑武道を日本の講道館でやれ︒

そヶすると︑相手がたとえ木刀を持っていても︑素手でやっつける
方法も教えてくれる︒また柔道が強くなると︑こうして引く手押す
手の中から︑こうやればいい隔とか︑いろいろと︑聞きかじりしこ
とを雷つた︒

俘藤

しかしいま︑アフリカはどうにもならないような状態になっ

ているじゃないですか︒

海部 食糧生産とか農業生産を上げるための潅概排水といっても︑
よほどの資金と大量の技術者を連れて行かないと︑なかなかできな
いですね︒

伊藤 部族問の抗争はどうしても止まらないでしょう︒
海部 止まらないです︒ですから︑公権力を背景に持っている取り
締まりの警察が︑一般のワルが悪いことをしたんといって逮捕して
も︑逮捕する時に取っ組み合いをやって︑怪我をさせたりすると︑
必ず報復される︒あのへんには︑報復がいいことだというような教
えがあるんですね︒そんな相談を受けて大変困ったんですけれども︑
しかし協力隊の中で︑大変よくなってきたのは逮捕術です︒合気道

なんていうのが一番いいです︒
掛藤 そうですが︒思いもかけぬ青年協力隊だなあ︒
海部 青年海外協力隊で︑合気道の有段者があったらぜひ推薦して

ください︒喜んで相手困は受け入れます︒ですから殖芭道場へ行っ
てもらうと︑そういう人がうようよいます︒
誕が飛ぶが︑最遍は︑ワレサのポ⁝ランド︑あそこに青年海外協

力隊を送ったら︑合気道を教えてくださいなんていう人がいた︒だ
から︑東欧にも合気道という霊葉を教えちゃったんだな︒その意味
それ以来のことですか︒

で︑私はいま降本の合気道の全役員代表ということにされている︒
田中

海部 それ以来です︒その協力隊の時にいろいろ関わり合いができ
て︑向こうから頼濠れたのがきっかけだったんですが︑部族と部族
の争いをやめさせるためには︑殴ったり蹴ったりではなしに︑こう
やって﹇やわらかく﹈捕まえると︑神様だというんだ︒神様の技が

いいと言っているんだ︒まあ︑合気道はいろいろなことに使われま
鐙中

す︒

そうしたら︑そちらの方に非常に興味を持たれて︑それはいい話
だということで︑最近はむしろそちらのほうが盛況になっています︒
だから︑合気道の植芝道場なんていうところがらは︑定期的にアフ

問行されたんですか︒

その時の調査団には︑外務省だとかそういうところも一緒に

リ カ に 人 が 出ています︒
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海部 現地に外務省から行っている経済協力の専門家がおりますね︒
それからもちろんこちらからも〜人︑霞葉の関係で間馬させた人も
おります︒

俳聖 言葉といっても大変ですよね︒エジプトから始まってガーナ
とか︑いろいろな言葉でしょう︒
海部 だから︑途中でもちろん替わらなければいけません︒現地の
大使館に雷葉の専門家がおりますから︒例えば単純な言葉を二つず
門スマン︑スマン︑トロ︑トロ隔

向こうのトップと会えるようにしておいてくれたんです︒
伊藤 トップというのは誰ですか︒
海部 議会の長です︒それで議会で︑議長に︑三十八度線の下のと
ころのどこか帰属のつかない部分︑もうひとつは海の権益のために
韓国が魚をとっていいという専管水域の線をどこへ引いたらいいか

ということで韓国側の聖賢を十分聞い︑た︒それをβ本に持ち帰って︑

それでいいならば︑いいと書ってくれればいいし︑いけないかった
ら︑代案をまた持って来てくれ︑という︒
俳藤

つ 並 べ て い く麗もありましたよ︒

とかね︒イグザクトリ⁝なんとかといってね︒いろいろなことを経

漁業問題で︑日本と韓圏は李承晩ラインが大問題でしたね︒

験してきたけれども︑あの言葉は面白かったね︵笑い︶︒

俘藤 隅じ年に韓翻にも行ってらっしゃいますね︒これも初めてで
すね︒

轡藤

そうではありません︒行ってくれと言われて行ったわけです︒

これは自分が行きたいから行ったわけではないんですか︒

たけれども︒

連中がいますからね︒いや︑大使館はまだないんだ︒弼事務飯とい

海部

んですか︒

ったんだろう︒

けてくれて︑ずっと案内してもらった︒
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■韓国行き︵一九六囚隼十一月︶

海部 大間題だった︒それをやってこいと書われた︒当時︑たしか
農林水産大臣が河野一鄭先生だと思うな︒考えてみれば︑なぜそう
いうことになったかというと︑当時宇野宗佑というのは河野派の⁝
年生だったからです︒それで行かされたんですね︒
伊藤 これはどこからお金が出たわけですか︒
海部 窟房機密費でしょうね︒それは冗談ですけれども︑各省に旅
費というのがかなりあるんです︒けれどもそういう時には︑内閣の
仕事を手低うんだから︑これを持っていって︑お土産かなにかにし

海部

ろというようなことは︑ずいぶん昔からあったんですよ︒

二 人 で行ったんです︒

海部 初めてです︒その時は︑まだ三十八度線問題に片が付いてい
ないし︑たしかまだ覆韓の國交が始まる前です︒その前に来てくれ
ということで行ったんです︒その時は︑宇野宗佑と私が青年局の代
韓国の反日感情はどうでしたか︒

また︑そういうルートがなければ︑まだ国交もないですから︑危な

滋藤 やはりタブーには気をつける︒まだこれは地照内閣の時代で

何か連絡事務駈みたいなものがあったんですね︒

くて怖ろしくて行けないじゃないですか︒
田中 その時の鑓長は誰ですか︒野馳さんとたった二人で行かれた

すからね︒

伊藤

何かあったんだな︒そこにいる人が迎えに来て︑車を一台つ

宇野宗佑と二人です︒その代わり︑向こうに日本の大使館の

海部 その時は青年部であったけれど︑非公式の形で行く︒外務省
の肩書きのある人が行くとうるさいから︑あなた方が青年協力隊だ

海部

まあ︑気をつけなければならないことは︑ずいぶんありまし

反霞感嬉があるから︑気をつけうと冨われた︒
実際行ってみていかがでしたか︒

都藤部藤で

といって韓罵を視察に来たということで行ってくれということで︑

海｛P海｛Pt表

墜議運・本会議事進行担当︵︻九穴四無・窄鳳月︶
海部

田中

そうです︒進行係になった入がみな総理になったとは限らな

総理候補の登竜門ですか︒

蘭中
海部

田中

そうですが︒

ちょっとだけやった︒

瞥下さんはやっていましたか︒

いけれども︒

七月十日に池田総理が三選すると書いてありまずけれども︑この頃
田中

年譜で大野伴睦が﹇昭鞠三十九年﹈五鍔二十九目に死表して︑

先生は政局がらみの話ではどういうご活躍をなさったんでしょうか︒

竹下さんがそういうことをやったんですか︵笑い︶︒

岸か石井か石橋かの時じゃないね︑大野伴睦なら︒

謡が少し戻って恐縮なんですけれども︑初峯選の時︑前の河野

海部

いるんです︒だからその県会議員たちが反対するとともに︑

と思うんですが︒

部さんではまだ若すぎる︒うちの息子よりもまだ若いじゃないか︒
そんな坊に艮本の国の政治ができるか︒だからまず︑県会議員ぐら
いからやらせたらどうだ隔というような意見です︒
楠 県会議員はどうですか︒河野さんを椎していた県会議員がいる

持してくれたわけではなかったんです︒当時︑複数の幹部が︑ ﹁海

り身につけて一所懸命やって︑あの孝子さんも助けたんですよ︒海
部︵くわいふ︶君を︑それは皆さん︑褒めてやってください﹂なん
て説得をして︑みんなそこで賛成を決めてくれた︒
けれども︑残念ながらその時は︑全会一致で全員漏れなく私を支

まだ三木さんの神通力が大変あったわけだ︒後援会の幹部を集めて︑
﹁まあ︑皆さん海部︵くわいふ︶君は︑河野さんの考え方をそっく

はり三木さんが来て︑みんなを説得してもらわないといけなかった︒

海部 いや︑河野孝子さんの代は︑奥さんはそんな来来永劫にやろ
うなんて思っていないし︑後援会の関係は押さえていないから︑や

関係はどうなったんですか︒そっくりそのまま引き継いだんですか︒

金昇さんの奥様の後を継いで出られたわけですよね︒その後援会の

楠

闇地元後援会との関係と三木派

俘藤

海部

霞申 火野伴睦はもう亡くなって︑今度は純田三選になるときです
ね︒

偽 藤 さんが出た時ですか︒

そうですね︒出たんですが︑出て負けた︒

ﾘさんはまだその頃は一︒

門議長〜！隔とやるやつです︒

これはどういう方が選ばれるのが通例なんですか︒

登竜門ですか︒じゃあ︑野國聖子さんはそうなんですね︒

歩ですよ︒

言える．そういったことが議事進行麹当だね︒
田申 これはみなさんなりたがるものですか︒
海部 これは有名人の入り口だもの︒若手議員の鐵過量踏で︑有名

門野々に関する何々一部を改正する法律案を議題とし﹂とそこまで

海部 あれはやはり︑艮本語が正確で︑標準より大きな声で︑肺活
量も人一倍あって︑切ってはいけないところでは切らない︒長い

田申

海部

子さんのあれですか︒

忌中 衆議院議員運営委員会本会議事和行担当というのは︑野曝聖

と呼び出して頼んだり︑推薦人になってくれといったりね︒三十入
ぐらいいる時期があったものだから︒

らです︒

特に先生が引いたとか︑何かそういうことはありませんか︒
まだその頃はありませんね︒三木さんがやるようになってか
三木さんが立候補した時には︑票集めをやったり︑こそっ

一群
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俣藤
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うところへ集まって︑朝食を食べながらやるんです︒

定期的にあったんです︒一週間に一郭ずつ︑三木事務所とい

それは︑三木さんが話をされるんですか︒

海部

る︒それで︑
撰藤

三木さんがときどき謡をします︒

県会議貴の中に 人︑衆議院議員になりたいと思っていたやつもい
からでもまだ遅くないよ﹂というようなことをいろいろ言ったね︒
演部

そのほかは︒

﹁海部︑恩はまだ早いから︑初めに県会に出て︑それ

そ れ で 三 木 さ んに相談する︒
伊藤

ほかは︑議員運輸委員会へ行っているのが︑今週の予定とか︑

今度の函会の重要法案はこれだとか︑野党はこうなっている︑とい
うような晃通しをずっと遺すわけです︒

海都

﹁それじゃあ﹂

その前にも︑僕は三木さんに一幽相談するチャンスがあった︒面
談した時に三木さんから︑ ﹁志があったら初めが大事だ︒県会︵け
んくわい︶に出て地方議会に入っては細工だ︒初めから国会︵こっ
く わ い ︶ を や れ﹂と書われたことがあった ん だ ね ︒
と い う こ と で 待ちました︒

極寒その一番外れに一︒

俘藤 三木派というのは︑親分が三木さんで︑幹部は
︒
海部 弁出一太郎︑松浦周太郎︑そんなところが両横綱みたいな顔
をして︑代貸しみたいに横に座っていた︒やや下に︑赤澤正道だと

われわれの仲問で︑その年の選挙で⁝番早く二選したのが渡部恒
三だよ︒県会議員です︒僕はその時当然出たかったんだけれども︑
三木さんが﹁県会からやるな︒器が違ってくる︒志を持ったら初め
から翻会をやれ﹂と言われて︑その時には県会に出るのはやめまし

海部 海部俊樹がいたわけです︵笑い︶︒
伊藤 三木派は総勢で︑衆参両院合わせてもそんなに大きくなって

か毛利松平だとかいろいろなのがいたわけです︒

た︒だから︑こっちが国会をやろうという時に︑他の連中が県会か
らやれといっても︑ 門まあ︑ちょっと大それたことを言うかもしれ

いませんね︒

海部 大きくないです︒爾方で三十人ぐらいじゃなかったな︒端数
は問進っているかもしれんが︑衆議院が二十人ぐらい︑参議院が十
人ぐらい︒だから両方合わせると三十人ぐらいで︑第四派閥か第五
派閥かです︒だから時移り︑世が流れ変わって︑俺がやろうという
時になったら︑あんな小さい派閥で侮ができるかという問題も︑乗

ないが︑やっぱりやるなら囲会からやらせてください隔と言って︑
みんなに頼んだんです︒けれども︑最後までそういう入たちは僕を

海部 はい︒マジョリティは残ったんですが︑一部はそこで外れた︒
外れたけれども︑まあここから先はあまり言いたくないけれども︑

餌食

支持しませんでした︒だからそこで離れていった︒
伊藤 ある部分は残ったわけですね︒

その人は結局は立候補できなかった︒それで私が立候補したけれど
も︑その時には競争相手がたくさんおりました︒あんな人がやるな

らんと︒

そうですね︒そんな小派閥が何入も総理曇霞を出してけしか

り越えなければならない一つのテーマだった︒

ら私のほうがいい︑という人がずいぶんいてね︒労働組合の組合長

海部 と言われたね︒けれども︑青年局の頃からの横のつながりが
派閥を越えて︑ありがたいことにみんな仲間になっているから︑支

とかね︒罠社党は全期同盟ですから︒それから社会党からは︑全逓
の労働組合が出てきて︑いろいろあったんです︒

んですね︒

持も支援もしてくれましたね︒
伊藤 そうすると︑やはり畠発点の青年局というのは意味が大きい

あります︒

海部

俘藤 ちょっと一般的な話ですが︑三木さんの派燭に入られたでし
ょう︒その三木派の会合というのは︑しょっちゅうあるんですか︒
海部

定 期 的 に︑ですか︒

大きいんです︒そして全魍に仲問や家来がおるわけでしょう︒

伊藤

．▼
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青年局の大会というと︑必ず行きましたものね︒しかも今でも続い
ているんですから︒最後に出てくる話ですが︑僕が︑王民党はけし
からんといって三行単を突きつけて飛び出してからも︑地方へ行く

劇自民党商工部会の副部会畏︵一九六五年八月〜

︶

田中 躍和四十年に自民党商工部会の副部会長におなりですが︑そ
の頃の副部会長としてのお仕事では︑どんなことを覚えていらっし

と︑いま地方の県会の県連の大ボスたちになっている者たち︑自民
党ですが︑

ゃいますか︒

老年局になってきた︵笑い︶︒

の指定です︒指定を受けると︑何のメリットだったかな︑侮か優遇

海部

門やあ︑一杯飲もう漏と懐かしがるんですね︒初めの頃

にワイワイと言い合った仲ですから︑これは懐かしいですな︒
伊藤
老年局ではいかんからな︒

商工部会の副部会長で僕がやったことは︑中小企業の業種別

海部

すね︒

伊藤

うんです︒いま︸番函っているのは綿工連です︒それから絹工連と
いうのも︑中国にやれちゃってさんざっぱらですね︒ユニクロの被

海部 あります︒だから綿工連と薩嘩をしたり︑鍛工連と喧嘩にな
ったりする︒こちらは毛織工業協同組合連合会だから︑毛工連とい

繊維関孫でも︑いろいろな業種があるわけでしょう︒

これは本当に育てていい業種なのかどうか︑ということをやったん
です︒特にそういう時は︑一山懸命繊維のことはやったし︑さっき

されるメリットがついたんです︒だから︑いろいろな業種ごとに︑

話したように農業のことなんかを頼まれると︑どうしてもやるんで

ですか︒

田中 これからは老人の時代ですから︒
俘藤 自民党の部会の副部会長とか︑衆議院の委員会の理事とか︑
そういうのはだいたい二園当選ぐらいですか︒
海部 早い人は二圓生からそれをやります︒
伊藤 先生は二回からやっているじゃないですか︒
海部 はい︒倉造からやりました︒
伊藤 やはり理事とか副部会長とかというのは︑相当力を待つわけ

海部 そこで働くと力がつくし︑そこで頑張ると認められる︑とい
うことでしょう︒

害を〜番受けているのが綿工速と絹工連です︒

試されているみたいなものですね︒

俘藤

海部 もちろんありますが︑工場の規模からいくと︑染佳整理工場
というのはかなり資金がいるんです︒資本がいるんです︒普通の織
残業とか︑最後の仕上げを見る修正業というものと比べると資金の
量もかなり違う︒だから染色業というのは︑比較によりけりですけ
れども︑概して大きい申企業です︒それで小企業はいろいろありま
ずけれども︑そういうふうに差がついてくるわけですね︒
伊藤 繊維産業というのは︑糸から始まって織物まで︑いろいろな

があるわけでしょう︒

その中で︑例えば染色とか︑いろいろ細かい工程ごとに組合

海部 そうでしょう︒兵隊の位でいうと下士宮になれるかどうか︒
結局︑見習下士宮ですかね︒それで︸年︑二年と理事をやって︑い
いとみんなも認めて︑永久に理事にしてくれるとか︑どうにもなら
ない奴はそこで交替させられるとか︑になりますね︒その条件とし
て︑選挙が強くなければなかなか務まらないわけです︒ときどき選
挙区へ帰っていっちゃったり︑練情団と一緒にいまあそこを画って
いるとか︑ここへ行っている︑といっていたのでは︑いざという時
にカにならない︒だから︑選挙区だけは安心できるようにしておい
て︑与えられた仕事を一所懸命やると︑だんだんそこから上がれる

工程でそれぞれ職種があるわけですね︒

伊藤

と い う こ と になるんですね︒
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轡藤

海部
撚糸工連がありましたね︒

あります︒糸というのは︑まず撚糸業というのがあります︒

海部 糸撚りをかけるでしょう︒あの糸撚りをかけた時に︑僕のと
ころも糸撚りの中心地だったものですから︑いろいろなところで︑
﹁いいですか︑大丈夫ですか﹂と聞かれたけれども︑結局石川県が
一番悪かったんだ︒

それが済むと︑今度はその糸を使って織るんです︒織布という︒

織布をやって︑それから今度は染色です︒それから整理です︒染色
整理ということもあるし︑毒魚業と整理業と分けることもあります︒

いうんです︒このあいだ︑そこで旗を振ってデモをやって︑WTO
を早く発動してセーフガードで救ってくれ︑といって歩いていたの
はオール繊維です︒ユニクロが贔てきて︑みんな取っ払われたのが

そうですが︒それが先生のかなり大きなバックなんですね︒

綿工連や絹工連です︒

伊藤

海部 けれども︑綿工連の速中は僕に対してはあまり一︒ ↓時︑
毛工連と縞工連が喧嘩をやった時に︑こちらは毛工連を㎝○○％支

振ったことがありましたね︒

持していますからね︒それから︑染色整理の登録織機の三度の時も︑
毛工連が扱いが一番有利だった︒ ⁝番早く権利をもらった︒それで
綿工連とはちょっと喧嘩になった︒しかし︑だんだん毛工連は愛知
県の尾張郡にかたまってくる︒綿工連というのは静綱の浜松のあた

整理というのは︑毛羽立てたりすることです︒色をつけて︑それを
整理する︒そういう︑生地になる前の状況があって︑できあがった
生地はちょっと匂いも臭いし︑しわしわよれよれになっていますか
ら︑それにダ⁝ッと熱気をかけて︑お湯の中を通して︑色がさめな
いようにしてから︑今度はシャ⁝ンと仕上げなければならない︒糊

勝藤

ではないでしょう︒

旭化成ですね︒愛知県の繊維産業というのはそんなに大企業

り︒そういうふうに分かれてくるんです︒これはしかたありません
ね︒全繊維産業連盟というと︑⁝時期は血書輝が親分になって旗を

をつけて熱上げたのではいけませんから︑きちんとやるんです︒
俘藤 そういう工程があるんですね︒
海部 だから︑何回も熱をかけたり︑風を通したりしてやっている
んです︒それから今度は縫製業︒縫製というのは︑粗っぽく断つ︒
い ろ い ろ あ るんですよね︒

海部 そうですね︒みんな中小企業です︒中小企業の中でも︑染色
整理は大きいところ溺たくさんありますよ︒毛織工業もたくさんあ
ります︒愛知県が中心で︑たしか全園の穴八％のシェアを持ってい
ますから︑愛知県がトップですね︒綿はやはり静岡とかあっちの方
がたくさんあります︒それから化繊になると︑石川県︑富由県です
磯中

ね︒

遠藤 またつくるものによっても︑組合があるわけですね︒シャツ
をつくるか︑下着をつくるか︒
海部 それはもちろんいろいろあります︒洋服をつくるとか︒洋撮
をつくる組合は︑やはりちょっと俺たちは︑というような格妊がど

リーですか︒

大手の東レだとかありますでしょう︒それはまた別のカテゴ

う し て も あ る んですね︒

海部

あれは大企業で︑東レなんかの周辺にある企業群は︑その下

便藤

請けみたいな関係が多いんじゃないですか︒前田勝之助の組ですよ︒

偉 い ん ですか︒

海部 パンツをつくっているよりも偉いわけだ︒あれらは︑あれだ

前田勝之助の組︑といったら悪いけれど︑東レのいまの会長ですね︒

そういう繊維産業の全体の組合というのはないわけですか︒

一致する問題になると︑協力関係ですよ︒対米交渉をやるときもそ

田中 それは︑先生といろいろな協力蘭係はないのですか︒
海部 あります︑昔から︒あれは洞じ年だから︒だから利害関係が

からと誓う︒裏の詣はそうです︒
俘藤

海部 それは︑毛に関しては毛織工業協岡組合︑絹に関しては絹工
連︑綿に関しては綿工連で︑それを全部集めたのが繊維産業連盟と
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けようと思うと︑これはやはりみんなが力を合わせないと︑とても

る時に︑なんとかセ⁝フガ⁝ドで︑WTOできちんと数量翻限をか

うです︒だから今度のように︑中国から安物をどかどかと入れてく

湛部

楠

工業とか︑いろいろなものが来ますね︒

新しい仕事をとろうということで︑ようやくプラスティックの麗蓮

それは歴史のあるところで︑東北地方とは違う︒

麗選挙資金と応援

俳藤

けです︒

れぞれ遊びにきていたところや︑管轄としていた神祉仏閣があるわ

囲障 千二百年というと︑奈良時代からですね︒
海部 だからあの辺に国府があって︑それを国府窟と言いますね︒
それがいまでも裸祭りで有名になっている︒それも千二百年前から
やっていたという歴数があるんです︒もっと近くなってくると︑確
実なものは︑ここは徳測家康が︑ここは織闘信長が︑といって︑そ

のが続いておったわけです︒

昔はそうです︒そして中小の︑千二首年来の繊維産業という

だいたい先生の選挙区は純農村ですね︒

できる相談じゃありませんからね︒

伊藤 佐藤内閣で沖縄返還と繊維闘題という絡みになりますが︑そ
れに蓋るまでの間︑ずっと繊維問題というのはもめ続けるというこ
とですね︒

海部 もめ続けるというよりも︑だんだん成長し続けるわけです︒
成長するものですから︑それだけアメリカへはかなければならない︒
それから中国などの市之は仲びてこないように︑B本が抑えている
から逆に安い︒アメリカ市場を押さえたのも︑いまのユニクロの全

日本がアメリカにユニクロをつくったような話ですね︒

では︑あまり浮動票なんていうのはない地域ですね︒いまはど

困 集 は巡っているんだ︒

よ︒

いつ頃から変わりましたか︒昔は選挙の前日には張り番を立

いって︑おおよそ決まっていたんだな︒いまはもう違うかもしれん

﹁ここは海部さんの村だ﹂とか︑ ﹁ここは江崎さんとこだでな﹂と

海部 初めの頃は︑浮動票なんていうものはあまりない頃で︑どこ
の村へ行って︑どこの字へ行って︑とやっていた︒そうすると︑

だけど︑あるでしょう︒

うかわかりませんが︒

キンギョは農業ですか︵笑い︶︒

沼中

十年ぐらい前までは︑やはり張り番を立てたりしておったね︒

てたということを聞きますよね︒

海部

地方の字へ行くとね︒村の字で︑ここからこちらへ入るとあれだか
らというので︑村の青年が張り卸したり︑警防団や消防が張り剥し
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く逆だったんです︒ ﹁ワンダラ；・ブラウス﹂という言葉があった
よ う に ︑ 一ドルで女性のブラウスをどん ど ん 売 っ た ︒

捗藤

楠 漁協じゃないんですか︵笑い︶
海部農業です︒
田中 農水雀が担当しているんですね︒
伊藤 そうすると︑だいたい農業と繊維ですか︒
海部 それさえ押さえていればいい︒愛知県の尾張地方にはそれ以
外のものがないもの︒最近に蓋って︑繊維が不況になってきたので︑

餌藤

楠

農業団体の方は︑農協ですか︒
農協です︒農協の中に生産単位組合があるんです︒
さっきおっしゃったレンコンとか⁝︒
ショウガ組合とかレンコン組合です︒それからキンギ3組合

まさにその通り︒

詞じことです︒

部藤部藤部藤部藤

とかね︒

海｛PS海伊海豊海伊

もちろんそうです︒

なりますね︒

海部
ですか︒

ているところがあります︒こちらの﹁びく偏というと変だが︑こち
らが張り番をしているところだと︑えいっといって︑そこでちゃん

覚からです︒

そうすると公認料をもらうでしょう︒これは誰からもらうん

と情報をみんな伝える︒いかに⁝所懸命留分たちが張り厚している
か︑ここは誰が入り込んでくるか︑ここはどうしたか︑なんていう
海部

党からでしょうけれども︑具体的には︒

摂藤

こ と を や っ て いたんです︒

侵藤

ところが一時期から︑僕らがそんなことには関心を持っていられ
ないような時代が来た︒選挙になっても帰らないから︒そうすると︑

海部 具体的には︑覚に公認証書をもらいにいくと︑総裁が公認証
書をくれますね︒帰りに隣の部屋に寄っていけと言われて︑隣の部

を押すと︑公認料金五百万というやつをポ⁝ンとくれるわけです︒

またそこで︑押したり瞬いたりの説戦が行なわれたこともあった︒

乱戦の時には︑みんな物を持っていって配ってこなければ︑票をこ
ちらへ向けるわけにはいかないでしょう︒だから︑やはり選挙に物

それが公認料というんです︒

屋へ入っていくと︑これに判を押してというので︑そこへ受領の判

が絡むいやな状況︑買収が生まれてきたんでしょうね︒そういう買

小切乎じゃなくて現金ですか︒
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現金です︒

んですか︒

五百万というと︑結構分量があるでしょう︒
五養万というと︑これぐらいです﹇指を数センチ開く﹈︒
じゃあ紙袋にいっぱい入るようになると︑それはすごい量な

れ ば 駄 鷺 で し よう︒

うようなのがだいぶあるわけです︒だから自分で言うのも変だけれ
ど︑僕らはそんなにたくさんもらったことは︑初めから一度もない︒

も当選してくるだろう︑だからこの次にポストをやればいい︑とい

海部 紙袋にいっぱいあるというのは神諾伝説の類になっていて︑
こいつは比較的選挙にも強いそというやつは︑無駄金をやらないで

だけど︑選挙法改正やなにかで次々と剃限されていきますね︒

袋にいっぱい︑待てないぐらいということはない︒ときどき︑袋に
いっぱい持てないぐらい持って帰るやつがいるな︒それは自民党の

侵藤

海部首鼠をされて︑本当に厳しくやっていくようになれば︑もう

金建政治の一番悪い走りだったと思うね︒

海部 公認料のほかに︑派閥の金もある︒三尊の金をもらっても公
認料をもらっても︑どうしても足らないやつには︑貸付金というの

そうですが︒

やって︑演説会だけで政策を訴えてやるといったら︑こんなにあり

がある︒

伊藤

が た い こ と は ないな︒

加齢

どこからですか︒

伊藤 そんなものですかね︒二園霞は選挙の時は︑最初から公認に

つもない金持ちが現れて︑ダーツと買収なんかを始められたら︑そ
れを防戦するのは大変だろうと思う︒でもみんなが厳しくきちんと

囲いをつくっちゃつたこちらは楽ですね︒全然ないところに︑とて

と 大 き く な っ ていくんです︒

るとか︑結婚式に行ってやるとか︑葬式には必ず行ってやるとかす
るんです︒そうすると︑そういう噂が聖賢も何圃も続いて︑ダ⁝ッ

海部 まあ大網を打っておいて︑同質社会意識を作りあげて︑そこ
で一対 の頼まれごとをきちんとやってやるとか︑皿緒に遊んでや

収を手っ取り畢くやるのは︑農業協詞組合とか金融組合とかを︑組
合ごと買収して︑組含ごと会議を開いてそこで推薦する︒
伊藤 でも鑑薦したからといって︑みんな必ずしも言うことを聞く
わけじゃないでしょう︒そういう大きな団体や組織を大づかみにつ
かまえないと駄目なんでしょうが︑実際には︑僧体につかまえなけ

伊海拶海揮
藤部藤部藤

なら帰りにここへ寄るとかね︒だってそうでしょうよ︑怒られるも

割り振ってやりますね︒それはこんにちでも︑自民党という政党で
は続いていますよ︒もう︑いまはそんなことま．で配慮しないが︑僕
が総裁の時は︑党の選対が持って来て﹁総理︑今度こことここをお
願いします︒こことここは調査の結果がもう〜歩ということです﹂
という段程をつくって持ってくるんです︒遊説部が︒そうすると︑
中にはあまり虫の妊かないやつもいるけれど︑そんなことも言って

党 か ら ですβ

集 金 謡 言 は な かったですか︒

の︑身内から︒

海部

海部 個人の集金能力のある政治団体ができたのは︑もうちょっと
あとだったと思う︒初めの頃は︑瞬ったら三木さんのところに取り
楠

あるんだよ︒

海部
習業は﹁貸付金﹂だけれども⁝⁝⁝︒あと︑佃人の攻治団体︑

いやあ︑あれは返さなかったんじゃないか︒

︒

俘藤

ならない

俣藤 お願いしますといって借りるんですね︒これは返さなければ

に行っていた︒

海部

それはないわけにはいかないでしょう︒

それはあるでしょうけれどもi︒

やはり議員さんも人聞だから︑好き嫌いとかがあるんですね︒

﹁よし﹂といって行って︑その代わり︑ここへ行く

劔藤 それは三木さんの代貸しみたいな人がくれるわけではないん

俘藤

それはそうでしょう︒

いられないな︒

ですか︒

海部

楠

あんな野部︑と思ったって︑党が行っ︐てくださいといえば行
かなければならない︒

海部

楠 例えば松浦さんとか
︒
海部 松浦さんとか井娼さんというのは︑あまりくれなかったな︒
まあ︑こっちも取りに行かなかったから︒
口中 一つの選挙で何回も行かれるわけですか︒一騎こっきりです
か︑それとも選挙期問中に︑お金がなくなったからもらいに行くと
いう感じですか︒

いやい︑や︑そんなことはやりません︒そんなことばかりやっ

伊藤 行ったら︑褒めなければならないでしよう︒
海部 もちろんです︒どこを褒めるかということを考えないといけ
ない︒ただ︑私が総理をやっていた填は︑いまのように一人︸区の

海部
て い る や つ は 出卑しないわ︒

楠

難しいですね︒

はい︒

人の候補を全部応援してやるんですか︒
海部 いやそうではなく︑総理になった時の総理遊説です︒中選挙
区だった壊でも︑急便ある立場にない墳は︑それはもう好き嫌いで

海部 みんな来いといって︑みんなが来れば︑聞違えないようにみ
んなを褒めなければならないわけだ︒
田中 そういうふうにやっていらしたんですか︒中選挙区時代は︑
人の人ではなくて︑その選挙区から出ている︑例えば三入なら癩

効果が薄まりますね︒

伊藤

小選挙匿じゃないからね︒必ず中選挙区で︑複数いるわけです︒

田中 じゃあ︑もらったきりですね︒
俘藤 あとは応援演説に来てもらわなければいけないでしょう︒
游部 それはそうです︒応援に来る時は︑ちゃんと持って来て︑置
いていってくれる︒

楠 第一回閉の時は︑三木さんだけしか来なかったと本に書いてあ
松浦周太郎さんも︑最初の選挙の時は一回か二回は来たな︒

りましたけれども︒

海部
海部

それは︑党の遊説部が全部額り振るんですか︒

応援します︒派調が違っても︑もちろん応援します︒一番還るのは︑

二園閉の時は派閥を超えて来たんですか︒

俘藤

そうです︒こいつは当選しそうだなということがわかると︑

楠

海部
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岡じ派閥の人がいる選挙区で︑青年局長だから間じ派閥ではない若
者を応援に行くと︑怒られるな︒よく怒られたよ︵笑い︶・

竹下さんは來てくれましたか︒

すよ︒

伊藤

﹁海部︑頼む︑来てく

そういうことが︑いまはそういうものはなくなってしまった︑

海部 いまはもうだいぶなくなったけれども一︒そんなことは︑
小選挙区になってからは︑とでもやっていない︒けれども︑やはり

と い う こ と で すか︐

畑中

露選挙の変化︵小選挙区劇︶

いから︒

も行きましたな︒まあそういう時は︑なるべく気をつけて行ったけ
れども︑ときぎ周じ派閥のお年寄りに怒られたこともあった・仕
方ないよね︒そうやっていかなければ︑戦友の連帯が生まれてこな

雄なんていうのは︑この前の選挙の時は︑島根県全部ずっと応援し
てあげた︑竹さんが来てくれというから︒渡海元三郎のところにも
行ったんだ︒だからそういう派閥を超えたつき合いが︑僕らにはず
いぶんあったということだ︒派閥が違っていても︑ずいぶん応援に

海部 はい︒応擾に︒派閥が違っても平気なんです︒だから青木幹

島 根 で すか︒

むと言われて︑行ったことがあった︒竹下のところも行ったんで

あいう鈴々たる大先生方がいるものだから︑

てあそこには︑前から︑堤康次郎さんとか輩野一郎平さんとか︑あ

海部はい︒宇野宗佑の時は︑肇応援に行ったほうだもの・だっ

たわけですか︒

楠先ほどの藷だと︑掌野さんとはもう初当選の頃から親しかっ

とか︑若手では毛利松単とか！一︒

蒙萎よ︒竹下も来たし︑安倍も来た︒あの頃は竹下とか安倍

楠

来てくれという人もいる．天一区ですから︑そういうことを・そ

これは党派を超えて︑ということはないでしょう︒

う気にしなくてもいいから︒

伊藤

伊藤

いいんだよ︒ただ︑言いにくいな︒

連立だったらいいんですか︒

舗ね礫は超．減てはいけません．もっと呉い・は書髭です
海部

伊藤達美に出るわけではないですから︑もう何をしゃべっても
いいです︒

海部翁だけは覆に行かないわ．それでも︑五・六入行ってや

ったな︑公明党も︒どうしても来てください︑というから・

嚇で鱒︑中選挙区制より小選挙区制のほ・がず．・叢籔・

晦部これ緩しいよ︒﹁讐だもの︒勝つか負けるかだもの・だ

カら昔はVサインを出して︑勝利のサインはVサイン︑とこんな写
真まで撮った人がいるけれども︑い凄・れ門指二本のvサイン﹈

無駄課妨碧魏﹇人さし指を張だけ突き二藍蓋．

小選挙区では二番というのはあり得ないんだ︒

海部オア門︒r﹈では瞥だから︑これ蟹本﹈じゃないとい
けない︒

鐸鰹響艘踏藤給護頴鹸つつ謀鯵

切瑳琢磨して︑当選したら入れちゃう︒

ないですか︒それで切磋琢磨して一︒
海部

伊藤A．度は天薩ですから︑出よう恵・ても・野蚕とれな

それはなかなか厳しいですね︒

翻ぱ糧昆振輝出て︑頑張．てやる以外にないわけですね．
揮藤

海部小選挙区になってからは︑無口で当誉た人が・羅を落

として出てきますね︒そうすると良讐︑さすがそこまでは厚か

こんなことが続くんだか︑ ちょっと気になります︒境界がぼけちゃ

それから︑その無断属クラブの人たちは︑次までに当選しようと思
って壌磋琢磨するじゃないですか︒票を掻き集めるじゃないですか︒

が屈辱だと思うならば︑今度は自分の方がいいのを出すでしょう︒

属クラブ﹂ということをいって︑努力しておるわけだ︒
梯藤 その次の選挙が大変ですね︒
海部 その次の選挙では︑自罠党の方が︑富民党ゼロだということ

別に覚えがございますか︒まだ︑雲の上の話ですか︒
海部 まだ雲の上の話で︑夜集まって︑ああだこうだと鋭い合った

その少し前に池滋さんが亡くなって︑佐藤さんが総理になるという
時期ですね︒それはもうずっと上の方の謡だと思いますが︑何か特

務次条のあたりから始めさせていただきたいと思います︒この時は︑

撰藤 昭和四十︸年に労働政務次官になられますよね︒だいたいそ
の前のところまで︑なんとか伺ったような感じですので︑次圓は政

って︑いかんな︒

そうすると︑そこで公認がもらえるかどうかということになるわけ
です︒たぶん公認はしないですよ︒戦え︑当選したら今度はこうし

ましくできないから︑しばらくは罰則みたいな感覚で入れないわけ
です︒入れてもらえない入たちが﹁二十一世紀クラブ︸とか門無所

よう︑ということになるんですね︒

れっぱなし︒

ような指示が出たんでしょうね︒そう欝われてみればそういうこと
があった︒当時は三木さんはまだ出ていないから︒最初の頃は頼ま

こともない︒けれども︑あの頃は佐藤派の方から竹下登あたりに︑
﹁お菌︑青年部の仲聞のところをみんな回って頼んでこい﹂という

それから自毘党もこれだけ数が少なくなってきたので︑この前の
選挙の時は︑自分たちのところの候補者を降ろしてでも︑無所属と
かよその党の入を公認することがありましたね︒それから公認をし
なくても︑推薦という制度がある︒このあいだの選挙なんかは︑一
人 区ですから︑僕のところに自罠党から推薦しますといってきて︑
﹁その代わり推薦状を受け取ってもらえないと党が赤っ恥かくから︑

伊藤 薫期り場になっていたんですね︒三木さんだって︑自分のと
ころは彊き締めておかなければならないですからね︒
海部 だから時々集めては︑いろいろな話があったけれどもね︒
俘藤やはりあの時は︑池鋼だ︑ということでしょうね︒・

門まあ選挙になれば邪魔なものはないから︑もらうだけでよ

断わるなんて書われると函ります﹂なんて︑あらかじめ闇きにくる
から︑

海部

﹁まあ邪魔にならないから︑みなもらって

ます︒

しくお願いいたします︒縢凋の予定はいかがですか︒

俘藤

ILOへ行かれたんですね︒次回はそこからですので︑よろ

義心 それで︑今度は佐藤導管になって政務次官ですね︒政務次宮
というのはどういうものであるかということから始まって︑当時︑
急に労働問題に首を突っ込むことになりますね︒
海都 急に首を突っ込んで︑いろいろなことをずっと勉強していき

池田だ︒

ければもらっておいてやる﹂と言った︒そうしたら公明党も推薦し
ますと持ってくるから︑

おけ﹂と一・菩って︑もらっておいた︒連立募党だから︑お互いにその
中では⁝一︒

じゃあみんな援薦が行なわれたかというと︑そうでもないんだよ
ね︒いろいろなしがらみがある︒けれども︑それがあまり過ぎると︑
政策がぼやけちゃつて︑いかんです︵伊藤 本当にそうですよ︶︒
だから僕らは︑推薦は邪魔にならないからもらっておいた︒下手に

海部

絵の展覧会のことで︑芸衛議員連明石のほうの仕事でエジプト

断わって角を立てる必要はないから︒けれども︑

まで行って絵の展覧会をやってきます︒すぐ帰ってきまずけれども︒
伊藤 青年協力隊とはちょっと違いますね︑鷺じエジプトでも︒

﹁あなたの方の旛

援はしないし︑あなたのほうの褒め言葉も言わないから︑それはわ
かっておいてくれ﹄といって選挙をやりました︒だから︑いつまで
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海部 このあいだも久しぶりに行って︑懐かしかったですよ︒名誉
暇復の旅です︒十年前のことですけれども︑クウェートが感謝広告
を出さなかったでしょう︒日本だけ抜いた︒怒り心頭に発して︑当
時総理として怒ってやったら︑このあいだ戦勝国の記念式典にクウ
ェ⁝トへ来てくださいというので︑行ってきたんです︒

ったんですけれども︒だってそうでしょう︒みんなストばかりやっ
醸中

石原慎太郎がこの問思い出話に語っていた︑ ﹁海部さん︑あ

昔はそうでしたね︒翅月でしたからね︒

ているから︒

海部

の時よくあれだったけれども︑あれはいいことだったよ﹂︑ ﹁なん

だ﹂と書ったら︑石原のところの息子が﹁頑張ってくださいよ﹂ど
いって駅まで激励に行ったんだって︒学校が休みだったから︵笑
ありがとうございました︒

侵藤 そうですが︒薪聞にあまり出ていなかったな︒
海部 新閣にもときどき︑ちょちょっと出ていたんですよ︒大きく
俘藤

い︶︒冗談じゃないけれど︒

いっぱいお金を出したんですからね︒

︿以上﹀

は出ないけれども︒

伊藤

海部 宮殿へ泊めてくれたということで︑海部玩は破格の厚遇を受
けたといって︑珍しく朝鶏が見出しに書いたんです︒あまりこれは
PRになっていないな︒

田中全然聞いていませんよ︒
海部 日本の国の名誉罎復です︒だって︑日本はあれだけ税金まで
あげて︑あんなにやったのに︑パーにされたんだから︒
俣藤 今度は労働問題です︒今まで何も絡みのない問題ですね︒や
はり絶えず勉強しなければいけないですね︒絶えず栽しいことがド
また︑勉強したことが一番頭へ入る頃ですですね︒

カンとぶつかってくるわけですから︒
海部

伊藤 その後も労働問題では一︒
海部 スト確ストの時に役に立ったのは︑労働政務次宮をやったか
らです︒特に勉強しなくても︑あの頃のことで︑できましたね︒労
働運動なんかはよく知らなかったけれど︑労働政務次宮をやった時
これは勝てたわけですね︒

に勉強しておいたので︑やり甲斐ができたということです︒
揮藤

楠 スト権ストというのは︑戦後の臼本の大きな分かれ道だったん
そうですね︒あれでストがなくなつちゃったものね︒

ですね︒

圏申

楠 あれで官公労がやられちゃったし︑社会党が駄目になった︒
俘藤 僕らはだいたい連休までは大学はないなということで︑楽だ
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濤隆

よろしくお願いいたします︒先生はこの政局門橋本︑小泉︑

磨現在の政局から︵自民党総裁選前︶
俘藤
これは黙って見ていて︑

﹁みんな間違った方に付二部隅する

亀共︑麻生氏による自畏党総裁選﹈を遠くから観望ですか︒
海部
なよ﹂と雷っているだけですわ︒

俘藤 やっぱり影響力を与えている︑ということじゃないですか
どこかで︑ボナー・ロi﹇第︸三二界大戦後のイギリスの首相︵保

︿笑い︶︒

海部

けれども︑現実

守党﹀扁の再現を葭本でも考えたらどうだ︑なんていう意見があっ
たけれど︑まさにそうだという気がするな︒そうすると世の中︑変
わりますよ︒みんないろいろなことを言っている︒

板に待ったをかけようと思っておるあの若手の連中の意見や考えと
いうのは︑第二幕の準備をしていないからいかんけれど︒僕が言っ
ているのは︑ ﹁霜たち︑第二幕の準備もしないで︑第﹁幕の幕を引
いて︑幕間に主演偉業も助演もみんな殺しちゃったら︑どういうこ

とになるんだ﹂ということなんです︒だからそこで︑ボナー・ロー

みたいなことを︑橋本も矯めてきちんと因果を含めて︑それならば︑

と言ってやらせなければいけない︒けれども︑第二幕の準備がまだ
できていないんでしょうね︒

俘藤 翻藤の乱と醗じことになる︒
海部 だから加藤さんもじっと我慢していればね︒じっと我慢の哲
学というのも︑あまりいい態度じゃないですね︒
伊藤 そうですね︒やるときはやる︑と︒
海部 だから加藤さんも︑三途半端が︸番いけなかったんだね︒嬌
本さんも︑おそらくああいうことになつちゃうんでしょうね︒だか
らその前にはきちんと︑自分が総理の頃の政策の聞違いを︑党の中

で謝ったぐらいではわからんから︑薗畏の対してきちんと請わない
どね︒このあいだちょっと党内の演説会では言っておったけれど︑

それに対する反省と︑なぜいけなかったのかを開らかにして︑二度
と再びそちらの亡霊には︑悪魔の囁きがあってもやめるというぐら

いの決意を示す必要があるでしょうね︒ほかの人たちは侮を考えて
おるか︑よくわからんもの︒

揮藤 先生は︑霞民党の中に昔からのつき合いのある方がたくさん
いらっしゃるでしょう︒それがいろいろ復陣営に分かれているわけ
海部

分かれているんですか︒

分かれているんだ︒

ですね︒

頒中

海部 はい︒僕は比較的開けっぴろげにいろいろな人とつき合いも
してきたので︑派閥次発︑政党次発でいろいろなことをあまりやり

ません︒今でも地球環境行動会議や何かになると︑私が代表世話人
になるし︑地元でやる二〇〇五年の万躍博覧会も︑共産党だけはこ

一99一

の進みは︑残念ながらそうではありませんよね︒
やっぱり橋本さんになりそうなんですか︒
いや︑数が揃っているもの︒手兵がだいぶいますもの︒
そこからこぼれるのもあるでしょう︒
いや︑ずいぶんあり窪すよ︒予想以上に嬌本派は一︒

海部 けれども︑あれは二二の方からみているとどうか︒橋本再登

すね︒

所﹈に来ていろいろしゃべるから︑ ﹁それは結構だけれど︑やりた
いやつはやれ扁と言っているんだ︒
伊藤 しかし軽挙妄動してあとで大変︑といヶことになると困りま

海部 その後のこと︑のちの行動をどうするかわからん︒今の若畢
で威勢のいいことを需うのがおりまずけれどね︒ここ﹇海部事務

んですか︒

票が減るというのは︑派蘭が小さくなるという意味でもある

はい︑そして橋本の票は減るんじゃないですか︒

平成会は統制が利いていないということですか︒

揮海伊海伊海俘
藤部藤部藤部藤

つちからお断わりしましたが︑旧社会党までは全部．民主党を代表
として集まってもらってやっていくとかしている︒やはり数党の枠
を外して︑政党を超えたところで片づけなければならん問題もたく
さんあるんです︒あまり一党一派にこだわっておっては︑そういう
伊藤

海部

お役入で終わった人です︒せいぜいやったとしても︑雇罵促

あとで侮をやった方だろうな︒お役入で終わりですかね︒

事務次宮は⁝︑堀﹇秀夫﹈さんという人です︒

有馬冗治さんはその当時は局長ぐらいですか︒

﹁なんだ﹂というと︑

瞥監督署にやられちゃった﹂という︒や

られちゃったということは︑結局時間外労働を追及されたといゾつこ

る︒

それで僕らは当時から︑選挙区の小さい下講企業︑工賃パタヤと
言われる人のところに行くと︑ 門先生︑助けてください﹂と言われ

ほとんどない︒論詰だからね︒

へ届ける︒そして一時間いくらと決めた超過勤務手当は必ず払えと
いうようなことがあるわけです︒しかしそんなものを守るところは

てはいけない︑働くときは双方含意の契約書をつくって労働基準局

﹇時塞外労働協定﹈があった︒ご存じでしょう︒八時間以上働かせ

海部 いや︑それが意外や意外︒というのは︑これも昔の強面の意
識でいけないけれど︑各業界団体一︒今と違って昔は三六協定

林議員だったら農協が推しますね︒労働省の叢論は誰が幽すんです
か︒組合が推すわけじゃないでしょう︒

海部 その当時は︑有馬元治は職業安定局長だ︒それで労働基準局
長が︑その後政治家になろうと思って︻所懸命努力しておった人だ
﹇主村上茂利﹈︒ ﹇楠氏に向かって﹈きみ︑覚えておらんかな︑労
働雀で字のうまい人︒有馬もその頃から政治に志しておった︒いか
なる加減か︑あの須の労働省からは衆議院議員．が何人か出た︒澁谷
直藏も幽ましたしね︒いろいろ出て来た︒
田申 選挙の時は︑労働省の役人は誰が推すんですか︒たとえば農

撰藤

本職業協会会長﹈︒

進事業鋼の理事長か何かじゃないですか﹇←雇用振興協会会長︑日

なつちゃったんですから︒労働政務次宕の第一醸霞のときですね︒
俘藤 そうですが︒事務次官はあまり記臆はないですか︒

てきました︒それはそうですよ︒国際会議に行ったら国会が解散に

問題はできませんよ︑ということですね︒

海部

鳳労働省政務次嘗1︿政務次官の仕事︶
俘藤 今冒は昭和霞十一コ九六六﹈年に労働政務次官におなりに
なったところの話を中心に伺おうと思います︒これは門第一次﹈佐
藤内閣門第二次改造内閣︑八月一日改造﹈ですね︒
海部 労働敏務次官は佐藤内閣です︒
伊藤 労働大臣はどなただったんですか︒
海部 早川崇じゃなかったですか﹇←山手満男︑政務次官二期霞の
第三次改造内閣の大匝が旱鰐崇﹈︒
俘藤 それで労働省の事務次官はi⁝︒
海部 当時の労働事務次官は誰だったかな︒
俘藤 これはしょっちゅう替わっていますね︒
海部 僕が労働政務次窟になったときは︑はじめは大臣も替わった
んだな︒僕は二園続けて蓮続でやりましたからね︒それで途申で︑
これも劇的な思い出だけれど︑王LOの委員会に藍本政府代表で行
って︑いよいよ政府糞婆演説をぶとうという直前に︑衆議院が解散

になつちゃうんですね︒解散になると︑政務次官という仕事もう当
然のことながら門なくなる﹈︒そんなことをいったって︑選挙が終
わって新しい内閣ができるまで︑政務次官もその地位にとどまると
いうことが慣例のはずだから︑と穿つたんだ︒いまクビになつちゃ
うと演説ができんから︑臼本国代表の演説をやってから帰るんだ︑
ということを言っていた︒そうしたら︑結局それが正しいから︑い
いから﹇演説を扁やって帰ってきてくれということになって︑やっ

とですね︒けれども︑何月侮日までに納めなければならんので︑納
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期が限られていた︒納めるためには﹇時聞外労働を﹈やらなきやな
らん︒そういう郵駅があることは知っていたんだろうというと︑規

んとったところがあるんです︒

あの頃は︑たくさん外貨を稼いで国家予算全体の規摸を大きくし
なければならないときでしたから︑︐ある意味ではそれは政策金銭の
方向としては問違いなかったと思うんですね︒そんなことをいって

けれども︑ここから先はどう受け取られるか知りませんが︑組合
の連中は﹁われわれは正直書って︑八時間労働であの月給で終わり
だよと言われるよりも︑働いて超過勤務手当をもらった方がいいん

︸人ひとりの労働者の保護のために法律もある︒

う︒飯の食い上げだ︑という意味だね︒
俳藤 そうですが︒これ﹇クビを切る格聾﹈は︑飯の食い上げなん

だ﹂という︒

も︑

ですか︒

だといかんが︑もうちょっと大きな規模で︑投票でもやって数字を
教えてくれたら︑俺も自信を持って基準局と掛け合うから﹂と︑そ

則は規則だが︑これ門右手で誉をちょん切る格妊をする﹈になった
ら大変だという︒これ門クビを切る格聾﹈というのは︑当時は失業
ではなくて簸の食い上げだということなんだね︒作って納めなけれ
ば工賃が入らない︑そうすると︑こう﹇クビを切る格妊﹈なつちゃ

海部 はい︒組合の方の働く人らは︑これ﹇クビを切る格好﹈は誠
欝です︒工賃パタヤは︑これ﹇クビを切る格静﹈だ︑というと︑干

ういうことを言ったら︑組合で投票をやった︒誓書ンセン同盟とい

また見つかったら先生頼むぞというのが︑オチですからね︒だか
らなかなかあの超過勤務だけは簡単に収まりませんでした︒それは

代えられない︑だから働くんだ︸と言ったんです︒

雷うと飯が食えん︒食っていくだけで所得がない︒だから蕎に腹は

と機械を止めうとか何とかいう反応が必ず出るはずだ︒少しそうい
うことをやりながら︑今の世の中は︑ 一人ひとりの働く人を時問で
守ることも大切だから︑八時間労働というのはなるべく守るように
しろ︒けれども現実の問題として︑八時間労働では︑簡単な書葉で

るとか︑騒音をまき散らしていると思ったら︑まず⁝回はユコッと
笑って︑門を開けて声をたたいて︑どうや︑景気はどうだと言いな
がら入って行くんだ︒そうすると︑うるさいのが来たから︑ちょっ

それに自信を得て︑ ﹁そういう声もあるではないか︑この声を踏
みにじるな︒そしてあなた方にご注意申し上げるけれど︑人間は心
と心が通わなければ︑絵に描いた規則になるよ︒だからあそこはい
つも夜中になってもガ⁝ガ！音を立てて電力の無駄遣いをやってい

組合全部で要求してもいいんだ︑ということですね︒

圧倒的多数が︑埋入がもっと欲しい︑ということだ︒だからそれは

うのがあったでしょう︒ゼンセン同盟の愛知県の地域支部でやると︑

門われわれにとってはいいんだといっても︑君らだけ

上がっちゃうんですね︒ 門頼む﹂と言われるから︑僕らはよく労働
基準監督署というのが各地方にあるから︑そこに行って︑あそこを
大目にみてやれ︑ここを大目にみてやれ︑日頃まじめにやっている
やつだとか︑いろいろ霞を左右して︑告発するな︑ということをい
った︒今からみればあまりいいことじゃないけれど︑やった︒そう
すると︑何かやっつける理由がなければいかんでしょう︒融弁しろ︑
と い う だ け で はいかん︒

何かないかな︑と思っていろいろ考えたんだが︑そのとき労働省
の人たちに︑なるほどあの時はあれで説得されちゃったな︑と言わ
れたのは︑ヨ本は輸出ということに関して非常に方向を向けてきて
いる︒どんどん物を売って︑どんどん外貨を入れなければ豊かな旨
本ができないじゃないか︒それで頑張れ︑頑張れといって﹁輸出貨
献企業﹂という糊度をつくって︑私が労働政務次宮のときに表彰詞
度もつくったんです︒前年と比べてたくさん輸出をしたところには
輸幽貢献企業という表彰をする︒そして輸出貢敵企業になると︑酔
ったような話だけれど︑表彰状を一枚出すんですね︒その表彰状を
応接間か玄関に掛けておけば︑監督署が来たときに︑ 門うちはこれ
だ﹂というと︑水戸黄門のこれ﹇印籠を絶す手振り﹈の役割をする

だろう︒だからそれを言いなさい︑といったんです︒それをずいぶ
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食うや食わずの人がおったからです︒
その頃に︑それじゃあいったいあなた方はいくら所得があったら

そういうことをやめるかということで︑最低工賃法どいうのを考え

﹁政務次

それから後に国会議員になった辻英雄というのが︑当時労働省の

官房長で︑汗をよくかく男で︑いいにくそうな顔をして︑

官︑暴落はこ罵がおありでしょうから︑お戻りになっても結構です
から﹂とかなんとか言ってくるわけだ︒ ﹁まだ勤務時闇は玉転まで

あるから︑五時までおるよ隔というと︑ ﹁あっそうですが漏とかな

たんです︒

んとかいって︑汗を拭いている︒ ﹇おったら邪魔か？﹂といったら︑

それは出来高のことですか︒

﹁じゃあ︑あんたここ

便藤

海部

侵藤

あの頃は︑答弁はさせないんだもの︒

ご進講はないんですか︒

どね︒

に座れよ漏といって座らせて︑いろいろ話を聞いたりしましたけれ

﹁いや決して邪魔ではありません﹂という︒

海部 一時間あたりいくらかということ︒あまり守られなかったと
思いますけれどね︒

出中 その法律はできたんですか︒
海部 最抵工賃法というのができたんですαそのほかに︑最低賃金
法というのがあったから大変紛らわしかったんです︒最低賃金法と
いうのは︑高校卒業の男女が就職すると︑当時のお金で八二〇〇円

とかいうことが決まっておったんですが︑一時間残業すると︑それ
プラスいくらの残業手当が出るか︑ということです︒その代わり︑
きちんと届け幽て守ってやってくれと︒

劇労働省政務次奮2︵政務次官の位置つげ︶

やっている︒予算はこれぐらいで︑こうだ︑ということはあります︒

伊藤 でも一応政務次官ですから︒
海部 こういうこととこういうことが三野会に提出する法案の概要
であります︑という程度の説瞬がありますね︒はじめに︒
横藤 就任したときに︑各局長なりがいまの性事の概要はこういう
ことでございますという説明は⁝︒
海部 それはあります︒そして︑労働省というのはこういう仕事を

俘藤 労働政務次官は﹇海部先生がおやりになった﹈最初の政務次

と害われたけれど︑あってもなくてもどうでもいいから︑こうやっ
ておいて﹇おだてておいて﹈︑仕事は弼も覚えさせないように送り
返す︑うるさいから︒だから甚だしきは役所の省議にも出られない
政務次官がいた頃です︒そういうときには︑馬鹿にされるもとは︑
常にいないからだ︒いつも政務次官室に政務次官が座っていること

海部 まあ一霞でいうと︑言いにくい話ですが︑真面目にやってい
るかどうか︑本人次第です︒馬鹿にされないように︑あの頃は富腸

揮藤

海部

撰藤

でもふつうあまり政務次官は⁝⁝︒いまは別ですけれどね︒

政府委員じゃない︒当然︑次官ですから︒

致務次官は政麻委員ですか︒

す︒労働雀は︑労働大臣早川崇さんが来なかったので︑

か︒

官ですね︒政務次官というのは︑役所の中ではどんな感じなんです

でもそれっきりです︒委員会でそれを審議しているときに︑政務次
官が出ていって一⁝そのうちに写真を見つけたら出しますが一︑
私が答えに行ったら︑当時三木さんが遜産大臣で︑来ているわけで

が︑政務次宮たるものの勤めだと思ったものですから︑私はいつも

海部 いまは全然別で︑副大臣とか政務官とかいって︑大臣に代わ
って答えていますけれどね︒あの頃はそんなでもなかったでんすよ︒

から

︒

が答えます隔といって︑いろいろと︑I﹂0のこととか︑超過勤務
のこととか答えたことはあります︒そうすると当時としては珍しい

﹁じゃあ私

そ こ に 行 っ ていました︒
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俘藤 あまり政務次官が答弁なさるということはなかったんじゃな
いですか︒

海部 あの頃はなかった︒それで何をやらされておったかというと︑
大麩の式辞や祝辞を持って︑ほうぼうに代読に行ったりする︒それ
からあの頃は︑ちょうど﹇企業が﹈創業二十年とか三十年という節
＄中
昭和四十年︑週十一年だから︒

終戦直後の創業なんですね︒

霞だったんですね︒

御藤
海部 そんな代役をやった︒
俘藤 じゃあ式典要員ということですね︒でもこれをやったらずい
ぶん勉強になったんじゃないですか︒先生は労働齎題は初めてでし
よ．つ︒

細中 労働省の省議には出られていたんですか︒
海部 出ました︒こっちは厚かましいほうだから︑出て行きました
よ︒それでいま言ったように︑嘗房長が辻英雄といって︑後ほど政
治家になるようやつですね︒これが変わった男で︑簡でも甘えるよ
うな雰囲気を官房長の方からつくった︒だから僕がはじめに行って︑
この部崖に日の丸を置けといったんです︒労働雀の政務次官窓に︑

︑それじゃあ初

﹁今資までどなたからも

ないじゃないか︒そうしたら﹁は︑はあ︑はあ﹂と霞っている︒
門 は あ は あ 言って︑なんだ﹂と書ったら ︑

そういうご指示はありませんでした﹂と言うから︑

めをもって大事とするんだ︒ここに置いてくれ﹂といって置いた︒
それで︑省議でも例でも出た︒早川崇さんは三木派ですから︒
極藤 ふつうは省議には出してくれませんよね︒

海部 だから最初に申し上げたように︑その人次第です︒省議の連

﹁政務次官は管腸みたいなものだから︑痛いと思っ

触これは事務方の会議で

絡がないと露って後からぼそぼそ怒っていたよその省の入もいるし︑
ふつう事務二宮の方に話を伺うと︑

出ていってやっているところもあった︒
俘藤
だから︑

あるから隔という言い方をしますね︒
海部

たときに︑ああいたのか︑と思うだけで︑ふだん役所が円満に動い
ているときは痛くも痒くもないですよ﹂と言うんだから︒
伊藤 あまりあからさまにそう書われたんじゃ︑かなわんですね
︵笑い﹀︒

薗労働省政務次寡3︵労鋤大臣・皐川崇︶

楠 ちょっと横道にそれますが︑いまお話に出た早川大臣ですが︑
早川さんというのは︑イギリスの保守党の研究で本を書かれたりし

て︑非常に理論的な方ですね︒何か早耀さんに関して︑思い出はご
ざいますか︒

海部 それは労働大臣として︑と限定しなくてもいいでしょう︒あ
の人は労働大鐙にされたことが︑不平で不満で︑ ﹁海部君ね︑僕を
ね︑こんなところへ座らせたって︑僕のあれはほかにもっといろい
ろあるんだよ︒ええ？ 君︑そう思わんかね漏と言うから︑大駆に

そう言われて︑敏務次宮がその通りですとも︑そう思いませんとも
雷いにくい︒

﹁総裁公選︑投票で党首を選ばなければならんというのは︑

それから︑保守党として敏党は変わらなければならんという︒早
州さんで一点違っていたのは︑総裁公選だ︒いまおるなら必ずいう
醤葉だ︒

宵い︒考違いである︒英国では党首はおのずからエボルブされるも
のだ︒君︑わかるかい︒エボルブされるというのは︑陰頃からのつ

き合いで︑早川崇は何を考えている男か︑どういう男か︑何ができ
るかということを知っておるわけだ︒だから党首は選挙しないで︑
今度はあの入︑今度はこの人︑と決めるべきだ︒それが議会政治の
本当の姿だ隔という︒

正直に書うと︑さっき雷つたボナー・ローの話も早川崇さんから︑
そういう話の中で聞かされたことだ︒誰か有名な二人の政治家が争
ったときに︑それでは保守党に亀裂が残るから︑亀裂を残してはい
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かん︑どうしょうかと言ったときに︑若くてなかなか将来性がある
ボナ⁝・ロ⁝君がおる︒彼にやらせよう︒あれではまだ早いではな
いか︑という意晃があったときに︑いや君と俺と二人がみんなの蘭
で協力をして助ければできない話ではないといって︑説得してボナ
⁝・ロ⁝の内閣ができたんだというんだな︒それが謡本の保守党の
理想であって︑自由浅主党の理想もそれだ︑と書つたんだ︒当時か
ら本当にそうしていれば︑いまはこんなことにならないんだ︒
そういう意味では︑イギリスの議会政治のことを知っていて︑い
ろいろ僕に恥してくれた︒早想崇という人は和歌山の人です︒ただ
あの人の秘書が︑かの有名な玉置和郎さんで︑そのまた秘書が︑こ
のあいだ有名になった村上門正邦﹈さんでしょう︑小由孝雄さんで

どという︒ 門ほんとうにそれだけでいいんですか漏といったら︑
﹁それでいいんだ﹂と言う︒だからちょっとね︒その程度にしてお

こう︒ただ︑頭は非常に切れた入ですよ︒

膿労働省政務次宮4︵三紅O総会に鵬席︶

伊藤 労働政務次官になったのが八月で︑王LOの総会に最初に出
られるのが十一月ですね︒三ケ月ばかりで︑日本政府代表で王LO
にお出かけになるわけですね︒じゃあILOについてはかなり勉強
それはしました︒

なさったんですね︒
海部

俘藤 これは誰がレクチャーするわけですか︒亙LOについてレク
チャーしてくれる人がいるわけでしょう︒
海部 それはいます︒こちらからも一︒総評の方も詞盟の方も︑
幸い自由年年党の青年局長の頃から︑労働組合をバンスカやっつけ

しょう︒

たり︑労働組合を党の大会に呼ぶから来ないかとやったりしていて︑

田中

朝食会に出てこなくなったな︒ここから先は書わせないで︑

何を希墾していたんですかね︒

海部

﹁誰が行くんだ﹂といって︑行

解藤

それは大蔵大臣だね︒だから時の大蔵大臣なんか︑ボロン︑

の本当の気持ちを闘かせろ﹂とか︑

海部

﹇そうしたら三木氏は﹈︑

ですか︒

はい︒

労働組合を自民党の大会にお呼びになったんですか︒

チョンです︒

みずから渇するところが高いんですね︒

﹇三木氏に﹈そう君ってやった︒

門三本に言ったら︑わかりましたと言っておった︑と言ってくださ

ら︑

海部 誇りは高く希有広大で︑立派な立居振舞をした人ですね︒け
れども︑ちょっとこの人は⁝︒おれもしょうがないから︑三木さ
んのところに言いに行ったんだよ︒ ﹁きみ︑政務次宮でそばにいて
どう思うかね︑そう思わんかね﹂とかいろいろ門早馬氏が﹈言うか

伊藤

掛藤 それで実際に来たんですか︒
海部 あの頃は来ませんでした︒ただ︑来ないでは︑向こうもこっ
ちに悪いから︑来るには来たけれど︑小膨満でこそっと党大会じゃ
ない日に来て︑党本部の二回の会議室にあがって︑そこで〜緒に弁
惑を食って一杯飲みながら︑ああだこうだ︑という話をしました︒
田中 それは先生が次宮の時のことですか︑その前の青年局長の頃

海部

早川さんは︑途申で三本派をやめたんじゃなかったですか︒

要するに︑ 讐三木さんと一緒におっても︑僕は労働大臣止まりかね︒
ええ︑海部慰︑きみ﹂と言うから︑ 門労働大臣止まりじゃない︒こ

く代表を呼んで事前に話をしたり︑出発前に意晃調整なんかもやり

楠

れからまだまだ先がたくさんあるじゃないですか﹂と雷っても︑あ
の入は門自分の能力というのはそんなところごやないんだ︑もっと
上の天下棲家をやれるんだ﹂という不満が絶えずあったな︒率直に

ました︒

一

みんないちおう顔見知りではありましたから︒そのときに︑ ﹁君ら

言うと︒
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海部 青年局長の頃です︒要するに︑新しい自警党をつくらなけれ
ばならん︑というのが自民党が再出発するにあたってのことでした

権をもらってから話をしなさい扁というような話をしていた︒けれ
ど︑こういうことを言っていますよと三木さんに言うと︑ ﹁それは

という毎ヨ嚢開の親聞記者が書いた文があったんだ︒それは︑間違
った情報を組合に流しておった自民党のある人がいたんです︒名前

で誤ったんです︒だから後になってみれば︑そのときの総理の腹で
行かなければ︑元総理や昔の大親分の腹を聞いてそうするからと喰

窟塚﹇三夫﹈なんかも︑購ではやるやる︑と言っていましたが︑
初めから終わりまでぶち抜ける自信はなかったでしょうな︒けれど
もそういう聞違った情報を入れた人が二︑三入おったんです︒それ

つもりでおれよ﹂と雷つたんだ︒

をもらってきて喜んでおったら︑俺のほうはぶちあげるから︑その

ら日頃から聞いていたのでわかっておったので︑ 門そんなガセネタ

海部さん︑この順番を間違えてもらっちゃいかんよ﹂という︒だか

いう自由な判断ができるような雰囲気︑体制をつくるのが先である︒

いけません︑プリンシプルに関することだ︑むしろ向こうが︑そう

はわかっているけれど︒それが︑ ﹁頑張れ︑おまえらのストは引書
なところで腰砕けになるぞ︑がんばればスト権をもらえるよ︑スト

から︒私は門労働組合を敵視していたのではこの国はいい國になら
ない︒だから労働組合の言い分をできるだけ聞こうじゃないか︒そ
の代わり労働組合も気に食わんことがあったからといって︑なんで
もかんでもストを構えるというのはいかんよ漏というようなことを
言った︒特にその頃は︑総評とか瞬盟に敵憶心を持ったのではなく
て︑冒教組だったんですよ︒お金はたんまりあるし︑教員のそれぞ
れの月給袋から組合費を一％ずつ引くんですからね︒五十億になる
んですよ︒あの頃のお金で五十億といったら︑それは労働貴族です
よ︒そして自民党は一銭ももらえなかったからひがんで書うわけじ
ゃないけれど︑枇会党なんていうのはそれをあてにしてやっている
わけですからね︒ ﹁なんとか︑組合も両方へ股をかけて︑両方と意
志の疎通を図れ︒社会党とだけやっていたら駄費だ︑将来性はない
そ ﹂ と 書 っ て いたんです︒
したか︒

揮藤

侵藤 そこで総評なり詞盟なりで︑あとあと親しくなる方ができま
海都 できました︒だから変な詣だけれど︑後日いろいろなことが
ありましたでしょう︒あれはたいてい裏で︑表に行く前に電導で話

会では︑何が大きな問題だったのでしょうか︒

させていく︒

にやれと言われても難しいから︑そのへんがちょっと生ぬるかった
んだな︒徐々にできるところがら法律改正その他も手を着けて前進

るかどうかというのが最大のテーマだったと思いますね︒そして︑
日本はそれを支持します︒ただし掌を返したように︑今すぐ今年中

最初の亙LOの時は︑男女同一労働嗣一賃金の条約を批准す

なんとなく騎に落ちますね︒この最初に行かれた王LOの総

われても︑それではいかん︒

をつけたり︑俺はここまで今露言うからな︑というようなことまで

海部

議 会 対 策ですね︒

言い合える仲にはなっていましたね︒
餌藤

海部 はい︒組合の連中も︑どの辺で手を下ろしたらいいかという
ここまでは行けるとか︑ここから先はちょっと危ないとか︒

ことを知りたかったんでしょうね︒
伊藤

海部 そう︑ずいぶんやりました︒その最後の象徴的な火花を散ら
したのが︑例のスト擢ストと君われるものです︒

伊藤 それが一番大きな課題だったんですか︒
海部 男女の問一労働に対して︑詞〜賃金を払う︒それがありまし

あれは向こうが暴走したわけですね︒

俘藤

たね︒

俘藤

そのときILOの総会に繊毒した浸本代表の膝長は先生だっ

海部 暴走したんですが︑ただ単に暴走とは言えない︒僕はいっか
﹁工識ノミスト﹂に︑あの頃の裏話をある程度まで一1−︒井上義久
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たんですか︒

海部 いや私はただ単に政府側の代表にすぎません︒労働側の代表
と︑使用者側の代蓑がいる︒これは臼経連のたしか吉村﹇ 雄︺さ
んといったな︑頭つるつるでね︒それから組合から来た人は竪由利
忠さんとか︒それから勲章をその後もらった人も来たな︒労働組合
の 代 表 で 勲 一 等をもらったんだ︒

中とも︑どうだ退屈だろうと書って︑三ヨ目ぐらいから仲良しにな
って︑あそこがうまかったから昼飯を食いに行こう︑とかなんとか

導やあILO総会に行っている日本人というのは︑相嚢な数

いって︑よくやったものですな︒

伊藤

になるわけですね︒労働の側もそんなに少ないわけではないでしょ
賢つ︒

いや︑労働測がたくさん来るわけですよ︒組合費がザクザク

あるから︒

海都
梯藤

目隠

そうですね︑公営博打なども見学されて︵笑い︶︒

よくありますよ︒

海部 特権ですよ︒組合幹部の特権というと悪いから︑組合幹部は
常に濁際労働の実情に触れ︑国家の状態なども身をもって調査をし
ながら︑日本の労働運動の向上のために一所懸命尽くされている姿
を︑私も行動を共にしながら︵笑い︶︒なるほど︑と思ったことも

そうですが︵笑い︶︒じゃあ弱含幹部の特権ですね︒

俘藤 正しOの代表には︑総評と瞬盟と両方から来るんですか︒
海部 繭方です︒だから嗣盟の方はいいんです︑ゼンセン綱盟から
じゃあ︑宇佐美さんなんかとは親しかったんですね︒

来るから︒宇佐美﹇忠儒﹈さんなんかがよく来たな︒
目差
﹁おう漏で︑できますね︒そ

み ん な 顔知りだから︑

﹁やあ隔

海部

れで門今年はどこまで頑張るんだ？﹂と間くと︑どこまでやるとか
言うから︑ 州よしょし︑じゃあ帰って来てもおまえは愛知県のあそ
こに来るなよ扁とか言ってね︒それから国鉄から来ておったのが︑
中州君とかいった︒これが非常に酒が強くて︑おもしろい人で︑博

佐道謹LOなら大手を振って海外出張できるわけですからね︒先
生が労働政務次官になられたのが八月で︑その前にILO八七暑条
約の強行採決という話がありますね︒これで組合翻とぎくしゃくし
て︑それで五LOに行かれるわけですが︑そういう問題はございま

打が大好き︒あの辺には公営公設博打があるんですよ︒
伊藤 それはジュネーブですか︒
海部 夜︑よく誘われて溝型つぶしに行こうと奪われた︒しかしそ
ういう時に︑こちらもそうなんだけれど︑ああいう人たちは各麟の

海部

なまつちょろい関係ではなかったから︒

係まで切ることはしない︒まあ大勢人のおるところではあれします
けれどね︒そこで︑その後のことまで金部断ち蜀るなんて︑そんな

ありまずけれども︑強行採決をやっても︑やったから入間蘭

せんでしたか︒

討議や会議を全部闘いておって︑よく退屈しなかったな︑と思って
感心しているんですけれどね︒こっちは本当に退屈しちゃってどう
にもならない︒同じようなことを︑ああでもない︑こうでもないと︑

特孤忠語を使ってやりますね︒それで各省からレーバーアタッシェ
がみんな来ているんですよ︒あれには驚いた︒ILOでどういうこ
とが決まっているのか︑王LOは何をテーマに議論しているかとい

海部

梯藤

臼教組があるから文部省も︒

通産も来るし︑大蔵も来る︒

通 産 は 来るでしょうね︒

んだといっていろいろな面でそれを補填しなければならないわけで
すよ︒そういう裏の取引は向こうはまことに熱心で︑代案をいろい

うことで︑各省から来るんです︒労働省のみならず︒

撰藤

ろ持ってくるわけです︒だいぶくたびれました︒

伊藤 やっぱり強行採決というのはある程度まで儀式ですか︒
海部 儀式ですよ︒八七号粂約というのは︑これはお釈迦様に説教
だけれど︑組合の代表は組合側がペイを持つ︒けれども︑なんだか

海部 文部省はもちろん来ていますよ︒郵政省も来る︒それらの連

一づ06一

海部 専従の問題︒本当は︑専従は専従できちんとやった方が︑い
まにして思えばいいと思います︒
俘藤 いや︑本当にその通りです︒在職専従というのが問題ですね︒
だからおそらく国会での強行採決だって︑海部先生はどうか知りま

伊藤

だから︑負ければ当然ル⁝ルとして︑いくらか出せと来たわ君だね︑

海部

だけだぞ︑来週の月曜からはちゃんと起こせ︑わかったな﹂なんて

専 従 の 二二ですね︒

せんが︑どこかでちゃんとシナリオができていたんでしょう︒

先生いま﹁賃﹂と書われましたが︑お金ですか︒
﹁賃﹂はお金でしよう︒

それは露骨にお金とは喪わんけれど︑それはやって負けるん

んとか言いながら︑今ヨまでやってきたんだよね︒

そういうことを率直に雷うと︑峯時の先輩は︑ ﹁まあまあ︑いやい
や︑われわれに任せておけば絶対に悪いようにはせんから﹂とかな

うことがあったじゃないかと言われたら︑法律を通したときの正当
性や春景の駕当性が圏昆に説明できなくなるんじゃないかとすら思
ったことがあったぐらいです︒他人事ながらならず︑心を痛めた︒

ておって︒当時はそんなにえらいほうじゃない︒走り使いのほうだ
けれど︑これをやると抜き差しならんところに行っちゃうそ︑向こ
うに陽の当たるところで凄まれたり︑遠き直られて︑あの築こうい

楠 女性問題を起こした人ですね︒
海部 いや︑女性問題のみならず︑ノットオンリー女性問題︒だか
ら僕が最初に︑こういうことが悪くしたんだな︑とつくづく横で見．

れ者の理事だ︒

海部 それでいっぺん議運の理事会でつかみ合いの大喧嘩をやった︒
天下周知の事実だから言うけれど︑安宅常彦なんていう社会党の暴

す︒

掛藤

霞中

いう話が来る︒

海部 議院運営委員会というところが︑そういうことを専属で解決
していましたね︒

昔は︒だからそういったことが︑悪くしてきた禿だ︑と思ったね︒
傍藤 その﹁賃隔をちゃんと向こうの党なりで配分すればいいわけ
ですが︑自分の懐に入れるような入もいたから︑それで闘題なんで

先生も議運はずいぶんおやりになったでしょう︒

闘労働雀政務次官5︵野党趨策︶
俳藤

海部 議運も瞬対もやらされておりましたから︑よく知っておるん
です︒要するに野党の人々が︑われわれはここまで体を張って︑こ
こまで勉強して︑命を賭けてまでとは気障だから覆えないけれど︑
こんなに努力したよということをいちいち欝わなくてもわかるよう
に絵にしてくれという︒ニュ⁝スに映るように︒だから強行採決の
前はワ⁝ッと委員長のところにみんなが殺到して︑ああだこうだと
やりますね︒ああいうところをなるべく映しておいてくれという︒

後日の証拠です︒それはカンパしたり︑応援団がいっぱい来ている
から︑それに対するお礼になるわけだな︒
伊藤 ちゃんと芝居をしなければいけないわけですね︒
海部 それを言いながらやってきた︒だから霞本の国会が形骸化し

た大きな反省点の一つはそれだと思うんですよ︒顔を立てちゃった
︑

田中

から︒顔立て賃とか︑寝起こし賃とか︒
． 寝 起 こし蟹というのがあるんですね ︒

ですか︒

その頃︑そういうことは竹下先輩なんかもやっておられたん

伊藤

寝るでしょう︒審議を拒否することを﹁寝る﹂というんだな︒

いや︑忘れました︵一間爆笑︶︒あいうえお順で言うと︑そ

の前にもう一人いるわね︵一病笑い︶︒あの頃︑安倍さんがおるで

海部

海部

﹁いつまで寝かせておくんだ︑今遍

驚いたけれど︒あんな頃は僕らは家来の家来だから︑出先の理事ぐ
らいだけれど︑本職の方から︑

しょう︒忘れました︒

プ07一

ような劇り当てがあるんです︒それは︑それ以外はみんな自箏曲は
譲って︑社会党は近頃行けないから︑そういうルールみたいなもの
ができていた︒共産党だけはなるべく入れんようにしたいがな︑と
いうことで⁝︒
伊藤

俘藤 安倍ちゃんとか竹ちゃんとか︑そういう人たちがいるわけだ︒
海部 あまり心楽しい思い出じゃないからね︒だから︑話は飛ぶけ
れど︑三木内閣ができたときに︑そういう運び役をやる人がいなく
なつちゃったんだ︒だから昔から︑おいおいと俺には心やすくもの
を書つた人がおる︒

海部 入れておかないといかんから︒僕がときどき︑今度はス︒ヘイ
ンに行きたいというと︑勘弁してください︑あそこはちょっと︑と

そ う で すけれどね︒

共産党も仲間に入れておかないと︒

いってやれ︑あそこの党が臼を開いて待っているぞ﹂と惑われても︑
どうしていいかわからんしね︒三木さんに言ったら︑ ﹁そういうよ

いう︒共産党の内部文書で︑スペインとかああいう独裁圏家は行っ
たらいかん︑というのがあったんだ︒それをこっちはいち早く読ん
で知っておるものだから︑それを入れておけば︑共産覚はまず来な

﹁あれのところが嗣っているから︑少し持って

くない風潮は︑ここで断った方が︑鶏本の政治のためにはいいんだ

やりますね︑先生︒

よ﹂という︒︑それはそうですね︒

伊藤

田中

この海外事情視察というのは︑何でもいいから見てこい︑と
いうことですか︒

いだろう︒あれが来るとうるせえからな︑と︒

海部 俺も内心︑そういうことをするのはいやだから︑ずいぶん普
労して悪者になったり︑嘘までは書わなかったけれど謝りに行った

伊藤

りしましたね︒すまん︑すまん︑と言って︒
伊藤 やっぱり相手に﹁賃﹂を渡すというのはなかなか難しい芸で
しょ郭つ︒

ために侮時問討議の時闇を渡すか︒議長はその討議を聞いておって︑
もうこれは内容の主な点については両党の意見が出尽くしたな︑と
思う頃にギロチンの動議を出すわけです︒ギロチンというからすぐ

海部 いちおう何でもいいといっても︑限度がありますからね︒だ
から僕はイギリスに行って︑あの頃ギロチンの制度というのが目麗
しい鰯度だったんです︒ギロチンの制度というのは︑法案の審議の

海部 難しい︒そして受け取りやすくしなければ︒だから︑そこに
忘れてきた格嬉にしなければならないんだ︒
俘藤 相手のメンツをつぶしてはいけないわけですね︒
海部 そして︑そういうことにこっちは慣れていない︒慣れていな
いから︑いきなり行って置いてこいと言われてもね︒本当に初めの

に切るのかというと︑すぐカットダウンじゃない︒ ﹁議論もおおよ

い や な 役ですね︒

そ出尽くしたと思います︒だから言い足りなかったこと︑これだけ
は言わなければならんと思うことを︵あそこはn党が扁二つしかな

うちは慣れてもいないし︑あまりいいことだとも思っていないしね︒
伊藤

いやな役ですよ︵笑い︶︒

●労働省政務次官6︵海外事情視察︶

そのときは︑東中﹇光雄﹈という共産党も〜緒におったんだけれ
ど︑馬鹿な質問をしてね︒ ﹁あの︑ちょっとお尋ねしますが︑いま

海部

伊藤 ILOの総会に行かれて︑そのあと海外事情視察ということ

あなたは 時間ずつ各党が最後にしゃべれとおっしゃったが︑それ
で話がまとまればいいですが︑合意しなかったときはどうするんで

いけれど﹀︑各党一時問ずつで終わりとします﹂と宣告するんです︒

で ︑ 英 ︑ 仏 ︑独に行かれますね︒

すか﹂と闘いたんだ︒そうしたらそのときにイギリスの議長の答え

﹁ちょっとよくご質問の意味がわからんけれど︑こんなに長い

海部 それは衆議院の院の派遣です︒それで社自社社公共艮という

は︑

プ08一

非道無能横暴なスピーカーだと言われるから︑百歩譲って一時間ず

ことをやってきたのに合意ができないし︑このテーマもこのテーマ
も出尽くした︒だから議論は尽くされたと私は判断したんだ︒けれ
どもここで私がギロチンしちゃったら︑それこそ血も涙もない悪逆

囲中

繍労働省敷務次官7︵祝日改正法案︶

伊藤

海部

あれは本当に気の毒ですね︒

すぐクビにしちやうんだから︑

思い出したんですが︑この頃︑祝暇法改正案がありましたね︒

議長を︒

っという提案をしているんだ︒ご不満だったら︑それを〜⁝時聞ずつ
にでもしますか︒それこそ︑そういうネゴシエーションはどうぞご
慮由におやりください︒しかし我が英国では︑だいたいそういうと︑
それで収まるものです﹂ということだ︒赤っ聡をかかされた︒
あの語はたいへん説得力があったね︒それは英国の議会のルール

例の紀元節復活ですね︒あの頃自民覚はどんな状態だったんですか︒
それから先生はどんなお考えでしたか︒
海部 あれは︑たしか対決法案になって︑若手の質關二︑三時闘な
らいつでもこなせるというやつを集めて︑集中的な勉強会をやるん
です︒そして︑名麟をいったら悪いかもしれんけれども︑佐藤誠三

二月牽一日置すね︒

の一つです︒日本だったら︑反対︑反対とみんな駆け上がっていっ
て︑ひつ捕まえてマイクを弱きちぎったりね︒それから議長がもっ

伊藤

それでまず奇妙奇天烈な案で答えられるなら答えてみうとい

郎さんとか︑あの嘆は舛添要一も御期学者の方だったな︒あの頃か
ら友達になったから︒それらが来ていろいろ教えるわけだ︒そうい

ともらしく呼んで︑この間のはあれだったから︑さらに追加補充質
周をやれとかなんとかいうことをやったでしょう︒そして確認の採
決なんてつまらんこともやったんだね︒あの時は場内騒然として採
決が整然と行なわれなかったのではないかと議長は判断しますので︑
もう一回確認の採決です︒二度の採決ではありません︒確認の採決

海部

月何日にお生まれになったということを歴史上の事実をあげて︑こ
こで議論できますか︒馬鹿なことを需うな﹂なんて震うから︑ ﹁ち
ょっとそんな失礼な言葉を使いなさるな︒それは不敬罪ですよ︒天

うことで︑提案者に質問したり︒最後に社会覚がいろいろ言う︒
﹁それじゃあいったい︑うちの天皇の第一号であられた神武様は何

紀元節が発だったんですね︒

う話を聞いて︑われわれが質記者になるわけですね︒それであれは

と い う 言 葉 を 使いましたね︒

そんなようなことを︑行って聞いたり︑語ったり︒逆に社会党や
共産党の教育に利馬したということですね︒爲本でもできたらそれ
をやりたいんだけれど︑できない︒ヨ本は外圧に弱い国ですからね︒
昔はアメリカの進駐軍の命により︑と言えばだいたいどんなことで
も誇されるもので︑英国の議会政治は神様の国だから︑英国ではこ

皇陛下の誕生日を聞いているのに馬鹿な︑とはなんですか︸と声を

荒げて度肝を抜いておいて︑ ﹁盈まれられた証拠も証明もないじゃ

ないかというならば︑逆に生まれなかったという証拠も読明もない
ではないですか︒どうするんですか︒けれどもわれわれの先祖や皆

うだったというと︑だいたいそれで︑まあしょうがないな︑という
ことになる︒けれども段本の議会では︑ギロチンの制度というのは
定著していませんよ︒僕は定着させたらいいと思っているんだけれ
ど︒

﹁繊界のどこの国にもそういう祝冒はあるんだ﹂というんで

が受け継いできたものは︑それが正しいものだ︒慣習法的に定着し
てて︑

僻藤 議長に伝統的にそういう旛能がおのずから育っていなければ
そうなんです︒議長自身の自覚と器量が必要ですからね︒

たものと認めるわけにはいかんですか﹂というようなことで盛り立

海部

爲本の場合はしょうがないですね︒自民党は議長を担いで︒

無理ですね︒

伊藤
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とか議院運営委員会とか第一線でいつも切り結んでいる連中．が︑ど
ういうところへでもまとめて持って行かれるわけです︒こっちに来

あの時初めて薩民党の青年局の慰籍が−iI︒ああいうときは青年局

んとか言って発破をかげながらやったんですけれどね︒けれども︑

あの頃︑木村武雄という元帥と言われた気骨のあるおじいさんが
委員長だったけれど︑ ﹁君が〜所懸命やって︑これを通さなければ
駄冒だ︒こんなものの一つ通らんようでは︑将来駄霞だな鳳とかな

す︒

革逆転する嗣というようなことを書いたように︑あの頃は自賛党も
いつも自民党︑保守という時代ではなくなるだろうというようなこ
とで︑おぼろげながら危機感を持っていましたが︑そう言われても

楠 それはもうちょっと前の話ですね︒
海部 これ以上もっと門革新が︸増える︑そうするとこうなる﹇保

日興

と保革は逆転すると書いたんだ︒

海部 それは当時の﹁中央公論隔に︑われわれを集めてときどきご
馳走して説教しておった石銀博英という政治家が︑あと何年かたつ

時代だったと思うんですが︑そういうことに対する危機感は強くあ

危機感はありましたか︒

楠 ただ知事はずいぶんあちこちで︑特に太平洋岸でどんどん学資
にとられましたね︒いずれは革薪政権ができるかもしれないという

選挙をやると勝つでしょう︒

あれを門申央公論﹂に書いたんですね︒

りましたか︒

てここでやってくれ︑ここでもやってくれと︒たしかあの頃は︑北
海道の中州一郎とか︑三重の野鳩恭一︵師範の卒業生だ︶︑そうい
う人がみんな来る︒そしてまた知恵と乱闘のためには安倍普太部と
竹下登が競って委員会でいろいろやったものです︒ただ︑内容で負
けてはいけないから︒国民の祝艮を決めるんですからね︒ずいぶん
あの頃はみんな真面羅に勉強したんです︒だから僕らも本を何冊か
読んだり︑勉強させられましたね︒
田中 プレ；ンのような人で︑佐藤さんとか舛添さん以外に誰かい
ましたか︒

海部 それは現実になるという確信はなかったが︑東海道の沿線︑
特急の停車する駅のある県はみんな社共連合政権になつちゃった︒
わが名古崖も名古屋市長も小林なんとかというのが社共連合の候補

揮藤 だいたい大都市は取られちゃつたんですね︒
海部 東京を発って︑横浜に止まって︑特急列車が止まるところは
だいたい取られたんです︒けれどもそれは︑ロールバック・ポリシ

でした︒

炉藤

ーが成功したんでしょう︒

海部 それは木村元飾が知っている人で︑名前は忘れたが︑あの畷
の宵いロートルというと失礼だな︑名前も顔も知らんような人だっ
たけれど︒当時の僕の記録を埃をはたいて探してみます︒それから

海部 古い写真も出て来たら︑ついついよけて置けといって︑命令

ぜひ拝見したいですね︒

古い写真もいっぺんお見せしなければならんと思って︒

だ け し て い る んですが︒

顯労働省政務次官8︵保革麟決︶

て︑きれいなものを生み出していくためには︑やっぱり先立つもの

田中 ロールバックでどんなことを具体的にやられたんですか︒
海部 田中角栄あたりの発想が中心になってきて︑現世ご利益です
よ︒ ﹁あんなのに投票しとって︑いい駅が︑いい町が︑いい國がで
きると思っている入が一人でもあるのか︑ここは﹂とかいって脅か
して︑ 門それよりもね︑それよりもね︑もっと黒しいものをつくっ

楠 当時︑祝資法で対決したということもありましたが︑美濃部都
政ができたり︑左右の対決ム⁝ドが高まった頃ですね︒煮転の全盛

がいるんだ︒先立つものがいるんだ︒先立つものは︑みんながよく
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海部

他の国はどうでしたか︒

そうです︑代理出席です︒

じゃあ︑代理出席だったんですか︒

伊藤

だいたい大臣が来ました︒フィリピンではエミリオ・エスピ

楠

海部

すか︒

じゃないですか︒

働いて︑輸出をたくさんして︑蟹本の国がうんと儲かることだ隔︑
そういうことはおそれず書いましたな︑街頭演説で︒
伊藤 もっとも︑革新の地方良治体も︑麹治労や何かに押されて︑
やたら予算を増やして︑職員を増やして︑という失政をたくさんや
りましたからね︒やがてそのうち自然に滅びるという面はあったん
海部 それはあったと思いますね︒
俳藤 そういうものと重なるような形で︑昭恥西十四年に董る過程

海部

ノザ・ジュニアとかね︒それからインドはなんとかシンといったな︒
伊藤 そうですが︒なんとなくヨ本だけ代理というのは変ですね︒
これは課題があっての会議ですか︑それとも多少お祭り的な会議で

で︑だんだん新差翼が強くなって来るじゃないですか︒

々の労働大臣全部が︑毎年一回一堂に会して︑アジアのことを少し
考︑尺ようじゃないかという機運が撃て来た畷なんですね︒そしてや

私は忘れられないことだけれど︑あの頃すでにアジアから霞本に
労働者をもっと受け入れてくれと言われた︒そうすると技衝移転に
なる︒人物教育をやってほしいという︒あの頃はまだそんなにたく
さん日本も外魍に対して支援ができていない頃だと思います︒一番

というような大きな流れが底流としてありましたね︒

くいいことだったとは準えない︒しかしああいう試練を乗り越えて︑
今霞のアジアがあるんだ︑せっかくみんなが独立を手にしたんだか
ら︑アジアはアジアでお互いに助け合ってやっていこうではないか︑

くならない︒たしかに英国がイギリスでやったことをアジアに持っ
て来てやろうと思っても︑うまくならないこともあるかもしれない︒
あるいは巷で言われているアヘン戦争の悶題でも︑あれは巡査らし

やもすると︑反米︑反英と流れる風潮があるわけです︒それはため
にならないよ︑アジアがよくなっていくためには︑反米反英ではよ

お祭り的な要素もたぶんあったでしょうけれど︑アジアの国

海部 あれは変な言い方だけれど︑左翼の人が︑理論通り世の中が
変わらない︑自分たちの夢や希望を実現するためには何ともならん
じゃないかというどうにもならない無力感︑絶望の中にたたき込ま
﹁とにかく理屈を言ったり︑生意気なおまえらが悩むよう

れたときに︑わっと飛びついてくっついていくのが︑あの新左翼の
議論だ︒

な時じゃないんだ︑まず壊すんだ︒まず破壊から始まるんだ︒磯壊
もしないで悩んだりするな︒これが秩序だとかなんとかいうが︑秩
序は誰がつくった秩序だ︒そんな秩序はいらない﹂というようなア
ジテーターが来ると一︒
伊藤 なかなかうまいアジテーションだな︵笑い︶︒
海部 そうすると新左翼の支持はずいぶん増えたものだな︒僕は薪
いや︑なりかかったのではないかと︵笑い﹀︒

左 翼 じ ゃ な い ですよ︒

俘藤

■労働雀政務次官9︵アジア労働大毘会議︶

そのあたりが資本へ︑というけれど︑それを礒本で企業の入に聞い
ても︑ ﹁そんな色の黒いわけのわからんのが来て︑ちいちいぱっぱ
と欝われても︑粗葉が通じない︒通訳をつけて働いてもらっておっ

熱心にそれを言ったのは︑フィリピンとセイロン︵スリランカ︶︒
大鹿会議︒これは労働大臣が行くわけではないんですか︒
海部 労働大野が行くべきなんですが︑たまたま早測崇さんという

たらきりがない隔という︒

俘藤 その労働政務次官の時にマニラに行かれますね︒アジア労働

人は︑飛行機が嫌いな人だったんです︒

そこで王﹂0の本部の方とも誰そうと︒アジアにこういう話があ

ブブプ

るけれどもといって︑ILOの総会は二度霞でした︒皿度霞が終わ
ってから︑そのアジアの労働大臣会議というのが︑できればこれも
パーマネントな麗麗にしたい︑それは日本にもっと技術協力をして
欲しいんだという︒そんな墳︑青年海外協力隊がスタートしたばか
りですから︑僕は青年海外協力隊といういい制度があるから︑この
問題はそちらでやったらどうだといったら︑青年と限定しないし︑
お宅の自宙民主党と政党的に仲良くなっているこちらの政党がやれ
ばいいけれど︑これは国としての国策で︑もっと長い目盛りでもっ
と幅広い話でやってほしいんだという︒ところがこちらはそれは駄

をつくったことです︒それが現地に行ってから役に立つためには︑

最後の三ヶ廻ぐらいは派遣国に訓練所をつくらなければいけない︒

派遣圏に譲練所をつくって︑その賦しい訓練所で︑派遣先の人々と
生活と労鋤を共にすることが︑コミュニケ⁝シヨンには一番いいん

だということになって︑現にやっています︒これは最後の三ヶ月は︑

派遣する鴎に行ってその團で生活と労働を共にしながら︑最後に書
葉の練習をやる︒それはインドなんかに行ったら︑ ﹁イチイ・イズ
・ウインポ一国ント・プロブレム一とかいって︑香を噛むような巻
き養で英語をやる︒そんなのは真面霞な人はみんなわかりゃせんが︒
だから現地に行って初めてわかりました︑という手紙が来るわけで

それをやってうまく行っているんですから︒日本は図葉︑梅本語を

國だ︒

そうしたら︑たしか一LOの事務総長から僕のところに連絡が来
て︑ 門イタリアのトリノというところにボケーショナル・トレーニ
ング・センターがある︒イタリアはヨーロッパに移民を出したい方
だ︒イタリア語では駄霞だ︒だから言葉ができれば共通語になるよ
うに︑ボケ⁝ショナル・トレ：ニングだからどこへ向くかしらんが︑
それに従った教育と⁝⁝本立てでやっている機関がある︒それを日本
も見に行って︑詞じようなものをつくって︑そこに呼んで︑そこで

覚えてもらわないといけませんね︒

を起こしたりするのが︑だいぶ少なくなってきた︒だから本当に外
国人労働者を曝本が入れなければならん時期が近づいてきているよ
うですから︑本当に入れるときには︑僕はもう一丁︑ボケーショナ
ル・トレーニング・センターをつくるべきだといった︒イタリアで

だから初めの頃︑言葉が通じなくてトラブルを起こしたり︑諄い

す︒

教育したらどうか︒そういう提案をします﹂と書ってきた︒

懸労働省政務次官10︵衆議院社労委︶

労働政務次官になられたからということでしょうか︑衆議院

論客にもお礼奉公を少ししてあげなければいかん︒

俘藤

海部

お礼奉公ですか︒

それで︑おれもこれはいい謡だ︑聞本も頼られるようになった︑
やりましょうということで︑いろいろなところでその話をしたら︑
⁝番最初に反撃が来たのはどこだったと思いますか︒総評です︒
門そんなことをやられたら︑みんなクビになつちゃう︒おまえらが
言うことを聞かなければ︑いくらでも安いのを連れてくるからいい
よといって追放される︒日本ではまだ待ってくれ︑やつちゃいか
ん﹂という話で抵抗がありました︒そのときは抵抗を乗り切る方法

伊藤

海部 お礼奉公というのは︑要するにILO人七弩条約とか︑隅︻
労働同⁝賃金の問題とか︑いろいろなことが出てくるでしょう︒そ
れは労働政務次官でILOに行くためにいろいろ勉強もしました︒

なってくるという感じですか︒

の社労委の委員になったりということで︑だんだん社血族とも近く

も知らなければ︑とことん抵抗されたのではかなわん︑と思ったか

ら︑それじゃあということで︑第二回のILOの総会も代表で行き
ましたが︑そのことはまだ臼本は検討中でございます︑ということ
に し て お い た んです︒

むしろそれが将来生きたのは︑青年海外協力隊の中に語学訓練所
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臼嘆選挙の纂にならないことは︑夕惑党の人はあまり勉強しないか
ら︑必要に迫られた者だけが勉強をして︑だんだん専門家に育って
いくんですね︒僕は必ずしもそれだけではない︑文教委員会という
のもずっとやっておったし︑商工委員会も主としてやりましたけれ
ども︑社労の方もずいぶんやらされました︒けれども︑社労をやっ

勉強しておけば︑マイナスばかりではない︒
伊藤 これは塵昆党の政調ですね︑労働部会の翻部会長をおやりに

うことじゃないですか︒

持ってきたということですね︒
海部 いろいろなことがわかるから︒
俘藤 ということは︑議員さんがみんな勉強するようになったとい

すけれど︑ずいぶんやられた︒そういったことでお菰をしたり︒
田中 そういうことは労働部会の承認を得る必要があるわけですか︒
海部 あるんですよ︒労働部会が承認しなければ︑政務調査会にか
からないもの︒政務調査会が承認しなければ︑党の意見にならない︒
そうでしょう︒ややこしいんです︒
俳藤 やっぱり︑政調会がだんだん実際の政策決定の過程で︑力を

なっていますね︒

たことが︑政治家としてはマイナスではなかったわけで︑プラスに
なったわけですね︒そのころはいま顧みて︑なんでもやるべき時に

海部やりました︒
副部会長というのはかなり大きな役割ではないですか︒

員会質問をやれと言われても霞らないわけです︒本会議の質問をや
ったって︑堂々と困らずにやれるわけです︒ヨ頃そこで切磋琢磨し

海部 政調の副部会長とか部会長とかは︑若手の登竜門ですからね︒
ああいうところに来て︑真面自に〜所懸命勉強しているやつは︑委

俘藤

翻 部 会 長は⁝人ですか︒

海部 どうですかね︑翻部会長クラスでは大物ではないと思います
が︒

田申

ているから︒けれどもそういうときに勉強しないで︑飲んだり遊ん
だりばかりしていると︑そういう人は歌の上手な人になる︵一瞬笑
い︶︒

田中 そういうときに勉強するというのは︑ご自身で勉強されるほ
かに︑やはりお役所から局長なりなんなりをお呼びになって勉強さ

海部 部会長は⁝人ですが︑副部会長は衆議院に︸人︑参議院に⁝
人という感じだったかな︒そして︑法律を国会に出すときには︑部
会できちんと了承を取り付けなければ出せません︒よく覚えている
ことは︑公務員の賃金︑三公社玉聖業の賃金をどこまで上げるか︑

れるということですか︒

﹁いや︑それはそのために人事院があって幽してくるんだから︑

った︒

推薦させると課長が二人か三人がかりで来ますからね︒それらと︑
言いたいことを雷いながらやっていくと︑それが︸番いい勉強にな

に教えてもしょうがないから︑もうちょっとお年の近いところでや
ってください︑という気持ちがあったのかもしれんけれど︒局長に

海部 正蔵に重いますが︑いちばん物を知っているのは役所の課長
ですよ︒あるいは局長はちょっと人をバカにして︑政務次官クラス

それを拒否するか認めるか︑ということがあった︒僕らははじめか
ら︑

年のうちで

門いや︑いま購家財敵はこんなでありますから︑全部

黙って全部呑んじゃえ︑全部呑んだのに君らがストをやるのはげし
からんじゃないかと言えるから呑め一と書うんだけれど︑当時の大
蔵その他は︑

がうまく行きません﹂という︒だからけちな話だな︑
後 ろ に 押すんですね︒

四ヶ月分は前年詞様の凍結で行きます︑とかね︒
伊藤

海部先生が政務次官になったときに︑おそらく局長さんはみ
んな年上ですね︒

俘藤

海部 ずらすんです︒また大蔵が説明に来ると︑それだけやっても
らわないと︑ ヶ得あたりいくらいくらのこのお金が出なくなると

海部

そうですよ︒だから大学が一緒ですというと︑みんな向こう

いう︒まあ︑よくああいう説得材料を持っておったものだと思いま

一
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由中

俘藤
僕は三十五歳で労働政務次官になったんだから︒

こ の 頃 はおいくつですか︒

だから年からいうと︑課長か課長補佐ぐらいでしょう︒

が先輩ですよ︒

海部
課 長 補 佐クラスですね︒

課 長 で も 上ですね︒

田申

だから照ったのは︑アフリカに平祁部隊の会議に行くときに︑

楠

海部
官房長官が僕のところに来て︑ 門どうぞ︑外務省と大蔵省から︑ど
んなのをお付けしましようか︒こういう謡をよく知っているのがお
ったらご推薦ください﹂というけれど︑こっちは﹁そういうことは
どうでもいいんだ︑話の中身はこっちがしやべるから︒ただあまり

次官時代の先生の記録として︑ ﹁最年少︑最長期︑最多海外演説﹂
とあるんですが︑ILOは二回行かれたわけですね︒
海部 本会議二回のほかに︑インランド・トランスポート・コミッ
ティというのがあった︒委員会も各国ごとに行く︒特に日本の揚合
のように︑国鉄労働組合とかバスとか︑そういうものにストライキ

権を与えていいかどうかというテーマになってくると︑．そういう地
方のコミッティにも本腰からきちんとしたのが行かなければならな

いということになって︑僕はそれにも行きましたね︒

佐道 それで合爵三園になるんですか︒
海部 いや︑合意すると︑本会議が二園と委曼会が二園ありますか

その委員会もジュネ⁝ブなんですか︒

ら︑四回行っているわけだな︒

伊藤

伊藤 用語は英語でございましたか︒
海部 英語︒それにカタカナ・音符付きです︒カタカナで下に書い
てある︒ ﹁ディステイングウイッシュト・ゲスト︑レイデイ⁝ス・
アンド・ジェントルマン﹂といって︑間違っておっても︑これが霞

海部 ジュネーブです︒嗣じパレデイナッションの中にあって︑ち
ょうど日本の国会と同じですよ︒小さい会議室でやっているんです︒

年 協 力 隊 の 視 察旅行の時は︒

本語だと思え︑というようなことで︑ ﹁マイ・グレ⁝ト・プレジャ

立派なちょびひげに来られたらかなわんから︑年が俺より若いこと︑
その条件だけ守ってくれればいいや隔といったら︑ ﹁わかりまし
た﹂と襲った︒それはいいことだそうだ︒後から聞いたら︑なかな
かそういう若いのを指名してくださる入はいないけれど︑指名して

揆藤 場合によってはノンキャリの入たちがよく勉強しているんじ

くださったので︑役所でも将来の勉強になるから︑という︒だから
あの頃は若いのがついてきてくれて︑やり甲斐があったですよ︑青

ゃないですか︒

﹁どうして答えていただけんですか︑何か失貌なことを言

いましたか﹂というから︑ ﹁いやそうじゃない︒あそこだけは俺は

言った︒

楠 議論は通訳付きでやるわけですか︒
海部 もちろん︒だから後で闘題が趨こったのは︑ ﹁ちょっと質問
させてくれ﹂といって︑べらべらと書うから︑おれが﹁おい隔とか

ここは力を入れてくださいというところには音符がつくわけだ︒

はわからなかったろうと思う︒みんなカタカナ・音符付きですから︑

ー・トゥ・ハブ・アン・オポチユエテイ・ビハーフ・オブ・マイ・
ガバメント﹂とか言って︑覚えていますよ︒だけどあれは半分以上

むくれちゃうということですね︒

海部 そういうことでしょうね︒けれども︑ノンキャリを呼び出し
たり︑ノンキャリに聞いたりすると︑キャリアがひがんで馬鹿にす
る︒．

伊藤

労働政務

海部 ええ︑むくれたっていいけれど︑そういうことはちょっと気
を遣いますね︒︑

ちょっと確認なんですが︑この﹃全人像﹄の中に︑

鍾労働省政務次官照︵ILOでの演説と労働貴族︶
佐道

翻を出る前に︑ 所懸命練習してきた︒だからいまほとんど原稿を
見ないでお詣したでしょう︒内容もほとんど覚えている︒けれどい
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海部 労働貴族︑とあの頃は雷っていましたよね︒
掛藤 さっき商工とおっしゃいましたが︑衆議院の商工委員会の理
事をおやりになっていますが︑これは自属党の商工部会とはi︒
海部 これも商工部会の副部会長です︒
醸中 理事は副部会長がやることになっているんですか︒
海部 いや︑そうではありませんけれど︑だいたい理事になるよう
なクラスのやつは︑部会の方では副部会長になる︒部会長になるよ

ま聞いたのは初めてのことだ︑ファーストタイムだ︒アイ・キャナ
ット・アンダースタンド﹂といった︒そうしたら︑ヨ本の人という
のはまことにわかりにくい人だということになつちゃつたんだ︒練
習しているところはしゃべれるけれど︑練習していないのはしゃべ
れない︒当たり前のことだね︵一澗笑い∀︒俺は嶺たり前のことだ
と書ってやったんだ︒そうでしょう︒
田中 先生に限らず︑銅本の政府の代署の方は︑国際会議ではみん

そうすると︑だいたい政調と衆議院の委員会とはリ．ンクして

うな人は︑理事は卒業した人だ︒

海部

リンクしている︒だから鎖交わるミツワ石鹸のようなもので︑

いるわけですね︒

僅藤

なカタカナでやってらっしゃるんですか︒

海部 それは国会議員の︸部がカタカナ・音符付きであって︑大多
数は上手下手は別にして︑理解されるかどうかも別にして︑英語を
読むね︒おれは︑英語を一所懸命読んでいるやつは屠が死んでる︑
と言ってやったんだ︒だから僕は途中でいつも調子よく演説を変え

交わったところに丸い部分がストンとある︒党の役職︑政調の役職︑
それから理事とかいろいろなことをやる︒そのうちに︑そういうと
ころがら外れちゃう人がおるわけです︒どのポストにも就けない人
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ちゃつて︑ ﹁アロー・ミー・トゥ・スイッチ・ビア・ジャパニーズ︒
ソー・アイ・キャン・スピ⁝ク・ジャパニーズ・モア・フルエント

がいる︒そういう難昆救済事業が︑いわゆる悪名高き議員連盟とい

中小企業・ものづくり大学促進議員連盟でしょう︒ものづくり大学
のことは労働部会でやりますね︒それから委員会は文教委員会でや
りますね︒そういうところでやればいいんだけれど︑そこから外れ
る人があるんだ︒そうすると議員速盟をつくる︒その議員連盟の会
長︑副会長︑理事というポストを決めるわけだね︒また議員連盟の

うものですよ︒ 一番わかりやすいのが︑ついこのあいだうちあった︑

予 算 が 潤沢ですから︒

方も︑その気になってやれば︑仕事はたくさんあるんですσ

リイ隔と言うんだ︒そこでみんなワーッと笑うからね︒
田中 嶺然通訳が必要になってきますね︒
海部 ちゃんと打ち合わせをしてある︒そう言ってからやるから︑
おまえはそこにおれよ︑と言ってね︒組合は初めからちゃんと門通
訳を扁連れてきていますよ︑羨ましい︒女性通訳をサイマルあたり
佐道

潤沢だからそういうことができる︒だから労働貴族よ︒

から連れてきてね︒

海部
羨 ま し い限りですね︒

いま自民党には議員連盟がいくつぐらいあるんですか︒

難昆救済事業だとは思わなかった︒

俘藤

海部 それで西岡武夫とおれが︑槙枝﹇死文﹈が日教組のことを言

百ぐらいあるんじゃないですか︒ピンからキリまである︒

僕も何か議員連盟をつくってもらわなくちゃいけないな︵笑

この労働政務次官は︑西十一年の八月からおやりになって︑

はそういうふうにやるんですか︒

途中で佐藤内閣が改造 ﹇第一次佐藤内閣第三次改造﹈になって︑そ
れでまた政務次官を引き続いてなさったんですね︒ だいたいふつう

e

いにいったときについて行ってやったら︑枇会党は旅費がないから︑

来られないわけだ︒出してやったらいいじゃないかと書ったら︑な
んのかんの語う︒それで槙枝は女性の通訳を霞本からチャ⁝ターし
て連れてくるわけだ︒われわれは現地の大使館で︑誰か英語に子連
だいぶ違うものだな︵笑い︶︒

のあるやつ出て来いといった︒そんなものですよ︒
伊藤

い修｝海田｛Pt

）藤部中藤

門政務次官
人はいっぱいいる︒

内閣が替わるどだいたい大駆が替わりますから︑

海部
佐這

それは力があるということでしょう︒

が﹈替わらないで居残られると役所がいやがりますよ︒前のことを
よく知っているから︒その頃ちょっと異例だったんですが︑引き続

懸労働省政務次官12︵マイスター舗度︶

大 憂 も 引き続きですか︒

いてやりました︒

俳藤

海部 道正﹇都彦扁というのが歴代労働省の事務次官で秀でた男だ
と雷われているんです︒彼がいま会長をやっている技能労働者全国

海部 大臣は替わったんです︒大臣が替わったから︑異例だという
んです︒

呂本にももうちょっと働く人に生き甲斐と誇りを鋳たせなければ駄

㎝級技能士︑二級技能土という資格をつくったんです︒

サ⁝ビスをする人ですか︒

海部 サービスです︒それで調理人の方は︑調理師の一級︑二級と
いうのがまたあるんですね︒そういうちょっとしたことだけれど︑
やってあげるとみんな誇りを持って胸を張るわけだ︒つけなくても
いいものをつけてみたり︑やる気を起こさせるというのはそういう
ことだなと思ったんですね︒それは労働政務次官をやっておったと

醗中

に国会議員と瞬じエンジ色の縁取りがあるんだ︒それはホテルレス
トラン技能サービス㎝級認定です︒

それで︑ホテルレストラン技能サービス協会というのが士籍にあ
って︑その一級はやはり金色でHR︵ホテルとレストラン︶︑周囲

りを持たせようということです︒

今でもどこかに行くと︑金色が一級技能士︑銀色の方が二級技能士︒
あの頃だから︑そういうことでよく通ったと思うんですが︑今だっ
たら一級だの二級だのという位の決め方は反発を食うでしょうね︒
A号とかB号とか︑何かしただろうけれど︑今でも 級︑二級はあ
ります︒あれはマイスターを頭に描いてつくって︑働く人に少し誇

うことで︑

と書ったら︑当時門労働大臨が︺山手満男さんから早規崇さんに替
わった僕の二度鐸の時︑重言崇さんの時に︑まあそれをやろうとい

の会︒僕はドイツのマイスターの制度がいいなと思っていたので︑

田中 引き続きやってくれと︑誰かに頼まれたんですか︒
海部 これは変な話ですが︑役所から頼まれた︒労働省から︑やつ

目だ︒そこで﹁陰本版のマイスターを作れ︑どうですか︑これは隔

そ れ はどういうことですか︒

て く だ さ い ︑ということでした︒
田中

海部 おれが替わらないで︑やあやあと田口っていれば︑煮浸でも岡
盟でもみんなあれする︒天池﹇清次﹈さんなんていう罠社党の大ボ
．スがおったでしょう︒あの人に﹁勲章もらいなさいよ︑労働雀から

ちゃんとあれして勲章もらえるようにするから隔なんていう話をし
てみたり︑いろいろ労働省のためにも役に立つように頑張ったんで
すよ︒それはただ単なる㎝労働省というよりも︑日本の労働界が他
の国にひけを取らずに尊敬され︑カを更けていくためにはどうしな
ければならないか︑ということでしょう︒それに偉そうなことを言
つた以上︑I﹂0の委員会でも行けば︑あれは会議を三週聞やるん
毎日会議があるわけではないでしょう︒

ですから︑三週間いなければならないでしょう︒
横藤

︒

海部 いや︑毎日やるんです︒
伊藤 会議はやっているでしょうけれど︑出席しなければならない
会議は

海部 ねばならん︑ということはない︒だから行って︑だいたいこ
れとこれとこれとは出てやろう︑あとは適当に遊ぶよ︑ということ
です︒ですけれど︑それをやってくれる人もありがたいんですね︒
田中 じゃあいまでも先生は︑労働省にはカを持っているんですか︒
海部 いや︑カはないけれど︑ものを言えば︑やあやあと出てくる
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きに︑身をもって働く入から教えられたことだと思います︒
政務次官をお辞めになるのはどういうきっかけですか︒

伊藤 そうですが︒石瞬労政だとか倉石労政と言われるような存窪
だったはずなんですけれどね︒石橋内閣をつくったあたりで︑将来

海部 僕らもみんな早稲閏では︑石田博英がやってくれるだろうと
思っていた︒それが石橋さんの無念を晴らすもとだといろいろ期待

の総理じゃないかなんて言われて︒

あの時は内閣が替わったんです︒

もしておったし︑われわれも集まっていろいろやったものです︒・

それはルーティンワークですもの︒
でも内賄が替わったわけではない︒

改 造 が あったのかな︒

襲自民党青年頭蓋1︵青年局と地方幕無部︶

とその畑を歩いているんですね︒青年局長の前任者は一︒

俘藤 それでその翌年ですか︑自民党の青年局長になられています
ね︒いろいろなことをおやりですが︑学生の時から始まって︑ずっ

そう︑改造です︒総理が替わったという意味ではない︒
じゃあ第二次内閣の改造内閣ということですね︒ それでその

副 部 会 長になった︒

代わりに︑自畏党の政調の労働部会の翻部会長になったんですね︒
海部

田中 これは長いですね︒二年半ですか︒
海部 はっきり言うと︑労働關係の人がおらなかった︒だってあん
な纂にならない︑役に立たないポストは︑苦労した人は手をあげて

海部 製薬崇︒だから頭の毛が一本も生えていない青年局長だった
んだ︒あの須は︑自民党には若手はあまりいなかったんですよ︒そ
れで︑自分で書うのもおかしかったけれど︑青年局長も私は六年間

つきあう相手は組合だから︑これは別に票になるわけがない︒

取 り に 来 な い から︒

俘藤

やらされましたよ︒あとがおらんもの︒

そうそう︒

気力を失ったんですか︒

﹁質闘！﹂といって立ち上がって︑

門いま副総裁の︑あれはご

おまえ書い過ぎだぞ﹂と言ったら︑ 門そうですが︑黙れっちゅうん
ですか︒しょうがない︑兄貴が黙れと言うんだから︑計うことを闘

しょうがないから︑こっちがそばに行って︑ ﹁おい︑ハマちゃん︑

そんなていたらくでは駄目だ﹂なんていうことを欝い出す︒

青年よ頑張れとか言えんもんですか﹂という︒なにかデモかストが
あった時だな︑そんなときの青年大会だから︑ 門だいたい謝総裁が︑

挨拶というのか︑聞いておって︑まことに残念です︒もうちょっと︑

で︑

出千の小生意気なやつが出てくるわけだ︒その申の㎝人に浜田幸〜
なんていうのがいて︑千葉県連の青年部長で出て来ているわけです
ね︒そして青年部の大会で︑当時の川島正次郎副総裁の挨拶のあと

青年部の大会をやったり︑青年局の大会をやる前の常任委員会な
んかやると︑各都道府県達の青年局代表というのは︑そうとう海千

楠 この頃︑労働関係では石瞬薄英さんがいちばんカを持っていた
海部

倉 石 門 忠雄﹈さんは︒

んですか︒

倹藤

海部 倉石さんはちょっとスキャンダラスな問題があったものだか
ら︒田舎の農業誤謬組合は途上飼の国連のなんとかと岡じだと善嗣っ
てみたり︑そういうことがあった︒倉石さんは石曝博英さんに勝る
とも劣らないと僕らは見ておったけれど︑やっぱりバクさんの方が
上だったな︒

伊藤 そのバクさんがだんだん見えなくなってくるというのは︑ど
ういうわけですか︒
冒
海部 あれは肉体的な衰えと共に︑やる気と活力がなくなったんで
俘藤

気 力 を 失った︒

す︒

海部
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伊海伊海俘海伊
藤部藤部藤部藤

と言う︒あれは利口だから︑終わってから﹁今陰はああやって抑え
ておきましたから輪とか欝うんだ︒頼む︑頼むといって︑楽にその
後は使えるようになったけれど︑全国の青年部長にはああいう人が

は党本部の青年局長だ︒私もそれぐらいになりたいと思っている﹂

かなきやならんけれど︑私は︸千葉県連の青年部長だ︒兄貴のほう

糠

鷹自民党青年局長2︵党の組織について︶

とは侮もない︒

なきやならんとかといってやるでしょう︒ 青年部の方はそういうこ

だった︒県会議員の大ボスですよ︒

海部 そうですよ︒岐阜の青年部長なんていったら︑えらい年寄り

俘藤

いればいいけれど︑経理局長といっても権限がないんだもの︒

海部

田中

海部

経理局長なんていうのは︑自分で自害にできる権限を詩って

経理局長はどうですか︒

総務局長は選挙を担当しますから︒

ですか︒

自民党の局長の中で︑一番有力な筆頭の局長というと総務局長

い っ ぱ い お る んだから︒

田中

幹事長の言う通りにお金を出すんですね︒

青年部長は必ずしも若いとは限らないんでしょう︒

海部 ない︒年齢釧限をしたら集まりゃしない︒青年部は三十歳ま

伊藤

言う通り︒

海部 今から思うと︑幹事長と騨れ合いで︑やあやあで︑じゃあお

海灘

選挙になれば︑そうですね︒人を選んだら︒

局長がいろいろやるわけですね︒

楠

総務局のほかにどういう局があるわけですか︒

楠 総務局長は︑幹事長の下で︑公認とかを考えるんですか︒
海部 粗ごなしは全部総務局長がやらせる︒幹事長はそこまでとて

年 齢 制 限はないんですか︒

で な ん て い ったら︑まず集まらない︒

海部

まえのところはこれぐらい使ってもいいということだった︒毎年ど
れだけ使ったかの決算と︑今年はどれぐらい蔓うか予算を持ってこ

伊藤

総務局のほかに︑経理局とか︑遊説も筒になっていますね︒

よく幹事長は人事権を持っているというけれど︑実際には総務
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伊藤 党の青年局長は︑ある程度党の予算をつけてもらっているん

い ︑ な ん て 言われてね︒

海部

青年婦人局じゃないんですか︒

その中に中小企業の局があったり︑ 適当につくっていくんだな︒農

組織総局というのがあって︑藤織総局の申に糧組局があって︑

組織局じゃないですか︒

団体局というのがあるんじゃないですか︒

印象が薄いんですね︒

婦人慰婦入局︑青年は青年局︒あと飼があったかな︒

部藤中道部藤

ですか︒

伊藤 それは大会とか︑遊説とか︒
海部 旅行とか︒それで青年部の代表でも毎年〜回旅行団をつくっ
て︐旅行に出したり︑協力隊の行っている現場に行って激励をして

青年も局︑婦入も局になっている︒

も手も霞も心も配れませんよ︒

くるとか︒そうすると喜んでみんな出て来ますね︒そういうときの
予 算 を 取 り に 行くわけだ︒

伊藤 でも局長ですから︑自罠党の中で偉いでしょう︒いろいろな
局 長 は い ま す けれど︒

海部 いろいろな局長がいる︒選挙の時に役に立つのは︑圧力幽幽
を集めて︑政策的にそれを締め付けたり票を取ったりするけれど︑
どちらかというと︑あまり明朗な締め付けじゃないね︒ギブ・アン
ド・テイクだから︒ギブの方は政策をつくらなければならん︒少々
片腹痛くても心痛んでも︑何か考えてこういう法律をつくってやら
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林局だとか︑IT時代になってきたから︑電気通信局なんていうの
も あ る ん じ ゃ ないの︒

俘藤 それは支持団体を⁝︒
海部支持醗体をコントロールして︑政策要望を聞いておいて︑そ
れを適当に待っていく︒だから政調の役職と︑組織総局の役職とは
どこかで相交わるようになっておるし︑その方が︑闘いたことが誤
解 な く す ぐ 正 確に伝わる︒

伊藤 さらにその虫だった人々が︑議会の中の委員会の委員や理事
に な っ て い く んですね︒

ますね︒あれが昔の院外団1一︒
海部 部歴もあるんだ︒同志会の部塗がある︒その同志会の会長も
あれは何ですか︒

おれば︑いろいろあるんだ︒
楠

海部 あれは結局︑警察に頼めんような護衛とかね︑昔は︒佐藤栄
作さんとか吉田茂さんなんかが地方に行くときに︑地方のあれとい
ざこざを起こしたり︑演説会を妨害されたりしたら︑そのとき会場

整理をやって追い出す︒手荒なことをやったらいかんから︑手荒な
ことをやらないために︑どこかに行って一杯飲んで話をつけておく
とか︑いろいろあるんだ︒

理 事 に なるんだ︒

海部

楠

海部

ただの人になつちゃうんですかね︒

落 ち る んです︒

田申

海部
あ り ま すよ︒

落選議員の団体というのはないんですか︒

完 全 に そうだな︒

うね︒

田中

しかし先生はよく外に出ていますね︑毎年のように︒これを

門海外政治経済事情視察︵沖縄︶﹂と書いておあるので︑

て演説をぶって︑初めはどうなることかと思った︒けれども︑行っ

佑道 このときの沖縄は︑党で行かれたんですね︒院ではなくて︒
海部 党です︒それで沖縄で演説会をやって︑当時は沖縄の大衆党
とか人畏党という︑どちらかというと社会党の左派とか共産党に近
いのがえらい勢力を持っているときですから︑自民党で沖縄に行っ

からね︒沖縄の本土復帰運動を応援しに行くという名費で行った︒

まだ沖縄返還前なんだ︑と思ったんですが︑あれは海外なんですね︒
海部 それは旅券をもらって︑本会議の許可をもらって行くんです

見ると︑

揆藤

田自民党青年局畏3︵沖縄遊説と津雲國利氏︶

企業でも総務部総務課ですか︒

昔はいわゆる院外団だったんですね︒

楠 自民党の中央本部の役員というのは︑例外なく翻会議員と考え

いません︒

ノーバッジの人とか地方議員はいないんですね︒

そうです︒

ていいわけですね︒

楠

海部

海部 昔は院外団がやった仕事なんですよ︒
楠 柑変わらずあるんですね︒
伊藤 湾れ役ですね︒どんな組織でもそういうところはあるでしょ

海部

伊藤 純粋の職員はいるんでしょう︒役員ではなくて︒
海都 純粋の職員はいますけれど︑それは役員じゃないんです︒○
○局長か︑○○局次長というのはみんな国会議員がやります︒
伊藤 じゃあその人が落選したら︑そこから落ちるということです

俳藤

本当に落選したらただの人ですよ︒

か︒

海部

海部

昔だったら院外団でしょうけれど︒

議 員 政 党 なんですね︒

伊藤

今は院外極とは言わないけれど︒

楠

海部

楠 虜由民主同志会というのがありますね︒本部の中に⁝部屋あり
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緒です︑

てみると意外に︑演説をぶっとピッピーと口笛を吹いている︒あれ
はなんだと言ったら︑あれは応援しているんです︑毒手と
というんだね︒それでずいぶんやった︒
尚家の尚詮という人がいますね︒その尚さんが初めて立候補した
ときにも︑応援で党の青年部で行きました︒

それからいよいよ︑祖国復帰が決まるとき︑それをもっと促進し
ろというので︑まだ復帰が決まっている前年に行きました︒例の国
際通り︑あれは昔の通りですね︑そこを社会大衆党の連中が日の丸
を持って歩くんだ︒霞の丸を待って歩いているといったら︑いやも
う芭蕉復帰運動をやっているんだから︑われわれはアメリカから離
れて欝塞に帰るんだから艮の丸だといっていた︒よくみたら︑屋良
朝苗も︑人工大衆党の入もみんな持って歩いているわけだ︒

それでいっか委員会で︑その人が大変な質問をしていた︒僕はこ
れを言ってもいいか悪いかわからんが︑まあいいやと思って︑ 雪先
生はお忘れになっておるだろうだろうが︑私は先生を見て︑沖縄の
国際通りで大変感動的な思い出を持っております︒先生は舞の丸の
旗をもって歩いておったじゃないですか︒びっくりしました︒祖国
復帰だ︑喜ばしいことだ︑そのとき先生方が日の丸を持って歩いて

門おれは質問者に答えているんだから︑答えさせなさ

くださる︒あんなにジーンときた感動的なことはありませんね﹂と
言ったら︑ 門もういいです︑もういいです︒その話はもういいで
す輪という︒

い﹂とさんざん書つたことがありましたね︒

沖縄に自罠党の組織もあったんですか︒

あれは本当に感勢的なシーンでしたよ︒与野党あげて霞の丸の旗
を持って国際通りを歩いたんだもの︒そしてその翌年復帰です︒あ
の時僕らは海外渡航誕明書というのをもらって︑旅券ではなくてそ
れで行ったんです︒DC3とかいうプロペラ機で︒懐かしいな︒
揮藤

海部ありました︒あの頃︑沖縄自評党の青年局長というのが︑後
屡︑知事にはならなかったけれど︑負けちゃったんだ︒

幽中 沖縄の自罠党というのは︑時問的にはどこから考えればいい

んですか︒昭和三十年にはあったんですか︒

楠 もともと昆童党か侮か︑保守系の政党があったんです︒
海部 国民協溝党というのがあったんだ︒そして︑熊本の方のお年
寄り︑鹿児島かな︑薩摩揚げをつくっているおじいさんの代議世が
おったんだ︒その人がいつも沖縄の語をしておったんだな︒それで
薩摩揚げをもらって︑そのうちに青年局に応援に来てくれるかと言

うから︑おお行きましょう︑といった︒原さんという代議士だ．も
っとも︑前から沖縄に自罠党の支部があったんですよ︒私が関係で
きたのは︑その人からです︒

もっと笑い話は︑津雲響胴という三多摩の壮士ですよ︒その人が
原さんという沖縄のあたりに利権︑権益を待っておった人と仲が良
かったんだ︒僕が国会議員に初めて当選してきた昭柏三十五︑六年
頃は︑津雲國利さんも︑いったん議員生活が終わって︑再び返り驚

いて︑そして最後の議員生活をやって撰退なさる頃だったんだな︒

津雲醒利というのは三多摩の大変有名な政治家だということは︑象
鼠賊の国史を読んだり︑自民党のことをいろいろ調べていると出て

見かけはそうなんですか︒

くる︒けれど︑まさかこんなおじいさんのこんな愛そうな人が三多
摩の壮士だとは思わないものだから
︒
俘藤

海部 見かけは本当に小さい︑しわしわの人ですよ︒こっちのこと
だから︑ ﹁まことに先生︑失礼なことを聞きますが︑灘雲國利とい

うお名前で︑昔有名な政治家がおられたんですが縣と言ったら︑
﹁昔と言って︑君︑いつ頃の話だ漏という︒ 門僕が魍書館で本を読

門それはわしのことじゃあ⁝﹂と言った︒これは失礼し

んだときに書いてあって﹂とかいろいろ言ったら︑披鐘のような声
を出して︑

ました︑と思いました︒

だって早稲銀に行ったら︑津雲國利さんというのは︑北多摩郡か
南多摩郡の壮士で︑年齢的にいってもわれわれのおじいさんのよう
な方でね︒そして部屋の名札を見たら︑購じ名前が書いてあるでし
よ．つ︒
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伊藤
海部

襲名したとか︵笑い︶︒
門今罠ここに来たら︑隣にその部屋から出入りしている先生

た︒最初の総裁選挙の時だ︒それから︑それを唯々諾々と︑ほかに
立つ人がおらんから︑いいじゃないか︑いいじゃないかで︑談合の
ように行ってしまったら駄環になる︒そのときに︑決定的に佐藤三

選でいいという音頭を取って流れをつくったのは︑椎名悦三郎です︒

門社会の不公正をなくすためには︑独禁法を改正︵くわいせ

三木を出したのは推名だから︒

だから思いを巡らすと︑後臼三木の一︒
田中
海部

い︶しなければならん﹂という︒そうすると椎名悦三郎は︑ ﹁わし
は総理大臣の生みの親だと雪畷われておるが︑生みの親は︑盤まれた
ものはしようがないけれど︑育ての親まで約束して引き受けた覚え
はない﹂と言い切ったけれどね︒そして︑大変なことになっていっ

がいらっしゃるので︑大変これは失礼しました﹂と言って︑それ以
来仲良しになったんだ︒ ﹁わからんことは何でもいいから済いてく
れ﹂と書われて︑闘いたんだ︒そういう人がおりましたね︒その人
と︑原さんという薩摩揚げのおいしいのをつくっている代々の先生
もおって︑これからの政治は︑自由民主党は大変だけれど︑沖縄に
議席を取らなければいかん︑という話をよくしたな︒放っておいた
らあそこは駄習になる︑といっていた︒それで沖縄に三回ぐらい行
傍藤

たんです︒その遠因は︑僕に言わせればそこにあったんだ︒

だいたい党の派遣ですか︒

きましたよ︒

海部 膏年局を中心にした派遣です︒そして閣際大通りでも辛々か
街 頭 演 説 を や らされました︒

玄年の蕗になるけれど︑そういうことを森おろしと引っかけて︑
門森おろしと三木おろしの違いを教えてください偏といってどこか

るけれど︑片方は自分個人で言ったりやったりしたことで︑天皇中

の萩聞が来たから︑ ﹁あれは違う︑全く違う︒理念と政策︒椎名さ

切り口で入っていったらいいかわからんけれど︑あまりアメリカを
刺激して︑帰らんと言い出されても困るし︑あまり刺激するのを恐
れて唯々諾々としておってもいかん︒できるだけ早い機会に︑アメ
リカの基地がなくてもいいような安定的な沖縄をつくりたいんだと
いうようなことを奮ったんだろうな︒沖縄での演説は葬常に緊張し

心の神の国なんて言うから問違うんだ﹂といった︵一同笑い︶︒

伊藤 まだアメリカ軍がたくさんいるときでしょう︒
海部 そうです︒あのとき︑基地問題にどういう角度からどういう

ました︒

﹁あれはいかんですか漏と質問するから︑ ﹁いや︑本入はいいと
言っているだろうけれど︑天皇自身にいっぺん聞いてこい︒芙皇自

﹃木﹄を三つと書くと﹃三木﹄になる︒それをまとめると

三木の場合は全く違う語であって︑政治家とお金の蘭係をきれい
にしなくてはならん︑これがわしが選挙法をだす最初の理由だと雷
って︑最初の閣議でバンと出したんです︒その最初の閣議に出した

畏主主義だから︒だから天皇様があれを聞いたら︑︻番悲しんだん
じゃないか︑聞いてこい﹂と欝つた︒

身が︑神でおっては問違いだから︑入聞宣喬をされたんでしょう︒

﹃森﹄になる︒ ﹃森﹄と﹃三木﹄の字は︑そういうところは似てい

ならば︑

ん︑独禁法︒独禁法の裏には業界を利益代弁する議員グル⁝プがあ
っておろそうと思ってきたんだ︒ ﹃森﹄と﹃三木﹄が似たるという

璽二木武夫と総裁選肇︵連想されること︶
楠 昭漁臨十三年に佐藤総理の三選がありますね︒これは偽藤さん
と三木さんの対決だったわけですね︒これをいろいろ伺いたいんで
すが︑あまり時間はないですね︒
拐藤 一通り伺って︑そこで終わりにしましょう︒
胴部 佐藤さんは︑立候補したときに﹁私は三選はしない﹂と言っ

案は︑腐敗堕落防止法を中心に考えて︑お金と政治生活との縁を︑

f2f噌

政治家としてスタ⁝トの時にきちんと切れというものだ︒もう一つ
は︑選挙だけきれいになってもしょうがない︒社会的不公正を是正
しなければ政治に儒頼は来ないというので︑独占禁止法の改正案を
窪分でつくっておったんですね︒そしてあの入は自分でつくるもの
だから︑みんなを使ったり︑党に相談しないんです︒だから副長宮
の私も知らなかった︒

﹁海部さん︑ちょっとこれを読んでみ

この佐藤三選のときに門三木さんが﹈立候補されて︑票集め

薩三木践夫と総裁選2︵佐藤三選と三木粟︶
伊藤

というのはやられたんですか︒

海部 やりましたよ︒それは金がないから金は使いませんでしたが︑
これもぜひ晃てもらいたいな︒三本さんが全圏会議最に手紙を書い

たんです︑墨で︒ ﹁それに切手を貼って投函したのではいかんから︑

閣議の目の婬行ったら︑

どというから見たら︑何か選挙制度に関する改正案が出ている︒

必ず会って︑相手の顔を見て︑手渡して来てくれ﹂という︒おれ〜

門その代わり︑誰と誰に手渡してきた
圏中

はい︒僕はそれを︑三本さんの思いがこもっておるものだか

全部自筆ですか︒

んじゃないかな︑と思う︒

ら︑掛軸にして︑選挙区にかけてあるんです︒楠さんのところも探
してもらったら︑ ﹁参議院議員楠正俊先生﹂と書いて︑行っている

海部

か︑報告がほしい鳳という︒それで自分で書いたんだから︒

いったらそれもいいという︒

人ではあれだから︑仲聞をたくさんつくって誰と 緒にやるといっ
た︒この入は︑というと︑三木さんはそれもいいという︒これ︑と

それは一八八四年の英国の腐敗堕落防止法がきちんと書いてあって︑
霞本ではそれをこうやれば選挙がここできれいになる︒それが︸つ︒
もう一つは︑独禁法をきちんとしょうというもの︒これは持てるも
のと持たないもの︑向こうの組はうまいことやっているようだが︑
俺たちはどうも損する方だという気持ちを︑各界の蟹晟が持っては
いかんということ︒ 門この二つをまず最初に頼むから︑これで行こ
う﹂という︒ ﹁先生︑それをやったら︑政務調査会の手続きも侮も
進んでいないじゃないですか︒いいですか隔と言ったら︑ 門それは
海部さんね︑こういうことは意外性︵いぐわいせい﹀が大切だ︒ま
さに今馨それを言わなければ︒初閣議だから︑三木は何を考えてお
るだろうかと皆が思うときに︑わしは大きくは政治理念として社会

楠 そうですが︒電話はもらったという話は聞きました︒
伊藤 海部先生も︑もらったわけですか︒
海部 それは僕にもよこさなければいけませんよ︑記念に︒そうし

的不公正をなくすと書う︒具体的に言えというならば︑それは独禁
法の改正だ︒．それから政治家とお金の関係をきれいにしよう︒具体

たら︑

﹁そうだな︑じゃあ君のも最後に書こう隔といって︑最後に

的に言えば︑まず選挙にお金がかからないようにしよう﹂という︒

門海部俊樹君﹂と書いた︒

それはペンですか︑毛筆ですか︒

毛筆︒あの人は甕筆しか書かなかった︒

どうなんだろう︒だいたいほとんど嗣じだろうな︒いちいち

全部肩じ文章ですか︒

はい︒

筆まめな方なんですか︒

海部

．由中

海部

楠

海部

楠

あ あ ︑ と 思 い ましたね︒

案の定それがずっと尾を引いて︑雪年足らずの間に︑党内に反対
の声が充ち満ちて︑というよりもむしろ独禁法の方で︑利益代弁の
業界代表からやられたと僕は見ておりまずけれどね︒
俣藤 まあ︑三木さんは二年もったけれど︑森さんは一年ですから
ね︒

海部 だから森と三木を比較してくれという質闇は桜貝だ︑と言っ
たんです︒
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一人ひとり全部内容を変えておらんだろうけれど︑ ﹁君には特に盤
話をかけるが︑三木の志はこれだから︑どうぞ遂げさせてくださ
い﹂とか︑表現の違いはちょっとずつあるでしょうね︒
当時宿昆党の国会議員は四百入からいますね︒

海部 余計なものを書いたら無効ですから︒
田中 選挙管理委員はわかる︑とか闘いたことがあるんですが︒
海部 天井裏から遠めがねでみておると︑みんなわかるそうだ︒特
に日比谷公会堂の時はね︒

楠

楠
それでいったい︑どのくらい票が集まったんですか︒

伊藤

そう思います︒初めから当選は度外視しておったと思います︒
あの当時は派閥はかなりきちんとしていたと思いますが︒

ね︒それだけの数を集めたというのは大変なことですね︒

バードウオッチングみたいだな︵笑い︶︒当選は度外視です

忍看みたいなのが見ているわけですか︒

便藤
あの時は予想よりもたくさん集まりました︒

佐藤さんが二四九︑三木さんが一〇七︒

海部
楠

いない︑三十そこらだ︒

俘藤 佐藤批判票が入ったんですか︒三木派はそんなにいないでし
よ︐つ︒

海部
前尾さんを超えたところに意義があったんですね︒

ただ︑前尾さんが出ているんですね︒蕩尾さんが九五︒

田中
それがあとで効いてくるわけですね︒

楠
俘藤

松野頼三さんのグループとか︑ああいうところが推して

今よりはきちんとしていました︒
それで三木派以外にどこかが推したんですか︒
派として推したところはなかったですね︒けれども︑今にし
て思えば︑

俘藤

﹁そういう関係を大事にしなければならん﹂といって︑僕ら
﹁三木に投票した入のところにあとで行って来い﹂といった︒

海部
に︑
な ん で わかるんですか︒

総讃したら五〇〇人になったりする︒

おもしろいですね︒松野頼三さんは︑初め佐藤内閣ができる

霞申
そ れ は 信頼麗係です︒

くれたと思いますね︒

海部

伊藤

そうですが︑わかるんですか︒

った︒

それから大学の先輩後輩はいいものだな︑と思ったのは︑九州の
三原朝雄くん︒あの人も呼びに行って︑呼んできてやってもらった︒
あの人はむしろ独禁法よりも公職選挙法の方を一所懸命やってもら

んのために言うと︑ ﹁おれは独禁法のこれはやらないとかん﹂と言
っていた︒たしか商工委員長か何かだったな︒

海部 あります︒長い政治家だから︑さすがにおつき合いの幅は多
かったです︒そして照中六助もそうでしたね︒あんなタイプの違う
大平さんの家来が︑と思ってみんな見ているけれど︑それはロクさ

くれましたね︑敏調会長として︒
横藤 松野さんは︑その前からおつき合いがございますか︒

ときは俊藤派でやっていて︑その後︑三木さんになるんでしょう︒
海部 そして僕も︑松野さんが政調会長の時にずいぶん使いに行っ
た︒彼が最後まで︑本当に誠実に独禁法の改正のために︑ ﹁これだ
けは海部君やろうや︑三木さんもいいこと言うよ漏といってやって

俘藤 誰が投票してくれたかというのは⁝︒
海部 全部が全部わかったわけじゃないけれど︑だいたい信頼麗係
で︑三木さんがそこまでやるのなら︑わしも応援するよとか︑支持
するよと雷つた人はみんなですよ︒全部入れたらもっと多くなった
はずだけれど︒

楠 いわゆるニッカとかサントリ⁝とか飛び交ったときですね︒
溝部 それがあったときだから︑どっちも︑あれはおれの方だ︑お・

田中

わ か る んです︒

れの方だといって印をつけたときですから︒

海部

田中 投票するときに︑三木の下に丸をつけるとか︑書き方に指示
があったとか︒
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海伊海俘溝
部藤邸藤部

思うところは使ったんでしょうね︒
伊藤 そうでしょうね︒全く無視ではないと思いますね︒あれに青

俣藤 さっき学春のプレ⁝ンの話が出ましたが︑佐藤君は三木さん
のところに出入りしていたように思いますが︒

かれると冠介だから︒

佐藤鴛一人じゃないでしょう︒

海部 誠三郎さんは︑昔から私も三木さんのところで親しくなった
伊藤
あ と 誰 だったかな︒

し ︑ よ く 知 っ ております︒
海部

若い入がいたんでしょう︑佐藤君ぐらいの年齢の人が︒

海部 結局背かれたから︑三木おろしが始まってくるわけだけれど︒
俘藤 そうですね︒昭稲四十国︑五年というのは︑新左翼のいろい

揮藤

それは議員運営委員長だから︒

ろな事件がたくさんあった時期ですけれど︑その辺からこの次にお
詣を伺いましょう︒相変わらず︑労働関係もずいぶんおやりですね︒
労働︑青年と︒憲政記念館の運営委員会の委員もやっていたんです
海部

自動的に︑ですか︒

イギリスに選挙法の視察に行かせる若い学者を選べといって︑

撰藤

はい︑霞動的です︒

海部

誰が何を書いたとか︑どういう考えの持ち童か︑ということをさか
んに調べておったことがありますね︒
極藤 三木さんはあまり学者をプレ⁝ンにするという格好は取らな

海部

昭和四十五年︑議運の理事ですね︒今度は議運の話を中心に

あとでソ遮とどうのこうのという話題になる人ですね︒

良分で︑施政演説でも書くんです︒

りがとうございました︒

︿以上﹀

構いますか︒しばらくまだ大駆まで間があるようですね︒どうもあ

ね︒

かったわけですか︒

俣藤

海部 どうですかね︒僕も姥較的あの人の夜の生活まで知っておる
方だけれど︑学者が来て︑濁時はまだ置市銀行の理事であった鈴木
淑夫さんとか︑外交評論家の平沢和重さん︑これは二島返還論の走
りです︒僕は猛然と腹が立ったから噸みついてやったけれど︑二島
揮藤

それから政治学者で比較的透くて話をしていたのは誰だろう︒

返還論をあの頃一所懸命説いておったな︒
海部

楠 政治挙者ではないけれど︑永井道雄さんなんかは親しかったで
すね︒

海部 あれは親しくて︑よく来ていた︒そして文部大臣にまでしち
ゃったから︒

伊藤 三木さんは︑自分でもいろいろ書いたり立案したりというこ
海部

誰かに下書きを書かせるというのではなくて︒

と を や る 入 な んですね︒

餌藤

田中 じゃあ︑役人が持って来たのはどうしたんですか︒
海部 どうせ使わないんだから︑といって役人が手を抜く︒だから
見るだけはきちんと見て︑使うべきところは使う︒だから︑いいと
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清隆

凹現在の政局から︵自疑党総裁選後︶
俘藤 今賃︑前受の記録を読み直していたんですが︑ ヶ月足はま
だ慮民党の総裁選挙菌だったんですね︒あのとき︑私どもも感じて
いたし︑先生もお考えだったこととはだいぶ違った事態に発展しま

あれよあれよ︑という聞に

みんなが﹇総裁選で勝つのは﹈橋本だと思っていたんだもの︒

したね︒

海部
︒

俘藤

海部 今朝またいつもやっている勉強会があったんだ︒マスコミの

伊藤

そう思いますけれど︑それは所詮は橋本になるんだというこ

海部

そのいたずらが本物になるというのは︑いったい何だろうと

そうですよ︒

とが前提で︑ちょっといたずらを︑ということでしょう︒

早藤
思ったんですね︒

海部 その議論もしました︒どう思いますかというから︑長い間馬
ああだこうだといちいちここで需えないような澱が溜まって︑どこ

気も出るし︑もてるだろう︒ただ︑そんなことで移動したら政治の
世界は良くないんだけれど︑そんなようなことだったんですね︑結

から見ても︑誰が見てもどうにもならんぞ︑これは悪すぎるという
思いがずっと浸透して︑行き渡っていたのではないか︒それを格好
良く︑快刀乱麻で︑それこそウルトラマンギガで︑やられちゃうか
なという時にパッと飛び降りてきてピカピカッとやれば︑それは人

人や学者や︑政治家も二︑三おりますが︑みんなそう思っていたん
だ︒マスコミも全部︑できたらこの人だけは︑というような気分が
だんだん出て来たとみえる︒あれはどう思いますか︑決定的に橋本

論は︒

いやあ︑わからないですね︒

つの

偶藤 これはいったいどうなるとお感じですか︒
海部 今度の小泉内閣ですか︒これはもうちょっと様子を見なけれ
ばわからんじゃないですか︒今でもやっておるけれど︑小泉も海中

真紀子も︑だんだん角も引っ込め︑槍も引っ込めているから︒

引っ込めちゃったらおしまいになるじゃないですか︒

発言もだいぶ軟道修正してきたしね︒いわゆる門らしさ﹂ が
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君が駄圏になったタ⁝ユングポイントは︒
俘藤

海部 それを言ってバレちゃうといかんが︑ある薪聞が﹁帰ってき
た酔っぱらい輪じゃないけれど︑ ﹁帰ってきた貧乏神輪というタイ
トルの政治漫画を書いたでしょうゆ浪人が罵を張って︑つむじ風を
巻きながら︑くわえ楊枝で刀〜本ぶつ刺して︒

だから︑わからないですよ︒
参議院選までどうですか︒

だんだんなくなってきた︒

参議院選までまだ時間がありますからね︒

と思っていた︒案の定︑今日の各社の代表も︑それだという︒マス
コミが結局そういうふうに変えていこうとした︒
餌藤 でもマスコミの入も︑所詮は橋本内閣になるんδやないかと

小泉さんにしても︑照中真紀子外務大臣の今の状況は︑ここ

いうじゃないですか︒それは森自身が言っておったから間違いない︒

界に入って︑天上災下唯我独尊でしょう︒だから森喜朗が︑あんな
ものを採ったら必ずこうなるからいかんと言って︑事前に止めたと

佐道

までとは予想外だったんじゃないですか︒
海部 それは君っちゃ悪いが︑小泉が一聾狼だから︑情報隔離の世

はみんなの話を聞いていました︒

なきやならん︑ということだったんごやないかしらと思って︑出精

見ていたように思いますけれどね︒
海部 いや︑見ていたから︑逆に言うとそれでは商売にならんとい
うと言い方が悪いけれど︑面白くないというのかな︒少し面白くし

僕は︑あの時期︑あれは悪意に満ちた漫画だな︑と思って見たん
です︒橋本もこういうところに敵をこんなに作っていたらいかんわ︑

海撰寝憤伊
部藤中部藤

それみろ︑ということでしょうね︒わかるような気がするな︑僕は︒
だって自分の気に入らんことは最高裁の判決でも︑あんなものはな
ってないと言うんだから︒それが父親に対する判決だったとしても︑

それをテレビの前で面と向かって言ってはいけませんわ︒だからど
こでその角が引っ込むか︑槍が彊っ込むか︒あるいは引っ込まずに︑

とことんまでやるつもりなのか︒それはとことんまではできんでし
ょうからね︒

けれども︑一ケH前にすでに発命されて︑正式の手続きを悼んで
派遣されたわけですからね︒調べてみたら︑彼門小寺次郎・外務省
ロシア課長﹈は︑公使は公使でも︑ノ⁝肩書きの公使ではなくて︑
定の時には仕事の代理ができる特命全権の公使の資格を持つわけ
だ︒そうなると︑それを︸ヶ月も経ってから罠すというのもどうな
んだ︒そういう︑いろいろな型破りがある︑型破りだからこそ︑み
んなが期待した通り動いてくれるということになる︒それまで悪す
先のことはちょっと迂蘭には言えないということですね︒

ぎ た か ら ね ︑ 外務雀は︒

伊藤

海部 けれども︑もうちよつと先にきちんとしてくるんじゃないで
俳藤
ま あ そ うでしょうね︒

また來膚やるときに少し見えてくるんじゃないですか︒

すか︒

海部

固大学紛争〜大学立法︵︻九穴九〜七〇﹂ヰ︶
伊藤 前圃は労働政務次窟の時代のお話を飼ったんですが︑今濤は
議運のことについて伺いたいと思います︒はじめは副委員長ですか︑
理 事 か ら 始 ま るんですか︒

海部 議運の理事と︑国会対策委員会の副委員長と︑私はしばらく
兼務をしていた記憶があります︒
伊藤 それが巨多鷹十五年ですが︑紹和四十七年に議運の委員長に

なられます︒ですから︑今艮はそういう国対︑議運について詳しく
お話をいただければありがたいと思っております︒最初になられる
のが昭掬四十五年ですが︑その前年が大学紛争のピークで︑いわゆ
る七〇年安保の時期です︒おなりになった頃は︑まだその火がくす

ぶっていた時期だと思いますが︑大学紛争日差についてどういうふ
うにお関わりになったか︑ちょっとお覗いただけるとありがたいの
ですが︒

海部佐藤栄作さんが涙を流して帰ってきたというあの大学紛争で
すね︒東大に行ったら催涙ガスか何かがぶん投げられていた︒当時
の手媛にはメモが全部取ってありますが︑栄作さんが行って︑やっ
て来て︑東大の学生読を持っている本物の学生は逮捕者の中の︑驚

くなかれ何罰だ︑とか書っていた︒
俘藤 ほとんどいないに等しかったんですね︒

海部 そしてみんな︑他大学だとか︑いろいろな者が混じっていた︒
そういうことを聞いて︑ほおっと思ってびっくりしたことを覚えて

先生はその頃は青年局長ですが︑青年局長としてはあまり大

おります︒

俘藤

蘭係ないことはないんですが︑あの前でしたか後でしたか︑

学紛争には関係ないんですか︒
海部

フランスでありましたね︒

俘藤 フランスであったのはちょうどその頃です︒カルチェ・ラタ
ンとか一︒

海部 ソルボンヌ大学の第一次の大騒動をやった腰ですね︒
伊藤 青年期として大学紛争をどうこう︑ということはできないわ
けですね︒

海部 そんなことは考えずに︑あれらはげしからんけれど︑けしか
る︑けしからんといっても︑実態がわからなくてはしようがないか
ら︑みんなコソッと視察に行ってこい︑捕まらないように︑バレな

いように︑と言ってね︒雰常に難しいことだった︒それぞれ空手部

の有段者とか︑柔道部の有段者とか︑こちらにも絹心棒がちゃんと

一
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うことですね︒

おるから︑コソッと東大で何をやっているか見て来いと書つた︒そ
の時の結論が︑理由はわかりませんが︑どう見てもあれは東大の真
藤羅な学生じゃないなという思いを持って︑みんな帰ってきたとい

長を引き受けてくれた入です︒その人が文部大臣だったので︑獄聞
一般はまさか直ちには実力排除をしたり︑警官導入みたいなことは
考えないだろうと思っていた︒その坂露道太さんは︑東大を取り隈

よ︒構わんからやつちまえ︑なんていう暴発をする人ではない︒わ
れわれ青年部にとっても︑日本青年海外協力隊の政策の時には支持
をしてくれて︑自分も参加してくれて︑アメリカまで視察に行く団

む連申には手も足も出なかった︒

それは孚も足も出ないはずです︒東大の総長は加藤一郎さんか︑
加藤総長を連れて行って︑話し合いで暴力をやめさせなさいよ︑な
んて書つたって︑よその学校の学生だから聞くはずがない︒という
ことが︑逮捕者を調べてみてあとからわかったことです︒とにかく

伊藤 臼大とか早諸国もそうですし︑法政とか︑東京の名だたる大
学は全部占槌されるという状態になっていますが︑それに対しては
治安闘題として考えましたか︒
海部 あれは最終的には治安間題になるでしょうね︒警官が入るの
がいいとか悪いとか︑喧々器々たる非難もあったけれど︑警察とい
うのは国家社会の秩序を維持し形成するために許されたる範囲内で
取締りも行なうものだ︒ここに秩序に反するものがあると思ったら︑

るとかね︒

エキサイトしておったことも事実である︒放っておくとそういうと
ころへは右翼的な発想を待った腕に自信のある語々が押しかけてく

健入でやれといっても︑それは私闘になるわけです︒私闘になって︑
まかり間違って感情が高ぶると︑リンチが行なわれることになる︒
そのために治安を害するものは警察がやるべきだということで︑大

よう忘れんことは︑あのころ司馬遼太郎という作家が︑僕に話し

なんて・・暫時われて︑僕もいたんだ︒司馬さんはあの時︑

学 が 出 動 を 要 請した︒

そのこと自体に対しては︑嶺時われわれが所属しておった青年部
とか︑早稲聞大学でも雄弁会の特別なOB連中というのは反対では
なかった︒そこで秩序をまずつくって︑図には蟹を︑手には手をと

はまだ奨意識があった隔と言ったな︒ ﹁あんなものの美意識って何

たというよりも︑三木先生と誕をするときに︑僕が横にいるものだ
ぐわくせも
くわいふ
から僕も聞いていた︒ 門挙生運動のことは海部に聞けばわかるよ﹂

いう話があるけれど︑ ﹁口には口でやれよしと滞った︒というのは︑
﹁エイエイ︑オ⁝﹂というかけ声を出して︑梶棒を持って︑東大で

ですか﹂と聞いたら︑ ﹁正面突破しようど思っている︒そしてとつ

ところも確かにありましたね︒

がいっぱいあるのに︑正門で押したり引いたりしておったでしょ
う﹂という︒それが僕には忘れられん言葉だったんですが︑そんな

に行けばすぐに入り込める無防備なところ︑乗り越えられるところ

華々しく捕まるとか︑滅ぼされるとか︑やられる︒そういうことと
共に︑全員でまだ力があって突っ込むときは︑正門からやる︒だか
らあの時は正門をどんどこどんどこ突破しようとした︒ちょっと横

捕まる時は︑なるべくカメラのライトを受け取る︒要するに美しく

いうと︑すぐにあなた方は過大に恐怖心を持たれるけれど︑学生に

﹁革命だとか

は集闘的な棒突き講練をやっていましたからね︒あれは何だといっ
たら︑東大の学生じやないけれど︑革マルだとかいう︒あのあとを
つけていってごらん︑○○大学の△△寮に入っていくから︑なんて
いうことまで︑当時張り番をしておった実感記者の人がおれに教え
てくれた︒調べてみたら︑事実その逸りだったね︒
伊藤 その前年︑昭和四乎四年に大学立法をつくって︑それでだい
んですね︒

たい下火になっていくということで︑あとは残り熟みたいな感じな
海部 あの大学立法の時は︑ご承知と思うが︑ちょうど坂曝道太と
いう人が文部大霞だ︒この人は︑大きく分けると絶対にハト派です

プ29一

團国対副委員長・議運理事1︵国対副委員長の難事︶
伊藤 大学紛争はだいたい終結するということですが︑昭和四十五
年一月に国対翻委員長になると同時に︑議還の理事になられます︒
これまでも国対はずっと委員ですね︒困対というのはどれぐらいの
数がいるんですか︒

海部 国対の委員というのは︑結局一年生が全部そうで︑採決要員
です︒

伊藤 あっちに行け︑こっちに行け︑とやるわけですね︒
演部 ええ︒手薄な委員会は採決に行く︒雷っては悪いが︑ 門今ヨ
はあの先輩も．来ないようだ︑この人は病院のようだ︑だからおまえ
は朝からそこに行って座っておれ﹂というような︑張り付け︑割り
振りをするのが︑臨鰐副委員長のイロハのイの焦事です︒そして各
委員会の︸覧表を持ってずっと購りながら︑この委員会はよし︑こ
こは驚りない︑ここはどうだ︑と晃て間る︒足りないときは︑無人
委員の差し替えというのをやらなければならないんですか︒

足りないから︑おまえ行け︑とやる︒
此中

海部 そんなことはすぐできます︒委員室へ入っていって事務局に︑
﹁おう︑いまこれとこれが差し替えだよ﹂と言えばいい︒薩前に委
員部へ申し出ておけば差し支えないわけだ︒ ﹁衆議院公報隔という
のをごらんになったことがありますか︒差し替えをやると︑例えば
誰厚を誰々に替えたと載っている︒そして同じ門公報﹂に︑また替
えられた人が元に戻ったと出ている︒そういう記述がいっぱいある

ような方がされるんですか︒

海部 結局︑国替のほうから便宜的に出すほうが︑委員長としても
把握しやすい︒委員長は事務方に命じておく︒衆議院の委員部とい
うところに︑それ専門の事務員もいるわけだ︒そこに本当は本人が

届け出るのがいいんでしょうが︑本人が届け出なくても︑手続きは
進んでいる︒

﹁どうしたんだ隔と言ったら︑

﹁ちょっと待ってください︑先

だから笑えない話ですけれども︑僕も体験したから︑ほかの人影
はみんな体験していると思うけれど︑当然今日は出て行かなきゃな
らんと思って出て来て︑委員会に出ていったら︑僕の名札がないん
だ︒

生﹂といって︑走ってきて︑ 潤すいません隔という︒ ﹃すいません

と惹に謝られることはない︑俺は委員で︑出てくるのが轟然の責務
だから出て来たんだ縣というと︑ ﹁さつき党本部の方から︑こうい
うあれが来ましたので﹂といって︑ 〜所懸命連絡メモをくくってい
るんだ︒それは笑って済むような小さな謡ですが︑それを取り仕切
るのが︑国対の副委員長です︒

伊藤 副委員長は︸入なんですか︒
海部 忙しくなりまして︑このごろはすべての派閥から一人ずつ呼
んでありますから︑副委員長会議というのをやると︑党内全体に威
伊藤

ええ︒

この当時もそうなんですか︒

令が及ぶわけです︒
海部

伊藤 じゃあ先生は一︒
海都 三木派代褒の罵対客委員長︒例えば僕と一緒に国対をやって
おったのは︑あのころはまだ大野派といったな︑中川一郎︒それか
ら州島派の代表が浜鶏幸一︑ハマコi︒当選したばかりの一年生で

最初のところに書いてありますね︒

んです︒

楠

国対副委三曲だというんだ︒
ものだ︒

それから乱醐要員だというんだ︒いろいろと︑人は使い途がある

海部 だから形式的に麗出主義を守っているという︑国会のぎりぎ
りのおかしな権威の現われですが︑翌環見ると全部載っています︒

囲中 それは本人が申し出るんですか︑それとも国対の副委員長の
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馳㎞のころは乱闘の場面がないんじゃないですか︒まだありま

繊函対日委員長・議運理事2︵各党の国対︶
伊藤
したか︒

海部 そのころは︑蔑闘は﹁馴れ合い乱闘﹂ですから︑それまでや
ったような本当の乱闘じゃありません︒たいてい裏で話をつけちゃ
うんです︒名前を出すと困るかな︒社会党の山自鶴男とか平林剛が︑

峯時の社会党を代褒する国対副委員長の主なところでした︒僕らは
罠社は外していたんです︒こんなものは役に立たん︑社会党とだけ
話をつければやっていける︑といって︒

俘藤 じゃあ民社はずいぶん一︒
海部 奉β︻幸が前後虚右に肩を振って︑エへ⁝ンと咳払いをして

﹁先生︑僕ですよ﹂と言った︒そうしたら︑

﹁おお︑貴公か︑

入って来て︑ ﹁これこれ︑国対の連絡に先ほど諸豪に行ったのは誰
だ﹂と言うから︑ ﹁しょうがない︑春露なら俺が引き受ける﹂とい
って︑

﹁だいたい

責殿ならば怒ってもしょうがないな︒俺は奥の方に聞こえるように
言 つ ． て お る んだからな﹂と書って︑みん な に 聞 か せ る ︒

お前たちは︑社会党の如き共産党との線も何もわからないような連
申に恩を売って︑それとだけ手を組んで議会が蓮営できると思って
おったら大聞違いだ︒わが貌社党は痩せても枯れても﹂云々と言う︒
あの頃は野党第三党だったかな︒
田中 公明党の次ということですか︒
海部 当時︑公明党はあったかな︒社自社祉公共民という翻り振り
をしたんだから︑あったのか︒公明党はそんなに慣れていないから︑
肩を揺すぶって殴り込みに来たり怒鳴るような入はおらん︒

﹁こういう

ここから先を言うとよくわかってもらえるけれど︑帰り際に縦り
返る︒ 門どうじや︑今晩ひとつ︑しんみり話でもしよう︒組閣を命
ずる﹂と言うんだ︒組閣︑これまた国対用語であって︑

話をするときは︑念のため︑初めは社会党も 入は呼んでおけ︑自
晟党も各派漏れなく無わるように呼んでおけ︒そういうしんみりし
た誕をしなければ︑これからの重要法案はうまく行かんぞ︑左様に
思え﹂というのが遵い分だった︒
誰の書い分ですか︒

春ヨ一幸ですよ︒

飲ませろ︑ということですか︒

いや︑しんみりと︑ですよね︒

うん︒

しんみりと話そうというわけだ︒ それでしんみりと籍をして

海部

田申

逆馬党に國対があって︑社会党にももちろん国対があるわけ

ああ︵笑い︶︒

ただ話しただけですか︒

帰るわけです︒

俘藤

ですね︒

公明党の国対というのはありますか︒

民社にもあり︑共産党にもある︒
脹中

ありました︒後でつくったんですね︒近代敷党に脱皮しよう

海部

海部

﹂というときに︑宗教政党では駄図だといって︒公明党というのはご
承知のように初めの頃は上の入事は全然変わらなかったんです︒竹

入﹇義勝﹈さんと矢野門絢也﹈さんのコンビで︑ずっとやってきた︒

そのうち竹入が大奥とこれになって﹇対立して﹈︑竹入がパッとや
られて︑その後に矢野が昇格してきた︒そこに︑当時は三多摩出身

の大野潔とか︑音楽家の子供︑大久保直彦とか︑伏木稲雄とか︑そ
ういう連中が轡型党の国対で顔を出してきましたね︒けれども︑お
門おおやけ﹂ですか

おやけの会合にはあまり呼びませんでした︒
俘藤

門単おおやけ﹂だね︒ヒソヒソと組閣をせいと需ってくるの

﹁衆議院公報﹂などには載せられないようなことですからね︒

海部
は︑

裏の潤滑漣で︑法案の通りをよくしようということだな︒
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俘藤 そういう顔ぶれを揃えるのが組閣なんですか︒
海部 そうです︒通るようにしておけということですね︒こっちも
組閣をする︒そうすると共産党だけ呼ばれないわけだ︒彼らは彼ら
なりの諜報機関を当時から持っているから︑東中光雄なんていうの
﹁海部さん︑昨霞おやりに

門偶然あそこで出会ったからね﹂と

が共産党の係で︑僕のところに来ては︑
なったと違うか偏というから︑

いろいろなことを各党がそれぞれ書うんです︒ ﹁そんなことを言っ
たら︑蟹会はちっとも進まなくなる︒わかった︒そういうときは話
し合いを議院運営委貴会でやってから︑法案の採決の前に︑法案を

﹁採決は謡がつかんからできません﹂

どこの委員会に付託するかという議案付託の採決をやろう一という︒
そうすると共産覚は嚢時は︑

それで︑当時各党の法案係という副委員長がいるから︑それを全

という︒ 門おまえ︑話が付いてからならしょうがないじゃないか隔
﹁いや︑それはいけません﹂という︒

呼ばれないと党へ帰ってからえらい叱られるらしいんだ︒薪闘誉

部違れて鍵界旅行をやるわけですよ︒名目は﹁各国政治経済事情調
査隔というんですから︑筋が通っているわけだ︒それでアメリカの
議会に行って︑アメリカは当時二大政党だけれど︑法案の扱いはど
うなっているかを闘く︒聞いてみたわかったことは︑当時二本の國
会では主として︵オールモ⁝ストといったほうが正確かな︑全部と
いうと嘘言うなと言われるが︶︑ほとんどが政府畳案︑ごく一部が
議員立法なんですね︒政府提案のものはそれぞれ担当の各氏藤がつ
いているから︑それが㎝所懸命いわゆる失望しをする︒役所は役所
で︑各覚一緒に呼ぶわけにはいかんから︑あの頃は手間がかかった
ろうな︒賛成する人は賛成する人で議論にならんから︑ 緒に来て

門共産党も政党だから︑呼んでくださいよ﹂という︒

者で面白半分に党へ言いに行くやつもいるから︒昨ヨ与野党でみん
な集まってやっていたぞ︒社会党も畏社党も出ておった︒呼ばれて
おらんのは共産党と公明党だけじゃないか︒公明党はそのうち呼ば
れるようになった︒結局︑共産党だ甘呼ばれないわけじゃないか︒
まあ︑たまには気にいらんことも書ヶだろうけれど︑やっておいた
方がいいよ︑ということを善いに来ましたね︒共産党は当時まだお

もらいますといって︑自罠党と民社党ぐらいは一緒に呼ばれたり︑

な臨と言って終わりになったんです︒
呼ばれたこともあるんですか︒

伊藤

あの頃は担豪者会議といったね︒

懇談会じゃないんですか︒

で︑何ヨも何βも審議をやったことがありましたな︒徹夜を三日か

﹁今国会ではこれとこれは賎民．党は賛
﹁これは修薫がいる﹂とか︑
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言う︒

ありますよ︒

﹁よしょし︑そのうちに呼んでやるから

来るんですか︒

となしかったんですよ︒

来 る ようになった︒
し ん みりのほうですか︒

当時から公明党も一緒に呼ばれたこともあった︒社会党や共産党は
初めから呼ばないで︑その代わり社会党と共産党の時は︑出向いて
いって語を聞いて︑やっていたようです︒役所に後から聞くと︑そ

いや︑おおやけに呼んだらおおやけに来るけれど︑それはお

海部

会議をやったんですか︒

そういうことをしながらやっていたんだけれど︑当時ヨ本の議会

うでした︒

伊藤

ほ ん と うにやったさ︒

こんこっかい

海部

門それは購買だ縣

成する︒これはぜひ通す︒通す順番はこうだ︒文句があったら書っ
てくれ﹂というと︑

のだから︑そういったことを少し勉強して︑実物教育をしたら︑共

霞日やると︑ようやく採決ができる︒それがいかに非能率︑非合理
なことであるかということを身をもって教えようというわけだ︒そ
れは英隈の議会のやり方を見てもらえばよくわかるはずだ︒あそこ
にギロチンの制度とか︑質疑打切り翻議の成立とかいろいろあるも

いう名前だったな︒

おやけに呼んでもいいんですよ︒ 各党の国対翻委員長担嶺者会議と

海伊海伊海佐
部藤部藤部道

産党も教育できるだろうということで︑そういうことを︑もったな
い ︑ 勉 強 し に行ったんですよ︒

照申 そのあいだに︑見ながら私すわけですね︒
海部 みんなが﹇緒に飛行機に乗って︑長いこと飛んでおれば︑ど
うだこうだということにもなるし︑そのうちに腹の痛くなるやつも
おる︒ ﹁ほれみろ︑おまえは行ないが悪いから腹が痛くなる︒今度
から賛成しろよ﹂なんて冗談を言いながらね︒そうすると︑不思議

そうするとそれぞれ︑後援会あたりから頼まれてきた問題とかが
あるでしょう︒そういう連中だけで︑君は社会党に行って認をつけ

てこい︑議運は議運で引き受けるから︑という話をよくしたもので
すね︒

撰藤各派が出て来ているということは︑どの法案を優先するかと
いうのは︑派によって意見が違うということがあるということでし
ょうか︒

派によって違うんですよ︒派でリーダ⁝シップを取っている

のが誰であるかによって変わってくる︒ ⁝番利害関係の強いやつ︑

海部

楠

にだんだん仲良くなっていくものですよ︒
まずけれど︑実際そういうこともされたんですか︒
海部 やったけれど︑僕は当時はゴルフはできなかったから︑やら

この法案が通らなければ地元の有力者から総スカンを食って落とさ
れちゃうというようなときは︑それはそれは頑張ります︒
僧藤 議運だけが頑張るんじゃなくて︑役所も頑張るし︑族議員も

︼緒にゴルフをやったり麻雀をやったりという話を聞き

なかった︒またあの頃︑謙ルフをやっておったら︑落選しちゃうな︒

頑張る︒

よく︑

選挙区の人にどこで見つかるかわからんし︒それから麻雀は︑しん
みり会議が終わった後で︑ちょっと時聞が早いから︸局やろうなん

案の扱いはこういうふうにする︒野党は何を枕法案にしょうとして

す﹂というので︑議運が﹁今度の本会議予定はいつである︑この法

ると︑これは国対マターであるという︒國対マターというのは︑圏

いのパイプである︒そういうふうにパイプが詰まって壊れそうにな

と書われるから︑代議士会とか︑各派閥の例会なんかで︑この闇題
はこうだ︑ああだと言ってぶちまくるわけですね︒
俘藤 最終的にこの法案を犠牲にして︑この法案を通そうとか︑そ
ういう戦略は︑一体どこで決めるんですか︒
海部 そこがまたややこしいところで︑管掌がぼやかしてあるもの
ですからね︒議院運営委員会では︑どうやっても行き詰まる︒それ
は議運では況々謝々︑本当の喧嘩をしますよ︒でも本当に喧嘩して︑
喧嘩棒ちぎれになってはいけません︒共通の了解事項は︑ここはど
んな事態が趨ころうとも喧嘩別れをしてはいかん︒政党聞の話し合

海部 後援者は︑利害関係のあるものがしょっちゅう族議員のとこ
ろに行く︒族議員は︑それで頑張らなければ族議員としてカがない

門枕法案漏というのは︑審議を推賦して寝るという

て書い出すやつがおるから︑そこでやる︒

いる輪と欝う︒

会対策委員長マターであるということで︑各党国対に園す︒国対は
国対委員長が各党から出て集まって︑それぞれ複雑なヨごろの組閣

●籔対副委員長・議運理事3︵議運と国々の関係︶

話です︒ ﹁この法案を枕にして寝るつもりだから︑利害が優先する
法案は︑その枕法案の前に衆議院を通しておかなければならん︒そ

もあれば︑学園しもある︒

出て来て︑党の基本方針を言う︒それから︑

門議運の報告を願いま

海部 罪常に高い次元の真面霞な話をするわけです︒毎週一圃︑派
閥は定例会議を持ちます︒囎会の辞が終わって︑翻幹事長クラスが

で 必 ず 何 か を 言うわけですか︒

田中 派騰の会議を毎週やりますね︒国対の翻委員長として︑そこ

の順番を間違えるな隔とか︑いろいろな語をするわけです︒

国対委員長は︑ ﹇いまから﹈数年莇も︑一緒になって旅行をした
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けれども相変わらず︑酢だの鋳蕩だのと言って︑まだなんともされ

りしている︒何を晃に行くのかと思うようなことを揃って見に行っ
たりしている︒今でもそれはあります︒しかしそういうのは︑ちゃ
んと大義名分もつくようになっているんだね︒各國の議会を見て︑
このテーマについて勉強してくるとか︑このテ⁝マについて調べて
くるとか︒その間に︑ ﹁今度の国会はこういう法案を重要法案で扱
うから︑これとこれはケリをつけよう﹂とか︑ ﹁これとこれは強行
採決をやられると︑うちの支持霞体がもたないから︑それはわかっ
てくれよな隔という裏の話をまずしちゃうわけだ︒
だいたいそれができあがると︑そういうふうに持っていかなくて

んから︑︸番深く介入しているのはi︒これはまだ杓うのが早い

海部 ちょうどいまの例で行くと︑地方参政権を永住外国人に与え
ろという問題で︑あれは三党合意の時に︑三党の幹事長会談で約束
しておるんです︒幹事長会談には︑国対委員長も全部ついて行って

はならない︒そういう作業をしているのは議院運営委員会だから︑

伊藤

な︒

方議会でいいものが︑どうして圏となるといけないんだ︑という議
論に必ず持って行かれる︒私もそう思う 人です︑
そして︑みんなが解決を考えるなら︑そのためには妥協案を出す︒
私も郷里には︑はっきり言って昔からの朝鮮の人は喜んでおる︒盧

海部 本当に血道を上げて応援するから︑情にほだされて︑あれが
一番で︑ ﹁二十鶏までに採決してくれなければもたん﹂とか︑いろ
いろなことを言い出した︒けれども︑なんというか受験生と岡じで︑
いよいよ試験の前日にならんとみんな真剣に勉強をしない︒やらな
きやならんとなると︑各党とも真剣に考える︒
そうすると︑いったい日本の国籍も取らないような人に︑たとえ
地方議会といえども参政権を与えていいものだろうか︒特に地方自
治の時代だから︑地方自治には非常に国の利益に直接関わってくる
問題がいろいろあるはずだ︒それから地方議会という蓮根を突破さ
れると︑次はいよいよ国政だ︒あの時はいいと早いながら偲だ︑地

いや︑公明党でしょう︒

いますから︑連立三党の幹事長︑騒対委員長を含めて三党合意をや
っているんですね︒遮立のできる条件の一項目になっているんです︒

各党ごとに︑議運・函対の共通の会議をやるんです︒そこで︑ ︑
二の三で手持ちを繊し合って︑それがいかんときは︑ ﹁こういうこ
とだから︑こちらのほうがいい﹂とか︑ ﹁わが覚のためにはこのほ
うがいい﹂とか︑ ﹁修正して通すなら︑これは修正しなければ駄目
だ﹂とか︑そういう思い切った︑いっぱいの話をするわけです︒

その手続きが終わると︑初めて議院運営委員会で︑委員会の審議
に入ってもよろしいということになる︒いけない法案は﹁つるし輪
といって︑まだ委員会に渡さないで︑本会議で趣旨説明をさせたり
するんですね︒いろいろ戦略︑戦術があるわけです︒あまり感心し
ないけれど︑議事運営細則がある︒
横藤 国対委員長だけで物事を決めることはできないでしょう︒や
はり幹事長︑総裁というところと相談しますね︒総務会も噛んでき
ますね︒

海部 もちろんそうですよ︒全部それがやるわけにはいきませんげ
れど︑圏報謝委員長とか議運の理事クラスが︑イロハのイの第〜読
会をやって︑そこの小競り合いでだいたい仕分けをつけて︑これは
いいと思ったものは委員会に落とせばいい︒どうしてもいかん︑と
い う も の は 待たせておく︒

泰愚さんと首脳会談をやったときに︑私は日本におる韓國人に︑裁
き日本の濁晟になれと指示しますといった︒指紋押捺の舗度を私の
時にやめにしたものだから︑そのことを盧泰愚さんは非常に感謝し

一
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海部

併藤

そう思ってもらえますか︒

本 当 に 軽率ですね︒

そういう意味ではフォーマルですが︑議会に所属するわけでは
議会のレベルは議運ですね︒

議運は衆議院︑参議院で別立てになっていますね︒その上を

参議院の麗対とか衆議院の国対があるわけではなくて︑瀬瀬

だから国対委員長はたいてい衆議院でやります︒祉会党を除

くとね︒しかし筆頭副委員長は参議院におるとか︑副委員長のうち
の三分の﹂は参議院から出てもらうとか︒
楠 戦前からあったものではないですね︒戦後ある時期から嵐て来

海部

党の国最があって︑参議院と衆議院を通じて︑この法案をどうする
かということを考えるわけですね︒

伊藤

いたんですが︒

超︑悟る国国をつくらないとうまく行かないんじゃないか︑と思って

醗中

復の余地がない︒

楠 そうですね︒なんで議運だけでは足りないんですか︒
海部 潤滑抽がないから︑摩擦を趨こす︒喧嘩を始めたときに︑修

伊藤

ないですね︒

楴

ょ．つ︒

楠 そもそも翻対というのはインフォ；マルな組織ですね︒
伊藤 離隔はインフォーマルじゃないでしょう︒各政党の組織でし

醸圏対副委員畏・議運理事4︵團対副委員畏の仕事︶

は全力を挙げてみんなで応援しようということになるわけだ︒

できていない︒

ているんです︒

﹁けれども盧泰愚さん︑参政権まではいけませんよ︒

あれは国の問題に関することだから︑日本の参政権をもらえなかっ

と言qた︒主として貝本人と家庭を持った入ですけれども︑犯罪歴

たら死んじゃうという入がいるなら︑まず濁籍を取ってください﹂

幌藤 そうするとこれは﹁つるす﹂以前の問題ですね︒
海部 法案をつくるためには︑各党それぞれ党内孚続きを取らなけ
ればならない︒党内手続きを始めると︑それぞれ不満が出てくる︒
これは族議員ではないと思うけれど︑強いて言えば︑それに努力し
たりーダ⁝シップの筆頭提案者の公明党の某君は︑この次の選挙で

がなくて︑生漫に困らない人はみんな帰化しているんです︒そうい
う方法もあるわけだから︑ここで参政権を与えるのは私はちょっと
反対だ︒そういう基本的な態度を待っている︒そして︑三党が軽率

海部
ええ︒

に 約 束 し ち ゃ ったね︒

伊藤

﹁僕は盧泰愚さんと二度やって︑

海部 僕もそう思うな︒向こうは︑ ﹁先生の理解がないと一歩も前
に出ませんが︑もう⁝歩前に出すようなご理解を漏というから︑僕
は い ま 言 っ た 残分の持論を述べて︑

過虫の歴史に起因する問題は︑もう両醗で使わない︒これから未来
志向で︑両国の安定と平和のためにこそやっていこうという約束も
してあるんだから隔と言うんだけれど︑平行線のまま帰ってきまず
けれどね︒

楠 ちょっと調べて気がついたことなんですけれど︑公明覚という
のは変な政党で︑あそこだけが党員の入党資格に﹁国籍を闇わず﹂
と党規約に書いてあるんです︒麹会党と共産党は︑ ﹁艮本国籍﹂と
いうのが党員になる条件になっていて︑他の政覚はそれについて締
も触れていないんですが︑公明党のみは﹁国籍を問わず﹂とはっき
門 困 籍を問わず﹂とあるんですか︒

り 書 い て あ る んです︒
海部

楠 ええ︒だから外国人がなれるということがはっきり書いてある
わけですね︒だから︑あの政党は一︒
海部 参政権が当然なんだ︒どうしてかな︒
拶藤 そういうのは三覚合意があるだけで︑法案はまだできていな
いわけでしょう︒
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たものだと思うんですが︑先生のご記憶ではいつ頃からですか︒

海部 それはやりにくかったですよ︑大先輩ですから︒だから鴬に
敬意を表して︑最敬筏をして︑この先輩方が喜んでくれることは侮
だろうかと考える︒おれだけ多くを添うのに︑あれをするのか︒人
間だから最後はそこに行きますな︒
伊藤最後は︑この前のお話の門門﹂のところに行くわけですか︒

園申

国殻じゃないけれど︑霞本社会党の申では国対委員長のもっ

あの人は国対ですか︒

戦後できたものだと思うんですけれど︒

楠 先生が秘書をなさっていたときには︑もうありましたか︒
海部 あったな︑そういえば︒国会対策委員長という塵事があった
ような気がしますね︒昭和二十三︑照年頃には︒
横藤 各派から副委員長が出るとすると︑筆頭の副委員長がいるわ

海部

楠

いや︑戦前も似たようなものがあったんじゃないですか︒

党の中におおやけの組織としてはなかったかもしれませんね︒

やっぱり各党の国対の委員長ないし副委員長クラスで︑ベテランと

田中

伊藤
﹇戦前には﹈会派協議会というのがありましたでしょう︒

いうと︑例えば社会党でいえばどういう方になるわけですか︒当時

戦前に国会対策委員会なんてあったかしら︒

醗中
各 派 協 議会ですね︒

海部

摂藤

けですか︒

当時は成心知巳というおじさんがおって︑最後はこれが何で

自民党の幹事長みたいなものでしょう︒

のがあの頃の社会党では実権を持っていましたな︒

も首を縦に振らないと駄欝だった︒

海部

先生がご覧になっていて︒

海部 います︒副委員長が複数いますから︑筆頭副委員長を決めて

嚢選回数は門罵章の﹈星みたいなものですね︒

そうです︒

﹁鼻翼族﹂というような書い方もあるじゃないですか︒

る︒

あの時のあの詣を知っているか︒ああそうか︑失礼︑失礼︑君はそ
の時まだいなかったんだな一と言って︑みんなの前で恥をかかされ

あ並びのいいぐらいの扱いだったね︒

楠 国対はヤマコウさん︑山本幸〜︒
海部 彼は由口鶴男よりもう一盤尊前ですね︒由本幸一が議運や麺
対を仕切っておった頃は︑まだ山口鶴男や中村重光というのは︑ま

すね︒

ですね︒
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おく︒

と上のランクだもの︒年齢からいっても何からいってもり
＄中 まだ委員長になっていませんでしたか︑もっと前ですか︒
海部 あれは委員長になる前は書記長といいまして︑書記長という

俘藤 それは自罠党で言えば︸番大きな派閥の人がなるんですか︒
海部 だいたい蜀選回数が多い者︒霞会ほど当選回数がものを欝う
伊藤

はい︒ですから変な謡ですが︑各党朋でこういう語をしても︑

と こ ろ は あ り ませんね︒

海部

■国対副委員長・議運理事5︵社会党の国舛︶

斜辺﹇誠﹈なんていうのは違いますか︒

﹁議運勢稀とか門国対族隔とかよく奪われたな︒

幌藤 海部先生はまだ比較的お若いでしょう︒社会党の国対の委員

国申

田辺もそうだろう︒田辺はちょっと遅れた委員長だったから︑

門君︑

長︑副委員長なんていうのはベテラン．になりますよね︒やりにくい

海部

山隠鶴男のちょっと至ですね︒

それは社会党で言うと︑さっきお話が出たのは脚溝鶴男さん
由溝鶴男さんというのはしょっちゅう名前が出てくる人で

と思うんですか︒

あまり位が違うと︑位が違うから黙れ︑とは言いませんが︑

撰海伊海俘
藤部藤部藤

畠中
時から︑社会党では隆対がけっこう平穏があるような傾向
が出て来ましたね︒国穀の委員長を経験して︑中央執行委員長をや

もらうつもりか鳳といったら︑ 門もう辞めると決まったら俺はもら

っておく︒一家〜門の誉れや﹂ ﹁そう思うのか﹂といったら︑ ﹁そ

れはそうだ﹂と雷っていたな︒あれも勲︻等だよ︒物差しを当てた
ら少し足りなかったけれど︑何かはかにないかといったら︑委員長

るというパターンが見えてきたようなときがありましたね︒

当てつけ職だから︑祉会党の国認委員長が長かったんだ︒国会の臼
滑な運営に終始協力をされたというような理由をつけて︑全部合わ

をちょっとやっておった︒それから︑これは理由にならなかったな︑

海部 そして双六でいえば最後の﹁あがり﹂が衆議院の副議長とい

せ技で︑勲一等瑞宝章というのが決まった︒それも国会対策の大き

海部 というのは︑中央執行委員長になる前に︑社会党にはやるべ

一時例外はありましたけれ ど ね ︒

ああ︑武器ですね︒

きポストがあまりないもの︒そうでしょう︒

うことになる︒

伊藤

武器ですよ︒そうするとほかの連中が︑自分もそれぐらいま

そ う で すね︒

俣藤 勝間田﹇清一﹈さんなんていうのは︑委員長になってから副
議長になったでしょう︒器々と非難がありましたね︑欲張っている

海部

儲藤

と︒

でやらないと︑と思うでしょう︒

か︒

そういう先生方の叙勲は︑どこが推薦する母体になるんです

な︸つですから︒

海部 あったけれど︑あれは社会党の人にとっては︑濁時は灘の出

困中

な ん で ですか︒

それは事務局に履歴があるでしょう︒

機械的にやっているんでしょう︒
ル⁝テイン・ワ⁝クだもの︒

それにプラス・アルファをつける︒

梛閏さんの話は︑プラス・アルファの話ですか︒

そうです︒プラス・アルファで︑ここにつくか︑つかないか
という語になるわけです︒

田中 そういうときに︑秘かにお話が莱るわけですか︒
海部秘かにやつちやうんだ︒表向きやってはいかんから︒ただ︑
いまは秘かにといっても︑ル⁝ル・基準をだいたいみなさんご存じ
ですからね︒ああこれはおかしいとか︑これはあれだ︑となるわけ
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る よ う な ポ ス トでしたからね︒
田中

衆議院です︒

議運じゃない︒衆議院の事務総長が鑑則する︒本院議員の誰

事務総長は実質的にはどこでやっているんですか︒

々は何々だといって︒

海部

議運がやるんですか︒

海部

ああいう方々も︑勲章とか宮中にはお弱いわけですか︒
社会党は初めは︑勲章はもらわない︑と書っていた︒

﹁おまえ

囲中

なんでといって︑宮申でご著労様と言われる︒

副 議 長 だ から︒

海部
楠

佐道
俸藤

位階︑勲等も反認していましたね︒

門勲章﹂というから︑

部中藤部藤部中

海部 衆議院の議長︑副議長というのは︑院を代表していろいろ晴
れの舞台もあるし︑勲章のランクもちょっと上がる︒歓会党にとっ

田中

みんなで決めるから︑しょうがないんです︒

ては垂挺の的だな︒

海部

伊藤 そのうち︑なし崩しにみんなもらうようになりましたね︒誰
が風穴を開けたかわからないけれどハ笑い∀︒
海部 僕の記憶に間違いなければ︑労働組合の大物で勲一等をもら
った入がおったな︒社会党の︑聖霊秀一という名前だけ覚えていま

せんか︒京都出身の︒これは社会党の議運︑圏対の常連だったんで
門釘を﹂といったら︑

す︒その入が﹁俺がもらうのは︑海部さん︑どれくらいだろうか﹂
というから︑

海田｛P海伊海田

議員の場合は︑何年勤務すると勲三等︑侮年勤務すると勲二等︑二

です︒だからあまり無茶はできません︒特に衆議院︑参議院の蟹会
いうことですか︒

俘藤

議運で﹁つるす﹂というのは︑付託する委員会を決めないと

十玉年勤務以上が勲一等のすれすれのラインという決まりがある︒

伊藤

ならないわけです︒．だから委員会付託のための議院運営委員

そうすると委員会付託にならないわけですね︒

﹁そんなものは駄霞だ︑審議には応じない﹂

議院運営委員会ではなくて︑理事懇談会が一番重要なんだ︑

ということを聞いたことがあるんですが︒
海部 理事懇まで上がってきて︑理事懇で話をしておれば︑これは

田中

となって︑だんだん正常が失われてくるので︑なるべくそれにはし
ないようにしよう︑ということになっている︒

と︑国対が出て来て︑

会の採決というのも︑最後になればやるわけです︒それをやつちゃ
うと︑国会がストップする︒議院運営委員会がそういうことをやる

海部

す︒

く困るか︑どちらかの例を誰かが議院運営委員会に来て言うわけで

田中 預かりっ放しということですか︒
海部 それはその法律が通過すると︑著しく正義に反するか︑著し

田中 二十五年だと︑必ず勲一等をもらえるんですか︒
海部 二十五年やると︑勲一等瑞宝章の候補者になれる︒ただ︑瓢
十五年も衆議院議員をやっていれば︑よほどのちょんか変わり者じ
ゃない鰻り︑その間に衆議院の委員長というのも一國か三園はやる

ね︒与党におれば︑政務次官︑国務大臣も一園か二番はやる︒そう
すると︑勲︸等瑞宝章にそれを上積みして︑その〜段上の旭日章に
します︑ということです︒だからあまりいい加減の人を連れてきて
やつちゃうと︑これは足りないじゃないか︑ということになる︒二
十四年というのをごまかして︑ 門なんとかならんか﹂と言ってきた
こともあったけれど︑ ﹁申し訳ありません︑落選する入でない限り
は︑もう︻年待って二十五年になるようにしてください﹂というよ
う な 説 得 に 行 ったりしたな︒

楠 衆議院の二十五年と異なって︑参議院の揚合は四回やって︑か
ける六で二十四年だから︑五園当選しなければならないんですね︒

自動的に上がっていく案件になるわけです︒
田中 理事懇というのは共販党の理事も入っているんですか︒
海部 入ります︒だからあそこまで上がってくれば︑まあだいたい
行くでしょう︒理事懇談会まで上がらないものが非常に厄介だとい

海部 今度の︑さっき例に触れた外函人永住者に対する地方参政権︒
地方に限ると言い出したけれど︑地方参政権付鼻法案が出ても︑つ

うことですね︒

伊藤防衛なんていう名前がつくと︑だいたいつるされちゃうんで

瑞 宝 章 ではなくて︒

しょう︒

伊藤

ええ︑瑞宝章はちょっとランクが下だと思われるからね︒

海部 だからそれを救うために︑参議院があって二十四年間の議員
生法をおやりになれば︑参議院の委員長を二回か三墜はおやりにな
るでしょう︒当選難境まで行けば︑国務大臣もおやりになるでしょ
う︒だから参議院議員にして労働大臣をやったとか︑科学技術序長
宮をやったとか︑環境庁長官をやったということになれば︑勲︸等

海部

やはりだんだんインフレになりますね︒

旭 緋 大 受 章 に なる︒

僧藤

厳圏対副委員畏・議運理事6︵法案を﹁つるす﹄︶

るされて︑なかなか委員会付託にはならない︒審議来了︑廃案に持
ち込まれると思いますよ︑今の状況では︒
俘藤 それは自申立あるいは保守党の中で異論が多いからですか︒
海部 著しく反対だというのもおるし︑なによりもかによりも︑公
明覚が一番熱心ですから︑そこから先は書いませんが︑みんな自艮
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党の連中は蓉麻疹を出しているんですね︒ ﹁そんなにいやなら別れ
たらどうだ隔と冗談に欝う人がおるけれど︑別れたら今度は食うに

海部

俘藤
これはなかなか解くのが難しい﹁連立漏方程式ですね︒

三党合意をやつちゃつたんだから︒

三覚合意の証文もあります︑ということでしょう︒

菌 る と い う わ けですね︒

伊藤

海部 だから選挙にでもぶち込んで︑ご破算にするまで待つよりし
ようがないんじゃないかと思いますね︒

﹁俺は俺で︸所懸命やっているぞ﹂という男でしたね︒

の時は︑あまり負けて払わずに来るわけにもいかんし︑あまり勝っ
て取ってくるのも趣旨に反する︒あの頃︑負けたら耳門返済弁償と
いう剃度が党にあったけれど︑ 門そう麻雀をやるたびに︑これだけ
負けたからこれだけくださいなんて︑俊ちゃん︑言ってけんよ﹂と
言うんだ︒

それがよど号の時に︑九段の議員宿舎におりまして︑ 懲俊ちゃん︑
おれよ︑行ってくるからよ漏という︒ ﹁ああそうか︑おまえ行くの
か︒どこ行くんだ﹂と言ったら︑ 門それは飛行機に決まっているじ
ゃないか隔といって︑本当に乗り込んでいった顛末はみなさんご承

と思うけれど︑僕がある程度本気だなと思ったのは︑ 門俊ちゃんよ︑

影藤 先生が圃対の翻委貴長になられたときが︑第三次依藤内閣が
発足した時期でございますね︒その第三次佐藤内閣の時に︑公明党
が例の書論．出版妨害闘題を起こして︑大闘題になりました︒先生

悪いけれど︑俺なあ︑これ﹇小指を出す﹈に内緒で︑これ﹇重扇と

俘藤
あ り ま したね︒

その頃︑霞航機のよど号事件がございました︒

伊藤

しかもその先は︑人生の最大の悲劇を彼は瞭わったんだ︒も

あまり嬉しくない握孚だな︒

・マシンと握手したんだな︒

の中の一人かな︑と思ったけれど︑どうもそうじやない︒そして結
局︑ああいう形になって解放されて帰ってきた︒帰ってきたときに︑
テレビにも出たからご承知と思うけれど︑赤軍派の連中がみんなヤ

いよいよやられるわと思った︒そうしたら乗客には︑全然何もしな
いから安心しろ︑なんていう放送をしている︒おかしいな︑俺もそ

あの時の後ヨ談をいろいろ闘いたけれど︑初めは︑乗るや否やギ
ューッと縛り上げられたんだってね︒もうそこで観念した︒これは

あとなったら︑あれだといってね︒

れ﹂というんだ︒ ﹁俺もそんな他人の金をたくさん預かるわけにい
かんそよ﹂と書ったら︑ ﹁そうか︑そうかな︒やっぱりな︒こんな
ことはかかあにも言えね︑兄から︑しょうがないからもう白状しちや
うわ︒いまならどんなことを欝つたって勘弁するから﹂︒それで彼
がどこへ隠していったかということまで僕は知っているわけだ︒さ

人差し指でマルをつくる﹈を持っているんだ︒本のところに挾んで
あるから︑俊ちゃん︑すまんが︑俺が帰ってくるまで預かってく

知の通りですね︒面白い男だから︑死ぬと思って行ったのではない

は 伺 か ご 関 係 がありますか︒

海部 いや︑妨害工作そのものには私は毛頭蘭係ありません︵笑
い︶︒ただ︑国会対策にとって見ると︑あの問題を上手に片づけて
落としどころをつくりませんと︑公明党︑翻価学会が起きてきませ
んよ︒

海部

大学紛争は終わったけれど︑薪左翼運動はまだこういう形で︑

鵬よど号事纏と出樗新治郎︵一九七〇年三月︶

俘藤

それからもいよいよ激しいことをたくさんやりますね︒よど号事件
なんていうのは直接ご関係はないだろうと思いますが︒
海部 もちろん直接私が仕組んだり協力したりしたことはありませ
ん︒間接的に大きな関係を持たされたのは︑あのとき乗って行った
由村天治郎君というのが︑国対で私の下の来席副委員長をやってい
たんです︒九段の議員宿舎に一緒に住んでおったんです︒彼は無類
に麻雀が強かった︒よその党の人に誘われてやらなきやならん麻雀

海部
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うあの話は思い出したくないんだけれど︑あの門よど号事件の︺時
は本当に死んでも仕方ないという気持ちを半分持って行ったと思い

し て 行 っ た と 思うね︒

ますね︒なんとかなるだろうと︑あいつは楽天家だから︒葬常に楽
天的な男だから︑それで行ったろうと思うけれど︑しかしよく決心

競題調査会で年中行事のように当時行なわれたことは︑入事院勧告

﹁出すものだけ鐵して︑

を完全に実施するかどうかという問題ですね︒ ﹁そんなこと︑金も

ないのにで巷るはずねえ漏という意見から︑

その代わり︑良くないことをやったらひつぱたいちまえばいいん
だ﹂という意見から︑いろいろ硬軟澗論がいっぱいありました︒そ

ういうこととか︑国鉄がストライキをやったときは︑それはげしか

らんことだ︑というようなこととか︑いろいろなことを取り上げ︑

伊藤

基礎的な勉強をしたところですね︒

でもあれで名をずいぶん上げたわけですね︒

海部 男・出村新治郎といって︑おかげでもてるようになった︒
﹁俺はな︑俊ちゃん︑どこのバーに行っても一番もてるんだよ﹂と

照中

この翻会長はお一人ですか︒

いうから︑

門おまえ︑気をつけろよ隔なんてみんなで冷やかしたん

だけれど︑それは一時︑大変なもて方だった︵笑い︶︒

海部 三人ぐらいいたんじゃないですか︒
伊藤 やはりずいぶんいろいろな役職のインフレですね︒調査会の

会長というのがいるわけでしょう︒
海部 政務調査会の会長がいます︒政調会長︒それから調査会の会

穣中 あれで政務次官なんて盲腸みたいなものだということが有名
になりましたね︒

長もいます︒

それ以外はない︒

労働省関係の調査会は︑この労働問題調査会しかないんです

■労働問題調資会副会長︵一九七〇〜七四年︶

田中
か︒

この年に︑先生は圏対の副委員長︑議運の理事をやりながら︑

極藤

海部

︒

鴎中 ほかの省は︑けっこういっぱいあるものもありますね︒厚生
閣孫だと︑いくつか調査会がありませんか︒
海部 導生省関係は︑そこ﹇職海部俊樹全人像﹄の年貢﹈には多す
ぎて書いてないけれど︑医師養成に闘する特別調査会があった︒私

自民党の労働問題調査会翻会長におなりですね︒労働問題調査会と
いうのは

海部 政務調盗会の中にあるんです︒
伊藤 労働部会というのと違うんですか︒
海部 違うんです︒労働部会というのは︑当時はたしかまだ社会労

は文部省と両方に顔が利くから︑頼む︑やってくれと言われた︒入

学定員をそこで工作することによって︑人口十万人当たり一五〇入
で医師を抑えるとき︑五〇人で舞えるとき︑それぞれ何人ずつ学校
へとったらいいか︒学校がそれだけの人数を養成するためには費用
もかかる︒それじゃあ補助金で差し上げましょう︒けれどもそうす
ると︑すでに歯医者なり内科の医者になっている人たちが︑もうこ
れ以上増えたら困るという︒当時たしか人口十万人当たり︑医者の

働委員会︑あれは厚生省と労働省が両方持っている︒労働省に関係
する法案を審議かつ応援するところ︑それから難生省関係のほうと

海部 別です︒部会というのは︑法案をつくったり︑予算の時に労

数が五〇人︑歯医者の数が一五〇入︑それ以上になってはいかんぞ

便藤

海部

伊藤

一婦︑部会とは別にあるんですか︒

組 合 繋 策です︒

この労働問題調査会というのはなんですか︒

分 か れ て お り ました︒

働省関係の予算の審議に壕を容れる︒そういうことと離れて︑労働

という適正規模が決められておったけれども︑だんだん新規が出て
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くると︑儲からないようになる︒それは当たり前の話ですな︒そう
すると社会構造が変化して︑生まれる赤ちゃんの数が少なくなる︒
ここをなんとかせい︑という声になってきた︒そうすると︑設備を
増やして教室をつくって︑学生を集めておる医学校︑歯学校はやっ
ていけなくなる︒さあどうしてくれる︒そういうときの調整をやっ

田中 だいたい会長さんというと︑何年生ぐらいの議員の先生です
か︒大臣が終わっているぐらいですか︒

海部 閣僚経験者ですね︒それでなければ︑委員会を統率するとき
に︑さっきの話じゃないけれど︑ 門おい君︑その時侮やっていたん
だ﹂とか︑ ﹁あの法律の時はどうだった﹂ということで揮さえて引

っ張って行くわけにはいかんでしょう︒

田中

たのが︑医師︑歯科医師養成の各省の調整だね︒
伊藤

をずっと務められる方がいますね︒
務める人は務めるんだ︒︐

もいろいろやったね︒

﹇海部﹈先生だとか︒

回あるいは二回ぐらいやられて︑この調査会の会長

海部 特別調査会です︑特別調査会だから︑集めて︑それぞれの利

海部

大臣を

害関係者の意見を聴きながら︑答案を出さなければならんでしょう︒

そういうのは特別調査会ですか︒

まことに︑エブリバデイ・ハッピーということは難しい問題です︒
みんなの意見を聴いて︑その時出した僕の結論は︑正確な数字はち
ょっとうろ覚えですが︑その時の留学生のうち︑どれぐらいが医舗

霞申 そうなるともう︑ドンみたいな形で偉くなるんですか︒
海部 それはドンです︒例えば掌中貞則みたいなものですね︒税調
にずっとおる︒覚えているわけだから︑ドンになるわけだな︒いま
は姿を消したが︑その跡継ぎが加藤六月という男だ︒あのおじさん

の圏家試験を遇って︑あるいは歯医者の国家試験を通って母國へ帰
っていくか︒ヨ本に留まっておって︑助手になったり勤務医になっ

労働関係にはそういうドンはいますか︒
いや︑ドンは森山欽司︒

﹇海部﹈先生は副なんだ︵笑い︶︒
ドンとは言わんのだ︵笑い︶︒
ドン見習いですねハ笑い︶︒

難 し か っ た で すな︒

ぶんいろいろなところに行っておられますね︒

伊藤

これは国対だからですか︒

圏種々の委員会︑議連での港湾︵一九七〇〜七二年V

撰藤 そういう臨時のものは特別調査会ですが︑いまの労働闇題調

臓中

この年嵩圃︑翌年︸圃︒それから憲政詑念館の運営委員会︑
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たりする人に強制退虫命令は出せないわけですね︒職業選択の自由

﹁先生︑文教族だったら学校補助を増やしてください

というものが憲法にある以上︒だからそれはいろいろ理繭があるか
らといって︑大学に入る前に︑三郎の国家試験に通ったら帰ります
という一筆をとったわけです︒どうせ彼らが来る国はまだ医師の数
は足りないわけですから︒そういう結論を出すための調査会でした
から︑歯医者や医者にはきついこと︑厳しいことを言われるし︑私
学からは︑

査会というのは常設の調査会ですか︒

耳語

この年もずいぶん︑海外政治経済事情視察というので︑ずい

海部 そうです︒労働問題調査会に似たようなものは外交問題調査

これは議運についているんです︒憲政詑念館は院の付属の機
関ですから︒

海部

これは議運にくっついているわけですか︒

こ れ も 常設ですね︒

すから︒

海部 はい︒それから教育問題調査会も常設ですね︒ずっとありま

伊藤

会とかですね︒

よ﹂と言われたり︑そういう利害がもろにぶつかるところの調整は

俘海摂海田
藤部藤部中

俘藤 議運の理事だと︑瞬時にそこの委員も兼ねる︒國会乱書館も
そうなんですね︒

から︑

海部 なんで︑といわれると当るな︒なぜだろう︒
撰藤 これは希薙してなさったわけではないんですか︒
海部 いや︑スポーツ議員連盟なんていうのができると︑会長の方

海 部 図 書 館 運営委員会︒
併藤 図書館は運営委員長ですね︒

が来るわけです︒よほど迷惑なものや︑よほど闘るものは別ですが︑
そういうのを断わると角が立つから︑まあいいや︑受けとけ︑とい

うことです︒私もまったく無縁だったわけではないわけで︑いまで
も雲霞本合気道連盟の役員代表ですから︑毎年一貫武道館でやる全
圏大会では式辞を述べに行ったり︑いろいろしています︒それから

門おまえも世話入になってくれ﹂とかなんとかかんとか指名

海部 小委員長だ︒ ﹁小一はついていないか︒壁書館運営委員会と
いうのがあって︑小委員長というのは︑議運の中の内部的な仕分け

すか︒

少年が贋を壊すとい．けないというので︑野球は中学生までは球を投
げたりはしない︒それならばティーボールというのをつくりなさい

だな︒

海部 それは税の問題について︑いろいろ号齋わなければならんこと
も多い︑ここに著しく正義に反するものがあったら︒税制を調べて

と︒ゴルフの親分みたいなものですね︒それは早稲田がやり出した

こういうものは希望してなられるんですか︒

だけれど︑みんなが海部さんに言えばいいというから﹂といって︑

んだ︒そうしたら総長が︑ 州どこかに頼みに行かなければいかんの

理中 先生はここで突然︑税麟調査会委員になってらっしゃるんで

みるとあるんです︒

俘藤
希 望 し てなるんです︒

それの会長にさせられたりした︒そういうことで︑僕が強いとかう
まいということではありませんけれど︑行きがかり上そうなったり︑
人脈上引っ張り込まれたりするんですね︒
伊藤 このスポ⁝ツ議連なんていうのはどういう人が熱心にやって

スポーツ議連で熱心なのは︑例えば青森の曝名部﹇匡省﹈な

いたわけですか︒

海部

んていうのは︑アイスホッケーだ︒

楠それはまだこの時点では議員じゃないはずですけれど︒
海部 いや︑いまの時点でお答えしたんです︒当時熱心だったのは

毛利松平︑あれは柔道の開係だった︒それから社会党にいた坂上

門富男﹈︑彼はオリンピックに一応ノミネートされた陵上の名選手
であったわけだし︒過去に畠分で体験したとか︑自分で好きでやっ

珍しいことをおやりだなと思ったんです︒それからこの年に︑

ておったという人が出て来ましたね︒
伊藤

自民党の繊維対策特別委員会の副委員長というものをおやりになっ
ていますが︑これはさっきのようなお話で︑要するに機業の整理で
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海部

? 先生は特にどういう問題で︑ここに入られたんですか︒不公

患うんですが︑なんでここで急にスポーツが出て来たんでしょう︒

伊藤 繊維が出て来たんですね︒
海部 繊維とは終生︑縁は切れないです︒
餌藤 同時に自社党のスポーツ議員連盟の常任世話人というのが入
って来ますが︑いままでのお話であまりスポーツはなかったように

気がしますね︒

る入たちだから︑さらにそこから税を取らなくてもいいではないか
というので︑免税措置を考えるというのが大きな目玉だったような

海部 その時は何だったろう︒繊維の機械が多過ぎるのを処分する
ときに︑麗が補助金を出す︒それを単純所得に計算しないように︑
ということだ︒それは体質改善をして︑圏の方針に従って犠牲にな

す︒

海部 それは昭祁侮年になっていますか︒
伊藤 昭私四十五年︑先ほどの﹇国対﹈副委員長になられたときで

正 な 税 剃 が あったんですか︒

日日

すね︒

海部 機業をつぶさなければならなかったんです︒過剰生産をつぶ
す以外には︑機業が生き残る方法はないということでした︒それじ
ゃあ機業を生き残らせるにはどうするか︒織機は︑みんなが大変な

当時︑そういう人たちとアメリカに行って︑正面から実情を話し
て︑アメリカはアメリカで反論しましたね︒躍本からいま売ってき
ておるワンダラー・ブラウス︒一ドルでブラウスを売ったんだから︑
アメリカはこれに雰常に侵害されているといわれた︒ちょうどいま
日本でユニクロ騒動をやっているのとまったく逆のことを︑最初の
時はわれわれがアメリカに行ってやったわけだ︒それが繊維騒動の

アメリカに行かれたというのは︑これ﹇﹃海部俊樹全入

ときですね︒

門中

像隔﹈には書いてありますか︒

望都 いや︑最初にお断わりしたけれど︑それは僕が責任を持って
書いたものではありません︒作家が書いたものですから︑そこに書
いてあったから行った︑書いてないから行かなかった︑ということ

設備投資をして使っている︒みんな︑機を織ること以外知りません
から︑急にn仕事を﹈替われといわれても無理だ︒いまで言う構造
改善ですね︒職業転換のための鰯度を考えてあげうということだ︒
例えばボケーショナル・トレ⁝ニング・センタ⁝をつくって︑そこ
に行って訓練する人には月々どれだけ研修手嶺も出します︒要する
に織機を国の指示に従ってなくしても︑食うには樵りませんよ︑生
白できるような道しるべをつけますよと謡わなければ︑ああいう政
策はなかなかやらせてくれなかったですね︒

ではありません︒それは僕が後見して発行したものでもない︒

﹁糸と縄の取引﹂と言われて︑

佐道繊維に写しては︑ちょうどその前年の昭和颯十四年に沖縄の
一 九 七 二 年 返還が決まっていますが︑

穣串 先生は﹇この本が﹈出る殺階ではごらんになっていなかった
んですか︒先生に見ていただいた上で︑これが出たわけではないん

いということですね︒

佐道

ですね︒

ことは党に対しておっしゃっていたんですか︒

海部 そういって詰められると無責任になるから︑私は全部了解し
ておりますという立場ですけれどね︒後ろに出ているその表は︑あ

アメリカとの交渉の問題がございますね︒先生の方から︑アメリカ
との交渉について︑こうあつて欲しいとか︑こうあるべきだという

海部 それはありました︒あの頃GATTの規定は︑被害なきとこ

でもいまのお話は婁要ですね︒

内容まで踏み込んで︑きちんとチェックしているわけではな

ろ規麟なしという規定ですから︑アメリカにいったい被害があった
のか︑アメリカの繊維産業にどれぐらい被害があったのか︑アメリ

儀道

まあ︑話の糸口になることは書かれていますので︑その程度
に利用していきたいと思います︒

あだこうだといって︑載せてくれたんだな︒

伊藤
﹁俺は虎を狩ったことがある一

カが立証しなさい︒そうすればわがほうも︑自主的に輸出を規制し
て応えましょう︒そしてあるとき繊維論策特甥委員会でアメリカに
行って︑元気のいいのが交渉してこいというから︑行きました︒あ
の 時 は 商 務 長官が虎狩りで有名で︑

というようなことを雷っていた︒それ．で繊維対策特別委員会の委員

餌藤

團佐藤毒酒四選問題︵一九七〇年︶

長は東北の揺陰一先生で︑通産大臣が終わった後だった︒それから
石川県は当時から撚糸だったけれど︑当時は森﹇喜朗﹈よりも先輩
で︑稲村左近四郎という人がいました︒撚糸工連で捕まったおじさ

これは何かご三遍がございますか︒

そこで盤景四十五年ですから︑ 佐藤殴選問題になりますが︑

んだから︑えらい深入りがあったわけだな︒それで︑行くならぜひ
私も一緒に行かせてもらわんといかん︑ということでした︒
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海部

た︑それをしたらいかん︑金が幅を利かせすぎる選の中は夢違って
おると︑腹の底からそう思っていたから︒
俘藤 金があればまたちょっと別の感じがあったのかもしれません

と︑我も我も︑どうぞどうぞ︑と言う︒そんなことでは自由義訓党
に活力が出てこない︒だから︑これを阻止しよう﹄といった︒最初
に替わるべきだと言い出したのは三木武夫さんだったと思うんです
ね︒それから長い敗北の戦いが続いたんだけれど︑最初は四選阻止

ほかにスポンサーがいたんですね︒

海部あの時は︑三木先生が猛烈に憤って︑ ﹁自臨財主党というの
はもっと自麟で魍達な議論がなければいかん︒四選するんだという

だったんですね︒長すぎる︑自民党には活力がなくなるということ

俳藤

伊藤 やはり財界の支援がなかったら無理ですね︒
海部 それは諸々たる名のある人が支持しておったことを私は知っ

人がなかったとは言いません︒

績中 先生方からお金が出たんですか︒
海部 いや︑財界で︑三木さんの政治的な主張や心構えに賛詞する

議員の中ですか︒

けれども三木派を運営したお金は︑三木さん自身というより︑

運営するだけのお金はある︒

が︑あまり大した金はなかった︒しかしそこそこはある︒三木派を

です︒

田中 先生は具体的にはどういうふうに運動されたんですか︒
海部 それは運動しました︒こういうわけだから︑三木さんをして
欲しいといって多数派工作をした︒
紐中 この須︑いろいろなところがらお金をもらったりして︑ゴカ
ホウだとか︑ニッカ︑サントリ；とか︑いろいろ俗語ができました

﹁実は今度選挙違反がバレて大変な裁
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ております︒

田中 具体的に派の運営でお金を使うというのは︑三木さんが親分
ですと︑どういう形でお金を使いますか︒盆暮れとかですか︒

盆暮れに︑派として配ることはある︒

あります︒

蟹会國書館に行っても︑派閥の機麗誌は入っていないんです︒

個々に︑議員の方で︑

判をやっておりますから﹂ なんて泣きつくことがあったりね︒一般
的なお金がいるときがいろいろあるでしょう︒ そういうときに︑よ

海部

これはいろいろな人からもらわないと︒ やはり各議員に配らなけれ
ばならないですね︒ いろいろな場合があるんじゃないですか︒

伊藤

海部

つくらなければならないし︒三木派の機関誌はあるでしょう︒

そうすると︑派閥の事務飯費︑盆暮れの費絹と
︒
事務所を維持していく経費も大変でしょう︒派澗の機麗誌も

そうですよ︒

それも親分がやるんですか︒

まず派閾の事務所を維持しなければならないでしょう︒

藤下部中藤部

ね︒

伊藤 あれはもっと前からあったんじゃないですか︒
海部 豊かな候補者が立てば︑ ﹁鴛にもやるから来いよ︒五〇や一
〇〇のはした金をもらったら叩き帰してこい︒俺がその三倍やるか
ら隔なんて占った入もおったと聞いておるし︑現にそういうお金の

動きも一時あったから︑金権政治鉱毒という声も党内からも趨こっ
たんでしょう︒その頃は︑とても五入も立候補していない︒二人だ
けの時はユッカといいました︒三人の時はサントリーといいました
ね︒それは出す人がおっての話です︒はっきり言って︑三木さんは
もっと早くからたくさん医しておれば︑あの頃の時流に乗って︑み
んなから支詩される面もあったろうと思うけれど︑それは佐藤さん
がいかに強かったかということじゃないですかね︒
捗藤 三木さんは︑政治資金は森さんですか︒ほかにもいろいろあ
ったんでしょうけれど︒

海部 ほかにもなかったとは書いませんよ︒非常に親しかった人で︑
一緒に食事をした財界人もおったし︑いろいろあったけれど︑党内
に配るほどの湯水の如くという金の使い方はとてもできない人だっ

修｝盟海田俣海

でも議員の方から︑

し︑といって出す︒

夏至

﹁先生︑これをお使いください﹂という

の は ︑ あ ま りないわけですかね︒

海部 三木派に棄しては︑あまりそういうことがなかったな︒子分
の方が悪いのかもしれん︒われわれの方が持って行かなければいか
んのかもしれませんが︑そんなことはしませんでした︒

俘藤 佐藤派なんて︑曝中角栄が集めて︑というようなところもあ
る ん じ ゃ な い ですかね︒

由中 親分となると︑環金を置いてあるというのはどういう感じな

伊藤 でもお金は︑政治においても︑それ以外の仕事においても必
要なことですね︒機密費の問題もそうだと思いますけれど︑それを
うまく使うかどうかという問題はあろうかと思いますが︒
海部 私は節度を超えてはいかんと思って︑機密費の細江などは節
度を超えた簡題だと思っております︒
俘藤 そうですね︒でもやはり潤滑湘として使わなければ駄目でし
ょ．つ︒

田中 その時はどうやったんですか︑三木さんは︒ちょっと待って

海部

伊藤

海部
あるよ︒

先生だってお金をもらったことはあるんでしょう︒

三木さんのところはどうなっていたかな︒

馨本は高いですから︒

呼ばれるよりも︑こっちに呼ぶ方が︑もっとお金がかかるんですよ︒

に呼んだり呼ばれたりとか︑それは費榮がかかりますね︒向こうに

俘藤

とした額になると思いますよ︒

海部 それは︑よその国の外交窟を呼んで食事をしたり︑たまに子
供が大学へ受かったと書えば︑それはお祝いをあげなければならん
とか︑そういうことがずっと長い闘重なってくれば︑これはちょっ

銀行からおろしてくるということはないでしょう︒

佐道 佐藤さんの四選ですが︑三本さんは長すぎると怒っておられ
たということですが︑佐藤さんが四選をされたために︑あとで福耳
さんが駄潤になったという語もいろいろありますが︑その醜の段階
で︑翻選するしないについては︑先生はどういう観測をしておられ

んですか︒金目に入っているのを出すわけですか︒

海部 そんなことはやっていない︒
狸藤 やっぱり金庫でしょう︒金庫の中に︑封筒に入って︒あとは
こうやって引き出しがら出して渡す︒
佐道 田中さんのように︑見えるようにやっているということはな

ましたか︒

海部 僕らはさつばりわからなかったけれど︑四選はあるかないか
わからんな︑墜選して負けたら︑えらい赤っ恥で︑人生の最後に墨

入脈だって︑そういうことなしにあり得ないですね︒お互い

いんでしょうね︒

子分にお金を渡すときも︑それはそれなりに作法というものがある

を塗るな︑なんて思っておった︒そうしたら︑忘れもしませんが︑

俣藤 お金のあげ方というのは難しいと思うんですが︑仮に親分が
も の ◎ や な い ですか︒

副総裁が先頭に立って門四選けっこうだ﹂と︑どこかで言ったんだ︒

渡し方の個性があるな︒

海部

ペースメーカーだな︒

捌島さんですね︒それには驚いたという感じですか︒

槻藤 でも先生は三木さん以外にお金をもらったことはないでしょ

佐道

の活力が失われる︒みんなが初めから長いものに巻かれよう︑

脚つ︒

海部 それはない︒三木さんと総裁選挙をやっていた相手が 番金
を配ることが上手で好きな人だったから︒それはわれわれのところ
に飛んでくるはずがない︒けれども︑大なり小なりそういうことが

のものに従おうとする︒それではいったい議会政治は侮のためにあ

ぎくわい

つ

海部 驚いた︒そうしたらすぐ︑みんなが次々と四選支持をしたで
しょう︒それで三木さんが驚いて︑ ﹁それは良くない︑自由畏主党

行なわれたことは事実です．ね︒
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るのか﹂と僕らを集めて葬常に憤慨して︑
い う こ と に な るんだね︒

門闘わにやあいかん﹂と

応援弁士がその話をすると︑みんなが一緒になって思いだして泣く

涙を流して泣いておるというのは良くないな︒
楠 それは評緬二様じゃないですか︒
海部評価二様だと思うが︑僕個人にとってはあれは良くなかった
なと思う︒ああいうときは歯を食いしばってでも︑目を開いてにら

臓中 三木派は当然三木支持になりますね︒ほかはどこの派閥に行
くわけですか︒佐藤派は一番最後ですね︒
海部 それは︑派瞬のメンバ⁝以上に票が入ったわけですね︒︻回
霞︑二園霞︑三回鋒︑それぞれ条件は違っておったけれど︑頼むと
ころは︑秘かに連絡をくれる派閥だね︒
霞中 それはどういうところですか︒
海部 これは言っても信じられん話かもしれないけれど︑衆議院の
楠

あれは︑その後の選挙にはいい影響はなかったんですか︒

テレビで拝見していて︑非常に印象的な場面でしたね︒

からいいというけれど︑そんなものじゃないといってね︒

海部 いや︑自分からあの話を入にしたことはありません︒人がお
っしゃってくださったことはあったし︑特に婦入部の会合に行くと︑

楠

みつけておらなければ︒

本会議場なんかで︑俺のそばに寄ってきて︑ぽんと肩を叩いて︑
﹁三木さんにひとつ︑頑張るように言っておいてくれよ﹂と耳で囁

この昭湘翅耳穴年に沖縄返還協定が調印されて︑この年の暮

あれは演技ではできないものな︒

海部

﹁あれ︑あれっ︑あの入は偏と思って穫るような人もあ

いていく︒

議衆議院議員運営委員会委員長︵一九七篇鋸十二月︶
伊藤

る︒そういう人がずいぶんいた︒十指に余った︒ ﹁そういう人には
丁重に礼を言ってこい隔と﹇三本氏に﹈言われて︑丁重に礼を言っ
た︒そういう人をみんなリストアップしたら︑もっと入る筈なんだ︒
テレビで︑先生の涙ぐんでおられた有名な光景がありますが︑

れに返還協定が携准されるということですが︑沖縄関連法案という

楠
あ れ は こ の 四 選の時でしたか︒

海部

たんですよ︒それで決戦で︑三木さんは曝中さんに負けちゃったん

﹇繁三郎﹈さんが出た︒前尾さんより︑三木さんの方が票が多かっ

であの時は苦労した︒

糸とを交換したというような噂がパッと流れて︑僕はむしろ糸の方

海部 全部一五でやったんですね︒だから特別委員会方式でやりま
したね︒一揺して審議しようということで︒それであのとき︑縄と

ってずいぶんだくさんの法案が出たんですね︒

佐道 日韓基本条約は一罪六五︵曜和四十︶年です︒
伊藤 沖縄関連法案は︑沖縄返還協定をはじめ︑沖縄の復帰にあた

これは騙し討ち日韓条約の前ですか︑後ですか︒

のは︑先生が寺詣の副委員長の時代になるわけですね︒

海部 違います︒あの時は三木さん自身が︑瞬選阻止ということで
はなくて︑田中角栄さんと福田越夫さんが立候補しておって︑勝て
ると思って︑俺も配って歩いたさ︑正直に言うと︑いろいろなとこ
霞中︑福霞の時ですか︒三本さんが出たんですね︒

ろへ︒

楠

だな︒

海部 出たんです︒もうひとり三木さんのほかにもう一人︑前尾

楠 譜が飛んじゃつたんですが︑その時のお気持ちをお聞かせいた

ものがない頃で︑渡航謹明書のような雰常に簡単なものを持って︑

それから沖縄の問題については鮮やかに覚えていることは︑当時
党の青年局で沖縄返還の応援に行ったときは︑パスポ⁝トの正式な

だけませんか︒

海部 ああ︑思い出したくないな︒ほうぼうでよく言われた︒政治
家にとって︑鼎の軽重を問われるような話だな︒ああいうところで
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沖縄に行って︑国際通りをずっと行進して歩いたときの光景は忘れ
ませんな︒

揮藤 国認の委員長としては︑議案の進行︑法案の進行をおやりに
なったんじゃないかなと思うんですが︒
海部 やっていましたよ︑もちろん︒ただ沖縄に行って来るといっ
ても︑土曜︑臼曜に行って来られますもの︒われわれは街頭演説を
やって︑一ヶ所に人をたくさん集めて︑ワーワ⁝とぶち上げて間に
合うように帰ってきまずから︑そういうことはいつこうに著になら
なかったですね︒

俘藤 昭和贋十七年に議運の委員長になられる︒今度は副ではなく
て︑委員長ですね︒このときは︑国中内閣になった後ですね︒雰常
に少数派閥の海部さんが町村の委員長になられるというのは︑なん

そのとき尋問のみんなで︑最後には辞蓑も出すよといいながら︑
﹁委員長︑それはあんたが間違っ．ているぞ扁と言いに行ったんだね︒

霞澤吉名とか︑中刈一郎とか︑ああいうのがみんな各派代表の岡療
の理事だ︒

侮を久野忠治さんのところに怒りに行ったかというと︑これは専
鍔用語になるからわかりにくいかもしれないけれど︑この特別委員
会をつくろうと︒特別委貴会をつくるためには︑各党から趣旨説明

が出て来ている︒許しましょう︒ 門社・自・社﹂で社会党二人にし
ゃべらせましょう︒ ﹁栓・自・社・公・共・罠﹂だ︒委員畏はそう

言いながら︑実際はそれと違う話を違う党にいろいろ書っておった
ということが出て来た︒

そんな不僑があってはいかん︒こういう大事な問題は﹁社・自・
祉﹂というのがいままでの慣例で︑各党ごとに︑ ﹁社・自・公・民
．共．社．靴﹂でいいじゃないか︒社会党の二番手︑三番手は最後

にやる︒前にやるか︑後でやるかで︑たしか本会議が狂ったんです︒

揮藤

ら︑
決めるんです︒．幹事長ですから︒

議運の委員長なんていうのは霞中さんが決めるんですか︒

門あれはまだほかにやることがある﹂と田中さんが俺に言った︒

ということになったんだね︒大変な騒動だった︒

何人目にしゃべれるかということは︑各党にとって大変なことだっ
た︒それをしたものだから︑委員長が辞めなければ審議に応じない

となくちぐはぐな感じもしますが︑そういうこともないんですか︒
海部 どうですかね︒あの頃は派閣の大きい小さいももちろん大事
ですが一︒
五音 五回当選というのが大きいですか︒
海部 いや︑そんなに大きくないですよ︒六回︑七翻の人がいた︒
例えば原閉憲さんとか︑金丸信さんとかが︑私の先輩で委員長をや
りましたからね︒それで竹下さんをやらせなさいといっぺん言った

海部

このときはもう総理ですよ︒

麺びちゃつたんです︒その真っ最中に︑ 門委員長どうなんだ︑爾方
に使い分けをしたんじゃないか﹂といったんだ︒それはテレビに映
るからね︒最後の三番目︑四番閉は︑映るといっても深夜番組でし
か映らない︒ ﹁ここで中継を途中で中断しましたので︑続きをいた
します﹂というのが︑十二時半とか︑そういう時間だった︒だから

俘藤

﹁法案を通そうと思ったら︑委員長︑

員長は確か久野さんで︑これは田中派の人だったんだ︒それでやり

事長だったから︑そこへ決裁を仰ぎにいっていたけれど︒そのとき
議運の委員長は久野三二さんという先輩だ︒沖縄返還協定の時の委

呼ばれて雷われたんだから︒副委員長でおつき合いしている頃は幹

から︑そこが幹事長室だから︑行ってきたらどうですか﹂と言った︒

おれの方が心配して︑ ﹁そんなことを言わずに︑いま大事なときだ

まここは議運の理事のみなさんとご相談しているから行きません﹂
なんて委員長がえらいカんでいるわけだ︒むしろ濁澤吉郎や中用や

そして︑電話がかかってきて︑ ﹁誰からですか﹂ ﹁瞬中幹事長で
す﹂ ﹁幹事長︑用があったら︑こっちに来てもらってください︒い

海部 それOやあ総理が決めたんだ︒というのは︑田中角栄に直接

方 が ち ょ っ と あれだったから︑

しばらくして︑

﹁じゃあちょっと行ってきます﹂といって走ってい

そんなことやっていたって駄冒じゃないか﹂と僕らが言ったんだ︒
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つたけれど︑行ったらもう最敬礼で︑

﹁少しでも早くやろうと思っ

佐道
ね︒

俘藤

田中内薦成立の総裁選の護ももうちょっとお聞きしたいです

そのへん︑昭和四十七︑四十八︑四÷九年のあたりのお謡を

伺いたいと思います︒よろしくお願いいたします︒
海部 今馨は小渕恵三の一周忌でして︑生前いろいろ関係があった

て一所懸命努力している最中ですから﹂とかいっていた︒結局︑本
会議を開いて︑委員長不信任案を幽させて︑通しちゃって︑沖縄法
案の審議に追い込んだと思うんだね︒久野委員長の首をもって︒最
後は気の毒なことになるんですな︒それはあの人はあの人なりに⁝

それで今日は︑黒いスーツを着てらっしゃるんですね︒

かばんを開けると︑黒いネクタイがちゃんと入っている︒

つです︒

黒いネクタイは水玉はないんでしょうね︵笑い∀︒
政治家の七つ道具の

絶えずあるんでしょうね︒

豪いのは前もってわかりますから︑突然︑ということはない

く以上﹀

どうもありがとうございました︒ 次回またよろしくお謂いい
たします︒

伊藤

でしょうから︒

楠

ものが集まるものですから︒

それは向こうの手柄になるんですね︒

所 懸 命 や っ て いたんだけれど︒

俘藤

海部 なるんです︒寝起こし賃というのがありまして︑横になって
おる社会党に︑起きて審議に参加させるためには︑ただでは済まん
よ︑寝起こし賃がいる︒それが委員長のこれ門クビを切る身振りを
する﹈だ︒こういう扱いをした︒その頃︑金丸さんと竹下さんが︑

国会穀策の委員長と謝委員長だった頃だ︒幹事長が駆梅角栄さんだ
ったから︑うまく相談してやってきたということでしょうな︒たい
へん強引な︑張り倒す戦法だけれど︑張り倒しただけで放っておく
と恨みをかうから︑何か寝起こし賃︑顔立て賃をやれ︑ということ
特別委員会の委員長のクビというのは︑相当な賃ですね︒

だった︒

俳藤

楠 伺っているところ︑国会は結局のところかなりの部分が顔を立
てるということで動いているような印象を受けますね︒
海部 顔を立てるというのは︑顔を立てられるようになるまでには︑
その人がその出身の党のことをどれだけコントロ⁝ルして︑どれだ
けりーダーシップを発揮できる人かということが︑大前提になりま
ずけれどね︒それは︑何でもないそこらの委員が︑顔を立てうとい
っても駄目だ︒問違えるな︑というζとになるわけだ︒
揮藤 間違って払ったらまずいでしょう︵笑い︶︒払ったはいいけ
れど︑物事は解決しなかったということになる︒
海部 そういうこともあるんですよ︒
伊藤すいません︑先生︑時間です︒次園は︑いまのお話の続きで︑

まだ自民党の人事局長というのもありますし︑今度はいよいよ閏中
内閣の副幹事長︑内競宮房副長宮となられますね︒
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丹羽

清隆

海部

俘藤
お会いになられましたか︒

は い ︒ 来ました︒

このあいだ︑ブッシュさん﹇シニア扁が来られたんですか︒
ね︵笑い︶︒

と会って︑どうなったのか全部一目瞭然で︑みんなわかるでしょう︒
楠 でも先生は︑お困りになることは何もないでしょう︵笑い﹀︒
海部 まあ︑あまりありませんね︒
伊藤 絶対ないとはおっしゃらない︒人間︑いろいろありますから

コ現在の政局から︵元首相付SP︑いわゆる人権派︶

俘藤
海部 彼は時間がなくて︑電話で通訳が中に入って︑ ﹁ブッシュさ
んがここにおりますから︑ひとこと﹃ハロー！﹄と雷ってやってく

醸中 SPの方は︑何人付いていらっしゃるんですか︒
海部 通常は二人です︒僕のところへは︑そんなにおかしな情報や
いろいろなものは来ませんからいいんですけれどもね︒言っては悪

ださい﹂という︒今度は例か取引の顧問をやっている会社があって︑

海部

伊藤
海部さんもおやりになったらいかがですか︒

アメリカの会被です︒ああいうことをよくやっていますね︒

それはアメリカの会社ですか︑二本の会社ですか︒

海部

撰藤

それから︑僕には直緩轟こういう情報がありますから﹂とい

そうでしょうね︒

題があったりすると︑増えることもある︒

門ちょっとなあ︑やばいんだ﹂という︒いろいろなのが来たり︑問

いが︑竹下さんなんかには︑ ﹁おお︑増えたな漏なんていうと︑

揆藤

うことは欝わんけれども︑何か一人︑二入籍顔が出てきて︑紹介は

そこに来たんですよ︒時々そこの会社に来るんですよ︒

海部 そういうことにはさっぱり興味がないので︑やらないけれど

門こいつは新顔ですから︑どうぞよろしく﹂と書ってね︒

しますよ︒

それで︑隣の部屋にいつもおって︑ 門これは帰しますから︑お邪魔
しました﹂と言って終わることはありましたね︒けれども︑そう属

立って何もないでしょう︑いまは︒
伊藤 何が起ころうと︑そう心配するほどのことは起こらないと思

誰の行動でもそうです︒
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も︒

伊藤 だいたいアメリカの大統領は︑辞めたらみんなそういうこと
を や っ て い る でしょう︒

楠 でも︑辞めたら︸生困らないだけのものを﹇もらっているはず
ですね﹈︒

いますね︒

年 金 も もらえるしね︒

俣藤

相手方にとってはえらい悪いこともあるんじゃないですか︒

そうでしょう︒気をつけてやらないと︒

それはそうですよ︒

そう思いますね︒ただ︑こちらがいいと思ってやっていても︑

霞中
n霞本の︺総理は駄目ですか︒特別年金はつかないんですか︒
海部 現職であるうちは︑議員の孚当が来ますね︒だから総理大臣

拶藤

海部

なるがゆえに特別に︑というのはないですよ︒

俘藤 でも元総理にはSPだけはずっと付くんですか︒
海部 あれは付きまずけれども︑付くこと自体は何も灘メントしま

生の集団を襲うなんていうことは︑強いていえば動機があったんで

何がいつどうなるかわからない世の中ですからね︒
﹁動機なき殺人﹂という言葉をよくいうけれども︑僕は小学

な も の で ︵ 笑 い︶︒

しょうけれども︑ しかし﹁動機なき殺入﹂の不気味なもののほうに

ウェイトが置かれると思うな︒ といってまた小泉さんが︑これは隔

海部 だから逆メリットで︑デメリットの方だな︒だって︑いつ誰

せんけれども一︒
俘藤 何もメリットはないでしょう︒ただ︑監視されているみたい

海佐伊海
部道藤部

離してあれするというと︑精神にちょっと問題があるからそれを隔
離すればいいとかいかんとか︑再犯防止の措置がひどすぎるといけ
画質
お 医 者 さんも言いますか︒

精 神 科 のお医者さんとね︒

ないとか︑弁護士グループがまた言い出しているでしょう︒
海部

伊藤 お医者さんも言うんですよ︒精神神経医学会というのは大変
人 権 派 ですからね︒

な ん で す よ ︑ 人権の闇題が︒
田中

海部 だからものを見るときは︑両面を見てもらわないとね︒同じ
﹁つの事実でも︑光の部分と影の部分とがある︒両方を見てものを
言ってくれんといかん︒そのどちらに重点を置いて︑どちらに軸足
を置いての基本的人権か︑ということは︑ずいぶん悩みますよ︒

伊藤 人権派というのは︑人権絶対ですからね︒ほかのことはどう
で も よ ろ し い ということですから︒

佐道 入権のためなら︑命もいらない︒
海部だから混理屈をいうと︑僕は珊法で習ったことで最初に思っ
たのは︑一人の罪なき者を苦しめるよりは︑九界九人の罪あるもの
を泳がして︑百事を帰してもいいという︒百人捕まえて︑この申に

㎝人だけは必ず犯人がいるけれども︑あとの九十九入は犯入じゃな
いということもある︒そういうとき︑絶対にわからなかったとした
それは全部釈放するんでしょうかね︒

らどうするか︑ということです︒先生はどう教えるんですか︒
伊藤

海部 そうでしょう︒罪なき一入をいじめてはいけない︒そこでの
間違いが一番多い︒僕はその例をいつも思い出しますね︑そういう
問題があると︒

響現在の政局から︵小泉政権の謹生︑二〇〇︻年四月︶
伊藤 前回︑来月になったら︑侮か状況が変わりますか︑という話

をしましたら︑ ﹁いやあ︑来月じゃあ変わらんだろう隔というお話
でございましたけれども︑そんな状態でございますね︑いまは︒
海部 そのことについては︑私もいささか二分の先見性が足りなか
ったと思う︒状況は侮も変わらないね︑看からも左からも︒そうで
しょう︒皆さんの方の分析はどうか知らないが︑僕の親しかった籍

闘社の連中は︑初めの頃はみんな︑今度の総裁選挙は竹下さんの影
響力が残っているから︑あそこだという︒そして亀井静香が騒がし

くなって︑ ﹁わしは﹂と言って︑やめて応援するとか︑いろいろな
ことがあったので︑橋本龍太郎がなると思っておった︒みんなそう
ですよ︒ところがそうはならなかった︒途申で何親聞だったか︑貧

乏神が入っていたという強烈な漫穂を書いたでしょう︒あれがほう
ぼうにずっと影響していって︑むしろああいったマスコミが畿論を

誘導した︒選挙干渉とは言わんけれど︑よほど気をつけてやらない
と︑きっかけは大きいなあ︑と思って見ておったんですよ︒
伊藤 だけどあの漫画を書いた人も︑まさかと思ったでしょう︒
海部 まさかと思っていたでしょうね︒ ﹇橋本が﹈強いと思うから
やるわけでしょう︒ところが現実には弱かった︒そして思いもしな
かった小泉の登場となった︒だって小泉は総裁選挙は三回降ですも

の︒三年前も六年前もやって︑ビリだったわけでしょう︒だから︑

弱小派閥であっても︑ ﹇総裁選を﹈三國ぐらいやればね︒三

世の申がそれだけ変わったということですね︒
揮藤

王木さんもそうでしょう︒

世の中が大化けしたから︑ ﹇小泉氏が総裁に︺なったんでし

木さんは何回やったか知りませんけれども︵笑い︶︒
海部
俘藤

そうです︒ただ︑非常にいま気になる︒状況はうまく行って

ょ￥つ︒

海部

いないですね︒

俘藤特に外相問題が一番大変ですね︒ブッシュなんか一体どうい

今度の総裁選挙では︑地方に三票あげましたね︒仮にいまま

うふうに思っているのか闘いてみたいものですね︒

匿中
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い﹂と言う︒だから﹁リークされていけないことを言った分は怒っ

門それはちょっと安易に過ぎるので︑カウンターパ⁝トとし

たことがありました︒

てふさわしい者を会わせておきなさい︒けれども︑あの人は日本の
ことをよく知っている人だから︑何を遵おうとしているのか︑何が
知りたいのか︑逆にこちらから取材もさせたらいいですよ隔と言っ

中が︑

総理大臣のとき︑その電路は﹇アーミテ⁝ジは﹈まだアジア担当の
下のほうの位で︑副長宮◎やなくて︑アジア太平洋地区損当の国務
次官補代理だったかな︒その時は外務省からの秘書官や外務雀の連

最初は︑これは象徴的にこれからも例に引かれるだろうけれど︑
やはりアーミテージという人は日本のことをよく籟っていますよ︒
そしてアーミテージについては︑会ってやってくれ︑詣を聞いてや
ってくれ︑という紹介がずいぶん来るわけだ︒さすがに僕が現職の

だんだん変わってくるでしょう︒

で通りにやっていたらどうだったでしょうね︒三票やらないで一票
勝っていたかもしれんな︒分母がうんと小さくなるんだもの︒

ちゃいかんよ隔と言ったんだけれどね︒それも︑量隠っていることが

海部
地方の組織がもたなくなるという可能性もありますね︒

だけにしたら︑橋本さんが勝っていましたかね︒
佐道

闘現在の政局から︵田中外相とアーミテージ︶
佐道 いまうまく行っていないとおっしゃったのは︑外務省だけで
はなく︑全体的にうまく行っていないということですか︒
海部 全体がです︒外務省だけならば︑それは最後は国中﹇真紀
子︺大臣のほうが手をあげて︑一歩退かなければね︒あの組織︑外
務省を使わずしては側もできないでしょう︒それに﹇田中真紀子氏
は︸今日まで外務大艶としての︑言っては失礼だけれども︑知識も
抱負も経繍も構もお持ちになっておらん入だから︒

門まあ︑とにかく﹂と言って︑そこでも外務宮僚

このあいだ︑クェスチョン・タイムの時に︑ちょうどおれの前に
おるわけだ︒それで︑ ﹁ご苦労さん︒体だけは気をつけてやりな
よ 隔 と 号 鱒 ったら︑

の裏口の方を了す﹈から入れたんです︒もういまは駄目だね︒みん
な気がついたから︒あの坂を下りたところ︒知っているでしょう︒
ポジボックスが一つ建っているだけで︑自頃は侮も使わないとみん
な思っている︒あの木戸を嫁けると︑そこから出入りができるわけ

けれども僕は︑ 門そんなことより裏道からこそっと連れて来い
や﹂といって︑それで会っていたんです︒僕がよそへ出て行くと︑
かえっていかんから︑裏から入れてやれといった︒そこ﹇首相官邸

の批籾だ︑ ﹁何も上にあげてこない︒だいたいあんなに漏れるとい
うことは︑あなたもおやりになったからわかるでしょう︒だって︑
誰と誰とが話してどうだといって︑それが漏れたら誰がしゃべった
か︑ 罎だけではわからなくても︑そういったことが二︑三聖続け
ば︑だいたいトランプのババ合わせをすれば︑残ったのはなんだと

だ︒

伊藤

官邸にあらかじめ入れておくわけですね︒

っておくんだ︒

たちはみんなお利的な人ばかりだから︑そばを張っていれば大丈夫
だと思うんだな︒だから︑おれが官邸に帰る前に︑先に入ってもら

海部 そんなことをやらないでも︑萩聞記者をまくためには︑国会
で委員会をやっていたり︑僕が外で人と会っているときは︑あの人

﹁官邸の裏から入る﹂というのはよく聞きますね︒

わかるでしょう﹂と需うから︑ ﹁外交で首脳会談で話した時は︑何
を話したのかを外へ書うのは︑それはあなたが言うように公務員の

守秘義務違反だ︒けれども︑しゃべったことが全部国益に反するよ
うなことだと︑守秘義務違反じゃなくて︑正義感に燃えて︑これは
なんとか世論に助けてもらって元へ面したいという思いになる者が
おるかもしれないから篇と雷ったら︑ ﹁いやなこと︑先生︑露わな
いでおいで︒私の言うことは外務省がみんなリークするからいけな

俘藤
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海部 それは誉点でしたよ︒もうこれからはできんでしょう︒そし
ア⁝ミテージという人は︑どんな感じの人ですか︒

て︑帰ったら会う︒絶対に張っていませんわ︒
伊藤

海部 本当に象徴的になった︒向こうの方が役者が上だから︑ 門鑑
は何とも思っておりませんよ﹂といって︑さらっとカエルの顔をや
っているから︒この次に会ったり︑ものを言ったり︑頼んだりとい

うときに︑逆に弱るんじゃないかな︒とても大きな借金をつくった

伊藤 そうですね︒そのあとに雰常に申国寄りの発言をしたとか︑
いろいろやってしまいましたからね︒
海部 あれは本当に親の恨みで︑客主楢けりゃ袈裟まで憎い︑とい

ことになる︒

命熱弁を振るう︒ただ︑日本のことについては本当によく勉強して
知っているなあという気がいたしました︒あの頃はいまよりももっ

うようなものがいくらかあるようですね︒

海部 ルックス・ライタ・プロレスラ⁝だな︒こんな太い腕をして︑
ちょっと粗野な振る舞いもあるものだから︑暑いときは﹁ちょっと
失礼﹂とかいって︑上着を脱いでワイシャツをまくり上げて一勝懸

と厳しい状溌の中で︑霞本に協力してくれという︒PKOとか︑P

伊藤

ます︒

傍藤

戸部

一言でいうと︑勝算はなしだけれども︑ここで物を言わなけ

ですか︒

明して︑七月に自艮党大会で総裁選挙が行なわれ︑曖中︑福田︑大
平︑三木という四人の選挙になったということです︒これは門三角
大福戦争﹂といわれるわけですが︑この時は三木さんとしては︑ど
ういう勝算があったのか︑といいますか︑あまり勝算はなかったん

その話ではなくて︑昭和週十七年六二に佐藤総理が二二を表

事長や内閣官房副長欝をおやりですから︑そのお話を一︒
海部 露中内閣では︑私は翻長官ではないです︒三木内閣です︒瞬
中内閣の時には︑田中さんに議員運営委員長を任命されて︑ ﹁通年
国会でやってやれ﹂と言われたことを︑いまでも鮮やかに覚えてい

轡藤 さて︑その親のほうの話なんですが︑この前のお話で選挙の
話が出ましたが︑田申総理が選出された時の選挙の語と︑佐藤四選
の時の謡がちょっと一緒になってしまいました︒好気は飼中総裁の
実需というところがら始めたいと思います︒その時代に先生は副幹

閣田中内閣の成立前夜︵一九七二無︶

あるような気がしますね︒

KOまで行く前に︑アーミテ⁝ジの言い分は自訴にある問題をどう
やったら整理できるか︑どうやったら協力してもらえるか︑よく知
っておったし︑よ一く勉強していた︒こちらも法剃局長官に〜夜漬
けの特訓を受けた︒たぶんこういうことで醐くでしょう︑なんてい
う こ と を 知 っ ているからね︒

門じゃあ地球上全部そうじやないか﹂

害毒でもそうですよ︒あれが︑もし会って書いたかったことが何
だったかといえば︑虫年︑安保の再確認をしたでしょう︒台湾海峡
で問題が起こったときにどうするかというテーマだ︒それから絵本
が後方支援に出ていくといっても︑どこまでが後方支援なのか︑と
いうことだ︒社会党の連中は閣会で私と議論したときも︑近代戦争
ではミサイルが届く範懇が前線だという︒これは社会党のあの頃の
葬 常 に 得 意 な 議論ですよね︒

と書うと︑ ﹁そうです﹂という︒だから︑ア⁝ミテージには︑話本
にもうへ歩踏み出してもらいたいという願いが前からあるでしょう
し︑自分で仕事をやってきた分野もそうでしょう︒この問ア⁝ミテ

ージも参加して︑と言った方が正確だな︑日本に対するいろいろな
論文が出たでしょう︒ああいったものを読んでも︑結局そういうこ
とですよ︒

俘藤 あれ﹇田中外娼がアーミテージとの会合を嗣をキャンセルし
しまう︒

たというのは大きいでしょうね︒侮か非常に象徴的なことになって
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それは佐藤さんの潤選の時ですね︒

れば︵きれい事を言うと︶︑いったい三木の今日までの数治精神︑
政治的な発言というものは侮だったのか︑ということになる︒そん
な三選も四選もする時に︑みんなが長いものに巻かれろで︑まあま
あといってそれを支えていたのではいかん︑ということですね︒
伊藤

海部 そうです︒佐藤縢選阻止をして︑そしていまおっしゃるよう

あの時

な閏中︑大平︑三木．︑福田だ︒中曽根は行司役だったんだ︒大平さ
んではなく前尾﹇繁三郎﹈さんじゃなかったですか︒
前毘さんではなくて︑大平さんです︒

三木と争った相手は︑前尾さんではなかったですか︒

それは前の時じゃないですか︒

前の時か︒それから田申さんになった時はi︒

そ れ が三角大壷なんです︒

そうすると三木さんの推薦人が足らなくなったのは︑

門海部﹈

﹁最盛﹂直門三角大中﹂連合でしょう︒

︒

門福爾﹂対﹁その他﹂ですね︒それを組むときに︑

田 中 内 閣 の時は︑

なんだな︒

楠
蟹申

先生は網中派とかいろいろな派と

海部 それは各派から︑いろいろなあれがあるものだから︒変な話
ですけれども︑誰が総理になったとしても︑われわれは党のために
横の算し合いのパイプだけは残しておこう︑なんていうことを真っ
先に言い出して︑飯を食おう︑飯を食おうと雷つたのは⁝︒そう
そう︑思い出してくるなあ︑そういうことがあっ．た︒そうしたら︑

園中派のほうからは︑嶺時はやはり竹下﹇登﹈さんが撫できたし︑
福賑派のほうからは安倍普太郎さんが出てきた︒それでその頃は三
木さんのところに広いつも呼ばれて行って︑情報をとったり︑報皆

﹁何を言っていたか︑あとで知らせてくれ漏という︒

ネになるといかんと思ったから︑その時のために︑ 門今度ちょっと
会ってきまずから﹂ということは︑三木さんに俺も報告したな︒書
っておくと︑

霞申 あの三派連合ができた時に︑事前にたしか協定をしますよね︒
例えば日中国交圓復をやるとか︒
海部 日中国交回復というのが︑三派協定をするために一番筋が通

る詣になってきた︒要するにあの頃の背景をいうと︑福国魁夫先生
というと少し右寄りの匂いがあったわけです︒そしてE木さんとい
うのは申道左派で︑右と左は相容れないないではないか︑というよ
うな話があった︒そして虚聞記者が︑ ﹁どうして福瞬とそんな連合
を組めるんだ﹂という時に︑ 門それは露語を片づけなければいけな
いんだ﹂というようなことを言い出した︒そして︑最後の前日あた
りにえらい時間をかけてあれしたけれども︑大変な場面も︻つあっ

た︒どういう場面だったかというと︑あれを協定に盛り込んで臨む
か臨まないか︒たしかそうだったと思います︒

そんな頃︑大平さんの方からは鈴木善率さんが代表で来ておった
と思うな︒そして︑三木さんと大平さんとが蕊接地鋤先生と話をし

て︑というような場もあったろうし︑代貸しの人がやったこともあ
ったろうが︑とても話がつかないわけだ︒

﹁抑えろとはなんだ﹂というから︑ ﹁中戸と国交園復しよ

そうこうしているうちに青嵐会が暴れ出した︒中川一郎や何かだ︒
その青嵐会は福臓派の別働隊だと僕らは見ていた︒それで安倍さん
に︑ ﹁青嵐会のあれだけは少し抑えたほうがいいんじゃないか﹂と
言ったぐらいだ︒それ﹇青嵐会﹈が総務会とか代議士会とか公のと
ころでも︑わんわんぶち上げる︒そんなことがありましたね︒そう
したら︑

その時一番議論になったことで︑三木さんの腹の中には一言い
にくい話だが⁝1︑国と圏の大きな政策を乗り越えるときには︑や

らいいんだ㎞と言いました︒

うということがメインテ；マになるとしたら︑やはりやっていった

しくやっているなんていうことはあまり名誉な話ではないが︑新聞

はり一つの決断がいるんだ︑ということがあった︒それは台湾が国

を し た り し て おった︒
・あの頃はそういう最中に︑ほかの派閥の人と一緒に飯を食って楽

はひどく喜んでそういうことを書くんだよ︒新聞紙より︑心門誌ダ
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海俳海俳話伊
部藤部藤部藤

連の代表権を失うか失わないかというところに大きな問題があった
わけですね︒そうすると︑もうよろしい︑台湾は出て行け︑大陸は
入ってこい︑ということですから︑あの国連の議席の交替は大変な
門三木鐸は﹈此較的早くから割り切っていた︑というと

議論で︑党内論争もずいぶんありました︒それは僕も覚えています︒
けれども︑

いかんが︑そういう時は︑それはそれ︑これはこれで︑大陸を無視
して日中関係というのはうまくいかない﹇という立場だった﹈︒

そちらを応援するということが決まったはずなんですけれど︒
海部 あの魅そうだったかな︒ちょっと資料を調べさせていただき
ます︒そんなものに撃つとってはいかんけれども︑そういうことも
あって︑いま引っ掻き早しているとたくさんいろいろなものが出て

くるわけだ︒いつの何であったか忘れたけれど門資料を探す﹈︒
極藤 三本さんは田中内閣に入閣するでしょう︑副総理で︒

海部 駅中内潤の副総理になつちゃったんだよね︒
伊藤 そうです︒だからその時は︑最初の選挙の時に三派連合がで
楠

台湾とはいろいろなことがあったじゃないですか︒誰だったかな︑

三木派の総会の時にも﹁三木先生は﹃信なくば立たず﹄とよく書か
れるけれども︑いまはまさに︑台湾と手を結んで中国を入れる︒今

摂藤

渦中

門昭勅四十七年﹈七月七ヨですね︒

したんですね︒

中曽根さんを入れれば﹇四派﹈︑ですね︒

四点じゃないですか︒

きるから︑そうなったわけですね︒

度は︑台湾は出て行けといって議席交替ということになると︑台湾

海部申養根さんは︑自分はもう行司になつちゃったんだよ︒幹事
長狙いで︑初めから自分が総理大鑑になれるとは思わなかった︒
揮藤 それで︑中曽根さんが最初から田中さんに投票したから︑畷
中さんが一位になったわけでしょう︒それで一位︑三位連合で峯選

﹁蒋介石に対して︑彼を守らずして︑賛本の道義

の信頼も失うが︑三国の方も⁝⁝その頃はちょっと思い過ごしだっ
たけれども一︑隅じ中国に将来なろうと思っている台湾を切り捨
てるような差をつけると思うだろう︒そんなやり方があるか﹂とい
うような批判が出ていたということも聞きましたね︒
そういったことでは︑壮士のような人が乗り込んできて︑ ﹁三木
さん︑それは違っておるぞ﹂と雷つたりする︒そんな話を横で黙っ
て聞いていると︑

はどうなるんだ扁というような説を需ってきた人もいる︒あの頃は︑

当時の資料や写真を見て︑思い出します︒

出してください︒

海部 最も麟的なことなんだけれどもね︒
幌藤 あまり劇的すぎて︑忘れちゃったんですか︒ ﹇資料を探して
いる海部氏に﹈いいですよ︑先生︒この次にしましよう︒少し思い

園中

海部

じゃあ︑別のところがら話をしてください︒

それは議論はたくさんありました︒
わけですか︒

俘藤

﹇三木さんには﹈福田さんと連合を組む︑という話もあった

海部

楠 先生︑ちょっと違うことを伺いたいんですが︑いま台湾燭り捨
ての問題で︑壮士のような人が三木さんのところにたくさん来たと
おっしゃいましたが︑例えばどういう入が来たんですか︒有名な人
で︑例えば安瞬正篤とか騰元義隆とか︑ああいう人が来るわけです

票 で 決 め た んじゃないですか︒

海部 四三義隆さんが来た時は︑僕は立ち会って話を闘いていない
んだ︒それは稲葉修さんが連れてきた︒四元義隆さんは︑来れば何

か︒

そ の 時 はね︒

田中 でも最終的には福霞さんは外されて︑庭中さん︑大平さんと
の三派連合ですね︒中事根さんが︑あとからちょっと後ろにくっつ
いてきますね︒そういうイメージがあるんです︒
溝部 いやいや最終的には︑とおっしゃるが︑あの時は札入れ︑投
田中 決戦投票はそうなります︒その前の氷期で︑二︑三囲連合じ
ゃないですけれども︑どちらかが二位︑あるいは⁝位になったら︑
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あの人もそういう類の一人でしたね︒

を話すかはわかっているわけだ︒それから︑木村武雄という元騨︑
すが︑

掛藤

門海部﹈先生はとりたててどう︑ということはないですか︒

そして田中内報ができて︑三木さんは副総理格で入閣されま

門木村武雄氏は﹈壮士になって

僕らから見ると︑そう見えちゃうもの︒

海部 僕はそれ﹇三木氏の睡中内閣入閣﹈に反対だもの︒その時は
三木先生に門副総理なんかならなくてもよろしい隔と言った︒その
頃はまだまだ単純だから︑副総理なんていって入って行ったらあれ
だから︑対岸に旗を立てたら︑その旗のところに全部が集まるまで

この段階では︑そうですが︑

海部
大 変 な 先輩でしょう︒

劔藤

極藤

志を遂げよ︑というようなことだ︒

い る わ け で すか︵笑い︶︒

海部 そう︑ちょびひげがあってね︒そして当時︑とにかく青嵐会
﹁台湾を捨てては駄霞です﹂というのが︑できあがっ

門㎎副﹄の字だけは余分ですよ隔と︑三木さん自身が演説でやっ
たんだから︵一同笑い︶︒だから僕も﹁それはそうだ隔と言った︒
．というのは︑総理大毘と副総理大臣とでは権限が全然違いますから

というのは︑
そうだったよなあ︒

ね︒だから志を遂げるには総理にならないといけないわけで︑翻総
理大臣の門副漏の字は余分ですよ︑ということだ︒ここまで侮圓も

古い人では賀屡興宣さんとか︑そういう人もいたんですよね︒

た つの大きな旗でしたから︒玉置輪転さんとか石原慎太郎さんも

購うちの父門楠白詩﹈もそうでした︒
海部 それはあえて需わずに一︒それから森喜朗はその連絡係で︑

勝負をやってきて︑そしてその下の﹁副﹂について︑どうですか︒

俘藤

そういう人がずいぶんいた︒そちらのほうが党内では優勢︑

海部

だから副総理というのは︑この時代では︑一丁あがりのポスト︑

いない︒

人というのはいないですね︒

構です︒そうですよ︑そう言ってやってください﹂と言う︒
楠 三木さん以前の話ですが︑あの時代に副総理から総理になった

らそうな話をしてさ︒事前に打ち合わせると︑ 門そう言ってきて結

海部 それは選挙民を説得するにも時間がかかりましたよ︒あの頃
ちょいちょい︑毎年一園ずつ向こうの後援会総会や幹部会なんかに
行って詣をしてあげるんですね︒そういうとき︑ ﹁三木さんは総理
になるんだから︑ここは総理を出すグル⁝プだから︑ひとつしっか
り支えてほしい︒間違っても選挙違反なんかはやらんように隔とえ

いうことですからね︵笑い∀︒

田中 そうしますと︑三木さんが副総理になった葭的はどんなとこ
ろにあったんですか︒ ﹇海部︺先生の反対を押し切ってなった︑と

ェートに飛んで行ったりね︒

そしてそのころ石油危機が起こるものだから︑お使いですぐにクウ

あれも精神的青嵐会に入っていた︒
海部
有力じゃなかったかな︑率直にいって︒

そして大陸派iというと謂い方が悪いが⁝⁝は押され気味にな
るわけだ︒青嵐会なんかが発気がいいからね︒そして﹁この問題は
どうするつもりだ︑どう解釈するんだ﹂とやってくるのは情緒約な
闘題でしょう︒精神に訴えて︑道義に訴える︒ ﹁賠償すら取らなか
った蒋介石さんだ﹂というようなことから始めるんだな︒
楠 児玉誉志夫なんかどうなんですか︒
海部 僕の知っている範囲では現われなかったと懇うけれども︑私

宅まで来てやっていればあれだから︑ほかのところで会っていらっ
しゃることはない︑とはよう言えない︒あるとも言わんけれども︑
事 実 を つ か ま えていない︒

墜田申内閣の成立︑箆木副総理の入閣︵︻九七二年七月︶

楠

というイメージがあったんじゃないですか︒
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海部

門党の﹈副総裁と似てくるわけだよ︒しかも︑量の申もそう

見ておった面もなきにしもあらずだから︑そうなった．ら︑それで終
三木さんは成仏したと晃るんですね︒

んを〜番僑織しておったんだろうな︒だから︑

よ︒わかるような気がするでしょう︒そういうときに僕らに門まあ
まあ︑海部さんな︑そう言わないで漏といってなだめ役に回ってお
ったのが共出﹇︻太郎﹈さんだよな︒あの弁出さんという入は︑あ
の時三木さんと本峯に腹を合わせていた︒そして三木さんは井出さ

そうそう︑中曹籔さんもおるし︒

わ り じ ゃ な い ですか︒

極藤

党の人事局長ですね︒議運の委員長はもちろんありまずけれど︒

そうですが︒田中内閣時代に︑ ﹇海部﹈先生に何かが回って

門今度︑入ります

海部
揆藤

﹁やっぱり翻総理なんかや

らずに︑ひとつやりましょうか﹂と言っていたんだけれども︑そう
はいっても最後は⁝︒そういう意見が三学派の中には多かったん

くるということは︑全然なしですか︒先生に降ってきたのは︑自艮

よ﹂と言われたんでしょうな︒

です︒

俳藤 そうですが︒じゃあその時に︑三木派からはほかには入閣は
しなかったですか︒したでしょう︒
海部 しました︒韻中内閣の時は入閣はしました︒それは三木さん
が翻総理に入っちゃったからです︒そしてその時の説得の理由は︑
そうはいったって︑放っておいたら︑福国さんばかりがあれをした
ら︑政策全体の方向が三木さんの信ずるようなところにきちんと向
いていかないことになる︒だから︑三木さんも入っていって対等の
立場で︑猿眼も資格も持って︑そこでいろいろやり冠りしていけな
ければ責任が持てんのではないか︑というようなことで︑いろいろ
﹇昭和渕十七年﹈十二月の総選挙で︑先生は五能当選ですか︒

話し合ったことを覚えています︒
撰藤

海部 まだその填は︑先輩には州青い︑青い﹂と言われたけれども

海部 その前に議運の委員長はやっていた︒議院運営委員長も︑そ
う長いことやっておるポストではないし
︒
極藤議運は︑ずっとやっているでしょう︒
田中 それじゃなければ︑面白くないじゃないですか︒
海部 理事としてずっとやって︑委員長までやったら︑また理事に
戻るわけにはいかん︒ちょっとそれは自尊心が許さんでしょう︒あ
れはどちらかというと︑交通整理係だもの︒高度な政治覇断を要す
るときには︑もっと上の國会対策委員長同士で話し合いをしたり︑
幹事長・書記長会談をやらせて決めていましたからね︒あの議院運
営委員会で決まるものは︑銀座の交差点と潤じように︑わかりやす
いところでわかりやすく決まることだ︒それを考察しているのが議
運の理事ですから︒それを委員長までやったら︑またそこへ戻って

きてやるというのは︑よほどの物婦きでない眼りいないだろうな︒

ね︒

俳藤

■自切党人事局長︵一九七三年︶

それぐらいだと︑ですか︒

海部 ああ︒いろいろ雷うのがいる︒ ﹁まだ青いよ︑それでは﹂と
需う︒というのは︑百戦錬磨の人もおるわけだ︒そんな頃は︑ コ
緒にならずに︑どこまでもそんな反匿ばかりしているから駄冒だ漏

伊藤

﹇海部先生は﹈昭涌四十人毛に自民党の入事局長になってい

と 三 木 さ ん は 言っていた︒

ますね︒党のそういう組織の役員としては︑前に青年局長をおやり
ですが︑人事局長というのはまたずいぶん違った局長だと思います︒

海部君︑

鴛らも覚えておけ
やれと卜われたら︑すぐよろしいといってや
って︑そして次を直るようにしなければならん﹂とかね︒いろいろ

これは何の仕事をやるんですか︒

﹁もっと天下 人 と い う の は

な人があったね︒

同じ派内で一番急先鋒でものを雷つたのは︑皐川崇と毛利松平だ
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海部 それまでは︑ ﹇入事局長というのは﹈あるかないかわからな
いようなポストだから︑そんなものはどうでもいいやと思った︒し

﹁対岸へ行っ

かも国議内閣ができる時にちょっといろいろありましたからね︒
﹁私は反対だ︑そんな副総理になることは﹂と言ってガタガタ︑ガ
ンガン言ったこともn霞申氏には﹈わかっておるし︑

﹁海

て旗を立ててきちんとやらなければ︑田中さんの家来になってもし
ょうがないですよ﹂と書い続けてきたこともわかっておるだろう︒
そうしたら︑その時は確か金丸門信扁さんだったと思うが︑

部さんな︑そんなことばっかり言ってもな︒慰もひとつ︑もうちょ
っと別の角度でやってくれ臨という︒その頃NHKの討論会なんか
︒

へ出ていくと︑思いつきりのことを言ったものだから︑それでちょ
っと

﹁人事局長というのは何をやるんですか︒代議士の入事を決めて︑
今度誰を大臣にするなんていうことまでは決めさせないんでしょ
﹁いや︑そ

門それはもちろんそうだ﹂と適うんだ

﹁ そ れ なら文句言わずにやりますよ ﹂ と 言 っ た ら ︑

う﹂と聞いた︵一同笑い︶︒
よ︒

れは違う隔という︒実際その時やった仕事は侮であったかというと︑
ほ と ん ど 何 も仕事はないんです︒

偶藤 政務僧事の人事は︑肖鶏党の入事局長がやるんですか︒
海部 それは︑自昆党の申の部会を見ている︒部会を卒業している
ことが︑この入は政務次宮が務まるかどうかのいちばん大事なとこ
ろなんです︒自民党の致務調査会の部会というのは︑出すべき法律
の事前審査を全部やるんです︒途中で修正するときには︑修正案の
作成にも鞠んでいく︒その代わり︑部会には初めの頃は大軍経験者
も委員長経験者も︑みんなまた来るわけだ︒ちょうどいま税剃調査

会には︑例は悪いけれども︑由中貞則だとか林義郎だとか︑古い人
がまだまだいますよ︒それから労働部会には︑労働大臣経験者とか

が︑デモやストがあると行くとか︑そういうことがありますからね︒
だから部会というのは︑それなりに党が法律をつくるときに必要で︑

部会の了承がなければ絶繋に法律にはなりませんからね︒

この前かその前だったか︑これ﹇速記録﹈を読み返しておったら︑
理事懇が大事だという話をしているけれど︑理事懇というのは中味
の謡じゃないんですよ︒国会運営の手練手管の問題︑順番を決める

問題ですね︒枕にして寝ちゃうとかだ︒この法案を枕にしておけば︑
ここからこちらは峯選できないだろう︑というようなやり取りです︒
むしろ部会は︑法律がきちんと通るか︑クリアできるかどうかとい
うことで︑その法律の運命を左右しますからね︒だから部会が非常

海部

伊藤

誰が相談するんですか︒

部会長に誰がいいかということなんかは︑入事局長に相談が

そうすると︑

にカを持っておったし︑また事実そうだったと思いますね︒

する時に︑

伊藤

総裁が︑ですか︒

伊藤ないんですか︒
海部ないんです︒ずっと見ておって︑政務次官とか委員長を推薦
れは︑理由こういうわけで︑こうだと弔う︒田中角栄という人は︑

意中

まあ︑総裁がじきじき聞くことはあまりないけれど︑網中角

門人事局長は﹈部会の入事もやるわけですか︒

ちょっと気が短くて︑パパパパッと﹁よっしゃ︑わかった﹂という
ようなことでやる人だから︑別に根に持たれたわけでもないし︑こ
っちも根に持ったということは
︒むしろ角さんに根を持ったな

海部

﹇入事局長は﹈意見を聞かれるわけだ︒そうすると︑そ

んて︑そんなのはみっともねえじゃねえか︑というのがこちらの三

何の入事をやるんですか︒どんな人事ですか︒

ったな︑ほかの入に門厚生委員長を紹介してくれ﹂といわれたから︑

あるわけです︒

木先生に対する主張であったので︑それはそれで人事局長の仕事も
俘藤

ですから︑政務次官の人事とかです︒

謄 所 懸 命 ︑ しっかりやりました︒

栄さんだけは型破ゆですから︑ ﹁海部君なあ︑議運の委員長にあれ
をしょうと思うけれども︑あれはどうだい︒出てるか︑よく鳳とい
って聞いたりしてくる︒それから僕は 卿︑潤中角栄さんじゃなか

海部
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﹁厚生委員長は雛弼誠一がよろしい恥といって推薦したことを覚え
ている︒

田中 厚生委員長というのは︑議会のですか︒
海部 衆議院の厚生委員長です︒
圏中 それも人事局長がやるんですか︒
海部 ああ︒人事局長の権限ではないけれど︑人事局長というのは︑
党の中整のちょっと下のところにずっと葭配りをする︒大臣の推薦
権や大臣の人事には口を挟まないけれども︑そのちょっと下の委員

長とか政務次嘗のところは︑誰をどうしたらうまく埋まっていくか

ど﹈︑それ以外のときは門国会便覧﹂を見て︑だいたい氏棄性︑学

﹁国会便覧﹂を見ないと︑やはり人事局長は駄霞じゃないで

校︑職業︑いろいろなものをずっと覚えていくんですね︒
極藤
すか︒

鍛五回囲の当選と選挙応援

佐道 四十七年牽二月に︑先生が五回昌の当選になる選挙がありま
したが︑この時はもうだいぶ応援演説にも行かれましたか︒

く さ ん 間 違 い は超こるけれど︒

豊玉 誰が何圓当選で︑いままでどういう経歴を持って︑どういう
業績といいますか︑凶暴会や部会をこなしてきたか︑ということを
ちゃんと掘溢しておかなければいけないわけですね︒
海部 そうですよ︒それから︑この人は︑さあ︑といったときに︑
委員会をサボつたり逃げたりした癖がありはせんかとか︑いろいろ
なことをいろいろな角度から︑縦糸横糸のように見る︒それでもた

それは非常に幸せだったと思います︒
揮藤 ちょっと無風状態になったわけですか︒

い︒共産党と︑それから無所属で出る派閥の違う人たちですからね︒

れていたわげです︒江峰真澄さんと佐藤観次郎さんというのがおっ
たけれども︑あの頃は中選挙区ですから︑三入は当選できるんです︒
落ちる心配は全くない︒順位争いも︑それまで一圓目︑二濾員︑三
回冒までは︑最高点をとるのは菰崎さんだったけれども︑五回目の
選挙からは私が最高点になって︑ほかにも囲新しい入は立ちはしな

と い う こ と が わかるわけですよ︒

伊藤 でも田中角栄という人は︑もう誰が何といおうと︑自分で全
部やりたいという入ではないんですか︒あまり他人に相談したりし

海部 五厩囲ですか︒僕はたしか五菜目の時は︑選挙が楽になって
いました︒要するに必ず当選できるというところにリストアヅプさ

ないのでは︒

海部あの人は︑その意味では大変な霞儒家だから︑ ﹁これでやり

そんな頃︑いまと違って別の意味で﹁ヤングパワ⁝﹂という言葉

ればいかんよ﹂と言われた︒

扮ゆことしか考えないゲ呪ういうのでは︑政治家は将来ないからね︒
他人のことも考えて︑他入の応援にもちやんと行ってやってこなけ

それで︑三木さんや党のほうも口説くわけだ︒．﹁海部さんね︑自︐

りそういう安心感もいくらかある︒

かったけれども︑そんなことを言うときれい事になるわけで︑やは

海部 まあ﹁無風﹂じゃないね︒ ﹁無﹂というといかにも失礼だか
ら言わない︵一同笑い︶︒そういうことが︑心のたるみに出るでし
ょう︒だから絶対に震分では無風だとは自覚しなかったし︑思わな

なかなか︑ほかの人が出る余地はないでしょう︒

たい︑こうしてくれ﹂ということでしょうね︒
伊藤
﹇ 田 中 氏は﹂

﹁国会便覧隔が愛読書だという話を聞いたことが

楠

﹁ 国 会便覧﹂を読んでやっていま す よ ︒

あります︒

海部

俘藤 でも先生もそれをやらなければならない役割でしょう︒
海部 それが役割で︑初めはそれをやらされたものだ︑いろいろと︒
特に凄しい選挙があって︑︸年生が当選してくるとわからんわけで
すよ︒応援に行った入とか︑派閥が同じだとか﹇ならわかるけれ
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がはやり始めた頃でしたね︒それで三木さんの組の中でも︑松浦周
太郎さんとか井出一太郎さんとか︑ああいうクラスのところまで行
った︒そして三本さん自身の選挙区にも︑今ヨは婦人部の総会だか
ら行ってきてくれ︑なんて言われる︒選挙中は︑じゃあ何霞供出で
きるかという︒学園霞の選挙頃からは︑たしか一野間ずっくらいは

派内のことはだいたいわかるだろうという人を︑各派閥に推薦を頼
そうですが︒

んで集めたのが︑その幹事です︒
俘藤

海部 だから︑選挙対策委員会の幹事会というところで話が決まれ
ば︑逆にいうと︑よほどの問題擬でないかぎり︑それは通るんです︒
俘藤

なものですよ︒十前後でしょうね︑最後の調整は︒

とある選挙区のことを全部隅から隅まではわかりませんからね︒だ
から総裁や幹事長のところでやるのは︑だいたい十か十一か︑そん

公認がとれるんですか︒

出したんです︒三遷問の選挙中に︑自分のところは︑

一遍間供出し

た残りを割って︑ずっと渇れるようにしました︒
伊藤 どういうところを罷るわけですか︒やはり三木派の若い人達

甲甲 じゃあこれは︑公認を決めるものなんですか︒
海部 公認は大将が決めなければいけないから︑全部は絶対任せな
いし︑メンツ上そう霧わない︒といって︑上の方では︑全国に二百

の と こ ろ と か ですか︒

海部 三木派の若い人か︒い哀から思うと︑僕より年寄りの人のと
同笑い︶︒

年上の若手か︵笑い︶︒

こ ろ が 多 か ったな︵

伊藤

拶藤

この門選挙対策委員会幹事会の﹈レベルでやつちやうんです

問題のあるところですか︒

ね︒

ええ︒だからそれ以外は︑ずっと直接やるわけです︒

海部
﹁こんなに素晴らしい先生はない︒われわれ若者も一所懸命
胸を借りてご指導いただいて︑ありがたがっております隔なんて欝
ってね︒それから参議院の鍋島﹇星置﹈さんのところにも応援に行
かされたよ︒昔の殿様ですよ︒ああいう人と一緒に演説をやって譲

そういう調整のときには︑派潤のリ⁝ダーは出てこないんで

やつちゃうんです︒それは︑要するに副幹事長クラスですよ︒

便藤

ると︑勉強にもなりますからね︒自分も知らないようなことをとき

田中

海部
すか︒

海部

どき言ってくれる︒

﹇自民党選挙対策委員会幹事

示を出すわけだね︒こっち﹇幹事会﹈ではやり合って︑これは勝っ

海部 派閥のリーダーは出てこずに︑後ろにおって︑これはどうだ︑
あれはどうだ︑これはこうしてやれ︑あれはどうしてやれという搬

伊藤

たとか負けたとかやる︒そこでまた︑今度は若い猿舞に評価される

﹇海部先生は﹈自罠党の選

挙対策委員会幹事になっていますね︒これはべつだん選挙の委員会

わけだ︒

そして五葉貿の当選の後ですが︑

に直接関わったわけではないんですか︒

いらっしゃるわけですか︒

これは幹事会ですから︑選挙対策委員会の委員長というのが

佐道
︻︒

海部 選挙対策委員会の幹事というが︑幹事というのは︑だいたい
当 選 回 数 が ま だまだ十分ではないけれども
﹇当選回数扁五回で︑ですか︒

海部 選挙対策委員会の中に幹事会というのがあるんです︒その幹
事はいま雷つたように︑各派閥からとってくる︒参議院からも幹事

伊藤

海部

はもちろん出てきます︒だけど参議院は︑あまり重きを置かれない︒

五回で︑です︒睨みをきかせて︑若手の動向も知っており︑

長老のところへはときどき屑もみに行ってご機嫌をとっておるので︑

選挙になると︑いつも衆議院が申心だ︒ ﹇楠氏に向かって﹈ごめん
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それはかミガミと最後までやります︒そういうところは各派閥の領

それから︑幹事会で決まればだいたい上のほうもいいけれども︑
どうしてもここだけは譲れんというところは︑十や十一はあります︒

るんだよ︒だから参議院議員は︑だいたい衆議院のうるさいのをち
ょっとつかんでおれば︑選挙は必ずいけたわけだね︒

なさいね︒言うだけのことは書いますが︑みんな割り嶺てて応援す

臓中

んじゃうと︑

海部 僕は心情的には︑まだまだそうベテランの域には達していな
いと思いますけれどね︒そういうときに︑もうベテランだと思い込

かと思いました︒

伊藤

する︒

関孫すると伺ったんですが︒

自民党の総務局長というのがありますね︒あれも何か選挙に

門あの野部︑生意気だ﹂ということになるわけです︒

私は当選五回というからには︑もう相当ベテランになったの

袖が最後に出ていくけれども︑それは︑だいたい謡を決めてから出
て い き ま し たね︒

海部

門この入を泣かせる︑こちらを今度は泣かせる︑

その代わり︑これはこの次はこうする﹂とか︑必ず落としどころを

畏をやっていたからだという話がもっぱらですよ︒
欝藤 そうすると︑やはり総務局長はいろいろなことに口を容れる︒

ていたんです︒だから︑名前まで出して悪いけれど︑調べればわか
ることだけれども︑鈴木宗男なんていうのがあれだけ口うるさく騰
を容れて︑党内にいろいろな影響力が出てきたのは︑あれが総務局

いまはどの程度のことができるのかな︒最近のことは僕はあ

決めてからですね︒

まり詳しくはないけれど︑少なくとも私の頃︑それからこのあいだ
の総務局長選挙の時ね︒それらは︑昔の幹事会のような役割をやっ

伊藤 最終的には幹事長︑総裁のところで決着がつくわけですね︒
海部 総裁のところで︑と書いたいけれど︑そうしないと総裁の錘
威がなくなるからね︒総裁のところで決まる︒けれども実際は︑幹
事長が職を．賭して横を向くと︑これは総裁にとっては 番やりにく
いことなんですね︒ここまで言っていいか悪いか知らんけれど︑最
後の最後の場面で︑そういう党内手続き的な問題になってくると︑
幹 事 長 が 実 権 を持つんです︒
餌藤 やはり幹事長というのは強いんですね︒

溝部 ただ︑若い連中に対してですね︒われわれクラスに口を容れ
てきたって何ともないですよ︒若い連中にですよ︒選挙地盤がまだ
十分固まっておらん人とかね︒そういうふうに思っていいですな︒
摂藤 この選挙対策委員会の幹事というのは︑やはり派閥を代零し

ているわけですから︑選挙対策といっても︑具体的にどこを重点に

門うちの﹂ということになるわけでしょう︒

それはあるんです︒それは︑ ﹁うちの誰だけは絶対重点だ﹂

する︑ということではないんですね︒
海部

結局︑

という︒

摂藤

海部 だから︑うちのことが重点になればいい︒当時は中選挙区だ
から︑お互いに樽争うんですけれど︑これを重点にして︑それは外

海部 変な話だけれど︑大平さんが幹事長として︑ 門う〜﹂とかな
んとか︑何を考えているかわからないようなことを言いながら︑畠
分の思った通りにビシッと押していったでしょう︒だから幹事長だ︒
幹事長が全権を握りませんとね︒総裁というのは総理大臣を兼ねて
いるわけですから︑朝から晩まで自分の家のことばかり考えておら
れない︒対外問題もいろいろあるでしょう︒やはり選挙手続きその
他については︑だいたい歴代幹事長が取り仕切っておったと︑僕は

便藤 でも︑とにかくならすところまでは︑幹事会がやってしまう

そうとか︑いろいろやり方があるじゃないですか︒

そう見ています︒

と い う こ と で すね︒

俘藤

人になり︑場合によって五人公認にすることもあるでしょう︒

例えば五入区で︑ ﹇公認が﹈三人で収まればいいけれど︑四

海部 幹事会がやる︒幹事会というのは︑副幹事長とだいたいイコ
⁝ルするような立場の入ですよ︒各派閥にそれがずっと行くように
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伊藤

海部
そうすると︑やはり重点を置かないとしょうがないですね︒

五入ともやったことがありましたね︒

海部 欝に見えない重点というのは︑臼く言い難しでよくわからん
けれど︑重点候補のところには︑じゃあ最後に党幹部をぶち込むか︑
ということになる︒総裁もしくは幹事長だ︒選挙になって︑最後の
超重点地域だということを雷えるわけだ︒ ﹁この追い詰まった選挙
に︑全軍の最高司令官である総裁が︑今日は誰々のところに街頭演

説に来て︑もうじきやるんですから︑いかにうちの先生が党が重点
候補に置いておる大事な人かがわかりますよね縞というようなこと
が︑露舎では意外に効くんだよ︒
伊藤 東京あたりの選挙区導や駄目ですかね︒

佐道

そうですね︒これは自評党にとってはかなりショックだった
どうだったろうな︑それは︒

んじゃないかと思うんですが︒

海部

ものすごい人気でしたからね︒

﹁今太閤﹂と覆われたくらいだからね︒

伸藤
海部

﹁腹に﹇物︑鳶中に荷物︑畷があったらぶん殴れ﹂という

佐道 しかも穀中国二二復をやって︑ワ⁝ッと入定が上がって︑・さ
あそれで選挙だと思ったら︑負けてしまった︒
海部 ただ︑日中国交回復はそんなワーッといった最高の人気では
なくて︑

のが︑あの頃の党内の実状だからね︒だから︑露中国交回復をやっ
たことが︑イコール畷中さんの人気として︑党内でずっと高くなっ

佐道 脚㎞の選挙対策委員会の幹事会とかで︑派閥の誰を押し込むと
かいうことのほかに︑そういう全体的な傾向についての検討とか︑

い取った︒取り過ぎたのかもしれませんね︒

その前の選挙が︑沖縄の選挙ですね︒あれで自民党がいっぱ

たとは思いません︒

東京あたりではね︒この前からちょっと︑総裁が来ても駄襲︑
来てもらいたくないという認もありましたね︒

海部
伊藤
今度は総裁に討てほしいでしょう︒

田中

佐道
今 度 は 大変ですよ︒

ということになつちゃったから︒

伊藤

海部 今度はまた参議院選挙の時は︑どうなつちゃうだろうな︒往
年の土井たか子さんみたいに︑みんな吹っ飛ばされちゃうかもしれ

ただ︑党籍譲明というのを出したことを覚えている︒

うになるんじゃないかと思いますね︒

ない︒

■四十七年十二月の総選挙

海部

ありましたね︒

これからどういうふうな候補を立てていかなければいけないとか︑
そういう議論はされたんですか︒
海部 それはときどきみんながやりました︒
伊藤 でも一般論でいっても︑やはり﹁わが派のこの人﹂というふ

佐道 この四十七年十二月︑先生が五多目に当選された時の選挙で
すが︑いまの小泉さんともよく比べられまずけれども︑田中さんが
就任された時の入気がすごく高かったわけですね︒ ﹁今太閤隔人気
で︑日中国交回復をやって︑その勢いで選挙をやって大勝するだろ
うと思われていたら︑思ったほど勝たなかった︒だいぶ蓄施した選

俘藤

とはないわけですよね︒

で絞らなければいけないでしょう︒三入竃で薩入公認するというこ

佐道 具体的な名前がありますからね︒
伊藤 仮に三人区で︑希豊里が各派閥からそれぞれあって五人にな
ったというときには︑大嘘嘩をしても︑公認を少なくとも三人にま

挙 だ っ た と 思 うんですが︒

定員を増えた人には党籍舐明を出す︒そして党籍証朗がある

十七ほど議席が減っているんですよね︒

海部

楠

から︑当選したら当然公認に数える︒
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のポスタ⁝には門自湊毘主党﹂と書けるわけですね︒

俘藤 しかし︑それはすごい舐ですよね︒だからちゃんと選挙の時
伊藤

海部

田中

しかしあまり購い先生におられたのでは︑部会長はたまらん

むしろ逆だな︒

今はむしろ逆なんですか︒

ですね︒

門自由豊富党﹂と書けるんだ︒それが党籍証明というやつで

海部

海部
すな︒

口のうるさいのがおると︑部会長は困るわね︒小舅みたいな

轡藤 例えば三木派から推したけれども︑頑張って︑頑張って︑最
伊藤

のがいっぱい来ると︒

にない︒

い︶︒それでは配中内閣の時は︑議運の委員長︑人事局長︑選挙対
策委員会幹事ということですね︒
海部 けっこう忙しかったんです︒
俘藤 やはり法案の闘題等ですか︒
海部法案の問題もあるし︑いろいろ突発事故の動乱の問題もある︒

後は党籍証朗をとるのもよし︒それも取れないと無所属で出る以外
海部 創立は無所属になってしまうと︑中選挙区ではあまり割り込
んで嶺選できる率は少なかったんじゃないかな︒
俳藤 それでも当選していますよね︒
海部 十四︑五人でしょう︒それは言置していまずけれども︑いま
ほど簡単ごやなかったから︑やはり門公認または党籍護明は﹈取り

ちょうどその頃li−︒

小舅ぐらいだといいんですが︑大舅みたいなのが来ると︵笑

たい︒このあいだまでは無所属のほうが轟選できるから︑推薦はし

便藤

佐道

伊藤

そこまで︑まだ一般の理解が進んでいないんだよな︒

みんな無所属で出られたら㊧るじゃないですかハ笑い︶︒

それでも小選挙区ですからね︒

並等年国会の議論

ていくということはないんです︒

海部

いうことはないわけですか︒

三木さんが中東歴訪に行かれたときには︑別についていくと

てもらわんでもいい︑なんて欝い出したやつもおるぐらいだから︒

海部

ちょっと先ほどの謡に戻って脱線しますが︑政調会の部会で︑

いるものは侮かありますか︒

あれは政府特使の格妊で行くわけですから︑院の役員がつい

臼中

つまり︑長老クラスの人はもう部会には入っていないんですか︒
海部 入ったとしても︑出てこないんだよ︒部会の本当の勉強会と
いうのは毎朝やるんです︒忙しい時期︑予算時期とかの国会時期に

海都

昔は健い人もいたとおっしゃいましたが︑いまはいないんですか︒

なるとね︒そしてかなり長時間になるでしょう︒だからよほどの入

の議論が出たのは︑たしか日韓国会の問題を通してだと思います︒
卒園

霞中

改讃か何かがあったんでしょうか︒

だいぶ前の謡です︒

日韓条約は昭穐四十駕ですよ︒

日韓大陸棚ですか︒

心中

あれは︑国会で日韓条約が通らなかったんですね︒通年国会

会のお話がありましたね︒法案を通したもので︑ 一番邸象に残って

話を戻してしまうんです．が︑議院運営委員長の時に︑通年国

でないと︑なかなか出てこないでしょうね︒

楠

鎧中

田申 当時は︑けっこう年寄りでもちゃんと出て来たんですか︒
海部 そういう意味では︑農林部会に行くと︑井出先生も松岡周太
郎先生もおったからね︒だから部会をやっている日にその長老をつ
かまえようと思うと︑議員会館の部屋に行くよりも︑党本部の部会
の 部 屋 に 行 けばちゃんといたもの︒
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門 会 期 制度だから駄囲ですよ﹂と言っ た ら ︑

﹁いや︑そんなの

海部 何か欝韓関係のものがあったんだ．．それで門園中総理は扁︑
﹁こんな国会は︑翻けたら一年中やっておけばいいんだ﹂と喬うか
ら︑

は一年鑓いちやえばいいんだ︒一年中温いておけば︑野党は知恵が
ないから︑これ以上攻められなくなる︒それじゃあもうこの辺で幕
にしようかといってやれば︑すぐに乗ってくる︒このごろの委員会
を見とってみろ︒もう聞くことないだろっ︒向こうはそろそろ勉強
に困っているんだ﹂と云ったね︒だから通話國会の問題は︑掴中角
栄さんが書い出したことでもあったし︑前尾さんが議長の時かな︑
なだめるのにたいへん困ったこともあった︒あれは日韓の何かと絡
ん で い た ん じ ゃないかな︒

海部 それはそもそも︑政府が野党の質問攻撃からなるべくたくさ
ん逃げられるようにという発想でつくった釜煎制度ですから︒まず
第一に︑ついこのあいだまでは︑牽二月の召集でしょう︒÷二月に
召集しても侮もできんじゃないですか︒野党だって︑年末だ︑正月
だ︑帰れ︑といったら喜んで帰っていく︒与党は与党で︑予算編成

をやらなければならん︒そんなときに外出を召集しておるというの

は︑まずそこだけで三十日から鰻十羅逃げられるわけでしょう︒

それから連休が今のようにたくさんになるとまた甥だけれど︑あ
の五月連休に向けて︑連休までに通ればいいし︑連体までに通らな
かったらそれで駄目にしょうという︸つの暗黙のメルクマ⁝ルみた
いなものがあったんですね︒だから重要法案は︑連休までにとにか
くやっておけということだった︒

門通鴬国会の会期は﹈ 五〇Bですから︑だいたい六月には

爲韓基本条約は昭和四十年ですよ︒

田中

終わりますね︒

中身じゃないんだ︒いつ上がるかだ︒侮か本質的な議論とちょっと
離れているんじゃないか︑というようなことを思いながらやってい

うとか︑この国会の会期中に上がらなかったら駄目だとか︑法案の

海部 あの通年紫苧というのは︑ホンネで言うと︑それが定着すれ
ばある意味ではらくになるんです︒この国会の会期中にこれを上げ

海部

俘藤

はい︒

通年国会にすると︑会期がなくなるということですか︒

というのが︑われわれ議運関係をやっておった者の率直な意見でし

するとか︒あんなエネルギ⁝は通年国会にしたらなくなるのにな︑

反対派だったん

それは佐藤内腿の頭の頃ですね︒
たしかに大陸棚がありましたね︒

先生は︑通年轟轟に賛成派だったんですか︑

ましたね︒

俘藤 第何回国会という名称はなくなるんですか︒
海部 それは残るかもしれませんよ︒ ﹇名前は﹈残っても︑一年中
囎いているわけだから︑五月の連休までに法案を上げなければなら

ですか︒

い﹂ ﹁それじゃあ枕法案を侮かつくりましょう﹂と言って︑枕法案
をつくっておくと︑その枕法案の枕で寝ているあいだに︑あとがっ

ん︑というような妙な区切りはなくなる︒

海部 終わる︒そして今度は︑暑い夏休みをどうとるかということ
だ︒あまり長期の会期延長をやると︑与野党挙げて︑いやだ反対だ︑
という人がおるけれど︑ホンネの部分ではやらなければならんので︑
会期延長というのでだいぶ激突して︑二日徹夜するとか︑三ヨ徹夜

かえちゃうから︑会期が来れば不成立になる︒﹂そういうことをよく

門何年国会隔という名前を付けるとか︒

たね︒

やったので︑つまらんと雷ったら悪いけれど︑そういう本質的では

田中

門何年圏会㎞でいいんじゃないですか︒

﹁いけな

ないところに精力を注ぎ込んだという思いがありますね︒

海部

臼本は先進圏では会期が一番短いですね︒ほとんど﹇の国﹈

﹁それじゃあこれは通してはい け ま せ ん な ﹂

膣中

磁中

あるいは衆議院の解散の年をとって︑次の四年間とか︑それ

が通年ですよね︒
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そちらのほうじゃありませんかね︒

霞海佐俣田
申皇道藤中

は い ろ い ろ と 付け方がありますよ︒

﹇俳藤氏に﹈ 歴史学者が考えて

く だ さ い ︵ 笑 い︶︒
俘藤 あまり考えたことがなかったですね︒

掛金開申事件︵︻九七三年八月︶
俳藤 いま年表を見ていましたら︑この時︑金大中事件が起こって
いるんですね︒先生は︑侮かご関係というか︑関わりはございまし
たか︒

海部 金大中さんは︑私が寝泊まりしておった九段の議員宿舎から
ちょっと降りたところのあのホテルでとつ捕まったわけですね︒
寧都宮徳馬という男がいたでしょう︒あの入が晦懇で親しかった︒
宇都宮徳馬は三本先生のところにしょっちゅう出入りする間柄だっ
たので︑金大中事件が起こったときには︑ああいうことをするのは
罠主主義に反するというような反応を︑まず三木さんはした︒宇都
宮徳馬さんとか︑田英夫というのも来ておったな︒これも金大申と
伸 が よ か っ た んだね︒

門先生︑それは間違いじゃないですか︒それが腐敗か

僕はその頃︑三木先生に書つたことがあるんだ︒B本は韓国へ︑
あの頃は経済協力と言っていたかな︑お金を出していたでしょう︒
金大中さんは製本に来て︑ ﹁あれをやめろ︒それは︑後ろ向き腐敗
政権を助けることになるではないか﹂というような理屈で言ったん
だな︒僕は︑

腐敗葛やないかということは︑それを食めた相手国の事情です︒だ
から支援しなくてもいいかというと︑まったくそういう腐敗行為や
良くないことに騎馬のない多くの蟹民のためには︑そういう言動は
反厨浅的な発言になるんじゃないか﹂と匿ったんです︒僕はあの碩︑
闘英夫さんや宇都営徳馬さんにはちょっと違和感を持っていたので︑
﹁その腐敗政権を延命させることにカを貸しているようなも

ちょっと違うじゃないですかという籍をしたことがあった︒そうし
たら︑

のだ隔と鰯英夫さんは言うわけだ︒けれどもあれは︑何というか︑
本入があそこまでII−︒

このあいだの国会の演説でも︑彼が終わってから来たときに︑総
理経験者と一緒に朝食をとった︒僕はちょうど金﹇大中﹈さんの横︑
向こうに竹下さんが座って︑いろいろ話をした︒そうしたら︑率痩
匿申

充分話せます︒

金さんは黛本語を話せるんですか︒

なんだね︒あのときはちょっと晃直しました︒
海部

匿小選挙匿制への動き

伊藤 この鑛中内閣の時に︑小選挙区への選挙法改正を考えて︑結
局これは三木さんがやめなさいと需って終わりになるような感じで
したね︒

海部 それはちょうど僕が議運の委員長の時です︒
俘藤 これは︑法案が出たわけではないんですか︒
海部 いや法案をつくって︑そして区響り表までつくった︒毒中角

栄さんが区割り委員会に行って挨拶をして︑薩割り表まで淫声した

んです︒しかもその前に手が込んでいたのは︑全国会議員に︑ ﹁小

選挙区制にするならば︑例えば︸番あなたにとって都合の良い案は
どれなんだ﹂と角さんは全部に聞いたわけです︒それができたら︑

申選挙区を小選挙区に変えるんですからね︒僕のところなら︑僕と
液綺真澄と佐藤観次郎と三人とも当選できるような話でまとまれば
いいんだという意喋の語が来て︑みんなが考えるわけだ︒そのとき
は︑うちの選挙藝を三つに割ったらこうですよ︑江崎さんはこう言

っていますよ︑ということをいろいろやった︒

伊藤 そこまで行ったんですか︒
溝部 行ったんです︒そして︑何郡何町まで分割はできない︒それ
はちょっと調子が良すぎるぞ︒三人だから︑必ずしも瞬じじゃなく
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てもいいじゃないか︒︻人はちょっとアバウトだけれど⁝万票多い︒
こっちは一万票少ないけれど︑行政区画の市は分けないとか︑郡は
大事にするとか︑そういうことでやろうということで︑あのとき三
人が了解して︑署名捺印したものをつくって︑それで持っていった
んですよ︒

詮なかったですよ︒角さんの時はそういうのをつくって持っていっ
たけれど︑愛知県のようにすんなりと割り切れるところはなかった
んじゃないですか︒

俘藤

三人︒

縢愛知三区の事情

海部 初めはそれをやったんです︒だからみんなが︑これは本気だ
海部

じゃあ独占していたわけですね︒そういうところはいいんで

そうですが！

な︑と思うでしょう︒だから逆路もあったわけだ︒さあとなったら︑

伊藤

撰藤

すぐ退けるように︒けれども行けるところまで行ってしまおうと︒

海部だから例外的かもしれませんが︑棲み分けが初めからできて

だから江疇さんを呼んで︑ 讐おい︑サトカンが行きそうだから気
をつけてやれよ﹂と雷ったら︑ ﹁来たら︑そんなもの鎧袖︸触にす

﹇江崎鉄磨の選挙匿ハ小選挙区・愛知牽区︶﹈へ行った︒

けた選挙区割り表というのは正しかったわけだな﹂なんて笑いなが
ら詣をしておった︒そうしたらその誕割り表を決めてから︑こちら
で出ると言っておった佐藤観樹が﹁隣へ行けば勝てる隔といって隣

そのときも事葡に呼んで︑ ﹁お賄どこでやりたいか﹂といったら︑
﹁ここは強い︑お父さんの代から強いところだから臨 門じゃあ昔分

う︒江崎真澄さんの息子の鉄磨看が小選挙区で落っこちぢやった︒

今度門瓢○○○年の総選挙﹈は︑ちょっと隣で異変が起こったの
でいけません︒サトカン﹇佐藤観樹﹈のところ︑知っているでしょ

いましたので︑ずっとそれで来たわけです︒

しょうね︒

﹇愛知﹈三区の定員は何人だったんですか︒

それで︑もしできたら︑それでいいんだという未必の故意のような
発想が︑鏑さんの中にはあったと思う︒そう思いますよ︒
佐道 先生ご自身は︑そうなったらやむを得ないな︑と思われまし
たか︒

海部 はい︒三入の代議士がそれぞれ当選できるわけだもの︒佐藤
も江崎も河野﹇ママ﹈も︒河野さんを当選させるためには︑⁝宮布
と尾西市と稲沢市をもらいましょう︒そうするとサトカンの方は︑
津島帯から海部郡からあちら全部をあげておけば︑四十一万か四十
二万ある︒江崎さんは犬ゆから江南から岩倉布︑布袋町︑丹羽郡を
あげておくといい︒三人がそれで当選できる︒三人が手を組んでお
れば︑まあ誰が出て来ても落ちることはないだろうということで︑
三人ともこの額り方ならばよろしいという案が︑少なくとも愛知県
第三区に関する限りはピチッとできた︒
じゃあ︑できないところもあったでしょうね︒

それはいつぱいあったんでしょうね︒

俘藤
楠

る漏なんて書っておったけれど︑そうはいかなかった︒蓋を開けた
ら︑江崎さんの方が落っこちた︒だからこちらも罪に感じた︒しか

しこの次までに選挙区を変えるというわけには行きませんからね︒

い っ ぱ いあった︒

楠

私の後援会があるものだから︑そこへはいつも応援に行って︑ ﹁江

海部

鳩康内閣の時も田中内閣の時も︒だから後に細州内閣で箋現すると

綺鉄磨を頼みます﹂という演説をやってくるわけです︒

区翻りを出したことが︑できなかった原因だったんでしょうね︑

きには︑区割りを出さなかったんですね︒選挙制度だけ変えたんで

伊藤

そっちのほうに後援会があるんですか︒

すね︒

海部細州内閣の時は区割り表は誰にも見せないというので︑僕も
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初めて聞いたな︒

聞で会見したんですよ︒ ﹁正直に︑ここでやっていてもまた負ける
から︑負けるのはつまらんから隣へ行って勝たせてもらってくる﹂

門後援

伊藤

それでも僕が日曜日を︸日つぶして行ってきたんですもの︒

ありますよ︒だって私は中選挙区が終わったときに︑

会 を 扁 解 散 し なかったもの︒

海部

海部
田中 今でも解散していないんですか︒
海部 今でも︑ですよ︒だから今でも僕の後援会総会をやるときは︑
一般の大人の男の後援会と︑婦人だけでやっているハナミズキの会

いまの自分の小選挙区ではないところへ︒
それは︑講演か侮かですか︒

と言った︒まったく︑そういうことが起こるんですよ︒

というのがありますが︑これは今でも禰三区です︒
極藤

いや︑葬式です︒これは行かなければ︑〜族郎党︑お隣近駈

いつ中選挙区に戻っても大丈夫なんだ︵笑い︶︒

伊藤

海部

るはずです︒

それで最後の最後の脅しは︑

何日まで上げてくれ﹂ということでね︒

きるじゃないか︒最後に野党も乗って︑帰らなければならんから︑

門野党が反対しなければそのヨにで

やる﹂ということだったね︒狂乱物価は︑たしか年末に上がってい

っていけるかどうか︑たいへんなことなんだ︒やつちゃえ︑やれ︑

駄目だ︑年内にやつちゃえ︒議運が本会議を年内に開いて︑いつで
もいいから上げちまえ︒野党のやつがゴト︒コト雷ったら︑みんな連
れてこい︒この国がこれだけ困って︑これをやらなければ立ち上が

せなければならん︒ ﹇網中総理の声音で﹈ ﹁来年になってからでは

海部 それは小泉の発想と似ているというと叱られるけれど︑角さ
んの発想は︑ 門やれ﹂というときは理屈じゃないんだな︒石油がも
とで高くなったわけでしょう︒それでお正月商戦から偲格を安定さ

けですか︒

圏中 そのお葬式は︑後援会の役員か何かですか︒
海部 その村の会長です︒これはしようがありません︒そういうこ
とがちょいちょいあります︒開いてみると︑だいたいみんな近しい
人のことはやっておるようです︒
伊藤 この田中内閣の時に︑いわゆる﹁狂乱物価﹂になって︑いろ
いろな法案が出ますね︒これはそんなに難しい問題ではなかったわ

なりゃあたなあ﹂なんて書われる︒

みな集まりますからね︒ ﹁ああ︑先生︑選挙区が変わると水くさく

海部 いつ藻っても大丈夫だし︑戻るかもしれないという不確定要
素がある︒だって︑公虜の幹部と還してごらんなさい︒すぐ生して
くれという︒ですから︑そういうときは逆路の備えをしておくんで
す︒そうですよ︒その時になって︑それまで手を切って︑ああ俺の
コ ス ト が かかりますね︒

選挙区はどこだった︑といってもしょうがありませんからね︒
楠

田中 それは海部先生だけじゃなくて︑飽の代議士の先生もやって
い ら っ し ゃ るんですね︒

海部 オールモースト︒だから政治と政治資金の閣係も︑理想的に
掌を返したようにはいっておらんけれど︑これはしようがないね︒
楠 入閤関係も︑選挙区が変ったからといって︑そんなに急には切
れないですね︒

門 先生︑冷たくなったな﹂という こ と に な る ︒

﹁今は僕の選挙匿じゃないからいやだ﹂と言ったら身も蓋も

海部 現におとといも︑僕が飛んでいったのは︑愛知県犬山市です
よ︒犬山市というのは元の僕の選挙区で︑今は僕の選挙区じゃない
んだ︒
ないな︒

楠 でもあまり行ったりすると︑そこの現職議員が文句を書わない
ですか︒

海部 いいんだ︑今はそこで江崎鉄磨も落ちているから︑俺が適当
﹁江崎君にも頼みます﹂ と い っ て い る ︒

そこは誰が当選しているんですか︒

に日添えして︑

俘藤

海部 サトカンが嶺湿しているんだ︒要するに︑自民党が社会覚に
取られちゃったということだ︒しかも佐藤が逃げていくときに︑萩
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伊藤 そういうことになってくると︑劇中総理陣頭指揮になるわけ
ですか︒

海部 もちろん陣頭指揮です︒いちいち手続きを踏んでいる時聞も
畷もありませんしね︒あのとき急激に情勢が変わってきた︒たしか
鍵中
売り惜しみ買い占め防止法案といったかな︒

買い占め売り惜しみ防止法案でしたね︒

あのときは︑不当に高いものを売った者は御用になって罰せられる︒
海部

鐵エジプト︑クウェート訪問︵︻九七四年﹁月︶

﹁けれど先生︑晃つかってもらうと大変なことになりますが︑

だ︒ ﹁任しときなさい︒今晩は安らかにやすませますから扁と言っ
て︑石那﹇良孝漏大使に言ったら︑やっぱり大使館は持っているん
だな︒

どうしましょう﹂と書うから︑ ﹁お茶を注ぐ土瓶があるだろう︑そ

ホテルの中で飲んでもいけないんですか︒

門BAR﹂と

れにウィスキイを入れて︑湯飲み茶碗と︸緒に持って︑議長の泊ま
っているホテルの部屋に運び込むのは構わんだろう﹂と欝つたわけ
伊藤

いかん︒ホテルの中にもバーがあるんですよ︒

だ︒

海部

﹁20﹂と

た︒

δ帥昌圏㈹雲自︒o奪①≦駐犀矯ゆ﹂と需っても︑

佐道 先ほど︑三木さんがオイルショックの時に中東を歴訪されて︑
蒋使として行かれてという話があったんですが︑三木さんが行かれ
たのが十二月で︑その翌年の一月早々に︑先生はすぐに事情調査と
いうことでエジプト︑クウェートに行ってらっしゃるんですね︒ほ
とんど周じところに行かれたわけです︒これは侮か関係があったん
ですか︒また︑実際に現場をごらんになられて︑どうお感じになら

出さなかった国が︑今度はブッシュとサッチャーさんと同列のいい

書いてある︒

れましたか︒

ところに私も座らせて︑褒めるでしょう︒その晩餐会でも︑ジユ！

田中

﹁のOdP㊦びΦ①国ゆ﹂と言っても︑

もとは職員じゃなかったですか︒

門冥︒﹂と言う︒ジュ；

﹇霞本に対する﹈感謝広密も

これが箕輪登︒これがいま自由党におる小沢の家来の平野門貞夫﹂︒

といわれて︑︑調子がいい︒ ﹇写真を揃しながら﹈これが山口鶴男︑

﹇秘書の方が写真を持ってくる﹈これが︑その写真です︒これが
前尾議長︒僕にだけ金の王冠がついている︒あんたは皇太子だから︑

スしか繊ないんですよ︒

﹇湾岸戦争の﹈戦勝記念祝賀会︒

申し上げたと思うけれど︑僕は今年の二月にもクウェ⁝トに行っ

すよ︒

スです︒その証拠に︑クウェ⁝トの王様主催の会合でもジュースで

ないんです︒

言って︑全然売らないんです︒バ⁝はウイスキイを売るところじゃ

海部 三木さん自身も︑ ﹁β本の外交には死角がある︑それをゼロ
にしていかなければ環本は駄目だな﹂ということをクウェートに行
門ぜひお

ってしみじみ思っ．たんだな︒その癒後に︑クウェートの国会議長が
二本に来たんだ︒それで僕が接遇接伴した︒そうしたら︑

これは事情調査ですから︑議運ですか︒
﹇秘書の方に︑

いでください﹂と欝われたので︑それじゃあ行こうということにな
った︒まだピラミッドの灯りがっかない頃ですよ︒
伊藤

議 長 を 担ぎ出した︒面白い写真がある ん だ ︒

海部 衆議院の職員だったんだ︒
伊藤 この写真はどういう場所ですか︒
海部 それはあまりょく覚えておりませんが︑そこに写っているよ

海部

門写真を指しながら﹈海部先生はこれですか︒

当 時 議 長は誰でしたか︒

写真を持ってくるように指示する︺
田中

極藤

そうです︒

うなところです︒

海部 前尾繁三郎︒ ﹁ここは︻杯も出ないから︑つまらない︑退屈
するところだな︑すまんけれど︑㎜杯ウイスキイでも﹂と書うわけ

海部
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飲 み ま した︒

僻藤 いまの方がいいですね︒総理になるまで︑まだ問があります
からね︒それでそのホテルで︑土瓶でウイスキイを飲んで一︒
海部

伊藤 廊下に出たりしない方がいいですね︒
海部 それはしない︒匂うからね︒いっぺん飲み出したら︑絶対に

く売れるというので︑そういうものをつくりました︒それとともに︑
﹁ワンダラー・ブラウス﹂という書葉を覚えていませんか︒

繊維製品問題特別委員会というのをつくらせました︒何故そんなも
のをつくらせたかというと︑貿易摩擦の走りが繊維製品だったんで
す︒ちょうどいまのユニクロとまったく逆の立場が︑露寒の毛織物︑
綿織物だった︒当時は﹁シャ⁝クスキン﹂とい・2言葉が流行りまし
たね︒シャークスキンというのは︑霞本得意の絹を織り込んで︑毛
を五〇％以上︑あとはなんでもいい︒絹が入っていると米国ではよ

二 月 に 終 わ り になっていますね︒

伊藤

出ない︒

海部 いや︑書いていないだけで︑罵対の翻委員長はずっとやった

田中 先生︑この時は国対をやっていませんね︒国対は四十八年十

んです︒国対委員長になるまで︒

海部 ブラウスがみんな一ドルで売れたので︑アメリカでは大恐慌
だった︒ちょうどいまのユニクロの逆だ︒ただその時︑沼中角栄さ
んというのはさすがに関きが早かったんだけれど︑僕らを潮早く集

覚えています︒

圏中 議院運営騰貴長に選任されていて︑それが⑳十八年十二月ま
でですね︒クウェ⁝トに行かれたのは四十九年一月ですから︑もう

めた︒あの頃われわれは反対しておったんだ︒

な飛躍してくださるな︒戦争がいいか悪いかの話ではありません︒
こちらは地元が殺されちゃう扁と言った︒よし︑じゃあどうしたら
いいか︒アメリカがこれ以上ものを賀ってくれなくなると︑製本で
できた繊維製品をどうしたらいいかわからなくなる︒
そうしたら︑久野忠治さんという入が愛知県出身だ︒いまの統一

たら駄蔭だ︒いけない︒やったら戦争になるぞ︑海部君︒戦争にな
っていいか︒いいかあ﹂と言うから︑ ﹁いや︑戦争はいかん︒そん

﹁もうこれ以上売っ

お辞めになって︑国殼の方をやっていたんですね︒

溝部 いや︑議運で行ったんです︒それは議運であったことは問違
いない︒議運だから議畏を連れて行ったんです︒
伊藤 昇華議会鰯度調査云々というのはまだあとにも続いています
侮回も議会制度調査で行っているんだ︒

からね︒

海部

繊中 九月にも行かれていますね︒これも当然議運か何かをやって
はい︒僕は議運と国穀を兼務してずっとやっていました︒

郎さんのお父さんだね︒彼は綿工連で綿の代表だ︒撲は毛工連︑毛
やシャ⁝クスキンのほうだ︒ほかにかの有名になった稲村左近四郎

いらしたんですね︒

海部

とか︵伊藤

撚糸工連だ︶︑繊維中門者はみんな行ったんだ︒福田

賑日米繊維交渉との関わり︵一九七四年六月︶

一先生︑元議長さんも︒

﹁う〜ん︑二〇〇〇億︑十万台︒

これで繊維産業は必ず蘇る﹂ということだ︒いまのリストラですよ︒
﹁十万台の織機を︑お前ら︑努力してつぶせ︒その代わり︑転廃業

そうしたら角さんが言ったのは︑

佐道 昭和隣十九年六月に︑霞米繊維問題交渉の政府代表でアメリ
カに行かれて︑商務省と交渉にあたることになりますが︑これは何
人ぐらいで行かれて︑具体的にどういうことをおやりになったんで

﹁いや俺のほうはこれだけ

資金を二〇〇〇億用意してやる﹂と言う︒そうしたら︑ス⁝ッとな

って︑みんな︑ ﹁毛工連にこれだけだ隔

すか︒

海部 所属は商工委員会のメンバ⁝が多かったんですが︑党の申に

だ﹂という内部争いになつちゃったんだ︒それで覚えておるんです
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が︑結局織機を重い上げてもらったんです︒

それで後鋒談があるんだけれど︑買い上げてもらった織機に︑今
度は税がかかってはいけないから︑免税にしなさい︒一禽十万円と
か十二万円で︑揃を織る織機を政府に売るわけだ︒それで過剰にで
きた繊維をアメリカに詩っていってアメリカに怒られることがなく
なるわけだ︒一時期は︑痛くもない腹を探られて︑糸と縄を交換し
た︑沖縄と繊維を交換したと言われた︒そんなときですから︑それ
ぞれにわかりやすく説明がきちんと付くようにしておこうというこ
とになった︒そうすると祖先伝来のいろいろな業として︑生業︵な
りわい︶を立ててきた地場産業が︑これで崩壊するかもしれん︒け
れども十万台思い切って廃棄すれば︑生産量もこれだけ減る︒減れ
ば︑やっていける︒アメリカにだって︑それ以上いけないとは言わ
せない︑なんて言われて︑みんながそれじゃあそれを守ってくださ
いよ︑ということになったんだな︒
極藤 それはこのアメリカに行ったのと前後しているわけですか︒
海部 前後している︒そういうことと関係なければ︑繊維関係でア

ところもできたら廃業してもいいな︑と思っておった人もいくらか
おったわけです︒けれども真っ先には恥ずかしいから季をあげなか
ったけれど︑よそが言い出したら︑俺のところも何台出せる︑偲台
出せると書って︑十万台がバッと埋まったんです︒十万台の生産を
やめると︑⁝臼に善書⁝トルか織れる分が明らかになくなるわけで
す︒

そこで本当に廃棄したかどうかを誰が責任を持ってチェックする
かということになって︑組合に自主的にやれと欝つたんですが︑組

合ではなかなか塵主的にできっこない︒そこで通産省の繊維局とい
うのが︑そういう監視行政にまで足を踏み込んだんですね︒いまの

僕の反省は︑ああいうときは組合が責種を持って監視監督もする︑
約束は守る︑ということをきちんとやらないと︑いくら良い政策を
やっても︑ますます官が太るばかりです︒通産省がそんな権限を持
つものだから︑良くない闘題がぼつぼつ起こりました︒それもいま
から思えば︑反省の︸つです︒有頂天になってつぶせばそれで済む

んだと思っておったのは︑一つの間違いであったと思う︒

壷蕊本副総理辞任と蕊本派内の序列

メ リ カ に 行 くことはないもの︒

田中
俘藤

これは具体的にどういうことをやられたんですか︒
﹁商務省を訪闘した﹂とありますが︑別に交渉したわけでは

ないんですか︒

俘藤 先生がアメジカに行かれた直媛に︑三木さんが副総理を辞め
るという問題が起こります溺︑そろそろ田中内閣の継受が見えてき

す︒

か予感みたいなものを感じておったんじゃないでしょうか︒

海部

たという感じでございますか︒

海部 向こうは商務省の長富が︑繊維の問題の関係者の一人なんで
伊藤 これは話し合いをしたんですか︒
海部 詣し合いをしたんです︒話し合いの根回し︑叩き台つくりみ

佐道

俘藤

海部

例えば派閥のある葭の朝の会合で︑ ﹁俺は辞めるよ﹂と霞う

三木さんは︑あまり事前に相談しなかったな︒

ゃるという感じなんですか︒

りするんですか︒それともご自身で︑ ﹁辞めるから篇と突然おっし

﹇三木さんが﹈お辞めになるときには︑やはり相談をされた

まあ︑言う入はいろいろなことを露うけれど︑三木さんは侮

た い な も の で すね︒

伊藤 国中さんがこうしょうと言ったのは︑その後の語ですか︒
海部
﹁全部面倒みるから︑十万台︑二〇〇〇億﹂と言った︒けれ
どそれで︑日本の繊維業界も︑あのときはある意味で整理がついた

んですよ︒そして逆を書うと︑織機をたくさん抱えておって︑あの
頃そろそろ人手不足が訪れ始めた盤の中でした︒そうすると︑俺の
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ということですか︒

海部

沼串

佐道

海部

それから先生までのあいだに︑まだいますか︒

松浦周太郎︑井出一太郎が 番上におるでしょう︒

先生︑三木派を上から董べてみてください︒

五圓当選だったら︑それはいくらなんでもi︒

いや自分ではそう思っているんですよ︒

森由真弓の旦那の森山欽司︑そういうのもおったな︒

俘藤

溝部

じゃあ︑ずいぶんいるんですね︒

いるいる︒毛利松平がいるでしょう︒丹羽兵助さんというの

一興

いっぱいいますよ︒

海部

海部 ﹁俺は辞めるよ﹂と書う朝の会合の前に︑心入数を集める︒
当時は井繊一太郎さん︑松浦周太部さんは降下だった︒
匿中 前に︑三本さんは福田さんと話していますよね︒その結果︑
まず三木さんが見切り発車みたいに辞めるという形だったと思うん
ですが︒福瞬さんには︑辞めると欝っていたんでしょうね︒
海部 それは福田さんとのあいだでは︑あの 件以来相当突っ込ん
だ話をされておったはずです︒それから︑僕らもそういう意を体し
て︑福醸さんのほうはどの辺まで決心しているんだと思う︒といっ
て︑福繊さんに直接聞くわけにはいかんから︑こっちは安倍普太郎
海部

栃木県からいま法務大臣になっている一︒

なるとムスッと帰っちゃう︒みんなで飯を食って︑馬鹿譜をしてお

海部 河本さんというのは︑付かず離れずのタイプですからね︒に
っこりとも笑わずに︑ ﹁笑わん殿下﹂というから︒つまらんことに

楠

がおったでしょう︒それから︑伊藤宗一郎も三木派だ︒

を呼びだして︑いろいろ聞いた︒そういうとき﹇安倍氏は扁は︑

河本﹇敏夫﹈さんというのは︑いっからどうなったんですか︒
﹁い

佐道

門やっぱり竹下さんも呼んで︑話を聞かせておこう隔と言う︒

や呼んだって︑あれは自分のことは習いにくかろう﹂ 門それでも呼
んで聞かせておかんと﹂という︒そこが安倍習太郎という人が坊ち
ゃんだったところだな︒抜き身の刀を彊つさげて︑というところよ

っても︑スッと帰っちゃう︒

伊藤

でも一応は三木派なんですね︒
それは間違いありません︒
感じなんですか︒

でもそういう序列の時には︑どこにいるかわからないという

いちおう三木派に籍を置いておったし︑三木派に来ておった︑

りも︑この瞬をどうするかということで︑ 門そういう相談には竹さ
んも呼んでやっておいた方がいいよ﹂ということを書つたね︒
俘藤 じゃあ筒鼓けということですか︒
海部 筒抜けというよりも︑みんなが正確に情報交換して︑共通の

俘藤

海部

認識に立っておこうということだと思うな︒
伊藤

そう書えぱそうなんですが︵笑い︶︒

海部 だから僕らは︑その頃はそういうふうに教育されてきたんだ

大 幹 部 ですよ︒

伊藤 先生は︑中幹部ぐらいですか︒序列でいうとどのあたりにあ

海部

ゃ．つた井繊さん︑松浦さんで︑それは大幹逆なんですか︒

伊藤 三木派の三木さんの側逓ということになると︑さっきおっし

︵笑い︶︒

海部 それは僕らが︑いろいろなときに︑先生どうぞこちらに来て
というんだ︒記念写真を写したり︑名繭を鰯つたり︑結婚式の序列
を決めるようなときには︑松浦︑井出︑その他が済んだら︑そこに
すぐ溝本さんが來ました︒それは森山欽司が︑最後はどうしてもこ
うする︹上に座らせうという仕草をする︸から上に座らせたし︑伊
藤宗〜郎が﹁応援に来てくれても︑あの入はニコッともせずに︑俺
の名前も言ってくれん﹂なんて不平ばかり言っておったから︑前に
序列は︑兵隊の位で言うと少尉か中尉ぐらいだろうな︒

穣中

やらせたり︑そういうことはしました︒

ったんですか︒

海部

まだそんなものですか︒当選五回しているんですよ︒

先生の上にずいぶんいたんですね︒

伊藤
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になるが︑それは欝わずもがなのことだな︒

まで撮られた︒それは細中真紀子流に言うと︑誰かが新華社に漏ら
したんだ︒漏らさなければ来るはずがないじゃないの︑ということ

楠 河本さんの位置というのは微妙なんですね︒
海部 だってそれはそうでしょう︒僕の日からは言いにくい話だけ
れど︑三木と田中角栄さんがあれだけ敬治的にも思想的にも根容れ
ない距離にあったのに︑あの人﹇河本︸は大事な時期に国中角栄さ
んと瓢入だけで会って︑それをスッパ抜かれたんだ︒軽井沢で写真

海部

ずいぶん違う形になってきましたね︒

伊藤

﹁そんな人はよく知らんがな︑わしは﹂と言って︑その場で

俘藤 そういう自分の行動を決めるときはもちろんご自分が決める
んでしょうけれど︑側近の人たちには相談なさるんでしょうね︒先
生ぐらいまでのところに網談ということはあまりないかもしれませ

んじゃないかと思いますね︒

うことで︑行って話をしてくる︒あの一連の行動については︑慎重
な三木さんだからいろいろなところがら話を聞いて︑情報を集めた

は興味をあまり示さないんだけれど︑セットすると︑ 門うん﹂とい

ると︑

海部 それは福圏さんと謡をしたと言われるけれど︑非常に重要な
一つは︑その煎に保利茂さんと話しているんだ︒保利茂さんと長時
間話した︒その頃︑財界でも好きな人がおるんだな︒福繊さんと仲
がいい人だ︒僕に﹁三木さんと会って話がしたいから︑内緒で話が
できるかどうか聞いてきてくれ鳳と書う︒三木さんにその話を伝え

えている︒

鋤中さんはね︒

木さんの表に向けて書っている政治姿勢︑三木さんのイメージとは

だんだん田中金脈の閣題とかいろいろなことが出て来て︑三

顕三木副総理辞任から推奨裁定まで

まだまだそんなになったら面白くないから︒

角さんの一連の話であって︑河本さんが二人で会って話した︒そ
してしばらく経ってから︑ ﹁素船らしいタマがおるな︒三木さんの

撰藤 だからそれを批判して辞めるというのは︑舞舞に自然だと思
うんですが︑その時に︑いくらなんでもバルカン政治家と言われた
三本さんですから︑ただ辞めるということではない︒後のことを考

ところでは︑河本君というのは惜しいタマだ︒すごいやつがおる﹂
ということを︑大平さんと二人のところがらリークを始めた︒それ
で頭に来てガ⁝ンと三本さんが怒ったことはあったけれどね︒僕ら
もまずいことがバレたんだな︑と書ったら︑ ﹁いや私から露つたん
じゃありませんよ︑私からは何も雷いません︒書っておりません︑

はい﹂なんて書うけれど︑誰かがりークしなければ︑そんな競場に
来て写真まで撮られるなんていうことはない︒それが大きく載った
から︑なんだ︑ということになったこともあった︒
衿下 どうもいまのお詣を伺っていると︑さっきから先生がおっし
ゃっている少尉だ︑中尉だというのは︑なんとなくそんな感じなん
ですね︒

海部 ええ︒河本さんもとりあえずは︑大佐か少将ぐらいには思っ
ているし︑松浦周太郎さんや井出さんは少将︑中将ぐらいに思って
だいぶまだ上はあるんだな︒

おる︒森由欽司は︑まだ当時は少佐ぐらいのものだ︒
拶藤

んけれど︒

﹂

楠

海部

ま さ に 青 年将校だったんですね︒

海部 そうですよ︒そういう気持ちでやって来たから︑やって来ら

い﹂といって︑夜遅く夕飯を食べる︒そういうときに︑ ﹁どう思う

僕らにそういうことを巻網されるときには︑ ﹁飯食いに来

れたんじゃないかという気もする︒

かね︑これは﹂と書う︒ああ︑これは相当思い詰めているんだな︑
そういうことは︑僕は正直に書ってあまり肖覚もなかったし︑

俘藤 いや︑五罎当選で︑いよいよ大臣かと⁝︒
海部
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先生は︑と考えたりね︒

門腰を抜かすようなことを言うけれど︑今度の選

緒に無所属をつくってやれる人︑わしが考えてみたら︑

それから一回︑
挙︑わしと
これぐらいはできるけれどね隔といって︑三木さんがずっと調べて︑
そ れ は ず いぶん前ですね︒

親党をつくろうという︒河野一郎さんの薪党がポシャつたでしょう︒
楠

海部だいぶ前の話だ︒その頃にも︑ 門これは政治が腐敗しておる
から︑きれいにしょうと思ったら︑思い切ったことをする︒そして
やる時には︑わしがやろうと思ったときは﹂と雷って︑十数人派内
海部さんは入っていましたか︒

の 代 議 士 を ピックアップするわけだ︒

俘藤
それは嬉しそうな顔じゃないですか︵笑い︶︒

海部入っていた︒
俘藤

﹁腰を抜かすんじゃないか一と言われたことがあったな︵笑

﹁ど

海部そこで勝てると踏んだから︑Oやあ勝とう︑勝った方がいい
と︒

伊藤 この時の裁定は︑椎名さんとしては︑この段階で三木さんに
出て行かれては大変だ︒三木さんは薪党︑萩党というから︑という
ことですか︒

海部 要するに︑いま公明党が何を書ってもかにを書っても︑無理
を聞いているのは︑この段階で鐵て行かれたら政権がもたないとい
うことはみんな百もわかっているわけだ︒毎曝の暮らしの中で︒同
じようなことじゃないですかね︒

伊藤 逆に今度は公明党だって︑この次の選挙で自責党が過半数ま
で行くかどうかわからない︒保守党と組んだり︑昆主党の一部と組
んだりして︑袖にされたらえらいことですね︒なんとなく見ている

と︑小泉さんは公明党はあまり好きじゃないみたいだし︑向こうも
危機感があるでしょう︒

公明には危機感があるだろうな︒

面白い政局になると思いますけれど︒

先生はダブル選挙はあると思っておられますか︒
思っておりません︒

いや︑総理ごやないから︑本当のことをおっしゃってくださ
︵笑い︶ O

海部 それは椎名﹇悦三郎﹈さんも問じですね︒独禁法なんかどう

ちょっと盗民党とは違う﹂という書い方になるわけですね︒

前からあった︒僕が岸さんの話を聞いていたら︑

海部

俘藤

海部

伊藤

選挙というものだけは︑やろうと思ってもなかなかやれない

やったらすごいですね︒

小泉はそこまでやるかな︒

やりかねない︒
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海部
い︶︒

いや︑だいぶ前の話でしょう︒

それは三木副総理辞任の話のちょっと前ぐらいですか︒

伊藤

そのかなり前から︑構想としてあたためておったんだ︒

楠
海部

うしても︾ご︸に許されないというものがあるときは︑わしは行動す
る﹂と需っていた︒

本当に思っておりません︒そこまで雪険ができますかね︒元

だど言い出すから︑ちょっと違うということなんでしょうな︒

要因が多いものだ︒

も子もなくなるということだから︒

楠 三木さんは常に風呂敷に荷物をまとめて出ていくような準備を

たということを考えますと︑飛び出て干上がってもしょうがないわ

し て い た わ けですか︒

伊藤 三木さんが副総理を辞めて︑推名裁定で三木さんに来る過程
で︑やはり新覚簡題が出て来るんですね︒だからその構想はだいぶ

部＿藤部道藤部

楠 先生︑ちょっと話が戻るんですが︑さっき私が申し上げたよう
に︑三本さんは常に風呂敷をまとめて出ていくような準備をしてい

伊藤 そうじやないですか︒だけど︑出ていかないで︑三角大福中
で頑張っていれば一︒

﹁三木というのは

海いβ｝海佐伊海

海部ちょうど不思議なことに︑あの頃国会討論会というと︑三木
派から出るときは私が出ていった︒竹下さん︑安倍さん︑俺が国会

そういう可能性があるな︑とお考えだったわけですか︒

けですね︒出ていったら︑なんとかなるような形を伶っていかない
とならないわけでしょう︒そうしますと︑野党の中でいくつかとは
常に連携を取って︑出ていったときにはそれなりに成算が立つよう
討論会に行く︒

だいたいそういう顔ぶれになるんですか︒

俘藤

にする︑ということを常にしていたということになるわけですか︒
俳藤

そう︒だって︑ほかにおりゃせんもの︒そして︑椎名裁定め

この時は民縫︑公明でしょう︒

伸藤

海部

んですか︒

いて︑弱賃になるとまた場が変わる鳳なんていわれた︒ ﹁そう言わ
れてこ◇ちは怒ったりしませんよ︒けれど吠え面かくのはそっちだ
と思うから隔と言い合ったことを覚えておりまずけれどね︒
伊藤 それは︑この次は三木さんになるだろうということを書つた

出る前にも圏会討論会をやった︒そして︑ひどいことを言われた︒
﹁海部さんは今日までしかしゃべれんのだから︑うんと言わしてお

海部 完全に否定するわけにはいかんな︑それは︒
伊藤 このあいだからのお話の中に︑公明党の話がたくさん出てき

たでしょう︒だから︑僕はこれは︑と思った︒そっちの方の係もや
っていたんじゃないかと思って伺っていたんですけれどね︒
楠 奢年将校が連絡将校もやっていたんでしょうかね︒
海部 艮社は︑春霞一幸というより︑むしろ佐々本良作の方が真剣
だったな︒受け墨としては︒けれどそこまで具体的に︑何月何日ど
うしょうかというところまでは︑まだまだ機は熟していなかったと
思う︒

じゃないですか︒

楠 春降一幸さんは転じ愛知ですから︑相当おつき合いがあったん

海部 それをちょっと言って︑後から注意された︑まだ早いと︒け
れども︑そうなつちゃつたからいいじゃないですか︒それはまだ早
いという︒少なくとも前罠にはそういう連絡がきておった︒ 門国名
さん自身がそういうふうになったんだ﹂というお使いが来たわけだ︒
揆藤 三木派としては︑どういうふうに受け取ったのかわかりませ

んが︑ある種の青天の簿農みたいなところはあったわけでしょう︒

くつかの派閣にも働きかけたでしょうけれど︑公明・渓社と組んで︑
新しい政権講想を持っているらしいようなことを︑なんとなくあち
こちから匂わせていた︒それでも三木さんに来るとは︑あのときの

俘藤 三木さんは副総理を辞めて︑引き金を引いた︒そうすると︑
今度その次になった人に干されるという危険性があるということで

だけれど︒

こちるぞ︑子されたらいかんという人もいた︒三木さん自身は平気

海部 ある︒あれはしょっちゅう向こうから寄ってきては︑ ﹁そろ
そろ三木さんとしんみり器をしたいんだ︒．時局︑まさに重大だ隔と
か言って︑︻所懸命口説いてきたな︒
僻藤 そうやって三木さんが新党らしいものを︑三木派と︑他のい

椎名裁定では︑思っておられなかったんじゃないかと思いますが︒

海部

海部 はい︒それからある種ホッとした人もだいぶおったな︒安堵
に胸を撫で下ろした人がおった︒もしそういうことになると︑選挙
区事情などからいって︑今度の選挙は厳しいそ︑厳しくなると落っ

海部 椎名裁定は︑蕩前になったらそれとなく匂ってきたわけです︒
それは新聞記者が中に入っている︒しかも︑それは椎名さんのごく

ますよ︒

すね︒

側近ですからね︒こちらが漉意して︑ ﹁これはくさいから気をつけ
た方がいいですよ︑椎名のところにしょっちゅう出入りしているん
ですから隔というようなことで︑天下周知の事実の人だったんだけ

伊藤

相当追いつめられているから︑本当に窮鼠猫を噛む可能性が

それはあります︒それは覚悟の上でみんなやっておると思い

れど︑その入の言った語は︑本当に近い話だったんだね︒
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あるな︑というふうば椎名さんの方も考えたわけでしょうね︒
海部 考えたから︑権名さんの方で小入数の内輪の話を始めた︒そ
うするとそこでは︑当時は福曖さんだけを呼んでおけばいいわけだ︒
それで最後に腹を決めてあの裁定だ︒中瞥根さんは呼んでおいたら︑
初めから目的は︸つだから︒
−
だからこのあいだうちの森総理つくりの五者会談のように︑すぐ

バレるような浅いやり方だといかんのだな︒あの頃はちょっと違っ
ていると思うんですね︒

轡藤 時間になりましたので︑三木内閣の発足から次園ということ
で ︑ お 話 の 継続をお願いします︒

︿以上﹀
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（肩婁きはインタビューの時点）

（政策研究大学院大学教授）
（政策研究大学院大学助教授）

楠精一郎（東洋英和女学院大学教授）
田中善一一郎
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［言己録、編集ユ

丹羽

湾隆

この間︑現実の政治はあまり大きな変化はございませんね︒

繍現在の政局から︵翻議選・防衛省昇格問題︶
伊藤

いな︒甕法の書き方だって︑
かな︒

﹁五％を基準とする扁と書いてあった

俘藤 基準ですから︑ゼロまで︵笑い﹀︒
田中・マイナスもあるかもしれません︒
伊藤 マイナスということはないでしょう︒
海部

五％ついたら︑いいですね︒

だって法律にそう書いてあるんだもの︒このあいだ調べたら︑

五％なんて︑夢のようですね︒

佐道 都議選がありましたね︒
俘藤 都議選はありましたけれど︑あれもとっくに過ぎたような感
じですね︒そういえば都議選では︑保守党は﹇議席を﹈とれなかっ

そう書いてある︒

楠

たんですか︒

伊藤

推薦とか︑そういうことだったんですか︒

海部 だから︑みんな︑ ﹁ちょっとこれはお待ちください隔と言う
けれど︑ ﹁おじいさん︑おばあさんの味方になって︑孫におもちゃ

﹇ 候 補者を︺立てなかったんです ︒

田中
みんな推薦です︒与党三党の足腰を強くしょうということで︑

海部

海部

も買ってやれんじゃないか︑という不満を真面弩に受け止める政治

楠

今度︑防衛省昇格問題は保守党が提起しましたね︒
保守党から出ましたね︒

俘藤

と言っているんだけれどな︒

家がおらんじゃないか︒だから保守党がそれを受け止めてやろう隔

推薦です︒

摂藤 無所属の推薦もあったでしょう︒
海部 ありました︒特に頼まれた人の応援には行きましたが︑さも
ない限りは一︒
俘藤 ちょっと出番がないということですかね︒
海部 劉に鐵番をつくってもらったって︑雷うべきことはないでし
よ．つ︒

海部 あれは︑国のいろいろな意味で︑いつもいつも言い訳しなけ
ればならないような状況はやめて︑樵紀の変わり目だから︑人並み
に︑宴会に行くときには背広を着ていく︒それはそうですよ︒運動

そう言ったら身も蓋もないじゃないですか︒

伊藤

着を着て出て来るのは間達いだ︒運動着は運動会のときに着てきな
さい︑というようなつもりです︒というのは︑ ﹇防衛庁﹈長宮には
閣議の発議権がないんです︒だから⁝人前に扱ってやらなければい

門それでは駄露だ︒君たちは軸足をどこに置くんだ︒

半人前なんですか︒

かんじゃないか︒

海部 それで︑明ヨみんなを集めて︑街環に立つときはきちんとや
れという︒実はおととい︑みんなと︸緒に癌岡に行って来たんです
ね︒みんな窒念仏をしゃべっているだけで︑どいつもこいつもカが
入らないので︑

俘藤

欝って

﹇防衛庁長宜には閣議の発議権が﹈ないんですか︒だけど︑国

国蔑の側に置いた方がいい︑置くべきだ﹂と上った︒いつも

楠

﹁一刻も早く︑民法違反をやっているような今の金

いるんですが︑

自分の庁じゃないから︒総理大疑ですよね︒

務大軍を兼佳しているわけですね︒
膿栄

利発想を︑罠法の違反にならないような金利癸想にしなさい︒五％
の金利をつけていないのは法律違反である﹂と雷つたんだ︒

楠

外局だから︑ですか︒

伊藤

法律に違反するんですか︒

海部 法律違反ですよ︒まあ強硬力のある規定じゃないかもしれな

海部 そういう法律の難しい理属は︑法制局がどう捌いているか知
らんけれど︑とにかく防衛庁長官にはない︒環境庁長宮もなかった
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んだけれど︑このあいだの省庁再編で環境庁長官は環境省大臣に昇

といって︑やりましたよ︒時間が短かったのが残念だけれど︒

も花は花だ︒長い短いで決めるのではなくて︑そこで侮をやったか
ということが大事だから︑それで質問をさせる︒そしてその質問さ
せる委員会には小泉純一藻も出してもらうから︑総理と根対でやれ

たことがあると思うよ︒北海道の寺の坊さんで︑清潔という名前を
見てもありがたい名薗だ︒そしてわずか十四日間かな︒︸乱髪いて

楠

ちゃんと写真を撮って︑選挙区に配れば

格したから︑閣議請求権も︑閣議質問権も出てきた︒
伊藤 そうですね︑保守党はなかなかいいことをやってくださるな

海部 胸を張って仕事ができるようにしてあげるためには︑人並み
瞭中

それはやっとるよ︵一議笑い︶︒

ぜ ひ お 願 いします︒

と思いまして︒

の格好をきちんとしていかなければ駄囲だということだ︒公明党が︑

海部

︒

三党で出すのは待ってくれ︑という︒それで公朗党の冬柴﹇鉄三﹈

言わずもがな︑だった︵笑い︶︒
でも比例区だから一⁝︒

伊藤

まあ︑成立はちょっと難しいでしょうね︒

国会議員は率先して政治不信を取り除くために自分から辞するべき
ではないか︑というふうにどんどん持っていけば︑テレビを見て聞

人としての責任は︑一私入に許されても︑許されないことがあるん
だ︑という角度で考えてどうですか︒そういうと︑小泉だから︑そ
れはそうだ︑と雷うに決まっている︒そうしたら︑そういうときは

それは無茶だ﹂と言ったんだ︒被告入というのは無給の推定を受け
るわけでしょう︒無罪の推定を受けるんだから︑そこで政治家の公

し︑有権者もそれは怒らんでしょう﹂と言ったんだ︒ 門きんちゃん︑

コ審で有罪を食ったら︑その圏会議員の議席は剥奪してもいい

かった︒

て具体的なものを何か入れなければならんけれど︑その入れ方を間
違えたんだな︒細かいことまでもうちょっと見ていなければいけな

刑事被告人になって︑荊務所の中に入ったままで一ヨも國会に出て
こなくて︑それで國会議員としての扱いをしている今のあり方を改
革しなければならんと思いませんか︒これは政治不信を招く第一歩
です隔と︑自分のことだから︑そういう質問をせいと言った︒そし

露中 いまは名前を書いてもらうから︒
海部 しかも自分自身のことに引っかけて質問したんですね︒ ﹁あ
なたは聖域なき改革をするとおっしゃるのだから︑国会議員畠身の
ことについても改革してください︒だいたい比例区で当選した人が

楠

看に︑ ﹁君は僕らにいつも外国人参政権のことをこちょこちょ雷う
けれど︑こっちがあれで需うことを聞かなかったからといって︑こ
れまでそっちが足を引っ張ってはいかんから︑あれはあれ︑これは
極藤
難しいです︒

これで片づけろよ﹂と言い続けておるんですが︒
海部

楠 でもそのうち︑そう遠くないうちに防衛省に昇格するんじゃな
し な け ればいかんわ︒

いですか︒

海部

楠 もう祉渓党も東京都から消えましたし︒
伊藤
からゼロになるというのは︑何分の﹇になったのかな︵笑
い︶︒

田申 もともと一だから︑ゼロに等しかったわけでしょう︒
佐道 でも本当にゼロになったというのは象徴的ですね︒
海部 しかし僕は参議院がよくないと思うから︑思い切ってやらせ
なければならんと思ったのは︑例のオレンジ共済﹇友部達央︸が失
照したでしょう︒あのオレンジ失脚の次の名簿に載っていたのが︑

海部内蘭総理大臣秘書官︒それであの時に当選させたわけだ︒けれ
ども︑本気になって強撰にやればもうちょっと上にランクできたろ

﹇楠氏に肉かって﹈金石﹇清禅﹈って会っ

うけれど︑あの時は僕が党首だったものですから︑党首があまりほ
かの者を泣かせるのは具合悪いから遠慮してくださいと書われて遠
慮していたものだから︒
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いている国鳥もおるわけだから︑頑張れという声援も起こるだろう
とがあるんです︒

内規等もあった︒ところが︑ああいうときの前には︑いろいろなこ

話をつけておいてくれ︑ということですから︒だから椎名派の由村

裁とどうやってうまく謡を進めていくかということです︒そこに焦
点を遣いで︑三木さん自身もそういうことを十分事前に調査して︑

るかと書えば︑椎名﹇悦三郎﹈さんとの関係ですからね︒椎名副総

海部 思ったし︑あの入は抜け鶏がないから︑ ﹁やっぱりな︑そう
なったら俺が言うことも相嚢なもんだな隔と言っておったから︒そ
れは自薦︑他薦がたくさんあったでしょう︒そしてもう一つは︑三
木内閣がもしスタートするとしたら︑一番大変なところはなんであ

思ったんでしょうね︒

海部 ありましたね︒けれど雰常にレア・ケースだな︒
侵藤 じゃあ竹さんも︑自分の危き継ぎだ︑官房長官だなとたぶん

宮になった例がありますね︒

楠前に︑木村俊夫さんでしたか︑宮房長宮をやってから副宮房長

げれど︑正面からやつちゃうと︑それは駄目なんだな︒

鳳三木内閣の成立一︵官房長官から副畏富へ︶
伊藤 さて︑とうとう三木内閣までまいりましたので︑今臼はその
三木内閣成立前後のお話から伺っていきたいと思います︒三木さん
が国会で﹇総理大上に﹈選出される︒その前に︑先生は﹇宮淵﹈副
長嘗︑ということはだいたい決まっているわけですか︒
海部 いや︑決まっていなかった︒あれ﹇嘗房副長蜜に決まったこ

﹁嘗邸に行って︑竹下﹇前官

と扁は︑選出されてからです︒三木さんがどう思っておったかは別
であって︑間違えばあのとき︑おれは官房長宮になるかもしれんと
思っておった時期もあったんですな︒

房長宮扁から憲なことだけ彊き継ぎをやってこい﹂というようなこ

新治郎に﹁お前も孚磁え﹂と雷つた︒そうしたら門俺はあれだけど︑

よしわかった隔といって︑結局入って来たわけです︒
ですから何を片づける内閣かというと︑やはりものすごい黒物不
信が起こってしまった︒あの時はロッキ；ドですね︒それで︑まか
れておる政治不信の霧をどうやって晴らしていくか︒それから三木
内閣ができれば︑じきに選挙になることも間違いない︒当時の新語
は︑いよいよ第十五代将軍の時代に入ると書いた︒これで終わりだ

ともあったので︒

伊藤 それは官房長官じゃないですか︒
海部 それで僕は︑ 門ああそうですが︒それじゃあ劇には西岡﹇武
夫扁を連れて行きますよ﹂と露って︑麺岡を達れて宮邸に行ったん
です︒そうしたら竹さんが﹁おお︑接収部隊長︑もう来たか︒早い
なあ︒おれの任期はあとまだ三艮心あるんだぞ﹂と書っていた︒
伊藤 そうですが︒じゃあその三馨聞は
︒
海部 その三日間は︑三木さんもそういう思いであったことも間違
いないと思う︒今のはやりでいえば︑あの時は門私は﹈明らかに降

らない︒

ちらはみんな経験のない人ばかりだから︒西潤も︑竹下さんとはよ
くものを言える間柄になっていたから︑僕と西凋で行って︑いろい
ろなこと︑それこそ裏の話まで門ちょっと教えといてよ︒いまここ
で︑入に言えない誕は︑言うなといってくれれば言わんから﹂とい

そしてその前に幕引きをやっておった竹下さんに話を闘いた︒こ

という予告ですね︒そんな厳しい状況があったことも事実だと思う
んですが︑いろいろなことにじっと慎重に対応していかなければな

格人事に昔んじたわけですからね︒
議院運営委員長というのは︑常妊委員長の申のトップでしょう︒
ですから生存者叙勲で︑このあいだ勲一等の話をしましたが︑議院

運営委員長の一期は︑国務大蓮の○・七五に該当するという講算を
秘かにするわけです︒他の委員長はたしか○・五だった︒予算委員
長と議院運営委員長は○・二五だけ増やして毒算してくれるという
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﹁援業糾を払うから︒また席を改

って話を闘いた︒ ﹁だいたいあなたは︑どうやって野党工作をやっ
てきたのか﹂というようなことだ︒そうしたら﹁それはな︑ちょっ
と授業料が山ロ同いな﹂と欝うから︑

めて酉岡と俺で関くから﹂と君つたんだ︒そんな話までできるよう
な雰囲気は一霞からありました︒選挙の応援にも行っておったし︑青

年局の仕事も⁝緒にやっておったから︑比較的そういう話はずけず
け と で き る 間 柄だった︒

そこで三木さんはそう言ったんでしょうが︑ ﹁まあ︑あれではま
だちょっと早過ぎる﹂という話が︑こともあろうに樵名さんのほう
から出て来た︒それは三木さんにしても︑そう言われてみればそう

かもしれんな︑と思っておったんでしょう︒いろいろほかの派閥の
親分で意地悪しそうなのがおるでしょう︒当時はまだ福飼さんも健
在であるし︑大平さんも健往である︒中盤根さんはまだそんな大先
生ではなかったけれど︑中二階で影響力を持っていた入だから︑そ
ういうところと張り合っていくのには︑もうちょっと︑ということ
を椎名さんも感じたんでしょうね︒本轟にどういうつもりだったか
伊藤

︑尺え︑降格︒副だ︒でもそんなことは︸向に僕は気にしませ

降格ですか︒

は知らんけれど︒それで︑﹁晩であっという間に変わったわけです︒
海部

﹁あな

﹁なんですか隔と

﹁ちょっと︑こうこうこうだから隔と言うから︑

んでしたね︒それで朝早く電話がかかってきた︒
言ったら︑

たが思った通りやってくださいよ︑ここは大事なところだから﹂と．
言いました︒そして最初に僕に言われたように︑﹁‡架を背負っ
讐はい︑どこにでもやってください﹂と置つ

てこれから宮邸に行くんだから︑その気になっておれは行くから︑
頼むぞ﹄と言うから︑

た︑そういう気持ちがわかっておった︒あの人三木氏﹈がやろう
としたことは︑不幸にして初閣議の糊まで︑僕は細かいことをあま
り熟知しておりませんでした︒例の政治資金規正法︑独禁法をバ⁝
ンと出す話だ︒ごそごそと学者を集めて︑ヨーロッパに行ってきて
くれ︑特にイギリスを調べてきてくれ︑ドイツでは政治資金だけで

はなくて経営参加方式を調べてきてくれといって︑新しい国の枠組
づくりの中には︑それも入っていたと思うんですね︒
駆落 それは︑これ以前の話ですか︒
海部 以前の詣です︒だからずっといろいろなことを研究して︑や

りくりしておったんでしょう︒そしてもう自分が総理大要に指名を

受けたとなったときには︑そういうことは一切終わっておった︒
俘藤 組閣はどんなふうに行なわれたんですか︒先生はそれにある
程度は参画されたんですか︒

海部それは毎晩毎晩︑三木さんの農宅に行っては︑いろいろ相談

したり走り使いをしておったわけですから︒ 門曰ったな︑犀生大臣

は誰がいいだろう隔というので︑ ﹁厚生大臣なんか心配しておらん
でも︑大蔵大臣や外務大臣はいいんですか﹂といったら︑ ﹁それは
だいたいわしも考えておるわけだが﹂ということでしたね︒厚生大

臣をなんでそんなに考えたかというとlI⁝︒

楠 侮か病気が闇題だったんですか︒
海部 新政策で太い柱を出そうと思ったんだけれど︑それについて
理解をしておる厚生大臣はおるだろうかということになって︑ ﹁書
らが国会活動を見ておって︑誰かそういう方面の問題に詳しい適格

者はおらんか﹂というので︑探したり走ったりしましたね︒そのと
き︑︸時期まで名前が挙がっていた候補は︑小沢辰男暑だったんだ
けれど︑しかし結論として彼は環境庁長宮になったんだ︒そして河
野洋平さんも︑三木さんの初めの原案では科学技術摩長官か伺かで

先生自体．もう当選五回ですから︑大臣という謡はなかった

ったな︒

載っておった︒けれどもそれも︑いろいろな方々の中で︑酒えちゃ
困中

んですか︒

楠 官房長官︑ということですね︒
海部 ほかの詣はなかった︒それから︑明らかに卜われたわけでは
ないけれど︑接収部隊長で宮邸に妻沼に行ったんだから︑俺は灘岡

に悪いことをしたと思っているんだ︒あれはその気になったけれど・
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副長寮になれなかったわけだから︒

團副幹事長の経験︵田申内闘宋期︶
伊藤先生︑この人﹇﹃海部俊樹全人像﹄の著者・豊隆行二氏﹈の
作った年譜を見ていますと︑三木内翻になる箭に︑暴民党の副幹事
長ということになっていますが︑本当なんですか︒
海部 それは︑事情がおわかりにならんかもしれんが︑各派閥から

一人ずつ副幹事長が出たんです︒執行部を握っておる幹事長は︑自
分がヨ頃︑朝晩顔を合わせて︑情を通じておるというと言い方が悪
いが︑気持ちを知っている副幹事長︑おいと書えばサッと集まれる
副幹事長を集めてものを副えば︑それが全派閥に通じる︒そういう
意映で︑僕は三木派の代表で出ていたんです︒
偶藤 これは短い期問ですね︒
田中 隠中門角栄﹈が苦し紛れに改造したときですね︒
海部 鋤中苦し紛れ改造の前後になってくると︑やっぱり︑やり方
がやや無茶でしたな︒そんなことだから︑もうそろそろ三木さんに
もうまい話がいろいろ来るし︑福函さんとも会って護を聞く︒大平
さんとも話す︒中雷根さんが︑ご注進︑ご注進で来る︒三木さんの
家の奥の離れに案内していって︑二人が話をしているところをいろ
いろ聞いたりすると︑やっぱり政局が来るな︑と思いました︒醸申

角栄さんがあれ以上やるわけには行かなかったですな︒健康的な問
題もあったろうし︒

伊藤 それでひと漏足らずですが︑副幹事長ということで︑おやり
坂本三十次か鯨岡兵輔ぐらいじゃなかっ．たですか︒

になるわけですね︒これは三木派の前任者は誰なんですか︒
海部

撰藤 だいたい副幹事長というのは︑それぐらいのクラスの人がな
閣 僚 前のクラスですか︒

るんですか︒

田中

海部 閣僚前だ︒だってあの頃︑そのへんの人事はそう厳格な基準
がないわけでして︑だいたい寮房副長官というのも︑当時の扱いは
政務次官の右へならえですからね︒だから当選二園から三回の入が
みんな政務次窟になるわけですから︒それ以上になってくると︑みヒ
んな委員長にならな叢ればいかんし︑政調会の副会長の方が実際の

カがっくし︑選挙の時の票集めには役に立つ︒ということで︑希墾

するのならそちらを希望しますね︒名より実というか︑実を求める︒

俘藤 そうですが︒副幹事長はひと月足らずですが︑いちおう三木
派を代表して︑党運営の中枢に行く︑ということですね︒
演部 翻幹事長会議というのは︑毎週朝一回あって︑幹事長がそれ

それは霧中内閣の末期で︑本盗に倒れる寸前ですから︑副幹

ぞれの時の話をしては︑餐派で意向があったら言ってくれという︒

春画

．門幹事長は﹈誰だったかな︒

事長の会議でどんなことがあったのかな︑と思いますけれど︒
海部 ちょっと僕も頭を整理しないと一︒副幹事長の頃のことは
切り抜きもあまりないからいけませんけれど︑副幹事長時代にこれ
が一番と思うのは︑あの頃確か幹事長は金丸﹇儒﹈じゃなかったか
な︒

伊藤

□三木内閣の成立2︵組閣事情︶

楠そのときに︑組蘭の際に溝野洋平さんが科技庁長官という器も
上がったということですが︑これは仮定の話になりますが︑もし河

野さんが入閣をしていたら︑新自由クラブができたかどうかわから
ないという話になりますね︒

海部 それはできなかったですよ︑入閣しちゃったら︒
楠 三木内閣に入閣しちゃうわけですからね︒薪自由クラブという

それは舞常に複雑な関係ですね︒

のは三木内閣の最後にできるわけですね︒
俘藤
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佐道

海部

俵道
四 畷 生 ぐらいですね︒

僕の︸期下ではなかったですか︒

しかし︑当時河野さんは珂早生ぐらいですか︒

ね︒松浦周太郎でもなかった︒

り︑学者だね︒けれどもそんなことは抜きにして︑そういうことで
やっていかなければならんことになって︑三木さんが最後には︑こ
こでしょうがないな︑と腹を決めて妥協したのが井出さんですから

伊藤 それはほかの派閥との関係ですか︒
海都 それは全くのあれだから︑あまりしていないんですよ︑拝趨

海部 三木さんは︑そういうことはやりたいと言っておった人です
よ︒

耳玉商晶として入れたかったんじゃないですか︒

さんは．．ほかの派嗣とは松浦周太郎の方がやっていたな︒だから選

楠
海部

だから︑河野洋平と心緒にいろいろやりましょうというと︑

それはよかったんじゃないかな︒あの頃︑彼のほうがむしろ︑今霞
的に言うと︑小泉純⁝郎みたいなところがあったからね︒街頭に出

だと思いますが︒

挙になると︑カバンを持って仲間のところを応援して歩いたのも松
浦周太郎さんだったという思いがありますね︒
伊藤 實房謝長窟というのは︑人によってずいぶん重みが違う役職

ていって︑とにかく突飛なことを卜うんだな︒
俘藤 先生︑組閣というのは︑総理と幹事長が中心になってやるん

海部 そんな頃までは︑嘗湧副長官は盲腸だと雷われたんですから︒
伊藤 そうですが︒いま考えたら︑官房副長官というのは大変な激

ですか︒

海部 いや︑幹事長というより官房長官︒むしろ官擁長官になる前

職でしよう︒

蘭島派といったかな︑川島派を代衷して由村が出て来ておった︒そ
んな閣係で︑大きな枠で行くと派閥次元を離れて︑政府与党の砕の
中で仕事をしておったという気持ちが︑由村にも僕にもあった︒む

ので︑それが議院運営委員会に出て行っている︒山村も︑あの頃は

ているし︑あれは千葉県の子飼いだ︒そこにもう一人︑岩瀬さんと
いう新醐記者で﹇椎名さんに﹈近い人がおって︑その人たちといつ
もよく話をしておったこともあります︒
だから三本内閣ができる前から︑それはやっておったこともある

特にこういうことをやってくれとか言われたことはありませんか︒
さっきの推名対策はどこがやったんですか︒
海部 椎名対策は︑椎名さんを呼び出すためには山村萩昌盛がいい
だろうと︒由村新治郎というのは︑僕も長い間青年活動でよく知っ

海部 いま考えればね︒それから︑桐当な場面を担当することにな
るんですが︑あの頃︑われわれがなった頃は︑まだ世の中も早出も︑
翻長宮はそんな大きな扱いではなくて︑やっぱり盲腸扱いだったな︒
田中 特に先生が就任されたときに︑三木総理から︑翻長官として

の宮房長官ですね︒

官 房 長 官 予定者ですかね︒

結局︑強いて言えば予定者だろうな︒

楠

海部
でもこの場合は︑

﹇海部先生が﹈予定者になっていたわけで

伊藤
しよ．つ︒

海部 それはこちらの周辺や︑あの当時の新聞がそう書いただけで︑
それが当然のことのように欝っていましたからね︒
楠 毎晩に三木邸に行かれて一︒
海部三木さんの家には︑行っていましたからね︒
俘藤 実際の組閣の遍程では︑先生ではなくて︑井出﹇一太郎﹈さ
んが﹇官房長官に﹈なったわけですね︒井出さんは組閣のプロセス
に大きく関与したということですか︒
楠 三木内閣の組閣参謀といわれるのは誰になるんですかね︒
海部 松浦周太郎と井鐵さんだったろうな︒けれども井出さんとい
うのは︑ああいうおとなしい性格の入だから︒宮漏長官も︑初日の
討論会でいやになつちゃったから︑おれに討論会は代われと言われ

たぐらいでしたから︒あの人は切った張ったをやる政治家というよ
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し ろ ど ち ら かというと︑

㎝時期の竹下さんもそうです︒

岩瀬さんというのは︑千葉回報か何かの記者ですか︒

揆藤

それはもう法案の形になっているわけですか︒

海部 なっているわけだ︒いつのまにやったんですか︑と聞いたら︑
それはちゃんと学者のみなさんの中に︑数名ずつ專門家があったん
だ︒それでイギリスまで行ったり︑どこに行ったりで︑それもやっ
た︒その頃︑もうちょっとそちらの方の情報をとって勉強していれ
ば︑誰の意見がどこでどうなって︑というぐらいはわかったんだろ

伊藤
海部 いや︑千葉鑓報だったかどうか知りません︒
伊藤 儒か聞いたことがあるような名前だと思って︒
海部 巳時の乱闘にもときどき名前が出て来たはずだ︒それからも
う〜人︑椎名さんのところに出て来ていたのは︑岩瀬のほかに︑藤
うけれど︒

どういうブレーンがいたわけですか︒

でやっているから︑

触もういいですか︑入って﹂というと︑ ﹁どう

海部 今から思い出すと︑ときどき顔を合わせたのは︑最後に経済
企画庁の次窟までいった宮綺勇が︑ちょいちょいご進講に現れてお
りましたね︒あとまだあったんだ︒僕が夜ふらっと行くと︑応接間

揮藤

畷義郎︑これは産経の詑者だった︒

翻三木内閣の成立3︵三木氏のブレーン︶
腿φ 話は戻りますが︑官麗醐長官になったとき︑三木さんからこ
うしろと侮か書われませんでしたか︒こういう方面で活躍して欲し
いとか︒

伊藤 三木さんはだいたい︑海部さんにどういう期待を持っていた

ぞ﹂と言うから︑入って行くと︑そういう人がおるわけだね︒永井
道雄さんもいかなる加減かよく来て︑座っておった︒だからみんな
そういう政治改革の問題について︑入れ知恵をしたりしていたんだ︒
世の中で一番大切なのは公正ということだ︒公平じゃない︑公正と
いうことだ︒それで公正な徴の中を作るためには︑まず独禁法から

手を着けろ︑わかりやすい︑ということになる︒それから政治改革
は政治資金から片づけろ︑これがわかりやすい︒そういうことにつ

いて︑来ていた学者はたくさんいた︒

佐藤誠三郎なんかもいたんじゃないですか︒

いや︑あの人は中曽根さんの直系だもの︒

でも︑三木さんのところにも出入りしていましたよ︒

大灘さんのところにも行っていました︒

〜時期は︑ ﹁三木︑三木隔と言っていましたからね︒

そうですが︒だって欣子さんとの関係で︑三木さんの思想信

条は合わなかったはずですよ︒ 僕は︑ああこれは掛子さんの入れ知
というのは︑GNPの一％条項をどうするのかと
恵だなと思った︒

いうことをいろいろ議論するでしょう︒そうすると結局それは︑あ

れがあるからいいんだという︒ またあれは守っていこうという︒し
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んですか︒

海部 何も期待していなかったんじゃないか︵笑い︶︒
佐沼 具体的な摺示はあまりなかったんですか︒
海部 あまりないな︒それよりもむしろ夜行っては︑おれが﹁園会
の情勢はこれこれこうなっているから︑あなたは椎名翻総裁ともっ
と密に連絡して︑お慢辞の一つ二つ言いなさい﹂と喬ったら︑ 讐わ
しゃ︑そういうことは好かんだがな﹂という︒だからしょうがない︑

こっちが行って︑代わりにお世辞を書ってくるといって︑こういう
ことを考えていますからどうぞ︑という︒ただ政策だけはやってい
かないと︑内閣が駄目になりますからね︒
それで忘れもしませんが︑初閣議に行く前に︑ ﹁わしゃあ︑笹目
は思い切ったことを言うよ漏という︒あれが指示といえば櫓示だっ

たんだ︒結局︑もう用意してあるんだ︒しかも今から考えればまっ
たく小泉以上だな︒法律もつくってあって︑党の手続きを全然経て
いないのに︑公職選挙法改正案と独禁法の改正案を一︒

海伊璃掛海伊
部藤中藤部藤

かも経済がだんだん大きくなっていけば︑前年と岡じ規模じゃない
んだ︑ということを三木さんは言っていた︒ところがああいう一％
という枠が駄目なんだ︑あれはきちんと撤廃すべきなんだ︑それが
必要だというのが︑中蛍根さんの意見でした︒当時はなんと言って
も幹事長ですからね︒幹事長のところがそういう意見だったら︑そ
れを説得してもらわなければならん︒佐藤誠三郎さんはむしろそっ
ちの方で︑ああいうものは邪魔になるという説だったと思うよ︒僕
も 何 醸 か 話 し 合ったけれど︒

そんな頃︑佐藤誠三郎さんについてきて︑自発党の短い時間の街
頭演説糟の論文を作ったりテープを作ったりしますね︒僕らはその
モデルの一人だけれど︑これも入れてください︑あれも入れてくだ
さいという挙者の意見や︑内閣調査室から上がってくるいろいろな
要望︑メモを読んでみると︑佐藤誠三郎さんはちょっと三木さんと
は違う︑三十八度線をちょっと越えている︒ コ％枠なんていうの
は早く撤廃したらいいんです︑また撒廃してもしなくても︑それは
そう変わりないんです﹂というような人だったと思うな︒

いけれど︑夜訪ねてきてしゃべっていくんだ︒ ﹁僕らにもわからん︑

そんな話があるかい﹂なんていう︒それは裏を取ってこいという話
かもしれんし︑それが本当かどうかということを確認する意味かも
しれんけれど︑ ﹁稲葉書の防衛庁長官はいけないというんだよ﹂と
それは派閥次元の話ですか︒

言っていたな︒

俘籐

海部︑派閥次元の謡ですよ︒派閥次元と︑今でいう︑よくわかって
いる族議員次元の話です︒これは防衛庁長官にしろ︑これはいかん

という︒もっといやな話は︑これだけは絶鱈にしちやいかん︑とい
って足を引っ張りに来る︒見るとみんな族議員だ︒派閥の違う人が

来てやっているからね︒それは凄惨な権力閣争だ︒自薦︑他薦とい

いよいよ組閣という段階になって︑自薦というのもずいぶん

うのは本当にものすごい︒

伊藤

たくさん出て来るんですか︒

海部 出て紅ますよ︒組罵の直前になって︑またいろいろなことが
漏れていくんですね︒今度はあの人が来るらしい︑あれだけは来て
もらっちゃ困るとか︒︸番注文が多かったのは金丸さんだったな︒
あれは駄霞だ︑これは駄霞だ︑という︒ほかの人は︑いままだ存命

三木さんますます頑なになっていけませんよ﹂というと︑理由はそ
れなりにあるんだよね︒それは圏が駄自になるという謡なら素直に

鳳三木内閣の成立4︵閣僚への自薦︑他薦︶

中だから書いにくいけれど︑ ﹁これを代えてもらわなくては︒海部

佐道 ⁝％の話が出たので︑組閣との関連なんですが︑最初に組閣
名簿をお作りになったときに︑稲葉﹇修﹈さんと芳容道太さんの名
蔚で︑坂殴さんが法務大臣になっていて︑稲葉さんが防衛深長宮に
なっていた︒それが実際は逆に決められたという経緯があったとい

聞いて動くけれど︑郵政事業が駄目になるという角度の話も出る︒

君︑三木さんによう護っておいてくれ︒協力できんぞ﹂という︒
﹁どうして協力できんですか︒おたくさん︑そんな説得の佳方じゃ︑

うことなんですが︑それは実際にその通りですか︒

郵政省挙げての議論だから︑これだけは郵政大熱にしてはいかん︑︑

どこから漏れているか知らないけれど︑その通りです︒

海部

これだけは防衛庁長官にしてはいかんという︒なぜかと思うと︑そ

いてはあまりなかったと思うんですね︒

れはあちらの企業との癒着とか︑軍事産業との問題とか︑いろいろ
なことが︑その道はその道で集まっているんですね︒だから︑三木
内閣の時は姥較的大型の湾職とか疑獄というのは︑ロッキードを除

佑道 なぜ︑それではまずいということになって入れ替えたんです
か︒

海部 何かそういうことを三木さんの耳に入れてくる人がおるんだ
ね︒しかも︑廊下の立ち話やひそひそ謡には三木さんは動かされな
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海部

伊藤
前から︑角さんの時からあったわけだから︒

ロソキードはそのときに起こったわけではないから︒

海部 だいたいわかりまずけれど︑それは僕らは侮も縛られる法的
根拠はないけれど︑守秘義務だけは持っておらんと︑自分麹身の信

らいになりますからね︒

い︒

朗に関わりますからね︒そういう話を聞いたときは︑それは言わな

身辺調査みたいなことは︑閣僚についてはやるんですか︒

騰三木内閣の成立5︵閣僚篠補と派閥の推薦︶
楠
海部

や っ た ︑やった︒

内調︒

なことしかわかりゃせん︒

︵︸同笑い︶

察なんていったら︑できものができとるとか︑禿があるとか︑そん

楠 警察関係がやるんですか︒
海部 それはちょっと言いにくいけれどさ︑警察ではないんだ︒警

誰 が やるんですか︒

躍φ 新聞によく各派閥の組閣名簿が出ますね︒あれは本当なんで
すか︒あれが派閥のり⁝ダ⁝から総理に渡されるんですか︒
海部 派調から持ってくるんですよ︒
霞申 派閥名簿を︑りーダーが渡すんですか︒
海部 いや︑本当に渡すのはそれこそ麟幹事長クラス︒信頼されて
おれば︑その勲功事長が渡す︒あるいは︑密封して親展にしてお使
いに梼たせるとかね︒おれは三木さんの時は︑それはお取り次ぎを
したことがあるけれど︑中を読んだことはない︒ご機嫌がいいとき

俣藤

膿中

伊藤

それはプライオリティがついているものですか︒

門おいちょっと見ておけ︑こんなものだ﹂と言って三
木さんが見せる︒

そ れ は そうですよ︒

は︑読んで︑

海部 それは専門家ですよ︒内調の専門家︒
伊藤 そうですが︑内調の方が有能なわけですか︒
海部

海部 あまりつけない︒ ︑二︑三と三入名楽が書いてあるとして
も︑頽位はつけないで︑右三名の中から︑というようなものもあれ
ば︑必ず二重丸をつけて︑今回はまずこれを︑というものもある︒

楠 内調幹部は警察キャリアですからね︒
佐道 どのぐらいの範囲まで調べるんですか︒閣僚だけで︑政務次
官 と か は 関 係ないんですか︒

昔は大きい派閥は︑三人なり四人の枠をそれぞれとれるものと思っ
伊藤

海部 關係ない︒政務次官までやり出したら︑政務次嘗は喜ぶだろ
内調も限られた陣容ですからね︒

の派閥でとれるかというのは︑必ずしも予測できないでしょう︒

てやっていましたからね︒

佐道

中曹根さんは組閣についての癸言権は相当あったんでしょう︒

うけれど︑とてもではないが入が足らん︑手が回らない︒
伊藤

海部

二二

タ イ で やる︒

三木さんとタイでやるわけですか︒

おる﹂といって張り付けて︑

てきたりね︒おれも︑ 門永井さんはいいですよ︑とりなさい﹂と善岡
つた︒そんなときから爾蘭に言って︑ ﹁おい永井さんは今欝どこに

できません︑それは︒だって気まぐれだから︑民間入を取っ

でもこのときは三木内閣ですから︑どれぐらいの閣僚を自分

海部 派聡の領袖というのは︑組閣の前には必ず発言しますよ︒し
かも会議で発言するわけではありませんからね︒
海部

やったりしました︒永共さんは前から三木さんのところへもちょい
ちょいご進講に来ておった人ですから︑これはうまく行くだろうと

﹁おったら︑つかまえて電話くれ﹂と

俘藤 三木さんももちろん︑各派閥の長とタイでやらなければしょ
うがないでしょう︒でもそれを全部聞いていたら︑閣僚が五十人ぐ

思ったな︒
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﹁はい︑私が行ってきます隔と言って︑西岡がみんな

撰藤 でも文教族は文句なかったですね︒
海部 幸い私も文教族でしたし︑西岡武夫も委員会を押さえておっ
た︒その頃の文教は︑学校の年次からいっても︑われわれの下です
からね︒藤波﹇孝生﹈にしても駅戸毒韻﹈にしても河野洋平にして
も︒西岡は︑
やってきてくれた︒

圏中

三木内賄の時は︑中曽根さんが幹事長をやりますね︒中軸根

幹事長はいつ決まったんですか︒

海部 あれは変な謡ですが︑むかし勢州類さんという政治家がおっ
て︑あの人がイギリスの政党史をうんと勉強して︑ 副総裁というも
のは党内で︑誰が見てもこれがいいという適格者がおるはずだ︒お
のずからエボルブされる﹂と言っていたけれどね︒要するにエボル
ブされるんだ︑と︒中曽根さんは︑トップ会談をやったときに︑上
手に誘導したんだ︒この人が幹事長にエボルブされるように︒要す

ごやあ椎名さんが

さんが︑党の団結のために︑今園は本当に大事な選挙を迎えなけれ
ばならんから︑これはと思う人が立ったらみんなが応援しなければ

田三木内閣の成立6︵中曽根幹事長︶

伊藤

そう︑樵名さんが︑よろしいといい︑まず一抜けたと︑そん

るに﹁自分はみなさんと庸を並べて総理総裁になる器ではないとい
う気もいくらかします︒お徴話になった方ばかりです︒購じ選挙区
でたたき合いをやってもらった方ばかりです︒だからこの中のみな

田中 三木内瀾で思い出したんですが︑総裁と幹事長を分離するの
は︑ここから始まったような気がするんですけれどね︒
海部 お金から始まったんです︒要するに︑総裁というのは忙しい
から何もできないわけだ︒ヨ頃︑人前におったり︑いつも︸燗小隊

海部

いっちゃったんだな︒

︒

ならんから︑そういう体制を作ることが自分は一番必要だと思う隔
ということを濡々とぶったわけだ︒それで爺さまたちはコロッとま

の警察がついて歩いているから︑間違っても︑落ちとった金を拾っ
たというわけにはいかないわけだく一隠笑い︶︒そこに落ちていた
から拾ってきたんだ︑というわけにはいかんでしょう︒だから︑分
身のような穣書やほうぼうがそういうことはやるんですが︑結局︑
あの頃は政党交付金も何もない頃ですから︑そういうことに頼らざ

そうですが︒それじゃあ初めから決まっている︒

な雰囲気ができたんだ︒

伊藤

田中

．るを得なかった︒それに頼ってはいかんといって︑政治改革の基本
は︑党の運営費の八割ぐらいは︑党員・党友の拠出党費によって賄
えるようにするのが理想だ︒そういう理想を掲げて始めたんですね︒
それで党費というのは比較的安かった︒高く取るとみんな﹇党に﹈
入って来ないから︒安い費用で党員を集めるにはどうしたらいいか︒
もうちょっと集まらないか︒例えば会社の社長は金持ちだから︑年
に謡万円の党友の費用は出るだろう︒．党員の費用は︑当時はみっと
もなかったけれど︑三齎円とか五百鶏だな︒そういうときに一万円
の党友を㎝人つくるということは大変だった︒だから総裁投票権も

か︒

海部

でも︑三木さんと中幕田根さんではだいぶ違いすぎるな︑と思

三木さんじゃなくても︑中瞥根さんは中曽根幹事長にもって

三木さんじゃなくても︑中曽根幹事長だったということです

いますね︒

僻藤

から︑熱っぽく話したので︑ 乱そういうことも必要だな︑幹事長が
しっかりするのも大事だ﹂ということになった︒

海部 初めからというよりも︑会議が始まって︑会議をやっている
うちに中曽根さんがそういうことを言った︒あの人はああいう人だ

党友には与えますという舗度が︑だんだんその頃から考えられてい
ったんじゃないですか︒

いくつもりです︒
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伊藤 二塁根さんはそうだろうと思いますが⁝︒
爾中 党の雰囲気としてそうだったんですか︒
海部 そうです︒というのは︑あの人は改進党の頃から三木さんの
痘 系 の 部 隊 だったんだから︒

伊藤 そういえば︑そうですね︵笑い︶︒
海部 そうでしょう︒僕はまだ議貴になる前から︑三木派の朝食会

ちょうちょろ歩いていた連中は︑そうだね︑その後不思議に続いて
きたけれど︑森もそうですよ︒あれは福国さんの鞄持ちから始まっ

たんだし︑加藤六月だってそうでしょう︒

脂三木首相と昆主主義

ところが︑三木さんの時代になって︑坂田防衛庁長官になって︑
二人ともハト派の代表選手みたいな方のところで︑坂田・シユレジ
ンジャ⁝会談以来︑屠米防衛協力小委員会とかができて︑かなり具

を着けていない状況だったんですね︒

は僕は常連メンバーみたいな形で出ていたものですから︑おいおい︑
増悪 今のお詣で︑三木さんと甘露さんとは違うんですが︑前の池
と需われるとすぐあれする︒中曲繭根さんはまだ駆け出しで︑青年将
露・佐藤の時代ですと︑霞米安保体制と番いながら︑アメリカの要
校ど言われた頃だから︒事務所も赤坂の木造の小さいところで︑い
求にこたえて防纂力を増強しなければいけないとか︑自・王防衛と言
まTBSに売っちゃった︒いまのTBSのビルの下に︑小さい三木 いながら︑実際日本がカを持っていなかったということもあるんで
すが︑鋼米安保協力を具体的にどう進めるとか︑これはほとんど手

事務所があったんです︒中塗根さんはそこに来ておったんだ︒だか
ら中曹根さんと誕すことは平気で︑要するに︑中瞥根ヒトラ⁝と言
われるようになっても︑三木さんとのあいだは︑むかし協同党をつ

くった岡士として︑一緒にやってきた人だ︒単別崇だとか河本敏夫
だとか松浦周太郎とか︑そういう人々がいて︑三木派を支えていた
わけですからね︒北海道の河口陽一とか︑農業協同組合の親分みた
いなのがいっぱいいました︒吉川久衛とか︑井出一太郎然りだな︒
三木派というのは農業部会か︑と思うぐらい︑そういうことに長け
た︑秀でた人がいました︒そんな頃からの関係がありますからね︒
俣藤 こちら側から見ると︑タカ派とハト派ですが︑向こうから見
ると違うんだな︒

よ︒民主・駕義という需葉さえ使わない︑おれにはデモクラシ⁝だ︑

体的に駐米協力の中身について踏み込んでいくという状況があるん
ですが︑これはどういうことでしょうか︒
海部 これも語れば長くなるかもしれんから短くしておきますが︒
佐道 いや︑ぜひ長く語って欲しいんですが︒
海部 三木さんの深層心理に何があるかというと︑僕は何圓も聞い
た謡だが︑彼が一番儂頼しているのはアメリカの罠霊主義なんです

と填ったな︒それは明濤大学を卒業して︑・ただちに当時のお金で二

千開もらって︑世界一周の旅に出て︑ 門私が真っ先に到着したのは

海部 全然違うんですよ︒むしろタカ派とハト派で︑これで合うか
なとご心配なさるのなら︑僕は玄人のみなさんはなんで気がつかな
かったのかと思うけれど︑三木と蕩穣ですよ︒対外的に言い続けて

入間を大切にする︒政治の原点はここでなければならん隔という詣

そしてその後︑その旅行は豊滝︸周の旅ですから︑アメリカの日
程が終わると︑今度は大西洋を渡ってヨ⁝ロッパに入った︒チャ⁝

を︑いろいろなところで僕は聞いた︒

アメリカだ漏という︒ ﹁アメリカには潜力があった︒ ︸人ひとりの

きたこと︑体質︑取り巻いている学者たち︑タカ派とハト派もいい
ところですね︒けれども︑それは党風刷漸という面からすると︑ピ
タッと 緒になる︒党風劇新連盟になると福霞を支え︑霞申を倒す
わ・けでしょう︒その頭の切り換えを見事なほどできるものだなあ︑

と見ておった︒あの頃は非常にひたむきに考えていましたからね︒

福困先生というのは右寄りの先生だ︑と︒あの頃福田さんについて
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﹁それぞれ

チルで有名なイギリスも見た︒まだ第二次無界大戦の前ですから︑
ヒトラーのドイツも︑ムッソリーニのイタリアも見た︒
の国はそれなりに︑幾多の繭激や影響を自分に与えた︒けれども︑
帰ってきて私が留学をしょうと思ったときに︑癬躇なく選んだのは︑

門アメリカのデモクラシーがいい︑

最初に訪れたアメリカであった︒あそこにはデモクラシーがあった
んだ︑みなさん﹂という話を演説会でやるわけだ︒
僕 は そ れ を 侮園も闘かされて︑

楠

私はある論文で知ったんですが︑GHQが三木さんには目をつ

けていたというのを読んだことがあるんですね︒
海部 どういう角度から目をつけていたか知らんけれど︑弁士気を

つけろ︑というのをやられているんだからね︒

楠 だから︑深層心理が知りたいところなんですけれど︒
海部 秋田大介というのがいるでしょう︒あの秋瞬大助のお父さん
は秋田清というんだ︒この秋函嶺という入が︑当時の徳島では大実

のGHQも軍も︑三木は︑これはいかん︑変な思想にかぶれておる

力者だったんだな︒それで推薦も公認ももらえなかったんだ︒当時

からね︑

んじゃないかと思った︒ 門私のどこがかぶれておるでしょうかね﹂

いい︑とおっしゃるが﹂︑黒人闇題なんかは僕の根本的な疑問です
すか︒信なくば立たずと言ったのは︑まず信が必要だけれど︑アメ

海部 斎藤隆夫は︑評愛しているんですよ︒
楠 斎藤隆夫が衆議院を除名になるときに賛成投票をしたのか一︒

楠

斎藤隆夫の除名の時に賛成したのかな︑何か引っかかるものが
戦前期にあるんですげれどね︒

楠

反対︑欠席の中には︑三木さんは入っていないんだね︒

俘藤

るわけです︒だから当時の商工省と統舗経済に︑三木さんははまっ
ているわけです︒そこで椎名さんにかわいがられた︒
海部 あれで一時はかわいがられた時期があったんですか︒
侵藤 そうです︒そこに一つの縁があって︑椎名裁定の時に三木さ

門みんな平等だと言ったら︑そうなつちゃうんじゃないで

リカ人はみんなアメリカの攻府を信用していますか﹂︑当時はごつ
ちもちょっと先走っていかれておったものだから︑ ﹁アメリカの建
国の歴史というのは︑そんなに誇れるものですか︒もともと倥んで
おった原往昆を武力で邊っ払って︑カで取ったんじゃないですか︒
侵略戦争のトップみたいなものじゃないですか﹂とか︑生意気盛り

伊藤

なんて雷つたこともあったよ︒

だから言うわな︒

海部 そうすると三木さんはおれを説得しようとするんです︒ふつ
うなら馬鹿にして︑こういうのを読んでこいとか︑勉強してこい︑
と謡うんだけれど︑ ﹁そうは思わないかね︑きみ︑あれは結果とし
てそういうところをみんな抱えて︑アメリカという圏は．できてきた
んだ︒人聞を大事にしますよ︑あの圏は隔という︒そうかな︑と思
って僕は素朴な疑問を言っていた︒それでずいぶん言われたことが

んに行ったという説がたくさんあるんです︒

伊藤

それと︑三木さんは商工委員で︑椎名さんとそこで縁ができ

るんですよ︒

入っていないんですね︒だからちょっと引っかかるところがあ

ある︒

い や ︑ ごもっともです︒

楠 それはちょっと私には高聞が残るところがあるんですが︑伊藤

海部 本人は︑それは漏らさないわな︒その話は初めて聞いた︒
伊藤 間違いなく商工委員だったはずです︒あの当時︑顯会議畏は

先生︑三木さんは翼賛選挙の時に非推薦じゃなかったですよね︒推
薦ですよね︵注・非推薦の誤り︶︒

各省庁の委員になっているんですけれど︑三木さんは商工委員で︑
そのときの商工省のトップに推名さんがいたわけですね︒
楠 戦前に商工委員というのはありましたか︒戦前は常任委員会制
え え ︑ 推薦ですよ︒

海部 いやいや︑鑑薦じゃないですよ︒三木は推薦じゃない︒舞維

度ではないですよね︒

撰藤

薦︒
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それをちょっとやったはずですよ︒

そ れ はあったと思います︒

その常妊委員会舗度みたいなものをつくったんですね︒
三木さんは軍需参与窟といわなかったですか︒

事務の副長宮も︑政務の副長官も︑閣議には陪席するわけですか︒

俘藤

海部

伊藤

その副長官は︑政務の副長官と事務の翻長官がいるでしょう︒

はい︒これはあまり言つちゃいけない話だよな︒

じゃあ︑その初閣議の場にいらっしゃったわけですか︒

陪席します︒

いかな︑厳密に欝うと︒

各省に︑大蔵委員とか︑文部委員とか︑みんな作ったんです︒

併藤 先生︑先程初閣議の話がありましたね︒閣議と翻長官はどう

膿官房副長官時代1︵初閣議と川島副長宮︶

それは委員なんですが︑参与宮と政務次官があったんです︒

ちょうど今の政務官を︑もっと数を増やしたようなものです︒

藤部藤部藤部藤

それで顯議の記録を作るのは誰なんですか︒

メモを取るノートテイカーみたいな役は︑事務の副長官がや
当時は誰でしたか︒

川島広守︒あれはいまセリーグのあれ﹇コミソショナー﹈を

かったんだ︒

海部 そう言われるとまことに嘉し訳なかったんですが︑私の生涯
の二度にわたるル⁝ル違反なんですね︒発令されないうちから︑翻
長官が社長宮づらして入っていって︑翻長官席に座っておって︑書
類をあれしろとかこれしろとか言っているのは︑ちょっと早過ぎる
んです︒本当は初閣議が終わるでしょうi︒
田中 ああ︑そうですね︒まだ宮房醐長官になっていらっしゃらな

て隔と闘いたら︑ ﹁学生運動をやったり︑東大事件の時に﹂という︒

まり長くなかった︒あれはそういうことに長けたいい入だから︒そ
れにあんたのこともえらい褒めとったぜ﹂と這うんだ︒ ﹁どうし

やっていますね︒ あれも︑考えてみれば無茶だったんだよ︒乗り込
んでいっていろいろやってね︒官樗長官になる井出先生も︑閣議の
取り扱いとか手続きとかよくわからないし︑三木さんなんてなおわ
からんから︑ ﹁おれは全く知らん﹂という︒だからどうしたらいい
か︑誰を連れてくるんだと雷ったら︑竹下が﹁拷島は在任期間があ

海部 なってないんだ︒終わると閣僚どもは全部あっちに行ってく
ださいと連絡が来るんだね︒それで上り下りする階段で写真撮影を

で行なわれるわけです︒その場で官薦長官が︑官房副長官には誰々︑

海部 初蜀議というのは︑宮中で任命されて︑夜帰ってきて︑官邸

俘藤 授業料も高くついたかも知れませんよ︒
海部 それだから︑翅島副長官を残しておいたんです︒そうしたら

な︒

いことをやらん方がいいから︑宮房蔓官に電話をさせる︑それで頼
むとおっしゃれば︑たいていそう決まりますよ︒なんなら︑あんた
が座っておって電謡をかけて呼び出して︑官房長官に代わればい
い﹂と︑そこまで言う︒後年気配りの人と言われたところがあった

揆藤

じゃあ︑翻長官はいつ任命されるんですか︒

れ は い け な か った︒

と閣議で書う︒閣議で報告されて決定されなければいけない︒もち
ろん反対はないですけれど︑孚続き的にそれまではいかんのじやな

今だから言ってもいいだろう︒証言写真も人莇に残しちゃった︒あ

するでしょう︒あの時も一番上にあがっていって写っているわけだ︒

彼は警察の警備局長だったから︒それで﹁拷島に留任を頼むと書っ
たら︑留任して三木内閣を助けてくれますね﹂と聞いたら︑ ﹁それ
は言い方次第だね︒総理が電話しちゃあ三差だ︒総理はそういう軽

い う 麗 係 に なるわけですか︒

海田る海伊海
部申。部藤部

三木派の先輩連中から︑ ﹁あんなのを置いておいたら︑あれは瞬中
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門知っているから好都合じゃないですか﹂と言って

派の末期の官房副長官じゃないか︒みんな知っているじゃないか﹂
と言われたが︑
強朝に置いておいた︒三木さんに門いいでしょう﹂といったら︑

侵藤 後藤賑﹇正精﹈さんの話の時にその護が出てきたような気が
するんですけれどね︒後藤周さんは︑なんの時だったかな︑副長官
だったか︑窟麗長官だったか︑法嗣局長宮にノートテイカーをやら
せたとか︒

そういうことは後藤紹さんが 番詳しいだろうな︒

﹁ああいいよ﹂と欝つた︒

海部

本来おれがやらなきやならんものを︑おれは字が下手だし︑

閣議は閣僚のほかには︑事務方は醗長官だけですか︒

俘藤
伊藤

閣議の司会は官房長官がやるんですか︒

とかいろいろ書って︒

閉中

官房長富です︒

海部 総務翻翠蔓というのができたのがその頃だったな︒総理府総
務翻長官というのがおって︑高鳥﹇修﹈がそれまでやっておって︑
梶山﹇静六扁をしたらどうかという話があった︒そうしたら︑霞中

海部

総理は何もやらないわけですか︒

鐵官房副長官時代2︵閣議と事務次官会議︶

摂申

総理は何もやらない︒

派はちょっとやめてもらった方がいいそ︑鵠沼派からとりなさい︑

海部

伊藤 じゃあ総理は何をするんですか︒
海部 官房長官が発言を促したら︑発言する︒
楠 あまり議論する︑ということはないそうですね︒ひたすらはん
こを捺しているだけ︑あるいはサインをしているだけ︒
溝部 いやいや︑はんこは許されないから︒サインしなければなら
ない︒

花押ですか︒

て︑ちょっと待ってくださいとはなかなか言いにくいから︑うまい
こと反対を抑えるようなあれができているのかな︑という気がした
ことがあったくらいだ︒しかしみんなが皿歩も退けない問題になつ
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と い う こ と に なった︒

楠 閣議には甕然︑事務方で法剃局長嘗がいますね︒法制局関係者
が︑あと︻人か二人︑はじの方にいるんじゃないですか︒
海部 いやいや︑長官以外の法欄局が座っているということはない
ですよ︒だいたいこちらは︑あとから加わったのかどうか︑総務醗
長官が入るようになって︑正副官房副長官の事務方と︑政務の醗長
官︒法制局長宮もいますが︑長官止まり︒用があるときには︑長官
室の秘書宮が連絡に入ってくる︒
霞中 閣議室の外の部屋がありますね︒そこで控えているというこ
とはないですか︒

海部 それは控えています︒いつ何時何があってもいいように︑法

楠

海部

やっぱり役所にいるんでしょう︒

役 藤 に おらなければ駄目だ︒

メモ書きであっても︑閣議の記録はあるはずなんでしょうね︒

メモ書きですよ︒

情報公開で請求したら公開してくれるのかな︒

ノートテイカーという役目をやっておったと︑僕は見ておる

んですけれどね︒

慣れた入はスッとできるが︑萩しい人や︑二度目︑王書目の

それは事務次官ですか︑局長ですか︒

制局と重要法案を撫っている担遜職だな︒
闘中

まあ局長ですよ︒事務次官はそんなところに来ない︒

人は︑花押を書くのに時間がかかるんだ︒
楠 あれは花押じゃないといけないんですか︒
海部 袴押が終わる頃には︑だいたい烏鷺案件の説瞬は終わっちゃ
つているんだ︒だからあれは︑花挿を書きながら琴芝を聞いておっ

海霞海俘海伊海
部中部藤部藤部

てくると︑閣議で延々と激論をやる︒いまの話だよ︑富澤門書嵩
さんと坂田さんともう︸人誰だったか︑河本さんか︑三入がこれは
どうしても︑臨時国会の開会詔書に瀾僚が署名しなかったときなん
か︑内閣の命運をかけるかどうかのところですね︒そういうことは
ありましたけれど︑さもない限りはだいたい短い時間で終わりまし
たね︒

揮藤 けっこういろいろな記録︑いろいろな人のヨ記などを見てい

海部 前に︒だって︑前目︵まえび︶に事務次官会議でやれば︑だ
いたい言いそうな意見はそこで交わされるでしょう︒それはやめて
おいてくださいよ︑これは言わない︑というのがだいたい決まる︒
そうすると︑誰がこれに待ったをかける︑誰がこれにこう言う︑と

いうようなことはだいたいダッと筋書きができるじゃないですか︒

醗中
短 い で すよ︒だいたいずっと読んで ︑

二 十 分ぐらいですね︒

芝居じゃないですか︵笑い︶︒

ん﹂という意見を大蔵大臣が言うと︑労働大臣が﹁それはやってく
れ︑やることによって守られるルールなんだ﹂とかなんとか言うよ・
うになっている︒そういう細かい役割まで︑だいたい全部前日にで

例えば人事院勧告が出れば︑人勧に対して︑これは直ちに全額払う
かどうするかということについては︑ ﹁いまは懐具合でできませ

海部

俘藤

だからはっきり言うと︑僕は世界がそうだと思うんですよ︒

ると︑閣議の時間というのは短いですね︒

﹁はい﹂︒︸番いかんのは︑閣議の繭の事務次官会議で全部やつち
ゃうことになっていますから︒事務次官会議がまた全会 致でなけ

海部

﹁ご異議ないですか﹂

ればいかんし︑事務次嘗の︷入が待ったをかけると︑閣議そのもの

サミットだってそうです︒サミットに行く飛行機で︑ ﹁これがご発
言要領で︑これが向こうから言ってきている合意メモで︑共岡発蓑

讐そうだ扁という︒

はこれです﹂というから︑ ﹁そんなこと︑やる助から決まっている

きちゃうんじゃないですか︒

が飛ばされることもあるわけですから︒だから閣僚自身が出て行っ
て︑省のことを責任を持って発言して︑そこで決めるという場が閣
議のはずだけれども︑そうなるということはなかなかなかったです

といったら︑

おれが途中で手を挙げて発言したらどうするかというと︑閣議で
錘臼単分に︑面白半分じゃないけれど︑ 門これはいかんから︑これ

のかよ

伊藤 でも事務次宮会議の経験者でも︑事務次官会議というのはも
うすでに全部調整済みで上がって来るもので︑そこで議論が趨こる

だけはやはり二齎わねばいかん﹂と思って言うと︑法制局長官か何か

ね︒

なんていうことはまずない︑と雪っていましたね︒

が出て来て︑

それは︑すでに当然︑あらかじめ用意しておるわけですよ︒

門ぎ自＄訪σqoげ餌︒犀﹂と書われる︵〜間笑い︶︒それは文

部大臣になって︑知・徳・体と斯うから︑ ﹁知・徳・体ごやなくて
よろしい︑国晟が願っているのは徳育優先だ︒心から行こう︑そう

ません︒

佐道 若気の至りというのは︑官房翻長官時代ではなくて︑次の文
部大霞になられたときのことですか︒
海部 そうですよ︑闘議というもので︒麟長官はそんなことはでき

ず︒

若気の至りで︑二︑三園やってみたことはあったけれど︑衆寡敵せ

はひとつ︒時間の関係もございますから﹂という︒それはそうだな︒

﹁あとでまたこ説萌にまいりますから︑なにとぞここ

用海部 だから結局︑無責任体制ですよ︒みんな自分が費任を持って︑
事務次官が事務次官会議の最後の決定をするべきだから︑ああだこ

うだと言うべきなのに言わない︒それから︑それまで大匿をみんな
つんぼ桟敷にしておいて︑こういうことをぜひお願いし豪すなんて
そ ん な ものですかね︒

添われたことは︑僕だって在任中に五︑六園しかなかった︒
伊藤

海部

閣 議 の 前に︑ですか︒

田中 閣議のあと︑必ず大窺は記者会見をやりますね︒あの時のた
めに用意しておかなければならないですね︒
伊藤
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思いませんか﹂なんて言ったって︑ ﹁じゃあちょっとそれは後から
ご説明に上がりますから﹂と軽く撃退された︒

閣議のあとに︑

で︑その懇談会の場で︑これが軌道に乗るようにならんだろうかと
思って︑発書を頼みに行くわけです︒懇談会だから︑閣僚以外にも
伊藤

そう︒あの頃は︑田中穴鋤という人が商工委員長をやって︑

懇談会になった揚合は︑それができるんですか︒

学識経験者というか︑党の幹部にも参舶してもらうんですよ︒
海部

減￠ヨにやることもあるんですね︒

言をしておいて﹂ ﹁これはおれもやらなきやならんだろうと思って

それで六さんのところへもいって︑ ﹁これはどうも悪いから︑これ
はひとつやってください︒やらにやあいかんし︑今度 つ応援の発

終わったあとで政調会の商工撞当副会長をやっておったんですな︒

蟹き続いてやることもあるんですか︒

おるから︑党のためにはそれはいいことだ﹂

ときどき曜弩を変えてですが︑閣僚懇談会と

繕官房副長嘗時代3︵閣僚懇談会﹀
霞中

ありますよ︒

と言っておいた︒

い う の が あ り ますね︒

そこではけっこう葭慮腿達で⁝︒

そういうことは︑㎝二木内閣の時代にもあるのか︑具体的にそ

﹁そうしたら頼むよ﹂

自由聡達にやれます︒時間もあまり気にしなくてもいい︒・

そうしたら︑これはしばらく凍結しておいてもらわなければいか
んけれど︑由中貞則さんも︑おれは三木さんの家に連れて行ったん
だ︒それで﹁あなたが応援演説をしてくれんと︑通りゃせんよ隔と

れで政策化されていくような契機になることは多いんですか︒
それは政策化される契機になりますよ︒

つはだいたいわかっている﹂ということだった︒そういうときに︑
懇談会には党側から政調会長にご出席願っております︑あるいは特
別調査会会長においで願っております︑といって︑発言を求めるわ

海部

門主 ちょっとアドバルーンを上げるような感じなんですか︒
海部 はい︒それでやらなければならない問題点の交通整理という
か︑各省で特に意見のまとまらない詣なんかは︑どこにイニシアチ
ブをとらせてやっていくか︒その代わり︑顔立てはどこでどうする
か︒その問題だけを分離したらどこにもっていくかとか︑いろいろ

俘藤

書ったら︑ ﹁馬鹿野郎︑お前らはそういうときばかり人を使いやが
って︑こんなもの﹂とさんざん済いながら︑彼も讐それは︑本当に

あるでしょう︒そういう落としどころを探す︒それが上手にやれる
人は︑調整能力のある実力者だということに︑だんだんなっていく

席には副長官も同席しているんですか︒

けだ︒

それで閣議が終わったら︑官房長宮が記者会見ですね︒その

総理が決めたんだからへやりゃいいと言いなさいよ︒反穀しとるや

んだな︒

﹇同席﹈したり︑

思議の饅はそうでしょうけれど︑

ふつうは副長官はどこでど

﹇問席﹈しなかったりしました︒

海部

俘藤

醗富房副長官時代4︵議運での目々︶

僕は︑

伊藤

ういうふうに勤務しているわけですか︒

そういう過程で副長官というのは飼か役割が出て温ませんか︒

海部 出て来ますが︑その場ではありませんので︒副長官時代に一
番撲が困ったのは︑三木さんが閣議の留頭に出したでしょう︑あれ
が樵名さんの猛反発を食ったでしょう︒椎名さんのところへ通った
り︑椎名さんの話をとったり︑いろいろして︑陶薪を使ったりして
やりましたね︒ところがそれではいかんから︑もうちょっと正攻法

一
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匿申

首 柏 嘗邸ですか︒

海部 これがまたふつうの副長官とは違っておったと思うんですね︒
蟹会を円滑に運営するということの法規典例に決まっていないよう
な根暇しをやらなきやならんでしょう︒ですから僕は︑だいたい昼
﹁やあ﹂

門おい﹂で済

飯は︑議院運営委員長室に行って食べていましたね︒前宮就遇で︒
長 か っ た か ら︒それで各党のあれはみんな ︑

野糞んじゃえ﹂ということは︑﹁言

む間柄で︑一緒に何回も旅行した仲間がおってくれる︒そこで飯を
食っておると︑だいたい︑ぎすぎすごとごとした澗題は︑どこに問
題点があって︑どこをどうしたらいいかわかる︒それを持ち帰って
話す︒確か金丸さんが国対委員長じゃなかったかな︒あれが門わか
っ た ︑ 呑 ん じゃえ﹂と言うんだ︒

うことを聞いちゃえ﹂ということなんだ︒全部養んじまえという︒
﹁全部呑んじまえと撃つたって︑これは党内大変ですよ﹂と雪った

を囲んで扁食べられますからね︒まあ︑磁てけ︑帰れとは言わない
ような伸になっていたので︑仲良くずっとやっていた︒それで︑私

にはいささか同情がありましたからね︒ 門かわいそうにな︑お前︑

ど︒

海部先生だから︑そういう活動をしていたんですね︒

般的

副長官か︑大事にしてやるぞ縞というようなことで︵笑い︶︒
俘藤 かわいがってやるぞ︑というのはちょっと危ないと思うけれ
俵道

な官房副長官がすべてそういうわけではない︒

行政権の立法権への侵害︒

海部 そういうわけではない︒そんなことをやったら︑それこそけ
じめがっかなくなります︒公私混岡ですから︒
謡・甲

海部 だからあの頃は︑こんにちはどひどくなかったけれど︑攻奪
資金についてうるさいときだったから︑議院運営委員長蜜の女の子
に︑

電影

釘か遊軍みたいな感じですね︒

よく雑用をやりました︒

で食べながら話をつけてくるということになる︒だからあの頃は︑

﹁これはおれの飯代だからな︑切れたらすぐに讐ってくれよ﹂

ら︑

門まあええや︑春んじゃえ︑それでほかをうまくやっていけば

それでいいんだろう﹂とまことにアバウトだったけれど︒だから︑
そういうときは竹下さんや︑環沢吉郎さんという入がいましたね︒

と言って︑一万需︑一万円︑と︻週間が経つごとに渡すようにして
いた︒食べるものはみんなが注文して︑各党の理事が︑おれは今日
は天＃︑おれは寿司だ︑おれはパンだ︑勝手なことをぬかすけれど︑
こっちも何かそれに乗っかって︑﹇緒にもってきてもらって︑そこ

僕の前官の委蜂長経験者も理事として残りますからね︒そういう入
に︑ ﹁こうこうこうなっているから︑ちょっとアバウトスキーのお
っさん︑頼むよ隔と言ってね︒金丸さんのことだからね︒
伊藤 アバウトスキーか︵笑い︶︒
海部 アバウトじゃなければわからんのだよ︒だから陰ではあだ名
﹁いや︑いい︑まだオーケーを．

海部 まあそうでしょう︒そして終わってから宮邸に行ってしゃべ
っていると︑ほかの派閥のやつが隣で呼んでいる︒侮を話した︑侮

はアバゥトスキ⁝と言っておった︒
とってない隔

が決まったという︒新聞もうるさい︒だから三木さんの家に行って︑

海部

俘藤

そこの席を暖めるということはあまりなかったんですか︒

蜜 邸 の 中にあります︒

官虜翻長宮の部屋というのは︑官邸の中にあるんですか︒

海部

俘藤

こうこうこうだ︑といって出来事を報告する︒

門それじゃあ行ってこい﹂といって︑孚分けしてよく

説得に行ったことがあったですけれど︒

伊藤

なかった︒あそこで席を暖めているようでは︑うまくない︒

って臼頃︑一緒にやって中のことを知っておいてくれればいいが︑

申し訳なかったけれど︑時聞がかかるから二嗣笑い︶︒だ

官房長宮に報告するのではなくて︑三木さんに報告するんで

海部

そうでもないし︒

すね︒

飯もそんなところで食べておってはいかんから︑各党の連中と︑こ
ういうふうにして﹇海部氏をインタビュ⁝しているようにテーブル
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俘藤 井出さんは︑国対とか議運は全然︑ですか︒
海部 不向きな人です︒それは自覚してらっしゃるからいいんだけ
れど︒だから︑ ﹁えらいすまんけれど︑こういうことはわしは不得
手だから隔という︒討論会も⁝園出ただけですよ︒特にスト権スト
﹁ああいう手合いは

ょ．つ︒

海部

選りすぐりではない︒

そうです︒番記者です︒

一年生︑二年生の出て来たばかりの入

いわゆる首損番記者がやるわけですか︒

がやるから︑それでときどき問題が起こるんです︒
楠
海部

鐙中新闘記者は地方から戻ってきたら︑最初は総理番ですね︒
海部 そうなんだ︒会社が勉旗のついた自動車だけは乗っていいと

になって竃塚門三夫﹈が棺手になってからは︑
駄 聲 だ ﹂ と 書 ってね︒

いうものだから︑朝早くから夜遅くまで︑さんざんな目に遭う︒

謝長官も追いかけられるわけですね︒

穫官房講長官時代5︵井出一太郎嘗房長官︶
儀道 井出官房長官は構をなさっていたんですか︒
海部 三木さんのところへいったときでも︑ ﹁海部︵くわいふ︶さ
んに頼むから︑いいでしょう︑それで︒海部︵くわいふ︶の方がう
ま い こ と を 言 うから隔という︒

田中 官房翻長窟は定例の記者会見とか︑そういうものはないんで

そうですよ︒副長番という︒

副長番というのがあるんですか︒

海部先生からできたんじゃないですか︒
いや︑それは知りません︒

討論会に出たり︑従来の副長宮と違う活動をなさっておられ
たわけだから︑ それでこれは︑ということで︒
与野党のあれで︑僕のところに闘きに来ると︑法案の見通し
海部

と言えるようにした方がよかったかもしれないと︑ いまはちょっと

もあげておいて︑ 薪聞記者はみんな官房長官のところで開いてこい︑

れはおれも悪かったけれど︑ 官房長官に全部報告して︑メモ書きで

が⁝番つきやすいというので︑ 来るんだろうと思ったな︒本当はそ

海部 定例の副長官立晃というのはないんですが︑代わってくれ︑
という連絡が来れば︑代わりますしね︒
傍藤 官房長官の代わりですね︒
海部 はい︒総理は定例会見がありませんから︒ ﹁総理と語る﹂と
か︑ああいう番組だけでしょう︒ですから︑官房長官の会見が三木

門悪いけれど頼むよ﹂というメモが

反省も含めて思うけれど︒

十

時 と四時ですね︒

堕中

特に麟時の会見の方は︑

伊藤 まあ︑そうはならなかったんでしょうね︵笑い︶︒
海部 だって︑夜の十二時︑⁝時に電話したりすると︑向こうも迷
惑だろう︒ 門もういいよ︑それは全部任せておくから︑あとでちょ
っとまた適当に絹島あたりから聞くよ隔なんていう︒川島というの

来ると︑行かなければいけないわけです︒
そ れ はどこでやるんですか︒

門これはこうなる︑この法律はいつ頃上がる﹂という︒そ

は事務の副長官︒

いから︑

認者クラブ︑配者のたまり場︒

海部

内閣の定例の会見ですね︒そしてあれは昼と夕方があるんです︒

すか︒

道部道中部藤

宮邸の︑ですか︒

感量にあります︒

蔦蔓の記者というのは選りすぐりですか︒

そうじやないでし
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沼中 政務の情報は︑事務に通じているわけですか︒
海都 大事なところだけは︑呼んで教えておきまずけれどね︒事務
の副長官が何も知らないでは︑各省の次官や局長の押さえが効かな

揮海伊海伊
藤部藤部藤

うすると︑ ﹁海部先生︑そこまで言つちゃつていいんですか﹂と憂
身君が欝うから︑ ﹁いい︑言つとけ輪という︒これは最悪の場合は
強行採決だ︒そこまで腹を決めたら︑これで通る︒そう言うと︑た
いていそうなるものですね︒無益な抵抗はするな︑ということで︒

麗官房翻長官時代6︵議運理事兼国対委員長︶
田中 先生は国会対策委員長みたいなことをやっていたわけですね︒
そうすると国対との関係はどういうふうになっているんですか︒
海部 国対との関孫は︑私自身が議運の理事と閣対空委員長を兼務
して︑委員長になるまでずっと両方二足の草鮭でやってきましたか
ら ︑ そ れ は 同じことですよ︒

か︒

田中 じゃあ︑ご後憂の方とは単車にうまくいったということです

それで本会議が始まる︒昼飯を食べるまでが議運で︑昼飯を食べた
ら一翻官邸に帰る︒それから夕方また国会に来たら︑今度は圏対の

部歴にでも顔を出して︑その後変化あるかと書って︑いろいろ調い
ていくよりしょうがありませんな︒だいたいそんなふうでしたね︒
議運だけで國会の繭きはだいたいわかりました︒この法案は会期内
に通るか通らないか︑この法案は次まで引っ張った方がいいか悪い
伊藤

そうです︒

言ってみれば︑国対の延長のような感じですね︒

か︒

海部

伊藤 じゃあやっぱり︑副長官とはいっても︑議運の委員長と国対
の委員長を兼ねているような感じですね︒
海部 轟時は萩聞にもよく︑二足の草鮭と冷やかし記事を書かれま
したね︒そして二足の草鮭で︑本来ならなれたはずの国務大臣一1︒

けてやるのに︑なんだと思う︒名前を言うといかんが︑圃期生が一
入も入っているんだ︒けれども︑そういったことは︑花も嵐も踏み

念罰笑い∀それは比較検討すると︑隣期生はみんな大竃になった︒
にもかかわらず︑僕は議運の委員長とか︑最後に双六の時には副長
官でしょう︒閣議を開くと偉そうな顔をして︑座っている︒日頃豹

それはしようがない︒総理大要だってそうでしょう︒直前の総理大
臣なんかいろいろなことをよく知っているはずなのに︑塵分が新聞

越えてハ笑い︶︒

海部 いや︑ご後任の方は︑そういうことのできるのを選べばよか
ったけれど︑選んでなかったからちよつとぎくしゃくしたけれど︑

記者出身であるにかかわらず︑そうであるから︑ああいうふうにや

楠 まさに双六で︑あるところがら︑ボーンと総理大臣に一︒
伊藤 あとから飛べばいいんですからね︒飛び級だ︵笑い︶︒そう
すると議会が開かれていないときはまたちょっと違った行動様式と

議会が開かれていないときは︑それこそ︑あまり芳しからざ

まだその頃はカラオケはなかったですね︒

りをする﹈︒それから好きな人もおるから︑ゴルフにも行く︒それ
じゃあ健康管理だといってゴルフに行く︒休会中ですからね︒

ることを計画して︑中国問題研究会をやりますか︑とかいう︒とい
うのは︑どうせみんな畷ならば︑夕飯食いに来いや︑夕飯が済んだ
ら︑中國聞題の研究をしょうと︒これだ門麻雀牌をかき混ぜる手振

海部

いうことになりますかね︒

るから︑駄鼠になるわけだ︒それは入によりけりです︒あまり後生
大事に総理大霞のことしか目が行き届かない騒騒兵輔営みたいな醐
長官がおれの後だけれど︑僕のところに︑ ﹁鯨岡にもうちょっと話
をしてくれるように言ってくれ﹂とか︑社会党のあれなんか︑ ﹁こ
の法案通すんでしょうねというと︑知らんなそれは︑と露われる︒
言下に知らんと雷われると︑それっきりでどうしょうもないからな
んとかしてくれ﹂といってくる︒

伊藤副長官は︑国会が開かれているあいだはほとんど議運のとこ
議運のところか︑議運は十二時半か一時頃に終わりますから︑

ろなんですね︒

海部

楠
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海部 カラオケはなかったんだ︒カラオケは︑座敷にちょっと機械
を持ち込むのが﹁千代新心あたりで流行った頃で︑ゴルフと麻雀だ
な︒

欝窟房副長官時代7︵官房長官代理︶
俘藤 それで︑昭掬五十年の夏に陶工首脳会談に出席する三木さん
に随行して︑アメリカに行かれます︒それまでは一緒にどこかに行
かれるというようなことはなかったんですか︒
緒に︑副長官として私が随行

しきちんとそれは認処してもらったな︒

圏中 このときは宮房長槍は行かれなかったんですか︒
海部 嫌いなんだよ︑あの入は︒
田中嫌いとか︑そんな問題じゃないでしょう︵笑い︶︒
溝部 スポークスマンというんだ︑嫌いなんだ︑あの入は︒萩闘詑
者の根ほり葉ほりのやりとり︑ニュアンスがちょっとでも違うと︑
ガタクサ申し上げるやつが嫌いなんだな︒
伊藤 萩聞記者はみんなそうでしょう︵笑い︶︑
海部 それを我慢してやるのが︑官房長官の仕事じゃないですかと
言いたいんだけれど︒

本さんと

海部

総 理 大 臣としての一一

したというのは︑公にはそれが初めてです︒それまでは徳島の後援

佐道 だったら最初からご自分が一︵笑い︶︒
距離 じゃあ海部先生は︑官房副長富というよりは︑宮房長宮代畏
そうでしょう︒

みたいなものですね︒

会総会について行って前座をやったり︑三木さんの家来を徳島の知
事に出すから︑

海部

﹁こいつは当選させなければならんから︑海部さん

頼むよ﹂と言われた︒武市﹇恭信﹈という人でしたよ︑背が高い︒

通常︑智房長官と総理が懇談するようなことはよくあります

あの人は︒

田中

誰も不思議に思わない︒

あれの応援の時には侮回も侮言も徳島に行きましたよ︒けれど︑海
それまでは憲房醗長宮というのは︑変な詣ですが︑何も決まって
いなかったんですよ︒例えば首脳会談の時は︑官房翻長官はその首
脳会談に立ち会うのかどうか︑何も決まっていなかったんです︒む
しろそれは︑外務省あたりは嫌ったんだな︒初めのとき︑おれが行

横藤

そう︒集まっている漸聞記者たちも︑それを認めておったん

でしょう︒そういうときにも先盤は出られていたんですか︒

くといったら︑外務省はびっくりして︑宮房長官のところに確認に

海部

外に公の立場で行ったのは︑そのときが初めてです︒

いっているんですよ︒

です︒だから︑それはいいんですね︒

海部 はい︒酔罵さんの家の夜の懇談のときに来いやというと︑み
んな喜んで来る︒官房長富が﹁それじゃあここは海部さんに任せて

伊藤 この︑三本さんに随行するときですか︒
海部 そう︒どういう処遇をしたらよろしいんでしょうかと闘きに

璽官房密事嘗時代8︵夜の三木邸﹀

海部

夜の三木邸というのは︑どんな方が常連として現れたんです

夜の懇談のときには︑当時は︸世代古い︒だからおとといの

か︒三木総理︑海部官房翻長官︑ほかにどんな方ですか︒

露中

おいて︑我輩はちょっと失礼する﹂という︒それが通った人なんだ︑

行．ったらしいんだ︒ ﹁だからそれは全部︑わしが行ったと思ってや
ってくれ︑とわしは答えておいたがな漏と弁出さんは書っていた︒

本当は宮房長官が行った方がいいんだけれどね︒アメリカだって庸
書きを見て︑チーフ・キャビネット・セクレタジか︑バイス・セク
レタリか︑これはちょっと考えますよ︑と言ったんだけれど︑しか
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うにしましょうとか︑そういうことをやっていたんですか︒

田中 そういう新聞記者がいる中で︑海部さん︑今度はこういうふ

と︒

回で開会をやらされた筑紫にしても︑いまどこかでやっている中村
慶⁝郎︑森繊実︑みんな若きヨだ︒昨日は宮崎吉政さんも来ておっ
たな︒それから亡くなった若宮小太郎︑あれはみんな仲問だったか
ら︒それで生き残りが朝駈の天野さんと︑毎日の太田さん︒ああい
う入たちはみんな来ておった人だ︒オオタさん幾つだ︑と聞いたら
八十六だという︒それじゃあずいぶん長生きで頑張ってらっしゃる

楠

海部

楠

海部

楠

僻藤

離婁に行きましたね︒

私邸には週末とか︑そういうときに行かれたんですね︒

聖霊が出るとかいう語がありますね︒

住み心地はよくないな︒

あまり住み心地がよくなさそうなところですね︑あそこは︒

はい︒

海部先生もあそこの公邸にお往まいだったんですね︒

海部

ことを言ってはいかん︒公邸に住んでいたんですよ︒

いるんだから︒これぐらいのところだから歩いてくださいよ︑とい
って歩かせたんだからね︒みんなが見ているから︒それをああいう

海部 それは限度がある︒そんな細かいことまでできないけれど︒
楠 そういえば︑三木さんは総理大更の在任中は公邸にいたんです

⁝年以上泊まったから

海部 二人の入がそう霞つたね︒羽田孜の奥さんと︑森かな︒森は
門おれはあそこにあまり泊まらんな︒泊まったら幽霊が繊る﹂と言

うけれど︑さすがに幽霊は出なかった︒僕も

か︒

海部

ね︒

い ま したよ︒

楠 公邸に寝泊まりされていたんですか︒じゃあその︑夜のなんと
かというのは︑公邸ですか︑自宅ですか︒

賑三木内閣の仕事︵独禁法︑政治資金規正法の提案︶

南 箪 台の脅宅です︒

海部

跨下

昌々諮問会議ですね︒

思うけれど︑ ﹁七つ鶏だから︑まだあと二つ︑三ついいやな﹂とい
うようなことをいう︒それで全部そこに議論を頼んで︑誰か彼かが

海部 なんでもありの小渕さんだからね︒ ﹁恵ちゃん︑あまり作る
なよ︑そんなもの﹂と雷っても︑ ﹁いや︑これでまだ七つ霞だ鳳と
かいう︒そういう発想もあるんだ︒こっちは門七つもつくって﹂と

揆藤

小渕恵三の頃からの悪しき問題だと思うけれど︒

海部 はい︒官邸というのは︑週に何回か宮号でやる会議がありま
すから︒最近のように︑みんな他人の賀任にしょうと思って学者を
集めては︑あれを出してくれ︑これを出してくれといって︒これは

感じですね︒

いままでのお話では︑官邸にはあまりおられなかったという

楠そこに戻ってやっていたんですね︒
海部 それでなければ︒あそこ﹇公邸闘に呼んでやるということは
なかったですね︒

か︒

楠 基本的には三木さんは︑在任中は公邸に住まわれていたんです
海部 そうです︒だから︻回︑どこのテレビだったか︑厳本全國ノ
ーカーデイというのをつくったでしょう︒通勤に車を使わない︒そ
のテレビをやっていた︒あれはNKK￠やなかったかな︑ コニ木首
相︑今罎は箪に乗って国会に来たんですがね﹂なんてやっているん
だ︒だから︑ 門ちょっと待ってくれ︑官邸から国会まで三木首罪が
車に乗ってきたというが︑侮時何分で見ていた証人が二人以上おる
のか︒そんないい加減なことを言うな︒直ちに取り消して︑先程の
ニュ⁝スで需つたことは失礼しましたと訂正しなさい︒しなければ
許さんよ︒あんな嘘を言っちゃいかん扁と言った︒率先してやって
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発言してまとめて︑それを持ってくる︒あれはおかしいもので︑貸
本では﹁審議会で通った案です︑それに従ってやっています﹂とい
うと︑大変なエクスキュ⁝ズになるんだ︒あるいは尊敏の念をこめ
て︑そうかそれなれば︑ということになる︒だからあの審議会とい
うのを︑みんならくに使うんだな︒僕らも法律を通すために三木先
生に︑ 門独禁法の闇題でも︑選挙法の問題でも︑きちんと学者を集
めてやって︑自分で法案をつくって出すんじゃなくて︑その結論を
そこに詩っていくために︑それはとっておかなければいけませんで
したな﹂と言った︒そう思ったな︒
伊藤 政治資金規正法は審議会をつくらず︑ですか︒
海部 そう︒政治資金規正法も独禁法も審議会をつくらずに︑初閣
議の時に挨拶をして︑ ﹁みなさんにも重責を担ってもらうことにな
ったから︑これで協力をしてもらいたい︒ついてはちょっと異例の

ことかも知れませんが︑私は思い暖め続けてきた二つの津山につい
て今日は申し上げる﹂という︒僕は三つ言うかと湿ったから︑二つ
になった︒一つはこれが後々厚生省の問題とからむんだ︒政治資金
規正法と独禁法︒特に政治資金規正法のほうは︑政治改革に直結す
る︒敏治改革のもとがこれだ︒あの頃︑それじゃそれは小選挙籔な
のかという議論も出たけれど︑よく考えてみると︑小選挙区という
のは〜番直近に身近にその入闘を見ているものが投票できる︒これ
が一番いいじゃないか︒そうすると必ず︑小選挙区というのは︑少
数切り捨てだとか︑少数三晃を尊重しないという批判がいっぱい出
てぐる︒それは今ヨ︑私がここに絹結したこれは門胸ポケットから
法案を出す仕草﹈︑といって︑少数切り捨てをなくすため︑あの頃
か昏並立翻と霞つたかどうかは劉にして︑比例代表を入れて︑少数
意見はそこで加味していくようになっておる︒
楠 じゃあ︑小選挙区糊を提案したということですか︒並立制であ
そう︒銘傍代表制を併せて加参してやっていけと︒ただし

るにしても︒

海部

番言いたいのは︑選挙にかかるお金で︑こんな天文学的なお金にし

てしまったのではどうにもならない︒そこで︑これだけに絞らなけ
ればならないと︒蒔期は総支出を全部書け︑領収書を全部つけう
と︑いまの政治資金規正法みたいなものです︒そして︑千二頁万か
千三否万か︑上限を決めて︑それを超えたら颪ちに失格︑これは厳

田中

海部

伊藤

それで閣議で了承されたわけですか︒

誰もついて行かないな︒

そうです︒初閣議で︒

それが最初に出した法案ですか︒

しい法案だった︒

揮藤

了承されたから︑手続きを始めちゃつたんです︒

なんで選挙多度の話は消えちゃったんですか︒結局︑独禁法と

海部

楠

政治資金規正法の二つになってしまうんですね︒

挙区を言い続けた入だから︑ ﹁ええだろう﹂というので︑ ﹁角さん

海部 それは轟時自畏党の選挙制度調査会会長は久野忠治さんとい
う人で︑田中角栄さんの直系の家来で︑しかも照中角栄さんも小選

たら︑

ハ当世流行の言葉で事えば先送りだな︶︒そうしないと覚内

﹁大変な火傷をした後だから︑小選挙区のことだけはちょっ

のところに行って︑ちゃんと話をつけてこいや﹂と久野さんに言っ
と横へ

﹁どっちが優先順位があるんだ﹂ ﹁それは政治資金

﹁じゃあまず資金だけにして︑やっていったらどうだ﹂という

がもたない﹂

だ﹂

たしかあの頃は︑小選挙区というのは︑三木さん自身も木村﹇武

ようなやりとりがあったことを覚えている︒

雄聯元帥のやっておった政党政治研究会に行って︑ここへ手を着け
なければヨ本の政党政治はよくならんということを訴・尺ながら︑そ
れだけではちょっと自信が持てなかったのか︑少数意見の問題につ
いては︑比例区の制度で救済すると考えていた︒そして結局︑法舗

局の議も経なければ騒会には出せないから︑その二つの案を法制局
へおろして︑いろいろやった結果︑おやおやということになって︑

独禁法の方が勢いを得て先行してきたわけだ︒
それが︑椎名さんがますます憤った理由になったわけだね︒いっ
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来たのは船韻中さんだ︒船国さんが総意を擦って挙党協ができた︒

というようなことになってきたわけだ︒だからサミットに行く朝の
萩聞に︑挙党協というのができたと︒椎名さんはずるいから︑出て

たい自民党保守政党というのは︑これで終わっちやうんじゃないか︑

海部 あれは考えてみれば︑無茶苦茶だな︒
滋藤 無茶警茶だからできた︑ということもあるんでしょうけれど

誰も知らないわけですからね︒

伊藤

海部

すね︒

でも三木さんがやったことは︑そもそも最初の初閣議の時は

駄霞なんです︒

輪中 小泉さんもやらなかった︵笑い︶︒
俘藤 それはそうだ︵笑い︶︒ところで時間ですが︑まだ三木内賄
は発足したばかりですね︒あと心意︑三木内閣のお話をしていただ

ね︒

いまはこんなことを言っているけれど︑びっくりしたのは︑当時の
大御駈がみんな挙党協に入つちゃったわけだから︑党内挙げて反穀
だということだ︒各派から来ている醐幹事長たちに︑ ﹁どうなって
いるんだ︑いったい隔といろいろ聞いてみたんだけれど︑みんなの
反対はひどかったな︒それで山新を使いにだしたら︑椎名さんのい
った言葉は﹁わしは三本さんになってもらったけれど︑家庭鞍壷ま

きたいと思います︒

そ う な りましたか︒

︿以上﹀

で引き受けた覚えはない﹂．ということだ︒山村鷺は﹁俊ちゃん︑ま
ずいからおまえ︑翻総裁のところに行って手をついて頼む︑頼む︑

と言って来いや︒そうするとあのじいさん︑コロッと変わるかもし
れんぞ﹂という︒そういう調子でやりとりがあって︑僕も行ったこ
僧藤
な ら な いわ︒

と を 覚 え て い ます︒
海部

20f

伊藤 乎続きですね︒おれは知らなかった︑というのは駄目なんで

考えると︑党内の︸致結束した協力も大事なんですね︒

結局このあいだの眞紀子節の失敗でモンゴルとの協定がお流れに
なった︒侮も内容に文句はないのに︒だからそういうようなことを

らも︑みんなぐじゃぐじゃになる︒

方とも︑どっちが上でもどっちが下でもまあいいや︑ということで
できたと思いますね︒ただ︑各派と連絡をとって︑副幹事長会議で
ゴーサインが出ないと政務調査会へ行ってからも総務会に行ってか

とおれの方が多いだろうというようなことで思っておったから︑両

摂藤 いまちょっと翻幹事長の議が出ましたが︑先生の官房副長嘗
と党の副幹事長との関孫はどういうものなんですか︒
海部 向こうは向こうで自分たちの方がえらいと思っているだろう
し︑こっちはこっちでそう威張るなということで︑嶺選回数でいう
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匿独禁法と公職選挙法改正1︵初閣議での提案︶
留藤 この前のお話で︑初閣議の時に︑ ﹇三本さんが﹈独禁法改正
案と公職選挙法の改正案を︑ちゃんと法案をつくって持ってこられ
たということを伺いました︒それは︑提案なさったわけですね︒
海部 結局︑ポケットから出して︑閣僚のところへみんなポンと出
したわけです︒だから︑そういうやり方自体も一︒

﹁いや︑

それまでの内閣の前例によれば︑閣議に出すんですから︑事前に
ね︒この間もそこで議論になったんだけれども︑ ﹁これは事務島島
会 議 が 知 ら な い資料です﹂と︑こう来たん で す ︒ だ か ら ︑

製本したりする事務作業は面倒ですから︑それは三木さんの︑いま
は私のになっていますが︑中央政策研究所というのが前からずっと

それを持って来て︑劇長官の先生が一︒副長官にまだ本当

あったんですが︑そこのスタッフがみんな協力してやったんだ︒

下甑

はなっていないけれど︒

州公職選挙法から手を入れていかなければいけな

海部初閣議の時に︑ ﹇副長宮の扁予定春が配っちゃったわけだ︒
そうしたら︑びっくりしたのは前からそこをやっている連中であ惹
けれども︑しかし別によくないことは書いてないんですよね︒ ﹁世
の中をよくしなければならん︒政治が悪い︒政治が悪いのはお金が
かかるからだ︒お金はどうしてかかるんだ漏というようなことから
反省を始めて︑

い﹂とうたつているわけですね︒

最初の時に二つ一緒に出しちゃったものですからね︒独禁法改正
案のほうは︑ ﹁ここを変えないと︑世の中が不公正になる︒銘しく

事務次官なんか知らないくてもいいんだ︒総理大臣と各省大臣がこ
こで知っているんだから︑いいんだ隔という︒僕もそのへんのとこ
ろは何も知らない︒

伊藤

﹁待ってくれ隔になったんですか︒

でもそこで出されて︑どういうことになったわけですか︒ち

ておかなければならなかった︒

それまでに私が立場上︑いわゆる根重しと称することを本当はやっ

顔をして見ているけれども︑ ﹁とにかくいちばん最初にこれをやる
んだ﹂と欝って︑三木さんは退かなかったわけです︒考えてみれば︑

て入閣した大臣も︑その初閣議には三人来ているわけです︒そいつ
らは何も知らないものだから︑初めて配られてびっくりしたような

海部
門副長官︑何を配っているんじゃ︑霜は﹂と普通の仲問たち
が雷うものですからね︒仲聞たちといっても︑ちょっといまとは事
情が違ってあの時は︑私より年はうんと上だけれど当選同期で初め

やはり︑

ようなことになりましてね︒

ら︑まあ最初の初閣議というのは︑ ﹁ちょっと待ってくれ隔という

が︑提案者の本当の気持ちだ︒そんなことがあって配ったものだか

正義に反することが行なわれ過ぎておる︒これを薩していかなけれ
ば︑政治は蟹昆から儒頼を取り戻すわけにいかなくなる鴇というの

そうしたら︑ ﹁いや︑ここへ配る資料は事前に各省の意見をまと
めなければならない隔という︒閣議の前には必ず事務次宮会議があ
るわけだ︒その事務次嘗会議というのに配られる資料というのは︑
その事務次官のところへ上がっていく前に︑各省の中の文書課長と
か局の筆頭課畏とかそれぞれの担当が︑済々でずっと調べ上げるわ
けです︒そして合わないところは︑各省間で連絡をしてすり合わせ

をするという仕事をやるわけです︒その手続きも何もなしに︑いき
なり翻長官ごときがポケットから案を出して︑そしてそれをバッと
各 大 臣 に 配 つ ちゃった︒

捗藤 それは三本さん自身が配ったんですか︒
海部 それは配ったのはこっちさ︒
伊藤 もちろんそうでしょうけれども︑複数つくって持ってこられ
た の は ︑ 三 木 さんですか︒

海部 もちろんそうですよ︒三木さんの政策研究所でちゃんとつく
ったんです︒僕らも︑そんな法案になるようにタイプを打ったり︑

揮藤
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﹁あな

﹁おい︑なんだ︒相談を受けていないじゃないか﹂という︒

よっと待て︑ということになったんですか︒
海部

だって相談もくそもない︒ここが最初の相談の場だからね︒

触都論談論駕概鷲繍酎鉾樋清薪ほ顧舞
た︒それから僕らも︑まさかそうなる患って準備したよう釜団
じゃない︒

まなこをつぶりて

谷底へ

飛んで果てんと

誓いて

いわんや井塑太郎先生のごときは︑駿を詠むのが野面でね・
門窮まらば

し仲﹂なんていう歌をつくってね︒初閣議でそうやってガタガタも
めてくると︑そういうのをさらさらと書いて笑っている男だから︒
こ れ は も う 次元が違うんだよ︒

薗独禁法と公職選挙法改正2︵法案︶
楠先生︑三木さんが出された原案というのは︑かなりかっちりし
た内容だったんですか︒例えば衆議院の調査審などにある程度調べ
させて書かせたようなものなんですか︒あるいはそうでなくてf︒
海部内容的には︑そういう意味からいくと︑かっちりしたものな
んですよ︒かっちりした内容だと︑僕らはアイ・ビリーブ・ザソト
だったけれど︑手続き窪ていないから．それ奮調べさせる・こ
の前の時に言わなかったかな︒三木さんのところへ粟ては勉強し

πいた薯の皆さんが︑何人か・占ソバへもアメジカへも行って
レるわけだ︒アメリカの選挙法というのは厳く役に立たなかったけ

れども︑ヨ←ッパのものはいろいろな面で役馬た・特にイギリ
スの天八三年の腐敗堕落防止法とい・・法律が蕃役に立って・そ
れが三木選挙改革の根本になっているわけです︒

ただ︑ぎごちない発想もあった︒ある人の意見を採り入れてやっ

たんですが︑小禦をつくる︒候補業︑自分の立候補する曇空

は．三だといったら︑有権者の繁わかるわね︒そうすると・有権

者が氏人から何等のところは︑法定費用の上限はいくら︑というこ
とがわかるはずだから︑それに達する小切手を持たせたらどうか︒
そして︑あの時は大変あらっぽいことを考えていましたから︑全部
経費は公営です︒だから選挙は国費でやるわけです︒ポスターを注

文したら︑その小切手で支払ってくる︒印刷物をつくったら︑その

小切手で支払ってくる︒そうすると︑私は選挙でいくらお金を使い
ましたよということは︑小切手の控えでわかるわけだ︒そうすると︑
あといくらしか使︑兄ないなという時に︑もうこれ以上使ってはいか
んということがわかるはずだ︒そういうようなことさ︒あらっぽい

話だ︒それを詰めろというので︑専門家はおらんかと言われた︒

当時︑三木派の中には農林省闘係のOBはだいぶいて︑詳しい人
はあったけれど︑あまり選挙に詳しい人はいなかったんだ︒けれど
もたまたま澁谷直蔵君という人が自治省の出身者で︑選挙のことと
か金の話になるとやたら詳しいわけだ︒法律をつくったときに︑自

分がどうだった︑こうだったという︒当時︑自治省の選挙担当宮も
局長も呼んで︑来てもらった︒名前も︑調べればすぐ思い出します︒
それと澁谷直蔵君とに︑それらのことをやってくれと命令を出した・
もうひとつは︑そういう小切手帳をつくって︑公的な支払いだけは

それ以外にお金を使つちやいけないということですね︒

．鳩れでやるんだ︑ということが許されるものなのかどうか︒それが
許されるものならぼ︑公営選挙になるわけです︒
伊藤

海部それ以外は瞥ということです︒僕らの時代になると・自動

車まで公費︑公営だったんですよ︒宣伝車︒その車はどこでいくら

で借りてきたかということを出すと︑その旗収書かなにかで︑全部

選管を通して払ったわけです︒だから︑そもそものスタートで三木

さんのつくった選挙法の改正案の根本は︑お金の﹁出﹂をきちんと
しましよう︑ということでした︒

それを初閣議の時にかけたものだから︑ ﹁まだ聞いておらん﹂と
か︑ ﹁これはすり合わせができてない隔とか︑いろいろなことにな
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つた︒ちょうどあの畷︑久野忠治という人が衆議院の選挙委員長だ︒
その久野忠治さんが官邸へ来て︑僕を呼びだして︑ 門海部さん︑あ
あいうものを出すときは私に書ってください︒私に言ってもらった
ら私が引き受けるが︑私が全然知らない法案だから︑弱き受けよう

がない︒委員会でもこの法案の審議は始めるわけにはいかない︒本
会議で当分つるしておく﹂という︒
伊藤 でも︑その三木さんが出したものは︑議案として出たわけで
はないでしよう︒

海部 三木さんは法律として出したかったんですが︑それは許さん
わけです︒久野忠治さんは︑ちょっと先走って︑そこで法案になっ
たものとして門言ってきた﹈︒党のほうの選挙委員長もやっておっ
たし︒

党のほうには︑たしか長谷拷峻とか一︒あのとき石瞬博英さん
は︑そんなことはあまり専門じゃなかったと思うのでほかの人だ︑
うん︑倉石忠雄さんだ︒倉石忠雄さんのほうが政策審議会の関係で︑

選挙関係は責任者であった︒とにかく初閣議に出したのが︑それと

伊藤

そうそう︒だから先送りになつちゃったわけだ︒

その閣議では︒そういうことになったんですね︒

﹇独禁法の﹈鋳方ですから︑ ﹁もうちょっと練り直してこい﹂ ﹁手
続きを踏んでこい﹂と雷われた︒

海部

■独禁法と公職選挙法改正3︵根翻し︶
海部 さあ︑それからいろいろ苦労が始まった︒そして法律を通す
通すもなにも︑法案をちゃんとつくらなければ︒

ためには︑誰かこちらの味方をつくらなければならない︒
伊藤

海部 法案の骨子はつくってあるわけですからね︒ただ︑それは三
本武夫事務所と三木武夫の腹の申でできただけであって︑ほかの人
は横を向いて知らん顔をしていますから︑手続きを踏まなければい

けない︒だから党内の手続きをいったん踏んで出せるようにしなけ
ればならない︒

選挙法のほうはみんなが考えるけれども︑独禁法のほうは考えな

﹁もうやめにゃいかん︑こんな法律は隔

いどころか︑椎名さんという副総裁が頭から反対に当った︒あのじ
いさんも気が短かったな︒

るわけです︒副総裁にそんなことを書われたらね︒

﹁総裁が出して︑

といって︑もう初めから審議も何もしないで︑これは駄買だと決め

手続きを踏んどらんと書われて︑これから手続きを踏もうという時
に︑あんたが駄目だと言ったんじゃあ︑めちゃくちゃじゃないです
か﹂ということで︑由村栽拾郎というよど号の︑いまは亡くなった

男を呼んだんです︒彼は嶺時われわれの仲間で︑一緒に働いていま
したからね︒働いていましたといっても︑理解が十分じゃないだろ

うな︒国会の中の議院運営委員会というステアリング．コミテイの
．中に派閥を代表して出てくるんです︒けれども派閥代表というよう

﹁どうしたら椎名謝総裁が理解をし

な肩書きはないから︑理事というだけですけれどもね︒あの理事会
を通せば︑各派閥に全部通るわけです︒各派閥全部に通った︑誓い
うことに扱い上なるわけです︒
それで出村新治郎を呼んで︑

てゴ⁝サインを出すか︑おまえ決めてこい﹂と詣ったんです︒そう
したら︑ 門俊ちゃん︑おれは駄§だ︒うちのじいさんもわからない

から︒それよりも︑この人の話を聞いたら︑うんそうか︑わかった

というのが︑商工委員会の理事で霞中六助というのがいるから︑露
中六助をやっつけちゃえ︒六助をやっつければ︑うちのOいさんも

ウンと言う﹂という︒別にじいさんがウンと言わないでも︑正式の

政務調査会で審議委員会が通れば︑それで党の方はいいわけですけ

れども︑そうしておけば︑そつがないという︒

それでわれわれは醐総裁のところへも正式に頭を下げにいき︑ご

説明はできないから︑隈中六助さんを呼んだ︒そうしたら六助さん
も慌てちゃって︑ 州海部さん︑わしは初めからこの法律をつくる時
に相談を受けてないんだよ﹂と言ったんだ︒商工委員会にかける前
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伊藤

そこで六助さんを裏漏から入れて︑夜こそっと会わせたわけだ︒三

そんなころは新闘も材料がないから︑何をやっても叩かれるわけ
です︒こういう不都合があったから︑こういうことになったとかね︒

に︒それじゃあ︑いっぺん説明させるから来いやと言った︒

初めて議院運営委員会に圓ってきて︑われわれが各党と︑これを何
回目に本会議に乗っけうとか︑順番はどちらが先かとか︑いついつ
の委員会でこれは決めるとかいうような作業をするんですね︒とこ
ろが閣議のβにいきなり出しちゃったから︑いろいろなところで混

海部 そうですよ︒そして党のほうには︑政調会の中にそれぞれ︑
それを撰る委員会︑部会というのがありますから︑そこを通して来
るわけです︒最後は政務調査会で通って︑総務会を通って︑そして

伊藤 選挙法のほうは自治省でしょう︒独禁法のほうは通産省でし
ょう︒そうするとそれぞれの役所で︑また最初からやるわけですか︒

ら混戴して大変だったので︒

私 邸 の ほうですか︒

木 さ ん の 家 は 知っているかな︒

海部 南平台の私邸です︒けれども私邸の玄関にはボックスがあっ
て︑番記者がおって︑いろいろある︒娘婿の高橋亘という医考がい
るでしょう︑紀世子の旦那です︒それが地続きで︑そちらの裏口か
ら入れると︑三日からは何も気づかれずに︑靴を脱いで持って歩け

乱が起こったということです︒

カにあまり漏がきけなくなる隔と下ったな︒ ﹁裏で腹芸をやって︑

けれども︑よく話を聞いて整理してみたら︑それぞれの昏々で役
に立ってもらう人々が納得してくれる内容だったし︑ ﹁いまここで
これをやっておかないと︑費本はこれから先︑ヨ⁝ロッパやアメジ

ば入って来られる︒そして母屋の応接間まで入れてベルを鳴らせば︑

三木さんが鐵てくる︒そうすれば誰にもバレずに会えますから︑そ

一肌も

おおわかったか︑わかった︑とやっている︒それじゃあいけない︒
こうこうこういう理串だから︑この法律をつくるんだ︑というよう
なことまで明らかにしよう﹂といって︑確かにあのころとしては相

当斬新な進んだ内容の法案でありました︒
伊藤 三木さんの原案と現爽に議会に出てきた法案とは︑だいぶ違
海部

そんなものですか︒じゃあ︑やはり総理大臣が翻ったという

どこか︸点か二点は修正を受けたと思います︒

ったものになったわけですか︒

掛藤

やると且翻ったから︒

ことの重みというのは大きいわけですね︒
海部

独禁法のほうもそうなんですか︒

圏独禁法と公職選挙法改正4︵難航した独禁法改正︶
佐道
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うやって六助さんには因果を含めてそこへ来てもらった︒

門思うなら︑君︑いいことだよ︑やってくれよ︒

二言六さんと三木さんの謡は︑三木さんが岡中六助に﹁どうなん
だ︑きみ﹂といって話が一段落した時に﹁こういうことをやらなき
やならんと思わないかね︑悪は﹂といったら︑六さんは﹁思う﹂と
雷つたな︒

ｧも脱いでやってくれよ︒頼むよ﹂と書つた︒まあ昔も今も︑人
の口説き方というのはあまり変わらないと思ったけれども︑いきな

いまの話は独禁法の話ではないんですか︒
独禁法の簸ですけれども︑ちょっといま臥したんです︒

海部 独禁法と選挙法が 緒になって︑三木内閣のスタートの日か

勝藤

楠

る こ と だ ﹂ と 言ったな︒

り役所も了解しなければいかん︑ということになるんですか︒
海部 役所は︑当時の選挙局長は比較的進んだ頭を持っておったん
ですよ︒要するに﹁政治とお金の関係を︑わかりやすくきれいにす

海部 そう︑やられたんだよ︑スキンシップを︒
便藤 じゃあ︑例えば公職選挙法だと寡治省関係ですよね︒やっぱ

り手を握っちゃって︑頼む︑頼むという︒
俘藤 やっぱり膝をさすったのかな︵笑い︶︒

……

海部 いや独禁法のほうは︑椎名さんがあれだけ根性を込めて反対
に回ったものですから︑〜時は通らないかもしれんと思ったんです
よ︒前の般階でつぶされちゃうと思った︒
佐道 法案になる蘭の段階ですね︒
海部 はい︒党の段階でそういう危機はあったけれども︑それは照
中六助さんという入が高い次元にたって必死になって協力したし︑
山村栽治郎もいろいろ協力した︒あのころ三原朝雄さんという九頻
から出ていたおじいさんがいたよな︒あのおじいさんも一所懸命や
ってくれて︑結局椎名翻総裁のほうも一︒

結局︑それをやめさせうといっていたのは椎名副総裁Oやないん
だよ︒あとから浮き彫りのようにしてくると︑あれこれという財界
の 名 前 が 出 てくるわけよね︒

佐道 中蕾根幹事長も︑無理じゃないか︑という話をしますね︒
海部 あの人は風見鶏だから︑風の吹き方を見たら︑これだけ反封

海部

佐道

選挙法だったかな︒侮かそれぐらい︑参議院では賛成派と反

それは選挙法の方です︒

選挙法の方が議員さんには廼接に関わりがあるわけですよね︒

対派が拾抗しておったんですよ︒

俳藤

だから︑それがもめるのはわかるんですけれども︑独禁法の方は︑

議員さん個人として考えてみたら︑どっちでもいい︑ということで
はないでしようけれど一︒

門門

一度︑廃案になったんじゃないですか︒幽

楠 独禁法は参議院の自民党の反対にあって︑審議未了︑廃案にな

六助が⁝番蕾労したんじゃないですか︒

海部 独禁法の方は︑族議員に裏から注射を打たれたか︑ご進講さ
れたかで︑初めからあまり勢いがいいほうではなかったから︑町中

拶藤

最 初 の 時でしょう︒

はどんどんやったらよろしいと考えている︒

佐道 中盤根さんは︑その二法案が出て来た最初の段階からそうい
う感じなんですか︒党内のまとめ役にならなければいけない︒
海部 いやいや︑あの人は勇ましい人だから︑選挙法みたいなもの

俘藤

それぞれの人々が来る︒そこで昼飯を食べながら︑やいやいといっ
て語しておると︑いろいろ潤滑瀬的な役が果たされるようになる︒
ドアを叩いて頭を下げて入って来て︑名刺を出して物を言っていた

か国会対策委員長室にいると︑各党のいろいろな文句がある人や︑

海部 だから︑総理大臣宮邸の副長官室なんていうところで昼飯を
食べたなんていうことはあまりない︒私が院内の議院運営委員会と

海部

みんながいるところにいた方がいいわけですね︒

のでは︑とてもあんな根回しはできるものじゃありませんからね︒

俘藤

はい︒いるところにいて

もちろんこれだけじゃないでしょうけれども︒

これだけじゃない︒

頑張ったというのは︑この話ですか︒

ずるものは無理だ︑というね︒

海部

だからこれは相当難航したわけですよね︒

海部

海部 裏が反対だったんじゃないですか︒裏といったら悪いな︒財
界ですね︒そんなことを詳しく書いてあった新聞の切り抜きがあっ
たんだけれどもな門流聞切り抜き媛を括る﹈︒
伸藤毎日のように薪聞を切り抜いていたんですか︒
海部 そうです︒あとになって困るというか︒ 門切り抜き鰻を見な
がら﹈これはもうロッキードになっているな︒
拶藤 やはり選挙法の時は︑いずれにしても宮房翻遷宮である先生
は︑かなり駆け國つたということですか︒
海部 駆け趨りました︑それは︒
伊藤 この前お話しのように︑官邸にあまりいないで︑議会の申で

俘藤

はい︒独禁法は難航しました︒そして︑あれは可否同数で︑

っ た と い う ことになっていますね︒

独禁法は︑必ずしもそうではないということですか︒

海部

佐道ある本によると︑独禁法のことでは︑田中六助さんだけでな

︒

河野謙三さんが議長裁定で決めてくれた法律だ︒独禁法だったかな︒

一
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楠

一回︑参議院の抵抗でつぶれた経緯があるから︑それでちょっ

と伺ったんです︒

佐道

くて山中貞則さんも動いたということですが︒
海部 ああ︑由中貞則さんにもいろいろお世話になりました︒
それは︑じかに三木さんが口説いて︑ということなんですか︒

うのは︑参議院の根圃しが

︒

いまの︑衆議院は通過して︑参議院でつぶされちゃったとい

佐道
結局三木さんが痩接口説く場面も最後にはつくりましたよ︒

足りなかったということです︒

海部
それは由中貞則さんクラスの人になったら︑ ﹁六助ごときの知恵で
できると思ったら︑海部君︑君は青いよ︑まだ稀と言われた︵一問
笑い︶︒ ﹁そうだと思うから︑お願いに来ているんじゃないです
か 隔 と 言 っ た けれど︒

衆議院に集中していたわけですね︒

はい︒要するに参議院を軽視︑するわけではないけれども︒

議決通りに決まるんだという︑ きわめて衆議院にとっては都合のい

議院が賛否の意志を明らかにしないで六十日か︑ 経てば︑衆議院の

まあ︑結果としてそうなったんですね︒
六法全書を読んでも何を読んでも︑衆議院で通った法律を参

く わ か ら な い ですけれども︒

い法律もあったんだから︑まあ参議院は︑という気持ちがどうして

佐道 山中貞則さんという人は何か独特のポジションというか︑よ
海部 ㎝匹狼ですよ︒それで︑なるべく大勢の人がおるところで平
身低頭してものを頼んでおくと︑忘れずに覚えておってくれる人な

俘藤

もあるわけよ︒

それはいい方だ︵笑い︶︒

んだ︒

撰藤
そ れ も 人の特性だな︒

佐道 参議院は釘のためにあるのかということになるじゃないです
か︵笑い︶︒追跡は賛成したわけですね︒それで自民党が反対して

じゃあ︑参議院で採決しなければいいわけだ︵笑い︶︒

海部

そうですが︑

海部

対一で頭を下げるのとは違うんですね︒

伊藤

●独禁法と公職選挙法改正5︵参議院と党議拘束︶

俘藤 党議で縛れないんですか︒
溝部党議で縛ったって︑あの碩は平気で出て行っちゃう人もおる
しさ︒まず︑あの霞中貞則なんていうのは︑党議で縛るなんていう

いる︒どこが与党か︑という話になるわけですね︒

楠τたしか独禁法の時は︑私の父﹇楠正俊﹈は参議院の商工委員長
だったと思いますけれども︑反対した霞だったかな︒先生はご託憶

と︑

そうですが︒よほど体制が固まっていないと︑党議拘束もあ

まり効果がないということですね︒
海部 それはそうじやないですか︒例えば︑最近でも土龍で拘束を
したら駄目になるから党議拘束を外すというと︑必ず赤っ恥をかき

伊藤

力み出すぐらいの入だから︒

いう間違った法律をつくっておいて︑なんだ隔というようなことに
なる︒この問題ではありませんよ︒ほかの問題の時に︑そうやって

﹁縛れるものなら縛ってみろ﹂なんて書う︒ 州覆分たちがそう

結局そういうことですね︒

ないですか︒

海部．僕は君のお父さんのことはいろいろ記憶しているんだけれど．
も︑それだけは認慮していないな︒独禁法賛成か︑反対か︒
楠 私の記憶違いかもしれませんけれども︒
海部 参議院というのは︑気をつけてものを書わなければいけない
けれども︑まず衆議院さえ通れば︑参議院は放っておいたって一ヶ
で あ ま り そ う いうことは⁝⁝︒

肩経てば成立するんだよな︒まあ︑そのぐらいにしておこう︒ここ

ましたね︑どっちかが︒臓器移植法案の時なんかは︑人問性の尊厳

一2fO一

海併滋佐海
部藤部道部

に触れる基本的な問題だから︑投禦の自塗はこういうものにこそ与
えるべきだといって︑党議拘束を大々的に外しましたね︒そして︑
さあどうするかといったら︑結局みんな﹁困ったな︑党で決めてく
れたほうがいい一なんていう︵一岡笑い︶︒四つちゃあ悪いけれど︑

厚生省のそういう法律関係で 番の︑同時まではボスであったあの
﹁おまえどうしたん

﹁こんな基本的な難しい問題は

橋本龍太部が投票に行かなかったんだからね︒
だ隔と言ったら︑悩んじゃって︑
﹂ と 言 っ ている︒

日の丸︑国歌国旗法案を党議拘束にしなかったら︑疑主党は一票
違いで︑四十九対五十だったかで︑百人ちょっとの党が真っ二つに

伸ばしてね︒そしてノーベル賞をもらう時には︑ノーベル賞という
のはもうちょっと頭の中の詰まったいい人がもらうものだと思った
ら︑ルックス・ライタだけかというような冗談託が函会の中にずい
ぶんあったわけですね︒そんなことをいうと︑いまの小泉さんもル
ックス・ライタ・ライオンだなんて言われてね︒あのころ︑本当に

佐藤さんはそうだったんです︒けれどもわれわれが聞かされておっ
たのは︑もっとほかの面からの凄まじい推薦というか︑努力があっ

内閣の時なんですね︒それで︑佐藤さんの國民葬が行なわれたんで

割れた︒

俘藤 そういうふうになったら拘束できないんでしょう︒
海部 できません︒また党議で拘束しても︑半分従わなかったら︑
単分除名するわけにいかないしね︒一割︑二割が従わないというな

すね︒ご記憶はありますか︒

たんじゃないかということです︒
伊藤 それは楽時から聞こえていたわけですか︒
海部 闘こえていたわけ︒そして︑当時︸番努力活躍していたのは
⁝︒耳に入っていませんでしたか︑畿時︒
伊藤 いや︑愛重は何も聞いてないですよ︒だけどノ⁝ベル賞を受
賞して︑その次の年に亡くなっていますから︑亡くなったのは三木

ら︑これは処置しやすいだろうけれど︒

海部

あれは国民葬にするのか︑しないのかといろいろ議論もあっ

伊藤 それでも与党の数がぎりぎりという場合は︑なかなか除名は

たんですよね︒

国記葬にするという場合には︑宜房翻長官は侮か役割はある

そもそも国葬のほかに国民葬というのは︑何か法律的なものは

高いものになるじゃないか︑というような議論だったな︒

初めは魍葬かどうかという議論をしたんだな︒国葬に繋しては大
変な反論が出たわけだ︒すんなり函葬にはなりそうにない︒そうし
たら誰か知恵者がおったのかな︑ 門じゃあ国葬の中に一文字入れた
ら片が付くよな︑国民葬だ一といった︒これは〜番幅の広い権威の

るかしないかということだから︒

海部 官房副長官がこうしようというからなった︑というものでは
ないけれども︑やっぱりそれは駄羅だという強い意志があれば︑閣
内で駄霞なんです︒閣議というのは全会一致でいかなければならな
いでしょう︒しかもああいう人の髭をめぐって︑これを国艮葬にす

んですか︒

伊藤

できないですね︒

海部 そう︒そのまた一人︑二人が大事になってくるから︑毎晩毎
娩攻勢をかけられて︑忙しい︑忙しいと書いながら︑結構楽しんで
いたやつも多い︵︻嗣笑い︶︒だから︑あのころの議院運営委員会
の雰志気は誌常に異様だったと思いますね︒まあ︑脱線はそのぐら
いにしましょう︒

凹佐藤栄作元総理の国民葬︵一九七期年六月︶
伊藤 いまの二つの法案の問題はちょっと後回しにして︑またいず
れ伺うと思いますが︑ちょうど三木内閣が発足した直後に︑佐藤
n栄作︺さんがノーベル賞をもらって︑その翌年に亡くなりますね︒
海部 よく覚えています︒あのころ佐藤さんというのは︑頭の毛を

楠
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海部 ないんだ︒ないから︑それは最高︑最大だという︒いままで
なかったことをやるんだから︑というような理腿であったと思いま
すね︒

俘藤 前代未闘だ︵笑い︶︒国民葬の場合でも︑やはり国費でやる
結 局 は そうですね︒

わけですね︒

海部

俘藤 そうでしょう︒だから同じことなんですね︒それでああいう
こ と は 誰 が 仕 切るんですか︒

海部 内閣官房︑宮房長官です︒
俘藤 そうですが︒じゃあ官房長官がやったわけですか︒豊房長官
がやったというのは︑この前のお話だと︑翻長官がやったと聞こえ
まずけれども︒

海部 それはそういう部濁もあれば︑そうでない部面もあるわけで
すね︒

楠 法律や政令に根拠がないものに︑公金を支出するんですか︒官
鍔機密費かなにかから出すわけにもいかないでしょうし︒
海部 いかないことはないですよ︒面罵機密費というのは︑何にど
こで使ったということは︑いちいち書かなくてもいい︒当時は幽さ
なかったんです︒轟すにふさわしくないものを︑文字通り機密だか
ら機密にしておけということで︑官房機密費というのが認められた
んだから︒

楠．まさかそれで国界葬をやったとは︑ちょっと想像できないです
屡民葬はそんなにお金はかからないんでしょうけれども︒

けれども︒

伊藤

お金は一千万円プラスアルファでしたよ︒

会 場 の 費用とか︑ですか︒

武道館でしよう︒

武道館を借りてね︒あれは栄作様のあの記録を見れば出てく

るけれど︑ そんな大変なお金じゃなかったですよ︒

伊藤 そういう時は︑副長官は何の役割をするわけですか︒
海部 大勢並んでいる一人ですよ︒空き地をつくらないという役割

あの時︑入り口で圃．二木さんが暴漢に襲われたという事件があ

だ︵一同笑い︶︒ちゃんと立っているんだ︵笑い︶︒
伊藤

入りqでぶん殴られて︑ひつくり返った事件がありましたね︒

ったじゃないですか︒

海部

楠 愛圏党の党員ですね︒
伊藤 そういうハプニングも起こりますね︒

佑道 三木さんはそのあと何かおっしゃっていましたか︒
海部 あの時は︑むしろそれよりも︑あそこの周辺におった自衛隊
というのか︑警視庁関係の機動隊というのか︑あれがずっと警備し
ているわけでしょう︒それが暴漢が入ってくるのを未然に阻止でき
なかった︒しかも︑羽交い締めにして助けたのは︑文官の方ですか
らね︒武宮じゃない︒藤森書だもの︑文型だ︒そう武術の心得があ

るとは思われんような男が助けておるのに︑特にSPなんていう武
術専開で来ている人がいっぱいおって︑最後は藤森さんか︑という

そんなことがあったわけですね︒そのほか︑大したことはな

ことになりましたのでね︒

伊藤

いんだろうと思います︒

そのちょっと後で︑環米首脳会議で三木さんに随行してアメ

凹環繋累脳会議蒙︵準備︶
伊藤

リカに行かれますね︒これは官房副長官として当然のことですか︒
海部 あれは当然であるか当然でないかわかりませんけれども︑そ
れまで前例が侮もなかったことだから︒
伊藤 だって︑日米首脳会談というのは︑それまで何圃もあるわけ

それまでは︑ですよ︒ただわれわれ三木内閣にとっては初め

でしょう︒

海部
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ての経験ですから︑繭例がないわけです︒それから副長官というの
が︑そもそもそういうところへ付いていくのかどうかというのも︑
どこへ行ってもわからないわけだ︒けれども︑行けということなっ
それは三木さんの意志ですか︒

ような意味で雷つたんだ︒︑それは当然やらなければならないが︑そ

のために﹁応分の偏と言ったか︑ ﹁イコール・パートナ⁝﹂という

海部 サミットへ行った時です︒
伊藤 アメリカへ行った時はどうですか︒
海部 アメリカへ行った時は︑思い出してみるとフォード大統領だ
ね︒フォード大統領が三木さんに謡して︑ヨ本もアジア太平洋地域

伊藤
はい︒それは三木さんの意志です︒

れは経済の面ですよ︑と︒

て︑行ったんです︒

海部
これはただ随行していくだけで︑何か役翻はあるんですか︒

この前︑お話がございましたね︒

僻藤

それはやはり外務省が中心になって︑ですか︒

まあ︑いちおう勉強のために間いているわけです︒どんなこ

でも︑もう随行していくことは決まっているわけでしょう︒

とを各省が総理に上げておるのか︒

海部

けですね︒

海部 リーダーシソプをとったのは大蔵省だったと思う︒
伊藤 大蔵省ですか︒そういう協議の場面に︑官房副長官もいるわ

伊藤

れこそ各省から代表選手が出てきて決めるわけだ︒

メリカにはこういうことを書ってもらいたい︑こういうことを書っ
てもらいたいという各雀ごとの要求がザッと出ているわけです︒そ
れはとても全部書︑κるわけではない︒それをみんな集めて︑いま必
要な問題でやらなければならないことはこれだ︑ということを︑そ

俘藤 サミットの場合はシナリオがあって云々というお話をこの前
も伺いましたけれども︑曝米首脳会談はどうなんですか︒
海部 それは︑もう艮米首脳会談はずいぶん前から太い流れがあっ
て︑こうこうこれこれのことを向こうは語題にしたいと思っている
ようだと︒揖本側の方は︑むしろ首脳抜きにして集まって︑今度ア

くれ︑ということでした︒

途上国の支援をします︑というようなことを話しました︒当時は︑
いま言われるようにカでもってどうのこうのというような話よりも︑
経済でもつてアジア地域の安定と発展に役立つようなことをやって

掛藤 ODAとか︑そういうことですか︒
海部 ︑兄え︒ODAのことよりも︑まず経済でいろいろとやります︑

佳藤

海部 まあ︑いまにして思えば︑強いて役割というのは︑首脳会談
のテータテ⁝トに立ち会いますね︒そうすると︑どこからどこまで
は外へ漏らしていいか︑どこからどこまでは新聞社にしゃべってや
ってくれという首脳の本当の真意を︑新聞記者に解説しなければな
らない︒それが⁝番の役割ですよ︒
伊藤 スポ⁝クスマンになるわけですか︒
海部 はい︑結局はそうですね︒
伽藤 そうすると︑会談の内容自体はかなり詳しくレクチャーを受
けるわけですね︒

海部 会談の内容は︑行く籠に︑今度はどういうものになるかとい
俘藤

だから変な詩だけれど︑ああ︑あの話は出なかったなとか︑

うことは︑もう聞いちゃっておるんですよ︒
海榔

あれは書わなかったなというようなことも反復した︒そんなことは︑

そのまま外へ出すような話じゃありませんから︑これはなかった語
で︑ボツの謡ということにするわけですね︒そういう︑ある意味で
した︒

三木さんはこの時の会談で︑自分として．㎜番言いたかったこ

大雑把な打ち合わせば︑当時はありました︒きわめて慎重にやりま
伊藤
とは侮ですか︒

それはサミットですね︒．

海部 あの時︑やはり三木さんが一番書つたことは︑アジアから初
めて参加するんだから︑世界政治の枠組に一1︒
佐道
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あ り ま すね︒

慶分も勉強しておかないと︑ちょっといけないですね︒
海部 そうです︒だから勉強のためにチェックしているわけだ︒
伊藤 三木さんにも︑自分自身の個人的な主張だってあるわけでし
よ．つ︒

海部

像道 この最初の日米首脳会談は︑いままでの太い流れがあったと
いう甜ですけれども︑いままでの首脳会談とちょっと違うことで二

部先生が突き上げられたとか︒

つエピソ⁝ドがあります︒︸つは︑突然フォード大統領と三本さん
が通訳だけで単独会談をやって︑その内容が新聞記者になかなか明
かされなくてもめたというエピソード︒そしてその前に平沢穐重さ
んが行かれて︑二つの正式の共同文書が出ているんですね︒B米共

伊藤 アメリカにこういうことを言いたいと︒それも自分の意志で
はなくて︑そういう会議で決めるわけですか︒
海部 そこが︑富僚経験者と政党政治家出身者の違いであって︑特
に南北麗係の議論なんかになると︵外務省や大蔵省の言うこととは
ちょっと違うト⁝ンのことを主張することにならざるを得ないわけ
ですね︒要するに途上国の立揚です︒日本の場合はどうしてもアジ

海部 その時は僕がブリ⁝フに行きました︒誰も外務省を連れてい
かずに︒それはフォードさんが最初の会談が終わって歩き出した時
に︑ちょちょっと三木さんのところへ寄ってきて︑肩へ手をかけて︑
ちょっと話をしたんだ︒それは︑ ﹁もうちょっと今日︑どこかで卸
したい﹂と王本さんに言ったというんだ︒あとから闘いた話だけれ

同声明と親聞声明が騰た︒この一九七五年の会談は︑ちょっと異色
の会談だったということがあるんです︒
最初の︑突然フォード大統領と三木さんが通訳だけで会談をした
ことは︑新闘記者からその内容はどうなっているんだといって︑海

ア地域の平和の問題を考えると︑こうだとかああだとかいうことを
言わなければならん︒それはずいぶん言いましたね︒
楠 この法主首脳会談の少し前に︑南ベトナムのサイゴンが陥落し
ていますね︒ですから︑だいぶ大きくアジアの情勢が変わってきた
時期にこういう会談が開かれたと思うんですが︑そこで何か特にご

いずれやりましょう﹂と雷いながら︑その日のうちにやつちゃった

﹁よろしい︑じゃあ

詑憶はありますか︒日米首脳会談がA角で︑サイゴン陥落が四月三
十ヨですが︑何かそういうことも詣題になったんじゃないかと想像

わけだ︒

どもね︒三木さんは願ってもない機会だから︑

されるんですが︒

書っておきたいことがあったんだろうなあ︒それで行ったわけです︒

伊藤

とにかくサイゴンの落ちたときとか⁝⁝⁝︒日本の最初の時は︑

昭 和 五 十年の八月です︒

行って会って話したんだ︒

門全体会議が﹈終わってから一時闘経っているんだ︒何か

海部 最初の首脳会談の時は⁝︒
海部

の差をなくすような︑そういう意味の協力をアジア地域に押し広げ

むし︑ろアジアの安定のためには︑経済力を持っている顕本が︑貧窟

それで︑ ﹇新聞記者は私にU ﹁どうしてあんなことになったん
だ﹂というから︑おれは﹁波長が合ったんだろう﹂と言っておいた
が︑そんな話で︑これはうまくいかんですよ︒ ﹁謝長官︑まあちょ
っとこんな話があったとか︑こんな問題が出たとか霞ってください

よ﹂というけれども︑ ﹇三木さんに﹈聞いても︑あまりないんだよ

ることが一番役に立つ︑というような感じで勉強しておったな︒
それは三木さんのほうでしょう︒

︒

伊藤

第︸回会議のあとなんですか︒

ね︑蕉直なところ︒特に最初の全体会議︑第⁝園会議で
伊藤

あとです︒第一躍会議が終わってからですよ︒

三 木 さ んの考えです︒

海部

海部

藤霞米着脳会議2︵三木・フォード単独会談︶

突然︑

﹁ちょっと﹂という感じだったんですか︒

佐道
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海部 全体会議が終わるでしょう︒ああやって﹇壁に掛かっている
首脳会談全体会議の写真を指す﹈両方ずっと座っているのが終わる
と︑立って別れる︒やあやあ︑と握手をしたり︑それぞれ話をした

これからも会う約束があるんですか﹂とかなんとか開くわな︑それ
は当然︒何をしゃべったのかという中駿については︑あの時はとう
とう言わなかったよ︒
俘藤

副長官には︑ですか︒

り︑ささやいたり︒その時に侮かあったので︑

海部 ええ︒そんなに長時間やっていないから︑あの時は︒だって︑
正式な会談の第一園が終わって︑その日はホワイトハウスで晩餐会

ですよ︒だから︑すぐ慣れないタキシ⁝ドを着なければならないし︑

﹁どうしたんです

か漏と言ったら︑ 門もうちょっと話そうということだ隔という︒
﹁いまここでですか縣と言ったら︑ ﹁いや︑あとであとで﹂ ﹁連絡

はどうするんですか﹂

懲こっちに電謡が来るだろう輪というような

ことで︑それぞれ戻っちゃったんだよな︒

三本さんにも着せなきゃならん︒ぶきっちょだなあ︒時間もかかる︒
だから︑そう長いこと話はしていなかったんだ︒外務省の系統が蘭

ろう︒そんなことは言っていないから︒それで︑誰か通訳させなけ
ればいけないと思ったから︑その時は扇落﹇正雄扁を連れて行った

に僕は覚えています︒

か出たのかもしれない︒そんなようなトーンの批判が多かったよう

そうしたら案の定︑漢ったらじきに電話連絡があった︒その時に︑
外務省のアメジカ局長も誰も遮れて行かないわけだ︒それはそうだ

わけだ︒国弘︑お前行けと君つた︒

匿日米首脳会議3︵シナリオ︶

いておらなかったということは間違いないし︑そこで外務省の頭越
しに何かうまい話をしたんじゃないかというような癒測というか何

そうしたら︑各社で⁝番そのことをいう︒いまそういうふうにと
られているのは︑外務省の通訳を誰も連れて行かなかったというん
だ︒そのことをくどく質問したのは︑スピッツというあだ名をつけ

ておったけれど︑誰だろう︒三木内閣に付いてきていたNKKの随 伊藤 首脳会談というのは︑薗側は喜入ぐらいなんですか︒
海部 僕の記事では︑僕のころは両側は︑あれ﹇事務所にかかって

でしょう﹂という︒

統領と会ったでしょう︒しかも外務省のあれを配れて行かなかった

て︑それで会ったらいきなり︑

じゃあ︑結構な数ですね︒

外務大藍と︑駿在学の大使︑臼米会談だからアメリカの大使︑それ
から局長と副長官なんかがずっといる︒ノートテイカーは秘書官と
か規当課長とかいうのが並ぶから︑だいたい十二︑三人になるんじ

俘藤 そうですが︒そうすると霞本側は総理と
︒
海部 総理がおって︑だいたい外務大臣がついて行っていますから

だいたいあんなようなものです︒

いる首脳会談の写真を指して﹈は日中ですけれども︑日米のときも︑

そうしたら三木さんは﹁私が総理大臣ですよ︒海なたはなんです
か﹂と薫った︵一岡笑い︶︒要するに︑ ﹁私が総理大臣だから︑フ
ォードはアメリカの大統領で︑会って語がしたいといえば︑時間が

狸藤

結構な数ですよ︒

行のやつで︑ワーワーと犬のように食いつくので︑われわれはスピ
ッツというあだ名をつけていた︒それが緊急の会見を申し込んでき

あえば︑会って謡したっていいじゃないか︒飼をそんなに霞くじら
立てて怒るんだ︒国民の皆さんはみんなそんなことを怒っているん

海部

でも︑もちろん︑発言するのは首脳局士ですか︒

門われわれの頭越しに三木さんは大

でしょうか﹂と︑三木さんのことだから︑それぐらいの反論はする

俳藤

ゃないですか︒

﹁そうじやない︒やはり会う時には会うといっ

わさ︒そうしたら︑

て︑通知だけください︒通知もしないでひそひそ会われては困る︒
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海部 そうです︒首脳岡士がほとんどです︒そして首脳が特に﹇指
名﹈した時は岡一一がしゃべりまずけれども︑だいたいしゃべるの
は首脳間士です︒

それは通訳で一︒

も ち ろ ん通訳を入れて︑です︒

そうすれば︑正式の会合での話が全部わかるわけですね︒

も ち ろ ん全部わかるんです︒

それは今度は︑一応スポ⁝クスマンである先生が︑薪聞詑者
なんかにだいたいは語すわけですね︒
そうそう︒

その時の話には︑やはりシナリオがあるんですか︒
あるんです︒昔はあったんです︒いまは知らんけれども︒

三木内閣の時はあったんですね︒

え︑兄︒それは︑もう門ご発言要領﹂というのが︑ずっと上が

向 こ う 側もあるのかな︒

ってくるんです︒ こういう順に︑この問題とこの問題だけはどうぞ
ご発言してくださいと︒ 逆にいうと︑これだけはしゃべつておいて
もらわないと函ることになります︑というようなことがあるみたい
だよ︒

伊藤

海部 ありますよ︒その籠拠に僕が︑ああ︑なんだと思ったのは︑
ブッシュとやっている時に︑こちらは何も持たないのに︑向こうが

こういうもの一揃で葉書大の長方形をつくる﹈を持ってきて︑チラ
ッチラッと見ながら話しているから︑ ﹁ご発言要領﹂を向こうもも
らっている︒それは間違いない︒初めこっちは︑それを持って行っ
てはか︑凡って追力がなくなると思うから︑しゃべる時はしゃべる相

手の屡を見てしゃべらないといかんから︑事前にだいたいしゃべる
ことを覚えておいて︑セリフは自分のセリフでやりますからね︒そ
れから大きなところを落とすと悪いから︑そこだけは自分でご発雷
要領に赤でチェックしたり︑霞分の字で自分のメモをつくったりし
たものですよ︒だから︑ブッシュが出した時には︑なんだ︑これな

ら間じじゃないかと思って︑ホッと喜んだことがある︒これくらい
のやつ門葉書大のメモ﹈をちゃんとこうやって出して︑次々見るわ

やはりそういうものですか︒この年にサミットがありますが︑

けです︒

伊藤

詞じようなものです︒

そのサミソトもやはり同じようなものですか︒
海部

伊藤 この前︑何か飛行機の中で云々という話がございましたけれ
ども︑やはりご進講があるわけですか︒

やはりトップの入というのは︑自分の気持ちでいろいろ会談

海部 はい︒それは︑各役所がこれだけは特に主張したいし︑・王恕
しておいてくださいということを盤qうんですね︒

俳藤

をやったり︑発言したりというのは難しいわけですね︒

海部 もちろんそれを全部しゃべったかと雷われれば︑そう￠やな
い︒時問がなくて需えなかったことだってあるはずだ︒それから興
味のあることはどんどん言えるけれども︑興陳のないこと︑こんな

ことは言わなくてもいいと当分で思ったことは落とすとか︒それぐ

らいのことは︑みんなそれぞれあるでしょう︒

圃日米首脳会議4︵議題と共同声明︶

偶藤 この日米誉脳会談の場合は︑やはり経済問題が主ですか︒
海部 当時は経済問題がほとんどです︒特に三木さんの頃はそんな
にギスギス欝われなかったかもしれんが︑三三経済摩擦の問題が起

でも︑この頃だって︑もうそろそろでしょう︒

こってきてからの話は︑みんなそればかりだ︒
伊藤

海部 はい︒そろそろいろいろな問題が起こっていました︒忘れら
れんことは︑繊維の一番最初︑日米繊維一二交渉の始まりは︑佐藤
したんですよね︒

栄作様の時に起こって︑縄と糸を交換したではないかと欝われたり
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俳海伊海俘
藤部藤部藤

海伊溝俘海
部藤部藤部

俣藤

ありません︒三木さんの時は︑糸とあれの問題から始まって︑

じゃあ三木さんの時は︑それほどのことはないわけですね︒

が︑これは︸つ︻つやっていかなければならない︒

渉したんだから︑それは手閥がかかり︑時間がかかり︑日本の生活
文化に翻染まないようなことまで出てきたり︑いろいろありました

日米間には︑経済的に片をつけなければならないこと︑謡わなけれ
ばならないことが本浅にいっぱいありました︒それを全部出して交

ジョージ・ブッシュと私の首脳会談の頃で︑あれが︑なんとかイニ
シアティブというんだ︒霞本から数多く出せといって︑何でもいい
から︑アメリカが習うよりもたくさん超してやれといった︒あの頃

海部 いろいろ轟てきました︒そして︑いま経済問題でテーマに思
っていることを思いきり挙げうというようなことになってきたのは︑

海部 そうです︒ちょうどあのころにハビブという名前の担当官が
向こうにいて︑やっていましたね︒わがほうからは︑三本さんの頃
の審議窟︒背があまり大きくなくて一︒

幌藤

海部

佐道

海部

伊藤

それは園務省との問でやるわけですね︒

はい︒

外務審議宮ですか︒

それは審議官のレベルでやる︒そして随行の審議窟たちの話

それはどのレベルでやるんですか︒官話副長官ですか︒

だ︒誉脳弓士の会談が終わると︑今度はお互いにその発表文書が下
に降りるわけだ︒そうすると︑酢だのこんにゃくだのという言葉が
あるけれど︑そこから始まるわけだ︒あの言葉はこういうふうに直
してくれないかとか︑ここの素行目は抜いてくれないかとか︑それ

僻藤 そうですね︒そのあとだって︑鉄鋼とか箪とか次々と轡てき

海部

佐道

ますよね︒

鉄 鋼 の 問 題 に なったりした︒

ね︒

アメリカ局長をやって︑サミットに行った愛野文六さんです

が行き詰まると︑ ﹁副長官ちょっと来てください﹂と書う︒

を両方から持ち寄って言い合うわけです︒

伊藤 じゃあ︑三木さんの場合は︑多少儀礼的な会談という感じも

海部

伊藤

誰に労いに行くんですか︒

それは︑

副長官が呼ばれることもあるわけですね︒

そうそう︑あのおじさんだよ︒首脳会談にもいつもあの人が

いろ話をして︑じゃあ︑この次までにこれは努力すればいいから︑

伊藤

それは三木さんに言いに行くんですよ︒

海部

こうしようとか︑じゃあこうしよう︑とかいうような
︒
伊藤 でも︑そのへんまで事渤に大体詰めてあるわけでしょう︒
海部 はい︒事前に詰めてくるから︑最後は総理の決断で︑ここは
こう言ってもらってもいいし︑このへんにもつていってもらっても

海部

三木さんですか︒これを納得してもらおうと︒

あるわけですか︒

よろしい︑ということになると思うんですね︒

伊藤

来ておったわ︒

それで︑共同声現を出して終わりということですね︒

海部 語が全然つかないということはなかったと思いますよ︒いろ

伊藤
はい︒

いから言いに行く︒

すまんけれど言っておいてください鳳とか言われると︑しょうがな

﹁諾いにくい話を聞いてください﹂とか︑ ﹁これを︑

海部

海部 一番長くやったのは︑三木さんの時は︑休憩を入れて本会議

し ・ た け れ ど も︑何厩かやるわけですか︒ 二 上 か 三 罎 か ︒

伊藤 その正式の会談というのは︑最初の︑とさつきおっしゃいま

海部 納得しないけれども︑ ﹁ここを譲ったら︑党内ではこれとこ
れが怒るし︑各省の間はこれとこれがこヶなっているというような
ことも全部判断して︑ゴーサインを出されるならば︑それでまとめ
ていきたいけれども︑今圓はこれをまとめないとほかに成果の上が
るのが少ないから︑これをまずいきましょう︒うんと霞ってくださ

︵という支い方をしたかどうか知らないが︶が終わってからが大変
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それは共同声明の文案なんですね︒

﹇佐道氏に向かって﹈さ

いよ﹂というようなことを最終的に言ってきてくれという︒
伊藤
っき何かありましたね︒

佐道 新闘に発袈する声明ですが︑そういうものをつくろうという
だいたい新聞発表をするならば︑どの程度のものにするか︒

ふうに前もって決まっていたわけですか︒
海部

長いものにするか︑短いものにするか︒いろいろなこと︑大枠を内
輪で決めちゃうんだ︒そのとき︑大蔵省だけに決めさせないで︑外
務省が窓口で金部やるけれども︑大蔵省も必ず相談をしながら入れ
ておかないとうるさい︒それから水産関孫になると︑農水省を︻人
入れておかないと︒設楽という審議宮那おったけれども︑あれもま
あ省のことだけ考えているからね︒これを言ってもらっちゃいかん
とか︑これはここだけにしておいてくださいとか︑それにずいぶん
時聞がかかるわけです︒アメリカでも同じようなことをやるらしい
んだよ︒

伊藤 それはそうでしょうね︒共同声朗は結局︑外に発表する声明
という意味だろうけれど︑萩聞記者発表のためのというのは何だろ
憶つ︒

佐道 よくわかりませんけれども︑何か突然そういう語になったと
いうのが︑この時にあるんですけれど︒
俘藤 何かご記億はありますか︒
海部 だって︑あのころはまだ変な謡だけれども︑日米首脳会談と
いうのをやったら︑すぐに共嗣声開を出すのか出さないのか︑出す
べき内容は何なんだということを︑あらかじめ事前にずいぶん諮め
﹇ 詰 めてからU行ったんじゃないん で す か ︒

てから行く︑というようなことではなかったもの︒
傍藤

も︑本当に異分子が莱たように思われておったんだ︒副長宮が私で︑

海部それは︑三木内閣というのはご想像がつかないだろうけれど
長嘗が井出︸太郎さんのコンどですからね︒人の裏とか官擦の裏と
か︑いわゆる機密費の扱い方とか︑当時はそんなに問題にはなって

いなかったけれども︑いろいろなことについて根ほり葉ほり調べて
やろうなんて思う人は一人もおらんから︒官房長官以下 入もおら
んどころか︑誰も知りゃあせんわけだ︒おそらく行なわれておった
誰がですか︒

だろうと思う︒だから︑扱いやすかったろうと懇うな︒
侵藤

海部 役人どもが︒その代わり︑それ以外のことはきちんと諦めな
ければならんということと︑いろいろな事件が突然に起こることが
あるでしょう︒例えばハイジャックとかね︒あれは霞米首脳会談の

最初の時じゃなかったかな︑あのハイジャックは︒

隈クアラルンプール事件への対応

佐道 汐アラルンプール事件ですね門一九七五年八月四日﹈︒
海部 クアラルンプール事件だ︒向こうの宿舎へ着くや否やその第
一報が入って︑どうしますか︑と来ている︒当時︑外務大竃は富澤
佐道

⁝緒におって︑ ﹁さあ︑それはもう少し事情がわからないと︑

︸緒に行っているわけですね︒

さんだ︒

海部

なんとも私の鐸からは申し上げられませんから︑副長官の方でよし
なにしてください﹂という︒そんなことがあって︑一晩か二晩で片

がついちゃうんです︒片がついちゃつて︑侮か総理の談話を出さな

ければならない︒ ﹁人命を大切にして﹂とかなんとかいうようなこ

とを書きながらやる︒それを閣議に諮らずに︑おれが書いて記者に
しゃべつちゃった︒そうすると︑それが霞本に行くわけだ︒そうす

ると官房長宮から折り返しすぐ電話が来て︑ 門副長官はどこにいら
っしゃいますか﹂というので︑ ﹁おれだ﹂と需ったら︑ 門閣議の手

続きを経てないでしょう︑あれ﹂と言われた︒ ﹁閣議もくそも︑こ

こはアメリカなんだから︑長官︑そんなことはできませんわ﹂と言
ったら︑ ﹁いやいや︑そうじやない︒孚続きだけは踏まにやあいか
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﹁ああ︑そうですが︒総理大品談話という

ん︒いまこちらでうるさく問題になっておる︒手続きを踏まない総
理大臣談話だといって﹂
﹁貴殿ものどかなことを曇醸って

のは閣議の手続きを踏まにゃいかんですか︒それは失礼しました︒
す ぐ 踏 ん で く ださい﹂と書ったら︑

おるな︒大変だから頼むぞ﹂といって︑その時は叱られた︒あわて
て閣議抜きでやつちゃったんだ︒寵者団にせっつかれて︑本人にど
うですかといったら︑ ﹁人命が大切にされてよかった︒こういつた
ことは不幸中の凌いだ﹂というようなことで︑もっともらしいのを
書いて流したら︑それが閣議の了解を得ていなかったという︒これ
は 大 変 な ポ カ ですわな︒

俘藤 総理大臣が外国に行っているときは︑閣議は持ち翻りになる

﹁そのうちにおまえらのびっくりするような︑

の命に関することで︑そのために法務大霞が責任を取って辞めたよ
ね︒気骨のある法務大臣でな︒瀬戸由三男という人だ︒
俘藤 瀬戸山さんは辞めたんだっけ︒
佐道 最初の時は法務大極は稲葉﹇修﹈さんですね︒
海部 稲葉さんはロッキ⁝容の時で︑閣中逮捕のことをのらりくら
りと答えておって︑

俘藤

海部

そしてアメリカにいて︑情報は︑別に不自由はしないわけで

そうですよ︒

大きなアユが引っかかるぞ隔ぐらいのことを書って︒
佐道 しかし稲葉さんは︑三本内閣ができて自主憲法制定の件で問
題になったんですね︒ですから︑この時は稲葉法務大臣︒
伊藤 まだ稲葉さんでしたか︒だって︑組閣して︑改造までいって
いないでしょう︒これは入命に関わるからというふうなことで︑あ
えて超法規的な解決をするという決断は︑やっぱり総理がするんで

海部 はい︑そうです︒もうひとつは事前に閣議持ち園りをやる余
裕をとって︑嘗房長官にその内容を伝えて︑官房長窟の方から︑そ
れではそれでいかせてもらいますとOKが来た時に外へ出るわけで

海部 情報は大使が持ってくるから不自由しない︒それでいいでし
ょうね︒いろいろな清報を知っていたから︒

わけですね︒

すね︒そういう手続きを知らなかったので︑初めの公職選挙法と独
禁法であれだけ痛い目に遭ったんだから︑もうちょっと細かいこと
まできちんと詰めておくべきだったなあというのが︑率直にいって

倹藤

それで決断をするといっても︑やはり国内の判断もあるでし

すよね︒どんどん連絡がきている︒

しょう︒

反省ですよ︒

海部それは︑電話をしてあれ﹇連絡﹈をするんですけれども︑内

よ恥つし︒

は︑どのへんでどうやってああいう決着をつけたわけですか︒

房長宮に伝えてから決めてもらったということです︒
伊藤 この年の乎⁝月ですか︑今度は先進国首脳会議ですが︑これ

俣藤 しかしいろいろあるんですね︒結局クアラルンプールの問題
海部 たしか留守番の総理大臣代理は福賑趨夫先生だったと思うん
です︒それで払出さんに言ったら︑ 門幽先で勝手に出しちゃたけれ
ども︑内容が悪い内容ではないから︑あれはもちろんそのまま追認
した︒それから留守のその後の閣議は︑福田代理がきちんとおやり

はやはり主席随員かなにかでついていくわけですか︒

海部

撰藤

そう︑その意思決定はどうやってやったんですか︒

全部出しちゃったんですよ︒

いや︑実際の処置の問題です︒

伊藤

三木内閣は−⁝一︒

海部

閣総理大臣談話を︑事前に閣議の了承を取らずに出したことが問題
になった︒けれども︑あとで決めたことは電話でちゃんと事前に官

になった㎞という︒

伊藤

か︒それで︑次の年の十一月にランブイエでサミットですね︒

内閣ができたのは︑その前の駕﹇一九七四年﹈の手二月です

それが︑ちょっと先ほど言いましたサミットの初審ですね︒

海部 あれは持ち回りですよ︒電送か侮かでやったんでしょう︒人
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海部 ランブイエのサミットで︑その年じゃなかったか︑スト権ス
そうです︒

トがあった時は︒
伊藤

海都 だから僕は︑そんなランブイエのサミットの話なんていうの
は先のことで︑こちらはスト権ストのほうが大事じゃわいというの
で︑毎晩窟邸を後にして事前折衝をしていたんです︑労働組合のボ
スたちと︒

圏三木総理の靖国神社参拝1︵公的と私的︶
楠 ちょっとよろしいですか︒サミットの話に行く前に︑申し訳な
いんですが︑さっきの臼米首脳会談の直後に︑三木総理の八月十五
艮の認許神社の参拝があるんですね︒ちょっとこんにち的な話なの
で雰常に関心があるんですが︑その時のご記憶をいろいろお闘かせ
いただきたいんです︒これが戦後の歴代誉相としては初めての︑公
式あるいは私的を問わず︑総理大臣の参拝なんですね︒ですから︑

これに対する反応とか︑そういったことをちょっと覚えておられた
らお聞かせいただきたいんですが︒
海部 八月十玉馨に靖国神社に参拝して欲しいという声が︑ズバリ
い う と 党 内 の右派の入たちから︒

楠 遣族会関孫とか︑軍恩とかでしょうね︒
海部 遺族会とか三型とか︑あるじゃないですか︑いろいろと︒断
固行ってくれ︑行くべきだという︒そういう人々の意見というのは︑

明治生まれのああいう政治家にとって︑三木さんにとっても︑ホロ
ッとくるようなところがあるわけです︒けれども︑三木さん本人は︑
総理大臣というものが行って︑世の中に与える影響がどうかしら︑

と考えていた︒当時は中蟹との問題は考えなくてもよかったと思う
まだ︑平頼条約の前ですね︒

ん で す ︒ 僕 の 二二の中では︒

楠

海部 ええ︒何を迷ったのかな︑あの時は︒何か︑とにかくいろい
ろ悩んで考えておりましたよ︒その迷いは︑公︵おおやけ︶で行っ

ていいのか︑私︵わたくし︶で行かなければならないのか︒
伊藤 まあ︑宗教施設という問題ですね︒
海部 公か私か︑この悩みだったと思うんです︒あの時の三木さん
の判断は︑いろいろな人がいろいろなことを言ってくるので聞いて

おられたけれども︑最終的にはご自分の判断で︑やっぱり行こうと
いうことでした︒

俺は﹁おかしいな︑金を自分で払って︑自分の車に乗れば︑公的
じゃなくて私的になるのか﹂︑そんな疑問を感じたことは事実です

けれどもね︒総理大臣が筆墨の税金で出されている車に乗って動く
ということは︑公の最たるものだけれども︑密分の昔から乗ってい
た車︑自家用車である個人の車で行けば︑これは公私の区別がそこ

できちんとつくではないかと︒それから︑いくら包んだか知らんが︑

玉串料というのも︑飼忌門三木﹂で包む︒宮邸の袋でもないしアレ
もないけれども︑個人で包んだ︒したがって︑公的参揮か私的参拝
かと言われると︑これは私人・三木武夫がお参りするんだ︑という
ような答えをしたことを覚えています︒
楠 昭轍四十年代には︑團家護持の問題が争点化していましたけれ
ど︑靖国神社国家護持については︑三木総理のお考えはどうだった

国家護持というところまでは︑まだ踏み切れずにおったんじ

んですか︒

海部

ゃないんですか︒

楠 反対ではなかったんですか︒
海部 反対ではなかった︒だから最初に言ったように︑明治に生ま
れた人だからそういう思いもあったろうけれども︑騨のために散っ
た人を国昆みんなで大事にするのがどうしていかんのだろうか︑と

いう考︑尺だ︒だからいまの小泉純⁝郎の一面とまことに似たような

発想だったと思うんだ︒ 門わしは素直な気持ちで行くんだよ︒どう
していけないんだろうか﹂と雷っていた︒ ﹁けれども︑それはあな
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たが総理大麗だからいかんのだ﹂といって︑いろいろな人が言いに
来たりしたね︒

楠 先生も︑当時は素朴な疑問を持っておられたとおっしゃったけ
れども︑素朴な疑問というのは︑もっと具体的にいえば抵抗感みた
﹁どう思う﹂と飯を食いながら聞かれれば︑いろい

い な も の が あったんですか︒

海部
﹁侮のために雪山十五欝は武道館でやるんですか︒

それは︑

ろ言いますわ︒

両陛下がいらっしゃって︑侮のために武道館でやるんですか︒あれ
がご不満ですか﹂というのが︑嶺時から僕の素朴な意見でもあった︑

楠 なんで三木さんの時に︑突然八月十五降の参拝ということにな
ったんですか︒各方面からの突き上げとおっしゃいましたけれども︒

海部 いま行なわれているような︑橋本龍太郎的なみんなで参拝し
ましょうというようなことには︑少なくとも︑参擁していませんで
したね︒

翻三木総理の靖国神禄参拝2︵法制局の晃解など︶

佐道 先ほど先生がおっしゃった︑玉串料はどうするとか︑公用車
は使わないとか︑私人としてとかいうことが︑あとで四原則という
形で書われるわけですね︒それは︑先生なんかが中心になって︑こ

ういう原則で行きましょう︑としたわけですか︒
海部 念のためにそれは内閣法劇局に︑問題になっておるから︑こ
の時はどうしたらきちんと立場がわかるか︑ということをいろいろ
な角度から事前に調査したんです︒ ﹁玉串料というのはこうこうで
す︒それからできれば︑お車も自分のもので隔というので︑ 門じゃ
あ︑自分の二本足で行くのが一番いいな隔と俺が言ったのは覚えて

海部 それは︑右寄りの人たちがみんな﹁行くべきだ︑行け︑行
け隔と言ってきたから︒むしろ逆に︑なぜあの時に言い出したんだ
ろうか︒世論に弱い政治家は︑強い徴論をあげれば行ってくれるか
もしれんという思いがあったかもしれない︒ストの時もそうですよ︒

いるけれどもね︒

知りません︒おそらく総理としては行っていないでしょう︒

海部 僕も︑欝葉をはさんで申し訳ないけれども︑いまもこういう
話がいろいろあるけれど︑どうしてみんなそちらにこだわるんだろ
うかと思う︒入月十五日に︑武道館へ天資皇鷹両陛下を呼んで︑そ
こできちんとやるわけでしょう︒ ﹁戦没者の霊山というのがきちん
と立ててあるでしょう︒そこへ行って︑全国の閣民がその時間に合

．ってしまえば︑別に公式も私的もそういう突き上げはなかったとも
考えられますよね︒

楠 三木さんは︑私人として参拝するという形を表明したわけです
ね︒だからこそあとで公式参拝という話が出てきたので︑黙って行

考意見を聞きたいと︒

俵道 法欄局が中心になって︑ですか︒
海部 それは法律的なことを聞くわけだ︒蟹会で問題になれば︑そ
れに答えるのは︑みんな法制局長富だもの︒だから︑念のために参

三木さんみたいな人は声を大事にするから︑翻民の声だと言うと︑
きちんとやってくれるよということがあった︒
楠 どちらかというと党内左派的なスタンスをとっている三木さん
が︑この問題に関して先陣を詐ったということが︑あとから考える
と解せないところではあるんですが︒
海部 それは明治生まれの心の中のあれがあったんでしょう︒間曲
に自分の親族︑身内の中でも犠牲者も出たんだけれども︑そういう

人に素朴に儀礼をして︑不戦の誓いみたいなものに結びつげていけ
たらいいのではないかと︑政治家として理屈を考えていたと思うな︒
明 治 生 ま れ の 人だから︒

佐道 総理というお立場とは別として︑それまで三木さんは靖国神
海部

長い政治家としてのキャリアの中で︑八月十五田に限らず︑

社に参拝とかはされていたんですか︒
佐道

靖飼神祉にお参りに行こうということはされていなかった︒
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掌黙祷をするわけですね︒それにはどこからも︑片言隻句文句が出
ないわけだから︑みんな手を合わせたい人は手を合わせるのがどう
していけないんだろうか︒靖国神社まであえて行って︑その簾をめ
くった奥にどなたがどうなっていらっしゃるかということまで︑い
ろいろ議論すると解題が起こるから︑そういうところへはなるべく
行かないという方法と瓢つあったら︑どうしてあの武道館の方でよ
ろしい︑とならんのだろうかな︒僕は素朴にそう思いますよ︒そう
思ったから︑私は八月十五日にはいつも行くんです︒

門全屡戦没者の御霊﹂という字は誰が書いたかご存知ですか︒ご
存知ないでしょう︒そんなことは関係ないんだ︒知らなくてもいい
んだよ︒おれは知っているんだ︒それは金子鴎亭という︑かの有名
な日本の書家が書いたんだよ︒それが︑もう牽年経ったから︑そろ
そろ世代を替えて若い人に書いてもらえと書ったら︑じゃあご推薦
くださいと雷われて︑書道界へ話をした︒そうしたら一世代若い人
がまた精魂込めて書くんだよね︒

いや︑余討なことというのではなくて︑明治生まれの人だな︑

両塗下と露本露呈全部が八月十五霞にそこで黙祷するわけだ︒・だ
から︑儀式としてはそれで十分だと僕は思う︒靖国神祉へ行くと︑
またすぐにA級戦犯が泥られているではないかという議論が出てく
るわけだ︒そうすると︑そんなものは中国に言われて撰っ込むのか︑
ということになってくるわけで︑問題が果てしなくいろいろな方面
に紳びていく︒私はきちんと素直な気持ちで慰霊をしてくればいい
ではないかと思っていましたからね︒だからなるべく
︒
伊藤 じゃあ︑三木さんは余誹なことをしてくれた︑ということで
すか︒

海部
ということです︒

俣藤 ああ︑そういう意味ですか︒
海部 しかもヨ清戦争︑日露戦争があって︑自分のこ身内にいろい
ろあった入というのは︑やはりそうなのかなと思っただけで︑特別
に行くのは間違いだとか︑行ってはいけないとは思わなかったし︑

言わなかったけれども︑私は少なくとも行きませんよ︑ということ

まあ︑こんにちはど大きな問題ではないですからね︒

で行かなかった︒

伊藤

﹁ご質問を政治的にはお答えで

佐道 時系列上で話が続くんですが︑このとき三本さんは︑やはり
先生とかにも槽談をされていたんですか︒それとも門行くことに決
めたから﹂という感じだったんですか︒
海部 結局︑いろいろな人からいろいろなことを喬われて︑ ﹁難し
い問題だね︑これは︒もう︑行ってくれ︑という人が多いんだよ﹂
という相談はありました︒懇談があったから︑少しでもお御心を安
らかにしてあげようと思って︑法舗局長官を呼んで︑秘かに﹁総理
大臣というのは靖国紳社に参揮していいのか悪いのか︑いろいろあ
るだろう︒ちょっと知恵をつけろ︒行け︑行けと書われて困ってい
るんだ﹂と︑僕はそういう時には正薮に聞くわさ︒そうしたら︑彼
らは政治的な返答はできないから︑

きませんが︑問題点があるとすれば︑こういうところでございま
す隔という︒そして︑いまも新聞に書いてあるようなこと︑車はど

うするかとか︑玉串料をどうするかとか︑それから二礼二拍手一拝
でいくかどうか︑とかいった︒

藤波﹇孝生︸の時には︑一純一拍手とかやってくればよろしいと
いうようなこともやったけれども︑そうじやなくて︑あの時は確か

三木さんの二礼二拍手一拝の参拝方法は︑いままで通りで結構だ︑

となったと思うんだ︒そのかわり玉串料だけはこ農分で出してくれ

参拝されたあとの反応については︑ご詑憶とかご印象はどう

とへレ・つむ

佐這

でしたか︒

海部特にありません︒意地の悪い批判が新闘に二︑三出たのは︑
いまおっしゃったとおりだよ︒ハト派の三木さんが︑タカ派に輝さ
れて︑両方うまいこと早手につかむのには︑これしかないだろうと︒
けれども︑僕は三木さんには門明治生まれの俺だから一というとこ
ろと︑やはり﹁靖国神社は行ってもいいんだ﹂という気待ちが強く
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あ っ た と 思 い ますよ︒

闘スト権ストー︵労働側窓環︑富塚三夫︶
伊藤さっきのお謡で︑ランブイエの時に︑それどころ導やない︑
とにかくスト権ストだということでしたね︒向こう側と秘かに連絡
をとって︑と言われた︒実際にストが行なわれたのは︑先進国首脳
会議から帰ってこられたあとですよね︒出かける前にずっとそれを
や っ て い た わ けですか︒

海部 ずっとやっていました︒もうあのへんでそろそろストだ︑処
分だという悪循環を断ち切りたいというのが︑三木さんの大きな願
いであって︑なんとかならんかと雷われて︑そしていろいろな人と

門憲

が︑これは憲法違反だとか︑これはどうだとかいうこと自体が︑俺
に書わせれば︑大変おこがましい越権行為だ︒憲法八十一条にきち
んと書いてあるようにしなければいかん︒そこがまず憲法違反だ

曾藤

海部

拶藤

裏でやるとね︑そんな上品な議論にならないんだ︒ ︵一叢笑

ああ︑討論会ですか︒裏ではやっていないんですか︒

NHKの討論会です︒

どんなところでそういう話をするんですか︒

よ﹂というようなやり取りをしたことを覚えております︒

海部
い︶

裏というのは︑だいたいどういう場所でやるんですか︒

議員会館でやったこともありますしね︒

案外見つからないものですか︒
はい︒

へえ︑議員会館ですか︒会議室かなにかですか︒
はい︒だって︑社会党の曖辺﹇誠扁とか︑ああいう連申はみ

んな大変関心を持っていたでしょう︒ だから︑畷辺やなにかと会っ
て話しているぶんにはいつこうに大丈夫だし︒ そこ念畠塚が入って

来たといっても︑ 別におかしくない︒

かえって穴倉ですよ︑議員会館は︒

それは︑いちおうそういうふうにセットされているわけです
海部

そうでしょうけれども︑ここでこういうふうにやろうという

ね︒

俘藤

揮藤

ことは︒

海部 あそこに議員会議室があるでしょう︒むしろ議員会議室を使
ってやっていた方がよかったかもしれんけれど︒

伊藤 このスト権ストの問題では︑三木さんは︑公共企業体の労働
組合のスト旛は︑もう労働組合のいうようにやろうというわけでは

そうです︒労働組合のいう通りにスト権をやってはいかんと

必ずしもなかったわけですか︒

海部

いう︑そこの点だけはきちんとしていましたよ︒

一

223

話を始めた︒

併藤 どういう方向で解決しようというお考えだったんですか︒
海部 あらっぽい意見であって︑組合のほうは処分をやめうという
んです︑ ﹁処分さえしないと約策してくれれば︑それでいい隔とい
う︒だから﹁そんなことを言わずに︑ストがなければ処分はないん
だから︑ストはしないということを君らが先に言えばいいのではな
違 法 ストですからね︒

いか﹂というような堂々巡りを一所懸命やっていたわけです︒
伊藤

﹁侮を君は突然言うんだ︒どうしてだ隔と言ったら︑

海部 はい︒そうしたら︑七塚﹇三夫﹈がカウンターパ⁝トだけれ
ども︑ ﹁だいたい三木さんというのは︑憲法を守らない人だ﹂と書
うから︑

法上保障されたスト権だから︑われわれのやることを憲法違反だと
いうのは間違いだ﹂とさかんに欝うわけだ︒
それで︑僕は門あなたが一番憲法違反じゃないか︑審塚さん︒憲
法違反かどうか︑この法律が憲法に抵触するかしないか︑疑いがあ
った時に暗らすのは︑菖塚さん︑あなたじゃないんだ︒最高裁判所
だ︒そのことは六法全書にちゃんと書いてあるわけだから︑︸私人

海俘海伊海伊
部藤部藤部藤

傍藤 労働組合のほうは︑三木さんはハト派だから︑あれが書うこ
︒

めから爾方とも一︒
横藤 でも︑向こうはスト権を奪還すると君っているわけでしょう︒
海部 だから︑三日号曖βはずっとブチ抜けば︑もらえると思って
いるわけさ︒もし三日︑四目やって駄目なら︑あと 週間ブチ抜け

とをきくには

海部 おらんから言うけれど︑長谷川峻さんみたいな当時のわがほ
うの労働大臣が秘かにまた頼まれると﹁三木さんはああいう人だか
︾

ま︑︑︒
ーヤ

ら︑なるべく大勢でやいやいと頼んでこいや﹂という︒

懸スト権スト2ハ食糧輸送対策︶

長谷弼さんは︑そういう立場なんですか︒

海部 ああ︑労働大臣だもの︒
俘藤 それはそうでしょうけれども︑あの人はどちらかといえばタ

伊藤

カ 派 の ほ う じ ゃないですか︒

海部 そのタカ派の長谷州峻が書う︒ ﹁海部さん︑あなたそうガタ
ガタいったら︑三木さんをもう少しあれしなきゃ駄霞だぞ︑時代遅

それを本当に集まってやったんですよ︒あの時は︑私が翻長嘗だ

いから︒

きるだけやってもらう︒とにかく食べるものの備蓄さえあれば﹁安
心して待ってくれ︒食うものは明日あげますから扁とかと言えばい

ということだ︒あとは急病入が出たりしたときにどうするかという
ことは︑そのときになってみなければわからないな︒けれども︑で

したけれどもね︒そして﹁備蓄の基地にしてくれ﹂ 門協力します﹂

真ん中にあるから︑小学校の教室とか講堂とか︑そういう普段空い
ているところに物資を運び込んだ︒生鮮食料品が当時は一番大事で

伊藤 それは計画だけではなくて︑実際にやったんですか︒
海部 やろうというので︑箋際に発動をし始めたぐらいで︑やめに
なりましたけれども︒そして︑ここだけの話だが︑小学校に東京都
の教育委員会を集めた︒小学校というのは︑人間の住んでいるまん

協力してくれましたよ︒

クを動員して︑鉄道を動員しても︑鉄道はストで駄霞ですから︑全
部運んで︑備蓄して︑一週間の籠城に耐えられるだけの物資が確保
できるか︒この問題については当時︑運輸省は物資輸送にずいぶん

海部 あの時菌つたのは︑世の中が騒然としていますから︑東東都
の申にある食糧の備蓄がどれだけあるか全部調べたんです︒調べて
みたら︑四漬問や五ヨ問ならば大丈夫だということがわかった︒け
れども︸週聞やられると︑たちどころに駄罵になる︒全部のトラッ

れだぞ﹂なんて書うから︑ ﹁それは間違いだ︑絶対駄自だ︒そっち
がもう絶対にストをやらんということを宣言しなければあかん︒長
谷弼峻さんがどんな権限をもらって号蜀ってるのか︑それは駄目だ︒

いっぺん三木さんとよくその点を署してこいしと︒
伊藤 向こうの話し相雫は雷塚さんなんですか︒もうあの入で︑だ
い た い 決 ま りなんですか︒

海部 窓qは冨塚で︑裏もそうです︒
揮藤 窓qが裏口にあるんだ︒
海部 せいぜい︑ときどきこのあいだ連合の初代会長になった山岸
﹇章﹈が出て来ておったな︒罷工﹇利文﹈は︑詣がよくわかるほう
だ︒それからストライキ倒しの専門家がいたでしょう︑公労協の幹
実際にストをやって︑結局国労のほうが負けたわけですね︒

部で︒でも雷塚が⁝番1︒
轡藤

とにかく評判が悪いから︑そこまでやらないと解決はつかない︒
海部 そうだと思います︒それから魍労の方も︑初めは三三聞とか
西日聞とかの計画を持っておった︒そして︑ほれ見てみろ︑だいた
い睡艮間やればやめるんだから︑四日間お前らのほうも孚荒なこと
をせずに︑お互いにわあわあと口で主張するだけし合って︑そうし
たら︑だいたいここいらが収めどころじゃないかということを︑初
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つたけれども︑党へ行って︑党も誰か副幹事長が一人責任を持って

らないといかん︒いまああだ︑いまこうだでは︑後に禍根を残す︒
片を付けるならば︑きちんとやらなければ駄目だ﹂といろいろ言っ

海部 いや︑僕が中心だとは思いません︒三木総理を支えて︑そう
いうことを入れたり話したりしたのは︑誰だったろう︒いろんな人

そういう計薮の中心は︑やはり翻長官がなっていたわけです

たことを思い直しますね︒

揮藤

懸をやったんです︒一週間ブチ抜かれてもいい︒
撲藤

か︒

ただ︑あの時はすでに向こうは三日︑囚ヨ︑初めの分は計麺があ
るわけです︒合わせると一遍問以上になる︒だから︑これだけの物

海部 うん︒三木さんところへ集まって︑そういう知恵をつけたり
していたのは︑参議院に山綺五郎というのがいなかったかな︒党の

出てこいと書ったら︑掌野宗佑が出てきた︒あの時︑学芸宗佑が劇
幹事長の一人だった︒そして文部省は︑人脈も僕らはよく知ってい
たけれども︒さあというときの物資を出す役︑だから農林省あたり
の米や生鮮食料品の集積はどれくらいあるか︒何時間経ったら︑ど
こへこれだけ運べるか︒本当に青写真をきちんとつくって︑設計課

資で一週間やれるかどうか︑真面羅に考えていたやつもおった︒逃
時︑国鉄の運輸省の審議官という仕事をやっていた細碑吉蔵が︑自

労働部会長というのをやった人でね︒あまりパッとしなかったけれ
どな︑悪いけど︒そういう人たちがいろいろ知恵をつけて教えて︑

﹁三木さん︑頑張れ︑あんたのいう通りになるぞ﹂と言っていた︒

スポ⁝クスマンですか︒

がおったからなあ︒僕の分野はマスコミ対策だけですからね︒

分で回って︑どこまで協力する︑どこまではどうする︑いろいろや
る︑と喪うんです︒それで国鉄の総裁︑副総裁なんかを順繰りに集
めて︑霜らのためにもなるんだから︑うんと頑張れといったら︑中

伊藤

出費

もうその後ストができないということになった︒

これで国労は完全にアウトになったわけですね︒

せるんだといって突っ張った以上︑これはやり抜かなければならん
ということだ︒生鮮食粍品だけはきちんと持っていないと︑えらそ
うに正義を守ろうとか社会の秩序を守れとか言えなくなる︒
俣藤 それ以前に比べれば︑鉄道輸送に依存する部分は少なくなつ

そしてしばらくたったら︑備蓄ができたかどうか︑動員したとこ
ろへものを運ぶにはトラックが腰台いるか︑トラック業界の代持を
解んできたり︑トラックの配置をやったり︑いろいろしなければな
らない︒さあストを打たれたら本当に大変だけれども︑初めてやら

にちょっと会おうとか︑一霞の話が終わったらやろうとか︒

でした︒そちらで朝から晩までi︒社会党の労働部会が始まる前

これは葬鴬に目に見える形での三木内閣の功績ですよね︒

間 管 理 職 に さ んざんやられていた大幹部たち は ︑

﹁やってください︑

いいです︒われわれもここでピシッと筋道が通るならいい﹂という

海部

ことだ︒それで︑あれがなんとかかんとか終わったということです︒

楠 のちのち五五年体剃がつぶれていく大きな原因にもなりますか
らね︒社会党が消滅する薄霞ですから︒
伊藤 じゃあ︑それをやっていて︑先進国首脳会議に出かける準備
なんかもそれと並行してやっていたわけですか︒
海部 だから準備というのは︑驚直に言うと︑僕はあまりしません

佐道 条件付きで門スト権を扁酵与したらどうかという議論もあっ
たかと思うんですけれども︑それは一︒
あれはかセネタですよ︒

ガ セ ネ タ なんですか︒

海部
楠

海部 うん︒粂件付き付与論というのは︑労働省出身のある国会議
員を中心にしたガセネタですよ︒これならば︑おまえらは香むかと
いって組合側に流した︒組合測は︑もうやめたくてしょうがない時
だから︑パクッと食いついたというわけです︒そして︑朝曇薪閤の
論説委員のなんとかというシンパがおって︑ぜひそれは聞いてやれ︑
﹁プリンシプルを大事にや

条件付き付与論がいいんだという︒それは駄屡だといったんだ︒
三木さんはその問題の解決の時には︑
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い

ているということは確かですよね︒
海部 だからわれわれは︑鉄道が止まっても大丈夫だという確信が
持てたんですから︒むしろ大都会だからできるわけです︒
伊藤 このあとになれば︑農村の方がもっとできるような気がする
合出身ですか︒

俘藤

海部

臓辺さんというのは労働組合出身じゃないかと思うけど︑組

霞辺誠とかね︒

組合には一定の影響力を詩っているわけですか︒

組合出身です︒全逓ですよ︒

から︒

もちろん︑それは海部さんがお会いになれば︑これは三木さ

信義といっても︑こちらが侮も約束しているわけじゃないん

いわけです︒だからストをやる︒そうすると処分をやる︒またその
処分反対のストがある︒それで迷惑を被るのは蟹民だけだから︑こ
の際ストと処分の関係を断ち切れ︒ストをやめるのが最初であって︑
処分はしないと︒のりしろはそこまで使った︒そこまでだ︑という

来て︑ 門これを呑んだら〜発で三木さんだって︑ええと養うんじゃ
ないか﹂とか当時あったけれども︑それは問題の根本解決にならな

海部 けれどもあの人たちも︑秘かにこういって︑この案を出した
とかね︒さっきの話にあったような︑ああいうガセネタでも︑これ
を出したとか︒朝日新闘のある論説委員が書いた原案なんて持って

でしょう︒

伊藤

そう量口っておる鳳︑こういつて談晦を切ってやってきましたよ︒

海部 そうそう︒ ﹁三木さんにちやんとこういうことは話してある
し︑伝えておく︒それから君らとの約策の信義は守る︒三木さんが

んの代理だと思って︑向こうは会うわけですか︒

伊藤

いろ協力してくれたんですね︒

中で︑最後は書記長だったかな︒璽塚なんかと雰常にパイプがあっ
て︑オイといえば︑すぐに電話してでも呼び幽してくれたり︑いろ

海部 あれは国会隷策のレベルに上がって︑田辺誠が社会党の書寵
長は長かったよな︒そんな頃のアレもある︒それから由口鶴男とい
うのが︑田辺の下にいた︒この山P鶴男という人が︑また祉会党の

楠

．つ︒

かもしれませんけれども︑祉会党がずいぶん絡んでいるわけでしょ

けれど︑この時代はそうですね︒

闘スト権スト3︵社会党と民社党︶
楠 労働政務次官時代の人脈というのは︑ここでだいぶ生きてきた
んじゃないですか︒

海部 だいぶ生きてきましたね︒あのころほうぼうへ行って︑いろ
いろつき合ったり︑話をしたりしたのは︑やっぱり人脈だ︒
楠 それは対労組との麗係ですか︒
海部 対労組ともあるし︑国鉄やいろいろなところの経営者のほう
とか︑中間管理職で手を焼いておった連中とか︑いろいろありまし
これは社会党との閣係が非堂に大きいでしょう︒

たね︒

侵藤
醗鉄を動かしている社会党と︑

やはり畏社党ですよ︒民社党

海部

のちに参議院議員になったけ

の中には︑国労の中に入っていって︑ こちらへ弱っ張ってくるため
の人脈や知恵をたくさん持っている︒ 蒋に及弼﹇一夫︺君なんてい
うのは︑大変な味方になったからね︒
民 栓 系 ですか︒

れどもさ︒

伊藤

海部民社系︒ 社会党ですけれどもね︒祉会党ですけれども︑複雑
俘藤

持 っ て いるわけです︒

なのは畏杜系︒

海部

伊藤 そうですが︒社会党の中では︑ この問題に関しては︑どなた
が中心ですか︒組合では冒田塚さんと直にいろいろおやりになったの

それを持っていって呼び鐵して喧嘩をやっていても︑なかなか詰
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まりませんでした︒これはエンドレスになってきたから︑もしなん
なら︑ひょっとしたらランブイエの世界首脳会議は駄目になつちゃ
う︒出発できなくなつちゃう︒少なくともおれは付いて行けないよ
と露って︑笑っていたことがあった︒
でもとにかく行かれたわけですよね︒

結局それまでに片が付いたんです︒
でも実際にストをやったじゃないですか︒
やったんですよ︒やったけれども︑あそこまでいくと⁝︒

もう先が見えているということですか︒

見えている︒もうちょっとやらせておいてくれ︑とかね︒も

うちょっとやっていないと︑ 全軍に号令を出して動き出したから︑
いまさら撰き返すわけにはいかないとか︑ ここまできてみんなくた
びれちゃわないと︑ ものが霞えなくなるとかね︒まああの人たちの

わ か り ました︒

ですね︒

毯界とつき合うと︑ 左翼の我漫の限度というのが︑ずいぶんあるん
伊藤

海部 だってあれ︑予言した人がおるんだよ︒湾岸戦争でも︒われ
われは湾岸戦争はない︑なしにしてくれということをさかんにアメ
リカへ言ったわね︒けれども︑それはそういう意見もいろいろある
だろうけれど︑もうここまで来たらやらざるを得んのだという︒そ
の 番先頭を走っているのは誰だと聞いたら︑やはりアメリカの軍
関係が五十五万も動員されて砂漠の盾作戦で持って来て︑そこへ降
りちゃったわけだ︒そうすると︑ここからもゴ⁝サインを出さない
と中が爆発しちゃう︑駄霞になつちゃう︒だから︑ヤ；といってや
って︑まず突破日をつくってやらないとならん︒その代わり︑チグ
リス．ユ⁝フラテスの川辺までは攻めても︑そとからは相手を攻め
ていかない︒そこを越えると︑今度は戦いの質が変わってくるし︑
驚備するものの量の桁が違ってくる︒

それを最後にいろいろ応援國長になってけしかけたのは︑キッシ
ンジヤ⁝だ︒そのうちにキッシンジャーがもうちょっと正直にそう

ありがとうございました︒時間になりました︒

いうことを書くなら︑面白いなあと思っているんです︒
伊藤

割愛する︒

︿以上﹀

︻注︼このあと︑二〇〇⁝年九尊穴霞︵第9回︶︑十一月五七︵第
︶︑十二月十霞︵第11園︶と三論にわたって︑別プロジェクト
で︑岩間陽子氏︑石原直紀氏を中心に湾岸戦争時のお語を伺った︒
オ⁝ラルヒストリーの時系列の流れに沿わないため︑この三回分は
10

なお︑湾岸戦争のことについては︑海部氏の首相時代のオ⁝ラル
ヒストリー︵第29回︶で詳しく伺っている︒
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海伊海俘海伊
部藤部藤部藤

海部俊樹

第12回
三木内閣時代皿（1975〜1976）

【2002年1月10日（木）11：00〜13：00】
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丹羽

清隆

そこを瞬るくするバソテリ⁝をつけて︑その荷台に昇って演説をや
ったことを覚えています︒松本さんをかついでいるから︑ぜひやら

田申 ロッキードの時に︑河野﹇洋平﹈さんたちの萩薄型クラブが
できましたね門昭和五十一︵一九七穴︶年六月二十五鑓結成﹈︒三

知の通り長綺ではたいへんな人だった︒どちらかというと骨っぽく︑

僕はその松本さんという入をあまり知らなかったんだけれど︑西
岡にとっては大事な入だった︒西岡のお父さん︑お母さんは︑ご承

■新自由クラブ結成への動き一︵発端︶

木さんや海部先生は︑累算海クラブができる前に何か交渉はあった

せてくださいということだ︒

のでしょうか︒

もとにかく来てくれということで︵笑い︶︑連れて行かれた︒まあ

ときの知事とか︑ときの党主流に弓を引いても平気な人々がたくざ
ん集まっていて︑そこからエボルブされてきた候補者ですから︑僕

海部 あの頃のことは︑僕の記癒に忠実に覚えていることを率直に
言いますが︑藤波門孝生﹈がそこについて行くかどうかということ

紳間だからしょうがない︒それで行った〃ですが︑演説会揚で締め
出しを食ったのは︑天にも地にも︑四十年の政治生活の中で一回き

たんです︒入はたくさん好まして︑やって良かった︑ということで

こっちも相当なものだから︑その締め出しを食った会場の前に車
を持っていって止めて︑電気がつくように手配もして︑そこでやっ

りです︒

が一つのポイントでした︒僕らは︑せっかく三木内閣ができたが︑
三木派は蔦直言ってカも削られておって弱いから︑改革をやる者は

みんなで助けてくれなければいかんじゃないかということで︑藤波
に焦点を置いて説得しておった︒ところで︑哲岡﹇武夫﹈君という
のはいろいろな意味で近かったんだ︒
田中 先生と近いんですか︑藤波さんと近いんですか︒みんなと羨

すか︒

それで当選したんですか︒
たしか当選しなかったんじゃないかな︒

その方は党の公認だったわけですか︒

じゃあ先生は︑葬公認なのに応援されたんですか︒

公認じゃない︒

そんなことはしょっちゅうあった︒いい人か悪い人かで選ぶ

もっとひどいときもある︒そういうことはよくあるんですよ︒

それで︑西閥さんと﹇海部﹈先生は葬常に仲がいいというこ
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かったんですか︒

田中

いえば︑それは大きな秩序の中からいったら︑破れの方だな︒

海部 お達しは出まずけれど︑それは全然守られないお達しだ︒そ
れが政党の活力だというんだ︒勝つためにやるんだ︑勝てばこの党
は強くなる︑ということでやってきたんですけれどね︒どちらかと

ちおうお達しは出るんですか︒

そういう場合︑幹事長から応援に行ってはいけないとか︑い

e

海部 みんなと近いんだけれど︑特に西岡と僕が近かったんだ︒
俘藤 それは青年部の関係ですか︒
海部 はい︒それからまだ西岡が衆議院議員になる前︑長峰薪闘の
論説委員か何かをやっておったときだ︒長崎で知事選挙があって︑
長騎漸聞の系統の入が︑県の農林水産部長を終えた松本さんを推す
から︑応援に来てくれといわれた︒僕はそのとき︑もう国会議員に
なっていました︒

けれどもそれは︑当時の長崎県全体を敵に回してやったわけです︒
だから約束の公会嚢に行っても︑そのときの知事から手を曝されて
締め出しを食ったんだ︒ ﹁あの松本の演説会にこういう公の施設は
貸せない﹂というんだ︒そこで僕と西蘭と矢入で︑締め出しを食っ
／

た農協の前に︵まあ農協でやるのが間違いだったんだが︶︑荷台の
ある小さな小型トラックを持っていって︑どこからか持っていった

碧し海気海霞海俘
中ね部中部中部藤

とですね︒

厚生大臣の候補者のいいのがいないんだけれど︑誰かこれを厚生大
匝にしたらいいというのが︑党内の特に若手の中でいないか﹂とい

れはどうだという話だった︒最後に︑ ﹁どうだろうな︑海部慰や︒

曝中

石州真澄ではない︒アナザ⁝石拷だ︒

石 川 真澄ですか︒

海部

劇中

その秘密の最初の組閣名簿の名前は︑先生は覚えていらっし

河野さんは厚生大臣ではなくて一︒

それに河野さんがどうか︑という話だったんですか︒

三木さんの最初のつもりでは︑僕は官房長宮となっておった

﹁おう︑接収部隊がもうすでに来たか﹂と言った︒ ﹁申し

﹁正直に書うと︑

﹁それは新しい入が決めることで︑辞めていくわれわ

ってもらおうと思った︒

官房長富は︸ヶ月か二ヶ月か︑ ﹇第二次田中内閣の﹈最後の短い官
房長官だったんだ︒そこで︑行ってそういう話をして︑それなら残

れが決めることではないでしょう﹂という︒竹下さんはあのとき︑

と言ったら︑

知った人だし先輩でもあるから︑あれは残しておいてくださいよ﹂

うにしたい︒ということで︑事務の官房翻長官はたまたま私のよく

まったく知らんから︑この官邸のことをいろいろ知っていて︑間違
えても矩を越︑尺ずに︑従来の路線で行政のたがは締めていかれるよ

三木さんという人は官佳えの経験のない人だから︑保守本流という
ところの礼儀作法やつき合い方は知らん︒われわれ家来に至っては

訳ないけれど︑そうです﹂と言った︒そのときに︑

さんが︑

んだから︒そのつもりで︑西岡武夫さんを副長官にするつもりで︑
㎜緒に官邸に乗り込んで竹下﹇登﹈さんに会った︒そうしたら竹下

．海部

ったわけですね︒

海部 最初の組閣名簿の時は︑三木さんがあくまでも書いたわけだ︒
潤中 そこに海部先生と河野が入っていて︑大蔵大臣とかも全部あ

ゃいますか︒

田中

うこともあって︑ああだこうだといろいろ話をしておりました︒

海部 そういうこと等もあった︒こちらも灯台もと暗しで︑いろい
ろなことが起こったのは三木内閣ができた直後ですからね︒みんな
河野洋平が直ちにああいうことになるとは思わなかったが︑河野洋
平とも相当譜が進んでおった︒それには石弼さんというどこかの新

海部
そうですが︒霞川﹇誠一﹈さんは︑最後まで洩れずに行った︑

聞の黒幕がおった︒その人が約束違反で記事を書いちゃったんです︒

伊藤
と 言 っ て い た んですけれどね︒

海部 いや︑洩れたんだ︒洩れたから記事を書かれた︒記事を書い
鰹 萩 聞ですか︒

た の は 萩 原 さ んという人です︒
田中

海部 まあ︑それは本人から︑闘けたら聞いてくださいよ︒僕から
言うわけにはいかん︒あまりにも奥に入り込んだ話ですからね︒そ
して﹁書く﹂というんだ︒僕は﹁書くのは待ってくれ︑いま書いた
らいかん﹂と雷つた︒三木内翻はまだ始まった直後で︑しかも︸番
頼 り に し て い る人だ︒

醒新自由クラブ結成への動き2︵伏線︶
海部 もっと裏の裏をいえば︑三木内閣の最初の閣僚名簿には若手
代表で︑河野洋平と海部俊樹が原案に入っていたわけですよ︒とこ
ろが︑いろいろな派閥力学の中で︑両方とも飛んじゃったわけだな︒

それは本人が電話で直ちにOKしてやったからいいけれど︑三木さ
んどしては河野洋平をとりたかったんだな︒

田中 それは︑三木さんが最初にお書きになった閣僚名籍に書いて
あ っ た と い う ことですね︒

海部そう︒最初に︑こうしたい︑ああしたい︑これはどうだ︑あ

田中 また新自由クラブのところに戻りますと︑藤波さんを巡って︑
いろいろなことがあったわけですね︒
伊藤 その前に︑そもそもそういう動きがあるということは︑かな
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これは言っちゃいかんが︑西悶や河野洋平さんあたりから︑

り前からわかっていたんですか︒
海部
ええっ！

いろいろな話を聞かされておったんだ︒
田中
だ い ぶ 前ですよ︒

いつ頃ですか︒

海部

伊藤 さっきのお話ではありませんが︑三木内閣ができていよいよ
改革をやると言っているときに︑改革派が出て行くというのは⁝︒

ことで︑それでは︑ということで︑約束を破って書いちゃった︒書
いてくれるなということになっているから︑絶対に出ませんよ︑と
雷っていたけれど︑出ちゃった︒出た以上︑これを取り消すために
さらに辛倍のエネルギ⁝をかけても︑消えるか消えないかわからな
い︒

あのときは未必の故意があったんでしょうね︒そうなるかもしれ
ない︑なったらしょうがない︑受けよう︑ということでしょう︒け
れども︑そういうことにならないように︑この際︑政治改革をやる

の人はそういう現実的な生臭い話までには噛んでいなかった︒もっ

から共通の昌標を倒そうといった一二木さんが立っているんだ︒いま

い︑と言って戦ってきたじゃないか︒前に戦った共通の霞標をよう
やく倒して︑椎名門悦三部﹈さんがわけのわからないおまじないを
やって︑三木さんじゃと欝つたので︑三木になった︒そして政治改
革というのは︑みんな唱えていたことで︑それを三木がやろうと書
っているんだから︑それはやらせてくれ︒いま君らが飛び出すと影

と大所高所︑大露壮語で︑ふんぞり返っていた︒わかるでしょう︒

海部 だから︑ ﹁逆に利敵行為じゃないか﹂と僕は言ったんだ︒
門おまえらも改革派だと言い︑改革するんだ︑いままでではいけな

響力が大き過ぎる︒三木内閣には破壊的な影響が起きる︒考え直し

伊藤

伊藤

﹁私はキャッチャーだから︑ピッチャーはやらない﹂

じゃあ西岡さんは少し揺れていたわけですか︒

君が話をつけると需っていた︒

て︑そこで藤波と話をする自信もあった︒河野洋平さんの方は薦岡

と言っていたが︑雄弁会の同期です︒当時︑三塚博や松永光や︑い
ろいろおったけれど︑あれは一期先輩です︒脱線はそれぐらいにし

る︒藤波は︑

海部 そういうことがあって︑河野さんが行って帰ってきた︒僕と
藤波と渡部値三は︑早稲田大学雄弁会の嗣じ時で︑渡部恒三を幹事
長にして︑おれと藤波が副幹事長で︑われわれは外専門でやる︒恒
三の演説では優勝旗は取れないから︑おれと藤波が行って取ってく

匿新馬由クラブ結成への動き3︵新党結成︶

ミノファーゲンですね︵笑い︶︒

お諸になった霞拳玉 君も︑ときどき深夜秘かに南平台の三木さん
の私邸に現われた︒河腎洋平もときどき一緒に来ておったんだな︒
三木さんは︑そのころは畷糾誠一に嘉して︑いろいろやっていたん
です︒そしてときどき︑寧都営徳馬大先生なんかも現われたが︑あ

てもらえんかい﹂と雷つたんですね︒
そのときに門われわれが﹈間違えていたのは︑キーマンは藤波で︑
藤波さえ残せばこの話は雲散霧消するものだ︑と思っておったんで
すよ︒その前からいろいろなことがあり衷したが︑溝野洋平のその
ころの行勲を調べてください︒九彊かどこかに︑前から応援に行く
約束があったんだ︒応援をやったら︑帰りにこそっと攣りて︑伊勢
の藤波のところまで行く︒そしてその話はどうするか︑出てくるか︑
︸緒に行動するか︑思いとどまれというほうか︑どっちだ︑という
ことで最後の詰めをやることになっていたんだな︒

そのときまで僕らは︑絶対にそれが不発に終わるように願ってお
ったけれど︑たまたま河野洋平が応援に行くヨの朝の新闘に贔ちゃ
ったんだ︒それは石川さんが書いたのではなくて︑萩原さんという
人が書いた︒これは河野洋平︑西岡武央と透かった人ですからね︒
薪聞社の方は︑水をかけられてだいぶ萎んできたということを感知
したんだな︒ついていく予定だった藤波もだいぶ萎んでいたという
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腹を決めていたんだ︒そうでしょう︑内々二入を呼んで頼むと言わ

なって︑中に入ってきりきり舞いをやってくれるつもりだったんだ︒

なかったとみんなには否定しますが︑あの人も本当は官房副長官に

海部 揺れていたわけだ︒だって︑あの人がそうなった遠因はいま
までの器の中に出てくると思います︒西岡鴛のために︑こんな詣は

伊藤

けれども結果から見ると︑そうではなかったんだな︒

て行くだろうと思っていた飾もあった︒藤波はああいう人だから︒

藤波孝生だと思うんだ︒よそから見れば︑藤波が動けばみんなつい

周辺にいろいろな人がおったけれど︑両方かけて冷静に見ていたの
は西潤の方だったと思います︒むしろ燃え上がっていなかったのは

あれも五分五分だったと思うよ︒船が出ても︑結果として藤
ウッと留まったんですね︒

にも﹁行ってはいかんよ︑出たらいかん︑出たら三木が駄録になる︒

海部 乗ってくれと最後の駄目押しの期待をもって︑河野洋平が宇
治山繊まで行ったんだ︒僕らはその前まで哲岡を呼んで︑河野洋平

轡藤

波さんは乗らなかったわけだから︒

海部

やないですか︒

藤波さんも︑船が出る寸前までは行くつもりでおられたんじ

れたんだから︒

俣藤 それが無役になったわけですか︒
海部 だから︑とは言いませんよ︒だから︑と言ったら西岡にかわ
いそうだ︒そんなものではありません︒でもまあいろいろそういう
こと等もあった︒人事というのは︑最後の最後の⁝晩でひつくり返
るものですな︒朝軍く﹇三木さんから隔電話がかかってきて︑ ﹁海
部さん︑すまんけれど︑君はな︑醐長官をやってくれや︒その方が
すべてうまく収まるわ︒君のためにもなるよ﹂という話だったんだ
な︒

三木内闘がもうじきやるんだ︒政治改革を出して党内がごちゃごち
ゃでどうなるかわからんときは︑選挙もやらなければならなくなる︒

極藤

けれども︑その霞那さんが一入で別の行動をとったんだ︒

とでしたよ︒

極藤 じゃあ夜に決まったんですね︒
海部 夜決まったんだ︒われわれが帰ってから決まったんだ︒それ
でおれは︑ ﹁副長嘗は西岡じゃなかったんですか隔と言ったんだ︒
懲いや︑西岡さんは亜蜀さんで︑また働いてもらうから一というよ

海部

もう突っ走って︑こちらに戻れない︒

そのとき果たす役割もたくさんあるんだ︒いま党を翻ったら︑さな
きだに弱い三木派がさらに腕一本もがれて弱くなる﹂と︒そんなこ

うなことだった︒

伊藤

んというのは初当選が僕と 緒だ︒鋤川社会労働委員長の時には︑

海部 助けてもやらなかったわけでしょう︒それは宇都宮徳馬さん
もちょっと違ったほうに走ったし︑繊川さんもそうだった︒男用さ

ンスがよくわからないんですね︒

臓倒さんに麗いても︑なんでここで党を出るかというニュア

伊藤 先生としては︑西岡さんに義理が悪いですね︒
海部 それは義理が悪いわ︒家来みたいなことを書って︑官邸に行
って竹下にも紹介したんだからね︒格好悪いわ︒けれども西爾はそ
んなことはひと書も言いませんけれど︑やがて︑僕に欝わせれば︑
そういうこともモヤモヤした原因の つになったのかな︑と思いま
すけれどね︒本当に燃えて燃えて政権を取ったんですから︒そのと

き︑自分もここでお力添えしよう︑お手伝いしょうと思ったという

僕は国会対策委員長だからうんと助けたんだ︒社会労働委員会の法
案を助けたが︑採決をしなかったというので︑いっか言わなかった
かな︑社会労働委員会の暴れん坊のハマコ⁝﹇浜田幸＝が僕のと

こ と は 大 変 な ことでしょう︒

俘藤 そうですね︒そうすると︑事柄の鑑進の中心は誰だったんで

す﹂とは言わなかったけれど︒

﹁浜ちゃん︑そんなことやったら駄

﹁お国のためで

ころに来て︑

それを二進したのは︑河野洋平がその気になっていたのは︑

﹁陽州を刺します隔と言ったんだ︒

しょうね︒

海部
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う気持ちがあった︒

腿中 飼か展墓があったんですかね︒
海部 展望がないから︑やつちゃいかん︑といってみんなでブレー
キをかけたんだ︒いまはまだ早過ぎると言ったんだ︒ 門天の時︑地
の利︑人の和﹂というけれど︑それが熟したときにそういうことは
成功するから︑それまでは早まるな︑ということでみんなが説得七

圏だよ︑それは通用しない︒どんな大義名分があろうと︑何があろ
うと︑欝良上野介は駄欝だ鳳と言ったんですけれどね︒結局︑最後
に国記さんぶ躊躇逡巡したがために︑そういう騒ぎが⁝園あったこ
ところが網川さんは︑ヨ頃われわれと一緒になって相談する人じ
ゃないんだ︒自分はもう少し上の方の人だと思っている︒だから︑

たんじゃないですか︒

とも事実︒

三木さんのところには直接行っていろいろ話もしてくるし︑宇都宮
瓦窯

ームになりましたね︒

だけどとにかく︹新自学クラブは﹈次の選挙ではずいぶんブ

徳馬とはサシで会っていろいろな話もするけれど︑われわれとはサ
シで話をしたことはないんだ︒だから西岡やほかの者も︑ ﹁田周は
別格官幣社だから﹂ということで︑⁝羅置いて別にしておったんだ

海部 自分の選挙だけは強いんだ︒
極藤 なにか神奈川の政党みたいなところがありましたね︒
海部 そう︒自分の選挙だけは強いんだ︒だから選挙区を二つに割

な︒またそんな感じがする存在だったな︒

佐道 西岡さんは揺れてはいたけれど︑最後に溝野さんの説得は西

って隣に患子を出して︑まだ当選できる︒選挙だけは強いんだな︒

これは三木さんはどう見ておられたんですかね︒結果的には︑

岡さんに任せたというお話だったと思うんですね︒そうすると︑最

伊藤

まあしょうがないということでしょうかね︒

後は蓋置さんはやめようという意識になられていたんですね︒
海部

なっていて︑いったんはプレ⁝キをかけに行ったんだ︒

佐道 それが︑ミイラ取りがミイラになつちゃったということなん

あるはずだ﹂と言っていた︒

海部 結果的にはそうですね︑しょうがない︒けれども僕らがしよ
っちゅう会って謡した綱引きの経緯は報告してあったんだけれど︑
﹁最後まで努力せいよ︑夢は捨てちゃいかんよ︑あれらにも迷いが

そうなってしまったんだ︒

ですね︒

海部

望新自由クラブ結成への動き4︵新党の意昧︶

幽中 実際に党が結成されたとき︑連携とか事実上の連立とか︑そ
んな感じで接せられたんですか︒それともまったく野党の つとし
て⁝一︒

海部 連立というのは結果として︑佐々木義武以下が金包みを持っ
てきて︑それを出して︑連立の話を親自認クラブに持ちかけたわけ
でしょう︒あの填には︑そんなことをやったっていかんと断わりな

横藤 先生から見て︑河野さんの意図は何だと思いましたか︒
海部 それは︑自分がこういう行動をすることがいまの政局を変え
伊藤

侵藤

三木内閣を助けることになるということですか︒

ることができるんだ︑ということでしょう︒
海部 いや︑三木内閣を乗り越えて︑自の前の．一内閣よりももっと
大きな政絵の改革をするという目標があると思ったんじゃないです
か℃洋平さんという入は︑三木内閣を作ってそれにやらせるという

いう野党ではないんでしょう︒

ないんです︒その頃でも︑西岡が絶えず︑こうです︑ああで

薪自由クラブは野党になったからといって︑三木内閣反対と

はいろいろあったけれど︒

がら︑結局最後の最後は︑それで連立しちゃつたんだ︒途申の経緯

のではなくて︑自分が必ず総理になって︑自分が改革するんだとい

海部
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すと言う︒ 門予算は通すようにします﹂とか言って来てくれるから︑
﹁ 頼 む よ ︑ そうやってくれよ﹂というこ と で し た ︒

は︑これは徹底解明をやると
︒
田中 おっしゃっていましたね︒国会でもそうですね︒
演部 国会で︑あの頃は僕が議運の委員長だったんですよ︑いや副
伊藤

匿中 じゃあ内潤とのチャンネルは︑西岡さんがやっていたわけで
はい︒

長欝だったんですね︒

海部

河野さんではなくて︑蒲岡さんなんですか︒

すね︒

揮藤
そうです︒

副長窟だけれど︑議運とおっしゃいましたね︵笑い︶︒

海部

圃日ツキード事棒1︵発端︶

言がああいうふうに出るということは︑誰も知らなかったんですよ︒
だから当時︑議運では叱られたんだな︒事前にもうちょっとチェッ

の ぐ ら い で い いですね︒

撰藤 思いもかけずに侮か面白い党ができたんだな︒この季題はそ

田中 実際はそんなものかもしれませんね︵笑い︶︒
伊藤 いや︑実際そうなんですよ︵笑い︶︒
海部 たまに忘れちゃって困るんだな︵笑い︶︒議運の委員長のと
ころに行っては︑ ﹁総理にこういう答弁をさせるが︑どうだ︒止め
たりするなよ︑突然の発書だから﹂といって︒だからあの総理の登

拐藤 さて︑ロッキードのお話はまだ伺っていませんね︒いよいよ

俘藤

﹁これは徹底的に追及いたします﹂と︒

そして三木さんはしゃべつちゃった︒

クして︑そこらの話がつくまでは本会議なんか開いちゃいかん︑と
いうことになるわけです︒ところが麗いちゃつたし︑やつちゃった︒

︵一九七六︶年二月四丁﹈︒

ロッキード事件が発覚したということで︑名前は出ないけれど︑
﹁日本の高富﹂ということがアメリカの委員会で出ますね門昭和五
十

海部

て演説をしたね︒

﹁それが巳本の鼠霊主義のためになる︒日本の昆・王主義はそ

海部

んなにひ弱いものだとは私は断じて思っていない﹂とすごい顔をし

コ ー チ ャンですね︒

伊藤 だいたいそのときには︑それは田中﹇角栄﹈だと直感的に思
ったんじゃないですか︒

三木さんは︑磐戸的に思ったかもしれない︒

やフナじゃない︒

海部さんは思わなかったんですか︒

コイですね︒

海部

海部 僕らは直感的に︑そこまではまだ行かないと︒そうだったと
しても︑いきなり司中総理のところまで来るとは思わないし︑いき．

霞中

引き具合からすると︒

伊藤

なり頂上作戦ができるとは思わない︒その下に曝譜系の幕僚たちが

海部

三木さんがそのことに賭ける意気込みは大変なものだったん

田中 ということは︑そのときもう函中を︑と思っていたんですか︒
海部 三木さんのところでは︑稲葉修さんを通じて︑どうも最後は
行くところまで行くそ︑と思っていたでしょう︒そこらへんのボラ

おるでしょう︒そのうちの誰かだと思った︒ああいうところは屍磯

伊藤
海部

あの人は口が堅いから︑僕らにも言っていいことと︑いかん

ですね︒

切ゆといって︑それを出すことによって︑みんな被せちゃって︑チ
ャラにしてしまうということに非常に長けていましたからね︒誰が
その役を買って出るか︑ということも興味の一つだったな︒
伊藤 ああ︑そういうふうに考えていたんですね︒三木さんとして

ことをよく心得ているわ︒下手にしゃべってまたり⁝クされたらか
なわない︒そういうこどもあるでしょうね︒それから三人で話した
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揮藤
二 人 の 時は洩れない︒

二人だと大丈夫ですか︒

こ と は す ぐ 洩れるという︒
海部

伊藤 誰が洩らしたかわかるわけですね︒自分か相手しかいないか
ら︒

海部 だから僕らも二人で詣をして︑ コ言うなよ隔と言われたこと
は言わなかったな︒霞ったら︑官房副長官だとすぐバレてしまう︒
田中 三木さんとしては︑霞申さんをここで取り除くことが自分に
とって非常にいいことだと思っていたんですかね︒
海部 僕だったら小人だからそう思うだろうけれど︑三木さんのよ
うな志の広くて高い理想霊義者は︑ここをいま除いておくと霞本の
政治がよくなる︒議会政治がこれで蘇るんだ︑というような発想だ
ったと思うな︒自分が︑という発想ではなかったと思うよ︒だって︑
再三門わしは議会の子である﹂と言っていますね︒そして議会をよ

外交ルートでやるものが︒あれだと思います︒
極藤 じゃあ外交ルートで行くわけですか︒
海部 だって︑外交ルートで行かないと︑向こうだって受けとらん
でしょう︒だから外交ル；トで行って︑アメリカ大使には直接三木
さんが︑こういう事態になったからこうする︑という︒ほかの役人
に立案させて︑起案させて幽していたら︑どこでどう改窟されるか
わかったものじゃないから︑自分できちんと書いたものを送らせだ︒
伊藤 誰が英語に翻訳するんですか︒
海部 それは外務省でしょう︒けれど︑オリジナルがあれば︑下手

な訳をされたってすぐにバレますからね︒そういうことが私の記憶
にはありますね︒

霞中 海部先生も原文はごらんになったんですか︒
海部 日本語の手紙は見た︒あのころ︑そういうことは外務省から
出向して秘書官をやっていた国弘正雄というのがいた︒あれは詞時

通訳もできるくらいのベラベラだから︑サミットの時も外務省の通
訳だけでなしに︑国弘も連れて行った︒だからブッシュとの同時通
訳には圏弘が入って全部やっていましたね︒ああいうときには︑翻
弘が起案するなり︑あるいは外務省から来ておった秘書官と相談し
て書くなりしたんじゃないですか︒これは僕の推測ですがね︒日本

くすることがわしらの仕事だということですから︒

揮藤 総理がフォ；ド大統領に親書を送りますね︒ああいうことは

語の原文は︑僕は見ています︒書いて︑ ﹁どうだい︑これで︑入に

海部
慮 分 で 書くんですか︒

あれは門総理が﹈自分で書いちゃつたんですから︒

俘藤

書うなよ隔と言われて︑読んだ︒

田簸ッキード事件2︵フォードへの親書︶

手続きはどういうふうにするんですか︒
俘藤

海部

がありました︒

口止めされたから︑

﹁はい︑はい隔と漏った︒そういうこと

﹁人に言うなよ隔ですか︒

海部 自分で書いた︒そんなもの︑外務雀を呼んで︑これを作文し
てこい︑なんていうわけにはいかない︒もちろん臼本語で書いたん

鴻烈

ましたが︑それは私邸の方に行くんですか︒

それは宮邸ですか︒

ですよ︒

﹁この原文を入れて漏と雷われたから僕はよく覚えている︒

原文と訳をきちんと書いて︑それは手紙ではなしに︑直接渡せとい

海部 私邸︒あの人はときどき帰っていたんです︒
撞藤 さっき︑国川さんとか宇都宮さんも繭平台とおっしゃってい

誰 が 渡 すんですか︒

うことでした︒

理中

海部

私邸です︒

それはバウチャーとかいう極秘の書留があるじやないですか︑

私邸に行くと︑副長官としては誰が行っているかよくわかり

海部

伊藤
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伊藤

門腰を抜かすなよ﹂と言われた︒フォードという人は︑三木

門腰を抜かすなよ扁ですか︒

ませんね︒

海部

﹇ 海 部扁先生も行かれているんじゃ な い で す か ︒

曖中

さんとよく似ていて︑長いあいだの議会人としての経歴があったか
ら︑梱通じるところがあったんでしょうな︒

この段階では︑三木さんはかなり事態についてわかっている

ったらいかんなあ︵笑い︶︒

うようなことではっぱをかけられて︑いろいろやっていたんだ︒
田中 恐妻家なんですか︵笑い︶︒
伊藤 愛妻家というんでしょうね︵笑い︶︒
海部 愛妻家と言いながら︑字がちょっと違う︒そんなことまで書

えらい奥さんがおったんだ︒ 門あなた︑しっかりしなさいよ﹂とい

海部 それは法務大臣を呼ぶんだ︒どういう言葉遣いをしたかわか
らんけれど︑稲葉法桐が呼ばれて二人でじっくり話をした︒あの人
は長いあいだの岡志ですからね︒国難協同党の︒それからあそこは

るでしょう︒

ればいいということだったと思いますよ︒
俘藤 でも検察を守らなければ︑いろいろなところがら横やりが入

海部 どこからどこへ行ったという︑おぼろげな大きな構図はわか
ったはずですね︒だからこれは検察に愛せて︑検察に明らかにさせ

んですね︒

俘藤

圏ロッキー9事件3︵稲葉修法相︶

海部僕もしょっちゅう行っているから︑わかるわけです︒永拝道
雄もその頃しょっちゅう現われておったし︒
田中 そうすると︑グループで私邸に集まるような感じなんですか︒
海部 前から共通・共詞で研究していたようなグループもあったん
ですね︒これは役人だからかわいそうなので名前は言いませんが︑
自治省の蘭係者で︑選挙のことに非常に詳しい人と言えばだいたい
絞られてくるけれど︑その人も僕は侮圓も会ったことがある︒それ
は内閣ができる前からだ︒そして最初にイギリスに行って︑腐敗堕
落防癒法のあそこがコツだから︑あのコツがあそこにあるんだから︑
それをよく見てきてくれ︑といっていた︒
伊藤 新和記者なんかも一緒ですか︒
海部 別の部歴で待っていてもらいました︒穀聞記者のおるところ
で一緒にしゃべったら︑その日のうちにバ⁝ッと広がりますから︑
それはありません︒

伊藤 三木さんの私邸に︑新聞記者も入るわけでしょう︒
海部 応接間の方に入れてやるんです︒だからそういう人が来ると︑
応接間ではなくて︑座敷の奥に入れる︒騒動記者にわからないよう
な道は︑裏の娘婿の家だ︒だからそっちの出入り口から入ってくれ
款聞記者にわからなかったのかな︒

ば よ か っ た ん です︒

伊藤

佐道 私邸に戻られるのはときどきとおっしゃいましたが︑官邸で

ということになるんですね︒

て挙党協﹇溶罠党挙党体制確立協議会扁のような動きが出てくる︑

だんだん火が燃え上がってくるようになると︑それと鼓行し

そうでしょうね︑僕の推測では︒

海部 そうでしょうね︒ああいうことは︑椎名さん一派としてみれ
ば面白くなかったんでしょうな︒もっとズバリ言えば︑だいたい︑

拶藤

海部

そのフォード大統領に出した親書の返事が来るわけですね︒

いぶし出されて浮き彫りになってきた人たちのところは警戒してい

は会いにくい人たちと会うために帰られるんですね︒

それはごらんになっていますか︒
海部 いや︑その実物だけは僕は見ていないけれど︑フォードは高

俘藤

﹁やるか

く評要して︑やろうと言うんだ︒だからn三木さんが﹈︑
ら︑腰を抜かすなよ﹂と書われたのを覚えているな︒
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﹁わしはもう誰にも雷わんけれ

﹁よろしいですか︑ちょっと報告があるから﹂というと︑稲葉

は︑

門三木さんは﹈あの贋︑

ましたよ︒

さん自身が﹁どうぞ︑どうぞ輪というから︑入っていって聞いた︒
先生ですか︒憲法ですか︒

ど︑わしが当然中味を知っていると思うから︑こないだうちも君が
圏中
憲法︒

あの入は中央大学のおれの先生だから︒
海部

学者法相だったんですね︒

海部

挙党協みたいな動きがごそごそと始まったということは︑な

あれは船頭﹇中﹈さんの周辺からポロポロ洩れだした︒ ﹁船

んとなくわかるんですか︒

伊藤

闘ロッキー鑓政局ーハ挙党協の動き﹀

曖巾

おるときにちょろちょろやって来るのは︑知っておるかどうかを探
りを入れに集たんだ︒おまえさん︑誰に聞いてきたんだと君っても︑
誰も出てこない﹂と言うんだから︑相楽な波紋を呼んでいたのは事
実ですが︑まさか田中角栄さんのところ︑総理のところへ直接行く
とは誰も思っておらなかったですね︒
伊藤 その毅階でも︑ですか︒
海部 その段階でも︒それほど自毘党のそれまでのやり方で︑防衛

線はしっかりしておると思っていた︒いろいろなトーチカや︑突破
できないものがあるし︑最後に守るべきものはあるはずだ︑セリフ
もあるはずだ︑というような説明が一つありますね︒
それからもう一つ︑これはまったく政治家ではないけれど︑かな

俘藤

海部

でも︑前からそんな動きがあるんでしょう︒

そんな頃だったと思いますよ︒

御幣 船田さんは︑かつがれたんですね︒
海部 かつがれたほうだけれど︑よく闘いてみると︑かつがれるこ
とにまったく異存はないんだ︒そういうふうにして人の圏に晒され
ることは平気だから︒投に出た一番の理由は︑憲政愛念館かどこか

田さんの周辺がおかしですよ﹂とおれが耳打ちをしたこともありま
した︒聞いたから︒ ﹁そうかどというようなものです︒

囲中 そうなると︑三木さんが検察に直接ご指示なさったというこ
とはないですか︒検察は︑自同党的な方向に行くかもしれないと︒
海部 検察は︑稲葉修さんを通じて本音のことをいろいろ言ってき

べ た 人 が あ りましたね︒

﹁その通りやりなさい︑

それは蓑立ってはあまりないけれど︑前から椎名﹇悦三藤嗣

り著名な作家でいろいろなことを僕に孤客話す人が︑ ﹁本当に三木
さんはあそこまでやつちゃうつもりなの︒それは三木さんのために
も︑日本のためにもならんよ﹂ということを︑大所高所論から書っ
て︑真面目に﹁思い直さないか︑考え濱さないか﹂という三晃を述

て い た ん じ ゃないかな︒そして稲葉さんに ︑

海部

九七六︶年﹈八月十九種目なっていますね︒

さんが︑ ﹁わしは生みの親ではあっても育ての親ではないよ﹂と言
ったことに端的に現れているわけだね︒

門昭称五十一︵

霞中 そうすると霞中逮捕に関しては︑稲葉さんの性格がかなり重

田中

霞中

に議員を集めて︑挙党協を溌足させたことだ．

それはわしがちゃんと応える隔というようなことではなかったかし

要 に な っ て き ますね︒

え上がったというイメ⁝ジですか︒

ら︒

海部 稲葉さんはあのときは溝中逮捕でも︑それよりももっと大き

海部

ですね︒

三木が飼中逮捕を掬えなかったのはげしからん︑ということ

そういう長い伏線があって︑田中さんが逮捕されたので︑燃

な保護法域の順位ということを︑学者だから考えていた︒この際︑

保護法域で一番大きいのはB本の国だという発想じゃなかったかな︒
そんな詳しく稲葉さんの話を闘いていないけれど︑ときどき行って
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俘藤 そこが一番のポイントですか︒
海部 そう︒知恵者がおって︑僕にも電話をかけてきて︑ ﹁総理大
臣というのはな︑海部君︑オールマイティなんだよ︒だから犬養健

の事件があるけれど︑法務大寵なんていうのは︑総理大霞の︑雷う
ならば家来だから︑悪ければ替えちゃえばいいんだから﹂というよ
うなことまで荒々しく書って来た入があったな︒
傍藤 要するに︑指揮権発動をなぜやらなかったのか︑ということ
ですね︒

門指揮権をちょっと発動す

しかし入らなければ︑ほかがみんな潰れたときはそこに行く

三木も挙党協の︸部も推してくれるというイメージだったん

じゃないですか︒

海部
鑓中
ですかね︒

伊藤 このときはまだ幹事長でしょう︒そうすると︑三木内閣を支
えているのは︑三木派と中曽根派一︒
それだけになつちゃつた︒

そうすると︑もう内醐はガタガタですね︒
だから選挙でもやって︑そこで斬り死にするよりしょうがな

ということです︒けれど︑それは華々しくやろうとすればだ︒
挙党協ができた頃に︑解散とか︑そういうことは三木先生は
おっしゃっているんですか︒

中差根さんは入っていないでしょう︒だって幹事長でしょう︒
何か曖昧な感じだったんですね︒

るように︒それには大義名分がいるんだ︒立てて走る大義名分の旗
がなければ選挙は戦えないんだ﹂という︒選挙をやるには大義名分
が必要だということを︑あのときいろいろ共出さんが教えてくれた

挙の風はまたどうなるかわからない︒選挙をやって勝てばいいんだ︒
けれども勝てるか勝てんかを決める前に︑選挙をやるかどうかとい
うときには︑できるだけまあまあという全体の合意がなるべくでき

海部 はい︒ ﹁海部さん︑もう殿はその気になって︑短期でもこ出
陣だから︑そばにおってしっかり支えてくれ︒いざとなったら︑選

伊藤

たよ︒

い ろ いろ言ってきました︒

そう︑挙覚協に入った人です︒

挙党協は︑霞中派はもちろん︑福譲・大平両派を中心に︑樵﹂
船蟹︑水田とメンツが揃ったら︑党内の大勢ですね︒

大勢で︑数においては勝負があったということですね︒

中善根さんのあのときの基本的なスタンスは︑行き詰まれば
次は︑おれだ︑ ということでしょう︒またそんな状況でもあったな︒
そうですが？ 次だと言っても︑挙党協のほうに入っている

田中

俘藤

な︒

海部

しない︒

ょうかね︒

ロッキードなんて︑まさに大義名分になったんじゃないでし

田中入ってしまえば︑縢ってこないかもしれない︒
海部 そういうことだったと思いますよ︒
俘藤 しかし入らないで︑党内の多数をとるわけにはいかんでしょ

摂藤 それで門昭諏五十一︵一九七六︶年﹈九月÷ヨに臨時閣議を
開いて︑臨時国会召集の閣僚署名を出講したら︑閣僚の大半が署名

だから︑入ってはまずい︒

わ け で は な い でしょう︒

一瞥根﹇康弘﹈はどうなったんですか︒

いざとなったら選挙に打って出ると︒

そういうことを懸ったのは︑のちに挙党協に入った入なんで

s

その入たちはやれ︑というんだ︒

田い海伊海
申な部藤都

海部 そんなことは言いません︒そんなことは欝いませんが︑取り
巻きが言うんだ︒井出﹇一太郎﹈さんもその頃は腹を固めていまし

僚藤栄作の前例もあると︵笑い︶︒

N
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そこまで行かないじゃないか幅というんだ︒

海N俘田鶴名伊海す田海拶れ海
部申藤申部 藤部か中部藤ば部

海部 十五名が朝︑懸のところに集まって︑いまはこういうことで
は署名すべきではないだろうとやっているんだから︒
俘藤 そのとき︑挙覚協の人たちが党内調整の方が優先するという
んですが︑党内調整の具体的な意味は傍ですか︒
海部 これ以上党内に無用な混乱を起こしては日本の政治のために
よろしくない︑ということですね︒
伊藤 でももう弼中さんは逮捕されているし︑さらに固き続いて︑
佐藤孝行さんとか︑橋本門登葵㎜二郎嗣さんも！︒
海部 あの頃は全体の構図が出てきておりましたからね︒大変なこ
とになる︒けれどもそういうときに︑被害を最小眼度にとどめる方
法はないだろうかと書ってきた人もある︒挙党協側の一部の人の知
恵というのは︑そういうことですね︒これでやったら︑この党は全
部終わりになつちゃうという︒そこで三木さんが︑ 円いやそんなこ
とを言ったって︑二本の政治のためだ︒二本の政治はそんなに鵬い
ものではない︒もっとしっかりしたものだから︑この際これを一つ
の突破爵にして︑改革をやり遂げなければならん隔ぐらいのことを
書うものだから︑侮をえらそうなことを言っておるか︑というよう
な感情的な反発もあったことは事実ですね︒
田中 三木さんと︑大平・福弱とは︑何回か会ってお話をしていま
すね︒

海部

掻藤

いっぺん︑共出さんが中に入ったことがあったかな︒

誰も陪席していないんですか︒

結局三木さんの方としては︑解散という最後の手段がある︒

匿隣ッキー鑓政局2︵臨時国会召集か解散か︶
伊藤

解散されると︑挙党協のほうは具合が悪いわけですね︒解散の大義

ロッキードを徹底的に解明しようどいうのに︑ ︻所懸命それ

名分は︑どちらかというと三木内閣の方にあるわけですね︒
海部 そうです︑あのときはね︒
伊藤

に反対しているわけですからね︒

海部 これほど大きな疑惑を国民が持っておる問題について︑さら
に蓋をしょうという殻策では絶対に救われない︒だからアメリカの
昆主憲義も︑艮本の蘇りのためなら資糟も出すという︒ところがあ
れはよく調べると︑アメリカは免責約款を取り付けてやっているん
だな︒けれどそれはそれ︑これはこれだ︒もらってきてやればいい
んだ︒要するに明らかにすることだ︒最近のことみたいな話で︑清
極藤

そこから先は裁判で︑裁判をしっかりわれわれが支えていけ

そこから先は裁判の問題ですね︒

報公開をきちんとしなさい︑ということだ︒

海部

ばいいんだという基本姿勢でした︒

会 い ま した︒

海部

伊藤

折り合ったわけです︒

るけれど解散はしないという線で折り合ったわけですか︒

結局︑臨時国会を召集する︑しないでもめて︑國会は召集す

露中 そのときのお話の内容について︑先生はお誕を伺っています
か︒

海部

それはだいたい三者のあいだでの詣ですか︒

海部 いや︑あのときはホテルオークラの特別なスイートにみんな

揮藤

あのとき申に入ったのは保利茂さんごやなかったかな︒保利

入だけで来てくれという︒

集めて︑福圏さんと大平さんと︑当事者

海部

本当にその三人だけになるんですか︒

俘藤

保利さんは挙党協の側の代衰ですね︒

によく言っておいてください﹂という︒

さんから僕のところに電話がかかってきて︑ ﹁海部さん︑三木総理

それから︑そのときは直接腹を割って諾をしてくださいということ
で︑連絡をして集まってもらうところまでセットしますね︒あとは
債藤

本当に三入だけです︒

食事を入れる︒

海部

一24プ

まあね︒

な︒ほかの用を作ったんだ︒外務大臣という立場上これはやってお
かなければならんとかいって︑北方領土のことか何かだった︒ 門あ

海部

伊藤 船嗣さん︑保利さんということですね︒
海部 船霞さんは挙党軍側で︑代表委員になっているんだから︒そ
れであの頃の構図は︑保利さんがそこに入った︒保利さんはなんと

んなもの緊急でも何でもない︒いつでもできるじゃないか﹂と言っ

俘藤 逃げちゃったというのは？
海部 逃げちゃつたというのは俺の言った書葉だから︑それは悪い

かして喧嘩激突みたいな急場は救いたい︒

て︑三木さんが怒った︒けれども外交上の問題で︑と言われればね︒

要するに自昆党が分裂しないように︑ということですか︒

俘藤

のちのちまでも尾を引くことになるんですが︑一人そういう人もあ

いってリストアップして︑

﹁井出君とよくあれしてみて﹂というよ

田中 辞表を取ったら︑総理が全部兼務するようなイメージですか︒
海部 そうです︒けれどもそのときに︑いちいち兼務というのもあ
れだから︑少々秩序・無齢にこだわらずに︑若手を採ったらいいと

い︒あのときは辞表を取るところまで行っておったんですからね︒

そういうことがあったので︑保利さんがみんなを集めて﹁今ヨ一
日はあれするから︑短気を起こすな︑起こしたらおしまいだ﹂と︑
保利さんの影響力の効く人に説得もした︒あの頃︑甥に表立っては
いなかったが︑金丸﹇信﹈さんは保利さんに心酔しておったし︑金
丸に言われれば竹γ﹇登﹈は何でも濁いちゃう︒そうすると︑潮の
流れが変わり始めたな︑ということになるわけですね︒中善根さん
もそういうのをずっと見ておって︑本領を発揮して︑よしこっちだ︑
ということになるわけでしょう︒その代わり︑鋸目は辞表を取らな

った︒

海部 そう︒ ﹁そしていま選挙をやったら駄羅だ︒自民党は負けて
しまう︒それで最後の最後はよく謡をするから︑もう一霞慎重に対
ぐ三木さんに堪えました︒いいとも悪いとも書わなかったけれど︑

応してほしどと︑保利さんに時間稼ぎをやられたんだ︒それはす
門う〜ん︑そうか︑そうか﹂と霞っていただけだったな︒それで
﹁井出を呼べ﹂と言われて︑井出さんと話をした︒そのときも最後
の最後は︑永井道雄の話を聞いた︒永井道雄は当時文部大臣だった︒
永井さんを呼んで︑会って話した︒それからどうするか︑せっかく
そこまで言うのなら︑保利さんといろいろ詣をしょうということだ︒

・いまやったら駄目になると言って︑たしか一日待ってくれという
電話が保利さんから入ったんだ︒それで保利さんのことを当然総理
にも伝えましたし︑憲正長宮の井出さんにも伝えましたよ︒それか
らまた相談をした︒ずっと張りつめておったのが︑急にフッと抜け
たのは︑永共さんがそれに賛成したときだ︒徹夜みたいな状況でい
ろいろなことを言い合いしていたときに︑時間のことは当時の手緩

うなところまで状況は行っておったわけです︒

﹁ここらでちょっとみなさん︑お腹に入

を見なければわからんが︑

じゃあリストもできていたんですか︒

海部だいたいの糧削りのリストだけれど︑それは脇の農を見なか
った︒

田中

れて︑ちょっと空気を入れ換えたらどうだろうか﹂というようなこ
とを言われて︑どこかからカレ⁝ライスを取ったんです︒その瞬間︑
ああこれは気が抜けたなと思ったな︒これで話がついちゃうな︑と

伊藤

三木派

思った︒三木さんにしてみれば︑井出さんとのあいだでは︑とにか

と中善根派で︶やる以外にないですね︒ほかの派からは⁝︒
海部 呼べません︒ほかの派から呼んで︑ということにはなりにく
かったですね︒そんなときに一本釣りされて︑こっちに来たら︑そ

の人はそれで政治生命を失うわけだから︒

それは挙党協に入っていない入たちを中心にハ田中

く臨時国会も醐かせない︑十五入も集まって劇談の閣議で求められ
ても署名はしないというようなことを決めて﹇といって怒ってい
た﹈︒その目じゃなかったかしら︑︻入逃げちゃった閣僚がおった
な︒

J
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伊藤挙党協のほうとしても決め手がないといいますか⁝一︒
海部 自民党のためにならないというんだから︒守るべきものは何
だ︑ということをずっと詰めていったら︑とても天下國家の前で公

れたという語が入らない︒そのときはそのときで︑また城内交渉か
何かで考︑κようということがぎりぎりだと思うんだね︒当方でお互
いに票読みをやると︑これはどう考えても︑数の上ではこっちが多

そう︒新聞記者も雷ってくるし︑両派のいろいろな人も教え

てくれるわ︒

海部

伊藤 そういう状況は︑新蘭記者とかいろいろなところがら情報と
して海部さんのところに入ってくるわけでしょう︒

いろいろな話が右から左から入ってくる︒

いけれど︑いま直ちには福霞さんの顔を立てなければ駄目だとか︑

自民党の立場ですからね．

にできるような話ではないですからね︒
俘藤
そ う で す︒

﹁國民はこれを支持するとわしは確橋しておる輪

海部

と言って﹇三水さんは﹈強かったですからね︒
伊藤 そうしたら︑いよいよの場合は︑辞表を取って︑改造をやっ

て︑それで臨時国会を開いて︑何が何でもううまく行かなかったら
解 散 ︑ と い う コースですね︒

伊藤 事実上一本化するのは難しいでしょうね︒
海部 そこで︑じゃあ一年経ったら辞めて替わると

筆書けとか書

海部

くなとか︑下の方のレベルで話をしたんだけれど︑それはまとまり
ませんでした︒それはそうです︒

そうです︒

田中 私もいま記億を蘇らせているんですが︑あのときに挙党協が
党大会か何かを開いて︑三木さんを降ろす︒封立候補︑たぶん福腰

この三木内閣には︑松野頼三さんがずいぶん協力をしている
そろそろ出てきますね︒

﹁幹事長じゃない﹂

門幹事長◎やないん

﹁じゃあ誰にするんですか︒もう︸國

雄が初めて出てきたんだ︒内嗣常雄が幹事長で︑松野が政調会長で︑

中曽根さんですか﹂ ﹁違う︑内田鴬雄だ﹂という︒そのとき内田常

ですか鴇

たとき門三木氏﹈は︑ 門松野は政調会長だよ漏

海部 松野さんは︑自分が一回幹事長になったんです︒けれどもそ
れは︑福弱派・畷中派爾方が共同戦線を張って︑駄霞だという拒蚕
権癸動があった︒そこが三木さんのジェントルマンらしいところだ
な︒どうしても断固松野に︑とは言わずに︑また松野を呼んで︑㎜⁝
時問か三時閣︑瓢人で話し込んだんだろうな︒僕らは隣の部屋で待
っておったから︑何があったかわからんけれど︒けれども︑終わっ

国申

はずですが︑どういう場面で蹟てくるんですか︒

伊藤

臆日ッキード政局3︵松野国選会畏︶

﹁﹇福国氏の声音で︸そ

﹁どっちがなるんだい︒

さんぐらいを立てて駄霞にする︑という話がありませんでしたか︒
海部 そういうことを一つとして画策したこともあったので︑その
対立候補はいったい福圏さんか︑大平さんかということで︑三本さ
ん は し れ っ と した顔をして二人を呼んで︑

決まっておったら謡しなさいよ﹂という︒

本当のところ︑そこは調整してきていないわけでしょう︒

んなところまで︑まだ﹂ ﹁﹇大平氏の声魚で﹈ああ︑それはあ︑思
ったこともありません漏とかいうことで︑その場は消えてしまうね︒
伊藤

門今日は巌流島になるからそのつもりで﹂と言ってい

海部 きていないんだ︒だから三木さんが︑ ﹁わしが今碍は性根を
据えて聞いてみる﹂といって︑その直前に風呂に入って時間が遅れ
たんだよ︒巌流島の時だ︒僕らは周辺の取り巻きだから︑秘書宮や
井出さんと︑
たんですけれど︒

俊道 それは八月の三者会談のことですか︒
海部 三者会談︒その前に︑向こうは向こうで集まっていろいろ話
をされたでしょうけれど︑誰かを立てて降ろさなければならん︑戦

わなければならんというときに︑両方から話を賄いても︑一本化さ
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それは門三木内閣嗣改造の時の話でしょう︒

事前の三役構想から替えられたわけです︒
俘藤
海部 いや︑松野さんはどんな動きをしたのかということだから︒
伊藤 その前からずっと三木内閣を応援していたけれど︑あの人は

続くし︑選挙に負けたら三木さんはそこですっぱり替わるよ︑とい
う腹を決めておったんじゃないかな︒だから選挙で負けたときに︑
私が﹁辞める必要はない︑分裂選挙を仕組んだんだから﹂と言った
けれど⁝！︒

福 田 派 の人です︒

ていって︑安倍晋太郎や竹下と﹇討論を﹈やったときに︑ ﹁挙党協

ちょうどあの躊︑NHKの翻会討論会があって︑僕が副長官で出

海部

このときは三木派と搾常に密接だった︒

も と も と 福 濁 派の人でしょう︒

轡藤

いたんだな︒終わってから南幕禽に行ったら︑

﹁聞いていましたよ︑

属を一団懸命探し魅してやったんだけれど︑三木さんは腹を決めて

木の場合︑減ったと言ってもそれよりも多い﹂とか︑そういう屍理

のみなさんがそんなことを言う権利はない︒党が一致して選挙を戦
っておればね︒大平さんのときには二颯八に減ったことがある︒三

海部 霜野に密接だったけれど︑そのときは松野さんの心の申にあ
る門ジキル博士とハイド氏﹂みたいなもので︑政治改革をしなけれ
ばならんという心と︑党のためにはこれはやらなければならんとい
う悪の心と︑再方に長けた人ですから︒あのときは︑この際は三木
を助けておかなければ︑日本の国際社会における信用がどうなるの
か︑というようなことで︑党大会でやった松野さんの挨拶を闘いて︑

は潔く退くべきだ︒もし他日があるとすれば︑それにつながるし︑

海部さん︒わしの気持ちをもうちょっとこう︑教えとけばよかった
な︸という︒アメリカですね︒あの時初めて︑グッド・ルーザーと
いう書葉を使った︒三木さんは叩き込まれていたんだ︒負けたもの

い つ の 党大会ですか︒

僕 は 感 銘 を 受 けたな︒
田中

三木さんを送る擾擾だ︒
最 後 の 時ですか︒

海部
倶藤

最後の時︒なんとかの桑というのがあったな︒知恵の代弁者︑

名前を公表するという一連の動きがあるんですが︑そういうことが
さらに挙党協の動きに火をつけたということになるんですか︒
海部 物語としては舞常に推理が逞しいけれど︑それはあり得る結
論だと思いますよ︒灰琶高官というのは誰だというのは︑公表され

木総裁退陣要求をする︒このときは後継・福田でまとまることにな
るわけですね︒その前に︑稲葉さんがロッキード問題の灰色高宮の

佐道 十二層の総選挙で自昆党が負けることになるんですが︑その
前の九月に三木・中瞥根・船田・保利の惑者会談で合意ができて︑
解散を園避して三会を召集する︒そのあと︑十月にまた挙党協が三

■員ッキ；ド政局4︵一九七六年十二月の総選挙﹀

他日がないとしても︑グッド・ル⁝ザーは選挙の結果についてガチ
ャガチャ言わない方がいいんだ︒負けは負けだ︒それが民主盆義だ︒

海部
ミ ネ ル ヴァの臭ですね︒

官邸の上にくっついている臭が︒
田中

海部 そうだ︑ミネルヴァの桑に三木さんを喩えて︑送別の辞をや
ったんですよ︒あれは声涙共に下る話でしたね︒直接ここには関係
ないが︑そのときに︑ああ松野さんはこういう気持ちで助けておっ
三木さんにだいぶ膝をさすられたようですけれど︵笑い︶︒

て く れ た ん だ な︑と思った︒

便藤

それで結局︑賄時蟹会を召集する︒しかし解散はしないということ
は︑だいたい三木内閣は終わりになるよ︑という感じになるわけで
すか︒必ずしもそうではないんですか︒
︑海部 そこまで入れるとおかしくなる︒選挙の結果︑新総裁のこと

については覆民が明らかにするだろう︒選挙に勝ったら三木内閣が
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るまでは誰もわからんわけだから︒しかし︑もしかしたらあのとき
のあれかな︑と秘かに思う人もおるじゃないですか︒そういうのが
集まって︑だんだん火が大きくなってきたと僕は見ています︒
伊藤 その決着はついたけれど︑挙党協は挙党協として︑まとまっ
て三木内閣を倒すというところまで頑張るわけですね︒
海 都 そ う で すね︒
︒

伊藤 三木さんの方は三木さんの方で︑それをなんとかしようとい
うことで手を打たなければならない︒副長官としては何を

海部 あの頃は選挙に勝って︑そのことを金科重条にして中央突破
する以外手がないと思った︒それ以外︑頼るべき横のつながりも派
閥のカもない︒屡民の鼠指す方向はそれではないんだということし
か欝えないわけです︒また事実そうであった︒

閉中 もう選挙を瞬んでいろいろな布石を打たれているというイメ
⁝ジですね︒

海部 そうです︒それしかないわけです︒
閉中 ふだんの選挙とは違う対応をされたんですか︒普通の膣民党
の選挙と違って分裂選挙だったんですが︑三木陣営としてはどんな

三木派にしても︑中飛根派となんとかできるわけではないで

海部 おっしゃる通り︑派閥バラバラ選挙です︒派閥と派閥の日頃
の関係が深いところは︑お互いに相互援助協定を結んだりするでし
よ﹂つ︒

俣藤
しようし︒

海部 それぞれの中で︑例えば加藤常太郎さんなんていう人は︑派
閥からいうと違うけれど︑あの人は当時からいろいろ連絡をもらっ
てやっていたし︑松野さんももちろん最たるものであった︒さすが

に政治生濡も長かった三木さんだから︑あんなところにも隠し球︑

と書うと悪いけれど︑隠し球があったのかと思う︒応援に行ったり
したこともありますからね︒

田中 先生が地元で演説されるときも︑ロッキードの関係でいつも
と違った雰囲気を感じられましたか︒
海部 あのときは︑私の選挙鼠に関する眼りは︑断圏やれ︑という

いつもと薫じということですか︒

ことだ︒

伊藤

おったでしょう︒ ﹁応援に来てくれ隔というから︑

海部 いつもと詞じ︒ 門やれ︑やれ︑頑張れ︑頑張れ鳳ということ
だ︒それから︑静岡に癌田さんのほうの小島﹇静馬扁君というのが

完全に分裂選挙になったわけですか︒

繋 応 を さ れ た んですか︒

捜藤
分 裂 選 挙です︒

じゃあ選挙協定もできないわけですね︒

ご都合主義ですね︵笑い︶︒

世直しの選挙だ﹂というと︑だいたいそのへんからみんな納得して︑
ワ⁝ッと拍箏を買う︒だから日本の選挙は情緒だな︑と思いました

んだから︑その政治改革ができるかできんかは︑この小島静罵候補
を通じて全体のみなさんに広がるわけだ︒日本の世直しだ︒今度は

海部 それで僕は小島静馬のところに応援に行ったよ︒それでまこ
とに次元は高いけれど︑ ﹁悪心は派閥なんていう小さいことで来た
んじゃない︒敏治改革をやらなければいかんという志に燃えている

佐道

の運命を賭ける選挙になったから︑来てくれ漏というんですね︒

﹁おれは三木派

海部

だぞ︑応援に行ってもいいのか﹂といったら︑ 門いや︑みんながあ
なたのことを応援に来てもらえという︒自分も当選できるかどうか

伊藤 そうすると︑選挙本部が二つできたんですか︒
海部 いや︑選挙本部は二つはできなかったけれど︑選挙本部とい
わずに各派閥ごとに対策本部をつくったんだ︒挙党協のほうは挙党

協の方だが︑おかしなもので︑挙党協でも魔魅派と瞬中派はまた違
いますから︒腹に一物︑背中に荷物︒それがみんな⁝致結束したも
盗塁

選挙協定なんてやっていないですよ︒

の に は な ら なかった︒

海部

俘藤 分裂選挙というのは︑本当に派閥バラバラの選挙ということ
なんですね︒
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田中 もう一度確認しますが︑挙党協は統一の選挙事務所はつくら

いってi︒

くいったら勝てるとお思いでしたか︒
海部 いや︑こっちは勝てると思って︑勝てると信じてやったんだ
けれど︑結果はああいう状況だったね︒だから三本さんはサッと割

俘藤どうもこの選挙は負けそうだな︑という予感でしたか︒うま

すね︒

ころには江瞬真澄という人がおって︑田中角栄派のやつが応援にき
ていても︑ 門なんだあんなものは︒おれは霞中角栄には煙草銭︸銭
もらったこともないでな﹂なんて野次りに行く後援者もおるし︑そ
んなことを得意げに語り合うという雰囲気が当時はまだあったんで

ね︒ 贋派が逮うことは齋も承知で︑しかもそれを乗り越えて︑なお
大きな警標をという優先順位の高い使命感があるんだ︒この選挙区

なかったわけですね︒つくれなかったんですね︒

伊藤

でいうと︑小島静馬書を勝たせることである︒頼む︑みなさん﹂と

海部 つくれなかったと思うけれど︑集まってごそごそ飯を食った
り︑交流したり︑話をしたりしていることはその通りです︒当時の
ことは︑福笑派の申堅若手の仲間から教わったわけだから︒
回雪 実際︑統一選挙事務所を作るのは無理でしょう︒
海部 無理です︒それを作る以上は︑どんなアホでも︑これで自分
は一つ間違ったら干される︑消される︑それでもいいからやってい

海部

門読んでみい︑これ﹂という︒

匿防衛費GNp︻％枠問題

それをよくするから頼む︑といってもなかなか一︒

かなか選挙で勝つというのは難しいですね︒

ロッキード事件の問題で︑自民党全体が評判が悪いから︑な

って︑

り切って︑わしは辞めるからと象った︒退陣の辞をすでに書いてお

という自信と度胸がある人はあまりたくさんいないO
ご自分の選挙はらくでしたか︒

も う 安 定しているんですね︒

その頃はいつも最高点だもの︒それは選挙鼠が強いというこ

いて︑ご記億のところを教えてください︒

昭中 挙党協が大騒ぎをしているところで︑防衛費をG層Pの皿％
にするというのが閣議決定されていますね︒そのあたりの経緯につ

それは日頃から直接有権者と接触する努力をしていますから︒

海部

は い ︑ そうでした︒

﹁⁝％以内﹂にするだったか︒

﹁一％程度﹂と﹁一％以内臨でもめたんです︒それで門一％

軍事力は︑GNPの一％でいいし﹂と寒いながらニコニコと笑って︑

たな︒松野さんが言った言葉だけれど︑ ﹁慎ましやかな節度のある

ないんだから︑必要にして十分な軍事力で︑というような声があっ

海部あのとき党内からも︑一％でいいじゃないか︑⁝％でいきな
さい︒何も謡本は武力による威嚇や武力の行使を好んでする国じゃ

を超えないことをめど︵にする︶﹂になったんですね︒

血道

するだったか︑

あの当時のことを思い出しますと︑GNPの﹁⁝％程度﹂に

副長宮として活動していても︑ですか︒

とはありがたいことであった︒ このあいだ率直に言ったように︒
たしかに強いですね︒後顧の憂えなしということですね︒

俘藤
海部
伊藤

海部 副長官の時にもずっと回っているし︑僕が行けないときは︑
家内が行ったり息子が行ったり︑ それは露頃の接触というのはある
んです︒

や っぱり一家の事業なんだ︒

先生の貫合は二号は盤石だから︑ほとんど三木派の塔援で︑

M伊藤

佐道
海部

全国各地での反応はいかがでしたか︒

あちこち全国を回るということですね︒
佐道

海部それは自分の選挙区みたいにはいかんわな︒ちょうど僕のと
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らくでしたね︒

海伊海伊こ
部藤部藤う

あの人︸硫の雷い方だな︑ 門海部君︑旨本の国というのはこれから
どんどん大きくなるんだ︑みんなよく働くから︒そうすると︑その

一％はね︑きみ︑毎年増えるんだよ︒この勢いで臼本の経済が大き
くなっていくと︑ ％といっても︑そのうちに買うものがなくなつ
ちゃうぐらいだよ漏というような言い方をされていた︒ ﹁だからこ
こは君もガタガタせずにちゃんと腹に納めておけ︒⁝％程度という

ことでいいんだ︒こちら﹇GNP﹈が大きくなっていけば︑相対的
にこれ﹇GNPの︸％﹈も上がっていくんだ﹂と言われたことを覚
えている︒

あの頃も討論会をやると︑よく︻％問題が出てきたものですね︒
けれど︑呂本の国力はだんだん大きくなっていくから︑ ﹇防衛費
も﹈だんだん大きくなっていく︑なんていうことはテレビでは雷え
ませんから︑ ﹁謙虚な⁝％という枠は︑歴更に反省して︑近隣諸国
と鶏本との安定的な関係を守っていくために必要なことなんだ︑翻
艮のみなさんにもこれだけ拠出してくださいとお願いして認めても
らったでしょう﹂という︒当時はまだ災害対策に自衛隊があんなに
門いつどこでどういう羅に遭ってもこ

働くとは思わなかったから︑またそちらの方へ専門に使うなんてい
う こ と は 欝 ︑ 尺なかったので︑

の麟を守っていく︑みなさんの生活を守っていくためにきちんとや
っていく﹂と言うにとどめておりました︒

田中 それはそもそも三木さんの発想なんですか︒三木さんが誓い
出したんですか︒

海部 三木さんが書い出した︒誰かと勉強会で︑合意して納得した
んだろうな︒

田中 そのアイデアを出したのはどなたですか︒
海部 誰だか知らん︒三木さんという人は︑敵艦家のプリンシプル
に関することについて︑あれがこう書っておったからこうだとか︑
あれがああだからこうだとか︑絶対に人のせいにしない入だな︒だ
から人の意見も聞きながら︑自分がいっぺん噛み砕いて︑飲み込ん

で︑それから今度塵分の表現︑自分の需葉にして言う︑という入だ

な︒

圃ミグ25強制着陸事件︵﹁九七六年九二︶

佐道 防衛の問題が出たのでついでにと雷っては変ですが︑まさに
挙党協だなんだといって大騒ぎをしているときに︑九月にソ連か射
ミグ25が突然やってきて函館に強硬着陸するという事件があって

﹇昭和五十﹇︵一九七六︶年九月六日﹈︑これはまた大騒ぎになっ

たんですが︑この一連の経緯は覚えていらっしゃいますか︒それこ
そお役所は消極的権限争いで︑押しつけ回ったりしてなかなかまと

ベレン謙ですね︒

まらなかったという話がいろいろ出ているんですけれど︒宮邸にい
らっしゃって︑だいぶご苦労されたんじゃないかと思うんですが︒
伊藤

海部 ベレンロが飛んできて︑飛行機を見えないように幕で囲った
んですよ︒けれど︑下品な言葉だから使いたくないけれど︑野っ原

で立ち小便でもしているところなら囲っておけばいいんだけれど︑

そんなものを盤ってなんだ︒いまの時代は人工衛星が飛んでおって︑

地上の十センチのものでもわかるような精密な分解度のものがある
んだ︒天井も囲わなければ︑と言うようなことを君つた人がおった︒

まさにそのときの直感で囲星で︑どれだけ日本が分解して部品ごと
に調べ上げたか︑またそれを組み立て直すということをやる技衛を

アメリカ軍が協力してやったんじゃないですか︒

持っているか︑ということを知って︑アメリカも驚いた︒
僧藤

海部 それはアメリカは承知の上でやっているんだ︒ばらして調べ
ているということは承知だ︒けれども人工衛星でそれを見ておった
のは全部アメリカです︒ソ連の方は︑飛んでおっても︑解像力の高
い絵は持っていなかったと思うんですね︒だから逐一壊したり︑ま

とめ上げたりする作業は︑アメリカがみんな人工衛星で写したんだ
な︒
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海部

山導
﹇頷く︸

自衛隊の専門家がそれをやったんですか︒

は︑これだけ盤界が晃ておったことであるし︑さっき言ったように︑

こうすべきだということも進言したりしていましたね︒けれど結論

やはり官房の関係ですか︒

りをしたんでしょうな︒最後は結局﹁返すからね﹂といっていた︒

海部 官邸だと思いますよ︒あの頃は内閣調査室とか︑外務省の情
報とか︑そういうものを総合的に判断して︑どうだこうだと︒そう
いうことを持ってくると︑三木さんのところで報告を受けて︑はい
といって︑そうしなさいとか︑そこはこうしろというようなやりと

邸ですか︒

伊藤

いと︒

田野 アメリカは画像をとったかもしれませんが︑覇衛隊はアメリ

そのときは海部先生は積極的にコミットされたんですか︒

そのへんの判断は︑どこが中心になってやったんですか︒宮

ちょっと囲っておいて︑用が終わったから囲いをとれというような
闇題ではない︒こちらに対して︑これ以上侮もなければ返したらい

情 報 は 流したでしょう︒

カ に 流 し て は いないんですか︒
極藤

海部 清報は流した︒こういうことをやるとか︑こうなっていると
か︑ああだとかこうだとか︒それで向こうは︑ ﹁うんそうか︑そう
か隔といって︑業主の知っていることでも知っていると言ったら答
えないから︑貝本の情報は﹁ほう！﹂といって初めてみたいな顔を
して︑ ﹁もうないか︑もっとないか﹂と二って次鳶に取るわけでし
韻中
現 地 に 行かれましたか︒

よ．つ︒

極藤

誰が見せてくれるんですか︒

井出さんですね︒

替わりません︒副長官も替わらなかった﹇ママ﹈︒汚き続き

あのミグの事件については︑法務省︑防衛庁︑外務省︑警察︑

そう︒︑そうでないと︑あの頃は危機管理の問題で︑

らないですね︒

海部

庁が全部を仕甥って引っ張つでいくような瞬結は与えられていなか
ったし︑みんなそんなに自信がない︒この問題はどうですか︑これ

一つの省

ところをやるには︑官邸がりーダーシップをとってやらなければな

運輸省︑そういうものがみんな絡んでくるわけですね︒だけどみん
な︑自分たちはあまりやりたくないから押しつけ合ったりしている

凱歌

やってくださいといわれた︒

海部

佐道

九月牽五日﹈ で︑官房長嘗が替わるわけでしょう︒

副長宮は閣係なかったんですか︒
おれはそういう知識があまりなかったものだから︒
ちょっと待ってください︑改造︹昭勅五十一︵ 九七六︶年

官房が絡んでいる︒

藤部中部藤

はどうかということで︑霞分のところに諭する限りはこれでこうだ
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海部 現地には行きません︒全部こうなっていると見せてくれるも
の︒

俘藤

海部 アメリカ︒アメリカの大使館の係のものが︑作業はああで︑
こうでということぐらいまでは︑ちゃんと説明に来るわけだ︒それ
は僕に説明に来るというよりも︑総理に説明に来るんだ︒
俘藤 ごやあ先生は三木さんからお聞きになるですか︒
海部 だいたいのことはね︒時には一緒におって︑見せてもらった
り聞いたりしたこともあります︒そのときはたしか坂田道太さんが

防衛庁長官でしたが︑見て知っていたと思うな︒それから翻長官の
州島広守が︑ああいった手続きとかやり方について詳しかったけれ
ど︑軍事内容とか︑ミグがどうのこうのということについてはあま
り詳しくなかったな︒坂田さんもそうだし︑三木さんもそうだ︒
伊藤 でもあれは︑機体を返却するかどうかとか︑ベレンコの亡命
をどうするかとか︑いろいろな闘題がたくさんあったと思うんです
いろいろな問題があって︑各界の人が真剣に説明に来たり︑

けれど︒

海部

俘海1ヨ海伊

ということで心配ないけれど︑そういうことでああいうところで合
それは官房長官が仕切るわけですか︒

議するんですから︑結論はなかなか短時聞で明白には出ないな︒
俘藤
海 部 結 局 はそうです︒
俘藤 じゃあ井出さんはそこでちゃんと仕切ったわけですね︒

海部 そこがおれじゃないほうの︑事務の副長宮の川島広守さんが
罎てきて︑いろいろ言ったりやったりするわけだ︒警察冨身﹈だ・
伊藤 じゃあ︑そこがりーダ⁝シップを持ったんだ︒
海部 井出さんは臨っちゃって︑いろいろ来たときには︑蔵接三木
さんに判断を仰いだり︑自分で誰かを呼んで齎いたりしておったと

滋藤それは当然ですよ︒だいたい気がつかないうちに着睦してい

途中で見失っちゃったんですね︒

たんでしよう︒

佐道

海部気がついたら来ておった︒明らかに手落ちで︑防衛に黍あ

低空はレーダ⁝に撰つかからないんでしょう︒

ったということです︒

俳藤

佐道 引っかからないんですね︒ただ最初に入ってきたのはわかっ
ていたのに︑ある段階から見失っちゃった︒だから防衛体型大変

な不備があるということがわかった︒

海部あれが善意というのか︑亡命者だからいいけれど・不審船み
たいにいろいろなものを待ってきて︑さあやつちゃおうなんて撃ち

饗したら︑これは大変だったと思うよ︒笑い話では済衷ないと慰う︒

思いますよ︒

佐道 最終的には︑機体は船積みして返すということになったわけ
ですが︑大きくいうと反省点として︑こういう揚合の危響理体制

雛三木内閣退陣

そういうときに︑身近にいらっしゃる側近中の側近の海部先

いうと︑

西八と二四九の差があったと思うんですね︒

﹁そんな︑数の一つや二つの問題じゃないんだ﹂という︒

佐道 このときは二四九ですね︒
海部 大平さんのはこ四八だったんだ︒それもきちんと出して︑と

議席多かったんだ︒

海部どうしょう︑なんていうことは書わない︑﹁わしはもう決め
たか島という︒そんな挙党肇おって︑半煮えの選挙をやって・
結果責任だけ負わされるのはいかん︒しかもたしか輩さんより一

生のような方にも︑進退についての相談はなさらないんですか︒

佐道

海部 あの人は︑アメリカ民・王主義で教育を受けているから︑グッ
ド．ル⁝ザーの原則で退陣する︒

んですね︒

伊藤たしかにそれは凄まじい間題だったと思いますが・三木さん
は選挙で負けた︑ということであっさりと退陣という決意をされた

ができていないということ︑それから悠々と着陵されてしまったと
いう防衛体制の全くの不備が明らかになったわけですね︒これは両
方とも國家的な内情ですが︑政界は挙党協がらみで大変な混乱状態︒
これは事件が終わったあと︑どうしょうかという話にはなりません
でしたか︒

海部 理鷹としては︑誰が書い出したのかな︑許可を求めずに領窒
に入って︑着陸するということはいかんから︑許されない︒そうい
門ここから入ったら⁝⁝皆とか︑いろいろなこと

うときにどうして航空自衛隊はスクランブルをかけなかったんだ︑
ああいうときは︑

を言えるはずだ︒そういう権限が法的にもあるはずだ︒というよう
な議論をいろいろしていた︒けれども︑例えば権磐あるとしても・
誰がそれを遡浅して︑誰が指示すれば済むことなのか︑また済んだ
ことに対して︑そんなことをいくら後追いで言づていてもしょうが
ないじゃないかという堂々巡りの議論があったことも覚えておりま
す℃どうしたらいいのか︒なるほど法規としてみればそうですよ︒

日本の飛行機が飛んでいったら︑あるいは﹁蕊まれ︑止豪らなけれ
ば撃つぞ﹂といって撃たれたかもしれない︒
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畷中 三木さんがお辞めになるときに︑遺言みたいな三碩目の政治

﹁党改革の提言隔ですね︒あれは三木さんがご良分でお書き

書いたな︒

改革を進めうということを梶言されましたね︒
海部

極藤

臓外交・危機管理問題

︵金大中事件の政治決着︑ クアラルンプール事件︶

ょっと先に伺います︒

それでは︑あとあまり時問がありませんので︑外交問題をち

もちろん自分で︒

揮藤

ああいうものは全部自分で書くんですか︒

現職だから

う選挙が終わったあとでしょう︒

いますけれどね︒

海部

すね︒

退陣の腹は︑すでに選挙に負けた途端に決まっておったと思

あ い だ があるわけですね︒

佐道

はないでしょう︒

海部

便藤

まだまだお話になれることではないわけですね︒

海部 あのときは宮澤さんがえらい張り填ったな︒ 門そんなことを
総理︑おっしゃるならば︑当時警察官その他︑そういう立場に立つ
ものには⁝⁝﹂︑まあ︑やめておこう︒なかったことにしておいて

俘藤

豪事者がまだ向こうの大統領だからな︒

それで政治決着をして︑そのことを完全に認めさせたわけで

そうですよ︒

国家密権の侵害だ︑というわけですね︒

伊藤 先生がさっきおっしゃった国会討論会に鐵たというのは︑も
海都 結果が出て︑安倍晋太郎も来ておった︒ ﹁挙党協のあなた方
が二婁選挙をやって︑あれだけ取れば立派なものだよ︒敗北という

海部

そうですね︒だけど当時のKCIAだけではなくて︑ヨ本の

けれどね︒

ください︒

ものではない隔と言って︑いろいろやり合ったことを覚えています

俘藤

してきたといわれて︑ それは間違いない︒

燐はKCIAだだ
︒から外交宮じゃないのが入っていって指紋を残

あれは聞違いない︑ あそこに掌紋を残していったのは︑大使館︑出

のところで捕まったの︑捕まらんのという話から始まって︑

お話になれる範囲でお願いします︒記憶がございますか︒
あります︒だって九段のパレスホテル﹇ホテル・グランドパ

︒

これはまだいま微妙な構図がある聞題ですけれど︒

いします︒

俊道 このあとの懸案にもなるんですが︑金大中事件の政治決着を
宮澤﹇寛三︸外務大臣がなされたんですが︑その 逮の経緯をお願

留

そういうのは誰にも見せないで公表するんですか︒
自分で書いて︑公袈する直前には﹁読んでみい﹂という︒井．
繊さんにも︑ 考 え て 朱 筆 を 加 え る 余 裕 を 与 え な い で ︒
伊藤
﹇昭勅五十 年﹈十二月五曝に総選挙ですから︑選挙が終わ
牽二月十七呂に党三役に正式な退陣の発蓑をしているわけで

筆で書くんですか︑ペンですか︒
ペンだろう︒深夜秘かに沈思黙考して︑自分で書く入ですよ︒

夜︑私邸で︒

夜 ︑ 私 邸で書くんですかね︒

はい︒

全部露分ですか︒誰にも相談しないんですか︒

全部塵分です︒

部藤部中部藤部中部藤部

って︑

レ海餌海伊

ス部藤部藤
mu

中にも協力者がいたんごやないかという説もあるわけですね︒
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になったのですか︒

海制海上海｛芦海蟹海伊海

金大中の協力者はいっぱいいますわね︒

いや︑この事件に関して︑KCIAのほうに協力したやつが

金大中も今年にはお辞めになりますから︒

この点はまた別の機会に︒時間が経てばまた︒

佐道
終わったときに話していただきましょう︒

このインタビューはまだ続きますから︒

俣藤
改めて︑またじっくりと伺います︒

門ポイントは漏と言

が署名する︒署名せんまでも了解を毒えて記者発表するんだけれど︑

が全部済んだと思うが︑閣議を開いて︑閣議で総理大臣談話は全員

海部 ですから︑あのとき僕らは大変なミスをやったわけです︒閣
議の手続きも経ずに総理談話を発表しちゃったでしょう︑宮房長官
に電話をかけて︒もっとも︑篁房長官に通読すれば︑それで手続き

ったわけでしょう︒

超法規的な処置で出すということですが︑これも官邸を義心に最終
的に決断をされたということになると思いますが︒
海部 あのときのことは︑超法規的にやって︑その他の方に重大な
犠牲が出ないように︑ということを優先しちゃったんじゃないかな︒
伊藤 たぶん︑客観的に考えてみて︑それ以外にやりようがなかっ
たと思うんですが︑そういうことに直蔭したときに︑誰がどういう
ふうに対応するものなのか︒それがもともと︑はっきりしていなか

もう︻つ外交絡みといいますか︑ ﹇旨旨五十年八月琴艮﹈クアラ
ルンプ⁝ルでハイジャック事件があります︒赤軍派ですね︒これも

佐道

館中

伊藤

せいぜいやむを得なかったということでしょうね︒

いたままでの決着になってしまった︒
海部 あのときの状況からいったらやむを得なかったろう︒決着は

まあ︑これもまだ危ないな︵笑い︶︒
危ないな︒危ないわ︑これは︒
政治決着を麟るということは︑弓手関係をなんとか普通の形
に戻そうということが眼目なんでしょうけれど︑基本的なことをお
e

時間がないからと言われて︑サアッと書いて︑

ったら︑

門人命を﹂という︒そういう承続きを抜いたというミスは

あったんです︑反省すれば︒

だから危機管理という薗からいったら︑ああいうことについては
直ちに臨時閣議を瀾いて︑閣議で文案を示して決定してもらわなけ︐
ればならん︑ということがありましたね︒けれどそれは守らなけれ
ばならんという手続き的な間日であって︑どうするかということに

なるとやっぱり︑身を守る︑犯人を確保できるなら確保する︑とい
撰藤

できないです︑全然︒

犯人を確保するなんていうことはできないでしょう︒

うようなことに指示は当然向いていかなければならないんだけれど︒
海部

佐道ちょうど当時訪米中でいらっしゃいましたが︑情報は刻々と
入ってくるんですか︒

海部 入ってきます︒ ﹇アメリカに﹈着いたその晩ですから︑時差
が非常に厳しいわけです︒そしてあのブレアハウスというのは︑一
つひとつ部屋が離れていますからね︒僕に割り当てられた重量には︑
僕以外の者は来られないわけです︒ホテルの方に行くから︒それか
ら総理央妻の寝室と︑総理の秘書裳などの﹁群のあれはありますね︒
ああいうときに深夜秘書官あたりから言われても︑じゃあ総理に言

わなければならない︒あのときは外務大臣も︸緒にブレアハウスに

泊まっている︒外務大盃の意見を聞いてくるといっても︑ ﹁総理は
どうおっしゃっておるでしょうか︒一つ総理のお耳に入れておいて

﹁こういうことが起こりましたよ﹂という︒

門そうか︑い

いただきまして︑はあ﹂なんてさつばりだから︑こっちがのこのこ
行って︑

まβ本の時差は﹂というので︑ ﹁それは官房長官にすぐに言います︑

けれどといった︒轟は欝さんが謝総理だったから︑蕎罰

総理に頼んで︑そこらのこと︑舞踊国内のことはやってもらってほ
しいよ﹂ということまで話があった︒それでヨ程は全然関係ないか
ら︑やりますと︒

たしかハビブとかいう名前の入がアメリカの翻務省の極東担当の
局長だったかな︒それでハビブに連絡をとって︑それをやった︒貝
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うという意識をもっていらっしゃったんですか︒

海部 そこまで言い切つちやうと要求水準が落ちるけれど︑党その
ものがもうちょっと生まれ変わって蘇っていくためには︑特定の党
内の国会議員だけの投票では︑ヨ舞いろいろなことで色づけがされ
ちゃうじゃないか︒色がついちゃうじゃないか︒そこで︑嫌な言葉
だけれども︑ニッカとかサントリーとか︑いろいろなことを書われ

るようになる︒そんなことに全然蘭係なく︑多くの人が投票して︑
その結果を大切にする︒ちょうどいま小泉﹇純〜郎﹈内閣ができる
前の議論と似たような雰囲気だなと僕は思って見ていましたけれど
ね︒

田中 当時は︑総理自体は︑いわゆる派閥選挙になって︑予備選挙
も結局派閥が仕切ってしまうというようなことは︑夢にも思ってい

程はつつがなくこなしていった︒そのうちにいろいろな謡が入って
きて︑目本の方でも官房長官が記者団に恥をかいた︑閣議をやって
いないんだから︒それはいまからいえば私が手続きを取らなかった
手続き上のミスです︒けれども︑結果︑あのクアラルンプ⁝ルのと
きは︑きちんとやったはずですね︒零本国内でも何もトラブルが起
こったわけではなかったと思います︒
伊藤 とにかく鋒本がそういう危機に対応できるような状態ではな
いということは︑こんにちに至るまであまり変わっていない︒
海部 こんにちもそうですかね︒いつの時でもそうですよ︒こんに
ちも︑良かった良かった︑というけれど︑一つ前の不審船事件で経
少し箭に進むんですね︵笑い﹀︒学習が葬常に遅いんです︒

らっしやらなかったんですね︒

︒

伊藤
と い う 気がします︒

験したから︑侮かあるとそこから
海部

海部 思っていなかった︒国民全体にまず門を韻く︒だけれども国
民は誰でもいいというわけにはいかん︒あの頃だったかな︑街頭に

れど︑ ﹁これは絶対に角さんの意見ではありません︒久野忠治の意
見です︒これをおやりになるならば︑覚内でオ⁝プンな議論をして

うかといろいろな人に意見を聞きながら︑政調会でいろいろな意見
を出して︑選挙制度調査会に下ろさなければならない︒たしか︑自
民党の選挙制度調査会長は久野忠治さんだったと思うね︒辞めちゃ
つた統一郎のおやじのほうだ︒あの人はちゃきちゃきの田中派だけ

たしか松野さんが政調会長で︑その方法はどうやったらいいだろ

いう︒

決まってくる時代だったから︑そこがもう少し変わるように︑意識
の高い党員が︑というところに絞っていく︒それを考えてみい︑と

意識のある人だといっても︑それならばといって︑当時は背中派が
金権選挙には強いという党内世論もありましたし︑参議院の全国区
の候補者の各団体別の推薦指名というのも党員の数その他によって

行って千円韻して党員になってもらって︑その人に投票権を与えた
ら︑そういう入は政治に対して良くしようという意識のある入だ︒

圏総裁選への予備選挙導入
霞中 あと︑三木内閣で自民党の総裁選挙の規程が変わりますね︒
いままで国会議員の先生方の投纂だったのが︑予備選挙を入れると
いうことに変わりますね︒そのへんの経緯は︑先生はこ鵠憶ですか︒

海部 あのとき予備選挙のことをきちんと考えて︑これをやったら
どうだ︑近代的国民政党と三本さんがいつもいっているんだから︑
国罠教党というのなら︑国渓の声を闘いたって間違ってはいない︒
﹁お〜い︑集まってください︑どうですか︸とい

けれども︑ポピュリズムという言葉は使わなかったと思うけれど︑
そのへんの人に︑

︒党内だけの戦

うわけにはいかんから︑何かそこにひとつ大義名分を考えてみろ︑
ルールもきちんとしたルールを考えてみろ︑という話があった︒三

木さん自身はそういうふうに変えていくことが

いでは勝てっこないことが蒼もわかっているわけだから︒

遍歴 やはりそれですか︒党外の人気で︑自分の党の地位を高めよ
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﹁そこ

みます︒本当にやれという腹かどうか︑確認してきてください﹂と
俺が言われたことがあったんだな︒
霞中 そうすると︑函中派自体は賛成だったんですか︒
海部 いや︑田中派としては賛成じゃないですよ︒そんな危ないこ
とをやったらどういうことになるか︒というのは選挙の手続きもま
だ決まっていなかった︒そのうちに党員を作って︑その党員は画所
．氏名．職業がはっきりしていること︒︸時期松野さんは︑

に柱んで︑建民税を何年問か払ったことという条件になれば確かだ
がな﹂といっていたけれど︑そんなことはしかし︑失礼ながら調べ
られんぞ︑ということで︑議論としては↓蹴された︒結局︑党費を
王年間か四年聞︑たしか三年問︑必ず納めた人でなければいかん︒
選挙が近づいたから入党して党費を払うといっても︑そういう幽霊
党員︑にわか党員は駄霞だといって︑住所・氏名・年齢︑全部書い
て出してもらって党員にしたんだ︒

けれどもあのときは︑立替党員という抜け道ができたり︑タマさ
んとか︑ミーちゃんとか︑猫や犬のような名前が出てきた︒それか
ら当時新聞の投書欄に﹁私は労働組合の委員で︑自罠党なんかこれ
っぼっちも支持しておらんのに︑私のところに手紙が来るとは何事
か︒誰かが私の名前を使って幽霊党員を作ったんだろう﹂というよ
うなことも載った︒だから︑党費を継続して納めることぐらいを条
件にしておこうという議論を始めるときには︑われわれも加わって
い た こ と を 思 い出します︒

俘藤 ちょうど時間ですので︑今日は三木内閣が終わりになったと
いうところで︑次回は福圏内閣ですね︒

海部 先生︑外交のことだったら︑三木内閣になって初めて︑これ
﹁もうアメリカも︑ヨーロッパとだけ

は臼本のためになるんだからやれ︑やろう︑といったことがある︒
三木さんのセリフとしては︑

相談しておってできる時代は終わったんだから︑とうとう陽本にも
こういう呼びかけが来るようになった﹂ということだった︒

海部

田中
最初のサミットです︒

サミットの話ですね︒

田中 じゃあそこから伺いましょうか︒
掛藤 そうですね︒あと三木内閣の全体としての評価という問題も
ありますからね︒

海部 外交で初めて︑西側の一員として出ていった︒あのとき三木
さんはだいぶ﹁これが必要だ﹂と雷っておりましたしね︒それから

最初︑ランブイエというところのサミットに行くときには︑こっち
は何もさつばりわからんわけだ︒けれども﹁よく調べておいてく

れ﹂というんだ︒よく調べておいてくれといわれても︑日本でやっ
たことがないから調べようがないけれど︑と書いながら︑外務省の

秘書宮を使って調べた︒そうしたらあの頃ちょうどフランス大使に
ジャイアンツというあだ名の大きいやつ︒欧藁局長を終わってから

フランスに行った人がいた︒その大使に裏を取らせたら︑いろいろ
なことを言ってきたんです︒そのこともぜひ︑みなさんも調べて︑
そこからやってもらえればいい︒

ジスカールデスタンがどれほどそれに力を入れていたか︒三木さ
んが﹁これは錘本にとって画期的なことだ﹂と言って︑準備を始め

海部

田道

それでは︑次回よろしくお願いいたします︒

第一回目のサミットですからね︒

ランブイエ・サミットは非常に大きなことですからね︒

たこともありましたから︒

佐道

︿以上﹀
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肇ランブイエ・サミットー︵サミットへの招請︶
横藤 前回でいちおう三木内閣の終わりまでたどり着いたんですが︑
みなさんのほうで︑三木内閣のことでもう少し追加してお聞きして
おきたいということがありますか︒

佐道 前回︑サミットロ九七五年十一月十五〜十七日﹈の話から
やりましょうということで終わっていますね︒
海都 最初がランブイエでしょう︒ 門秘書の方に向かって﹈昭和五
十年のランブイエ・サミットの前後の霧聞を出してください︒ある
ご 証 書 要領ですか︒

いは︑あの時のやり取りのこ発言要領でもいい︒
伊藤

海部 そんなのをくれるけれども︑それは僕はあまり使わなかった︒
伊藤 最初のサミットだということで︑その後ほど大袈裟なもので
はないでしょうが︑準備もいろいろ大変だったのではないでしょう
か︒

海部 わからないことが多いので︑準備は本当に大変でしたね︒ま
っ た く わ か らないんですから︒

背景として︑当時はアメリカとヨーロッパ諸国とが話し合って︑
世界中のことを心配して取り仕切っていこうという風潮だった︒け
れどもその頃に︑やは︑0黛本も入れておいたほうが世界経済という
面から必要だということになって︑艮本が入ることになったんです︒

詑憶を思い出すと︑ジスカールデスタンさんから官邸に電話が入
った︒彼らはその前にヘルシンキ会議をやっていたんです﹇ヨーロ
ッパ安保協力会議︑一九七五年七月三〇ヨ〜八月︸日﹈︒そして有
名な﹁ヘルシンキ宣言﹂を出して︑戦後の屡境線は力でもっては変
え な い と い う ことを決めた︒

そこで僕らは北方領土の閥題を特に雷つた︒あれは戦後のことで
はないので︑弱らかに理由があったり回護があるものは︑第二次世

界大戦が終結した時の国境線でも変更する余地があるんだぞ︑とい
うことを確認した︒また確認するのに非常にふさわしいから︑それ
をやろうとした︒ジスカールデスタンにはそのことを事前に連絡も
した︒

当時の﹇元﹈欧亜局長の北原門秀雄﹈さんも中へ入って︑そうい
う点が日本にはあるんだよということを雷つたんですが︑まだその

時の田島初のサミットでは︑とても三方領土の閤題までは入って行か

ないから︑艮本側にあるという程度のことで思っておれ︑それより
も何よりも経済が大変だ︑だからフランスは経済の鰻について今
度はやるという︒

だから初めサミットは﹁主要函経済会議﹂といったんですね︒そ
れで経済問題の勉強をやったり︑；の蛇の道といったけれども・
各国の通貨の変動幅をここに収めようというようなことをやるから・
日本もそれに協力して参加できるようにしてくれ︑というやり敬り
があって︑みんな初めてのやり取りだから緊張したことを思い出し
ます︒

揮藤 そのヘルシンキ会議とサミットは関係があるんですか︒
海部 底流では関係があるんです︒そこに出ていて︑ジスカールデ

スタンは少し範囲を広げなければならんという︒アメリカも・そう
したほうがいい︑二本も入れて話に参加させたほうがいい︑という
最初は五ヶ国ですね︒

ことになってきた︒

伊藤

海部 五ヶ国です︒最初はイタリアもカナダも入っていないんです︒
ヨーロッパもまだεUという前で︑ECですからね︒ヨーロッパの
三ケ国︑フランス︑イギジス︑酉ドイツとアメリカ︑日本です︒あ

とミ
カらイタリアとカナダが入ってくることになった︒だから︑最初
の時は五ヶ国の首脳会議だった︒最初はエコノミック・サミットと

もう⁝度確認しますが︑欝本を入れようとしたのはジスカー

公称していました︒

霞中

ルなんですか︑それともアメリカですか︒
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くれたり︑いろいろ達絡をしたということだと私は理解しています︒
キャッチャーのほうの立場では︒

海部 アメリカです︒アメリカだけれども︑あの時はみなが向こう
に集まったから︑それでジスカ⁝ルが積極的に事前に官邸に電議を
俳藤

反対する意見はありません︒ただ政党の中で︑ ﹁三木さんに

貝本が参加することに反鰐する意見はないわけですね︒

鍾ランブイエ・サミット2︵團内の封応︶

そういう場合は︑正式な招請状はあるわけですか︒

彼復ともに政府専用機に乗らなかった︒だから︑あの頃からおかし
な動きが少しはあったんでしょう︒ただ︑表立った動きはまだなか
ったと思う︒ただ︑会議の南北闇題でお金の高の問題を言ってもら

とかの会議がありまして﹂とか言ってちょっと早い飛行機に乗って︑

行く時に大平さんは乗らなかったんだ︒帰りも﹁副長官︑私はなん

策の無足を全部縛っちゃうようなことはないだろうな︑それはない︑
というようなことを言っていました︒
僧藤 それを心配する人はいたわけですね︒
海部 いたんです︒だから︑お目付役みたいな顔をしてついてきて
いた大平正芳なんていうのは︑箸にも棒にもかからないで︑ ﹁う
〜﹂とか言いながら︑飛行機は一緒に乗らなかった︒政府専罵機で

二度目のサン・ファンの時は︑初めからえんやえんやと挙党協の
値引きが始まりましたが︑最初の時は送り署すほうもまだ慣れてい
ないから︑いったい侮事を決めてくるのだろうか︑二本の将来の政

とで︑薪聞も見せずに行ったということです︒

は三木さんに見せるとご機嫌が悪くなるから︑会議が終わるまでは
伏せておこう︑終わったらおれがこそっと見せてやるからというこ

三木さんの生みの親だけれども育ての親ではない﹂なんて言う︑今
様でいうと抵抗勢力の最たる者がいた︒それがだんだん挙党協なん
ていうものに変わっていくわけだ︒
〜回目のランブイエの時にはまだそんなことはなかったが︑二度
霞のサン・ファンに行くあたりには︑それがこんなに﹇大きく﹈な
って︑行く前にいろいろなことが浅聞に鎖た︒また行った時の萩聞

あまりやらせておいてカを持ったらどういうことになるか︑わしは

海部

伊藤

海部 電話のやり取りから始まって︑そして行くということを決め
たら︑招請状の前にシェルパの会議をやる︒陽本鞘は誰がシェルパ
になって行くか︒ああいうときに本当は政治家が行ければよかった
んだけれども︑外務省が手慣れているから︑行ってやってこいとい
うことになった︒シェルパを決める前に︑フランス大使の北原さん
がジスカ⁝ルとは非常に親しくて︑二入でフランス語でツーツーで
物が言えるので︑第一園の時には実質的なシェルパになった︒覆程
とかいろいろなことを決めたり︑何を日本が登書するかとかいうよ
うなことは︑たしか三本さんと聖地の北原大使が侮度も電話で話を
して決めていました︒その意を受けて︑北原さんがフランスを説得
した︒

アメリカのほうはアメリカのほうで︑誰が説得したか︒あの時は
外務省のアメリカ局長がアメリカへ行ってきちんと話をする︒そう
すると︑アメリカは大使がちょいちょい嵐てくれて︑大使が出てい
ってもいいかと言うから︑直接話をしてくれるなら大使で結構です
よ︑といった︒なにしろ最初のことですから︒シェルパの会議もそ
の後は定例的になってきたけれども︑初めはただ︑参加するかしな
いか皐く決心してくれ︑早く精神を決めなさいということだった︒

それじゃあ三木さん︑行こう︑せっかく偉界の情勢の中で霞本が
そういうところに招かれているんだから︒それはやはり行って︑琶
界のために癸移してくる︒あの時はたしか世界経済の再建が主たる
テーマでしたからね︒それに付随したような形で講書間題が出てき
たり︑何にどれだけ参加するか︑事前の勉強会はたしかによくやり
ました︒
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っては困るとか︑総理によく申し上げておいてくだ．さいとか︑いろ

海部

揮藤
最 初 の 時に︑ですか︒

八十人ぐらいになったんじゃないかな︒

これはどのぐらいの入数で行ったわけですか︒

い ろ な こ と を 言っていた︒

伊藤

海部 ええ︒ランブイエに行った時です︒それは各省が全部来るん
だもの︒各省の局長をどんどん劇っていったけれど︑だいぶ増えま
したよ︒一番多いの轍︑各省局長とマス謙ミです︒
マ ス 認ミも入れて︑ですか︒

え え ︒ マスコミも入れて︒

んなそれぞれが払って来たと思います︒

圏ランブイエ・サミット3︵スポークスマンとして︶

佐道 ランブイエというのはもともとあまり大きくないお城ですね︒
三木さんはランブイエにお泊まりになったと思うんですが︑宿泊先

にも困る人がたくさんいたという語は本説ですか︒
海部 こっち﹇自分﹈も本当は泊まっていたかったんだ︒ ﹁お旨覚
めは侮時で︑朝は何を食べて︑朝の第︸声は何であったか﹄という
ことをマスコミは聞きたがるわけだ︒けれども︑それにはとても間

に合わないんです︒だから︑ ﹁別々に泊まっているから隔と言った
ら︑

マ ス コミは椙当の数になるでしょう ︒

だから八十人ぐらいになったと思う︒

です︒

﹁そんなことを言わずに一緒に泊まってください﹂と習われた︒

マスコミも専用機に乗っていくわけですか︒
全部ではなかったけれど︑ほとんど乗りましたね︒あの頃は

マスコミから頼まれても︑ m私は﹈泊まれないんです︒首脳しか泊
めないんです︒首脳と夫入と秘書官と通訳という︑ごく眼定された
内輪の人たち門しか泊まれないもの﹈ですから︑僕らは通ったわけ

マスコミにもまだけじめと秩序があって︑乗って行く人は〜人いく
ら負担しろとこちらから言いました︒もっとも︑政府専用機だから

揮藤

﹇海部先生がお泊まりになったのは︺少し離れたところのホ

基本的な料金です︒ 旅費はいくらもらったか忘れたけれど︑調べれ

テルなんですか︒

﹁現

ばわかります︒ とにかく︑何人行くかということでいくらか徴収し
たんです︒ そうすると﹁環地参加はいいですか﹄というので︑

御参煎の人はもちろん乗らないんだからいい隔 といった︒そうした
ら門行きだけ乗って︑帰りは置いてくるやつはどうするですか隔と
現にそういうのがあったんだ︒NHKなんかがそうだ︒今度
いう︒

便 宜 供 与だ︵笑い︶︒

を閣かなければならないから︒誓書祉の人は﹁霧団はどうだった﹂

向こうで駐在員にするやつなんだ︵笑い︶︒
俘藤

だから語ればいろいろなことが出てくる︒

海部 パリの市内にメリデイシアンというホテルがあって︑それが
一番ランブイエに叛ける道に近いわけです︒ロンシャン競馬場のほ
うへ行く道ですから︒そのホテルに泊まった︒メリデイシアン・ホ
テルの朝は︑食堂へ行っても朝食は六時四十五分とか七時にならな
いとオ⁝プンしないんです︒だから朝飯を食べずに行かなければな
らない︒朝のミ⁝テイングの前に三木さんを捕まえて︑望薄で意見

海部

とか︑ベッドと布団の違いも非常に興味を持って聞くから︑行かな

﹁それでもいいか

ら乗って行けや︑ そのかわり負担金は半分でいいよ﹂といって半分

ければならない︒だから行ったんです︒
﹁ホテル代も周行のマスコミはみな払え︒その代わり︑．

それで︑高橋﹇亘﹈鴛という総理秘書官がいた︒彼は医者だった
けれども︑彼に﹁おれはホテルでは︑残念ながら朝飯が食えんのだ︒

にした︒

それから︑

ポリティカル・ディスカウントができるように︑向こうのホテルに
詣すから﹂ということで︑割螢はあったかもしれないけれども︑み
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海伊海伊海俘
部藤部藤部藤

だからここへ来てから食べるから︑君︑たくさん取って︑残してお
け﹂と需っておいた︒そんなことを覚えています︒
伊藤 時球はどのぐらいかかるんですか︒
海部 五十分ぐらいかかるんじゃないですか︒われわれには警察が

つきませんから︒首脳にはフランスの国家警察がつくがら︑颯十分
ぐ ら い で 行 き まずけれども︒

俣藤 こっちは信号に引っかかるわけですね︒
海部 われわれは五十分以上かかりました︒小﹂時間かかったわけ

海部 三木さんの寝室へ行きます︒ぐるぐるつと階段を上がって行
った︒パスはもらっているから︒それでいろいろな感想を良いたり︑

圃内の状況を報皆したり︑いろいろ雑務があるでしょう︒それから
三本さんに﹁薪聞社に調わなければならないけれど︑どんなことを

今日の会議では発言するんですか﹂と聞くと︑ ﹁これとこれとは書
うつもりでおるけれども︑書つたか言わないかは︑もう一國確認し
てからやってくれんか﹂という︒ 門わかりました︑会議が終わった
時にもう一度闘きに来ます﹂というようなことを打ち合わせしてお
いて︑どれだけ外へ出すか一1−︒

俳藤

だな︒

伊藤総理と外務大臣と一︒

﹁言わない﹂ということをあらかじめ知らせう

﹁実際に行って言わなかった

ならば︑あとから禦欝わなかった﹄と雷ってくれればいい﹂という︒

というのが︑溝萩聞社の言い分です︒

う﹂ということと︑

ない問題は︑絶対に起きないわけです︒だから︑三木さんが門言

やはり劉畏嘗としての先生はスポークスマンなんですね︒

海部 外務大壁も外ですよ︒お城の中へ潰まったのは︑総理と総理
央人と秘書官と通訳︒それからSPが︸人泊まったと思いますが︑
SPは泊まれなかったかな︒
三木さんの感想はどうでしたか︒

海部 スポークスマンです︒言っては悪けれども︑当時から外務省
というのは︑いろいろな癖がありましてね︒ 門三木総理が﹈言わな
いことでも︑ ﹁ちょっとこれはひとこと触れておいてください﹂と
か︑余計なことを書ってくるんだ︒三木さんという人は︑納得しな

田中
門 ラ ンブイエのお城の一番上の︑

一番見晴らしのいい部屋で

海部

いことは話さない人ですから︒そして自分の書つたことは﹇僕は言
ったよ﹂ときちんと主張しますからね︒いわゆる最近の言った言わ

すから﹂とおれは雷つたけれども︑見晴らしはいいかもしれないが︑
なにしろ不便なところだ︒階段も螺旋階段だから︑上がっていくの
も大変だったろうと思っています︒それで下のほうの一番楽なとこ
ろはジスカールデスタンが自分で取っている︒あれは外交礼儀に反
するわな︵笑い︶︒けれども︑今蟻でいうスウィートというのか︑
各国首脳だけが集まって話ができる︑七︑八人の椅子とテーブルの

そこで紳士約束をして︑ ﹁初め﹃謬う臨といっていて露わなかった
とか︑どういう理由で言わないかとか︑あなた方に作文されると困
るから︑それは絶対これだよ︒本当に命がけになるだろうな︒その

﹇階のジスカ⁝ルの部屋の横の部屋しかないわけです︒

だからそこで夜は自由な雰慾気で︑就寝まで時間を有効に使うとい

代わり︑こっちも闘いてきて教えてあげる﹂といった︒

ある部崖は︑
うことでした︒

譲ランブイエ・サミット4︵同時通訳とシェルパ︶

海部 僕も同時通訳のブースに入るわけだから︒国弘﹇圧雄嗣君が
入るブ⁝スへ入るわけですよ︒いいも悪いもくそもない︑おれも入

とにかく古いお城ですから︑合理的︑近代的な施設や設備はない
わけです︒それでもやはり朝食をつくったり︑夜首脳が集まる時に
首脳にサービスするランチとかスナックみたいなものは︑さすがに
先生がそこにお出かけになって︑三木さんとお話になるのは︑

フランスだけあっておいしいものを食べさせましたね︒
俘藤

ど う い う 場 所 なんですか︒
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る︑と言って入る︒国弘さんは︑ 門面白いから聞いていろ﹂という
から博いているわけです︒それでメモを取るけれども︑あの場内の
やり取りはとてもわれわれではわかりません︒翼時通訳がついても
日本語のほうがわかるだけのことです︒それで三木さんが何と何を

首脳と首脳が次の会議までフリーで話ができるようにしていこうと
いうことで︑シェルパはシェルパ手馴で苦労していたと思う︒
伊藤 海部先生は︑ほかの蟹の人との接触はあまりないわけですか︒
海部 あまりないです︒ほかの國の入と口触できるようになったの
は︑自分が首脳になってからです︒サソチャーさんの部燈とかほう
ぼうへ行って︑

謡したか︒

間時通訳は日本語はないわけですか︒

首脳の会議というのは︑本当の首脳だけの会議ですか︒

あれだったと思うから︑ジスカ⁝ルがああいう性格の入だから︑
﹁今βは首脳だけの会議にする﹂とか︑ ﹁話をする時は首脳だけで

伊藤 では大蔵大臣も行ったわけですね︒
海部 外務大臣も行きました︒ただ︑ここはジスカ⁝ルデスタンの

ものも向こうでやりました︒

海部 嘗脳だけの会議と︑そこへ一人ずつ外務大臣クラスが入る会
議があるわけです︒そうしたら大蔵大臣が︑おれも入らなければい
かんからといって︑全部が入ったこともあります︒
伊藤 それはもう第 回からですか︒
海部 第︸圓ではなくて︑みんなでそういう顔合わせ会議みたいな

俘藤

から﹂というようなことですね︒

てもいかんから︑こちらは政府で決めてきた五十億ドルとまず調う

門ちょっと頼むけれど︑明日はおれがこういうこと

善本語は国弘さんが入っているから︑やっているわけです︒

を言うから賛成しといてくれよ漏とか︑ ﹁E8RDの麗題で冒本は
ケチだ︑二蒼億ドルか出せとコ⁝ルが負うけれども︑そこまではと

とにかくみんなワーワーという感じなんですか︒
そんなワーワーと国会討論会のようなことはありません︒
いちおう流れはわかるわけですね︒
わかります︒それから︑だいたいこういうことを発見をする

んだというメモを︑ あらかじめそれぞれの首脳がつくってあるわけ
ド ラ フトがつくってある︒
です︒

俘藤 そ れ は シ ェ ル パ の 役 割 で し ょ う ︒
海部 それがシェルパの役割です︒終わってからの記者発表の総括
もある︒ あの時は確か﹁インフレなき経済成長﹂が目標で︑それに
対してはすべての国が賛成する︒ しかしそのためにやる道はたくさ
圏ごとにもいろいろな理由や事情があるだろう︑という
んあるし︑

ようなことでシェルパが聞題を出し合う︒ 首脳がそれをいいと雷う
︾︒
かいかんと言うカ

伊藤 その首脳が発書しているのは︑いちおう振り付けがあるとい

そうすると︑逆に外相だけの会議というのはないわけですね︒

うことですか︒

伊藤

いや︑ありました︒外相だけの会議とか蔵相だけの会議もあ

やりたいんだ﹂というようなことを欝いましたね︒五人だけの飯と
か五人だけの時聞というものを舞常に気にして主張したのは︑ジス

海部 振り付けというよりも︑シェルパ隅士で誕をして︑ 門あの国
がこういうことを言うだろう︒しかし舞本は︑こういうことをあま
り強く書われると困るなあ﹂というような意見の交換ぐらいはあっ

海部

カールでした︒

たと思います．

りました︒ありましたが︑そういうときにはシェルパがちゃんと整
理して︑ここではこれだけの話をしてくださいといって︑振り付け

をやっていたんじゃなかったかな︒

共溝声開を出すか出さんかの問懸でも︑アメリカのシェルパは
﹁記者に発表して出します﹂と書うし︑ヨーロッパは門それは出し
ません﹂と雷う︒ヨーロッパとアメリカの問題がよくありますが︑

伊藤

そうしないと安打しますからね︒

あまり突き詰めた細かい詣で手足を縛ってしまうのはいかんから︑

一26プ
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﹁ここでは善霞ってはい

海部 しかも︑こういうふうに考えの違う人が行っていて思った通
り 言 わ れ た ら︑ほかの國になめられるから ︑

けませんよ︑これはいけませんよ﹂というようなことが︑ままあり
ました︒

伊藤 先生が一番お気を使ったのは︑やはりプレスに対することで
すか︒

海部プレスがどういうふうに受け止めるかということだから︑プ
レスに対することにはだいぶ気を使いました︒無理も聞いてやりま
した︒

これは何霞問ぐらいなんですか︒

璽ランブイエ・サミット5︵G7︑組合支部︑三木国璽︶
俳藤

闘中 十五呂﹇に始まって十七欝﹈には終わっているので︑三日間
海部
ほ か にもあるんですか︒

三雪間です︒首脳が話し会ったりしたのは︒

のようですね︒

俘藤

海部 いや︑ありません︒その前にパリに着いて一︒
俘藤 パリに着いた時にはかの国の首脳との個別の会談もあったわ
けですか︒

海部 この時はなかったな︒次のサン・ファン・サミットの時は︑
．首脳会議が始まる前に三木さんから︑ ﹁特にカナダとイタリアとは

話がしたい︑ちょっと呼んでこい隔と言われて呼びに行ったことは
一園霞の会議で門参加翻を扁増やすことを決めたわけですか︒

あった︒

僻藤

要するに︑一回目の会議を五大国でやったら︑

門こんなこと

海部

ではレ㎞の次の選挙の時に共産党に天下を取られてしまう︒翻内で選

挙をやるから負けてしまう﹂と︑そういう言い方で言ってきたんだ
よ︒だからもっとあれをしてくれという︒それから︑できたら岡◎

ようなあれ﹇状況﹈があるから︑この次はイタリアを呼ばなければ
ならないかもしれんという︒イタリアの政情もそのような状況だっ
たから︑サミット参加国になったということが︑イタリアにとって
は大変な助け船になったんですね︒だからサン・プアンから呼ぼう

というようなことに︑終わりごろに決まったと私は理解しています︒

そうしたら︑イタリアだけ呼んで︑カナダはどうするんだ︑という
ことになった︒たしかカナダもその次から入ってきたはずです︒
伊藤 そうですね︒G7になったわけですね︒
楠 帰圏されて一週間ちょっと経つと︑もうスト権ストが始まりま
すね︒ですから︑フランスにおられたころから︑当然その兆候はあ
ったと思うんですが︑虫唾副長官としては︑フランスにおられた時

にも︑そういうことはかなり気になることでしたか︒先ほど国内事
情についても総理と意見を交換するということをおっしゃいました
が︑日本の大使館から逐次速絡が入るとか︑そういうことだったん

あのころ総評の毫毛やなにかは金持ちで︑支部を持っている

ですか︒

海部

パリにですか︒

んだよ︒

伊藤

海部 総評支部の駐在員と称する者がおる︒それから︑呼びもしな
い︑頼みもしないのに︑総評の代蓑団についてきている通訳さんが
いる︒これはやはり雇ってきたらしいんだけれども︒
楠 総評の代表団というのは何ですか︒
海部 これ﹇サミット︺にあわせて取材に来るんだよ︒ずいぶん取

それはもう全然﹇知らなかった﹈︒向こうへ行ってからびつ

じゃあ︑八十人のほかにいるわけですね︒

材されたよ︒それから赤旗もそうだ︒メンバ⁝でもないのに︒
楠

海部

くりしたんだ︑そういうのが来ておったから︒だからずいぶん金持
ちで︑情報収集に專心行動していたよ︒総評系と共産党とはまた別
なんだ︒赤旗は赤旗の支部を持っている︒
楠 そういうところがら︑副長官としては情報収集をしたり︑意見
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交換をしたりということですか︒
海部
﹁帰ったら大変なことになるぞ︒みんなこのことを宣えてい
豪すよ﹂といって教えてくれるけれども︑ ﹁そんなのは会議のメイ
ンテーマではない︒それは帰ってからしっかりやってやるから待っ
ておってくれ﹂ということですね︒

偶藤 まあテイクノ⁝トはされたわけでしょうね︒でも︑それはい
ずれまた主な議題になったりするわけですね︒
海部 そう︒ところがまだこの時は︑南北鷺題とか︑特にアジアの
闘題とかに入っていく前に︑どうやって経済成長を各濁が協調して
図るかということのほうに主賎点が行くものですから︑そういうや
り取りだったと思います︒

そういう感じなんですか︒

楠

俘藤

ます︒

便藤

たしか福田﹇越夫︸さんが首席随員だったと思いますね︒

佐道 一九七一年に葺⁝ロッパに行かれた時に︑イギリスでエリザ
ベス女王と戦争の責任の画題の発需があって︑陛下のこ訪米でも戦

箇中

自分でべらべら英語でしゃべったりされる入ではないから︒

ように図らって欲しいということです︒陛下はああいう人柄だから︑

まず第一ですね︒二つ匿は︑向こうと充分対応をとって︑成功する

俘藤 でも︑ご記憶としてはどうですか︒やはり豊玉としては一︒
溜部 それはウエルカムで︑ぜひ行って来てくださいということが

海部 ご訪米の話は︑また別の資料をちょっと引っ張り出してみな
いと一︒

関してご記憶はありますか︒

照中 天皇皇后岡陛下の初訪米があります︒ 門天皇皇后両陛下が㎝
九七五年﹈九月三十日にアメリカに行かれましたが︑何かその件に

醸天皇皇后両陛下初訪米1︵訪米の決定︶

でだいたい終わりですかね︒

昭和五十隼は︑ランブイエのサミットと︑スト権ストの問題

海部 大きくなりつつある時ですね︒現在進行形︑〜・−轍gの時で
すけれども︑大きくなることは闘違いない︑という時だったと思い

ているわけですね︒

昭和五十年というと︑日本はかなり経済としては大きくなっ

佐道 この会議では三木さんは︑南南間題を中心の議題︑テーマに
して話し合いたかったけれども︑ほかの團々がなかなか乗ってきて
くれなかった︑ということがよく言われるんですが︑実際そういう
ことでしたか︒

海都 南北問題を話したかったわけだし︑自分の幾需の機会がある
ときには南北間題にも触れたりした︒ 門ヨーロッパやアメリカの人
は︑海部看︑南北問題といったって︑あまりわからないんだよ︒ア
ジアを見て︑アジアのことを考えて癸言しているんじゃない︒今後
世界のそういうグル⁝プをつくってやるならば︑アジアのあれ﹇問
題﹈はどうするんだということが必ず出てくる︒元植民地であった
国々がどうするのかという問題等も罪常に気になるところだろう︒
だから︑わしはできるだけそれはやって︑帰ったら︸回一通り誰か
然るべきやつを特使に繊してでも︑アジアのり⁝ダーとは話してお
かなければいかんと思う鳳ということは︑絶えず思っておったと思
いますよ︒僕にもそういう指示もあった︒ただ︑向こうで出先のア
ジアの国々の大使館へ連絡したり︑ということはありませんでした︒
どう決まるかわからないから︑あくまで帰ってきてからでいい︑と
いうことでした︒

伊藤 いちおう問題提起はされたんですか︒
海部 どういう形のやり取りがあったのか︑速記録の細かいものが
公開されていないのでわかりませんが︑三木さんは発言しているは
ずです︒ ﹁南北問題というと︑アジアにはたくさんこういう問題が
あるから︑よくテイクノ⁝トしておいて欲しい﹂ぐらいのことは言
っ た ん で す けれどもね︒
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発需閤題がいろいろ出てくる︒そういう面でも注囲されていた訪米
だったと思います︒そこは政府としてもずいぶん気を使われたと縫

争に関する発言が俺かあるのではないかどいうことから︑天皇のこ
海部

伊藤

宮内庁は初めから乗り気だったんですか．︑

内閣です︒それは閣議です︒

陛下のこ訪米の決定は︑やはり内閣ですか︒

論のほうでした︒

﹁私は麟十五年前︑

﹁いよいよ留学しようと思った︒当時はムッソリーニのイタリ

てアメリカでスピ⁝チをやると︑それはもう拍手喝采です︒
そういうアメリカの異主主義とか︑アメリカ戦わずと言ったこと

アも見てきたし︑勃興していたドイツも見てきた︒どこへ行こうか
と迷ったときに︑自分は躊躇することなくアメリカを選んだ﹂なん

ら︑

い︑暮らした﹂と言うんだよね︒そして﹇世界を園って﹈爆ってか

テムだと思ったのはアメリカの民主主義である﹂と書ってえらくお
だてるから︑リップサービスごやないかと恩ったら︑ 訳そうじゃな

﹁わしは世界を圏つたけれども︑やはり︻番素晴らしい政治のシス

ここへ来たんだ︒その時はあの橋はなかったんだ﹂という演説をや
ったのを僕が横にいて聴いていた︒そのときは世界を測ったんです︒

初の演説は︑霧︒暮雪回＄話お︒で始まる︒

るんでしょうか︒やはり総理自身なんですか︒
海部 それは総理露身です︑最終的な意思を決めるのは︒ただ三木
さん自身はアメリカが非常に心構的に辛きな人だから︑だから︑最

〜番初めにイギリスへ行きたかったのは宮内庁ですよ︒
伊藤 普通の法案になるような問題は各省庁から上がってくるわけ
でしょうが︑この問題は一体どこがイニシアティブをとることにな

屡本になりたいから︑陛下もやはり行って来るべきだ︒．その時に︑

もそういうところへ入って行くことができた︒そろそろ世界の中の

鍔を並べて︑OECDだとかいろいろなものがスタートした︒馨本

ら︒あの頃ではないですか︑世界の自由主義国家の仲間入りをして︑

にもなられて︑だいぶ定書してきて︑馨本の国力も上がっていたか

海部 宮内庁はどうだったかな︒事を荒立てて︑それは待ってくだ
さいとか︑いけませんとか言わなかった︒やはりちょっとプレイア
ップしたい気持ちのほうがあったんじゃないかな︒戦後︑人間天皇

繊中

うんですが︒

溝部 アメリカに行くことに関しては︑陛下のこ癸言問題というの
は︑そんなにウェイトを占める大問題ではなかったな︒それまでも
いろいろ率直に発言されていることで︑アメリカにも理解は得られ
るだろうということでしたね︒中国とは違うもの︒
摂藤 こういう︑陛下のこ訪米というようなことは︑どこのイニシ
アティブで始まるものなんですか︒

海部 当時は︑アメリカと窪本との問のパイプ役を自称していた人
が数名いましたね︒そういう人たちが三木さんのところへ報吉に来
て︑こうしたらいい︑こうしたらいいと︑まず根回しに来るわけだ︒
影藤 外務省ではないんですか︒
海部 外務省ではない︒広い意味で元外務省かもしれない︑外務省
OBといったほうがいいかもしれない︒あのころは平沢和重なんて
いう人もちょいちょい磁入りしていた︒
轡藤 平沢さんはよく三木さんのところに来られたわけですね︒
海部 そして︑アメジカの国務省の情報や事情をよく聞いては︑持
って来て話しておりましたが︑それによって動かされたということ

熱心に平沢さんがそれに取り組んでい

門それは駄貝ですよ﹂といって断わる︒

はないと思います︒三木さんは頑園だから︑自分で決めて︑調子の
＼︑ことは︑ ﹁それじゃあ︑それはそのまま﹂といって取るけれど︑
レ レ

あ ま り 気 に 入らないことは︑
断 わ れ る よ うな間柄なので︑
た こ と は 間 違いありません︒

﹁そ

ただあの人は幅の広い人で︑ロシアとの問題も中へ入ってやりま
すからね︒それで二島返還論なんていうことを言い出すから︑

れは彊つかかってはいけませんよ︑あくまで四でいかなければ︒初
めが大事だ﹂ということを僕らも意見を求められた時は申し上げた
ことがありました︒平沢さんはどちらかといえば︑いまでいう二島
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とを率直に言うものだから︑アメリカでは副読とはいわないまでも︑

勝つためにはベルジンに行って来たい︒東欧諸国もちょっと見てき
たい︒いままで東欧諸翻へ行った総理がないから︑おれが行ってく

行きたい︒演説の内容はもう決まっているから︑見てその支点に立
って︑その時の感想︑邸象を混ぜなければ選挙にならない︒選挙に

に対して︑自分もそれは大事なことだと思っていたというようなこ
知点鼻で︑アメリカの過宏を知っている政治家だという評価が高か
った︒そういう紹介もされたんですね︒

願天皇豊后近心下初訪米2︵政治的な意昧︶

そのお気持ちなら︑そのお気持ちに反対しないように根嚢しします
から﹂という︒それで一晩根圓しして︑ ﹁金部こうなっております

る﹂というようなことを言い出すと︑ 門ちょっと待ってください︑

俣藤 やはり嘗内序から上がってくるとか︑そういうことではなく

だから福田さんを重席随員にした︒

ってこい﹂とか書いてある︒それから二人を会わせる時には︑時間

でいいから︑読んでおいてくれ﹂と言う︒あとで読んでみると︑
即こういうことを三木さんに進言したけれど︑三木さんの本音を取

ラブレターを書いて︑ ﹁ちょっと副長宮隔とおれを呼んで︑ ﹁あと

海部 しかしあのころ輻穣さんは︑だいぶ三木さんと接触していま
したよ︒そして閣議をやっていても︑ ﹇着陣さんが﹈自分で簡単な

轡藤

海部 点数を上げさせたくないという気持ちも︑それはあったでし
ょう︒そんなことを雷ってきた人はなかったけれど︒

たんですが︒

撰藤特に陛下の訪米なんていうことになると︑これはなかなか反
対というわけにはいかないでしよう︒
海部 いきません︒あのころはいまと違って︑天皇陛下なんていっ
たら︑みんな門ははあ﹂というわけだから︒
町道 ご訪米自体は︑前の掌中さんとニクソンのころからの懸案で︑
三木さんに持ち越されていたわけですね︒だから︑今度は逆に三木
さんの時には行かせたくないという意見もあるのではないかと思っ

かったな︒

海部 三木さんもやはり⁝︒ただ椎名さんあたりがあのころの抵
抗勢力の親分だったけれども︑あまり表立って反対とは黒いに来な

から︑遠慮なくぶち上げてくださどということになる︒
伊藤 じゃあ︑三塞さんもやはりそういう一︒

て︑いろいろな入のアドバイスがあって︑総理が雷い出すというこ
と に な る わ けですか︒

海部あのころの裏の裏まではちょっと︑どの揚面で決まったのか
わかりにくいところがあります︒しかし総理は︑初めにやり出して︑
国内政策で不協和音が出て来たり︑つまずいたり︑いろいろするわ
けでしょう︒だから︑最も得意な分野へ引きずり込んで︑やらなけ
ればいかん︒そうすると︑ ﹁わしにはできるけれども︑樵名﹇悦三
郎︺さん︵名前を言って悪かったけれども︑ああいう今様の抵抗勢
力の親分みたいなもの︶がやれる謡ではない︒これからはやはり民
主・王義だよ︒徴界の経済からいっても安全保障からいっても︑アメ
リカを抜きにして世界の秩序はない﹄というようなことを︑むしろ
思い込んでいたから︑行くならアメリカへ行く︒それはわかる︒想
像に難くない︒自分で言い娼したんでしょうね︒決めたことは︑呼
んで︑そこで行くからという話をする︒官房長官は井出﹇一太郎﹈
﹁ほう︑ほう︑ほう﹂と言って反対はしない人だから

多少は政治的な意味もあるんですね︒

さんだから︑
ね︒

滋藤

海都 どこへ行くかということを決めるのは全部政治的な意味で︑
いつでも総理が決断して決めるのではないですか︒僕が最初の外遊

先を決める時も︑当時は幹事長が小沢一郎だったから︑小沢一郎を
呼んで﹁おれは今度︑選挙前までに行って来たい︒特にベルリンへ

を調整すれば︑いつでも人貝につかないところへ行くからというの
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﹁なんだ︑君も来とつたか﹂というよう

で︑財界人を利淫して︑その財界人にお座敷を取らせておく︒そこ
へ行って︑おっと見ると︑

なことになるようにセットをした︒纏弱さんが︑それにはえらく理
俘藤
それはいい時代ですよ︒

まだいい時代なんですね︒

解 を 示 し て くれた︒

海部

匿ソ連グ塁ムイ3外相来日︵一九七六年一月︶

協力隊をつくった時は︑末次と私が〜藤懸命になってつくったんだ
けれども︑そういう仲です︒あのおじさんは葬常に得難い︑たぐい

まれなる触覚を持った入物で︑だいぶ接触があったんですね︒
楠 虫年門二〇〇 年﹈亡くなったんですね︒
海部 だから北方問題なんかについては︑絶えず進言に来ましたよ︒
けれども︑聞違ってあの入は右翼じゃないかと盤の中から見られて
いて︑ ︸番親しいのは中曹根さんじゃないかという見方があったで
しょう︒中蛍銀さんも︑改進党のころを辿れば三木さんと一緒なん

だから別にどうということはないんだけれど︑あのおじさんも﹁直

接新聞に名前を出されて総理に会うよりも︑あなたがカバ⁝してく

ソ連のグロムイコがやってきた時は侮かございましたか︒

拶藤

俘藤

海部

意味がないんですか︵笑い︶︒

あまり意味ないんだよ︒

海部 だって本当に正直な人は︑差し障りがあるからやめておくけ
れども︑一嗣にあんなに飯を食って歩けないと思うほど歩く人がい

俳藤

かもしれませんね︒

海部 そうなっているんだから︒
楠 じゃあ︑あの﹁総理の⁝山郭を分析しても︑あまり意味がない

﹁総理の⁝日隔なんて見ていると︑隙問がないですけれどね︒

にかくいろいろな情報を持っている人でした︒

れればそれでいい﹂といって僕のところへ来るから︑来たら︑ ﹁会
っていきなさいよ﹂といって会わせたりしたことはありました︒と

海部 グロムイコがやってきた時は︑あれは箸にも棒にもかからな
いような門門ェット︑ニェット﹂というおじさんだった︒あの時は︑
残念ながら何も得るものはなかったんじゃないですか︒みんな﹁ニ
エツト︑ニエット漏だ︒来るかどうかもわからない怪しい圏だよと
いうことで︑空港でタラップから降りて飛行場に本当に両足をつい
た時に︑初めて安心できるんだ︑というようなことでしたね︒

松本何某といった代議士がよく説明に来て︑話を闘いたり︑お使
いを出したりした︵佐道 松本俊一ですか∀︒
それから当時はまだ始まっていなかったと思いますけれども︑の
ちのち非常に私との接触が多くなった末次一郎君︑あの人はモスク
ワにしょっちゅう行って︑人脈もあり︑心臓が強いから宮邸へもふ
らふら来るわけだ︒僕に会いに来たと書けば︑毅聞には載りません

ておけば︑親聞記者はまけるでしょう︒あとから自分が行った時に

るでしょう︒どこで何を食べて︑どこに行って何を食べたと︒あれ
は食べていないんだよ︒そこで入に会っているわけだね︒先に入れ

横藤

は︑都合のいい入は隣の部屋へどうぞ︑どうぞと入れておいて︑都

からね︒

海部 あれには載りません︒だって副長官の一日になつちゃう︒そ

﹁ 首相の㎝霞隔のような欄ですね ︒

れでこちらから上がって来て︑副長宮窯に入れるわけだ︒
そういう形で会いに来るケースは多いわけですか︒

合の悪いのだけ途中から帰す︒みんなが何の謡をしてきたのかとい
っても︑この話をしてきたと大して問題にならないことを書いなが

楠

海部 僕もあれ﹇末次氏﹈は知っていますよ︒ ﹇日本嗣健青会の代
表だから︒そして僕は青年運勲で青年局長のころから一緒だ︒青年

ら帰っていくわけだ︒正直にいうと︒悪い話だけれども︒
揮藤 いろいろなテクエックがあるんですね︒
海部 そういうことをやったんです︑どうしても会ってくれと言わ
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れたり︑どうしてもこう露ってくれなければならないというと︑会
ってあげることもあったけれども︑会ったことが表へ鐵るのがいや
だという人もいますしね︒だから口が即けても漂えないし︑墓場ま
で持っていかなければならない名前も︑それぞれの人のところには
たくさんあるんじゃないですか︒
伊藤 そうでしょうね︒ご本人が超えば別ですけれども︒ソ連との
関係は︑この時期はとにかく冷たいということですね︒
海部 その時期はソ連との関係は非常に冷たい関係だったと思いま
す︒グロムイコ︑あのニェットのおじさんは︑ちょっと冗談を言っ
て笑わしてやろうとか︑ ﹁ボリショイ・スパシーボ幅といって片言
で挨拶してやっても︑何の反応もないんだ︒ゴルバチョフになって

やりましたよね︒三木内閣になりますと︑台湾との関係が修復され

る時期なんですよね︒そのとき宮澤海賦が担当されたんですけれど
も︑三木さん自体が︑もう中国とはできたんだから︑これからは台
湾とやっていかなければいけない︑というお考えだったのか︒ある
いは宮澤さん独自のものなのか︒

﹁先生︑ ﹃信なくして立たず﹄とよく書くけれども︑向こ

海部 三木さんは﹁愚なくして立たず﹂と言うんだ︒そして鯨覇兵
輔とかおれなんかが︑公のところでは言わないけれども︑三木さん
のところへ行っては夜︑飯を食ったり︑これくらいの机に座って話
す時に︑

うに言わせれば︑爾管守ってやらなければ︑信がないんじゃないで
すか﹂と書うんだ︒そうすると初めは︑ ﹁中溺の実効支配というか
な︑現実に大きくなつちゃったんだから︑一つの中国︑︸つの中国

というんだから︑やはり中園は大陸を主にして︑禽湾は地域として
ハ当時はまだ一国二劃度なんていうことはなかったですから﹀︑地

﹁ゴルバ︑

わかったら指切りやらなければ駄翼だ︒条約だけ署名しても駄陰
だ﹂というと︑にこつと笑って捲切りをしたぐらいだ︒ああいう人

位も立揚も考えてやらなければならんとは思うけれども︑しかし中
国とつき合っていくためには︑そこを変えなければいかんから﹂︑
日中国交正常化の時には︵もう三十年前になるな︶︑三木さんがそ

﹁ハーイ︑それはよくわかる﹂とか言うからね︒

間的な心の底を見せるようなことは︑グロムイコにはなかったね︒
ゴルバチョフはそういう入間的なところがあったけれども︑あった

れに踏み切ったんです︒

からは︑

がためにああやって足をすくわれちゃつたんだな︒これは危ない︑

ければいけませんよ﹂とか言っていた︒ ﹁ヨ；ロソバも勝手じゃな

﹁それはいいけれども︑台湾はやはり現状凍結︑平和共存でいかな

あの時は党内の毛利松平とか鯨岡兵輔という三木派の連中は︑

と 言 わ れ た のかね︒

十九年か二十年でしょう︒
﹇ そういう性格﹈だから︑

門外相として長く﹈もったんじゃ

極藤 しかしグロムイコは長いこと外相をやっていたんじゃないで
すか︒

海部
佐道

いですか︒第二次世界大戦で変わった霞舞はもう変えない︒現状凍
結︑平私共存ということをさかんに言っておきながら︑現状を変え
て︑すでに国として存在している台湾を認めないから嵐て行けとい

ないですか︒

海部 ドイツもそうでしょう︒野党の連立の自浅党の代表でやった

う︒台湾追放決議案なんていうのは筋が通らないじゃないですか﹂

湾関係の特別のセクションがあるんです︒そこで二時問ぐらい話を

です︒その時︑与国に台湾関係の弁公室門国務院台湾弁公室﹈ρ台

全く話は脱線しまずけれども︑十日ほど前に僕は中国へ行ったん

という議論を派閥の中でもずいぶんしたことがある︒

のが十九年かな︒体が大きかった︒なんとかといったな︒

匿現代申国論1︵台湾問題︶
一中 ちょっと思い出したんですけれども︑田中内蘭で日中国交を
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した︒そのあと︑銭其環との話に入り︑そして江沢筏との語になる
わけです︒

僕は﹁いつまでもそんなことを言っていてもしょうがない︒台湾
をいまの状況でつぶすといっても︑もう羅家として厳然としてある
んだから︒あんたのほうは つの中国を台湾が認めればいいという
んだから︒ちょっとせっかちかもしれんが︑日本から見ているとい
らいらしてくる︒心配になる︒しかも朱鋳基さんが虫年の全入代の
前に演説をぶっていたのをパッとやめて︑ ﹃そんなこと︑禽湾の独
立のことなんか考えたら許さない︑放っておけない︒軍事力ハ武力

侵攻といったか武力行使といったか︶の選択肢も放棄していないん
だ隔とものすごい顔をして言う﹂一癖はそれを︑銭恩讐にも雪害
基にも言ってやった一﹁朱鋸基さんがものすごい顔をされるのは︑
あのとき初めて見たけれども︑あれで銀本でもみんなびっくりした︒

朱鋳基さんは話のわかる単和主義者だと思っていたら︑いつでも台
湾なんかすぐやつちゃう︑と言うようなことはよくないから︑やめ
たらどうですか﹂と書つたんだ︒
ところが︑ 門台湾︑のほうが一つの中羅を認めんじゃないか一と誌

ら︑もうこれは︑郵小平流に分けたらどうか﹂︒
木村一三さんをご存知ですか︒肩書きは国際石油の名誉会長です

が︑その人からもいろいろ話を聞くけれども︑今日虜日のうちに変
えることができないことは両方ともわかっている︒それに結論を出

そうと思うと︑ ﹁武力行使を放棄していない﹂と糊で捺したように
いつも申国側が書うわけだ︒銭其探に闘いても同じことを言う︒
﹁けれども︑それしか解決方法がいまのところないように思うの

n海峡爾岸蘭孫協会会長﹈先生だって話のわかる

で︑その問題も南沙諸島の時の解決策と一緒で︑郡小平先生が言っ
たようなことを今跨豹に取り入れると︑新王道主義だ︒中圏の外交
の王道論だ︒それは平和の中でやっていかなければならん︒そうだ
とするならば︑現実的な解決方法は何があるかというと︑台湾側に
いま両岸関係があるわけだから︑両岸蘭係を少し太くする︒江道酒
︵おうどうかん︶

人だから︑口振鳶︵こしんぽ︶ ﹇海峡交流基金会理事長﹈さんだつ

てそうでしょう︒そういう人をみんな使う︒日本はそういう爾方と
入脈をもって︑斬王道論でいったら一︒そのかわり何年かかるか

言うと︑あんたの函はこのごろ返事が遅い﹂︒

わからない︒孫の苗代になるんだから︒三十年ぐらいは塩漬けして
もいいじゃなういですか︒ウンともスンとも今日は返事はできない
だろうから︑この次に来るまでに考えておいてくださいよ︒外診に

とだ︒僕はこのごろわざわざ﹃子々孫々までの友婿駈と書くのは︑

瓢現代中国論2︵通貨︑民主化問題︶

われるから︑ ﹁そこが中幸の悠久の歴史の中で懐の広いところを見
せるんだ︒あなた方がよくおっしゃるように郵小平先生が言ったこ

子々孫々︑少なくとも孫の時代になったらうまくやろうということ
だ︒南沙諸島の時も︑そう言ったでしょう﹂と言った︒そうしたら︑
﹁いまはそんなことを掌を返

海部

門 台 湾 問 題 もいまは駄囲だ﹂という︒

したようには言えないだろうけれども︑子の鍵代になり︑さらにそ

だって︑環境問題でもあれだけ言ったんだ︒ ﹁この次の地球

の下の孫の鍵代になったらもう一回考え直して︒お互い同じニイハ
オの中華国家じゃないか︒しかも一国二陣度でいいというならば︑

れば一番素晴らしいことだ︒そこへ二本もできるだけ応援すること
は問違いありませんよ︑と霞っているのに︑あなたのほうが︸回も

環境行動会議の世界大会は中国主催でやってくれませんか︒私が言
う以上︑日本のほうの環境庁も外務省も全部根回しして︑学者の皆
さんの了解もとって案を持ってきたんだから︑中露が主催してくれ

いまは大陸のほうがずいぶん譲って︑海部さん誤解せんようにして
ほしいが︑香港なんかの一塁二制度とは違って︑台湾は︑台湾軍を
持つことも全部台湾の自治権の中に任せてあるんだ﹂ ﹁しかしそん
なことをいまいったって︑とてもそれでいいとは雷えないわけだか
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ら︑もう三十分で宮邸へ行きます︒

楠 今日はここでお先に失礼いたします﹇退席﹈︒
海部 ありがとうございます︒僕も今露は︑ブッシュが来ているか

かりが雰常にいいんです︒

かりしておきたいという両面作戦です︒両面作戦ですから︑ものわ

それは︑自分の躍の驚元︑特にウルムチ・トルファンをやりたい
ということだ︒もう一つは︑北朝鮮との函境付近でいろいろゴトゴ
トしているのがいたら︑それは撲除したい︒そこにいるやつはしっ

ている︒

そこで暴動をやっている︑操りだからね︒それを断ち切るためには︑
なんとかしてあそこをやっつけたい︒だからアメリカに協力してテ
ロ撲滅に一番調子のいいことを︑つい十霞前から対外的にしゃべっ

伊藤 いや面白い話だなあ︑それは︒
田中 その青年薄というのは︑罠主門派なんですか︒
海部 民主化か何かは褒立って口には出さないけれども︑畠せば︑
痘ちにクビになって︑粛蕉されてはいけないから︒
もう︸つは︑僕はウルムチ・トルファンのほうも詳しいけれども︑
あっちのフどライハイティというのが︑いつもケツまくろうとして
いる︒アメリカに聞いてみたら︑オサマ・ビンラデインと資金的に
も組織的にも関係があるのがウルムチ・トルファンにいて︑それが

一答行ってこようと思っています︒

ようと思って声をかけても︑青年溝は応じないんだ︒由東省の役人
で頑張っている︒あのへんのところも面白いなと思って︑今度もう

﹁海部先生︑今度︑もう 回来て︑ちょっとそういうお誰をあちら
ウンと言ってくれないから︑とうとう今度も東京でやらなければな
の連中に闘かせてやってくれませんか﹂という︒山東省のあの国境
らない︒中圏は参加されるだけだ︒霊前が主催してみんなを集めて︑
線の厳しいところへ行って︑そんなことを僕がブッたら︑どういう
中国もこんなに変わったというところを見せてもらうと︑東アジア
ことになるのかしら︒
で大変な存在感が出て来ますよ﹂︒
門だから︑ASEAN＋3でとどまらずに︵いまや中国はニュー 山東省にはご承知のように中央で溝一派というのが頑張っている
でしょう︒中圏の濾さん︑あの子供が山東省の書記で頑張っている
ジ⁝ランド︑オ⁝ストラリアまで入れようという大アジア主義まで
んですよ︒それは危険分子だから此京政府へ採点しよう︑弱き上げ

考えているわけですから︶︑それなれば︑いま自分の膝元の立憲と
の関係をガチャガチャして︑いつでも︑あそこには武力行使をやっ
てというようなことを書っておられたのでは︑周辺の人が怖ろしく
てかなわない︒そんな怖ろしい存在であってはいけないから︑長い
馨盛りで︑それこそ孫子の世代に誰かが知恵を出して片が付けばい
い︒その代わり︑あくまで魍一つの中貫︑二つの糊度だよ隔と言い
たかったら︑ずっと言い続けていればいいじゃないですか︒それも
どこかで変質するかもしれない︒そう永久不変のものではない﹂︒
その証拠に︑その前に江沢昆に会った時は︑元﹇通貨﹈の変動の
問題で盤界中があれほどガタガタいっているときに︑ ﹁中國にはそ
れをやってくれという申し込みも多いだろうけれども︑どうするつ
もりですか﹂と聞いたら︑微妙な言い方をした︒ コ兀は永久不変の
ものではないから︑必要があれば︑その時がくれば︑みんなの安定
のためにね﹂という︑ちょっと燐り下げのニュアンスがあるような

ことを言ったんだ︒あれは江沢属だから君える話であって︑ほかの
人 で は 言 え ない話だ︒
﹁先生︑それをメイク・パブリックしていいですね﹂と言ったら︑

﹁いいよ︑それは︒このままでいつまでも固定でやっていこうとも︒

今上︑明日の問題ではない︒今日︑明野切り下げなければならない
垂桜でないし︑近隣諸麟もみんなそれぞれ努力されるだろうけれど
も︑いつまでもそうではない﹂ということを書っているんだ︒だか
らN僕はそういうのを全部集めておいて︑さらにもう少しご心配な
く や っ て も らえないだろうか︒

そういう︑向こうにとってみればいやらしいことを言うのに︑
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騰現代中藩論3︵靖国神社問題︶
掻藤 ではあと三手分お話を伺います︒先ほどランブイエの話があ
ったんですが︑今度は︑いよいよ挙党協もできて︑という状況の中
でプエルト・リコのサン・ファンで会議﹇第二回サミット﹈があり

海部 だから︑東條﹇英機﹈さんと一部軍部に罪を負ってもらうよ
りしょうがない︒今度の靖国神社問題でもそうですよ︒僕はそれだ

と思うもの︒それで言ってやったんだ︒ ﹇侮を怒っているんだ︒八

月十五日に怒っているのか︒小泉門純一郎﹈が十三日に変えたんだ
から︑怒らなくてもいいじゃないか﹂と書ったら︑あのシンポジウ
ムの最申に一︒楊振亜という大使は本当の知瞬派ですよ︑おれも

ことだが︑

の協力を得て︑チャワリットという前の翻首相がベトナムへ行った︒
︹全部集まるから岡日本の総理大臣が来た時にここへ来い隠といっ

﹇僕が︺総理になって最初に東南アジアに行く時に︑ベトナム︑
カンボジア︑あの辺の粕平問題にヨ本が孚を差し伸べた︒いまほと
んどできそうになっているのに︑きっかけがないから︑ヨ本がきっ
かけをつくってくれという︒それで︑チャチャイというタイの首相

よく知っているんだ︒

肩笑い﹀︒そういうことを平気で言いますよ︒ ﹁ドイツとだけそん
なことしとらんで︑イタリアも入れてくれや﹂という︒これはイタ

て集めてくれ漏という︒だから﹁来い漏といったんだ︒そして︑そ

ました︒この時は前園より︑もっと人が増えたわけですか︒
海部第一園が終わったあとで︑どこの筋を通じてかは︑ちょっと
明確に思い出せないけれど︑イタリアが﹁おれのほうをいつまでも

リアの︑そんなに大幹部ではない︑大使館に来ている武宮ぐらいの

﹁馨独伊三国同盟までやった国じゃないか﹂という︵一
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除外しておかないで︑入れて欲しい．﹂という︒表に霞えないような

クラスはそういうことを追うね︒

それを手直しする︑手なずけるのは︑中国が一番いいというんだ︒
初めはチャチャイが︑ ﹁おれに任せておけ︒われわれは隣同士の国
だから︑みんな各派に連絡があるんだ﹂といって︑やってくれてい

クメール・ルージュだ︒

こでだいたい会った︒そうしたら︑東京で一回きちんとした会議を
やってくれという︒ ﹁じゃあ︑東京へみんな出て来い﹂という呼び
かけもしたけれども︑結局あの時ちょっと横を向きかけていたのが

それはドイツもそうだった︒僕が日独青少年の暇本側の代蓑で行
った時に︑ドイツ側の受け入ればドイツユースの青年ドイツ代表糧︒
そのドクタ⁝・ゼルターという団長が︑ ﹁大きな声で言えんが︑わ
しは昔ヒットラ⁝・ユーゲントの経験者だ︒組む相手を間違えたか
ら残念だった︒初めから冒本と組んでおけばよかった︒﹂と︑まあ

ものすごいことを言ったものだよ︒だから︑戦い終わってからの感
覚は︑ヨ本のように︑負けて本当に悪かったなと心の底から反雀し

﹇中国を﹈使ってやらせなさ

た︒けれども︑最後にクメール・ルージュが出てこないという時は︑
﹁あのクメール・ルージュだけはちょっと難しい︒あんたは中国に

いろいろパイプがあるだろうから︑

て︑．間違っていたという一億総臓悔というようなところはないね︒
そ れ はそうでしょうね︒

い﹂というんだ︒

て︑とにかく紬がりなりにもみんな会議をやるホテルにまで出席し
てきたから︒ここへ座れと言ったら︑康順が気に入らんからとかな
んとか言って座らなかったけれど︒おれは別々のほうに向かって座

それで聞いてみたら︑本峯に楊振亜はその時は動いてくれたんだ︒
﹁ちょっと時間をください﹂といって︑すぐに連絡をとって打診し

イ タ リアは︼番駄困なんだ︒
と 言 われておるわ︒

いや︑ドイツだって藏じだと思いますよ︒

チに罪を負わせたけれど︑ 曝本だけはそんなことしていないから︒

イタリアはムッソリ⁝二に全部罪を負わせたし︑ドイツはナ

佐伊海霞伊
道藤部中藤

るとか︑いろいろなことがあったけれども︑とにかく中へ入って︑
一所懸命成功させようと思って協力してくれた︒

嶺時中国にとっては︑やはりあそこが一緒になることだ︒それは
そうでしょう︒翻境を隔てて隣の罵でドンパチやっておられて反対
勢力があっては︑威厳に関するから︑申国できちんと掬えつけられ
るようにしたいという願いがあったんじゃないかな︒

門中

その時は素振亜はうんと働いてくれた︒その時以来︑貫入的にも
仲良くなったし︑寒雷亜の奥さんは監本語べらべらだしね︒それで
いたら︑あのシンポジウムの終わった時に番外発言を求めて︑

﹁小泉はな

国の︑昔日本に駐在して大使を経験している︒けれども︑日本に申
し上げたいことがある﹂といって︑ひとの顔を晃ないで︑霞を合わ
せないように自席から立ち上がってワーとぶつわけだ︒

ぜ靖国神社へ行った︒ヨ頃言っていることとやっていることと違う
じゃないか﹂とガンガンぶつわけだ︒

ければならない時期なので︑済んだことで︑歴史閥題でいつも言わ
れていたのでは進んで行かないから︑やりたいんだ︑と慕うが︑全
然うまくいっていないんだ︑あれは︒
伊藤 それはそうだろうな︒うまく行くわけがない︒
海部 それをやらないと中国も損だと思うよ︒
田中 東條のお孫さんだけですか︑反対しているのは︒
海部 そうです︒みんな手を回して︑それぞれパイプのあるやつが
話に行って頼んでみたけれども駄團だ︒合鵜を実際に決めたのは︑
山鳴靖醸神社なんです︒あの時．合紀を決めた者にもういっぺん集

まってもらって︑あの時の決断でこんなに両国に亀裂が生じたが︑
これは屡のためにもならない︒東條さんが本当に考えた︑古い言葉
だけれど﹁大東麗共栄醐﹂なんていう発想でいくならば︑大きいア

ジアをつくろうということだが︑ASEA盲目3なんていうのが︑

いま環に行なわれている会議だからね︒中国のごときは︑今度そこ
にオ⁝ストラリア︑ニュージーランドが加わってもいい︑それでや
ろう︑と雷っているんだから︒今度そこへ行って︑僕はそういうこ

とも言ってこようと思うんだ︒山東省のウエイハイ︵威海︶という

のは︑︑海軍の軍港のあったところで︑もともとは威海衛といったん

ですが︑いまは威海市︑山東雀の端にある︒

田中 ビールは青島ビールですか︒
海部 そうそう︒青島のもっと先の離れたほうだ︒僕はそういうよ
うなことでも︑思い切ってここでもう一回机の上に乗せて議し合わ

日頃と態度が全然違うので︑終わってから︑ ﹁楊先生︑今日は何
を言ったんだ︑あんたは隔と言ったら︑ 門あれは環頃から言ってい
る通り︑靖国問題は片づけてもらわなければいけない﹂と言う︒そ
こでいろいろ話し合ってみた︒ ﹁結局︑戦犯がいるからいけないと
いうんだな︒じゃあ戦犯がいなければいいか﹂というと︑ ﹁いいと
は言わないけれども︑おるからいけないと雷っているんだ﹂という
中国人流の答えさ︒それで門あれをのけるように︑われわれも仲聞

ともすでに瓢︑三話をしている︒自畏党の︑あんたもよく知ってい

近隣諸懸の不信感や心配を解くようなことをやってもらわないと駄

︒それには中瞳ももうちょっと懐の広いところを見せて︑

るのも一所懸命その気になっていま動いているから︑それができれ
ばいいんだな﹂ということをいろいろ言ったんだ︒

国だよということをまた言って来ようと思っているんです︒どうい

う返事が出てくるかわからないけれどもな︒

ないと

けれども︑結局東條さんの孫が 人残っているんだな︒あれが反
認するんだよ︒

伊藤 それはありがとうございます︒現在澗題になって︑非常に面
白い︒
︑
海部 あまり右左動いてしまうから︑いかんけれど︒それがさしあ
たって連休中に行く話です︒いまそちらの勉強も始めているわけで

門祖父はそんなものは︑反対ですよ隔と言ってね︒

祖父は死んゆやっているじゃないか︑日本國にあれだけ迷惑をかけ
て︒あの祖父の軍国主義︑侵略主義のおかげで︑これだけ迷惑をか
けて︒いま日本が中国とそういう過去の問題を抜きにして来来志向
でやっていかないと︑これから中国に厳しいことをいろいろ雷わな
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をそのまま言うだけだから︑ちょっと整理するだけですけれどもね︒

田中 連休というのは五月の連休のことで︑いまから準備ですか︒
海部 五月の連休です︒準備といっても︑いままで思っていること

れども︒

す︒向こうからもしつこいんだ︑おれは連休中はいやだと言ったけ

海部だから︑第一便だけはこっちで満席にしてやろう︒おれも乗
ってやるから︒それから各党の代表も乗せていく︒あとはそっちが

田中

佐道

海部

照臨

週⁝便ぐらいですか︒

お客さんは大丈夫なんですか︑直行便で︒

オユンナも蓮れて一日行って来ようということになっている

全然駄目です︒

るから︑中圏もしっかりやってくれということです︒

努力しろと言ったら︑置行便ができれば︑それなりのメリットはあ
るんだという︒いまでもカシミヤとか︑そういったものはモンゴル
が最高の品質だそうです︒まあ︑余談はおいて︑そういうことがあ

わけです︒今度︑モンゴルへ直行便をつくりますからね︒

謹日本・モンゴル国交樹立三十周年︵二〇〇二年︶
海部 それで︑ちょうどいまはモンゴルと日本の国交正常化三十年
記念だ︒そうしたら︑モン︑認ルと曝本との懸体が︑議員連盟を入れ
て十二ぐらいあるんだ︒そんなのはそれぞれ勝手に︑といって放っ
ておいたら︑やっぱり統一して 本になってやって欲しいという希

では︑サン・ファンの会議の話に戻ります︒この時は新しく

■プエルト・リコ・サミットー︵サミットの概要︶
極藤

イタリアとカナダが入った︒霞本から行った人数は︑前差は八十人
ぐらいだということですが︑やはり詞じぐらいの規模ですか︒

海部 サン・ファンへ行った時はもうちょっと増えたと思う︒
俘藤 だんだん増えているような感じがしますね︒
海部 それは︑そこでいろいろ議題が出てきたりするから︑取り扱
わなければならない問題が多い︒それから行く先がアメリカだから︑

遠慮会釈なくいろいろなことを言うだろうということで︑各省がみ

予算委員会が驚けるぐらいだ︒

そうですね︒予算委員会が動いているようなものですね︒

そう思っていれば閥違いない︒そのぐらい来ました︒
議員さんも行くわけですか︒

ええ︑議員も行きます︒サン・ファンへ行った時は︑三塚博

記録を見ればわかるけれども︑自署党の申で濁会対策でよく

働いているやつを︑ ご褒藁に連れて行ったんだ︒
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望や要墾が出て来た︒いろいろみんなで調査して︑このあいだ準備
会もつくった︒参議院にモン︒コル議員連盟があるんだ︒衆議院にも
あったんだ︒衆議院は加藤六月がやっていて︑参議院は前の議長の
斎藤十朗さんがやっていた︒よろしいということで︑財界や艮間人
のほうにもモンゴル友好協会とかなんとか会議とかいろいろあるが︑
みんなで統一した実行委員会をつくって︑三十周年記念をやろうと
いうことになった︒

久保国﹇真斑﹈というのがこの前まで大使だったので︑それをや
ろうということになった︒流説由だとか旭天鵬とか六人の相撲敢り
がいます︒彼らが辛年前に来た時はちょうど海部内評の時で︑宮邸
まで呼んだ︒本当は相撲取りになって大関︑横綱になってからしか
総理大臣は会って激励しないんだけれど︑大島親方に頼まれたから︑
特に呼んでやって︑頑張れと書って激励してやったんです︒それか

一
1

ら︑オユンナとかいった有名な歌手もいるんだってね︒
伊藤 曝本で︑ですか︒知りません︒
海部 みんな政治的なことは強いけれども︑そういうことはあまり
強くないな︒

と海俘海図ん
か部藤部申な

伊藤 やはりサミットに行ったということはメリットになるわけで
大事にするよ﹂といっていた︒

はりフォードだよ︒ ﹁あれは議会

この時も︑海部先生はだいたい同じような役割ですか︒

︵ぎくあい︶が長いから︑議会を

そうです︒聞いて︑話しながら︑ちょちょっと要点はメモし

ていますからね︒僕らは邪魔になるといけないから︑黙って闘いて
いるだけのことです︒それを今度は︑ほかのブースで声を取って︑

海部

替していかないと︒

揆藤 ︸入だけでやるわけではないんでしょう︒
海部 そうです︒だから︑交替で外務省の総理専門の通訳がいる︑
あのころは確か沼田さんという人がやっていたと思うよ︒
伊藤 あれは集中しなければならないから︑ものすごく疲労するん
ですよね︒だからヨ十分とか二十分とか︑それぐらいでどんどん交

いう人はほとんどいない︒

つある︒ 前の椅子にはマイクがあるわけだ︒その一本のマイクは国
弘専用で︑ あれは英語をしゃべるものすごい能力を持っている︒こ
つちは後ろで黙って聞いているだけです︒代わって通訳ができると

そのブースには何人ぐらい入れるんですか︒
王人ぐらい座れるように︑後に小さい椅子があって︑前に二

はい︒

隣に先生がいらしたんですか︒

︑尺え︑国弘が来ていました︒

その時も国弘さんがブースにいたわけですか︒

すね︒

海部 はい︒それはその議員にとっても名誉なことでしょうね︒
伊藤 別段何か役割をするわけではないでしよう︒
海部 何もない︒仕事は何もないし︑会議にも出られない︒だから︑
時々いろいろ状況を説瞬してあげたり︑向こうの国会議員と会って
二二
は い ︑ そうです︒

飯を食う場をつくったり︑そんな程度です︒
海部

伊藤 この時は︑三木さんはどんなことを問題提起しようとされた
んですか︒やはり南北問題ですか︒

門途上国の問題を片づけ

海部 アメリカが相手になると︑南北周題というよりも︑むしろ貨
本とアメリカとの共通の価値をあの人⁝流の書い方で言う︒ ﹁罠主
主義が勝たなければならん︒これからは畏主・驚義の十年である︒こ
の十年で民主主義の勝負が決まる﹂というようなことをさかんに考
え︑そしてやはり南北問題も言いました︒

ないと︑世界の平和と安定はないんだ隔というようなことも言った︒

それから景気がまだよくなっておりませんでしたから︑相変わらず
景気の拡大をするにはどうするかというような議論をしましたね︒
俘藤 サミットは︑侮か特定の問題についてみんなで結論を出そう
というよりも︑首脳間士がフランクに語し合おうというのが趣旨だ
ろ う と 思 い ますが︒

海部

そしてドイツ語︑フランス語︑イタリア語にやっているわけです︒
霞中 目本語を英語に訳し︑それを各国語に訳す︑そんなイメ⁝ジ

海部 首脳岡士がフランクに話し合うことができるようになれば︑
つまらないことでいざこざは起きないけれど︑フランクに話し合え
ないから︑みんなが腹に⁝物︑背中に荷物で︑言いたいことも言わ

臼本の外務省が付けている専門の通訳ですが︑時々は国弘氏もそれ

團プ諜ルト・り期・サミット2︵サン・ファン︶

ができるから︑やった︒

そういうことになる︒β本語を英語に訳すのは︑ほとんどが

ですか︒

ずに帰って行く︒それで完全燃焼しないで︑よけいこじれてくる︒﹂

もうちょっと率直な会話をして︑曝頃から信頼関係を構築していこ
うというところに大きな狙いがあった︒日本から見ればまさにそう
だと思うけれども︑ヨ⁝ロッパ側というのは︑そう簡単に胸襟を開
いて腹を割ってこない︒三本さんにとって一番詣ができたのは︑や
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海霞海田海田
部中部中部中

極藤 サン．ファンというのは︑どんなところですか︒
海部 サン．ファンは︑プエルト・リコ島の春雪ですけれども︑植
浸地のころは総督がいて治めていて︑それが終わってからアメリカ
になったら︑．だいぶアメリカ的になっていた︒サン・ファン・サミ
ットに使った施設とかは︑古いものもあったんだろうけれど︑それ

は使わなくて︑ランブイエ・サミットみたいなことはなかった︒そ
れでアメリカ流にザ；ッとコテージをつくっていた︒新品のコテー
ジで︑それぞれの国に叡り振りがあるわけです︒二階建てですから︑
瓢階はわれわれみたいな随員が使いました︒それから各省からたく
さん馨れてきているから︑そんなのはとても全部岡じ灘テージには
入れまぜん︒だから︑溺の︑ちょっと離れたコテージに行く︒サン
・ファンは完全な保養地になっているわけです︒保養地であるから
非常に遠いので︑僕はそこの時はヘリコプターを出してもらって︑
ヘリで詑者が常駐しているところまで毎B通いました︒
草藤 記者はどこにいるんですか︒
海部離れたところのホテルです︒プエルト・リコ島のサン・ファ
ンのホテルに泊まっていた︒海岸の保養地のほうにずっとバラック
があって︑そこはもう遮断されていて入れまぜん︒そこから遠いの
で︑ヘリコプターで通って︑それでブリ⁝フしてまた帰ってくると
い う こ と を やっていました︒

佐遵 会場に入れないんですか︒
海部 入れない︒だから︑これとこれとこれは入れるといって入れ
ますが︑会議が始まったら︑また﹁噌ogo攣ぴqoぴ9︒o酎﹂ですぐ出さ

れます︒何をしゃべるか事前に教えてくれというのが記者鑓の当然
の要求だった︒だから︑ ﹁羽ヨは何をしゃべりますか﹂と三木さん
に聞いておいて︑ ﹁これとこれとこれは特に卜うつもりだ︒これは
雷えるか雷えないかわからないから︑言ったときは言ったと言う︒
書つたと亀木さんが言うまで︑僕は皆さんにも書つたとは言わな
い漏︒

だから︑三木さんが誕さなかったと雷うときは︑すぐたまりへ電

話を入れて︑

﹁あれはしゃべらなかったよ﹂と言う︒ ﹁第

ニパラグ

ラフは今霞は喋るチャンスがなかった︑そこまで行かなかった﹂と
いうようなことも︑いちいち教えてあげた︒
三春 今度は三木さんのぞぱにいられたわけですね︒そのコテージ
の中に︒

海部 はい︑いました︒コテージの二階のぼうにいたわけです︒下
で何をやっているかわからんけれども︵笑い﹀︒そんなこと﹇下で
何をやっているかわからないということ﹈はない︒かなりの時間ま

で僕は一緒におって︑話を聞いておりました︒
伊藤 さっきちょっと語がありましたが︑ほかの闇弱と﹁認一での
会談というのもあるわけですか︑その侮曝間のあいだに︒
海部 あるわけです︒特にサン・ファンの時には︑イタリアの愚ロ
さんと会談したり︑ジスカールデスタンと会談したり︑シュミット
はもちろんですが︑フォードとも何回も会談しました︒
傍藤 そういうことは︑その会議の終わった後とか蔚とかにやるわ
けですか︒

海部 そうです︒だいたい臼穫が配られていて︑今録は首脳だけの
食事があるとかなんとかというときには︑それまでのあいだ一時間
なり二時間なり空いているでしょう︒そういう時に︑このあいだで

伊藤

僕が時々お使いに行ったこともあるし︑ついてきている外務

そのアレンジは一︒

ちょっと話がしたい︑というわけだ︒

海部

省の秘書官がやることもあります︒ただ︑ここ﹇胸﹈へ通行許可の
色の違うバッジをつけなければならないから︑誰でもいいというわ

そのコテージに入ることができたのは︑随員全員ではないん

けにはいきません︒

揆藤

ですね︒

海部 金員ではないんです︒狭いコテ⁝ジだから全員入れない︒だ
から︑変な誕だが︑各省の局長級が来ている場合は︑それらを全部

集めてまた別の晟家を借りて︑そこにいるわけです︒そこへ時々顔
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を出してくださいよ︑と言うから︑よしょし︑今は何をやっている︑
今日が何があった︑というようなことをそこへ行ってレクしてやる
わけです︒

副長官というのは︑えらいものだなあ︒

忙しいんです︒本当に忙しい︒

そうすると︑局長たちは直接にはi一︒

会 場 には入れない︒

三木さんに会って︑というわけにもいかないんですね︒

その時もあったんですか︒

ノートテイカ⁝というのが⁝人だけ許されています︒

あれは議事録はないわけですね︒

そこへ入ってきます︒特にアメリカの記者は︑零本語をよく

聞記者のほうからするとすべての首脳に闘かなければならないので︑
記者会見は合嗣でやってくれということになったんです︒
伊藤 この時はおのおの別にやっているわけですか︒
海部 おのおの別にやったから︑刻しかったわけです︒
俘藤 濤本人の記者だけではなくて⁝1︒

海部

記者会見の時は︑別に英語の通訳をつけるというわけではな

知っているやつもいるからね︒

伊藤

つけるんですか︒英語だけですか︒

つけます︒

いんですか︒

した︒

海部はい︑どうも失礼しました・

︿以上﹀

ないかとか書えるんだな︒時間になりました︒あり弐とう闘︑
力
隔ざいま

じゃあ︑露本語のできる人は︑ちょっと通訳がまずいんじゃ

はい︒

俳海伊海
藤部藤部

いかないんだ︒

官虜副長宮は事務もいますね︒事務﹇の宜房事長宮﹈も行っ

事 務 は行きません︒

たんですか︒

海部

事務は翻内にいるんですか︒
はい︒

雷中
海部

海部

佐道 首脳会談の時に︑うしろにお役人さんが控えていて︑紙をサ
ッと出したりということがあるみたいですけれども︒
俘藤

海部 その時は︑あれは誰が入っていたか︒各省一人ずっというわ
けではないですよ︒そんなことをやったらキリがない︒外務省から
来ている秘書官がノートテイカーをやったと思うな︒秘書宮︸人は
揆藤

ないです︒議事録はつくりません︒

そ こ へ 入 れ うということで︒

海部

俘藤だから︑結局でトテイカーがメモつたものを各国で彗て
い る と い う ことですね︒

海部各蟹持っている︒だから︑自分の国が言ったこと以外は ︸簡
︑兄ない︑需わないという暗黙の約束がある︒だから︑自分の国のこ
とを自分の国のノ⁝トテイカーがノートして整理する︒だから︑ど
の国は拷をしゃべった︑どの国は何をしゃべったということは︑薪
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田鶴傍海伊海伊
中部藤部藤部藤

︻補・サミット概要︼
︵外務省︑琴なミ譲謹≦誘︒費ぬ︒唇︑醤︒量粛鉱犀◎︑ω嬬ヨヨ蹄算帥鑑①︑︷溢島①〆騨諺一より︶

日

場

時

三975年11月15顕〜17日

◎ランブイエ・サミット︵第1回︶

会
参加首脳

シュミット首相
モーロ首縮

響
舞
場

サン・ファン郊外

モーロ首相
トルド⁝首相

シュミット銅貨

三木首相
フォード大統領
キャラバン首相
ジスカ⁝ルデスタン大統領

プエルト・リコ

ドラド・ビ⁝チ

1976年6月27碍〜28日

◎プエルト・リコ・サミット︵第2回︶
穣

会

参加首脳

会議の概要

︵不参加︶

会議の概要

景気は類調に回復しつつあるとして景気罎復に対する各国の

−

自信を表明した︒

会議の議題としては︑経済の凝復及び持続的拡大︑通貨︑

2
﹁インフレなき経済拡大﹂を共通目標として各睡の協力を確
認し︑インフレ再燃に十分注意を払うべきことで合意された︒

︵注︶

議題は上記のとおりであるが︑ブレトンウッズ体潮崩壊後

お いて開催された︒

第−眠会議は第−次石落危機とこれを受けた景気後退期に

なお︑カナダが初めて参加し︑G7体制が磯湿した︒

終了と史上最も短い会議であった︒

他方︑準備期間が約7カ月と短く首脳会議自体も24時間で

先進国間の協力の重要性を確認した︒

貿易︑エネルギー︑南北問題︑東西関係をとり上げ︑主要

の変動相揚制を巡る諸問題を初めて首脳レベルで討議し︑

︵注︶

することで合意された︒

2 このためインフレに留意しつつ着実かつ持続的な成長を達す
ることが共通鼠標とされた︒
3 麗際通貨面において各国が協力して為替相場の乱高下を防止

1 石油危機以後の世界経済の運営において︑最も緊要な課題は︑
経済の回復を確固たるものとすることに合意した︒

独

米仏問で一応の決着がついた︒
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加伊西仏英米H

独

パリ郊外 ランブイエ城
三本首楕
フオ⁝ド大統領
ウィルソン首相
ジスカールデスタン大統領

加研西仏英米E

海部俊樹

第14回
三木内閣時代V〜福田内閣時代1（1976〜1977）

【2002年4月1日（月）14：00〜16：10】
於＝TBRビル10F・海部俊樹事務所

［インタビュアー］

伊藤

隆

（齎醜きはインタビューの時点〉

（政策研究大学院大学教授）

N中善一郎

（東京工業大学教授）

佐道

（政策研究大学院大学助教授）

明広

［詑録、編集］

丹羽

湾隆

海部竣樹先生

箆纏園

オーラルヒストリー質穏項自
（2002年4月1日）

1．昭和50無（1975隼）7月、沖縄を訪れた皇太畢ご夫妻に、ひめゆりの塔で火炎瓶が投げ
られるという事件がおきました。また、この時は沖縄で海洋博が開催されています。沖縄の問
題で、三木内閣当時、何か田象に残っておられることはございますか。

2、岡じく8月には米国のシュレジンジャー国防長官が来Hし、坂霞防衛庁長和と会談し、H米防
衛協力の強化のためN米防衛首脳定期協議、日米作戦協力の協議機関設置で合慧します。日米
防衛協力はその後翻心内閣時代に「環米防衛協力の指針（ガイドライン）」が策定されるまで
になりますが、当時三木善相は日米防衛協力の進展についてはどのようにお考えになっていた
のでしょうか。

3．昭秘51年8月、鬼頭史郎京都地裁判事補事件が起きます。布施検事総長の名をかたり、三木
首相に指揮権発動を促すニセ電話をかげるなどのことを行っていたことが発覚しました。奇妙
な事件ですが、この件についてご記憶のことをお願いします。

4．丁年9月からは、自民党の圖会対策委員長に就任されています。国会対策も、対野党より射影
党の方が当時大変ではなかったかと思いますが、挙党協の嵐の中で、この時国会対策としてど
のようなことをなさったのでしょうか。

5，岡年12月、福田内閣の成立によって、海部先生は文部大臣に就任されます。『全人像雲に三
木菅相が文部大臣に推薦したとのことですが、文部大臣のポストについて先生はどのようにお
考えになりましたか。また、文部大匪に就任して先生は教育改革に取り組まれるわけですが、
文部省という組織自体については、当時どのような印象を持たれたのでしょうか。

6．先生は、前週の永井道雄沃の考え方も採り入れつつ、教育改革に取り組まれます。それは、①
学習指導要領を改正してゆとり教育を行う、②共通一♪次試験の導入など大学入試制度改革、③
地方の大学の整講、④学歴偏重の打破、⑤日教組問題などを含めた教育現場改革、などです。
それぞれが重要な問題ですので、順にどのようなお考えで、どのように取り組まれたのか、ま
たそれぞれの改革案現にあたって直面された函難などについてお願いいたします。

7，文部大臣の時代で、もっとも印象に残っておられることがありましたら、お願いいたします。

※今園は以上のような点を中心にうかがいたいと思います。よろしくお願いいたします。
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■親衛の政局から一︵迂元清美と田中真芸子︶

ことは︑そんなに国益に署する根本問題じゃないな︒

言ったとか言わなかったとか︑招待状が来たとか来なかったという

者にしゃべつちゃった︒あれがものすごい反発を買ったわけだけれ
ど︑ああいうことが重なり重なったわけで︑撰輪がなくなったとか︑

たということを︑大臣なるが故に知り得たでしょう︒それを萩聞記

伊藤 それでは早速ですが︑始めさせていただきます︒この前お話
を伺ったときは︑まだ﹇鈴木﹈宗男弱題も起こっていなかったです
瞬中

海部 そうでしょう︒けれどもあれをりークしたのは明らかに国益
に反すると思うんだな︒それからもう一つ花岡君の書いていた中に︑
なるほどそれはそうだと僕も思うようなことがあるから︑そういう

国益には関係ないですね︒

ね︒

知 っ て いたんですか︒

ことは厳しく戒めてもらわなければいかんということでしょうね︒

海部 起こっていなかったよ︒宗男問題があることはみんな知って

首筋をつかんで彊きずり回したとか︑殴ったとか蹴飛ばした

おったけれど︒

かラの悪い謡は下知っていた﹈︒

そういう話は闘こえてくるものですか︒

それはやられたやつがしゃべりますよ︒それはみんな知って
いたさ︒けれども僕は問題の本質はそんなことではないと思います︒
その意味では︑おととい門三月三÷冒﹈の産経に花篭信昭君が書い
ている文章はいい︒僕の番記者で︑家にもしょっちゅう来ておった
し︑三木さんのところにもちょくちょく来た︒なかなかいいことを
書いていた︒合意できることだ︒要するに門田中﹈真紀子さんと逢
元のことに関して︑二入ともひどい幼児性だという︒というのは︑
外務省であのころ語られた話はひどいもの︒
伊藤 世の中に嘩として出ていることはだいたい本当なんですか︒
海部 世の中に嘩として出ていることは︑どっちもどっちだと思う
んだ︒囹くそ鼻くそみたいな謡が面白おかしく出ている︒殴ったと
か殴らないとか︒

伊藤

鈴木宗男も全部出てくれば一⁝︒返還協定の精神を齢げちゃ

わずかな期間にいろいろなことがありますね︒

厨中

あれは辞めなきゃならん︒

あの人は最終的に辞めることになるんですか︒

横藤

加藤ももちろん︒だって︑彼の言っていることは初めから全

加藤﹇紘一﹈さんもですか︒

そして一番最初に喜んで電話してきたのが西岡武夫だ︒海部内閣
で西澗を総務会長にしたでしょう︒あのときも加藤と一戦やったん

部嘘八百だもの︒加藤は辞めなければならん︒

海部

穰現在の政局から2︵加藤紘一︶

海部

ったわけだから︒

海部

と思う︒

雷っても︑最篇裁判醒の角さんに対する判決を儒じられない︑曝本
の司法制度は何だという裁判否定をやったわけだな︑あれはいかん

それから裁判批判だ︒僕はあのときすぐに突きつけられて︑どう
思いますかと言われた︒どう思うもこう思うも︑三権分立の世の中
で︑圏会議員が⁝○○％身内のことだからという割鐘を入れて物を

N

ただ許されないことは︑ああいうポストに就いたがために知り得
たことを︑国益も考えずに︑自分だけのそのときの満足感のために
語ってしまうことだ︒それがどういう影響を及ぼすかということに
思いを致さないところが懸違いの元だろうな︒いっか九月十︸霞の
詞時多発テロがあった直後に︑アメリカが國務省をどこかに移動し
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海髪と海俘
部藤か部藤

だ︒西岡はそれでも﹁総務会長をやってくださいというのは総裁野
々のご指示です︒だから私は行きます﹂と言ったんだ︒ところが宮
澤﹇喜一﹈に聞いたら︑宮澤は﹁それはいけませんから︑わがほう
が樵薦する人にやらせてください︒舶藤紘一君をやらせてくださ

門そう言った﹂というから︑

懲じゃあもういっぺん呼び出

い﹂と露ってきたんだ︒そして﹁総理︑宮澤派を足蹴になさるんで
しょうか﹂と言ったという︒ ﹁そんなことを書っているのか﹂とい
ったら︑

せ﹂といった︒私は足蹴にはしません︒口で駄目なものは駄目とい
うから︑獺藤紘一は駄霞なんだ︒あの頃からYKKだから︒
﹇宮澤疵は﹈ 門どうしたらよろしいでしょうか︑宮澤派を派とし
て足蹴になさるんですか﹂というから︑ ﹁足蹴というのは季厳しす
ぎるけれど︑私も宮澤先生のご意志を無にしようとは思わんから︑
どうぞ複数で推薦してください︒総務会長候補は誰々と複数で推薦
してください﹂といった︒そうすると初めから西岡が入ることはわ
かっているな︒来たら鏑んでやろうと思っているから︒
伊藤 来なかったらどうするんですか︒
海部 来なかったら︑次の知恵を考える︒そう単純に藤がつたり折

伊藤 資金を集める入が︑ということですね︒
海部けれど︑最透わかったことによると︑集め方もあまり上等で
はなかったな︒恐喝︑詐欺︑横領が入っておったみたいだな︒根暗
であると同時に︑政治的な決断をしてものを決めるときの問題があ

﹇加藤残は﹈総務会に出て来て︑西織のや

る︒海部内閣では西闘総務会長にしたから︑それがボタンの掛け違
いの最初なんだけれど︑

ることには侮でも反対するわけだよ︒そして阿部文男を総務会の副

﹁蹴飛ばして︑やつ

会長にして︑そこで署名運勤を始めるんだ︒この政浩改革法案には
反対だという署名運動だ︒

繭澗を呼んで︑ ﹁どうする？隔といったら︑

ちゃいましょう﹂というから︑ ﹁じゃあ蹴飛ばして︑やれよ隔と言
った︒それで腹を決めて︑やり始めた︒そうしたら根暗である張本

人は︑西岡を宮澤派から除名したんだ︒いいですか︑総務会長を四
の五の言ってもらった︒三役ですよ︒それを派薩から除名するんで

﹁総理︑あのときの

すよ︒まったく次元の違う闘題を同次発のこととして考えているん

だ︒だからこのあいだも西岡が電話してきて︑

何が彼のことをそう呼ばせるのか︒

り受けて︑プリンスだとかエ⁝スだとか雷われていたわけですね︒

もたくさんいらっしゃると思うんですが︑でも︸時期は宮澤派を譲

佐道 加藤さんというのは不思議な人で︑先生の発言のように︑あ
の人はいやだとか問題があるとかおっしゃっておられる方が政界に

伊藤

海部

そうですが︒

プリンスなんだ︑と思っていました︒

撰藤

だってあの人の感覚は︑外交問題についてはまったくおかし

わけでしょう︒

れ た り し ち や いかんから︒

結局︑根暗︵ねくら︶だろうな︒

い︒

ことに戻ってきますね﹂とか言っていた︵笑い︶︒
だから傍藤﹇隆﹈大先生でさえ︑あの人﹇加藤氏﹈は素晴らしい
人じゃなかったかとか︑改革派のリーダーの一人だと考えておった

海部

根暗ですか︒根暗はもてますか︒

海部 あれは中魍課の課長補佐が︑一つの経駿の限度ですからね︒
伊藤 だから向こうにべたつとするわけでしょう︒
海部 それはそう︒だからあの人は︑北朝鮮のコメの問題のときで
も何の時でも︑中團寄ゆのことをべたべたやるでしょう︒
俘藤 野中m広務﹈さんと一緒にやったんですからね︒

いいえ︑僕はとても疑問を持っていました︑あの人がなんで

轡藤

海部 いや︑僕は根暗だと思うよ︒ものの考え方の根底に暗いもの
だけどどうしてプリンスになっていくんですか︒

がある︒

二藍

海部 それは知らん︒だってあの組で︑あれ以外にほかにおったか
な︒
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海部 そうだ︒だから言えばキリがないけれど︑世間的にはそれで
けてきた︒

そうか︑この前の速記録には﹁親米派漏になっていたな︵笑

伊藤

れは通らないんだよ︑海部君﹂という︒

た︒そうしたら﹇三木さんは﹈︑ ﹁世界の大きな流れから言ってそ

海部
﹁親米派﹂でもいいわ︒盗時︑何故そんなことを言ったかと
いうと︑あるとき私は︑ ﹁台湾を除外追放して︑大陸とやりますと
掌を返すことは︑あなたのいつもおっしゃっている㎎信なくば立た
ず﹄という言葉に反するじゃないか︒台湾は台湾で今日までの関係
があるから︑われわれは禽湾との関係をやっていきますよ﹂と欝つ

い︶︒

通 っ て い た ん だな︒

俘藤 不思議ですね︒やっぱり萩聞記者も︑よいしょと持ち上げる
入がたくさんいたわけですね︒
海部 いっぱいいました︒僕と加藤紘⁝と仲慮りをさせたいと言っ
喧 嘩 し たんですか︒

てね︒

揮毫

だって︑

﹇海部内閣時代に総務会畏には︺あれは駄昌だとい

溝部
ったものだから︒

俘藤 それがずっと尾を引いていたわけですね︒
海部 それが尾を引いているんだ︒仲直りさせたいと言って一︒

私は︑ 一国と蟹との関係というのは︑相手の困が大きければ正し
い︑小さければいけない︑極端に言うとそうなるけれど︑台湾は小
さいから出自だと言われるんですか︒罪を憎んで人を憎まずという
蒋介石のやり方は正しかったと僕らも教わったこともある﹂といっ

席設けるということですか︒

海部 それはいつでも仲覆りしてしてやるから連れて来いよ︑とい
ってあれしたけれど︑あれは粟ても腹を割って語をしないから︑仲

た︒

伊藤

良 し に は な れ んわけだ︒

行きましよう︒

伊藤 そういう人柄でしょうね︒
海部 これくらいにしておきましょう︑これは危ないから︒本題に

ながら話すときとか︑雑談から始まってそういう話に入っていくと

■三木武夫のアメリカ観
窮乏 これ﹇質問要項﹈について︑必ずしも順番でなくともよろし

きには︑

この僕の意見には︑三木派の中でもわれわれクラスの上級生たち
には賛成するやつが多かった︒ 門それは三木先生︑いまの話は海部
さんの言葉のほうがわれわれに近いですよ︒本当に﹃信なくば立た
ず﹄で︑信を持とうと思ったら台湾は台湾です﹂という︒例えば鯨
岡﹇兵輔﹈なんかもそうだよ︒憐藤宗一郎もそうだ︒そういう連中
は︑総会でがたがた言うとあれだから︑三木さんを躍んで飯を食い

いので︑お話になれるところがら始めてください︒

するんだ︒

日頃は総を支持しないやつらだが︑この問題に関してはすごく支持

﹁じゃあ私もひとこと﹂といって︑俺を支持して賛成した︒

海部とにかく︑きのう︑おとといと遵い資料を引っ張り出したり
話をしたりしておって︑これだけは大前捷として申し上げておかな
ければならんと思うことがある︒三木武夫という政治家はアメリカ

それは三木派の中が二つに分かれそうだった︒分かれるといって
も︑割れるということではなくて︑考え方が分かれたわけだ︒ 門い
﹁しんぺい派﹂

に対して︑

ままでは三木さんが書つたことは︑右向けと言ったらみんな君を向
いたんだけれど︑そうはいきませんよ︑先生︒今度の問題は︑お隣

﹁知健勝﹂というか﹁しんぺ い 派 ﹂ だ ︒

といっていも﹁親心派一ではないよ︑ 拙掌米派扁なんだ︒アメリカ
を混じろ︑という︒その話で僕は何園も繰り返し繰り返し教育を受

の翻︑蒋介石の国に︑ ﹃おまえは出て行け︑台湾出て行け︑中国大
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門それは海部君︑

陸来い﹄という︒大陸は共産党の麗じゃないですか﹂と書つたんだ︒
共産党の国だということも︑当時の自民党には大変説得力があった
んだな︒

そ ん な こ と が あって︑三木さんは言ったわ け だ ︒

やはり日米閣係だ︒アメリカとの信頼関孫がなくなったら点本は駄
圏だよ︒日本という国が生きていくために︑ヨ米関係が信頼の根底
に あ る べ き だ と 思う﹂という︒

いっかこの話もしたと思うけれど︑三木さんはそういうときに︑
門何故アメリカを信頼するかというと︑自分は徳島の腰料屋の子供

に生まれて︑明治大学を終わるときに親から小遣いをもらって選曲
一周に行った︐そのときに自分はアメジカも見たし︑ヒトラーのド
イツも晃たし︑ムッソリーニのイタリアも見た︒けれどもムッソリ
⁝二のイタリアもヒトラーのドイツも︑明るい素露なものではなか
ったという強い印象がある︒そこに行くとアメリカは民主主義の睡

︸人ひとりの帯昆を対象に考えてお

﹁ああいいよ︒アメリカの政治がどう行なわれておるか︒

﹁先生︑行きますわ︒あんたが行ってこいと言うから隔と

だ︑デモクラシーだ︒アメリカは︑海部さん︑デモクラシーだ︒だ
から君も一躍行ってきたらいい﹂という︒
それがきっかけになって︑僕にアメリカの國務省から招待が来た
ときに︑
いったら︑

一つの大きな流れではなくてパ

るのがアメリカン・デモクラシー−の根底にあるんだ﹂という︒蓑現
はまた別だったかも知らんが︑そういう趣旨のことを僕にくどくど

と言ったな︒

このシュレジンジャーと三木の対談のあとでも︑そんなことが出
て来まずけれどね︒そんな意味で︑三木さんはハト派だ︑手代の海
部俊樹もハト派だと︑憧麗で加藤紘一が思われたように思われてお
るだろう︒三木武夫も海部俊樹もハト派の一番左におって︑鯨岡兵

輔なんていうとんでもないやつもおるし︑宇都宮徳馬とか︑あの人・
たちと同携だろうと思われておったけれど︑そうではないんだな︑
三木さんは︒だからちょっと立葉が変わったかも知らんが︑知勝心
であり︑信米派である︒親しいほうの親米派でもあるけれど︑アメ

リカの建国の精神を信じる方の信較量なんだ︒ ﹁だからあの国と事
を構えて喧嘩をした︑戦争をしたということは︑どだい間違いであ

る︒総合的国力を冷静にきちんと判断しないといけない︒これを外
交の根底に置いておけ﹂と言われたことがあったな︒
だから三木さんは︑自分が学校を卒業するときに修学旅行と︑そ
の次の留学でアメリカを選んだことによって︑アメリカというもの
に対して全体として信頼できる国だ︑と思っていた︒そして門デモ

クラシーというものはそういうふうに花開いてきたんだ︒日本には
それが欠けておったんだ︒とにかくアメリカと仲良くしていかなけ
ればならんから︑そういう意味で勉強して来い﹂といって︑僕がア

メリカに行くときも許してくれたし︑ ﹁アメリカは︑アメリカは﹂
といつも言い続げていたんだ︒だから三木さんの気持ちの根底では︑

政治の仕組みとしてはデ愚クラシーがよろしい︑民主・王事がよろし

いと思っておったんじゃないですか︒

圏防衛費︻％枠問題

と謡をしてくれたし︑なるほどなと思った︒
だから理屈を抜きにして︑この人はアメリカが婦きなんだと思っ
た︒なぜ好きなのかといったら︑

俘藤

﹁自分は世界一周をして帰ってき

て︑さあ︑いよいよどこかに勉強に留学に行こうというときに︑騰
躇なく選んだのはアメリカである︒それは旅行中にずっと見てきた

海部 そのシュレジンジャーが来たとき︑これは三木さんとの語で
はありませんからね︒僕は坂閾﹇道太・防衛摩長官﹈さんがその報

それがシュレジンジャーの話につながるわけですか︒

それぞれの国践の︑ 一興でいうと︑なんといったらいいのかな︑海
部君︑アメリカには明るさがあるよ︒そういう政治をやっておる睡
とヨ本は︑今後はお互いに儒頼関係を持っていかなければならん扁
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それで調べてみると︑このときはまだ一％のことは全然議題にも
話題にもなっていなかった︒坂沼さんや防衛庁の意識にはちらっと
あったかもしれん︒これができたのは翌年のことになりますね︒け

た ︒ そ ん な こ とだと思います︒

すから︑冒本はアメリカともに︑なんといったか︑酒落た言葉を使
ったけれど︑ 門共通の利害がある隔というようなことを上孚に言っ

告に現われたり︑坂嗣・三木の話し合いの時に横で聞いているわけ
だ︒アメリカと防衛協力のガイドラインが︑あの頃はなかったんで

化石 一％を決めるときですね︒
海部 決める前︑いろいろなときに会った︒突破するときには︑い
ろいろなことがわかって︑みんなが安心して任せたわけだ︒という

わる必要はない︒できたら早く突破しちゃえ陥という︒

まった以上は︑金力を挙げて中央突破しないと横波にあおられる︒

すから︑

和五十一年のGNPの一％粋が決まるときは︑いまでも覚えている

併藤

当時です︒

それは︑その嶺時ですか︒

一％なんかにこだ

僕じゃない︒おそらく中善根さんは︑それを見更してわかっ

ておったんじゃないかと思うぐらいだ︒中曽根さんが言い出すため
にはね︒あのとき法制局なんていうのは︑そんな政治的な白書もし

海部

すか︒先生ですか︒

ということを言っておった時期です︒
醗中 巽際には︑〜％で大丈夫だ︑決めちゃおうと需つたのは誰で

る防衛力の整備といって一％を決めても︑その中に入っていられる︑

伊藤 まだ余裕があったわけですね︒
海部 余裕があったんです︒そして経済が成長すれば ％といって
もいいから大丈夫だ︒一％を決めちゃえ︑ということだ︒節度のあ

とが何年も続いていたんです︒

田中 実際にはしていないですね︒
海部 していないんだ︒調べたら︑そのちょっと前には一・三五％
とか︑突破した年が続いていたんです︒ところがあの頃は突破して
いないし︑当時は幸いなことに経済が高度成長に入って︑見通しも
立ってきたんだ︒そうすると実際に突破しなかったし︑そういうこ

のは︑あのころは一％を突破していなかったんですよ︒

海部

そちらの方向に向かって全力を挙げて突っ切れ︒

もう突っ走るだけだ︒アメリカと仲良くやっていこうというのなら︑

門止煮冷︑一二木さんによく言っておいてくれ︒まっすぐ決

けれど︑当時の総務会長・中雷根康弘さまはきわめっきのタカ派で

日米防衛縮力の進展についてはそう思っていたんだけれど︑翌昭

れどもあの頃すでに坂田さんたちは︑ 門霞本には籔度ある防衛力と
いうものがなければいかん﹂ということで︑ 門節度ある防衛力とは
何か﹂という角度から議論しておったんですね︒当時は︑いくらな
んだといっても︑霞本のことは何もかもあなた任せの年の暮れのよ
うに︑さらけ出して守ってください︑うちは侮もありません︑頼み
ますよ︑だけで良いのだろうかという気待ちもあっただろうけれど︑
といって⁝歩踏み鐵すまでには釜らない︑というようなことを三塞
さんはときどき考えては︑その心々のことをわれわれにもわかるよ
うに賦してくれた︒坂園さんともよく話しておりました︒

実語道太という人もどちらかというと大変なハト派だと思われて
いたんだな︒ところが坂田さんも︑ ﹁これからは協力をしなければ
ならない︒協力をするときに︑どこの誰とでも平和でありさえずれ
ばいいというわけにはいかん︒要するにパンなき良由は餓死への自

﹁嗣本はやはり防衛力も整備する︒

由︒パンもなければいかんし︑カもいるんだ︒知恵の女神も武装し
なければならん隔という︒そういう言葉を誰か有名な人が言ったら
しいんだけれど︑知りませんか︒そんなようなことを︑いろいろな
警句や言葉を並べて言っていた︒

β本が自分の国の安全を自分の国で守り抜くことはとても不可能だ
から︑アメリカとのあいだで償頼関係がある入が︑アメリカとの儒
頼関係のもとで︑田米安保条約はきちんと結んだんだから︑その線
でやって行こう漏ということじゃないですか︒そういう話をよく開
かされました︒
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﹁防衛計画の大綱縣と防衛関係費の

るけれど︑そうでもないんだよということがわかったら︑たちどこ
ろに︑そうか︑ということになる︒それにあの頃︑経済成長は誰の

ませんけれど︑そういうことはわかっておったと思う︒ ％枠はい
かにも日米蘭係を大事にしない一つの砦のように思っていた人がお

しかし門電話が﹈終わってから三木さんが覆ちに号醸つたことは︑
﹁わしを賛く見ちゃいかんよ︑引っかけようと思った隔ということ

その日は入って行かなかった︒というより入っていけなかった︒何
かあるなと思ったら︑それがこの電誰だったんだな︒

もは﹇私は﹈三木さんの冷語する部屋にススッと入って行くのに︑

﹁ちょっ︑ちょっと待ってくださいよ︑ここで﹂と欝われて︑いつ

推移を見ると︑昭称四率二年からだいたい収まってきましたね︒二

だ︒要するに中曽根に対する発言を何か取り出そうとした︒あのと

伊藤

ろ話をしてきて︑最後はそのことを聞いてくるから︑ ﹃いや知らな

きは中瞥根さんがほかの事件で疑惑の対象になっていたんじゃない
かな︒侮かあったんだ︒ ﹁それを言えばわしが喜ぶと思っていろい

馨にも晃えていましたからね︒
十〜．年までは駄霞でした︒〜・六七％とか一・七八％というのがあ

海部 もとを大きくするという倍増計画が入って挿び始めると︑み

い︑そんなのは﹄と答えた︒これは．ニセ電護だということを早くに

ったけれど︒

んな一％未満で収まっているわけです︒だから数字の魔術というか︑

気がついた﹂と言った︒

忌中
そんなことを感じました︒

たしかにそれはありますね︒

はないんですか︒

俘藤

もとが小さいですからね︒

数宇は使い方だということですね︒
海部
いまも︸％を超えていないんじゃないんですか︒

指揮権発動を促す電話でしょう︒あれは田中﹇角栄︺問題で

拶藤

佐道 中妻根内閣の一九八六年に︑ 一・○いくつかで超えたんです
が︑そのあとは○・九八とか九九とか︑そういう感じですね︒
海部 いまは一％以下ですね︒
醸中 申曽根門内閣日の最初の時に超えたというときも︑実際の数

おかしいとすぐに気がついたから︑おかしいと言わずに︑言葉尻を
取られないように気をつけてやりとりした﹂という︒これであれに
はならんけれど︑非常に不思議な事件だ︒問題は誰が知恵をつけて
かけさせたのだろうか︑というところに思いは行っていたみたいだ

海部 睡中問題で︑中曽根さんが中に絡んで何かした事件があった
んじゃないかな︒ただ︑このときは︑何か言葉尻を取ろうと思って
鬼頭判事補は電話をしてきたけれど︑三木さんは早い段階で︑これ
は容易じゃないと気演ついた︒その頃︑布施門健︺検事総長の名を
騙って指揮権発動を促すニセ電話︑ 門そんなことなら布施君塵身が
かけてくるはずだ︒わしは話しているんだよ︑霧施鴛とは︒これは

字はたしか超えていなかったんですね︒

海部 計算したら超えていなかった︒だから︑そこまでご承知の上
で 大 死 帥 は ラッパを吹いたのか︒

闘鬼頭史郎のニセ電話事件

極藤

な︒

すが︑侮のためにやったんでしょうね︒

これは結局︑鬼頭という判事補がかけたことがわかったんで

伊藤

﹇質問要項の﹈一か

ら四までのあいだで侮かお話くださることはありましょうか︒

海部 それは三木さんに︑頼むぞと言わせようと思って︑こうこう
こうしましょうかというような誘いを言って︑それに乗せようと思
ったんでしょう︒そんなときにそんなことを言ったら︑まさに指揮

わかりました︒さてそのほかの問題で︑

海部 この鬼頭史郎﹇京都地裁判事補騙のニセ電話事件︒このとき
は鬼頭が三木さんの南平台の自宅に電話を入れたんです︒それで
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一体侮者なの

権癸勲になって大問題だから︑そんなことは百もわかっていると︒
佐道 この鬼頭という人は︑共産党の宮本顕絵さんの身分嫉を写し
取ったとか︑そういうこともやっていたわけですね︒
か︑政治的な背後とか︑どういうことですかね︒
海部 そこまで調べ上げた人はいないみたいだな︒
佐道 当時もわからないままというか︑奇妙なことをやっているの
がいる︑ということだったんですね︒
僻藤 これは三木さんの周辺ではそんなに大きな問題にはならなか
﹁も

門電話が

周辺ではならなかった︒というのは︑その霞のことも︑

ったんですか︒

海部
う黙っておれよ︑内緒だ︑この話は﹂ということだった︒
かかってきて︑その電話に出たこと自体がわしのしくじりだった﹂
という︒

撰藤 電話というのはどういうふうに取るんですか︒秘書のところ
にかかるでしょう︒

海部秘書のところにかかるか︑奥さんが出ることもあるな︒夜遅
い時間になると︒僕らが行って︑三木さんや秘書がいて話をしてい
るときに鳴れば︑奥さんが出て︑ 門誰々から電話です﹂と言って呼
び窮しに来るわけだ︒このときは誰が呼びに来たか知らないけれど︑

海部 ぼやで消し止めて良かったと思う︒ここでべらべらしゃべっ
たり業繋尻をつかまれるようなことをやったら︑次のβの夕網ぐら

それでは一番の問題は記憶にございますか︒皇太子がひめゆ

いには︸面ぶち抜きで書かれるところだ︒

伊藤

りの塔で﹇火炎瓶を投げられたという事件について嗣︒
海部 沖縄の問題では︑三木さんは沖縄の選挙応援を兼ねて街頭演
説に行きましたね︒それに僕がついて行った︒あれは何の選挙だっ
たかな︑稲嶺﹇悪 ﹈の前の知事選だったと思う︒そのときにはま
だ起こっていなかったんだな︒この事件のあとで︑またなんで行っ

たのか︑ ﹇沖縄に﹈行ったときにはそこに行って︑ひめゆりの塔の
下の洞窟を見て︑お詣りしてきました︒
伊藤 ここでやられたんだ︑という話だったんですね︒
佐道 皇太子ご夫妻は沖縄海洋博のオープニングに合わせて行かれ
ているんですね︒その関係で行かれたということではないんですか︒
海部 沖縄海洋博の時ももちろん行きましたよ︒
撰藤 そのときの事件なんです︒
海部 そのときの事件か︒いや︑記憶があまりないな︒入っていっ

三木さん自体は︑沖縄に対して思い入ればあったんですか︒

﹁ここから見ればよくわかるわ﹂と建った︑そんな思

た穴の申から投げたんだから︑ 門よかったらそこに入ってください
よ﹂という︒

門ちょっと︑今目はこの部屋で待っていてよ﹂

私 が 行 っ た ときは︑

田中

い出しかない︒

と言って﹇三木さんは︺別の部屋に行った︒
俘藤 ではご自分でも︑これはかなり機密に属する話だなとわかっ
ていたんですね︒

これは引っかからないで︑よかったですね︒

に直接電話してくるはずだ︒検事総長と総理大臣がしょっちゅう親
しげに電話で誘をしておることはあり得ないことだから︒その前に

﹁布施の名前をいうが︑布施なら布施がわし

海部 沖縄に対する思い入ればあるでしょう︒基地の町というのは︑
それによって大変ご迷惑をかけておるけれど︑それによって鶏本の
闘の平和と安全が守られているということについては三本流の演説
をぶった︒僕らに謡すほど詳しくは言わんが︑ ﹁アメリカとヨ本と
が平和的に協力していくことが︑アジア太平洋の平和と安定に対し
て欠くことのできないものだ﹂というような︑あの人の演説の時に

それと嗣時に︑

獅施とはちゃんとほかのことで話がしてあるから心配無いんだ︒け
れどもそれを言うから︑これはニセ者だということは明らかにわか

出てくる一貫した書葉がある︒

海部

る﹂ということですね︒これは三木さんの判断が若かった︒
揮藤
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口国会対策委員長鷹︵議運と囲対︶

綴﹇窪窪んは﹈良党の国会対讐貝長に就讐れますね．

海部

それだけだよ︒

鰐難鱒瓢離轄新・があ・ます嚢

蕪卿語言悼論蘂詮一議蒜診

それは党の予算の問題ですか︒

られたこともあった︒

伊藤

産が悪い漏と言われた︒

霧薄鼠赫置号・だか象箋︑・・
言うな︑そう言うな﹂といった︒

騎い翫窪手このころち・・釜・蘂讐葦して︑

たしか料叢治批判とかを始めたんですね︒
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その前はずっと難のほうを踊りだ・たわけですね︒

竪にしてもいいとかいう取引まで︑国対でやるんです．

うに︒それは社会党にもおるんです︒

御難轍嚢霞翻転ゾわ・で毒
理中 先生︑それだけですか︒

海部 一杯飲んだり︑飯を食ったり︒

念い

﹇私が﹈議運も国対も二足の薙鮭だった︒それから官房副長官にな
ったから︑その前の曰く因縁︑故事来歴も全齢知っているわけだ︒
だから︾︸ういうことが起こったらここに欝っておけばいいというの
で︑共塵党でも社会党でもすたすた行っては話をつけてくるわけだ︒

﹁赤旗﹂に︑海部

お互いに︑あのときのことも言うそ︑なんていうと︑それはお互い
にあの頃は世の申が良かったから︑逃げ隠れもないし︑新聞にも載
っていない︒三木内翻の頃からひどくなったな︒
伊藤
そう︒それで文句を言いに行ったこともありますね︒

紋賄の方は社会党の議員ですか︒

議蓮委員長は贈賄︑誰やらは収賄なんていう大きな詑事を書かれた︒
海部

墜国会対策委員長2︵野党対策︶
伊藤 国対費というのは︑予算として計上されているわけではなく
て︑幹事長が一︒
海部 幹事長代理に直接電誕するなり︑お使いを出すなり︒
僧藤 でも普通の飲み食いは︑ただツケを園せぱいいわけでしょう︒
海部 そう︒その頃からうるさくなって︑誰かのサインがいるとか
ね ︒ そ れ は そ うだろう︒

撰藤 先生は長くおやりでしょうからお感じでしょうが︑物事はだ
そんなにレ；トを上げられないんだ︒キリがなくなるから︒

んだんレートが上がって来るじゃないですか︒
海部

不 義 理 ですね︒

そこで門悪いけれど︑これだ﹂といって︑不義理をしたこともあり
ます︒

田中

伊藤 それは義理の問題なんだ︵笑い︶︒でも野党のほうにも卑し
海部

最透の海部さんはケチだと言われる︒

そうですよ︒当然そうなるもの︑と思い込んで贔て来るから︒

い 人 が い る で しょう︒

俘藤

海部 それはそう言われるんです︒また相当言われたんだな︒
俘藤 こっちからは即かれるし︑こっちからはケチだと書われる︒
でもそれを攻撃できるのは共産党ぐらいのものじゃないですか︒社

極藤

海部

変な謡だが︑共産党の理事も︑なんのかんのと言って威張る

攻撃される方ですね︒

社会党は攻撃できませんよ︒

会党は攻撃できないでしょう︒

海都

けれどもi︑まあ言いたくないが︑ちゃんと収まった時期があり

ましたからね︒一番最後までつき合って︑そのうちに︑ 門あそこは
まずいから︑委員長︑今後は赤坂だけは使わんでくれ︒本国がうる
さくてしょうがないんだ︒本翻に行って許可が取れるのは︑皆さん

といろいろなもので謡をして︑國会が円滑に運鴬されて︑同時にわ
が共産党の発霞の場も与えられて︑言いたいことも言えるようにす
るのが国会本来の任務だ︒そのために︑ときには時間が来れば飯も
食ったり︑あれもしなければならんと言うが︑赤坂で芸者を︸緒に

侍らせてやる必要は全くないだろう﹂という︒ ﹁じゃあどういうと

ころならいいんだ扁と開いたら︑ ﹁例えばそれ以外のところだった
ら︑ホテルとか町のレストランだとか﹂という︒そんなところで話
したりするわけにもいがんだろう︒

僕が議運の委員長になって︑そういうことが問題になったときに︑
﹁じゃあホテルでやろう﹂といった︒僕は昔からホテルオークラを

よく使っていたから︑ ﹁ホテルオークラに行こう︒あそこならツケ
は三木さんのところに回したっていいんだ隔なんて言ったら︑共産

党が﹁ホテルオークラでいい﹂と書うんだ︒それは︸歩改革された
んだな︒ところがおかしな結果になったのは︑ホテルでやったほう
が高いんです︒それでそのことも薪聞に叩かれたのかな︒赤坂の料

亭とホテルと︑どう違う︒ホテルも一般庶民とは感覚が違うとか︑
ひどいことを書かれた︒

そうしたら︑ ﹁ホテルもやめよう︒衆議院には議長公邸があるじ
ゃないか︑そこでやろう﹂という︒ ﹁そんなことやったら議長に迷

J
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惑 が か か る よ ﹂と言ったら︑

﹁じゃあ憲政記念館の食堂でやろう扁

門しかもわれわれが食べるような夜の時間にはなかなかね﹂と

という︒それもやったんだ︒ ﹁そこまで言うならそこでやってやろ
う隔というわけだ︒しかし憲政記念館の食堂は︑ご承知のように酉
円のカレーライスとか百二十円のランチとか︑そういうものしかな
い︒
書つた︒そんなことになったら共産党を説得に行くのが社会党だ︒
門いいじゃないか︑細かいことを言わんでも︒取ればいいんだ︑取

れば︒海部君︑このあいだのあれを︑出前で取ればいいんだ︒赤坂
からはいかんけれど︑ホテルからならいい扁という︒
ところが︑これまた笑い話じゃない︒ホテルから出前を取ると︑
その出前に人がついて来るんだな︒ケータリングというんだそうだ︒
そうすると入件費もつくわけでしょう︒ホテルで食べる嗣質のもの︑

海部

あの嬢は野辺誠が国対のベテランで︑僕が雪打翻長官の頃の

スト権ストに︸緒になってつき合って︑相手の情報を取ったり︑倒
したり︑ストライキをこのへんでやめようとかやった︒ ﹁全部︑こ

れはお困のためだから協力するわ﹂といってやったのが田辺だ︒群

馬県で小渕恵三と同じ群馬三区だから︒けれど︑小渕も議運の理事
だったから︑ ﹁恵ちゃん︑今晩田辺だから来てくれよ﹂と言って︵
﹁ああ︑行くわ﹂といって一緒に協力してもらったり︒

畷中山本幸一というのは⁝︒

海部もっと先輩だ︒柳霞秀⁝というのがおったな︒あれは瞬間湯

沸かし器というあだ名があるぐらいで︑すぐにカア⁝ッと怒るけれ
ど︑低姿勢で揉み手で出て行って︑ ﹁さあ︑先生におってもらわな

いと︑社会党の勉の人では話にならんといかんから︑先生頼むよ︑

今段顔を出しておってよ扁と頼みに行くと︑ 門そうか︒そんなに長
時問は駄録だぞ﹂という︒ 州適当なときに手を挙げてください﹂と

門それではあの︑飛行機をとっておきますから

俘藤

ごやあ間に合うように終わらせないといけないですね︒

ならいい﹂という︒そういう手配をしたり一︒

︵飛行機は八時何分というのがあったんだ︶︑顔を出してもらって︑

から﹂というので︑

﹁しかし今臼俺はどうしても京都まで帰らなければならん

あの頃はいまと違って狂牛病がない畷だから︑何を食べるというと
ビフテキだというんだ︒ビーフステ⁝キを必ずつけなければならん︒

話が終わったら間に合うようにお送りしますから﹂ ﹁そうか︑それ

いうと︑

三百グラムの大きいやつだ︒あそこ﹇憲政配念館﹈でそれをやろう
と思うと︑えらい高いものにつくわけだ︒ケ⁝タリングで来るでし
ょう︒それであたためるところを頼んで︑借ひてこなければならん
し︑持って来たお皿をきれいに重べて︑サービスに書したり撰っ込
めたりする必要もあるでしょう︒結局︑憲政記念会館でやると︑ホ

ク・パブリックしていい話じゃない︒悪い話があるから︑どう受け

そうですよ︒だからあの頃はいろいろやったな︒あまりメイ
取られるかわからんから︒

海部

る︒ケータリングの人件費もつくし︑いろいろある︒

でもそういうお金はすべて自民党から出るわけですね︒

テルに食べに行くよりも︑同じものを食べて六割方高かったな︒ホ
テルに行けば一万円で食べられるステ⁝キ定食も︑⁝万六千鍔かか
な暫．隔とだけれどいいか︒これをしゃべると望んで萩聞は書くそ﹂と

霞中

それはそうでしょう︒公費を使うわけにはいかんでしょう︒

﹁おい︑こん

書つたな︒そうやって共産党といろいろとやるんだ︒そうしたらさ

伊藤

門じゃあもうやめよう﹂と雷う ︒

﹁やめたら︑おまえら横

すがに︑

になるだけじゃないか隔と言って︑押したり引いたり︑綱渡りみた

海都 もちろん自民党から出るお金です︒それは言ったように︑三
役がトタで出したりしてはいけませんから︑幹事長代理というワン

幹事畏代理のところだ︒

から経理局長のところにもそういう請求書は持って行かなかったね︒

いな時もあったんですけれど︑その頃からちょっとずつですが︑よ
社会党の国対のベテランというと︑誰なんですか︒

クッション下の汚れ役が万事承知して︑それはやってくれたな︒だ

伊藤

函 辺 さんとか︒

くなってきたんじゃないですかね︒
田中
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山寺
あるわけだ︒

そこが握っているお金があるわけですね︒
﹁これぐらいで仕上げろよ︑これぐらいで上が

海部
らなかったら︑おまえさんはバッテンだ﹂といわれる︒

いや︑幹事長のところにあるんでしょう︒

佐道 もともと予算で計上されているわけでないとしたら︑どこか
に潜り込ませているというか︑うまくやっているわけですか︒
俘藤

海部あの頃の自昆党は︑皆さんがお考えになるよりももっともっ

海部

俘藤
いまは貧乏ですけれど︑

あ る ん だ︑それは︒

それにお金がいっぱいあったんでしょう︒

とどんぶり趣定だったんですよ︒

伊藤

海部 それできれい事ばかり書つたからといって︑三木さんの時に

﹁おとつ

は党からガンガン突かれた︒騒党でも泣きついてくるんだからね︒
﹁海部君︑おまえのところ評判悪いそ︑このごろ隔 ﹁そうですが﹂
﹁それはいけません﹂

見通しも立たない︒三木さん自身が僕を呼んで︑ ﹁ちょっと外国に
行って来たいけれど︑この間はいいな﹂というと︑ 門ちょっと根躍
ししておきます﹂といって︑すぐ杜会党と話さなければならんもの

ね︒当時は社会党だけではいかんから︑罠祉党にもすぐに誕さなけ
物事の順番も大変でしょう︒

ればならん︒

轡藤

だから順番はあくまでも民社党が二番さ︒ ﹇春欝︸幸氏の口

門貴殿︑これは社会党とばかり話していいというものではな

海部
吻で﹈

いから︑そういうときには︑わが輩に最初にちょっと入れれば大丈

夫だから﹂なんていう︒けれどそれをやったら大変なんだ︒そう言

われて民社党に最初に行ったんだね︒それがバレたら大変だ︒

田中 いま国対関係は橋本派が握っているとか︑そういう言い方が
ありますね︒当時は畠民党各派がちゃんとそういう魍対の要員を青
てていらしたんですか︒

各派で副委員長をひとりずつ出したんです︒
それは国対要員ですか︒
議運に︑でしょう︒

国対要員の中からピックアップするんです︒

国対と議運を兼務する人は︑自民党と社会党で一人ずつぐら

先生は議運から始まってずいぶん長いですよね︒

知っているやつがおる︒ 僕の前任者は田沢吉郎霜といって︑これは

そんなにたくさん兼用させられない︒兼朗させると︑よく

伊藤
長い︒

いです︒

海部

いなくなったから平気で言えるんだけれど︑ 大平派の国講副委員長
で議運の理事も兼務したことがある︒ 当時は竹下登が国中派で出て

ちだつたか ﹇竹下か金丸か﹈忘れたが︑ ︻あれはいかん漏と言うん

て﹂

ですよ﹂ と唱ったんだ︒そうしたら﹁すまんけど︑竹ちゃんと金丸
に言ってさておいてくれ︑ 田沢さんがやると欝っているからといっ
﹁書ってきてやるわ﹂︒そうしたら︑それがいかんのだ︒どつ

いて定着椅子だった︒ 買繋が俺のところに来て︑ ﹁おい鴛︑今度両
方かけもちをやるのを︑ 俺に一期譲れ﹂というので︑ ﹁ああ︑いい

ベテラン中のベテランですね︒

海部 ベテランになつちゃったんだ︑悪いけれど︒そういうことに
は向き不向きがあって︑そういうところに行って理屈を述べたり︑

威張ったり︑喧嘩をしたりして︑溶け込めないような人ではそうい
うポストは務まらん︒自分を殺して︑下手なゴルフでもつき合わな
ければならん︒長かったことも事実だ︒それをまた誰かがやってお
らんと︑三木の派閥だけはつんぼ桟敷で︑國会がどうなっているか

だ︒

一29ブー

﹁ちっとも贔さんそうじやないか﹂

つあんによくそう言つとけ﹂︒いや︑そういう走り使いもやらされ
ました︵笑い∀︒

部藤部中部

俘藤

贋国会対策委員長3︵国対への適性︶
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俘藤

海部

田中
向いていないというんですか︒

あ か ん というんだ︒

田沢がいかん︑というんですか︒

どう思う︒あんた︑問違っていたら注意してくれ︒被会党がこんな

輔なんていうのは︑

海部 ほかを出したら︑じきに喧嘩をしてくるんだ︒ ﹁おまえ︑喧
嘩して帰ってきたらいかんじゃないか﹂ということになる︒鯨岡桑

それはいけませんよ﹄といって︑困ったこともあった︒

るのはいいけれど︑瞬沢と僕のあいだがおかしくなつちゃうから︑

ま れ た か ら ﹂ と言ったら︑

ってみると︑一．二本目のためにやらなければならん仕事で︑それは三

ことだな︒だから門もう一歩︑鯨さん︑解脱して高いところに上が

ったんだか︑ ﹁わかりません﹂という︒正論を吐くやつはそういう

ことを言う︑これは駄目だ﹂ 門そんな駄目だ︑駄目だと言っていな
いで︑あそこは潤滑油で面すところだから︑わからんかなあ﹂と言

﹁こんな馬鹿なことはない︒これは海部さん︑

海部 磯いていないというんだ︒酒が好きだから︑酒を飲んでやた
ら声問が長くなるし︑あかん︑というんだ︒ ﹁困ったな︑しかし頼

それは実際︑決着はどうなったんですか︒
﹁おまえはもう︸期やらせる︒その代わ

門私がや

伊藤
決着ば結局繊沢に︑

﹁海部︑おまえやれ﹂という︒

海部

木さんのためになるんだから隔と言ったもの︒
それから坂本三十次にやれ︑と言っても︑ ﹁そんなことはわしに

﹁わかったよ﹂ということになった︒

り も う ︸ 期 だけだぞ﹂

はできんよ︸

れるとすぐに議運に行って︑夜遅くまで話をしたり︑夜遅くまでつ

それは僕の方が︑峯選回数も就任も早かったから︑僕を見ているわ
けですよ︒そうすると委員会にもろくに行けず︑議運から呼び出さ

﹁できんよじゃない︒行こうよ隔といったんだけれど︒

囲中 嗣沢さんがもう︻期続けたかったというのはどういう意喋な
んですか︒

海部 わからん︒情報がたくさん入るから︑それで大平さんや鈴木
善幸さんにいろいろ知恵を授けられる︒要するに動きの中心人物で

き合ったりしているでしょう︒こちらも愚痴をこぼすこともある︑
門ああ︑また議運か﹂とかいう︒だから代われと言ったら坂本が︑
﹁わしは向いとらんから貴殿のような入が﹂という︒だから結局向

そこは難しいです︒

いているやつが︑うちにはあまりいなかったんだな︒それでさっき

伊藤

の話じゃないけれど︑連れて行くと断わる人もおったり︑なかなか

海部

海部

ですか︒

伊藤 それも︑三木内閣だからでしょう︒でも面白いですね︒腰を

きるようになる︒少なくとも︑どこへ電話しても︑おる限りは居留

あらねばならん︑ということなんだろうな︒
伊藤 かなり大事なポストなんですね︒
海部 それは大事なポストです︒
田中 総裁とか総裁派は必ず出したいという感じになるんじゃない

低ぐして︑喧嘩をしないで︑つまらんことにもつき合って︑という
のは︑それ専門ならわかるけれど︑海部さんはもうちょっと理想童

守を使わずに出てくるというような仲にはなれるわけです︒

そうだ︒

義 な ん じ ゃ ないですか︒

田中

海部

成田は国対じゃないでしよう︒

難しかったのは成田知巳だけだな︒

草中 社会党の委員長になった人の前歴を見ると︑国対闘係が多い
ですね︒田辺さんにしてもそうですし︒

それはその通り︒共産党に隠るまで︑人聞的なつき合いはで

ができるわけですね︒

でもこれをやると︑野党の中枢に近い入物とのネットワーク

霞申 先生のタイプとはちょっと違うんじゃないですか︒
海部 違うけれど︑それは三木さんのためならえんやこらだ︒それ
はそうだ︒この道を究めておけば誰にも負けない︒これも修行の一
三木派で︑適任者というのはほかに考えられませんか︒

つだと思って︒

覆中
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海部 全然蘭係ない︒だから成繊知巳が委員長になった前後に︑三
木さんが門ちょっと成瞬の考えを聞きたいから闘いてこい﹂と言わ
れると︑あの人﹇成朗氏﹈は逆にお灌が入る前に聞きに行かなけれ
ばならない︒お灌を飲んで出来上がりかけちゃうと︑もういかんの
だ︒

俘藤 何を言っているかわからないということですか︒
海部 そう︒ここから先は慎まないといかんな︒わが党の先輩にも
おりましてな︒毯がすわっちゃって︑何を欝っているかわからんよ

田中 そういうときは負けなければいけないんでしょう︒
海部負けなければいけないというほどでもないけれど︑

負けといたほうが好ましいわけだな︒

やっぱり

これ以上突っ込むとまた危なくなってくる︵笑い︶︒
いろいろなことが出てくるからな︵笑い︶︒

−またそのうち︑どこかで引っかかって出て来ますよ︒

限度というものがあるから︒

ら ︑ 時 間 を 計 って︒

俘藤 それだけおっしゃれば十分わかります︵笑い∀︒
海部 だからそういうところには気をつけて行かなければならんか

伊藤 先生︑最初にシュレジンジャ⁝の話が出ましたが︑三木内翻
のときに国防会議の幹事をやっておられるのですが︑何かご記憶は

匿国防会議と鐙米酋脳会談

限度を少し突破したぐらいのところで終わりましょう︒

俘藤成銀さんはたしかここ﹇鼻筋を指す﹈が赤かったんじゃない

ございますか︒

うになって︑べらんめえ調になる人がおる︒

ですか︒

海部 あんな頃の圏防会議というのは︑そう大したことを決めてい
ないんじゃないですか︒要するに︑一％枠を決めるときも形式的な

その他はだいたい大丈夫ですか︒佐々木更三だとか︒

海部 佐々木更三は︑残念ながら僕はつき合いがないんだ︒向こう

國防会議をやったかもしれませんが︑その前の党の三役会議とか︑

田中
がえらすぎる︒

総務会長閣下とか︒

そういうところでいろいろな議論をした︒断固︑断固という中盤根

嘉穂会議の幹事というのは︑いちおう形だけですか︑

位が違う？

揮藤

形だけだ︒

俘藤

海部

ただ三木内閣の時代は︑その前に比べてみると濁防会議の開

﹁アメリカ帝国主義はβ中共隅のテチだ﹂という︒そんなこ

海部

佐道

いた︒

海部

％の時には三木さんは︑飾度ある防衛力が必要だと欝って

るわけです︒

海部 その前のことはあまり知らんから︒
田申 基盤的防衛力整備計画をつくっていたんですね︒
佐道 そうです︒それも三木内山ですね︒それと一％がセットにな

催回数は多い方なんですね︒

とを言っているやつが委員長では駄目だとこっちが街頭演説で悪獲
をたたき合ったぐらいだ︒そんな頃は向こうがえらすぎるんだ︒成
田がかろうじて⁝︒だから議員宿舎に行って夜︑酔っぱらう前に
つかまえるのが一番いいんだけれど︑社会党の人がたくさんおるで
しょう︒ 門どこへ行くんだ︑どこへ行くんだ﹂と欝われる︒あの頃

本当に︑これ﹇麻雀﹈もずいぶんやられたんでしょう︒
やった︑やった︒社会党の部屋に行ってもやったよ︒

﹁これ﹇麻雀﹈だ︑これだ﹂と惑いながら入ってい

は︑これ﹇麻雀牌をかき回す手振り﹈が好きなのが各組奢におった
んだ︒だから︑
俘藤
海部

わざと負けたりして︵笑い︶︒

った︒

伊藤

一
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俘海伊海伊
藤部藤部藤

極藤

だからこの問題とはつながっているという感じですね︒

伊藤 それからこの前お話がございましたサンファンのG7のとき︑
あとでワシントンに行かれて日米首脳会談があったと思いますが︒

き︑全部知っていなければならんという思いがあって︑メモ取り魔

申分が何でも︑ということなんでしょう︒そのときの雰常に

なんだな︒

傍藤

強烈な印象というのはないわけですね︒首脳会談の時には随員とい
っても︑ずっと付いているわけではないんでしょう︒

そうです︒ずっと付いているわけですが︑横にずっといるわ

海部

そ れ は 髄 行 さ れたんですね︒

けではない︒離れたところにおるわけだ︒

随 行 し ました︒

海部

あのときは︑サンファンから直行してワシントンに行った︒

腰エリザベス女王からの勲章

伊藤 そのお話はたしかなさったのではないかと思いますが︑他に
海部
ホワイトハウスに行かれたわけですか︒

何 か ご 寵 憶 ご ざいますか︒

伊藤

拶藤

あとこぼれたものをいくつか伺いたいんですが︑エリザベス

海部行って︑ブレアハウスへは一拍ではなかったかな︒そして宮

海部

女王が来日されますね︒それで先生は勲章か何かもらったんですか︒

そうですね︒宮澤外務大臣です︒

伊藤生まれて初めて︑ですか︒

澤 外 務 大 臣 で はなかったかな︒

先生は霞本政府首席随員ということですね︒
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エリザベス女王からは生まれて最初の乱取をもらいました︒

そうです︒あれはスポークスマンを兼ねていますから︒

海部 それまで勲章をもらったことはないもの︒ユリザベス女王か
らもらった勲章が最初の勲章だったんですね︒

い つ でもスポ⁝クスマンですね︒

そのときじゃなかったかな︑決まった首脳会談のほかにもう

伊藤 それはすごい勲章なんですか︒
海部 すごい勲童︒モースト・エクセレント・オブ・オ⁝ダー・オ
ブ・ザ・ブリティッシュ・エンパイア︒だから相当立派な勲章です

一回やったんだ︒そのときどちらから話しかけるともなく︑三木さ

んがもうちょっと話すからということで︑そのぐらいの話は自分で

よ︑私がいま持っている勲章の中でも︒

写真を示す﹈これです︒

まず飛行場まで逓えに行った︒ ﹇アルバムを開いて勲章と許可証の

佐道 エジザベス女王の接伴役とか︑そういうことですか︒
海部 たしか接伴委員会のβ本手の代表じゃなかったかな︒だから

い勲章を隔という︒

海部 きっかけはよくわからん︒よくわからんけれど︑ほかの閣僚
どもに羨ましがられた︒例えば小沢辰男とかは︑ ﹁海部︑こんない

それはどういうきっかけでそういうことになったんでしょう

やつちゃうんだ︒

国弘薦雄がついてきたわけだ︒その国弘を通訳に使ったことが国益
な ぜ ですか︒

に反するといって突つかれたんだな︒
俘藤

海部 外務省の通訳をなぜ使わないか︑という角度だったんだ︒そ
れで三木さんは門私が総理大臣ですよ︒どうして外務省を使わなけ
ればならんのか︒泓が大統領と直接話して︑もうちょっと濡そうと
いったんだから︑私の書葉や︑童義主張信条をβ頃から知っている
随行者を使ってどこがいかんのですか﹂といった︒外務雀はあのと

か︒

穣中

部藤部藤道

簾中 外務省の役人には無断で︑ということですか︒
海部 そう︒あのときは外務雀の役入よりは英語に関しては早耳の

海｛7海撰佐

海部 ナイト・コマンダi・オブ・オーダ⁝︒だからイギリスでい

撰藤

海部

俘藤
す ご い勲章ですね︒

そうです︒これが正式なんです︒

これは彌卜してもよろしいという許可証ですね︒

にも塊にも第一暑の勲章です︒

ら︑κるんだ﹂

これ門たすきがけ同ではないから︒ ﹁おまえどうしてそんなものも

ける﹇首からかける﹈もので︑日本でいえば勲二等とか勲三等で︑

から︒勲︻等でしょう︒それで大臣どもがもらえたのは︑ここにつ

佐道
偲用するときはそうですよ︒外罵から勲章をもらうときは︑

これは内閣の詩可がなければ駄§なんですか︒

田中 それ以来バンバンもらっていますか︒
海部 それ以後は︑おかげさまでバンバンもらっています︒今度お

﹁やるといったからもらったんだ﹂︒それが本当に天

えばサ⁝ですね︒サーだよ︒笑つちやいかんよ︒
俘藤
勝手にもらえない︒閣議で許可しないともらえないんだ︒

伊藤 寵念館でもつくって並べますか︵笑い︶︒
海部 いま応接間にいっぱい並べてあるんです︒外国の友達が来た

隠れになったときは︑ダーツと並べるでしょう︵笑い︶︒

海部
そうですが︒じゃあこれをもらえば︑いつでも﹇颯御して﹈

勝手にもらったらいけないんですよ︒
田中

ときなんかはその部屋に入れてやると︑みんな珍しがるから︑ 門よ
かったら貸してやるぞ﹂というんだ︒
借りるものでもないでしよう︵笑い︶ O

でも先生だと︑すごいものをもらえるんじゃないですか︒大

何かさよなら︑と言ってくれるような感じですね︒

もらったら︑またそれで終わりだと言われる︒

まだお若い︒

俺も日本の勲章はまだもらっていないんだ︒

海部先生ほど貢献していませんから︒

いや︑そもそもいらないんです︒

馬鹿にしているな︒そういうときはあなた方が怒らなければ︒

二等です︒調べたことがあるんです︒

勲伊藤で︵笑い︶︒
だいたい名誉教授になると勲︸等だな︒

勲一等なんてもらえるわけがないじやないですか︵笑い︶︒

俳藤先生︑それこそここ門頭﹈に来たと思われる︵笑い︶︒
だって俳藤先生は勲︸等でしょう︒

何かのパーティに行きますよ︒

借りてどうするんですか︒教授会に出ますか︵笑い︶︒

ちょっと借りてみるかな︵笑い∀︒

田撰海伊海田修｝海田海田伊海細俘佐横腿
中藤部藤部中藤部中部中藤部中藤道藤中

いいんですか︒

これは羨ましがられたでしょうね︒

それはそうです︒こんな勲章は大臣ももらっておらんわけだ
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海部 それをもらえばいつでもいいんだ︒
伊藤 でもこういうのをつけて行く湯がないんじゃないですか︒
海部 こんなものをつけて歩いていたら︑とうとうここ﹇頭を撰

す︺に来たかと言われる︒薪年の宮中の祝賀会なんかに︑珍しいも
のはづけてくるんだ︒黛井荘︸さんとか︑山中貞則さんとか︑つけ
由 中 さんもですか︵笑い﹀ O

てくるんだ︒

ない︒

部藤中部藤

しかし全部カタカナで書いてあるところが面白いですね︒

つけてくるけれどね︒

ほかの国の人はつけてくるでしょう︒

くことはやめた︒ ほかの入がつけて来ないのに︑みっともないじゃ

その國の時だけ︑つけて行くんだ︒英国のとき︒今度は女王
陛下の誕生ヨ祝いとかやるでしょう︒ でももうこのごろはっけて行

こ ん なに立派なものですから︒

先生はつけていかないんですか︒せっかくもらったのに︒

そ ろ そろ︵笑い︶︒

海田伊顕佐
部中藤中道

海｛男田海俘

勲 一 等欄花賞︒

勲 位 の 下 ぐ らいですか︒
海部

佐道 でも大勲位をもらってますます盛んになった方もいらっしゃ
時あらば︑第二次海部内閣でもつくって︒

いますから︒

伊藤

海部 でも大勲位も︑環職がお隠れになると大勲位を出すというこ
とになったから︒調べてごらん︒理職で死んだから︑小渕恵三も大
勲位なんだ︒

田申 じゃあやっぱり第二次海部内義をつくらなければいけないで
俘藤
狙撃されて大勲位︵笑い︶︒

第二次海部内閣をつくって︑狙撃されて︵笑い︶︒

すね︒

田中

■三木内閣最後の選挙戦

﹁やっぱり駄昌だな︑おまえは﹂と言われるから︑黙って

佐道
海部
佐道
海部

最高点でなかったときというのはあるんですか︒
初めの頃はずっと江崎真澄が最高点だもの︒
でもある段階からはずっと最高点ですね︒
ある段階というのは︑宮房謝長官になってから︒あれもテレ

副長蜜になってからですか︑最高点は︒もっと前から最高点

ビ効果だな︒

佐道

前は駄爵です︒上に佐藤観次郎︑サトカン﹇俊藤観樹﹈の親︒

かな︑と思っていましたが︒

海部

それから江崎胴鳴の親・江崎真澄がいる︒江崎真澄︑佑藤観次郎︑

海部俊樹︒そしてその下に︑おれを落とそうと思ってついてきてい
る自民党の大野派のキャバレー王とか︑いろいろなのがおって︑そ
それを振り切って︒

ういうのがだいたい次点だ︒
俘藤

海部 時には民社からひとり出るから︑カーッと振り切って︒三園
回の選挙のうちで︑一回︑二回蟹は僕がラストですね︒三圓霞によ
うやく上になって︑それ以後はずっと︑おかげさまで最高点が続い
て十四回になりました︒いま当選口数で上から数えると︑僕の上に
は三人おるだけですから︒中腰根さんでしょう︒宮澤さんは違うん

先生は先ほど門宮募副長官効果﹂だと養われましたが︑官蕩
拶藤

僕はずいぶん出た︒井贔豊太郎襯さんが最初に出て︑

討論会とかにしょっちゅう出ておられたじゃないですか︒

田中

官房長官の役をやっていたということですね︒

ということは官房長宮効果じゃないですか︒

あなたやってくれんか﹂という︒

部さん︑わしはああいう手合いとは合わないから＼すまんけれど︑

﹁海

海部

副長嘗はテレビに出ますか︒

鳥総

っておるんです︒

だ︑参議院が何園かあるから︒山中貞則さん︒もうひとりおる筈だ︒

伊藤 冗談はやめて︑三本内閣の最後に選挙があって︑それで負け
たということで︑退陣になるわけですが︑このときの海部先生ご自
身の選挙はどうだったんですか︒楽勝でございましたか︒
海部 おかげさまで︑楽勝とはいいませんけれど︑非常に苦しい選
挙をやりましたが︑票は増えて︑最高点だったことは問違いありま

国会便覧を見たらわかるんだが︑この話はあまりしないようにと思

歳だけでいうとずいぶんいますが︑当選回数からいうと三人だけだ︒

門 自 毘党﹈全体は落ちているのに ︒

せん︒それはありがたいことです︒
伊藤

海部 はい︑だからそういうときの気持ちというのは非常に複雑で
す︒自分で嬉しそうな顔をしてしゃべるわけにはいかん︒それから

いると︑

﹁おかげさまで当選できました隔という程度のことでした︒

菜るやつがみんな票を減らしたとか︑仲間が落ちたとかいう︒味方
はおおかた撃たれたりという雰囲気の中で︑ 門やった！隔と言って
いるか︑

喜びを外に幽したらいかんという雰無気でしたね︒

佐道
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沼中実質的には代理でやっていたということになるんじゃないで
すか︒

海部 それが票の増えた発だと思いますね︒
伊藤 テレビに出ますし︑官虜長官の代わりに会見をやったりもす
十一時と鴎時の官房長営談話もやられていたんですか︒

る わ け で し ょ うから︒

田申

海部やった︒

﹁辞表を出す﹂と言い出したから︑

濁中 記者会見も先生がやられたんですか︒
海部 記春会見にも行きました︒それは頼むというから︑仕方がな
い ︒ 井 出 さ ん は目の病があって︑

ｫ表は出しなさるな︒せっかくなったんだし︑あなたのことをオ

ヤジは僑頼しているんだから︑だから代理はやるから﹂といって︑

本轟に入院中は︑私が記者会見も遊説も全部やりました︒三木さん
の外遊は︑宮房長言は売行なし．知り尽くした仲間というのはいか
んのだな︒年格聾︑峯選回数とほとんど 緒ですから︒やっぱり選
出さんは門そういうことは君にやってもらった方がいいよ﹂という︒
私 も 勉 強 に な りますから︒

伊藤 自民党の申で論客といってもそんなにたくさんはいないでし
ょう︒公の場面に出て行って︑國会討論会とかいろいろやれる入は︒
海部 あれに出ると︑本当に厳しいですね︒
俣藤 攻められる方ですからね︒

海部 攻められて︑相手を怒らせてはいけない︒怒らせてぶつ壊し
たら︑それこそうちの先輩の議運の理事が喰嘩して帰ってくるのと
同じことで︑はた迷惑ですから︒しかしテレビなんかであまり切っ

て捨てたらf︒

相手を立てて︑しかも葭分を譲らずに︒

伊藤 あとで娘みが大変ですね︒
田中 テレビもまさに國対の延長じゃないですか︒
海部 嘗房副長宮が行ったときに︑木っ端微塵に恥をかかせられな
いし︒

伊藤

海部

それが大事な一線です︒それは立場上守らなければいかんな︒

けれども国民やマスコミがなるほどと思ってくれることだったら・

ただ相手を傷つけないようにしなければ︒

⁝入しか出て

どんどん言って︑ぎゅうぎゅうやってもいいわけだ︒例えばこ三
伊藤

いつも思うんですが︑自民党は多数党なのに︑

番だと思ったら︑それは言ってもいいでしょう︒
田中

来ませんね︒内閣が来ると篇人になるんですが︑ちょっと劇が悪い

まったく割が悪い︒私はNRKで︑前にパッパソとm時間甲

ような感じがするんですけれどね︒

海部

制限のランプがついたときに︑ ﹁ちょっと待ってくださいよ︒ふだ
んならいいけれど︑五人もおって︑さっきから寄ってたかって政府
の攻撃でしょう︒書われておる僕の身にもなってください︒駄環だ︑
ほかにいうこともあるんです﹂といった︒あのとき﹇の司会﹈は磯
村﹇尚徳﹈といったな︑ ﹁はい︑どうぞ恥と言った︒あれは気合い
勝ちだった︒みんな見ておった入も︑﹁あれは気持ちが良かっ丞
という︒弼をしゃべったんじゃないんだ︒こうやった門頭を押さえ
つける身振りをする扁んだ︒

だから淫元がなんのかんの言われたのも︑ ﹁うそつき﹂とか門あ
んたは総A丁零祉や﹂とか関西弁でまくし立てるから︑えらい入気が
上がってきたわけでしょう︒テレどを意識して使っているわけでは

ないでしょうが︑ ﹁そんなことを言ったって︑あんた不公平○やな

いが︒私呈人からやられているんだ︑答えるの平人だ︒それで

分半たったらみんなと周じように発言を切るというのは天下の不

公平だ︒もうちょっと僕はしゃべるから﹂と言ったら︑ ﹁どうぞ﹂

いい芝居でしたね︒そういう形で表に出てくるということは︑

と言った︒

伊藤

非常にいいですね︒

海部 選挙のためには非常にいいことです︒
俣藤 選挙のためにだけでなくて︑自民党の宣伝のためにもいい︒
だってなかなか論客がいないじゃないですか︒喧嘩する入はいるに
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「

しても︒

函中 ああいうテレビ番組は党の人も観ていて︑将来これは使えそ
うだとか︑そういう発想はあるんですか︒
海 部 そ れ は わからない︒
伊藤 評価はプラスマイナスでしょう︒あんなに表に出やがって︑
と 思 わ れ る かもしれない︒

海部 それもあるだろうと思うよ︒群発がやられたのもそれだろう
と思うし︒

俘藤 あれはたぶんそうですね︒おまえばかりいい子になって︑と

伊藤

これは総理から雷われるのではなくて︑

uわれるわけですか︒

派調の領袖を通じて

そうです︒三木さんからです︒そのときはそうだった︒

先生は︑これは初めての大臣ですか︒

そうです︒

繭に官房長宮になり損ねたんだから︒
でも文部大駆というのは希望されたポストの一つではないで

ないですか︒

最初のころは良かった︒だんだんそれから離れてきたんだ︒

佐道 三木内閣の後半はそれこそ挙党協で︑党の中が割れた大変な
時期ですね︒それで自畏覚はなんだと雷われて︑政府はなんだと言
われて︑海部先生ご自身も︑俺だって隅じ思いだということもある

海部

僚に三木さんが推薦されたわけでしょう︒それもなかったんですか︒
海部

た灯︑福霞内賄が炎足したときには当然︑ ﹇海部さんを扁閣

と思うんですね︒そこは口に出しては号鋼えない︒だから察してくれ
よ︑というところもあったのでは︒
海部 立場というのは守らなければならんしね︒そんなときに一緒

そのへんをお願いします︒

野党と一緒になるわけには︵笑い︶︒

ちゃんと枠があるんだ︒

俘藤
そ れ はいかん︒

ないよ︑なんていうことが湛えるような余裕はなかったんです︒

海部

俘藤 自毘党を潰すために自民党総裁になると言った人もいるんで
すけれどね︒そんなことで︑三木内閣の詣はまたありましたら追加

い︒

それともう皿つは︑ 門率直に書って︑私は福田さんの下では

門いや海部慰︑

︵しかも前任のそれまでやっておったのは永井道碓ですから︶

そう言わんでもいい︒生涯で断わるときがあったら︑断わる権利は
大事にとっておきなさい︒いま断わらんでもいい︒わしも考えた︒
ポストももう決まっている︒経済政策だとか外交で苦労しろという
のではない︒文部大臣で次元が違うから︑そこに行って勉強してこ

やりたくありません﹂と三木さんに答えたけれど︑

海部

れちゃったら過半数割れですからね︒

おまえのところはいらないよといって︑ ﹇農民党から﹈出ら

俘藤

田中 ああいう大騒ぎの時でもあるんですか︒
海部 大騒ぎでも何でも︒大騒ぎだから︑おまえのところがらとら

田中

になって破れになるわけにもいかん︒

いうことでしょうね︒

僕は希墾はしなかった︒そのときはへたに入閣なんかすると
あのとき福国魁夫さんというのは天敵ですから︑天敵の下につ
いてそんなことできるか︑と思っていました︒
伊藤 天敵でありますが︑三木内閣の最初のころは良かったんじゃ

e
．L

さ せ て い た だきます︒

圏門福田内閣﹈文部大義蓬︵款任︶
判型 いよいよ今度は橿田内閣になって︑先生は文部大工に就任さ
れます︒ついこの間まで挙党諮で睨み合っていた相手が総理になっ
あれは複雑な心境でした︒

て︑その内閣の文部大臣になるというのはいかがでしたか︒
海部
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。部か中藤部中部

党協だとか派閥だということでなしに︑政治家として大事なポスト
だから行ってらっしゃい﹂といっておった︒

永井道雄も敢治家でない民間入でなったんだから︑それはあまり挙

まる会もよくありました︒そこで渡部恒三だとか藤波孝生だとか︑
一︑二年下の層は森喜朗とか薦岡武夫だとか︑⁝︑二年上の方は三
塚博とか竹下登とか︑そういうのが集まっていろいろな話をしたわ

あの頃もうちょっと私学を助けるということで私学出身者だけが集

伊藤

海部

瞬中

海部

田中

議員立法です︒

あれは議員立法ですか︒

大臣になる前です︒そして私学振興助成法には︑私学出身者

兜生が大謹になってからですか︒

そうです︒

私学振興助成法というのはこのころできたんですか︒

けです︒

したか︒

海部

文部大臣ということをお響きになって︑どういうお感じでご

それまで文教族という感じでは全然なかったわけですね︒
文教﹁族﹂という感じではなかったですね︒
でも先生には文教のイメ⁝ジが残っているんですが︒
それは﹇文部大臣に﹈なってからですか︒なる前からそうで

海部 僕は文部大臣になる前は︑議運︑国対が忙しくて︑文教に鐵
て行っておる余裕もゆとりもなかった︒強いていえば︑私学振興助
成法をつくるときに︑私学の早稲田を代表して出て来てくれと購わ

伊藤

俘藤
海部
霞中
伊藤

れて出て行ったことはありまずけれどね︒しかし議運︑国対を二足
の草鞍でやっていると︑そういう昼間のおつき合いはあまり時間が

ざいましたか︒

中心地で︑特に霞米繊維製品協定なんかがあって︑いまの狂欝病ど

佐道 議運・羅対がお忙しかったのはよくわかりますが︑大臣にな
るためには門族﹂であった方がいいというか︑系統ができますね︒
先生の場合はどういう流れになるんですか︒
海部 族とかなんとかいうものにはなっていなかったと自分では思
っております︒ただ商工委員会︑それは霞分の選挙区ボ中小企業の

めあの書﹂というのは︑わかっているんだ︒

と思うと︑自分はいささか感慨無量だ﹂と書いてある︒

はわが校が始まって以来だ﹂とか︑ ﹁しかしあのときのあの悪が︑

ど︑

どういうことですか︒

が中心になってやらされて︑やったんですね︒

ないんです︒

ころの騒ぎじゃないんだ︒やられる繊維を守れということだ︒だか

田中

俺も胸に黍を当てて反雀しなければならん点がいろいろあっ

身を清らかに︒

それで︑このあいだ﹁波瀾万丈﹂というテレビの番組をつくったで
しょう︒あのときヨ本テレビの記者が昔の僕の友達のところをみん

たから︒小学校の時にはワルのほうのやんちゃもやっておったから︒

門あのとき

﹁おめでとう︑わが校の誇りだ漏とか︑ ﹁大臣が出てくれたの

海部 いまでも忘れられないことは︑小学校の時の僕の恩師から軍
速お祝いの手紙が来たことだ︒いろいろなことが書いてあったけれ

撰藤

えらいことだな︑と思ったね︒

ら繊維のほうのことはよくやっていました︒

海部

海部

それから文教のほうは︑僕は初めが青年学生部長というポストで︑
組織委員会で学生を集めた︒そこでつくった政策は︑気宇広大な政

策ばかりで︑二本青年海外協力隊になったし︑全国国立青年の家を
つくって︑ただで青少年が泊まれるようにしょうとか︑そういう政
策を一所懸命やってきたこどは事実ですな︒

な歩いて︑海部さんはどういうふうだった︑と聞いているんだ︒小
学生の時にも鶴舞公園という公圏に行って︑そこにたまたま来合わ

あ れ は 文部省ですか︒

海部 文部省じゃないな︑総理府だ︒そんな閣係でありました︒協

せたよその生徒と瞳嘩になって︑その頃あまり強くなかったと懇つ

伊藤

力隊のことは初めから僕もやっておったことだし︒文教のほうは︑

一
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ているんだけれど︑とっくみあいの喧嘩になって池の中に落っこち

﹁けれどもしっかりやってくれ﹂なんて書かれてね︒

そのときは逆に︑自分で水で洗ったりした︒だから門あのときのあ
の鴛は﹂と手紙で書かれると︑まだまだたくさんいろいろなことが

た︒その肥溜めの中にドボ⁝ンと落ちた︒もう臭いのなんのって︒

伊藤 それはご自分が落っこちたんですか︒
海部 もちろん︒それからその次のときにはもっとひどいところに
落っこちた︒追いかけっこをして走っていると︑昔は肥溜めがあっ

たみたいだな︒それで︑ 門よし︑よし﹂と言って︑青年部と婦人部︑

年部の蕊倒だけでなく婦人部のほうもお願いします嚥という︒あの
ころ︑婦人部では物を頼みに行ったり闘いたりするところがなかっ

どこかの大使になったな︒あの展子さんが僕のところに来て︑ 門青

たら︑当時﹇労働省﹈婦人局長だった高橋展子さん︑デンマークか

た ︒ そ ん な ことがあった︒

あるわけです︒

知り合った人たちはいましたか︒
海部 僕は文教委員会もちょいちょい顔を出していました︒それで
知り合っている人もあるし︑慮民党の青年局長のころに︑文教部会
じゃないですよ︑青少年労働問題ではよく協力したんです︒そうし

そ ん な こ と がありました︒

門あの人はそれぐら

俳藤

女姓ばかり︒婦入局と青年担当だから︒

女性ばかりですか︒

大臣と政務次官がいるでしょう︒政務次嘗はどなたでしたか︒

がそれを捌くわけですね︒そして捌くと有無を書わさず︑おまえは
ここ︑おまえはここ︑と割り振っちゃうわけです︒

政務次官を決めるときは総理大毘が決めるんじゃないんですよ︒
またこれが面白い話だな︒あの頃は副幹事長会議というのがあって︑
俺の村はこれだけだといって出すわけだ︒そうすると筆頭副幹事長

思って霞をつけておった︒

それは全然違うふうに任命されてくるわけですか︒
海部 僕の時には︑唐沢俊二部というのが政務次官で来ました︒唐
沢俊瓢郎の場合は︑僕には格別のお思い入れがあって︑あのお父さ
んは唐沢俊樹というんだ︒俺と瞬じ名前の大先輩がおるんだな︑と

超勤

圏﹇福田内閣﹈文部大蓮2︵政務次官について︶

海部

りました︒

文部省の中ではそういう人たちと仲良くなっていった︒その関係で︑
おばさまたちには高橋展子さんを通移てだいぶ可愛がられるように
なった︒赤松良子さんとか︑その人たちの問題については︑よくあ

だから文部大臣になったときには本当に面食らったし声惑ったけ
れど︑しかしこれはっけ焼き刃ではいけませんから︑︸所懸命頑張
るよりしょうがない︒心の真っ疸ぐな︑体の丈夫な︑そんな児童生
徒ができるようにしていけばいいわけだから︑頑張ってやろうと思
った︒

そうしたら田中角栄さんが︑なんで俺にあんなことを雷つたのか
知らんけれど︑ ﹁俺はいつもな︑竹下にも言っていることだけども
な︑海部君な︑文部大臣︑おまえに向いているよ︒おまえ一藤懸命
やれよ︒誰か荷か霞ったら︑いいか︑道路は少々齢がつた道路がで
きたって国は滅びない︒子供だけは︑真っ直ぐないい子供を作らな
ければ︑蟹の将来が思いやられるんだ︒それだけ違うんだ︒文部大
臣というのはそれだけ厳しいあれだから︑しっかり頑張ってやって
﹁幾さんがこう号隠ったぞ隔といったら︑

くれ﹂といって激働されたな︒暫さんに話してやったこともあった
んだ︑

いのことは雷うだろうな﹂といっていた︒

三木さんと田申角栄というのは︑天を倶に戴かない相手になって
いるわけだけれど︑あれ以来︑人前では二入だけで会っても相妊を
崩して製したり握要したりしなくなったけれど︑それまではずいぶ
んいろいろなところで︑あれ﹇交流﹈があったんだな︒
伊藤 文部大臣に就任されて︑文部省の中にそれまでお役人として
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俘藤 共産党みたいですね︵笑い︶︒
海部 だから誰が来るかわからんのだな︒それでいっぺん︑政務次
官の罰り振りのときに︑誰か文部政務次官を希望したやつがおった
んだ︒それで筆頭翻幹事長に頼みに行ったら︑ ﹁ああ︑あかん︑あ
かん︒もう決まっとるから︑わがままを言われたらみんなごちゃご
ちゃになってしまう︒そういうのをちゃんと合うように育てるのが︑
将来性ある閣僚だな﹂と言われた︒だから政務次嘗は﹁おあてがい
その代わり︑あまり政務次官は役割がないわけですか︒

扶持隔ですよ︒

俘藤
海部 ないわけです︒それで政務次官を自家薬籠申のものにする︒
派閣が違うんですからね︒自分の派閥の政務次官を使おうと思って
も誰も出してくれない︒唐沢俊二郎の場合は︑親が俊豪という名莇
だというだけの理康でしょう︒それで唐沢を呼んで︑ ﹁おまえ俺の
政務次宮だそうだけれど︑どうだ︑いやならいつ断わってもいい
そ漏と言ったら︑ 漂いやいや︑いやじゃありません隔という︒初め
が火事だと誰かに言われたから︑初めに⁝発ゴツンとやる︒だから
通皆されて︑有無を雷わさずですよ︒そこから先︑辻元じゃないけ
れど︑先輩やいろいろな人からいろいろな話が来る︒政務次官には
なるべくやる気を起こさせろ︒俺はやるんだ︑文部省のために︸所

懸命やるんだと思わせる︒そうすると永遠にあなたの家来の 人に
なる︒何がいいかと欝って︑お金をやってその気になれと書っても

わしは飛行機が大嫌いで︑船で行っておったら大変なことになるか
ら︑すまんけれど行ってきてくれ﹂と喬われて︑政務夢境としてよ

海部さんは羨ましがられるようなことばかりあったんですね︒

く行ったんだ︒そのときの政務次窟の仲間では羨ましがられたね︑
門おまえばかりいいな﹂といって︒
俘藤

海部 そう︒それでみんな︑そういうところに行くとえらそうに演
説もできるわけだ︒英語の演説も覚えてね︒
田中．先生は演説はお得意ですものね︒
海部 けれど英語はお得意じゃない︒カタカナ音符つきで︑ディス
テイングイッシュド・ゲスト︑レイデイース・アンド・ジエントル

メンとやったんだ︵笑い︶︒
轡藤 竹下さんのよりもいい￠やないですか︒

海部 それでも英語で演説をやってきましたという証拠になるから
ね︒新聞に頼んでおくと︑特派員が書いてくれるわけだ︒あれも選
挙区に向けるPRには雰常によろしいですからね︒そういう経験が

僕にはありました︒文部大臣になったときは︑人に羨ましがられた
んだよ︑文部省の最年少だから︒森喜朗が俺のところに来て︑ ﹁海

﹁俺もそうですと答えれば

良かったが︑知っておることをまさかそうも準えんし隔という︒あ
れもいまほど図々しくないからね︒いまなら平気でそう言って︑違
ってたと言えば済むことだけれどね︒私は四十四歳でなったんだけ

か﹂と聞かれたと言うんだ︒ ﹇森は﹈︑

部さん︑私も早くなりたいわ隔と言っていた︒
ところがそのうち︑瓢箪から駒が出たように森が文部大臣になっ
たときに︑畏れ多くも爾随下と一緒になった席で︑ 門文部省でずい
ぶんお若い大臣様ができたものですね︒あなたは一番お若いんです

次窟として早めに行けるほうがいいからね︒文部省にはそういう出

れど︑森さんがなったときには騒十五歳だったんだ︒ ︸つ︑僕より

無理ですからね︒そこで外鰹へ︑費本国代蓑の肩書きをつけて︑本
当は大臣が行く会議だけれど︑ ﹁あんたは政務次官だけれど︑行っ
てやってきて欲しい︒どうだ﹂というと︑それは感激するわ︒政務
る べ き 会 議 がたくさんある︒

上なんです︒

労働省にもたくさんありましたけれどね︒僕はそういえば︑

海部

門海部さん︑晦しかったな︒このあ

労働省の政務次官の時には︑インランド・トランスポート・コ︑ミツ

れで俺のところに来たときに︑

出中 森喜朗文部大臣は第二次中外根内閣︑昭和五十八年ですね︒
海部 彼も早かったんだけれども僕より一つだけ上だったんだ︒そ
門海部さん︑

ティといったか︑内陸委貴会の代表で行った︒何しろ飛行機に乗る
の が 大 嫌 い という労働大臣に僕は押しつけ ら れ た か ら ︒
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つ下だから︑

いだ陛下の前で隔というんだ︒ ﹁どっちが開いた？﹂と弱いたら︑
門皇后様に﹃森先生︑一番お若いんですか﹄と聞かれたから︑そう

ですと言いたかったけれど︑待てよ︑海部さんの方が
﹁おまえ︑正直でよろしい﹂といったんだけれどね︒それ

﹃残念ながら海部さんが私より︼つ若くしてなっています﹄と書つ
たんだ﹂
本 当 にそうですね︒

を貫いておれば︑あんな不幸はなかった︒
田申

匿﹇福随内閣﹈文部大臣3︵文教族︶
傍藤 当時から文教族というのがあったでしょう︒この人たちとの
おつき合いというのが文部大臣としては大事なことなんでしょうね︒
海部 文部大臣になったときには︑私のほうから︑全部文教委員会
の理事を早稲繊大学雄弁会のOBで揃えたんです︒
債藤 誰が揃えるんですか︵笑い︶︒
海部 それぐらいのことは︑おかげさまで︑できるようになってお

違うけれど︑まったく困じことだ︒僕が筆頭理事で︑藤波︑三塚︑
小渕と揃えて︑竹下さんは筆頭だから︑すぐに金丸さんと話がつく︒
それで強行採決をやらされたのは︑やっぱり俺だなハ笑い︶︒底屈

本の法律の強行採決までやらされたんだ︒

文教委員会の時は︑これにプラスして西岡武夫君がおって︵まだ
露民党だから︶︑藤波君がおった︒僕が質問を受けても答えにぐい
ことがある︒そうすると結論だけを手で合駒すると養うんだから︑
このあいだの甲子園と一緒だ︒こうやる﹇指でマルをつくる︸と︑
前向きに答えてもいい︒こうなったら﹇指を二本立てる﹈︑それは

答えちゃ駄目だということだ︒これは西織と藤波が交代でサインを

送ってくるんだ︒結論さえわかれば︑途中は侮とでも言える︒ ﹁お

﹁ご期待に添えません﹂とか︑ 門なんとか蘭向きに考

気持ちはよくわかる﹂とか︑ 門質間はごもっともだと思いますが︑
しかしいまの麗状から行くとなんとかかんとか漏と適当に言って︑
結論として︑

そうすると理事席のところがら大臣に商かってサインが来る

えてやっていきます﹂とか︒

田中

わけですか︒

田中 文教委員会の理事が軍部揃ったんですか︒
伊藤 そんなわけに行くんですか︒
海部 行くんですよ︒というのは︑竹下登があのとき翻対の筆頭副
委員長か何かだったんだな︒筆頭さん︑筆頭さんといって︑委員会
の理事の人選ぐらいはみんなその筆頭さんのところで全権をもらっ
てやるわけです︒それで︑たまたまあのとき︑藤波孝生と森喜朗と

ですか︒

璃中

った︒

西 岡 武 夫 と 小渕恵三︒

海部 そう︑理事は︻番前におるでしょう︒そこで藤波なんかは上
手にこうやって門指を使って﹈サインをしてくる︒これ﹇マル﹈だ
ったらいい︑これ﹇二本指﹈だったらいかん︑ということだ︒答え

蕩心 それはみんな文教族ですか︒
海部 これがみんな文教族です︒そして文教委員会の理事︒竹下さ

海部 いや︑知りません︒それは僕が図々しいから︑仲間がいつぽ
いおるから︑おまえ今度理事だから頼むぞ︑といった︒しかも彼ら
にしてみれば︑優越感をくすぐられるわけだ︒大臣の答弁は俺の播
一本で決まる︑俺が動かしているんだ︑という優越感を彼らは持つ

こっちの無理もきく︑ということですね︒

それは海部先生だけの場合ですか︒ほかにもよくある謡なん

西岡と相談しながら答えてくる︒そういうワルもあったんですね︒

ながらわかるから︑早く出せ︑どっちだ︑というサインを秘すと︑

これは皐稲躍大学雄弁会の全盛期だな︒これは行政改革特別委員会

わげだ︒それをやっていると︑心のつながりもできる︒

んが国対の筆頭委員長︒この写真です﹇アルバムの写真を見せる﹈︒

筆頭理事に僕が就任したときの写真だから︑いまの話とはちょっと

轡藤
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海部 はい︒その代わり︑向こうの無理もしょっちゅうきく︒みん
なこんな頂からの仲間だから門学生時代の写真を示す扁︒これは渡
部恒三でしょう︒これが藤波孝生︑これは岸本昌弘で︑これが槙綺
﹇福治嗣︑これが海部俊樹さん︒みんなこんな頃から︸緒になって

演説をやって歩いている連中だから︑それくらいのことをやれと雷
っ た ら ﹁ みんなやってくれる︒

﹇海部氏の示した写真を見て﹈これは毛織会社じゃないです

選挙鼠がそうなんだ︒マイ・キャンペーン・デイストリクト︒

応援に来てくれたわけですか︒

遊 説 に行ったんです︒

先生の前径者の篤援ですか︒

そうそう︒

懸門福田内閣﹈文部大引4︵文部大毘としての仕事︶

﹁教隔のほうは眉毛から上ですね︒ 門育﹂のほうは

あの頃は︑きざな言い方だけれど︑ ﹁教育﹂というのは漢掌

そうやって︑半ば馬鹿にされながら鍛えられてきたんだね︒
田中 もっと真面園に行きますが︑先生が文部大臣になられたとき
に︑やっぱりこういうことをやりたいということ︑たぶん一年間大
臣だろうということで︑こういうことをやりたいという抱負のよう
なものはありましたか︒
︐
海部

が二つあって︑

眉毛から下ですね︒私は教育の中で﹁教﹂のほうは︑各界の先生方
のひたむきな努力によって露本のどこを捉えても充実して高くなっ

てきている︒しかし︑眉毛から下の﹁育﹂のほうは﹁人を畜てる﹂

という心の問題︑弊㎞ちらが全然駄羅だ︒全然と言ったら言い過ぎか

もしれんが︑象徴的なことを教えよう︒

僕が文部大臣になった頃の萩聞に︑富士由の河口湖に行ってボー
トがひつくり返って東大の一年生が六人︑溺れて死んじゃったんだ︒

東大に受かる人は頭はぴかぴかで︑仲間から羨ましがられた優秀な

入閲なんだろう れど︑残念ながら︑駕毛から下のほうはゼロだ︒

してひつくり返ってお隠れになつちゃった︒こんなにもったいない︑

そんな頃︑外囲の人に会って話を聞くと︑ ﹁鶏本はノーベル賞︑

だ︒

う一眠大事にしてやってみたいと思います︒貝本の子供はみんな勉
強して︑素晴らしい頭脳を持って来たろうけれど︑残念ながらそう

超えてはならない一線︑それをきちんと身につけてもらうのが大事
だと思うので︑私は教育は人なりだと思います︒その人の中には︑
ご家庭の両親がいかに大きな影響力を与えるのか︒そんなことをも

こんなに周辺の人を悲しませるようなことがあるのだろうか︒だか

人のものを盗ってはいかん︑管理者の許しも得ず︑定員も守らない
で夜の湖に手や足だけでだんだん出て行くということはいかに聞違
つた行為であるかということを︑誰⁝人気がつかなかったのか︒そ

醗中 ちょっと真面臼にやりますが︑大臣に就儀されて一︒
海部 いや︑真面目にやっているよ︒これをごらんよ門アルバムの
別の写真を示す扁︒臓中角栄を捕まえて︑文教関係の政策の喧嘩に
行くときでも︑森奮朗と小灘恵三と︑これはちょっと違うが加藤穴

ら教育は心の教育が大事だ︒イロハのイ︑汰問として守るべきこと︑
﹁もう

月︑それから獲腿武夫と藤波豪生がおって︑ ﹁おどというと︑こ
れだけついて来てくれる︒これは景気を良くするための政策を書つ
たり︑土地政策を言ったんだ︒そうしたら﹇田中角栄は﹈︑

﹁それだけです﹂と言

﹁わかった︒おまえたちの考えてきたことは︑それぞれよく

ないか︑それだけか︑質問は﹂というから︑
った︒

示し合わせて考えて來たろうけれど︑いまはでけない︒駄葭だと言
ったら駄薦だ︒早くでけるようにするためには︑もうちょっと税収
﹁しかしよく勉強した︒ご著労さん﹂というようなものだ︒

が多くなるように努力するんだ漏というようなことを君って煙に巻
いて︑

何人とっていますか﹂という︒特にアメリカ人の日本通が︑意地悪
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くそれを聞いた︒あの頃は五入でしたから︑私が﹁五人だ﹂といっ
たら︑にこつと笑って︑ ﹁五人じゃないでしょう︒正確に了うと三
入でしょう︒あとの二人は︑たしかに生まれたのは嗣本かもしれな
いけれど︑勉強したのはみなアメリカで︑アメリカのペーパーを使
って︑アメリカ人の助手がタイプをしてノーベル賞を取ったんです
濁中

では実際の予算の時には︑先生は党を押したり︑友達を押し

はい︑そして塵分で大蔵省まで行きました︒そしてあの頃は︑

たり︑そういうことをやられたわけですか︒
海部
佐道

最初の福国内閣は坊秀男︑村山達雄さん︒

二度目の時じゃないですか︒

竹下が大蔵大愚だったときがある︒私が初めての時か二度陰の時だ︒
田中

伊藤

遠由門敦子﹈大臣は駄目ですか︒

そろそろ時間です︒今度はこの文部大臣の話から始めさせて

こういうメモを用意してください︒僕のほうでも︑頭の整理
賢婦

あったほうがいいな︒脱線するにしても︑この砕の中だから

引っかかりのためにもあったほうがいいと思います︒

ね︒

伊藤

︵笑い︶︒どうもありがとうございました︒

︿以上﹀

いや︑この枠から⁝所懸命腹線させようと思っているんです

海部

のために古い資料を見ておくから︒

海部

海部 坊秀男︑あれは箸にも棒にもかからん︒わかっているのかわ
かっていないのか︑うう〜と言っているだけだった︒

よ﹂と言うんだね︒あのときほど︑これは基礎学問の峰を高くしな
ければならんな︑と厩辱の中から思ったことはなかった︒そこに私
の教育改革の基本があるんだ︒だから︑心の教育ということと︑基
礎学問の峰を高くすること︑この二つを私は特に考えてやっていき
それは大窺訓辞ですか︒

いただきます︒また簡単なメモを用意します︒

俘藤
はい︒

たいんだということを申し上げたことを覚えております︒
海部

函中 そういうことを具体的に施策として進められる場合には︑お
金をつけたり︑いろいろやられると思うんですね︒そのへんはどう
いうことを具体的になさいましたか︒
海部 それは予算の時には頑張って︑予算を取るもの︒
侵藤 それは担当の局が
︒
海部 やって︑途中で報皆に来て︑ 門大臣︑ここまでしか持ってい
ませんから︑一癸お願いします﹂と言ってくるから︑ ﹁よし任せて
おけ︑わかった隔と言って︑向こうと話もする︒だから僕の時は基
礎 研 究 費 が 伸びましたよ︒

侵藤 だからこういう力のある大臣が来れば︑文部省の役人は大喜
圏中

いや︑党にカがないと駄霞なんです︒

びですよ︒

伊藤

佐道 そのために議運︑国対であれだけ汗を流したんですからね︒
海部 それはそうなんだ︒人の職というのはそういうときに利馬で
きるんだな︒

便藤 どこを押せばどうなる︑こうなるという道案内がわかってい
る 人 が 一 番 大事なんですから︒
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（2（X主2傑5」毒13日）

1．1976年12月、福田内閣の成立によって、海部先生は文部大臣に就ISされます。文部大愚
に就任して先生は、前任の永井道雄氏の考え方も採弓入れつつ、教育改革に取り組まれますe
それは以下のような項屡ですが、それぞれ順にどのようなお考えのもとに、どのよう1：取り組
まれたのか、またそれぞれの改革SS現1：あたって盧癒された困難などについてお願いいたしま
す。

①学習指導要領を改正してゆと

t］

mp育を行うという「ゆとり教育問題」

※77年7月学習指導要領改蕉
②共通一次試験の導入など大学入試湖度改革
※

5月置大学入試センター設置

※

6月

共通一次試験を含むフ9年以降の大学入学者選抜案施要項を全国の大学長へ

麹
③地方の大学の整備
④学歴購重の整破
⑤日教組問題などを倉めた教育現場数革

2，このころ、たとえば7月に岐阜県議会が学校行事における国旗掲揚、国歌（看が代）斉唱を徹
底化などを決議したのをはじめ、霧が代斉唱闘題など「教育正常化」闘題が議論されました。
この点についてとくにご印象に残っておられることはございますか。

3．9月、筑波犬学と経団連が中心となり、産t学・窟で算学技衛麗発を推進するために圏際科学
振興財団（会長土光敏夫）が設立されました。これについてはとくにご記憶の点はございます
か。

4．第一囲置の文部大臣の時代で、もっとも印象に残っておられることがありましたら、お願いい
たします。

5，先生が文部大艶を務めておられた77隼3月、三木派も含めて自民党各派閣が解散します。こ
の問題について先生はどのようなお考えでしたか。

6．また、岡年5月には、参議院全圏盛を拘束名簿式比例代表詣1にする選挙法改正案が自民党22
議員によって提出されています。これについてはどのようにお考えでしたでしょうか。

※今園は以上のような点を中心にうかがいたいと思います。よろしくお顯いいたします。
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覆福照内閣の閣議と閣僚懇談会
伊藤 ではさっそく始めさせていただきます︒先生はm九七六年
十二月に文部﹈大臣になられて初めて︑閣議という席に行ったわけ
ではないですね︒

海部 はい︑そうです︒その前は内閣宮房副長官をやっていました
から︒

伊藤 だいたい﹇閣議が﹈どんなものかということはわかっている
海部
だいたい︑あまり変わりませんでしたか︒

はい︑わかっていました︒生意気を言うようだけれど︒

わけですね︒

佳藤
変 わ り ません︒

意見を述べたんです︒選挙区事情もあったので︒
それはどうなりましたか︒

結局︑寄ってたかって説得されちゃった︒

誰が説得するんですか︒ほかの大疑が︑ですか︒

まあまあ︑いろいろな入が︵笑い︶︒
大臣のほかに一︒
断わり切れない︑いろいろな立場の人が︑大距室に来るわけ

です︒あれは賛成してくれとか︑こういうふうに決まっているんだ︑
とか︒

瀾議の席で言ってから︑ですか︒
言ってからです︒

でもそれは一議決定になったわけですね︒

なったわけです︒仕方がない︒ああいうときは︑ よほど腹に
据︑κかねるというか︑興奮ではなく公憤があるときだ︒智能で署名
しないということは︑その後もままあったんです︒例えば山中貞則

さんも侮か署名しなかったんじゃないかな︒何か二︑三︑例があり

ました︒けれど最後の最後には︑総理とのあいだで一対︸の臥し合
いをきちんとして︑わかったということになると︑みんな署名をす
るわけです︒大臣の署名なしで︑ということは︑まあないんじゃな
それはないでしょうね︒

いですかね︒

伊藤

海部 たいていみんな署名するんですよ︒あの選一というのは︑初
めに全部登録してあるわけですから︑代わりにやる︑というわけに

そうですが︒文部大臣としてそこにご出席になっていると︑

はいかんのです︒

俘藤

やはり自分の藤管事項以外のことをお話になるということは︑なか

国務大臣として発言は全部かぶるんです︒けれども国会のあ

なかないことですか︒

北都

、

海部

伊藤 やはり花押を書く会だと一︒
海部 閣議というのは花押を書く会ですね︒しかしよほど思い詰め
たときには︑物を警う人がおりまずけれどね︒だいたいその前に事
務次官会議というのがあるでしょう︒事務次官会議で全会一致の決
それは本当はおかしいですね︒

定がないと︑閣議案件にならないんです︒
俘藤

﹁それはちょっと待ってくれ︑駄罵だ︑そん

海部 それで威張るわけではないが︑国務大臣がおるんだから︒僕
は︻回︑事務次官会議に反することを言ったことがあるんですよ︒
国家公務員給与の問題だったんですが︑各省みんなが今度の閣議で
決めるというときに︑

なのは︒公務員も共に苦しんでくれなければ︑中小企業に対して示
しがっかんじゃないか﹂と言った︒あのときは人事院勧告︵人勧︶
の完全実施だという︒ところがそれをいうと︑幽いまの中小企業と公
務員の給与にまた差がつく︒公務員の方は︑大企業が中心でできて

いる人事院勧告に従って上がっていくわけです︒中小企業はどうな
るんだ︑ということで︑僕は所管事項ではなかったんですが︑反対

る限に閣議をやるわけです︒そうでしょう︒そのために︑閣議はた
しか朝の八時半からやったわけです︒委員会というのは十時からや
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るわけですね︒だからいろいろなことを演説をするには︑時間的に
もないわけです︒それから紛糾してくると︑委員会を止めてまで閣
議を︑というわけにもいきません︒まあまあ︑という肩叩きがあっ
て︑全部収まっていったように僕は思いますね︒鱒議が延びている
から国会が始まらなかった︑聡かれなかったというようなことはな
いと思います︒

伊藤
門三木内閣の嘗虜﹈副長官のときと︑橿田さんの内閣で福田
さんが総理になったときとで︑変わったことはあまりないわけです
か︒

ません︒

伊藤 だいたい閣議は︑十分や二十分で終わることもあるでしょう︒
海部 だいたい︑みんながずっと園ってきた書類に目を通して︑花
押をきちっと書いて終わると︑十五分か二十分でひとまわりします
ね︒だいたいそれぐらいで終わります︒初め︑閣僚っていうのはこ
んなことでいいのかしらん︑と素朴に思ったこともありました︒物

が言いたいこともあったけれど︑ ﹁まあまあ︑そう言わずに﹂と書
われて︑進めることが二二かありました︒
伊藤 関係閣僚会議というのがありますね︒それは文部大臣は何か
ありますか︒

勧告の閣僚会議とか︑ほかにも何かありました︒

文部大臣が覆定メンバーで入る閣僚会議というのは︑入事院
あまり多くはないですね︒

海部
揮藤

あまり多くない︒

海部 どうかしら︒閣議というのは︑誰が総理になってもそんなに
一︒各省事務次官というのが一番えらいわけだから︒
俘藤

海部

一 番 えらい︵笑い︶︒

海部 枠をはめて︑案件を決めちゃうんですから︒だからそこを変
えなければ︑自由に議論をしたいと思っても︑議論ができないよう
に な っ て く るわけですね︒

あまりありませんでした︒

と も あ り 得 るわけですか︒

俘藤 それはよくあるんですか︒
海部 ちょいちょいありましたね︒
伊藤 そういうところで話が出て︑やがてそれが物になるというこ

閣議というのは平穏に行なわれるわけですか︒

佐道

海部

俘藤

三木内閣のときに︑挙党協などで党内がもめているときも︑

ずいぶん苦労したこともあります︒

農水省だって関係があるでしょう︒

い こ と を お 互いに言い合う︒

伊藤 閣僚懇談会というのはまた別ですか︒
海部 閣僚懇談会というのは別です︒終わってから自崩に︑言いた

海部

じゃあガス抜きみたいなものですか︒

伊藤 経済関係だと︑経済関係閣僚会議が必ずありますね︒
海部 あります︒そして︑どの役所をそこに入れるか入れないかと
いう構成の面で︑各省が手を挙げて︑その調整がつかずにすったも
んだするということがよくありましたね︒例えばサミットに行くと
きでも︑経済企面庁︑通産省︑大蔵省︒外務省は当然のことだけれ

俘藤

海部 一見平穏に行なわれるな︒
佐道 淡々と書くものは書いて︑その後窄か議論になったというこ

そういう政争はきっかけがっかめないから書い出しにくいですね︒

海部 そういうところでは議論にはならない︒挙党協のころは︑腹
に一物︑背中に荷物という人がずっと来ているけれど︑閣議の場で︑

とはないですか︒

ど︒

海部 やはり閣議できちんと決めていかなければいけません︒閣僚
懇談会というのはよくあったんですが︑文部省所管の事項で︑閣僚
懇談会で粗話をしておいてくれと雷われたようなこともあったんで
すね︒大学入試の問題です︒そのときには全賄僚が集まって︑次官
会議にかけずにしゃべるんですが︑それぞれ忙しいから︑閣僚懇談
会だからといって︑五時間も六時間もぶつ通し︑ということはあり
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だから閣議が終わってからどこかに集まったり︑別に集まったりす
るわけです︒敏争の真っ最中の最たるものは︑十五人の閣僚がほか
に集まって︑閣議が成立しなくなるということで脅しをかけられた︒

懸文部大臣5︵ゆとり教育の始まり︶
伊藤 それで具体的な文部行政の話なんですが︑いま闇題になって
いる﹁ゆとり教旨胃﹂というのは先生が文部大鑓のときに始まるんで
すが︑これは先生のお考えですか︒それとも前の永井さんのときか

とき永井さんの言ったのは︑

﹁富士の由より八ヶ藷﹂だったかな︒

そういうキャッチフレーズが薪聞にも載ったことがあるんです︒そ
れは︑学間というのは㎜つの冨士由が秀でて遇えるよりも︑八ケ蕪
のようにそれぞれいろいろな部面で総舎的にいいものが出てくるほ
うがいい︒入間の顔や名前や身長は違っておる︒けれども︑持って

いる個性も違うし︑能力も別々なんだ︒個性も能力も違うものを︑

岡じ終点に持っていて一線になるように育てようというのは間違い
だから︑そこのところはきちんとやっていこうというような話だっ

海部 あのころ永井道雄さんという人は︑三木内閣のときの匿璽と
して民問から入れた人でしたから︑ ︻臨置いて敬意を表さなければ

海部 この議論を進めて︑当時の自薄身文教族の中で議論していく
と︑だから一番いけない諸悪の根源は臼教組だ︑ということになる︒
ここへ持っていけば拍手喝采で︑だいたい通ったんですね︒また事

伊藤

たんです︒個性を大事にする︑そこで門ゆとりある教育﹂なんてい
う名前が初めのころ出て来たんですね︒こんにちも﹁ゆとりある教

ならんという基本的な立場があったことは事実です︒が︑あの頃文
教族というのはほんとうに早稲田大学雄弁会がみんな雪崩れ込んだ
ような仲間ばかりでした︒藤波孝生とか瀬岡武夫とかがしょっちゅ
う来て︑いろいろな議論もしてやっておりましたから︑必ずしも︸
○○％永井さんの案を支持するわけではなかった︒けれども三木総
理の気持ちの中には︑僕を文部大臣にしたときに︑永当さんに﹁永
井路線を継承させるから︑君の言っていることをずっとやってく

実︑日教組の人たちは文部省と自蔑党を敵視して︑ことごとく反発
して︑顔を撃合ってもいかん︑会ってもいかん︑という時代でした︒

ら の 穿 き 継 ぎなんですか︒

れ﹂というような話があったんですね︒それは永井さん畠身も言う
し︑僕自身も就任した記者会見のときに︑ ﹁永井路線を継承するん

本嶺にそうです︒

て︑いろいろ話をした︒誰が工作したか知らんが︑テレビの番組で
知能テストをやらされた︒槙枝と僕と︑その頃の中学一年生だった
かな︑槙枝さんも海部文部大蓮も中学生の入学試験ができるかどう

会って話は聞くということにして︑あのころの槙枝﹇元文扁と会っ

改革はない︑と醤つた︒私はそう思ったので︑現場の無視はしない︑

掛藤

は憂うべきことだと思いますよ︒

海部 いまはそうですね︒けれども︑学力低下なのか︑入間性の低
下なのか︑どっちをいうか︑いろいろな現象が出て来ている︒これ

それで学力低下だといって問題になっているんですね︒

育﹂といって︑それを繰り返しておるわけです︒

だ﹂と書つたものだから︑ 門海部需︑そうすんなりと黙って白紙委
儀で永井君の路線を継承せんでもいいよ︑君は君なりのものがあ

それで僕は︑日教組の委員長が会いたいというなら会ってやろう︑
連れてこいよ︑と言った︒曹蔑党の文教族の中でも︑会って話をし
て︑謡も聞かんようなことではいけませんよ︑現場を無視した教育

る﹂と言われた︒

あのとき永井さんが言おうとしたことは︑四頭立ての馬車という
話でしたからね︒四つの項巨をつくろうということだった︒僕も何
か自分のものをプラスしなければならんと思ったから︑それは讐教
育は人なり﹂とした︒特に教師というのは大切なんだということを
考えた︒永井さんの路線に賛成できるものはもちろん賛成だ︒あの

か︑というテストを受けたんです︒
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そうすると先輩方から︑

﹁馬鹿な︑文部大臣のおまえがそんなと

ころに出て行ってちょろちょろやっておったら︑品格に反する︑権
威に反する︒そんなのは蹴飛ばせ﹂といってエライ反発を受けた︒
けれども︑出ていって話を聞いてやらなければいかんし︑環場を無

の教育勅語ができたときの精神︑冨頭の精神︑皇統連綿と続いてい
る万世 系に忠を尽くすことが大事だというようなことと一緒にさ

れると︑これはいけません︒ということで︑党の教育憲章はやめに
なったことを覚えております︒

閲文部大臣6︵学習指導要領の改正︶

視した教育改革はあり得ないと僕は思っているから︒けれど︑総理
大艶の了承だけはとっておこうということで︑福圏さんのところへ
はそのことを話に行った︒ 門こういうことで槙枝に会ってくれと言

俘藤 学習詣導要籟の改正ということでは︑ゆとり教育で具体的に
はどういうことを考えておられたわけですか︒
海部 具体的には︑小学校のカリキュラムが多過ぎる︒そして︑い

対立したが︑いまでもおかしいと思うのは︑その延長線上ですね︒

めうというのが︑永井さんの購い分だ︒そこで僕とちょっと議論が

そしてそれが︑何の科目は何時間︑何は何時間といってグッと詰め
られるから大変なことになる︒それであのころ︑詰め込み教育はや

まとまったく逆で︑週に六時間授業ぐらいあったんじゃないですか︒

われておるが︑会って謡をする﹂と飼うと︑ 門みんながいかん︑と
言って怒るけれど︑会って話を聞いてやらなければ何を考えておる
かもわからないし︑こちらはこういうことを考えているんだから︑

きちんとやれ﹂と︒たしか︑あのとき最終的には総理大臣の了承も
取ったんです︒だって総理の了承をとらないと︑党内の大きな反対
があるからね︒そういうときにいけない︑と言って立ちはだかる人
は︑みんな大先輩ばかりだもの︒灘尾弘吉先生を筆頭にね︒

伊藤

楠 戦前派の政治家もいた頃ですね︒劔木﹇亨弘︺さんは⁝︒
海部 劔木さんなんていうのは︑碁盤や碁石を持って来て︑おれに

それを一︒
楠 まだいらっしやったんですか︒
海部 あの入は︑参議院の劔木さんで︑おったんだ︒そしてあの人
は︑そうタカ派ではなかったと思うけれどな︒最たるタカ派は灘尾

海部 そういうことで︑学習指導要領を改解するときは︑もう少し
基礎・基本に限って︑晃童生徒には基礎・基本を正確に身につ砂て
もらうようにしよう︒そして︑大入になってから覚えておる必要の

円周率を三・一四一五⁝⁝とせっかく僕らは習って覚えてやってき
たのに︑いまは三でいいというんでしょう︒あれはちょっと受け入
れられませんね︒それと間じようなことで︑蕃労して三二四〜五

弘吉さんかな︒そして奥野誠亮さんなんていうのは︑ちょっと二乗
がつくような激しさであったし︑とにかく激しい人が多かった︒
楠 そういう方々がいらっしゃる時代だと︑教育問題で門教育勅

せめて︑三二囚ぐらいまでは雷わなければね︒

炉藤 やはり受験競争の命題がバックにあるんじゃないですか︒
海部 受験の点のつけ方が︑ペーパーテストだけに限るからいけな
いということになるんですが︑教育課程というよりも︑教育の中で

した︒

⁝⁝と覚える︒その先もずっとあったけれど︒

語隔の復活なんていう話が出たりするんですか︒

ないようなことまで教え込むことによって︑その世代のものの考え
方を無茶にしてしまうことはいけないのではないか︑ということで

海部 教育勅語の復活という話は︑そこまで具体的には出ませんで
したけれど︑教育勅語に代わるようなもの︑その思想精神は悪いも
のではないから︑それをしっかり織り込んだものをまず自民党でつ
くれということになって︑ ﹁教育憲章﹂という輪留にした︒結局そ
れは作業だけで終わりになりましたけれどね︒われわれも︑中に書
いてある徳蟹を一つずつ見ると︑問違ってはいない︒けれども︑あ
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の 問 題 が 出 て来ますね︒

専えるものは︑これとこれとこれは教えろということで︑教科内容

1から5までの格差のつけ方はなんだ︑僕は全部最高の5をつけま

評価を受けることは大事だと思うから︑それはそれでいいんじゃな
いの﹂と言った︒そうしたらある座談会で翼翼某が︑ 懲民主主義は
公平で平等のはずだから︑一駈懸命やっているというところに重点

す︑とかなんとかいうとぼけた人が蹟て来て︑またそれが話題にな
ったことも多かった︒けれども僕は︑ ﹁身につけたものでそれぞれ

伊藤 それが学習捲導要領の内容ですね︒
海部永井さんはそれを簡単にしちやえ︑と欝うわけです︒簡単に
しちやうと︑教科書も簡単になるし︑変な話︑いまの三・一四⁝五

⁝⁝が︑三でよろしいということになってしまう︒そうすると学問
とか真理というものから逸脱するのではないか︒もっと額に汗して
苦労して身につけなければ︑学間は身につかないというようなこと
になるわけですね︒

ばならんと言った︒教育の門教える﹂という宇は眉毛から上の話だ︒

海部 ゆとり教育の実施というのは︑必要以上にそんなことばかり
頭に入れてはいかん︑もうちょっと心の教育を大事にしなさい︑と
いうことだ︒目に余ることが多過ぎた︒だから僕のときは︑永井さ
んの路線を継承するだけではなくて︑心を大事に育てていかなけれ

ないんですか︒

だけは言わせてもらいましたね︒
伊藤 いままで︑このゆとり教育の路線でずっと来ていて︑いまち
ょっと藤がり角に来ているような気がしますが︑先生が文部大臣と
して︑ゆとり教育の推進を﹁所懸命やったというわけでは必ずしも

海部 教育課程のことについては︑議論するほどこっちはまだ偉く
ないから︑⁝歩下がって話はしておったけれど︑ただ書うべきこと

これは○か×か﹂と言うんですね︒僕は額面通り受け取って︑ ﹁い

よ﹂ぐらいのことを初め言っておったら︑

るのか隔という︒ 門そんなこと︑実際にやってみないからわからん

えがどうなっておったら○をつけて︑どうなっておったらXをつけ

んたヨ頃ね︑ゆとりある教育だとかなんとか欝っておるけれど︑子
供は
漏と言って︑これが有名になって﹁雪解け論争﹂と呼ばれ

の衆議院議員が︑ ﹁文部大臣！漏といっておれをつかまえて︑ ﹁あ

僕は門基礎・基本というものと︑大人になってからの応用問題と
いうのは違うんだ︑基礎・基本がしっかり身に付いていないと応用
問題なんて解けるものではない﹂というようなことをいうようなこ
とをがんがんやっているさなかに︑潤教組の新潟県選出のガリガリ

したね︒

を置いてみれば︑みんな一新懸命やっているんだから︑差をつける
ことはいけない﹂という︒もう一つは︑ 門何も無理して計算だとか
九九とか暗算を教える必要はないじゃないか一その頃ですよ︑電
子四聖機というのが売り出された一あれを使えば︑人間よりよっ
ぽど正確にパパパッと出てくるから︑それでやれ﹂と堂々と欝いま

眉毛から下の心の教育は︑それこそ﹁育てる﹂ということである︒
﹁教える﹂ことと﹁育てる﹂ことのバランスがとれてこそ︑本葺の

や︑雪が解けたら︑あれはH︑○︑水になるから︑それは○ですよ﹂

先生ご自身も︑永共さんとかなり議論されたわけですか︒

教育ができるではないか︒ゆとりある教育といって︑みんなゆとり

佐道

にしてしまうことはあまりょくない︒やはり社会人として必要な︑

と書ったら︑ 門いや︑それじゃあ駄費だ︒雪が解けると春が来るん
だ︒春が来ると書くのが非常に情緒豊かな︑心豊かな子供の表現じ
ゃないですか︒それはあなたから書うと×か︑かわいそうにな﹂な

﹁いや︑ちょっと待ってください︒僕

﹁霧が解けたら水になる︑

﹁雪が解けたら何になるという試験問題を出して︑答

身につけなければならない一定の基準とかレベルがある︒
・その頃ですよ︑露教組の入が︑子供はみんな真面蟹に㎝所懸命に

んて言う︒

それで︑まいっちゃって︑

るんですね︒

やっているんだから︑あの通信簿というのが悪いんだ︑という︒戦
後の書い方は通知票ですか︑通知票が間違っているという︒そして
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てきたけれど︑原理原則は︑雪が解けたら水になるということが唯
︻の真理である︒そして盤の中では︑雪が解けたら︑解けて流れて
三島に淺ぐという歌もあるけれど︑それでは駄罠だ︒質問者は︑雪
が解けたら春が来るという︒春が来るけれど︑それは数学の問題の
答えではない︒春になろうが︑花が映こうが︑鳥が聴ろうが︑太郎

は今霞まで物事に迷ったら原理原則に戻れということをよく教わっ

方が宿題を出したり︑何かして児童生徒の自由な時間をこれ以上拘
束するなというなら︑それはおれも賛成しよう︒けれども学校とい
うのは何だ︒基礎・基本を身につける乏ころじゃないか︒頃とり︑
ゆとり︑詰め込み主義はいけないといって︑ガンガン反対して怒ら

ゆとりという雷葉を間違えている︒僕はそれはいいけれど︑ ﹁先生

れても困る︒それからこういう問題は︑ゆとり教育なのか詰め込み
教育なのかということとは別の次元の話であって︑教えるべき基礎
・基本は侮か︑ということをきちんとしなければならん︒すべての
人が身につけていなければならん基本原則は侮か︒雪が解けたら水
になるということであって︑雪が解けたら春が来る︑花子と太郎が

と花子が恋をしょうが
﹂と言ったら︑みんなワーッと笑う︒
門しかしそれはそれ︑大人の歌会の応期問題で︑大人の社会で言う

のなら︑いい︒だからそういう小説も文学も音楽も成り立っていく
んだ︒けれど小学校に入った基礎・基本が必要な児童生徒には︑普

恋をして︑という話は大入の社会の次馬間題だ︒そこをこつちゃに
してもらったら計る﹂ということをよくやりましたね︑委員会なん

﹇相手は﹈だいたい社会党ですか︒

海部．枇会党です︑ヨ教組です︒

伊藤

いと思って︑よく反論しましたから︒

伊藤 委員会でそういうことをやるんですか︒
海部 はい︒全部速寵録が残っていますよ︒僕はこれはいただけな

かで︒

遍的妥当性のあることをきちんと身につけてもらうことが大事だ﹂︒
そこへ行くと︑今日の闘題とだぶってきて︑僕がどうして﹇円周率

11﹈三に反対しているかというと︑それは真理ではないからだ︒も
うちょっと突っ込め︑ということなんですが︑それはこことは関係
ない︒

順文部大匪7︵B教組と社会党︶

槙枝はそういうことをそこまで書うわけではないんですよ︒

伊藤 陰教組は度し難い人々ですけれど︑槙枝さんなんていうのは
トップのほうだから︑余裕があるわけですね︒
海部

伊藤 でも言わせているわけでしょう︒
海部 とにかく教師になった入に与える最初のパンフレットを読ん

俘藤 槙枝さんというのは︑お会いになってどういう感じでしたか︒
海部 槙枝は︑個人的にはなかなか楽しい︑いいやつですよ︒そう
いうことに頭から反澄しない︒日教組のゴチゴチの運動家の連中︑
日教組から出て来ておる︑名前を言って悪いけれど木島喜兵衛だと

でみると︑

士をつくるんだというのはなくて︑社会を支える常識的な醗民をま
ず育成するんだ︒その霞罠が︑右を支持するか︑注を支持するか︑

ものを新任教員に与えておっては駄図だ︒もうちょっと人間として
眺め︑人間として教育しなければならない︒社会を変革していく戦

う例のマルクスの発想を大幅に取り入れたものだったから︑そんな

れしてきて間違っておった︑世の中を変革することが大事だ隔とい

﹁轍の中というのは今日まで解釈だけでいろいろ言い逃

か︑︑ああいうのが鬼の首を取ったように︑おれにそういう質問をす

はい︒

いまの雪解け論争は︑ゆとり教育を巡っての論争ですか︒

るんですよ︒

楠
海部

楠 そうすると田教組は︑ゆとり教育については賛成だったという
いやもっともっと薩由にしちやえ︑ということでしょうね︒

ことですか︒

海部
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いまの盤の中は問違っておるかと欝うか論わないか︑それは卒業し
てからの︑それぞれの人々の個鑑と判断に変わっていくものではな
いか︒そういうようなことをよくやりましたね︒
俘藤 教師が非常に大事ですね︒ところがその教師が臼教組にとら
れているわけでしょう︒その当時で言えば︑ほとんどでしょう︒さ
っき海部先生は︑入が大事だとおっしゃいましたが︑具体的にどう

﹁ト﹂がっくものです︒

﹁四ト追放運勤﹂というスローガンをつくったんです︒スト︑

するのか︒教師はほとんど臼教組に取られているわけですね︒
海部 あのころたしか八○％近くまで組織率が上がっていましたか
らね︒だから私は︑ここまで雷うとあの人に名誉に反するようです
が︑
ア ル バ イ ト ︑あと侮だったかな︒

らない︒

﹁わ⁝万歳︑賛成だ﹂と言うに決まっているんだ︒それは

門今ヨは授業がないから︑おまえら校庭で遊んで恥い﹂と

楠 りべ⁝トじゃないですか︒
海部 リベートともう一つ﹇プレゼントか﹈︑四ト追放というのを
所懸命言っておったんです︒ストはいけない︑侮惑いけないかと
いうと︑相手がいたいけない子供たちであって︑ストの善悪はわか
書︑尺ば︑

一般の労働組合のいうスト権確立の組合決議ではない︒教室を先生
がこうするからといえぱ︑子供はみな賛成するんだから︑そんなと
ころへ場所を聞違えて教室へ持ち込んではいけないよ︑ということ
をいろいろ言っておったんです︒

誕は飛びますが︑ストに参加して処罰を受けるでしょう︑昇級停
比というのが来ます︒その頃は昇級停止だけではなくて︑金銭に代
えることのできない大人の楽しみ﹇が得られなくなった﹈︒あのこ
ろは学校の先生を年間五千人近く研修休蝦に出した︒そしてその中
の︸割ぐらいは海外旅行の長期研修に出すという制度を作ったんで．

す︒小学校の先生が海外旅行ができるというのは︑あのころとして
みれば大変なことですから︑われもわれもと参加者がいるわけです
ね︒そこで意地悪をしたわけではないんですが︑都道府県の教育委
員会は︑二つ以上ペケ邸がついている人は︑長期研修旅行に参加す

る資格がないという罰期を決めたんです︒

﹁頼む︑行かせてやって

そうしたら︑社会党のN代議士の子供が︑その罰に引っかかって

いるわけです︒僕のところに直訴に来て︑

門じゃあ⁝筆書かせろ﹂ こ筆でも〜⁝筆でも書かせる︒以後も

くれ︑おやじの顔を立ててくれ﹂と言うから︑ ﹁あんた︑委員会で
いつもひどいことを言って﹂と言うと︑ ﹁よかよか︑もう言わない
から︑よか﹂という︒癒着だな︑これは︒けれどもそうも雲えんか
ら︑

う一切そういう違法ストには参加しないと書かせる︒その代わり︑
三十分以内の職場だけに限定した小規模スト︵というのがあったん
だね︶︑あれぐらいはやらせてやらんと漏という︒というのはそれ

を指導してきた張本人だから︒ ﹁それもいかん︒やめなきゃ行かせ

ない﹂と言いながら︑僕もあのころダラ幹になつちゃったんだな︒
一筆とつて︑行かせたわけです︒

行かせてみてわかったことは︑帰ってきてどうなったと聞いてみ
ると︑完全に愛盛者になっているわけだ︒霞本は素雪らしい︑いい
国だった︒言葉は慎まなければならんけれど︑なんとかとハサミは

使いようによるな︑と実際に思った︒あの政策をつくったのは田中

角栄でしたからね︒だからみんなどんどん行って︑見聞を広めたら︑
舞本の国の良さがわかるんだ︒

関わっていないんですよ︒そういう閃きが出たり︑発想が出

田中角栄がなんでそういう文教政策に闘わっているわけです

麗文部大匪8ハ芸術︑文化関係の仕事︶
伊藤
か︒

海部

ると︑われわれはあの人のところに言いに行くでしょう︒そうする

﹁よっしゃ︑カンボジアへ行け﹂というんだ︒ ﹁あそ

と返事が早いんだ︒例えば青年協力隊ができるときの経緯も︑言い
に行ったら︑

こは駄霞だ︒ヨ本の大事な青年を行かせるんだから︑行ける先と行
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けない先はちゃんと調査をしなければ︒経済協力といっても人的流
海部

﹁それは反対で

伝統だと言っている︒そして︑絵を描く入︑歌を歌う人︑みんなそ
れぞれ勲童をもらっているんですね︒ただ歌舞伎役者だけはいかな
る撫減が︑そのときまで勲一等が一人もないんです︒それで文化国
家であるといい︑芸徳文化を大切にするというのなら︑ 門歌舞伎役
者にも︸優れた業績を持った一入者に﹇勲一等を﹈やることにしま
しよう︒それは汚職とか癒着でなしに︑それまで冷遇しているから

そのとき官房長宮が小渕恵三だ︒ ﹁竹さんがまだいかんと書って
いるから︑いかんわ﹂という︒みんなで︑日本の文化抵統を大事に
しろとか︑心を大事にしろと言っておるし︑臨本の歴史だ︑文化だ︑

にそれだけ頑張ったんだから﹂という︒それが田中角栄内閣だった
ら︸発でスッと行ったろうけれど︑行かなかった︒

ときに︑歌舞伎役者に勲⁝等が欲しいという要講が出て来たことが
あった︒部会ではみんな︑ ﹁やったっていいじゃないか︑国のため

をして︑積み上がってきて︑いいとならなければやらないんだ︒わ
かりやすい話だから忘れないうちに雷いますが︑残聴内閣になった

あまりいなかったな︒

力だから︑やった方がいい輪と言ったら︑ 門よし考えておこう隔と
言った︒それが前回写真集を見せたところです︒小渕恵三とか森毒

佐道 ほかにいたら︑霞中派があれだけ拡大することはなかった︒
楠 例えばそのあとの竹下さんとか︒
海部 いやいや︑竹ちゃんは⁝︑やめとこう︒だいぶ違うわ︒あ
あでもない︑こうでもないといろいろなことを考えて︑諾の根回し

甥とか西隅武夫とか︑そういう連中がみんな賛成してついてきた︒
あのときは︑ 蓋門年協力隊をやりたいから︑OKを出しなさい﹂と
言って︑朗中角栄と交渉したときの場面です︒

楠 そこで︑なぜ㌶中角栄に頼みに行くんですか︒派閥の親分でも
ないし︑文教族でもない躍中角栄に︒
海部 文教族でもないし︑親分でもないけれど︑大蔵大臣だ︒
楠 あるいは何か法案成立に向けて︑夢中派をとりまとめてもらえ
るとか︑そういうことではないんですか︒
海部 そこまで派閥次元のことは僕らは考えていない︒あのころた
しか﹇野中角栄は﹈大蔵大臣だったはずです︒逆に言うと︑大蔵省
の金を撰っ張り出すには︑まずそういうボスを説得しなければなら
ん ︑ と い う ことですね︒

佐道 協和四手年煩︑協力隊ができるんですね︒
海部 それが軌道に乗って︑だんだん成功していった︒けれどもそ

一睡一校主義 を や っ た ︒

れが行き過ぎたこともある︒誰かが教育の知恵をつけに行ったもの
だから︑ ﹁医者が足りないか︑全圏︑医者の学校のないところには
全 部 つ く れ ﹂と言われて︑

だ︒だから河原乞食だとかなんとかと︑まだ欝われていたようなこ

伊藤

うことで通ったんだ︒

とですからね︒だけど簸終的には︑ ﹁角さんがおったらなあ﹂とい

れど︑

やったんですね︒

す︒そんなに医者をつくったらいけません︒風土病の医春とかなん
とかならいいけれど︑全体の医者はいけませんよ﹂と雷つたんだけ
学問で仕入れてきて︑これと信じたら︑アイ・ビリーブ・ザットで︑
﹁あれを説得してこい隔とやる︒そういうわけで︑話はまことに早

海部

門そんなこと言ってもなあ鳳という︒あの人はほかからも耳

かったけれど︑理路整然と間違えたこともありました︒

デュケーションだけじゃないんだな︒エデュケーション・アンド・

竹ちゃんはやったんだ︒それで︑あの業界︑あの芸術分野は

通ることは通ったんですね︒じゃあ︑ざあっという根塗しを

楠 そういう話の皐い政治家というのは︑先生のこ翫憶の中では︑
ほかにどういう方がいますか︒話が早くて実行力があるという︑田

大変活気づいて︑いいのがあとに続いて出ているでしょう︒
伊藤 芸術分野は文化庁ですから︑文部大蓮の所管ですね︒
海部 所管事項です︒だから﹇文部大匝は﹈ミニスタ⁝・オブ・エ

あまりいないんじゃないですか︒

中 楚 栄 に 類 す る政治家は︒

伊藤
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カルチャー・アンド・サイエンスー︒
俘藤 スポ⁝ツも入っていますね︒
佐道 この時期に文部大臣になられたことで︑そういう﹇嬉戯・芸
海部

そういうことはありますか︒

そ う いうことですね︒

能関孫の﹈方々との交際も広がったということですか︒
俘藤
物 知 りも多くなって︑

﹁やあ︑やあ﹂ということになる︒

海部

佐道 やはりお芝居を観に行ったりすることは仕事の⁝環でもある

し一︒
海部 それは所管事項ですので︑行かねばならん︒歌舞伎に行った
ら︑あんなつまらんものはないと思った︒

それは全部文化庁に丸投げでしたからね︒けれども文化庁という役
藤は︑それを巡っての汚職とか疑獄はなかったですね︒
昇藤 文化庁から︑例えば存立劇場とかそういうところに圏るわけ
ですか︒

海部 どうなっているか知らん︒私はそういうところまで顔を突つ
込んだり︑騰を容れなかった︒李γに冠を正さずということで︑せ
っかく築き上げてきて︑おれは関係ないんだ︑というのがなく謝る

といけませんから︑そういう方面には︻切口壌し︑手出しはしませ
んでした︒これは筋が通った陳情だなと思ったら︑大きな劇隅でな

くとも︑名もなき小さな劇翻でも︑地方を園って実績のあるところ
は対象に加えてあげなさいと︑それぐらいのことは言ったりやった
りしましたね︒

芸衛文化振興基金ができたら︑今度は同じように︑スポレツ振興
基金もつくってくれという︒ 門ああそうか︑おみそれしました︒ス

佐道 つまらないですか︵笑い︶︒
海部 だって︑ものをはっきり早く言わないし︑四時聞も五時間も
やっておって︑このストージ⁝からいったらここから先は余分だよ︑
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ポ⁝ツの方もそれを欲しかったのか﹂というと﹁そうです﹂という︒

それは在任中に︑ですか︒

調べてみたらそうなので︑スポ⁝ツ振興基金もつくりました︒これ
も約五百億だったと思いますね︒
俘藤

またこんぐらがりましたか︒文部大臣のときではありません︑

海部 在任中です︒
摂藤 文部大臣ですか︑総理のときですか︒

海部

総理大臣のときですね︒茎遠鏡ができたときm建設を開始したとき

繼縺c年︶﹈だから︒
俘藤 ハワイの門すばる望遠鏡﹈ですか︒
海部 はい︒自然増収がなみさんと集まってきて︑さあ︑どう使う
か︑ということになって︑まとまったお金を我こそは国のために使
おうと思う人を手分けして探して来い︑ということでやった︒その
前から芸無文化については糧食も言われておったのが︑一本にまと
まってくれ︑バラバラではいけない︑文化庁がそれをきちんとうま
いこと分けなさいということでやりました︒自然増収がたくさんあ

㎎

と い う も の をやる︒

俘藤 あまり文化人じゃないですね︵笑い︶︒
溝部 侮時間も足がしびれる豪で座っておって︑感銘を受けたり感
動したりということはあまりなかったですけれど︒
伊藤 僕も非文化人だから︑あれはとてもじゃない︵笑い︶︒
海部 しかし︑オペラとかオーケスあうというのはなかなかいいも
のもあったということで︑だんだん好きになってきましたね︑音楽

これは威張って言うことではありませんが︑芸衛文化振

興基金ができたのは海部内閣のときですよ︒ 五百億円ですけれどね︒
それまで補助金とは関係なかった人々が︑ 潤えるようになってきた︒

というと︑

後零︑その文部大臣の頃の教育がいかに花咲き実を結んだか

N
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は︒

偶 藤 文 部 大臣になると︑ い い こ と も あ り ま す ね ︒
人間のつき合いの幅が広くなってきますよ︒
文化︑芸能で︒

それをきっかけに親しくなられた方はいらっしゃいますか︒

海芸俵海
部術道部

つたときにあれだけのことができたということは︑僕は悪いことだ
とは思いませんね︒ハッブル望遠鏡よりもはるかに解析度が︷口偉いの

ができているんですからね︒僕はあのオ⁝プニング．セレモニーに
狸藤
いや︑辞めてからです︒

総理になってからですか︒

行 っ て 来 ま し たよ︒

海部

賑文部大臣9︵国立大学と入試制度1︶
俘藤ちょっと⁝兀に戻りましょう︒璽美学の学長さんたちとはっ
き 合 う こ と に なるんですか︒

海部 なります︒国立大学というのは︑全国でたしか八十八ありま
した︒

伊藤 いま九十九あります︒私のところ﹇政策研究大学院大学﹈が
九 十 九 番 目 ですから︒

海部 萩しいのがどんどんできているからな︒僕のときは八十八だ
つたんです︒国立大学というのは私立大学と違って︑あまり建単の
精神とか値性︑特徴がないという評価だった︒僕は﹁そう言うな﹂
と︑二会で何園も答えています︒ ﹁北海道の帯広蜜産大学というの
は畜産に関する限りは最高レベルの研究をしている︒それぐらか自
﹁先生︑私の学校を見に来てくれ︑見に来て

尊心と誇りを持ってやっている学校はないじゃないか︑たと︑κば隔

とテレビで讃ったら︑

﹁そういうことをおっしゃるな

くれ︒そういうのは密産大学だけじゃないですよ﹂と︑なんとか工
科大学とか工業大学とかが言ってくる︒それから物理学校︑これは
国立じゃないんですよ︒けれども︑

あれは独特の学校ですからね︒

ら物理学校というのはi﹂といろいろ舞う︒
俘藤

ほんとうに独特ですよ︒
物理学校というのは︹東京﹈理科大﹇学﹈のことですか︒

海部
楠

海部 理科大︒聴いてみたら︑なるほどと思ったので︑その後は帯
広畜産大学と物理学校とか︑いろいろなところを入れながら︑ 碁田
士の山より八ヶ岳一といって︑偲性と特徴を持った学校づくりを言
った︒

俘藤 じゃあ︑けっこう大学を歩かれたんですね︒
海部 歩いた歩いた︑それは歩きました︒歩かなければいけません︒
ただ大学も﹁教育は人なり漏で︑先頭に立ってり⁝ダーシップを発
揮して引っ張っていく人がおるところは︑活力が鐵て来て︑やる気
を持ってやっていく︒しかしやる気も全くないようなりーダ⁝に撰

﹁もう少し先頭に立ってやりなさいよ︒あんた息子みたい

っ張られておる学校は︑沈滞して︑なんともならん学校もあった︒
だから︑

なおれにそんな生意気なことを雷われて︑腹が立っているでしょう︒

顔を見ればわかる︒腹を立てていらっしゃる顔だ隔と言って挑雛し

共通一次試験の導入とか︑大学の入試制度の問題というのは︑

たり︑いろいろなことをしたね︒
伊藤

いつも新しいことをやっては駄目︑ということが続いていますが︑
入試問題というのは大変ですね︒

海部 これまた一人ひとりの能力を点数で評滅するのはなかなか難
しい︒しかも一暇や二回のぺ⁝パ⁝テストだと︑ヤマが当たるとか

当たらないとか︑そういうこともある︒だからみんなが︑その前の
高等学校の教育課程を真藤閉に勉強して︑いろいろなものを身につ
けてきたというなれば︑その中の五教科で︑そこで身につけたもの

がどの程度なのかということをテストする︒それは必ずしも膏点と
らなくてもいいけれど︑︸定のところまで達していたら合格とする︒

それを﹁共通︸次試験﹂という呼び方をしたんですね︒
そのころ︑ ﹁全教科をやらなければならんというのはナンセンス

だ隔という意見もあったけれど︑ ﹁いやそうではない︑二次試験と
いうのがあって︑ ︸次試験に合格をして︑この人は基礎︑基本の問

題︑あるいは高校レベルまでのものはみな身に付いているから︑あ
とはそれぞれ︑その上に立って専門教育を施したらいい﹂というの
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が ︑ そ う だ ったんです︒

﹁数者復漬戦というのは何だ︑

﹁いや︑全部じゃない︒敗者復活戦というの

そうしたら︑それもまた日教組から反撃された︒ 門共通⁝次試験
で点数をつけて︑足りなかったといって落ちると︑本試験を受けら
れなくなるでしょう﹂
もあるから﹂と・・蕎つたものだから︑

敗者というのは負けた人のことでしょう﹂と調う︒ ﹁まあまあ︑そ
う書葉尻をつかまえて難しいことを言いなさんな﹂といって︑絶え
ず 鶏 教 組 と は 喧嘩さ︒

それはそれでいい︒そして第二次試験とイコールして点を付けて︑
ピックアップしていくから︑能力のある人は能力に応じて第二次試
験で点数をとればいいし︑非常に平均的な常識・知識の持ち主は︑

次試験の方でうまくいけるではないか︑と言ったけれども︑そう
いうことをいくら雷っても︑規実に 次試験によってはねられる入
足 切 り ですね︒

がいますね︒

伊藤

海部 足切り︒それについても委員会でよく言われたことは︑ ﹁そ
んな残酷無比なことはない︒二次試験までほとんど全体の入を受け
させたらどうか隔ということだ︒ ﹁そういったって︑精選してきち
んとやっていこうということも含まれていますから︑わかってくだ
さいよ隔といって︑足切り論を肯定し︑愚聾するような答弁を委員

会でしたわけだ︒みんな速記録に残りますからね︒そうしたらはっ
きりわかる臼教組出身者が質問して︑ ﹁痛い︑痛いといって足を切
られて︑そこらに転がっている中でも︑みんな切ったらかわいそう
だ︒そういうのはもう一畷呼んできてやらせれば︑勉強できるよう
になっているかもしれない︒だから共通一次試験で足切りをするの
は反対だ﹂という結論を合う人がいる︒
しかし詞じ委員会ですから︑ ﹁足切りは親切丁寧に煽性と能力を
晃分けようという段階であって︑これは入学試験に伴うネセサリi

・イーブルであると思ってください︑必要悪です鳳と言った︒そう
したら今度は︑ ﹁そんなことはいかんから︑足切りはやめろ﹂とい

う︒ ﹁同じ委員会で︑あなたたち同じ党じゃないか﹂と︑四季は社
会党だから言ったら︑ ﹁個煙と能力と大鹿は言うけれど︑われわれ
はそういうつもりでやっているんだ︒国璽のために︑そうでしょう︑
圏畏のためにやっているんでしょう﹂と書われて︑入学試験の問題
はガタガタしました︒あるとき予算委員会にまでこの跳題が上がっ
ていって︑引っ張り出されました︒

伊藤

侮を言ってもいいんです︒まあ︑ひどい鼠に遭ったわ︒共通

予算委員会というのは︑何を言ってもいいんですか︒

瓢文部大臣10︵国立大学と入試制度2︶

海部

一次試験というのは︑僕はいまでも費任は感じています︒あのとき︑
いいと思って︸所懸命取り組んだ︒

けれど︑悪口を一つ言わせてもらえば︑東大という学校がまった
く協力しなかった︒向坊某という人は学者としては立派な人ですが︑
東大総長としてはまったく非協力で︑結論は︑ ﹁そんな文部省のや

るような共通︻次試験でやってもらわなくても︑菓大はいままで通

り全教科をテストします︒そして選んだ学生は間違いなかったわけ
です﹂と堆い切るわけだ︒だから︑ ﹁東大がそんなことを言ってお

ったら︒象徴的にみんなが東大に行きたい︑行きたいというのが︑

僕に言わせれば社会を悪くしている〜つの楓潮でもある︒だからみ
んながそういうことを言っているところで︑東大が共通一次は︑こ

こ﹇頭を指す扁の程度が知れるなんて言っておやめになったら︑師
部協力させようと思っている他の学校が協力しないじゃないです

門いま言ったのは﹈最初の話︒最後は五教科七科目ですよ︒

いや︑最後に駆け込んで︑入ったんじゃないですか︒．

か﹂と言ったんだ︒それでもやってくれなかったな︒
揮藤
海部

けれどもそれは︑一次試験の科図は全部やるというわけですもの︒
全部やる必要はないと︸次は言っていたんですけれどね︒得意なも
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いろいろ問題がありますね︒これはどんな方法をとっても︑

の に 絞 っ て くださいと︒

伊藤
海部
これはいかんともし難いところがありますね︒全部入れて︑

今霞までタネは続いているわけです︒

落ちる人がいるわけですからね︒
軍側
途中で落としていけという議論もあるんですが︑入れるだけの余裕︑
それに︑

讐おまえはもう駄目だ﹂と︑⁝年経ったところでド

場 所 が な い ですからね︒

海部
従 わ ないでしょう︒

ロップさせることに︑みんなが素直に従いますか︒
伊藤

海部 それが二年§︑況んや三年目に︑ ﹁もうおまえは﹂と言った
ら︑量の中のくずになってしまう︒私はこういうものです︑という

﹁そうだ漏とはなかなか言えないでしょう︒そんなことを言

﹁そうだ扁と言うけれど︒

俘藤

ったらまたあとで大変ですからね︒

海部 また日教組にすぐに噛みつかれる︒いっかそれをテレビで言
ったんです︒そうしたら次の委員会の蟹頭に飛び込み発言で︑ 門海

部さん︑あんたはよくいろいろなところに出て︑いろいろと良いこ
とをおっしゃる︑と自分では思っておるだろうけれど﹂︒おれは初
めほめられると思ったら︑ ﹁と自分では思っておるだろう﹂の先が
肝心だと言う︒ 門このあいだのテレどであなたはなんということを
言ったんですか︒どうせ能力がないやつは︑と前置きをしてからし
た話は全然駄買だ﹂という︒僕は一ここで︑時間がかかってもよろ
しかったら︑私は全部↓つひとつお答えします﹂と書ったら︑ 門も

﹁聞きとうなかったら︑そんなこと怒ら

それは顔知りになっているから︑終わったあとで︑ ﹁まあ︑あれ
は言つとかなければならんから言ったけれど︑そう気にせんでもい

う聞きとうなどと言う︒

烙翻を押されるようなものだから︑教育はそういうものではないと
いうことになってくる︒やはり入学試験のところでもう少しみんな
が納得できる方法はないだろうか︒得意とする科昌で点数をつけて
あげれば︑不得意なところの筆詑試験で振り落としをやってもいい

佐道

ったものを︑いつ解除してくれるかという話が︑ 一番大きな話だ︒

ないわけです︒欝教組全体では︑昇給延仲︑ストップしてあ

はないわけですか︒

置教組の側では︑具体的な入試の改革案とか︑そういうもの

いよ隔とかなんとか書っている︵笑い︶︒

なくてもいいじゃないですか隔なんて馬鹿げた話をした︒

だろうと︑僕は足切りを認める方の立場に立っておったんです︒
﹁どうせ救われないものを︑いつまでもがんばれ︑がんばれという︒

海部
﹁なんという血も涙もないことを

親は親でかわいそうに︑毎年毎年︑受験料を考えなければならない
でしょう︒そういうものは︑励めに芽を切ってあげたほうがいい
よ﹂と書ったらエライ怒られた︒

門良心の

それはストをやる︑処分が行く︒スト︑処分︑スト︑処分となっ
て︑処分が侮翻か重なると給料が上がらないんです︒容認になるわ

雷う﹂と言われた︒そのときの僕の答弁を転換するには︑

町鳶に疑えて︑たしかに言い過ぎもあったと思うけれど﹂と言つ．て

けです︒それを復活しろという舐が主たるものです︒小さいものは︑

いちおうお詫びをするんですか︵笑い︶︒
門けれどもそのほうが個性と能力を伸ばす︒ほかに得意なも

話があったけれど︑一番の聞題は延伸解除でしたね︒
早藤 要するに︑ストによる不利益処分を解除してくれということ
ですね︒それじゃあストをやってもよろしい︑ということになるわ

から︑あれを止めてはいかん﹂という︒驚いた︒そのときそういう

さっき例に引いたように︑ 門うちの学校の先生たちが安心してたく
さん行けるようにしろ﹂とか︑ひどいやつは門おれの息子はこうだ

お 詫 び を し ましたよ︒

伊藤
海部

のがあったら早く社会に出たほうが︑お金も儲かるし︑技徳も伸び
るし︑国のためにも祉会のためにも︑そのほうがいいじゃないです
か︒いつまでも鉢巻きを締めてわからない勉強ばかりしておるより
も︑そのほうがのびのびして人聞的だと思わんですか﹂と言うと︑．
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けですね︒

俘藤

覚えております︒

もともとはあるんです︒

海部 なるわけです︒それはいけません︒もう一つは︑あのころの

海部 衣食住ですから︑倥の方をしっかりしたら︑いい入が行くん
じゃないかとか︑予算のときにまことに次元の低い話をしたことを

ヨ教組には二蒼億ぐらい組合費が入っているんですね︒だから逆に︑
﹁あんた方も正直に雷いなさいよ﹂と言ったんだ︒第二月給袋とい

海部 要するに︑いい先生が行ってくれなければ格差は是正されな
いわけだ︒そこに行くと︑また門教育は人なり﹂ということになり

なかなか具体的に︑これはという決め手はないですね︒

つ袋が行ったわけです︒それに百四÷億ぐらい使っていたわけだな︒
﹁そういうことをやめにしたら︑その金をあんた方はどうするつも

まずけれどね︒

佐道

りだ︑みんな飲み食いに使うだろう﹂なんて︑そんなケチなことは

うのがあって︑麺紳を食った人には︑延伸プラスαで︑いくらかず

言えないから︑需いませんけれど︒

俘藤

一番畢い話︑給料に差をつけて︑よくすることだな︑

でもこれはすごい反発を食ったじゃないですか︒

手当もつく︒主任手当だ︒そうして少しはやる気を出してもらう︒

もってきた︒その主任は︑それぞ︑れの専門分野で授業も担当する︑

というところに落ち着いた︒最後の最後は︑小学校の先生たちにも︑
日教組に入るなといってもいかんから︑それよりも教育に力を入れ
てくれということで︑教育に力を入れる入に門主任﹂という翌翌を

るためには︑

訳ないが︑東大の先生が一番非協力で怖しかった︑悪かった︒特に
東大の大学病院なんて一番ひどかったよ︒そういうこともあって︑
あれをもう少し変えるにはどうしたらいいか︒やはり人材確保をす

う先生は︑またそれを再生産できるような方を教宮に選ぶというこ
とになって︑それが地方大学に集まる︒
海部 そこで入確法の話が出てくるんです︒教育職員人材確保法で
すね︒それは遠翻しに︑こんなストばかりやっておられたらかなわ
ん︑ということだ︒当時︑大学の先生たちも︑はっきり言うと申し

佐道 いい先生を選ぶ︑教宮を選ぶのは︑その地方の大学の自治︑
教授会で選ぶわけですね︒鋼えば蘭教緯の先生たちをたくさん供給
するような教育学部の先生たちがいらっしゃるわけですね︒そうい

俘藤革命のために使う︵笑い︶︒
海部 ちゃんと持っているんだ︒だから衆議院解散になると︑祉会
党の代議士会に行って︑胸を叩いて︑がんばれ︑と欝う︒応援に行
くやつは︑そういうときにいつも文部省や文部大臣は馬鹿だのちょ
んだのと書って噛みついてくる日教組の人たちだ︒さすがに槙枝は
そこまで書わないだろうと思っておったけれど︑あるとき社会党の
槙枝さんは総評の委員長をされましたよね︒

控え室で激励演説をやっておった︒それはしようがありませんな︒
佐遂

地方大学の整備というのは︑何かご記憶がございますか︒

團文部大匪咽︵主催制度と学歴傭窺打破︶
極藤

海部 地方大学の整備というのは︑地方大学の格差を是正しなけれ
ばならないということで︑お金で片が付く籍が多いんですね︒東大
だけが︑たしか二十六の研究所を持っている︒野立大学共同利用機
関なんて名前はいいけれど︑東大が一つ入っていると門お金が﹈た
くさんつく︒地方はそういうものが雰鴬に寂しいということで︑そ
ういうものをやっていく︒それからいい先生が地方の大学へはなか
なか行かない︒地方出身者が地方の大学へ努力して行けるようにす
るにはどうしたらいいか︒官舎というのは大学にはあるのかな︒

溝部 やられた︑やられた︒その頃︑名前を言うとかわいそうだけ
れど︑某野党代表で出て集ている霊棚組上がりがおりました︒それ
が主任鍼度のときに︑ ﹁大臣︑あんたは何も知らんな︒地方の小学
校に行って︑一番悪いのは誰で︑一番いいのは誰だか調べたことが
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あるか︑実際に﹂

要だと思うが︑いかがですか﹂と言ったんですね︒そんなやりとり

らなければならん︑こういう切磋琢磨の努力こそが教育には一番必

州いやありません︒みんな﹇質芸者の﹈先生みた

いな立派な人ばかりが地方の先生だと思っていますよ漏と言ったら︑

歴偏重の打破というのは︑書うべくして行ない難いところではない

もずいぶんしたな︒

る先生か︑先生同士のあいだを考えてうまくやろうと思っている先
生か隔と︑こっちが経験していないまったくわからん難問をいろい
でしょうか︒

一番悪いのは︑校長との間柄を考えてお

ろぶつけられた︒最後は主任制度反離のところに落ちるわけです︒

海部 これはいろいろ調査をして︑闇題を整理して︑学歴偏重とい
うのは何かというと︑その大学の卒業生だということが就職にきわ
めて有利になる学校︑指定校制度というものがある︒企業が学校を

門 み ん な そう言うけれど︑

要するに嗣じ仲聞に肩書きをつけたり︑孚当が行っていることに
なると︑それは教育の精神に反するというところへ持っていきたか
ったんでしょうね︒さんざんいろいろなことを書われた︒そして︑

指定する︒その評定校制度をやめたらいいじゃないか︒ところが企

しかしどうしても︑日教組とのあいだでは平行線ですね︒学

﹁・薫任なんかになるようなやつはヒラメ教育といって︑目が上ばか

業に書わせると︑これも気をつけて言わなければいかんが︑ ﹁ペー

月でしょう︒最近は三学部終わりに決まるんですよ︒

四年生ですが︑ ﹁内定いたしました﹂と言ってきたんです︒まだ五

企業の方も早くから呼び出して︑下品な言葉ですが︑唾をつける︒
撰藤 いまでもやっていますよ︒
海部 いまでもやっている？
伊藤 このあいだ︑ある人からちょっと挨拶がありました︒大学の

もうそちらばかりになって︑本当の学舎の方に身が入っておらん︒

あるがために教育が歪むんですね︒大学の四無生の一学期になると︑

いいんじゃないか︒いろいろな議論もしたんですが︑指定校制度が

ぶち破るはいいけれど︑指定校制度が悪いからやめうと言うと︑
これは大変な影響が出るから︑それはいけない︒行きたい人が行っ︑
て︑そこを受ける︒それはそれで競争が公正に平等に行なわれたら
いいじゃないか︒切磋琢磨というのはそういうところで評価されて

あんたも手伝え︑指定校綱度をぶち破るんだ﹂と点った︒

働大臣も引っ張り出した︒石田博英という人でした︒ ﹁バクさん︑

僕はあのころ︑日経連︑経団連の幹部といろいろ話し合った︒労

評衝の点数で︑それでやっていくよりしょうがない︒それでいけな
いと書われたら︑どうしたらいいですか﹂ということだ︒

パーを見ただけではいくらなんでもわからない︒結局頼るのは絶対

俘藤

りに向いている︒それは告げ．口先生になる︒同じ職員塞の同僚海士
であれは悪いとかなんとかいって︑上を向いて告げ口に行くように
なる︒一番悪いんだ︑これが︒そういう悪の芽は断たなければなら
ん﹂といって︑えらい怒るわけだ︒
伊藤 上の方も日教組なんだ︵笑い︶︒
海部 僕は︑ ﹁今日は本当に悲しい話を聞きました︒先生のように
人格高潔と尊敬している人からそんな語を聞くとは思わなかった︒
主任制度というのはそんなに悪いですか︒主任になった先生という

のは︑本当にそんなことをやるんですか︒この謡だけは肝に銘じて

﹃荒れる教室隔という本

覚えておきます﹂と言った︒そうしたら︑どうもそんな先生ばかり
でもないということも︑委員会の中におる教師上がりが言うわけだ︒
それは日教組とこれが悪いんだと言って︑

を僕のところに持ってきて︑これを読んでみろという︒読むと︑や
っぱりそういうことが書いてありますね︒
主任制度をとると︑校長に告げ口に行ったり︑外部にゴマをすっ
たりするような調子のいいのばかりが主任になる︑そんなことをし
たら教畜が無茶になるということで︑さかんに僕らはいじめられた︒
﹁なぜそんな悪いほうにばかり見なければならんのですか︒もうち

ょっと︑こういうふうに真面目にやっている先生方が︑主佳になっ
たがために時問を提供し︑主任になったがために勉強も︸所懸命や
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ばいけない︑ここはどこでなければいけないという企業儲からの指

海部 いや︑いまは変わったかもしれんが︑こことここの学校は受
け入れる︑ここは早稲韻でなければいけない︑ここは慶慮でなけれ

か せ な い よ うですね︒

俘藤

から︑えらいがっちりした霞教連があった︒

と︑ ﹁われわれは欝教連です﹂という︒例えば栃本県の森由︑いま
の森山真弓の旦那の欽司さん︑あれはウルトラ・コンサバティブだ

海部 霞敏連というのがあるのはご存知でしょう︒あの聖教速とい
うのは︑いきなり自疑党系といって旗は立てられないけれど︑反巳
教組のグループで︑党大会にもいつも代書が来るし︑僕らとも定期
的に懇談などをいたしました︒そういうところが強いところに行く

か︒

せんが︑自業態サイドからやるとか︑そういうことはなかったです

定はやめて欲しいということだ︒それは石濁博英もさかんに言って

楠 でもいま有力な企業では︑エントリーシートに学校の名前を書

の 会 揚 も な い︑と言いますよ︒

くれた︒けれども結局裏をくぐって︑そうきれいには解決しなかっ

海部ずいぶん違います︒それも︑一人︑そういうことを一所懸命
にやろうという人がおるところは︑そういう組織ができるわけです

楠 それは指定校糊度というより︑就職解禁馨の問題ではないです
か︒会社訪問をいっからやるかということですね︒
伊藤 指定校の問題は︑それを外したら︑人がいっぱい来てテスト

たな︒

ね︒

地域によってずいぶん格差がありますね︒

俘藤 それはきれいには行かないでしょう︒実際問題は表に出さな

日教組というのは︑別に文部省︑文部大臣とのあいだで交渉

伊藤

﹁ご苦労さんでした﹂といって︑そのままお帰りい

いで︑行くと︑

ありません︒

するという立場の組合ではありませんね︒
海部

だけど向こうは︑何かそういう形をつくりたいという気はあ

ただくということになるんです︒なかなか難しい闇黒です︒

伊藤
海部

あれは地方公務員ですからね︒

鷹文部大事12︵臼教組との戴立︶

伊藤

全然筋が違うんだ︒

るわけでしょう︒

寒冬 霞教組との対決というのは︑議場だけではないでしょう︒国

海部

あの入たちの要求を闘いて︑文部大臣が何かできるという問

だから門会え︑会え︑大臣と交渉がしたい﹂という︒ところ

会討論会もあるでしょうし︑現場でもあるんじゃないでしようか︒
海部 現場まで出て行って艮教組との難決というのは︑当時は各学
区単位で濡動家の激しいのがいるところがひどいんですね︒特にひ
どいところは︑子供に﹁赤旗の日曜版を買って読むといいよ﹂なん

伊藤

理場まで行って︑

すね︒それから給料の闘題などは︑入事院勧告があって︑教育公務

海部 文部大臣の手を離れたところで決まることだ︒例えば学習指
導要領だって︑教育課程審議会に諮って︑審議会のみなさんが審議
して決めていくことであるから︑そんなものは交渉事項ではないで

題ではないですからね︒

んじゃないよ﹂と︑初めにきちんと鋳を刺しておく︒

が交渉事項ではない︒僕が会ったときも︑ ﹁交渉事項で会っている

ていうことまで教室を使ってやった人がおる︒そういうのは僕らも
そんなことを言ってきた︑呼んでこい﹂とやる︒そういうシンパみ
たいなのがおるんですよ︒それは行き過ぎじゃないか︒
楠 自民党系というか︑保守系の教員組織も︑小さいながらありま

﹁そんなものは必要ないから破ってしまえ︒誰が

すね︒それを強化するとか︒文部大臣としてはできないかもしれま

員特例法があって︑それによってどうするか︑こうするかというだ
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けで︑そこで話し合って決められるような範囲の問題ではないわけ
です︒

伊藤 日教組はだいぶヤミの専従をたくさん持っていたでしょう︒
それがまた地方でもめたりした︒最近もまたヤミ給与の闇題などが
幽 て 来 て い ま すね︒

海部 しかしこのごろはあまりクビ切りがありませんから︑ヤミ専
そ れ は そうですね︒

従で身柄を保証しなければならんという場面はあまりないんですね︒
俣藤

海部 ただ昇給延享はまだ残っていますから︑その差額を補填する
ために組合費を出せ︑という説得に使われているようですよ︒第二
月給袋ですね︒

楠 日教組も最近は緯織率がうんと低下して︑さらに共産党とも別
れていますからね︒

海部 もう組織率は五〇％を切っているんじゃないですか︒
楠 完全に切っています︒しかも穏健化しています︒
溝部 三〇％台じゃないですか︒
傍藤 それでも教育界における影響力は大きいですからね︒大学の
教育学部というのは罠教組の講師団になっていて︑そこで教員を養

何を持って歩いていらっしゃったんですか︒舞の丸の旗じゃないで
すか︒私はあれを見たときに︑いやさすがに霞本人だ︑先輩はえら
いな︑と思って感銘を受けました﹂︒喜屡武真栄とか︑ああいうの
がおるわけだ︒そしておれをキャンキャン突つくわけだな︑ ﹁悪が
代はいけない︑日の丸は血でしたたる旗だ﹂とか言う︒ ﹁いつまで
経ってもそういうふうに言っておったらいかん︒濁には国の印もい
る︑国には国の歌もいる︑こういうふうに素直に受け止めて︑僕は

やっているけれど︑それもいけませんか㎞と言ったんだ︒
そうしたら共産党があのころ︑毅圏歌創設論というのを一時出し

たことがあったんだね︒ 門国華的に集めて︑國民投票をしてどれが
いいか決めたらどうだ︑絶対に間違っても磐が代がいい歌詞だと誰
も思わん﹂と言い出すんだな︒だから﹁あんた方︑君が代というと︑
すぐそういうことをおっしゃるけれど︑君というのはユーというこ
とだ︑あんたも含むユ⁝だから︑そういうことをあまり理煙つぼく
考えると駄爵になつちゃうから﹂と雷ったら︑ 門そんな単純なこと
でどうするんだ﹂といってさんざん怒られたけれど︑そういうやり
とりは面白かったですね︒

ね︒

化していることではありません︒議論が出て来たことはたしかです

海部

ね︒

伊藤

●文部大臣13︵心の教畜のために︶

海部 議論はいろいろしました︒それが感情的なところに流れてい

滋藤 文部雀としての施策の中では︑さっきおっしゃったような国
立大学に対する施策とか地方大学に対する施策は︑あまり高教組と

成しているわけですから︑これはたまったものではない︒
国旗・圏歌の問題も︑いろいろ議論はされていますが︑まだ法欄

くような議論ばかりで︑本質論まではなかなか行かなかった︒僕の

文部大臣というのは︑いつも被会党︑共産党とやり合いです

記憶からいって︑いろいろ賄われると︑

関わりがないわけですから︑それはできますね︒いろいろな振興財

て︑科学技術潤発を推進するための屡際科学技術財団が設立され豪

質問票の三番目に書きましたが︑筑波大学と経団連が中心になっ

われわれの頃は︑それがほとんどすべてでしたね︒

ンピックのときに侮を揚げるんだ︒日の丸が駄羅だというならば︑

國もそうですね︒

﹁私は沖縄に

門それじゃああんた︑オリ

赤旗でも揚げるのか︒そんなことをやったら余謙おかしな睡だとい
って怒られるぞ漏と言ってみたり︑ト⁝ンを変えて︑

行ったときに感銘を受けたことがある︒そこにいらっしゃる︵とい
って︑そこに沖縄選出の議員がおるから︶みなさんは︑圏際通りを
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した︒これは何かご記憶がございますか︒

くなってくる︒愛知県の大学を東京の大学と差をつけているのはげ
しからん︑と愛知県に帰って雷えば︑ワーッと喜んでくれる︒中に

教育大学の現職の教員が︑ ﹁そんなことはやめてください︒大学院

は変わったのがいますよ︒愛知教育大学の大学院の急撃を与えたら︑

伊藤

なんか愛憎大につくる必要はありません﹂と書ってきたのがおった︒
門おまえ︑アホか︒みんながカを合わせて頭脳開炎もやろう︑いい

海部 あのころは︑ ﹇産学島尻﹂ということが雰常にいけないこと
だという立場に立って攻撃してくる方が多かった︒

海部 国のため︑二本のためにいろいろみんなが知恵を出し合って
集める︒麓学協同がいかんといっても︑それぞれが持っておる経験

そ う ですね︒

とか技徳とか知識とか︑そういうものを一緒にやっていたら︑それ
伊藤 そうですね︒とにかく産業界と連携すると大学は会社の下請
けになってしまうという感じでしたね︒
海部 まさにそうでしたね︒それに皐く気がついて︑やるようにな
ったから︑霞本はいろいろな分野で大学の力を借りて︑研究が進ん

けですね︒

伊藤

でいいじゃないか︑どうして反対するんだ︑という平行線でした︒

学校をつくろうと言っているのに﹂と三つたこともありましたが︑
それは稀薄な例だと思います︒傍外です︒だから地方のことになる
とみんな協力して〜緒にやっていったと思いますよ︒それで︑ぶつ
かることは︑どうしてもイデオロギ⁝に関係することになってくる

だこともたくさんある︒大学と現揚との協力によって新しい分野を

海部 ・王任制度なんていうのは本伝にぶつかる︒それから﹁ゆとり
ある教育﹂のところでも︑一つ問題になったのは学校の先生たちは

休暇が多いじゃないか︑ということです︒夏休みとか正月休みとか
いろいろあるのに︑なんだ︑というようなことになってくると︑ま
た真っ二つになる︒けれどもそれ以外のところでは︑いまから見れ
ば遠い昔の誕で︑いまは二十五人学級とかなんとかいっております

主任をつくるとか︑そういうことになると︑バーンとくるわ

んです︒

開く︒そういう経験もたくさんしているはずですから︑もうこのご
ろは産学協同はいけないという話はまったく出ないですね︒
伊藤 そうですね︒まったくといっていいほど出ないと思いますね︒
楠 むしろ︑いかにそれを推進していくかという話になりますね︒
俳藤 大学のほうは︑共産党系も別にそれ﹇産学協同﹈に対して反
離しているわけではないでしょう︒

佐道 それを進めて︑いかに大学が生き残っていくかという話にな

が︑園十人学級の議論の頃には︑ ﹁生首を劔る﹂という蓑現が使わ
れたな．四十入学級をやられると教師の生首が切られる︑という立
揚からの反論が多かった︒

っていますから︒

撰藤

楠 教師の数が増えないと︑四十人学級にならないですね︒
伊藤 だんだん子供の数が減ってくれば⁝︒

自分たちの利益にもかかっている︒

楠 いままでの﹇海部﹈先生のお話を偲っていると︑文教委員会な
どでも︑祉会党系︑日教組系の議員とのやりとりで︑対立する部分
結 局 そうでしょうね︒

はほとんどイデオ覆ギー的イシュ⁝ということになりますか︒
海部

楠 共通一次はちょっとおくとしても︑それ以外の︑例えば地方大
学の整備であるとか︑学歴偏重の打破だとか︑そういうものについ

例で︑二十五人学級というのがあった︒

海部 こんにちのような顕著な状況ではなくても︑やがて近い将来
には減っていくという角度が一つと︑教師麹身の立場︑教師自身の
受け持ち時間というようなことを考えていくと︑行き届いた教育を
やるには︑もっと児童生徒の数を減らさなければいかん︒だから四
十人はおろか︑三十五入でもいい︒あのころ︑イギリスかどこかの

ては特に激しい対立というのは起きないわけですか︒
海部 そのへんは命がけで反対したり賛成したりするテーマではな
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海部 文部大積として僕は︑心の教育をもっとやらなければいかん

は ご ざ い ま したか︒

伊藤 それは︑四十人学級のままでやっていけば︑いっか先生が余
るわけですね︒文部大臣として︑ほかに特に印象に残るようなこと

海部 それについては︑僕は初めの頃の答えは︑兜童生徒の心は真
っ白なものであるから︑そこは政治が踏み込むべき分野ではないと

思うんですね︒

楠

なんとか研究会とか︑ですね︒

解消したけれど︑何々事務所とか︑違うものに流れて行った︒

佐道 これは癌囮内閣で︑各派閥を解消しようということですね︒
海部
﹁派閥解消は天の声だ﹂と福岡さんが謂ったんだ︑ホi︑ホ
ー︑ホーと言いながら︑ ﹁派閥は蓋害あって一利なしだ︑諸悪の根
源は派閥だ﹂とよく書われたんですね︒というのは︑数はカ︑カは
正義︑派閥さえ増やせばいいということで︑なんでも舞上が増えて
きた︒その派閥によって法律が通るか通らないかまで決まるわけで

か︒

伊藤 次の質問ですが︑ 一九七七年三月に︑三本派も禽めて自重党
各派閥が解散ということがありますが︑これは何がきっかけでした

顯派閥解消と三木派

心の部分に政給がどこまで踏み込めるか︑という閤題もあると

いっても︑霞教組の先生に心の教育をやられたら︑とんでもない︒

といった︒

思う︒見るに見かねて踏み込んできているやつがおるならば︑それ

﹁教﹂のほうはずいぶん高

く行っているが︑心の教育である﹁育﹂が遅れている︒何故そんな

を排除するのが精一杯の政治の等割だと思う︒

﹁教﹂と﹁育﹂とを分けて︑

ことを思ったかというと︑文部大臣になった直後の祉会事件の中で︑
東 大 生の事件ですね︒

河口湖でボ⁝トがひつくり返って入が死んだ事件があった︒
伊藤

海部 はい︒最近の例で︑それを写し絵のように合わせてみると︑
差し障りがあったらご勘弁ですが︑東京大学卒業の優等生がどうし

てオウムの技術者になるんですか︒あれは人間の心が欠けておるか
らああいうことになるんじゃないでしょうか︒だからあのころから︑

んですかね︒

輪唱

新政策研究会とかゆ

教育で指摘されておった﹁心の教育﹂はまだ解決されておらん︒

海部 具体策となると︑僕らも委員会でやり合っておったが︑心の
教育というのは一歩聞違うとすぐに︑ ﹁修身の復活か隔と野次られ
ますからね︒だから︑ ﹁道徳教育というものを身につけてもらうこ
とです︒道徳というのは普遍的な心嚢姓のある︑人聞が誰しも身に
つけておらなければならんと思われる徳霞みたいなものの寄せ集め
であって︑怒るな︑盗むなと︑例えばそういうことを教えていく︒
だから道徳教育ということになるんじゃないですか﹂と言ったんで

海部

揮藤 それは永遠の課題ではないかと思いますね︒
海部 永遠の課題ですけれど︑大事なことだと思いますよ︒僕はそ
れを初めから帰艦に重視していた︒
併藤 でも具体的な施策ということになると︑どういうふうにする

すが︒いまでも精一杯︑それぐらいしか言えないわ︒あと︑心の教
育というときは︑人が本当に感動するような素晴らしい名画とか小

楠

俘藤 具体的な施策ということになると難しいですね︒心の教育と

でも解齢するといっても︑実際問題︑春板を降ろしただけで︑

﹁元癌醗派﹂とか﹁発三木派﹂という蓑現を使っていて︑事案

海部 見た園だけは変わったけれど︑︸歩奥に行くと︑依然として
全部残っておるということになるんじゃないですか︒だから派閥は

実体がなくなったわけではないでしょう︒

伊藤

のが決まったのも環実ですからね︒そういうことだったと思います︒

す︒派閣同士で話をつければ︑この法律が通るとか通らないという

説があったときには︑みんながそれに翻を通す︒
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上変わっていなかったですね︒
海部 萩聞もそうだ︑ コ兀○○派﹂だ︒選挙匿制度が悪いから︑派
閥の数だけ候補者が立候補して︑相争う︒この派閥解消に失敗した
から書いだしたことが︑小選挙区剃度だ︒三木さんが一翻︑ 門派閥
の数だけ候補者が出てくる︒それで天文学的に金を使うやつが当選
する︒これが日本の政治を悪くしている元である︒だから︑人には

誤解されるかもしれんが︑小選挙区もいいよ︒けれど一つだけ︑小
選挙区になると︑大政党が強くなって少数意見というものが完全に
無視される︒ ︵その頃はまだ比弼代表の重立制というような雷葉は
定着していなかったけれど︑﹀比例制度か何かで少数意見を救済す
るようにしていかなければならんと思っている︒それが解決しなけ
ればならん最大の問題だから︑考えておけ﹂といって︑学者を集め

てヨーロッパにそのことを調べに行かせたり︑自治省の選挙担当者
三木派もこのとき解散したんですね︒

を呼んだり︑三木さんは〜所懸命やっていましたな︒
撰藤

﹁新政策研究会﹂と名前が変わったけれ

儲藤

伝統ある名前を消したということかな︒三木派はなんという

栽政策研究会です︒もとから算木派は三木派だったけれど︑

んですか︒

海部
雪覆

あとは︑三木派はもちろんなくなったことになっているんだ

派閥解消したあとはどうなったんですか︒

その麹は新政策研究会︒

海部

な︒それで新論策研究会というのが﹁中央政策研究会隔になった︒

﹁栽﹂を門中央﹂にしたんですね︵笑い︶︒
そう︒

それはどこに事務所があったんですか︒

四谷の三木事務所があったところです．
あのお堀端ですね︒

そうです︒桜がよく見えるところです︒
これはしかし︑みなさん本気になって考えたわけではないで

しょうね︒ 一部には本気になって考えた入もいるんでしょうか︒
三本さんもあるときは本気になって考えたと思うんです︒そ

海部

れで小選挙区にしなければいけないということになった︒ 小選挙区

になると少数意見が駄顕になるけれど︑それは少数意見を救済する

海部 三木派ではなくて︑
ど ︑ 実 態 は 同じでしたね︒

俘藤 研究会だから︑いままでのように集まって研究もやったでし

方法を考えればいいではないか︑比例代表並立制を考えたらどうか

そ う ですよ︒

ょうし︑情報交換もやったでしょう︒
海部

俘藤 その研究会に︑組踊だといえば︑朗話といって割り当てが来
何も変わらなかったし︑それは延々と続いてきておりました︒

るだろうし︑何も変わらんですね︒
海部

というところまで一時期は行っておったんです︒ しかし︑重立剃に
なると必要以上に罫引が安定しなくなる︒ 少数を必要以上に保護し
過ぎることになる︒ バランスをとるのは︑小選挙区比例代表併罵制
というのかな︑ いまやっているもので行かなければいかん︒あんな
そういう議論は︑どっちがどうだろうということを︑みんな
ころ︑

露分のそろばんを弾いてやっていた︒ どっちでやれば自分は当選確

派閥解消は侮度も醤われて︑侮度も復活している︒

佐道 形としては︑看板だけ降ろそうかということで︑まとまって

俘藤

着板だけは降ろしたんですね︒
看 板 は降ろした︒

るいは無派燭の議員が有利になったとか︒

楠 派閣解消をしていたような時期には︑組閣とか党役員人事には
多少影響があったんですか︒少し派閥ごとの推薦を控えるとか︑あ

実になるだろう︑ と思ってそろばんを弾く︒けれど選挙というのは︑
本当はそういうことではありませんでしたね︒

海部

便藤 しかし看板ももともとコ直木派﹂という看板が出ていたわけ
門宏池会漏とか門清魂会﹂とか︑そういう名前ですね︒

ではないでしょう︒

楠
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撰海俘海伊海佐
藤部藤部藤部道

俘藤

だって︑仁心の組閣を見てくだされば︒

変 わ っ ていますか︒

海部だいたい昔からのバランスで︑どれだけ所属議員がおるか︑
議員の数とカでやるんですが︑それも変わりつつあることは間違い

割 り 当 て は 罰 り当てですね︒

海部 その悪弊はいまでも残っていますからね︒
伊藤 いま非常に派閣が弱化したと言っているんだけれど︑やはり

は必至ですね︒

然のような顔をして︒

ことで︑選挙の前には少しあげる︒みんなが取りに来るからな︑当

俵道 先生は︑もう派閥のためになにがしかのものをあげるという
か︑渡すようなお立場になっておられるわけですね︒
海部 終わりの頃は︑蘭僚経験者は全部︑というと怒られるけれど︑
できるやつはご恩返しをしなさい︑ということだ︒ご恩返しという

続いてきたと思います︒

員はそれを待っているわけだ︒油断していると︑それでよその派閥
に取られちゃうということもあったわけだから︑それは細々ながら

楠 餅代とか氷代はその時期はどうしていたんですか︒
海部 いろいろなところで︑ある程度自粛したんじゃないかな︒公
然と餅代と称して年末に渡すのはやめにして︑組織活繭費とかなん
とかいう名前に変えて︑いっぺんに渡すのをやめて個々別々に集め
た︒活動にはどうしてもお金がいるからということで︑特に若い議

海部 表向き︑派閥推薦の名簿は出さなくなって︑ときの総理大臣

海部
最近の組閣は変入のやったことですから︵笑い﹀︒

若いのが︑ですか︒

ないし︒

ありません︒

便藤 でも 本釣りをやったら︑そのグル⁝プから反則を食らうの

一本釣りとは言われ

伊藤

便藤

若いのが︒それから応援に行くときは︑孚ぶらで行ったらあ

︸本釣りをやっ て も ︑

楠その揺り戻しで︑また内閣改造をやれという要求が強くなるわ

海部

︵笑い︶︒

それが臨遅うんだな︒

選法改正案を渡会擾節電 ということですね︒
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に は 調 子 が よくなった︒

けですね︒

りがたみがないと霞われる︒

﹀
な
にがしカを持っていくわけですカ︑ ︒
なにがしかを持っていかなければならない︒
応援というのはそういう意味ですか︒
そうですよ︵笑い︶︒
手土産が必要なんですね︒
お土産を持っていかなければならない︒
応援してもらったら︑ふつうはお礼をしなければいけないの

海部 ここでまた元の木阿弥に戻してはいけないということになり
ますね︒

佐遵 この解消で︑派閥を移ったとか︑鵬の活動をし始めたとか︑
そういう動きをした方はいらっしゃるわけですか︒
伊藤 薪しい派閥をつくったとか︒
佐道 何か再編成のようなととが形としてはなかったのか︑という
ことですが︒

海部 そういうところまでドラスティックな動きはなかったと思い
三木派だってこれで動揺したわけではないでしょう︒

ますよ︒

俘藤

定例の会合とか︑そういうものは開かないわけですね︒

按道 いまのお話の関係で︑参議院で︑何入かが全霊匿の選挙法改

次の質問は︑ 州参院全国区を鉤東名簿式比例代表講とする公

研究会では定例の会合は開くんでしょう︒

正案を出したんです︒

動 揺 していません︒

侵海に佐海姪海伊海伊
藤部＿道部藤部藤部藤

研 究 会は開いておりました︒

海伊佑海
部藤道部

楠 こんな時期にありましたか︒これは八三年のことじゃないです
か︒

海部 これは例の柑討ち法案のときの話でしょう︒野党四党が数だ
けは多くなった︒自民党の方は数が少なくなる︒それで厳しい法案
を出した︒たしか︑そうです︒七七年の話だ︒
楠 父がこの時期︑現職の議員だったんですが︑全然寵億がないん
です︒

あのころ現職でしたか︒

ええ︒

海部
楠

海部 最後のときは︑いささか私も関係して︑応援団︑後継者の話
もよく聞いて知っていますが︑これは結局自民党には不向きな案だ
ったんです︒計算するとうまく行かない︒昭碁器十二年五月でしよ
う一等聞の切り抜きを示す﹈︒五月二十四臼に︑時間切れ廃案とい
うことで葬ったわけです︒それが五十二年の話︒それで︑これはい
かんといって︑五十七年にちょっと焼き直しをして成立しているん
で す ︒ 比 例 代表の制度ですね︒

伊藤 それが自室覚に不利だというのは︑どういうわけですか︒計
算 し て み て ︑ ですか︒

海部 計算してみて︑お前さんこうだ︑どうする︑こうするという
ことを全部やって︑結論としては不利だとわかったから︑別心を出
してぶっつけて︑議会でよくやる手ですけれど︑相討ちだ︒おまえ
の方も引っ込めろ︑こちらも撰っ込めるからということだ︒自益党
が野党墜党の案をつぶすために出レた案が︑この五十二年の案です︒

細かいことや詳しいことは正確には覚えておらんが︑当時の新聞を
引っ張り出して読んでみると︑そういうことが書いてありますね︒

●文部大臣14︵役所と秘書官︶
俘藤 文部大臣としては︑文部省にずっとおられるわけでも必ずし

もないでしょう︒秘書は︑議員さんとしての秘書と︑役所の秘書嘗
と爾方あるわけですね︒

海部あります︒
僧藤 役所にいるときはそちらの秘書宮がついているわけでしょう
が︑議員会館に来ればご自分の秘書がいる︒
海部あのころは︑役所の方にはちょっと迷惑だったのかもしれん
けれど︑秘書官窯に政務秘書蜜の椅子と杭も用意させておいた︒い
つ用があるかわからんから︑二十囲時盛そばに置いておくというこ

とになっていて︑文部省に出て行くときも︸緒について来ました︒
文部省で仕事をしているときも︑よそとの仕事がある︒文部省にも︑
自民党の議員以外の人がいろいろ会いに来る︒特に選挙区の人とか

仲間の議員が来るときには︑役所の政務事務宮に応対させておると︑
その気があるのとないのと︑宮僚的な受け答えをするのとしないの

とで︑︑κらい格差が出てくるんですね︒それは当然のことでしょう

大臣の秘書官︒

その政務秘書宮というのは︑議員としての秘書ですか︒

ね︒だから僕は一人連れて行って︑やっておりました︒
揮藤
海部

俘藤 大毘の秘書に︑政務と事務とあるわけですか︒
海部 そうです︒政務秘書宮というのは︑大獲が自分の薙みで連れ
て行って任命していいわけです︒

繹そうすると︑海部先生のスケジュ⁝ル管理などはどっちがや
るわけですか︒

海部 本当なら︑大臣としてのスケジュールはみんな役所がやるん
ですが︑こちらは議員としてのいろいろなこともあるし︑派閥の関

係もあるし︑頼まれた地方遊説もありますから︑そこは常に僕の揚
合竺緒に私設の私の秘書官を連れておりました︒文部省に籍のあ
る秘書ではない︒それがびしっとやりました︒
伊藤 そうすると海部先生を全面的にバックアップする秘書は︑私
そうです︒

設秘書の方ですか︒
海部

J
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溝部
大臣のとき︑役所にいる時間の方が多いですか︒

はい︒それでなければ危なくてしょうがない︒

それから教畜課程を決めるときには︑一応初めから終わりまで圏
を通さなければならんじゃないですか︒教育課程のレクチャーを受
けたり︑この前までの教育課程と今度はどこがどう違うかと︑いろ
いろなことをやる︒専門家たちはそれに 所懸命打ち込むわけです

伊藤 これが全部コントロールするわけですね︒役所のほうの秘書

俳号
ね︒

と︑議員会館のほうの秘書と︑全体をコントロールするんですね︒

海部 初めのうちは︑珍しさも手伝って︑暇なときには課長を呼ん

伊藤

やめてはいけない問題もあるんです︒

︿以上V

弁要旨をもうちょっと先の方までお読みいただいて﹂と濯われる︒
﹁おれは読んでないわ︑こんなものは輪と言うんだけれど︑途中で

う︒僕は思いつきで発雷することもままあったみたいだから︑ ﹁答

大変だから︒

海部 かなりの時間︑役人のレクチャーに時勢を翻きました︒
愚智 役人もそれをちゃんとやっておかないと︑あとで怒られても

すか︒

ついてのレク︑レク︑レタ﹂︑絶えずそれですね︒役人がレクチャ
⁝を受けるということは︑時間的にもかなり多かったんじゃないで

のときの日記を借りて読んでいるんですが︑しょっちゅう﹁三々に

前に紹川﹇誠＝さんの話を伺って︑田弼さんから自絵大義

で︑ご進講と称して︑

海部 そして要点だけは︑ ﹁ツボを外さないように﹂という表現を
したかな︒この闘題のツボはこれですから︑というようなことを書

門君のところの佳事を教えてくれ︑これはど

うなんだ﹂ということでいろいろ話を開く︒新しい知識がどんどん
増えるから︑これは面白いということで比較的役所におりましたね︒
それから役所に行くと︑文部省というのは侮というのかな︑現業を
持っている役所と違ってあまり品の悪いのはいませんが︑一杯飲み
に行こうということがないみたいなんですね︒だから御殿女中と言
われたんです︒その代わり︑侮時まででもつきあってやってくれる
ということもわかったので︑これはいかんと思って︑ほどほどで切
り上げて出てくるようにしました︒
伊藤 文部大臣として︑野望から局長クラスで︑あとあとまで関係
が深かった人はいらっしゃいますか︒
海部 おりますよ︑文部省の人は︒彼らにとって大きな仕事ができ
たときは︑やはり満足ではないですか︒
伊藤 それはそうでしょうね︒どこの世界でもそうですがら︒
海部 いちばんそれを感じたのは芸術文化振興基金ができあがった
ときで︑あの連中は毒んだ︒結局最後は︑あの連中もそれに生き甲
斐を感じておったのかもしれん︒そう簡単にできる問題ではありま
せんから︒振興基金でも天体望遠鏡でも︑まあ一緒にやってよかっ
たな︑ということがある︒それは比較的理解されやすい共通の喜び
です︒

もう一つは法律を通すためにいろいろ苦労する︒ああでもない︑
こうでもないといって打ち合わせをやったり︑答弁の打ち合わせを
やる︒朝なんて七時から趨きて出て来て︑委員会の始まる醜に最新

の打ち合わせをやってから入ろうということだ︒特に主任制度の頃
に は ︑ よ く それをやりました︒
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第16回
福田内閣時代皿α977〜1978）

【2002年7月1日（月）14：00〜16：00】
於：了BRビル10F

［インタビュアー1

伊藤

・海部俊樹事務所

（肩響きはインタビa一の時点）

（政策研究大学院大学教授）

精一郎

（東洋英和女学院大学教授）

楠

隆

佐道

明広

（政策研究大学院大学助教擾）

［記録、編集ユ

三條

薫、貫羽

清隆

海部俊樹先生第16回オーラルヒストリー質問項昌
（2002葬7月1H）

1・当時滴民党は繊公選を控えて回読子腱動を展開し、78壇月28昧党側婁最を締め
切ったときには党員数が三倍になっていました。各派閥が党員獲得を競い、中でも上中派の党員獲
得は多かったと伝えられていますが、この点についてはいかがでしょうか。

2・±の髄と関連しますが・78年6月目照轍は綴公選麹と大平購を翻します．こうし
た動きに対し、三木派、それから先生はどのように対応されたのでしょうか。

3・一nで・魁の倶tis

s

nに糊・昆社噺舳クガ・社腱の蛸が会談し（7月、9肚

会談腫醸す）・中道結束で徴はす・こうし属きには励関係しておら

t・t：のでし。うか。

4・この年銅・鰐法制化騰鎭趨ゐ髄され」。月には醗で元雛制化力・齪し糺た。
この問題についてはどのようにお考えでしたか。

5漏勘閣は・糟との嚇轍のあ肪を決on：NXガイドラインを策定したのをはじめ清
事法拗囎に入ります・当勝報だ・t・…geecなどはこ働き販月傭駝表明はすが、
三木派や先生はどのようなお考えだったのでしょうか。

6・78年8月・帥鞠友縣約が調印されます．覇蘭題で照してい鮫渉がや。妹とま
ったわけですが・先虻鹸はこの鞠友女子納をどのように諦されているのでしょうか。

7・フ8年購滴賎隷騨が公示され、翻・大平・中鯉呵本の既が立温し糺
た・駄勲ら桐紙が踊さkt：わ

ナですが、琳氏の離として憎憎・淋駄灘つた

理由や繊選の状況鷺選が薄騰となったことについてzzeeどのように患われた鋤・等をお
願いします。

8．79年皐々、グラマン社による航空機不正取引疑惑が発覚し、東京地検の捜査が開始されまし

た・また辞職購のwal：なったわけですが、このときの凱の状況はいかカ・でしたか．また、
crッキード箏件のときは三木総理が徹底的な真相究明を求めて結局田中光総理逮捕という事態に
なり、自民党の反三本還動につながったわけですが、グラマン事件についてはどのように対応され

t・Oでしょうか・なお・このとき触もよく蒔知の麟巌氏綱会磁人喚問に立ち、そのあ
と議員辞職しています。この点については当時どのようにお感じになられたでしょうか。

9・上の髄と欄幽しますが・このとき・E2c予鱗除凍雛めぐって与野党が引して醗

審議榊断はす・予黙劇収拾するものの・衆識予算類会は一羅で79鞭政瀞鰹
を否決本会議で欄謎の騰可決（三一年ぶり）となり救このときの国会対策に跣銚
関係されたのでしょうか。
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10．79年6鍔、新自由クラブから西岡幹事長が河野代表と対立して離党、以後4議員が離党し
新自由クラブは一気に鶉体化します。西畷氏は先生と大変親しいと思いますが、この動きに蘭して
は何か関係されたのでしょうか。

※今回は以上のような点を申心にうかがいたいと思います。次回は9月の解散・総選挙の問題から
お願いします。

一334一

凹総裁公選と党員獲得1︵党員獲得競争︶
伊藤 前卿は文部大臣としてのお仕事の話を伺いましたが︑今臼は

将来政党が本当に蟹民の挑判から離れて︑自分たちで集めた本当の
浄財で党を運営しようと思ったら︑党員を増やす以外ないな﹂とい
まっとうな論ですね︒

うことを言うんですね︒
傍目

これをやれよ︑というから︑やりましょうと︒

そう︑ですから議論したら勝てっこないんですよ︒それで︑

党関係のお器を伺おうかと思います︒最初に︑総裁公選ということ
で党員獲得が蓋上命令になったときのことを伺います︒このとき急
翌翌

海部

に党員を増やしましたが︑あとでいろいろポロが出たりしましたね︒

もともと三木さんの主張ですしね︒

猫の名前だったとかいう話もありますが︑これは田申派がものすご
い党員獲得をやったわけですね︒もちろん三木派もおやりになった
と思いますが︑先生はこのときは︑どうでございましたか︒

海部 はい︒そして︑どこでどう事憲と反するのか知りませんが︑
やってみたら︑途中・中問は省略して結論を言いますと︑党にもの
すごい党費収入ができたんです︒そして︑その覚費収入で党が運営
できるまで行くはずだったんですね︒ずいぶんお金ができたことは

間違いない︒ただ︑そのお金の使い方に後車問題が出てくるんです︒

まず集め方というのは︑それで集まったわけですが︑先ほどいみ
じくもおっしゃったように︑調べてみたら︑タマさんやミケさんが

海部 まだその頃は三木さんがいろいろなことを考えておって︑
﹁党員が入って総裁公選はきちんとやらなければならん﹂と︒

﹁事︵こと︶志︵こころざし︶と反して﹂という書葉が盤の中で
はよく使われますが︑あれこそまさにそうだと思ったな︒ ﹁諸悪の

おった︒みんな︑要するに偽名なんですね︒一入ひとり説得して口

説いて取ってきたのならいいが︑そうではない︒

僕らはその頃︑まだどちらかというと︑そういう知恵が働かなか
ったほうだから︑自分の後援者を集めて︑ ﹁今度こういうことに制

度が変わった︒みんな海部俊樹を可愛いと思って今立まで育ててく
れたんだから︑今度は党員になってくれ﹂と需つた︒あのとき二千

円とか三千円とか︑お金が要ったんです︒ ﹁すみませんけれど︑お

金もつけて︑党員になってください扁と雷って︑ ﹇名前を﹈書いて

もらって党員づくりをやっておったんです︒

けれどこれは非常にスピードが遅い︒それで僕らは困った︒どう
やったら︑そんな︑人が言うようなところまで達するだろう︒けれ
どもやはりやらなければならんし︑みんなやっておるというんだか

らやりましょうと言って︑始めたんですね︒だから本当に初めのこ

⁝千円にしろとかいう議論になったと思います︒そうやっ

ろの人は︑自分で署名して︑自分で党費を払った︒最初は三皇円︑
いから
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根源は総裁の公選のいまの舗度にあるんだ﹂と︑三木さんはいろい
ろなところで詣していたんですよ︒

︸握りの党員ではどうにもならんから﹂という︒

僕らは︑ ﹁諸悪の根源ではない︒投票する一票の明り方にいろい
ろな手練手管を使うから︑そこが諸悪の根源になるんだ︒そこさえ
きちんと考え直せば︑党員が投票するということは︑そう悪いこと
ではないと思いますよ﹂と言うと︑ ﹁いいことですよ︒いいことだ
から︑それをきちんとやるだめには︑もっと君︑党員を増やしなさ
いよ︒

ところがその時は︑上には上があるもので︑竹下さんなんかが集
めたやり方というのは︑絨毯爆撃ですからね︒みんな︑市会議員︑
村会議員クラスにまで降ろして︑名簿を取るわけですね︒その時非
常に不明朗なことに︑名簿は出すけれど︑党費を誰が出したかとい

﹁海部さんね︑

う立替党員の問題が起こってきたんです︒けれども︑それはそれ︑
これはこれで︑こっちに置いたんです︒それで結局︑あの最中から
僕 ら が 反 対 す ると︑竹下さんあたりが言っ た こ と は ︑

て﹇お金も﹈取って︑人を集めるでしょう︒集めて︑持っていって

｛扁

出すと︑意外に少ない︒恥ずかしいぐらい少ないわけだ︒
それで︑やっぱり園申派がようけ集めておる︒夢中派は︑絨毯爆

撃で行けという命令を出している︒僕らはそれも額面通り受け止め
﹁いい加減なことをやって集めて

て︑みんな署名してお金ももらって入れた党員だろうと思ったが︑
たくさんできているわけだから︑

きたのと違うか？ 犬や猫の名前書いて﹂なんていう話があのころ
から萩闘にもちょいちょい出ましたね︒そういう立替党員︑幽霊党
員というのがだいぶあったことは間違いなかったんですが︑それま
で党員集めということに汗を流そうともしなかった党が︑汗を流し

﹁ちょっと

て党員集めをやったし︑われわれ自身はよかったと思って︑努力を
したんです︒

ただ︑そこから先でちょっと鷺違いが起こったのは︑

﹁どれぐらい作

少なすぎるから︑もっと増やしてくれんか﹂という指示が来るわけ
ですね︒特にあのとき︑三木さんから書われると︑そうだ︑たくさ
ん作ってやらなければいかんな︑と思うでしょう︒

るんですか﹂というと︑ 門慰の得纂数の何分の〜ぐらいがいいだろ
う﹂と言われるんです︒そこで困ったのは︑得票数のといっても︑
僕の場合は︑票だけはたくさんもらっているとしてもお金はそんな
にもらっておりませんから︑調べればわかるように︒正直なところ
を話して︑それまで集めた人は︑お金をもらって党員になってもら
ったんですから︑あるとき掌を返したように︑ ﹁急に増やさなけれ
ばならんから︑ここから先の人は党費を払わんでもいいですよ﹂な
もらった入から︑なんと言われるか︒

んて言ったら︑こちらがガタガタになってしまう︒
日賦

だからそんなことは書えませんよ︒

﹁初めに出してくれた人

海部

は二二鶏ないい人で﹂といって︑いろいろ僕なりに抵抗したんです︒
﹁だからできるだけにしてください﹂と言って︑集めた︒そして僕

のほうは︑どれだけ作ったかしら︑とにかく万に届かなかったんで
す︒何チ票という台で終わったんですね︒
餌藤 やはり後援会の人ですか︒

﹁骨︑瓦た

海部 僕の本当の後援会の入を入れた︒後援会の入で︑それまで入
っている入は︑もう党費も払った経験者なんです︒そこで当時︑青

年会議所とかいろいろなところによく呼ばれていくから︑

門メリットは侮がありますか﹂ということだ︒三千円なら三千

気持ちでお願いするけれど︑みんな覚曇になってくれ﹂という︒そ
こで配って︑党員になってもらいますね︒そうすると必ず出る質問
が︑

円払って︑党員にはなってあげるけれど︑党員になったといって︑

メリソトは何があるかということだ︒それで︑そういうことをなく

するためにわれわれはいま苦労しているんだけれど︑ ﹁メリット︑

お返しを初めから期待された人の票は要らないんだ﹂と偉そうなこ
とを言えるほど強ければいいけれど︑そんな強くないから︑何か考
えよう︑といった︒

そこで︑デパ⁝トの名前まで出してはいかんかもしれんな︑地発

だからわかるな︑ ﹁党員誕を出した人には劔かメリットをつけてく

れ﹂といったら︑ ﹁どうしたらいいんですか﹂というから︑ ﹁あな

たのところはお得意さん割引をいつもやっているだろう︑あれに準
じたことをこれにも考えてくれ﹂といった︒
いまから考えれば︑これも変な利益誘導で︑よくないことなんだ︒

そうでしょう︒当時バレなかったからいいけれど︑バレたら門鈴
木﹈宗男さんになつちやうわけだ︒
楠 それは︑愛知の㎝部の地域でそういうことをやったわけですね︒
海部 愛知のあの辺で︑メリットがなければ地光の人を説得できな

いし︑この制度︑仕組みが始まるころは︑私はまだ全国規模のそん
なことに携わっていませんでしたから︑地発を固めなければならん︒
伊藤 でもこれは総裁選挙に間接的にメリットがある︒それから当

そんなことをいったって︑ 門自晟党の機関誌なんか読んだっ

然︑自由民主党の機関誌をもらえるわけでしょう︒
海部

てなんにも新しいニュースはないし︑時代遅れにならんように﹂と

雷われて︑エライ筈労したこともありました︒そこで自記党で︑
門りぶる﹂という当時としては凡常に酒落た名籍の婦入党員中心の
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﹁りぶる﹂の

雑誌を考︑過て︑それを差し上げましょうということにした︒僕はそ
の初め︑妙な行きがかりで︑編集長というか︑責任者になったんで
す︒編集はできないけれど︒だからあの門りぶる﹂という雑誌の第
︼号は︑海部俊樹さんと加重雄三さんの対談とかね︒

裏には︑りぶるの愛読者には︑こことここの葵容院は○・何％まけ
ますとか︑いろいろな特典を考えたものですよ︒
伊藤 それは機関誌局か何かで出したんですか︒
海部 いや︑青年局でやった婦入髪門の雑誌なんです︒そんなこと
で︑あれやこれや考えながら︑どうやって党員を党費付きで集める

おったじゃないか︑という自負心のある人ですね︒だから変な話だ
が︑申小企業の社長級になると︑みんな両方に登録して︑党員証と

﹁いや︑だって君が両方入れといったじゃないか︸

党友読と︑二枚ずつ持っているんです︒・﹁どっちか片方でいいん
だ﹂というと︑

という︒なるほどそう言われれば仕方ないな︒
佐道 簡方入るということもできるわけですか︒
海部 できるんだ︒あのころは言い方は悪いが︑なんでもいいから

党費を払って住所氏名を登録してくれる人を党員様にしたわけだ︒

その党員のと製隔うには機関誌が配られるようにしたわけだ︒機闘誌

覚友のところにはもちろんそれが行きます︒そのうちに︑今度は機

か と い う こ とをやりました︒

圏総裁公選と党員獲得2︵党員︑党友︑職域支部︶

ら入れた党員は全部引き揚げる﹂と済うような者まで出て来た︒

といっても新聞と違って︑タブロイド判四ページで隔月の発刊です
から︑全然質も意味も違うけれど︑それが届くようにしたんです︒

海部 けれども︑そうこうしていると︑⁝部の人から︑ 門いや︑お
れはそのへんの︸卜いくらの覚員とは違うんだ︑今艮までどれだけ
君のところにも貢献したかわからん︒党員にならんでもいいから︑
もっとほかのことを考えろ隔と言われた︒それじゃあ︑党費が二千

会にまとまって入ってくる団体があるでしょう︒それを︑党員では

投票権は︑党員と一緒に与えます︒ 一万湾だから二票だとか十票だ
という入がおったけれど︑そんなことをしたら計算ができませんか
らね︒投票三度というのは︑党員であろうが党友であろうが︑認め

県で環境衛生喫茶部は全部党友になったんだと決まると︑党友の紹

すると︑例︑κば環境衛生同業組合︑喫茶岡業組合党友になる︒愛知

そこで︑初めは本当に真面長に考えた︒私はそのころ党の何をや
っていたのかな︑党友を作るのに︑宵美術鑑定協会︑全圏組織委員

ですが︑それなら党員が減ってしまう︒ ﹁じゃあ︑おれのところが

関誌と党友．党員への手数料とかを計算すると︑もらう党費の何割
かが完全に消えてしまう︒もうちょっと高くしなければならんとい
って︑党費の値上げ問題も炎時はときどき︑くすくすと議論したん

四だったか三千円だったか︑それを月々⁝万円にしたら︑お金持ち
の偉い人しか参加してこないということで︑一万円で︑ ﹁党員漏で
はなく門党友﹂というのをつくったんですね︒これには総裁選挙の

られた人が⁝票ということで組織をつくったんです︒

な︒

僧藤

よその議員さんから︑ということですね︒

△△支部という支部の名前にして︑全部党友にしたわけです︒そう

安すぎるから︑全部党友になってもらおヶというので︑○○支部︑

楠 党友というのは党員よりももっと幅広い︑︸段下のものかと思

介欄に海部俊樹と書いてある︒そうすると︑そんなところ断われ︑
こっちの名前で入れといって︑近郷近在から入り込みがあるわけだ

っていまし寒が︑逆なんですね︒上級党員みたいなものですか︒

海部 上級党員というと︑一般の人が怒るから︒それから金持ち党
員というのもいかん︒要するに一般の党員は二千円払って入って投
票しているんだけれど︑われわれはもっと昔からちゃんと応援して

海部 よその議員からだ︒ ﹁おまえ一人でそんな全部集めちゃ駄目
じゃないか︒少しは分け前をこっちにおいとけ﹂ということになつ
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てきた︒その裏をいうと︑あのころはバックペイ︑リベートをつけ
たからだ︒それが悪かったんですね︒だから一入三千円の党員をと
ってくると︑例えば三分の一の千円だったと思うな︑紹介議員のと
ころにバックする︒いまはどうか知りません︑当時の話だ︒
伊藤 ￠やあ立て替えれば千潤で済む︒
海部 そうそう︒どうせおまえのところには還付金が来るから︑と

いって︑それをいちいち組合員に全部返す必要はないから︑それを
取っておいてこちらで使おう︑となる︒時が変わっても︑大蔵雀の
積み立てのあれと岡じだ︒そんなことがあったことを思い出します
が︑党員はうんと増えたんですよ︒
楠 いま伺っていて気がついたんですが︑そのころから自治党では
つ く っ たんです︒

職 域 支 部 が で きたんですか︒
海部

楠 地域支部だけではなくて︑産業組合とか宗教國体とか友好翻体
を︑まるごと党員にしてしまいましたね︒
海部 全国組織委員会の中にまるごと取り込んだわけです︒
楠 それはそのころ︑できたんですか︒
俘藤 床塵さんの組合とか︑みんなそうですね︒
海部 そうですよ︒三千円の党費では申し訳ないから︑一万円もら
って︑会員ではなくて会友にしよう︑結局党友ですね︒あれやこれ

してきた一つの結果だったと思いますね︒

伊藤 名簿はちゃんと県連を通して︑党本部まで行くわけですか︒
海部 ということになっているんです︒
伊藤 現実の問題としてはどうですか︒
海部 現実の問題は︑真面自に来ているところもあるし︑来ていな

いところもあったわけです︒要するに数だけ責妊を持って申告しな
数とお金ですね︒

さい︑ということです︒
俘藤

海部 お金がいくら︑ということですね︒もう︻つは︑そんなころ︑
地方に行って門政経文化パ⁝テイ﹂というのを始めたんです︒あの
お金も県遮をうんと潤した︒そしてあれは︑三分の皿が県連の取り
分︑あと三分の一が紹介した職域団体の取り分か何かになっていま
して︑本部にはあまりたくさん来ないということがその後だんだん

わかってきた︒それは︑これが始まったころです︒

この党員募集︑党員獲得を始めたころに︑野呂恭一さんという入
がおった︒野呂恭一さんが広報委員会のこちらの担当者で︑総理と
か名のある大箆とか党の三役に︑色紙を十枚ずつ書けとか︑書を侮
枚ずつ書けとかいって︑そういうものを帰りに福引きで差し上げま

すということまで考えた︒そのうちに︑さしもの書をやたらに配っ
たら有難味がなくなるから︑あれはやめようということになった︒
三︑四角は配りましたが︑それぐらい汗を流して苦労して︑党員募

集と資金集めをやったということです︒
俘藤 これ﹇党員﹈は 駈入って︑リピートしてくれないとあっと
いうまに減っていくわけですね︒

海部 はい︒公選がないというムードが．ざっと流れると︑ガタガタ
ッと党員の数も減っていくことは事実でしたね︒そこで知恵者が︑

や︑試行錯誤でした︒結論は︑党員の基盤をどう増やせばいいか︒
そしてその党員を集めてきた県連︒昔は県連と地域彫村支部という
のがありました︒県連支部に三分の一︑町村地域支部にどれだけ︑
とだんだん置いていくから︑たくさん党轟がいれば︑党の支部は潤

そんなころ︑しばらく経つうちに気がついたのは︑これはひょっ

投票権は会費を納めたら与えるというのではなくて︑連続して会費
を納め続けていなければいかん︑ということにした︒それは何年に
するか︑いろいろ議論の結果︑初めは三年連続して納めた入を投票
権者にしょうということになった︒そうすると︑党員はミ年連続だ

ったということですね︒

とすると県会議員がみんなカを持ってしまうのではないか︒県の支
部に降りていくし︑県会議員が紹介議員になって地方の小さい支部
を作る︒そこで何十票︑侮菖票と投票権をまとめて持っておれば︑
これまた脅すいい武器になるじゃないか︒だからそれも︑事志と反
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けれど︑党友はどうなのか︑二千円の人は六千円だけれど︑一万跨
の人は三万円か︒それは百も承知でなってもらっているんだし︑何
の誰菓と看板を掲げて商いをしていらっしゃる人だから︑払える分
蜀で︑分相応の支援をしてもらうのが罠主主義の支えではないか︑
というような厩理屈をいろいろ考えて︑丁々発止をやって︑スタ⁝
トはそれに決まったんです︒ですから特に党員については︑連続し

ね︒だから本当に正痘に申申するのか︑と思いますが︒

それぞれの支舞者がいる︒そうすると︑洞じ自室党員でも敵だ︑と
いう関係が絶えずあるわけですね︒だからこの名簿を誰がどう持っ
ているかというのは︑かなり深刻な問題ではないですか︒
楠 それに︑後援会の入間にまず優先的に依頼して党員になっても
らうわけですね︒そうすると︑富分の後援会のメンバ⁝を公愛して
しまうことになりますね︒それは議貴にとってみれば怖いことです

海部 それはあとから与すけれど︑みんながしまった︑と言ったの
は︑大平票がいっぱい出るようになった︒竹下と佐々塞⁝︑個人

て党費が納められていることが投票の条件になった︒

海部 だから覚えておって︑甥振簿を作っては︑これとこれは立替

名はやめておこう︒

立て替える人にとってみると大変ですね︒

だから︑これとこれも払っておかなければ︑とやって︑一罪で済む．

俘藤

趣藤

と思ったら︑二年冒も三年も払わなければならん︑どうもならん︑

ら︒

名前を言ってもいいですよ︒当時から言われているんですか

そういうところがらポロポロと洩れたところありましょうし︑締め

のが一部であると︑きわめて不公平なことが起こるんですね︒

﹁それはどういうことだ﹂

﹁あんなの見たって猫に小糊のようなものだ︑君らのよう

やったんだ︒覚本部の事務局長室の横の部屋に積んであった︒

総裁選挙の時にそれをやったでしょう︒

門名前を言うのは︸よくないわ︒それ﹇名簿﹈を持っている

付けをやって入れたところもあるでしょうね︒比較的安定的に推移
したけれど︑総裁公選の前にガタッと減ったことはありましたね︒

便藤
海部

海部

またあわてて入れるけれど︑入れても今度は投票権がないわけです︒
だから三年連続という規定にしておけばいい︒

それを︑

なものには漏と言われたことがあった︒

は繊中派はなんといったかな︒

縢総裁公選と党員獲得3︵田中軍団︶
伊藤 やはり一番問題なのは名簿だと思うんですね︒名簿をどこが
握っているか︒海部先生が集めたところは海部さんが持っているの
か︑それとも県連が梼っているのか︑それとも党本部が待っている

伊藤

と闘いたら︑ 門あれを侮区︑何町まで拾って︑細かくコピ⁝したの
を持って︑一軒一軒全部つぶして歩ける人がプロなんだ︒そういう
プロ集団はよその派閥にはないはずだ﹂という︒それで︑あのころ

の か ︑ そ れ はどうなんですか︒

瞬中派は照中派でいいでしょう︒

海都 僕の集めたものに関する限りは︑僕のところにも名簿があり

か︑町村単位のところにもなければいけないはずですね︒

ましたし︑党のほうへ提出してあるものがあります︒それはもちろ
んコピーをとって出したものです︒それから本当は出身母体という

海部 網中派の秘書団が集められた︒
玉茎 秘書翅というのはそんなにたくさんいるんですか︒
海部 議員のところには︑僕のところだけだって︑いま一人︑二入
出せと言われても︑職務に差し支えないだけはいるわけです︒それ
から議員会館のほうの部屋には四︑五人おって︑郷里から陳情ごと
を持ってくると
︒これはあまり詳しくしゃべると︑宗男さん的

伊藤 例えば愛知県の︑先生の選挙区に行っても︑今度は市町村会
議員から県会議員から︑みんな地盤が入り組んでいるわけですね︒

な政治になつちゃう︒言われたことをおれが全部聞いて︑おれが全
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佐道 秘書団がそういう活動をして予備選をやったということです
ね︒それは予備選が始まってからわかったことですか︒
海恕 それは妙なもので︑われわれ自身も動くけれど︑どうもこの
へん﹇身体の一部﹈に何かとまっているのではないか︑蚊がくっつ
いているのではないか︒自分の組織︑慈分の人脈の宋端から︑思わ

部叡り次ぐわけにはいかんから︑おまえら行ってやってこい︑とい
うことで︑やってくる︒その代わり︑誰とどこに行って︑何の話を
頼んで︑どういう詞答をもらったかを報告して︑帳面につけておい
て︑おれがあとからチェックするから︑ということでやってきたわ
けですから︑みんなたくさん﹇秘書が﹈おるんです︒忌中派なんて

顕河本敏夫について一︵墨木派の後憂か︶

うことまで考えていたんだな︒だから失敗したわけだ︒

そうすると︑そう広くなっても︑広くなったら多々ますます弁ず
で︑広くなったものをまとめて集めるにはどうしたらいいか︑とい

けだ︒

伊藤 じゃあやっぱり名簿は危なかったんですね︒
海部 危なかった︒だから﹁事志と反して﹂と申したけれど︑最初
は︑党を活牲化させるためには︑多くの人に参画してもらうことだ︑
︻部の者が集まってがさがさと話して決まっていくようなことはよ
くない︒一部の者が話し合っただけではならん︑射程鎗離を超えて︑
大衆の世論が決める制度でなければならんというのが︑三木さんの
考えであった︒そういうことをわれわれは一所懸命教わっていたわ

方も上手だったρ

だ︒それは圧倒的に多かった︒手足もたくさんおった︒それが動き

た？﹂というと︑ ﹁こういう入が来ました﹂ ﹁そうか﹂となるわけ

門どんなのが来た︑誰が来

ぬ反応があって︑そこを逆調査させて︑

それを各議員の秘書囲を全部集めてーー︒

いうのは︑それがたくさんおったんじゃないかな︒
携藤

海部 そう︑それで歩け︑ということになる︒それが党員を増やす
ときの大きな原動力にもなったわけですね︒だから︑心中派の秘書
団が︑票の掘り起こしが一番できるということが語り草のように言
われるのは︑そういう孚足が糞下から歩き畷って︑どこに行ってど
それがプロ御腰ということですね︒

この筋を押したら引くかということがわかっているからだ︒
伊藤
プ ロ 集 団ですね︒

珊 中 篇 國 ですね︒

海部
楠

それは職中さんですか︒

門政治は力だよ︑海部君︒カは数︑数は金

海部 それに姥べて︑差し障りがあるけれど︑お公家様集膨なんて
いうのは︑盤界の経済ばかり心配しておって︑世の申のためになら
ん︵笑い︶︒だからどっちが国会として大切な仕事かというのは︑
あのころまさに主客転倒したな︒その欝葉をいみじくもわれわれに
語り続けておったのが︑
伊藤

磯中派の五箇条のご誓文だ︒

だ﹂︒

海部

現実に七八年の総裁選挙で大平さんを圧倒的に強くしたのは︑

伊藤 このときの総裁公選では大平さんが勝つわけですが︑このと
きは三木派はどうしていたんですか︒三木さんを
︒
海部 どうしたんですかと言われても︑結果を争うと︑惨めに負け
た︒それだけ本気になって動かなかった︒本気になってということ

伊藤

海部 そうなんですよ︒あのころはまだまだ竹下︑金丸の亀裂が生
じる前のことで︑全部筆入が相談して︑全部二入で歩くでしょう︒

は︑やり方とかお届け物を入れて︑ですよ︒

田中派のプロなんですね︒︑

その下に秘書國が全部ついているでしょう︒いまの青木幹雄︑あの

俣藤

三木さん肉身も︑事志と達ったな︑という感じなんですかね︒

組はみんな竹下事務所のナンバー4かナンバー5の秘書ですから︑
それが︷所懸命走り回って︑修練を受けたわけですね︒
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や︑いわんやお金でもつて世の中が動くというのは慢心だ︑思い上

海部 そうです︒あの人の持っていた強烈な自分は︑ 門大衆は馬鹿
ではない︑国畏大衆を心頼しなさい︒初めから裏をかくようなこと

海部 どうなんでしょう︑直系なんでしょうね︒
伊藤 これまでのあいだ︑海部さんのお話の中にあまり海本さんの

がりだ︑そんなことを思ってはいかん﹂という︑あくまで薦論で︑
ちょっと覚えが悪かったですね︒

われわれを溝説いて︑やらせていたんだな︒
伊藤
大衆と党員は達うんですね︒
河本さんが出ていませんか︒

ころに来ると︑せめておれでも褒めて頼んでくれるけれど︑河本さ

その売時︑後に衆議院議長になった伊藤宗 郎なんかがおれにこ
ぼした誕は︑ 州もうちょっと︑海部さん︑あんた方がわれわれのと

ことだ︒

名前は出て来なかったんですが︒
海部 あの人は派内でも金持ちで︑三木さんのところに金を運んで
いる人で︑ ﹁笑わん殿下﹂という名前があるぐらい︑われわれと笑
って飯を食ったこともないし︑あんなものは放つとけというような

佐道
佐道
それはその後ではないですか︒

んというのは何だ︒計っておったら三十分近くしゃべったけれど︑

このときは︑しかし三木派からは誰も畠ていないでしょう︒

海部
こ の と きでしょう︒

楠

餌藤

みんな経済の詣ばかりで︑最後に一書だけ︑

﹃そういうわけで今鶏

佐道 このときは︑福磁さんと大平さんと中嘗根さんと河本門敏
門あれでやってやれ﹂と謡われた︒

は研藤君に頼まれてきたんですから︑よろしくお願いします﹄と︑

そ の 時 は三木さんが︑

夫﹈さんが立候補しています︒
海蝕

海部 河本さんを応援してやってくれということだ︒河本さんの票
作りをわれわれもやったということだ︒
伊藤 要するに派閥の代替わりをしたということですか︒
海部結局︑代替わりをせざるを得なかったんだな︒
俘藤 せざるを得なかったというのはどういう意味ですか︒
海部 それは︑河本さんがその気になっているから︒
楠 なんで河本さんが三木派の跡を継ぐことになったんですか︒や

飯を食ったり︑思想信条に共鳴したりということはない︒

うことがあったから︑自然僕らとも接点があまりないんです︒日頃︑

これで終わりだ︒これではわからんよ﹂という︒要するに政治家と
しての心の触れ合いというものをあまり感じなかった︒

は り 資 金 的 な問題ですか︒

﹁ や ってやれ﹂というのはどうい う 意 味 で す か ︒

海部 まあ単分はそうでしょうね︒ベリ・インポータント・イシユ

佐道 そうしますと︑先ほどの三木先生の理念はどうなるんでしょ
う︒河本さんが財政・経済通という印象は一般的にもあると思いま

俳藤

ーだけれど︑ノット・オンリ⁝それだけじゃない︒ほかにいろいろ

すが︑河本さんの政治理念はよくわからない︒三木さんが河本さん

海部 それは後ヨの話になるが︑彼が総裁公選に立候補する前に︑
全国行脚をしたり︑いろいろしましたけれど︑そういうときに三木
さんに教わったセリフだなと思うようなことを書い続けていた︒要

に︑というのはなぜでしょう︒

それまでのあいだは︑あの人は三光汽船の社長と二足の草軽で︑
いまにして思い出せば︑児玉誉士夫に食いつかれたり︑いろいろな
ところで食いつかれた︒香港のほうに便宜置籍船の会社をつくって︑
そのペーパ⁝カンパニーへ︑自分のところにあるタンカーの大半を
移した︒これがいまの世の中だったら脱税だな︒当時は簾税という
いい言葉が出てきたから︑節税といって乗り切ったけれど︒そうい

あるんだ︒三木さんは金だけじゃない︑︑理想的なものを絶えず掲げ

て︑これがなくなったら世の中真っ暗だという人だから︑せめて河
本君ぐらいのやつにやらせないと︒あとのやつだと駄目だ︑という
河本さんというのは三木さんの薩系なんですか︒

比較検討をして︑われわれにも河本をやれといった︒
伊藤
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するに︑ 門人問は︑特に政治家は︻本のロウソクたるべし﹂という
河本敏夫のロウソク論というのがあるんだな︒ロウソクはみずから
の身を焼き焦がして︑あたりを照らす︒ロウソクは細いけれど︑い
そうですが︑自分の財産を全部注ぎだすわけですね︵笑い︶︒

つまでも燃え尽きるまで︑身を粉にして明るくする︒
伊藤

やはり派閥の中でも特に︑例えば臓中派の中で竹下さんがだんだん
グループを作っていったような感じでは全くないわけですね︒
海部 全くないですね︒自分でグループを作って︑跡継ぎにしても
らうなんてまったく思っていなかった︒だから逆に言うと︑松浦周

勢力で︑いまでいうベンチャービジネスの社長といったようなもの
ですね︒

﹁六万トン級の小型の船が大事です︒私はそれを何百隻つくりま
した﹂なんていう昔話を聞いたので︑ 門どうしてそういうことをや

るんですか﹂といったら︑このへんは今翻流だけれど︑ 門お金を借
りて船を造れば大きい船ができるけれど︑いろいろなことに︑ああ
でもない︑こうでもないと購を容れられる︑それはとても駄霞だ︒
運輸雀から金を借りてやると駄陰だ隔という発想なんですね︑河本
さんは︒だから時の流れにいくらか反したと思うけれど︑六万トン

洋船をたくさんつくったとい．う話をしょっちゅう聞かされた︒

という︑まことに小さい小型船だけれど︑外洋船ではある︒その外

太郎さんとか井出一太部さんのほうが︑われわれにとってみればう
んと身近だし︑相談しやすい先輩である︒しょっちゅう国会にも顔
を出しておったから︒そういう関係は︑井出︑松浦を除いてなかっ

蘭河本敏夫について2︵笑わん殿下︶

佐道 このときに︹河本さんが﹈立候補されて︑三木さんが応援し
なさいというところで︑三木派内は︑以後河本さんでまとまろうと
いうのか︑いや︑やはり面魯くないとなるのか︑どうなんでしょう

たでしょうね︒

だから三木さんのものの考え方とか思想信条を受け継いでいない
．とはいいません︑そばにいてあれだけやったんだから︑河本さん自
身も自分の番になったときはそういう話をきちんとしましたけれど
ね︒

か︒

撰藤

ただなんとなく︑ちょっと異様ですね︒

すが︑三木派の揚合はなかったんですか︒

伊藤

海部ちょっと異様だというのは︑初めにちょっとニュアンスがわ
かるように︑それがすべてではないけれど︑重要な部分があったで
はないか︒これは現実と妥協しなければならんということが︑敵治

脱落するほど数がなかったな︒

あのときは︑ 門おやじがそう言うんだからしょうがない︑や

の世界では必要だと思えば︑ああいう役割ができる人が必要だった

海部

そういったら身も蓋もないですけれど︑そうですが︒

海部

んじゃないかな︒

撰藤

そうだが︑

﹁応援に来てもらっても書葉︸つかけてくれないし︑な

もう時代が変わるんだ︒たしかに今ヨまではああいう人も大事だけ
れど﹂という︒さっきちょっと言ったように︑伊藤宗一郎なんかも

だ︒不平不満をぶうぶう言って︑われわれを集めて︑ ﹁ねえ海部鴛︑

ふつう︑そういうことがあると脱落する人もあると思うんで

ろう﹂ということだ︒

伊藤

海部最小派閥だ︒せいぜいその危険があったのは森山欽司ぐらい

その河本さんのプレ⁝ンになるような人は誰なんですか︒

海部 だから︑あまりいないんじゃないですか︒
伊藤 でも派調の長になったら︑周りに入がいなかったら困るんじ
ゃないですか︒

海部 それは自分自身で独自に︑自分の主義主張に合う学者だとか︑
三光汽船の岡庭﹇博︺さんとか︑生え抜きの﹇人を集めた︺︒時の
政権や時の政策に逆らってやるのがとれるんだ︑というから︑少数
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んのためにあんな人を呼ぶんだ︒今度からあんたm難海部氏﹈来て
ちょうだいよ︑褒め称えるから隔とみんなが言う︒そういうやりと
りをして︑その後そういうことになったこともあるけれど︑それは
ある程度派内にあった空気でありまして︑どこにだってあるんじゃ
ないでしょうか︒

たいというようなビジョンがあったんでしょうか︒
海部 結局︑今流に震うと︑国民生活を豊かにすることが政治の要
諦だ︑ということだ︒軍民生活を豊かにするといっても非常に抽象

的だが︑三木さんがあれしたんだろうけれど︑ 門道路一ホ作るにし

お金もこの地域の活力と活性化から初めて出てくるんだから︑要は
景気をよくしなければいけませんよ﹂というようなことを︑それこ

しようというときに︑ 門それにはお金がずいぶん要るけれど︑その

ても︑橋一本通すにしても︑それによって︑その地域の発展に役立
つんだ﹂という︒公共事業積極論者ではなかったけれど︑そういう
言い方をした︒例えば神戸に第蓬髪を作るとか︑神芦港を近代化

﹁笑わん殿下隔というのが海台さんの呼び名ですが︑全然笑わ

俘藤 それはあると思いますね︒大きい派閥だったら︑そういう入
たちが出て︑ほかのところに行ってしまう︒
海部 鐵て行くほど︑三木派は数が大きくなかったということです
よ︒

楠

そ面白くもおかしくもなく︑淡々と大学教授のように説かれるもの
だから︑盛り上がりに欠けるんだな︒

佐道 十兆円の減税なら︑減税した分の財政をどうするのか︑とい
うことが当然出てくるわけですね︒福瞬さんから大平さんに替わる

たということです︒

あの人で際立っ．ていたことは︑予算編成の前になると︑政府がだ
炉たい︑今度は飯得税減税を三男ぐらいやらなければならんとか︑
三二五千億やらなければならんというでしょう︒ ﹇それに対して河
本氏は﹈びっくりするようなことを書うんだ︑ ﹁私は十兆円は︑い
ると思います︒÷兆鰐の減税をやって︑世の中に刺激を与えないと
いけません隔︒だから河本積極財政論というのがあのころから定着
して︑新聞記者がそういうことを言ったり書いたりするようになっ

ことには絵に描いた餅になる︒

佐道 河本さんの財政経済政策というのは︑公共事業をどんどんす
るというものではないということですが︑基本的には景気拡大︑積
極財政論者だったという翻象があるんですが︒
海部積駆財政本位であるけれど︑その積極財政の担い手の第一は︑
中小企業のカをつけること︒その地域地域の企業が活力を持たない

門面白くないのになぜ笑

﹁ な ぜ笑わんのですか﹂と聞くと ︑

ない︑愛想のない入だったそうですね︒
海部

うんですか﹂という︒ 門そう言われたら身も蓋もない︒けれどイメ
ージチェンジをやらなければならないから︑あなた笑いなさいよ﹂
と言ったけれど︑笑い方も上手じゃないんだ︒だから﹁皆さんは
岡笑わん殿下﹄といって︑河本さんの笑った顔を見たことないだろ
うけれど︑今日は砦さんにお冒にかかって︑生涯初めての総裁公選
のお願いをしているんだから︒皆さんが拍手をして聞いてくださる
のは嬉しくないはずがない︑これは笑えるはずだ︒河本先生︑立っ
て笑ってください﹂と書ったら︑立ってまことにぎごちなく笑った︒
それを本当にやったんですよ︒あまりかわいそうだったから︑ ﹁あ
れはやらん方がいいですから隔と言ったら︑ 門いやいいですよ︑あ
れで漏といった︒逆に言うと︑非常に生真面國というのか︑面白く
もないのに笑って︑人をそのことによって籠絡するのはよくないこ
変わった入ですね︒政治家とは思えない︒

とだと思っているんじゃないですか︒
俘藤

で選んだんでしょうが︑と言ったら︑そうだという︒

という流れの中で︑政治の大きな流れは︑今ほどではないにしても︑
行財政改革という問題が出て来ている︒とにかく財政再建というの

海部 政治家とは思えない︒だからどうして︑三木先生︑承知の上
佐道 河本さんはどうしても経済とか財政の詣というイメージがあ
るんですが︑河本さんは︑三木さんが語るような︑こういう蟹にし
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はこの時期からすごく大きな課題になって出て来ますね︒河本さん
は後に行管庁長官とかをされますが︑そういう流れに棟を差すよう

伊藤ちょうどそのころ︑公明・民社・漸自由クラブ・歓畏連とい
う中道四派が結束します︒寒山党と対抗していこうと思うと︑自民
党の中のどこかに︑ちょっと働きかけなければならない︒これは力
学的に書えばそうだと思うんですね︒いちばん狙われそうなところ
はたぶん三木派ではないか︒やはり中道からいろいろお誘いがあっ
たのではなかろうかと思います︒三木さんに直接か︑海部さんあた

な 感 じ で は な いでしょうか︒

海部 そうかな︒本人はちっともそんな自覚も意識もなしに︑儒じ
切って︑ 門それをやらなければいかんから︒減税が誘い水のように
なって︑被会にやる気と元気を与える源になるならば︑経済は繭激

すが︑そんなお話はございませんでしたか︒

りを口説かなければしょうがないのではないかという気がするんで

を受けて蘇っていく︒病は気からというから︑気のほうだけまず治
して︑それからカが出てくる﹂と︑こんなに力を入れてうまく謡さ
ないけれど︒メリハリが利いていないから︑闘いていてもわからん

ういうときに三木さんに︑ 門こういうことを欺待している組もおる
から︑決心しろよ︑とくとよく潤しておくように﹂と言われたこと

海部 あのころは︑佐々木良作とか春日一幸とかね︒特に春ヨ⁝幸
なんかからは︑ 州海部君︑しんみりと話をしょうよ﹂なんて︑とき
どき誘いかけられた︒選挙区も近いし︑一緒によく話も聞いた︒そ

その気だったんでしょうね︒

があったな︒

わけだ︒まことに淡々と︑ニコリともせずに卸す︒
伊藤 それでよく派閥の長になりましたね︒本人はその気だったん
海部
やはり総理総裁をめざすと︒

ですかね︒

伊藤

佐々本良作さんなんかは︑春6さんほどざっくばらんではなかっ

獄耳でバレちゃうんだ︒その裏の話というのは︑バレるのが早いん

海部 それがわかっておるから︑霞が経ってからも︑河本さんは最
後までそういう思いがあったんじゃないですか︒
便藤さっきのお誰だと︑河本さんは自分の会歓からお金を持って
きて︑三木さんに献金するということですね︒今度自分が派閥の長
になったら︑どこからかお金を集めるという才覚はないでしょう︒
海部 そういう才覚は︑結局自分のところに有り余るほどあるから︑
それをちょっと持って来たらできる︑ぐらいに思っておったんじゃ
ないですか︒だから児玉誉士夫とああいう裏の取引をしたり︑ベネ
ズエラの船会社とああいうことをやったり︑それはいろいろなこと

だな︒

︸応は親方になったわけですからね︒

﹁誰かとつなぐから︑誰かと会って話してくれんかな﹂といっ

それくらい伺うと︑なんとなく何かあったなと思いますけれ

あったんだ︑本当にあったんだ︒そういうことがまたすぐ地

あの覚は三木内閣の時にできるんですからね︒

常に頼りにしておった若手グループが造反を起こすわけですからね︒

撰藤 そういうのはどこからバレるんですかね︒隠密がいるんです
ね︒漸自由クラブの人たちというのは前からの知り合いですね︒
海部 前からの知り合いどころか︑半分以上は身内だったわけです
からね︒身内になって︑三木内閣ができるころには︑ある意味で非

海部

どね︒

伊藤

たことが︑ままありましたね︒僕も佐々木良作のところまでは︑当
時は暮夜秘かにおつかいに行ったこともありますから︒

な︑

たけれど︑そういうヤ．︸とで話をした︒そして誰につなぐと言ったか

があった︒それ以上しゃべれませんけれどね︒ずいぶんだくさんの
伊藤
そうです︒

入 と 取 引 が あ った︒
海部

顯車道四重と三木派

傍藤
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海部 だから︑それだけは不本意だから止めてこいというので︑呼
び出して止めたり︑密会をやっている場所まで飛んでいったり︑い
ろいろしたんだ︒結局︑中心人物は河野洋軍だと雷われているけれ
ど︑焚きつけたのは圏規誠︸ではないかと思うな︒その尻馬に乗っ
て︑いろいろ走り回って火をつけて歩いたのが哲多武夫でしょう︒
伊藤 先生は西閥さんとはかなり親しかったんじゃないですか︒
海部 かなり親しいし︑今でも親しいですよ︒脱線していかんけれ
ど︑いずれ出てくるかもしれませんから言いますが︑撫旨趣︻が失
門よかったですね︑総理漏という︒あのころの恨み︑思い

獅と決まったときに︑アズ・スーン・アズに電語をかけてきたのは
西岡で︑
をいちばん持っているのが西翼だ︒

﹁もちろんそうですよ隔と言って

私が﹁西岡君︑総務会長に来て︑手伝ってくれよ︒死ぬかもしれ
んけれど︑井出さんと︸緒だ︒ 巧きわまらばまなごをつむりて隔と
いう心境になれよ臨と言ったら︑

おった︒ここから先は微妙だが︑YKKができた理由は︑翼岡を総
を

﹁海部さん︑露地会を足蹴に

務会長にしたことも一つの大きな原因にあるんですよ︒加藤紘
外したんだからね︒宮澤さんまでが︑

なさるんですか隔という︒ ﹇足蹴なんかにしないよ﹂と需ったら︑
門加藤紘一を総務会長にするならしてくれ︑西岡さんでは宏池会は

困ります﹂という︒ 懲困る函らんよりも︑固有名詞は僕は闘きませ
んから︒三役の推薦は複数でお願いします﹂というようなやりとり
をした︒宮澤さん本人までが官邸まで電話をしてきたぐらいだから︑
相当思い詰めておったんだろうな︒
轡藤 その西岡さんが︑やがて新二三クラブから出て富ますね︒そ
いやあの人は︑自分と派で決めると︑非常に頑固ですからね︒

れを引っ張り出すときには︑多少ご開係なさったんですか︒
海部
傍藤

はい︑いろいろありました︒

出 る と きに︑ですね︒

それ以上のことは申しあげたくないけれど︑いろいろ話はしました︒
海部

僧藤．いや︑新自由クラブを畠るときですね︒

海部

解藤

海部

あの人は何でも思いついたら電誰をしてくる︒単独でしか電

あれは単独で出たんですね︒

そうですよ︒

俘藤

電話です︒その加藤紘一が﹇議員辞職したとき﹈︑ ﹁これで

電池ですか︒

話をしてこないです︒

海部

よかったですね︒ちょっと遅かった﹂とか言った︒ただあの晩は︑
恨みは深し︑ですね︒

西岡は満ち足りた気持ちの声で電話をしてきたことは目違いないな︒
俘藤

海部 恨みは深し︑ですよ︒だからYKKといって︑小泉なんてY
KKのKのナンバー2のほうだったからね︒だから西岡に論わせれ

ば︑いちばん悪いのは加藤紘一だと思っているから︒
轡藤 薪白浅クラブの中でも西岡さんとはいいんでしょうが︑河野

さんとか山川さんとはあまりおつき合いはないんですか︒

海部 僕は曝斜とは同年兵ですから︑いろいろなところでおつき合
いがあるし︑三木さんのところにもちょこちょこ来ていましたから︑
おつき合いはあるんです︒それからもう⁝つ︑田弼誠一というのは
社労委員長になったことがありますね︒僕は彼が︑浜照幸一に国対
でひどい冒に言わされようとしたときに︑ちょっと中に入って助け

てやったことがある︒それぐらいの仲です︒その後はこちらの期待

進歩党とかをつくったんですね︒

全然︑．動きませんでしたね︒自昆党にも戻らなかったですか

通りは動きませんでしたけれどね︒
拶藤
らね︒

海部

薪進党で一緒になられたんじゃないですか︒
なりません︒

楠

海部

あの人は進歩党︑進歩党︑進歩党ですから︒

西岡さんとは新進党で一緒になりましたね︒

鴻業
楠

海部 西岡とは︑萩進党でまた︸緒になった︒
極藤 新良由クラブとの関係はそうでしょうし︑さっきおっしゃつ
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た民社党との関係はそうでしょうが︑公明はどうですか︒
海部 三二党は︑あそこもまた懐の深い政党で︑いろいろな出会い
がありますがA本当に本心がわかりません︒よく新宿のほうに行く
と︑ 文字の漢字の名前のバー︑クラブがありますよ︒そこは全部
筒抜けだと思って間違いないね︒
伊藤 そういうところでしゃべると危ないんですね︒社民連は何か
関 係 が あ り ま したか︒

海部社罠連は田英央に︑いろいろなところで刺激を受けたり︑激
励されたりした︒田に露わせると︑僕が総理になる直前にその情報
を僕のところに持ってきて門教えたとおり︑当たったろう隔という
けれど︑あの人に教わった覚えがないんだ︒だからそういう︑とこ
とんのところまでは覚えがないが︑そんなころ︑よくレストランが

海部

亜流だと雷いますから︒

伊藤 あれはいつ裏切るかわからないと思って見ているんですね︒
海部
﹁どっちが裏切りだ﹂と言って︑僕はよく喧嘩したんですね︒
だって村由を幽いだのは裏切りの最たるものではないかと露って︒
伊藤 いや︑それはそうですね︵笑い︶︒
海部 それはそうですよ︒今屡は﹁登霞社会研究会﹂の二十五周年

寵念曄だったんです︒朝集まって︑みんなで例の朝食会をやって︑

それはどういう研究会ですか︒

そのころの話をぼそぼそしてきたんです︒
俘藤
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海部 自由社会研究会といって︑自溝転輪を盛り立てていこうとい
う研究会で︑今から二十五年前にできたんです︒
伊藤 どういう顔ぶれなんですか︒
漢部 政治家では︑当時から暫下︑安倍﹇晋太郎﹈︑中州一郎︑や
や至らないが海部俊樹︒僕もスターティングメンバーです︒それか

ら財界のほうは︑盛国昭夫︑豊繊章一郎︒

佐道すごいメンバ⁝ですね︒
海部 毎月やっているんです︒学者も入っているんです︒初めて聞

きましたか︒新聞にもあのころよく出たじゃないですか︒

ただ︑今霞も大笑いしたんだけれど︑当時の新闘で⁝門今朝の

﹁自滋社会研究会﹂で配付された︑当時の漸聞記事のコピーを持っ
てくるように秘書に依頼婦︒

それは発会の時の紀聞記事ですか︒

そう︑誰が︑ということが全部出ている︒三塚博とか︒
それは自民党ですね︒
自民党中心でできたんです︒

申心といっても︑今のお話ではそれしかいないじゃないです

自由社会を守ろうと言うんだから︒
畏社も入っていませんね︒

蔑社は入っていません︒入れようかと言ったんだけれど︑

入

一緒になりました︒彼は孫を連れたり娘を連れて夕食に来ていた︒
やっていることは苔の金持ちと岡じことですよ︒ゴルフ場をいくつ
名 家 の 人ですからね︒

持っているとかね︒シングルプレイヤ⁝でありますしね︒
俘藤

海部 名家だ︒そして名家だというだけではなしに︑いろいろなこ
とがある︒

隣由盗由田結瓢ム五帽鱗励恥ム至

便藤 そうすると中道源派とは︑いろいろなご関係があったわけで
すね︒

海部 いろいろなところで関係があるわけです︒というのは︑もと
もと三木さんが︑匿民協同党だからでしょう︒だから三つ子の魂百
までで︑大きいだけがいいことではない︒正論をきちんと述べられ
る中道少数政党から三木さんはスタートしているわけだから︒
伊藤 そうですね︒だから自民覚の主流派から言わせると︑三木派
というのは自艮覚のちょっと外側だと︒

海俘海か伊海伊海伊
部藤部。藤部藤部藤

れませんでした︒

楠 話はちょっと変わりますが︑このあいだ斎会便覧を見ていて気
がついたんですが︑先生よりも屡政に早く出た方は三人しかいない
んですね︒

海部 そうそう︑中蓄根康弘と︒
楠 中曹根︑山中貞則︑それから参議院から幽ってきましたが宮澤
さんですね︒衆議院議員としては先生のほうが上です︒五五年体制
に入って先生は最初の当選組なんですね︒聖君党ができてから最初

ですね︒その三人は自民党ができる前からの人ですね︒与野党を通
じて︑先生は上から三番屋ですね︒
海部 ある意味では三番國︑ある意味では四番環︒けれども︑昨臼
もサッカーの決勝戦に行ったら︑あの二人も来るわ︑宮澤さんも中
瞥根さんも︒来るけれど︑面白くもおかしくもない顔をして︑沈思
﹁先生︑心情的にどっちを応援しているん

﹁それはうまい方を応援していますよ﹂と︑これ

黙考して見ているね︒
だ扁と闘いたら︑

も当たり障りのない返事だな︒おれはドイツを応援しているんだと
それはドイツ友好協会の会長ですからね︒

旗 幟 鮮 瞬 だ け れどね︒

楠

海部 会長だ︒今日もラオさんが来ているから︑ラオさんに会うわ
けだ︒脱線はそのぐらいにしよう︒

鰹三木派とマスコミ

実際にはこのあと︑遡牽屡間抗争でそういう可能性が出てくる

なりますよ︒

楠

わけですね︒だからそれが伏線になってくるわけですね︒

轡藤 もともと三木内閣ができたときだって︑三本さんが向こうに
行くんじゃないかという風言があって一︒
楠 その封じ込めのために一︒

伊藤 ということが言われていますが︑あれはそうなんでしょう︒
海部 と︑僕らも露骨に欝われたことがあります︒
楠 ということは︑出るかもしれないというのは一つのカの源泉に
なったとも考えられますよね︒少数派閥として︒
海部 出て行けば︑それで政局になるという恐怖感を持ったわけだ
から︒

いる︒

伊藤 そうですね︒少数とはいえ︑ ﹇出て行ったら﹈倍数だけ変わ
りますからね︒与野党逆転ですね︒やはり先生だけではなくて︑か
なりいろいろなところで︑いろいろな線で止し合いがあったという
ことでしょうね︒三木さんご自身も︑いろいろな方とお話になって

海部 三木さん自身もずいぶんいろいろな方と話をしたはずです︒
申に入ったのは︑政治家以外の財界のお使い役もおったし︑マスロ

番近いジ

ミ関係者の中にもおりましたし︑ 一需では言い表せないようないろ
いろなしがらみもありました︒

マスコミといって思い出しましたが︑三木さんと
ャ⁝ナリストは誰ですか︒

伊藤

いうのはしょっちゅう出入りしておりましたね︒

どこまで気を許しておるかわからんけれど︑箪沢頼重なんて

便藤 やはりいざという場合には︑中道の中に加わるという可能性

海部
も全然否定していたわけではないんですか︒

海部 いや︑中道というものがあることも必要だということを︑本

先生のいちばん親しい︑といっても今もあるからまずいかも

と思って︑いましたからね︒

伊藤海部さんご自身はどうですか︒
海部 僕は平沢さんはあまり信爾しないんだよ︒あれは二島返還論
をもっておった男だから︒僕はあのころから四島でなければ駄圏だ

気になって三木さんは考えていたわけだ︒私もそういうことを朝か
ら晩まで考えながら行動しておると︑それは必要だな︑という気に

俘藤
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しれませんが︑総理時代とか︑その前にずっとある程度心を許せる
記 者 は お り ま したか︒

海部 僕の場合は衷だ若い記者だもの︒総理になったといっても︑
あんなころ︑島田萩聞にいる共上君とか︑中日新聞の佐久閣鴛とか︑
官房副長富のころからの海部付きの番記者が朝な夕な来ておったで
しょう︒そういう連中には︑こっちも心を許しているから︒それが

ておるように︒意外に︑おやつと思うことは︑僕は総理外遊という
のをたくさんやりましたが︑あのとき岡行ずる記者団というのは︑
環地の懇談をしたり︑機申懇談をしたりしますが︑それだけで終わ
らずに︑終わってから会を作って︑もう︻圏騒を聞きたいとか︑な
んとかだといって︑いまでも門俊樹の会﹂なんていうのがある︒当
時の外務省の秘書官が出世して︑いまイギリスの大使をやっていま
す︒そういうのがたまに燥ってくると︑それらを集める︒ただ︑あ

まり前向きな誘にはなりませんな︒思い出語が中心になってしまう

海部

伊藤

はい︒

やや思い出になってしまうわけですね︒

が︑懐かしいですよ︒

成するにはどうやって実があるかということを語ってくれる入とい
うのは稀少倒値ではないですか︒
俘藤 新聞記者というのはある意味では情報源でもあるし︑場合に

●元署法制化問鍾

各党へ行き︑各国へ行き︑いろいろな謡を集めては持って来てくれ
る︒ある意味では︑誰しも持っている便利塵というのかな︒ただた
だ便利だけではない︑心配して話を聞いたり︑自分の思想信条を達

よっては自分のある目的を実環するための協力者でもある︒いろい
ろ な 側 面 が あるわけですね︒
そうです︒

海部

伊藤 突然ですが︑元号の法制化問題というのは︑先生ご自身が関
与なさったということではないですか︒
海部 僕畠身が介入したというこ乏はありませんが︑当時のことで
︒

すが

海部

海部俊樹先生は︑三木派代忌みたいなものですかね︒

﹇自暴社会研究会の瓢聞切り抜きのコピー︵昭和五十二年八四十八

のつき合いは大事にしているわけでしょう︒
海部 また大事にしておいた方が︑いろいろ自分の知らないことや
視騨に入らないことや︑射程距離の違う世界のことを的確に誰して

三木派から︑というようなことでした︒

轡藤 でもこれは使い方を間違えると大変なことになりますね︒萩
聞記者嗣士の山勘もあるでしょうし︒
そこは最後は︑個人と佃人の儒頼関係になってくるから︒
伊藤 でもだいたい政湊家というのは︑そういうふうに新聞記者と

海部

くれる︒

石原慎太郎もいますね︒二十五年前というと一︒

ヨ付・朝日新聞朝刊など︶が届けられる﹈

俳藤 逆に言えば︑新聞詑者のほうだって相手を選びますよね︒こ

伊藤

昭和五十二︵一九七七︶年ですね︒

そう︑各派から出せということで︑霞中派から︑安倍派から︑

理事長が盛畷さんじゃないですか︒これはすごい顔ぶれだな︒

こへ来ても情報がないと思えば来ない︒やはり副長官であったとい

俊道

これはいま聞いている話よりもっと前ですね︒それで元号問

零下

うことは︑非常に大きいことですね︒

俘藤

つの

題ですが︒

海部 それはそうだと思います︒私にとっては︑大変大きな
政治的な財産になったと思いますね︒

海部

元暑は︑とにかくやれという強いグループと︑反対というグ

撰藤 そこからの今一寵者とのつき合いは非常に大事なわけですね︒
海部 そうです︒もちろんそうだと思います︒それから今でも続い
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⁝○國体が集まったとか︑一二

団体

ループに二つに分かれて︑それぞれ院外で国民大会をやったり︑決
議をしたりした︒党内ではほとんどが︑やれ︑ということでしたね︒
やるなということをしきりに言った人はいないんじゃないですか︒
俘藤 じゃあ特に二三になったということではないんですね︒
海部 特に政治的問題になったとは思いませんが︑院内がやかまし
かったということですよ︒一
が集まったとかね︒

俘藤 まあ︑翅体の数なんていくらでもできますからね︒
海部 そして元号法綱化復活賛成という人はどちらかというと右寄

りの人で︑日教組とかああいうところが反対で︑翻家統制につなが
るとか︑またいつものような白か黒かというパターンに分かれてお
ったことは間違いありません︒僕は個人として命をかけてどっちか
伊藤
そうです︒

法制化できれば︑それでいいじゃないの︑ということですか︒

になれというようなことには︑二時は思っておりませんでした︒
海部

防衛問題に行きましょう︒

ロ有事法糊の問題
俘藤

佐道 三木内腿でヨ米防衛協力を坂戸﹇道太扁防衛庁長官の時に約
束されて︑それがどんどん進んでいって︑ 九七八年に﹁日米防衛
協力の捲針﹂が橿霞内閣でできるんですが︑その﹁方で︑来栖﹇弘
臣﹈統幕議長の発言とかいろいろなことがあって︑有事法潤間題が
ワッと議論になりました︒そして福国さんの時に有事法制化の検討
をするという認がありました︒↓方で︑幹事長だった大平さんが︑

そんな必要はないんじゃないか︑と言ってみたり︑もちろんジャー
ナリズムは︑いまよりももっと反対でした︒それで党内で有事二七
をどうするかという議論が結構あったかと思いますが︑これは三木
派の立場で︑先生はどういうふうに対処されていましたか︒

海部 あの問題はいつも︑露っては悪いが福留派が中心なんだな︒
火元はそうだ︒そこに︑よそから助太刀に来るのが罠社党なんだ︒
そして疋田先生に︑昆社党の中には永末英一なんていう筋金入りの
軍人上がりがおって︑ああいうことは何でもやらなければいかんと

﹁ヨ本防衛のために一番有効なのは小型核兵器を持って備

いう︒僕が聞いた話で︑ ﹁永宋︑それだけは謡い過ぎだよ﹂と言っ
たのは︑

︑兄ることだ︒いかに大砲を海岸に戴べておっても︑そんなものでは

門おまえは

とてもじゃないが防ぎ切れるものではない︒沖を埋め尽くした輸送
船団でも︑本土に爆撃に来る大編隊でも︑そこに小型核兵器をぶち

込めば︑その破壊力は相当なものだ﹂と言ったからだ︒

真面目か﹂というと︑ ﹁真面翼だ︒おれは海軍大尉だ︒そういう実

戦的経験から言って小型核兵器は重刷防衛のためには必要なんだ︒

侵略に使︑兄と言っているのではない︑専守防衛から雷っても︑これ
ほど効果のある兵器はないんだ﹂と言われて︑いろいろな資料を読
んだり︑人の誕を聞いたりしたこともありましたね︒
傍藤 三木派が防衛政策について弗常に消極的であったというわけ
でも必ずしもないでしょうが︑どちらかというとハト派だと言われ

ていますね︒ただ︑三木さん自身は︑かなり防衛問題は真剣に考え

あの人は考えていましたし︑よく人を呼んで話も闘いていま

ておられたのではないかな︑という気がするんですが︒

海部

したね︒

伊藤 どういう人の話を聞くんですか︒
海部 当時国会では︑なんというか︑武官は国会議事堂の中にも出
入りさせる︒このごろようやく委員会にも出て来られるようになっ

たということですね︒だから⁝二木さんの話を闘こうというときには︑

南平台の自宅で夕飯を食いながら詣をするから︑そこで闘こうとい

それは自衛官に聞くんですか︒

うことです︒

山王

海部自衛官に︒誰か︑三木さんのところに行って教育して来い︑

とその自衛官に言うやつがおったのかもしれない︒
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画塾 三木派の中で紡衛問題にかなり熱心だった方はどういう方で
すか︒

海部 毛利松平︒あれは満州開拓の国粋主義者ですからね︒
在々 たぶん海部先生はハト派ですね︒有事法制などはどうでもよ

には降伏すればいいんだ隔という︒ ﹁なぜだ﹂と言ったら︑
したら廠を流さなくても済む﹂と言ったな︒

﹁そう

俘藤 そんなことはないんですけれどね︒
海部 人問社会には︑盈を流さなければならないこと︑それでも守
らなければならん大義というものがあるはずだ︒もうちょっと考え

て︑あなたのお子さんなりあなたの奥さんなりあなたなりが︑何も

ろしいということであったかどうかはわかりませんが︒
海部

有事法制のことは︑僕はやらなければいけませんといった︒

その時になって何もないから大変だ︑と言ってはおれないじゃない
か︒

飽に頼むことができないところで︑殺されるか犯されるというとき
には︑あなたはこれに対して立ち向かわないですか︑手をあげて負
けてしまうんですか︑というような素朴な疑問を感じたことがあり

侮もないから︑何でもできるんですよ︵笑い︶︒

伊藤

俘藤

知らない︒

艮もそうであろうという期待がある︒だから手をあげると答えると
思うんですよ︒手をあげたら︑こっちさ来いといって連れて行って︑
すぐにひどい難に遭うことを想定しないんだ︒
伊藤 それでも戦うよりはいいです︑という︒もう先に言う四葉を

たら︑かなりの人たちが︑そうです︑手をあげます︑という︒
海部 そのとき︑私自身の善意を儒じるように︑脅饗している入の
善意も儀じるから︑手さえあげれば︑いまここも平心で収まる︑明

そういうことを︑自分が亜細猛大学にいるときに学生に覆い

ますな︒

海部 そこまで無責任でもなかったな︒
佐道 この題題のときには︑あえて議論に加わらず︑ということだ
あえて議論するほど逼迫する問題が起こっておらんでしょう︒

ったんでしょうか︒

海部

むしろそれよりも︑足下に火がついているようなことをずいぶん背
負わされておったから︒国会対策の問題とか︑会期末の問題とか︑
よその党とのつき合いだとかいろいろありますから︑そんな︑大事
なことではあるけれど︑悠久の未来に向かって︒
伊藤 今日来る途中で議員会館の菌を通ったら︑ ﹁有事法鰯反対漏
門戦争はもういやだ﹂とかいうプラカ⁝ドを持って座り込んでいる

人たちが侮人かいましたので︑有事法制も長いことだな︑と思いま
佐這

がいないから︑そんな大戦争はない代わりに︑ちょこちょこした武

楠 この時代と今とは違いますよね︒この時代はまだソ連が健在の
時代で︑もし戦争になったら︑核戦争になる時代ですね︒今はソ連

海部 これを利用して︑自分たちの組織作りをやろうと思っている

力衝突が起きる可能性が逆にありますね︒ですから︑いまの方が有
事法制は求められているんじゃないかなと思うんですけれどね︒こ

した︒

人がおるから︒あの連中にも逆に聞いてみたいことは︑さあとなっ

のときに民社党から来夏さんが立候補していますよね︒

本 当 ですよね︒

たときに︑あんたどうするんだ︑ということだ︒

伊藤

やはり罠社が熱心なんですね︒

伊藤

だから降伏するんですよ︒

海部 いや︑降伏するんだと需ったら︑そんなやつは今から死んじ
まえ︑ということになる︒その時は抵抗しないで︑意見も吐かずに
降伏しては駄目じゃないか︒むかしロンドン大学に行っておる森嶋
﹁やられていかんとき

海部 あれは晟社覚の中にある一部の勢力︒例えばさっきちょっと
触れたように︑永來英︸ひとりだけではなくて︑翌々党というのは．
大内啓吾もそうである︒湾岸戦争の時も︑そこまで言っていいのか
と思うぐらい︑頑張れ︑しっかりやれと激励に来たのがそういう連
﹇ 通 夫 ﹈ 教 授とそういう議論をしたんで す ︒
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中だ︒そうすると︑民社党のものの考え方︑流れるものは個人の来
栖さんの突発的な発想ではなくて︑そういったものを許容する雰翻
気があったんじゃないかと思いますね︒
俘藤 同じ中道といって中道を指向しても︑甕社のそういうメンタ

来て領有権を主張したり︑郵小平の鶴の一声で引き揚げたりという
ことがありました︒中国間題は必ず裏腹に台湾をどうするのかとい
う問題があって︑福瞬さんのお膝発の福曖派霞体が台湾とのパイプ

が一番あったわけです︒中国とは羽交正常化をしているわけですが︑
さらに平掬友妊条約を結んで︑対ソ連︑対台湾という大きな競題を
どうするのかというのがいろいろ議論になったと思うんです︒たし

だ い ぶ 違いますね︒

リ テ ィ は だ い ぶ違うんですね︒
海部

かにお隣ですから仲良くしなければいけないんだけれど︑罪鴬に扱
いが難しい中国と︑どうしていくのか︑そのへんはどういうふうに
お考えでしたか︒

瓢臼申平和条約問題1︵覇権問題と台湾聞題︶
重藤 その詣はそれとして︑この福田内閣の時に一番大きな外交上
の問題は霞中平和友好条約の調印です︒このときに覇権問題という
ことで非常にもめるわけですね︒こういう問題について︑先生は侮
か ご 記 憶 は ご ざいますか︒

海部 今年の二月に︑艮中蟹交正常化三十周年記念で︑党対党の交
流で行きました︒向こうに行くと︑中連部の部長が最初に会って︑
形式的な挨拶をして︑なんのために今度はお土産を期待しています
か︑というようなことをやるわけですね︒中連部長との最初の議論
が終わったら︑ヨ程に全然入っていなかったのに︑ ﹁大陵との闘係
を台湾がどう考えているかという両岸関係の委員会の委員長を閣僚

級にかさ上げしました︒予定外だけれど︑それとお話し願えます
か隔と言うから︑ ﹁誰とでも会って話をするから︑呼んで来い︸と

海部 大きな議論をしたら︑全体として隣の国と仲喪くしょうとい
う単純な話ですから︑それに対しては︑いけないとは言い切れない︒
だから箪和友齊条約というのは︑全体として平頼を作り上げていく
んだからいいではないか︑となるんですね︒ただ中翻のとってきた

国だと雷っておるんだから︑．それは二つの中国だとβ本から言うの

そうしたら︑ ﹁⁝国⁝⁝制度とおっしゃるけれど︑最初の⁝国が肝
心で︑一国の原則さえ守ってくれれば︑二舗⁝度はさらに拡大しまし
ょう︒それは台湾が台湾国防軍を持ってもいいし﹂とかいうんだ︒

大したものを考えたらどうだ鳳といった︒

湾が忌んで健うことができるような︸国気嚢度をもっと今日的に拡

は越旛でもある︒けれども︑それを素直にあなたの方はとりいれる
ような翻ではない︒僕に何を言ってもいいといって聞くのなら︑台

それで︑ ﹁台湾問題についての目本の基本的な考えはどうです
か﹂と号惑うから︑ ﹁これは中国が中国の領土だと欝って︑︸つの中

いったら連れてきた︒

態度とか︑起こる細かいいちいちの問題については︑ああでもない︑
こうでもないと︑言いたいことがあったことも事実です︒
伊藤 この覇権問題というのは︑ソ連を覇権国家だ︑あれを許すな︑
ということが条約慮体の中に入ってくるということですから︑非常
に 厄 介 な 闇 題 でしたね︒

海部 ソ連自体が︑今罎と違って︑世界を二分した一方の武力を持
った雄でもある︒だからソ連の覇権が相当な脅威を与えていたこと
も關違いありません︒けれど中薗はそれに対してもいろいろ言った
し︑三木さん濤身も覇権は駄目だということはきちんと言っており
ましたから︑そのことは向こうにもきちんと讐ってあるんじゃない
でしょうか︒

佐道 この交渉の時に︑尖閣列島のところに中国の大漁船団が突然

﹁けれどもそんなことよりも︑あなたのところは一つの中麗は認
めないというけれど︑それを認めうというと︑こんにちの台湾では
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それを認めるような雰囲気ではないよ︒そうするとどうするかと量
えば︑例えば霞本でわれわれがやっているような︑軟式テニス︑ソ
フトテニスがある︒おれはアジアの会長もやっているけれど︑そこ
は中国の大陸も二二も︸緒に︑問じ会場に参加してくるんだ︒そこ
でがちゃがちゃ言っても駄目だから︑ 事様にここでプレイしなさ
い︒その代わり㎝つ約束をしよう︑演奏する国歌は違う﹄︑それで
今霞までやってきたんですね︒この問題は掌を返したように︑いま
ここであなたと初対薦だから︑そういう制度ができておれが部長だ
と言ったのは︑そんなことは初対面の人に︑そんなに奥深い哲学的

門郵小

な話を結論が出るまでできるわけないから︑簡単に言うけれど︑僕
は台湾問題の解決のためには罫小平先生がお隠れになったことがま
こ と に 残 念 でならん﹂と言った︒
そうしたら﹁どういうことですか︑それは﹂というから︑

平先生がいまここにおったら︑あの人は﹃子々孫々︑子供の代に片
づかなければ孫の代になれば︑いい知恵が出て海部さん︑片が付く
から心配するな﹄と言った入だ︒だからその後︑僕は揮毫を頼まれ
ると︑ときどき﹃中艮友貯子々孫々﹄と書くんだ︒その視野の中に
は︑台湾闇題もやがてはこの方法で片づくよ︑あの難しかった香港
だって片づいたじゃないか︒サッチャーさんがあれほどキーキ上覆
つたのは︑ちょうどいまから五年前の返還式の式場で︑申国の博儀
さんときゃんきゃんやり合って合意できなかった問題が︑いまは両
方ともそれで牧まっておるじゃないか︒台湾闘題はその逆で︑あま
りあわてていまここで〜つの中国にするんだ︑それでなければみん
な間違いであったなんて言わない︒だからもっと長い目盛りで見て︑

郵小平さんのように︑子々孫々になれば︑だんだんいい知恵もを贔
すのも鐵てくる︒ここまで来たらこれ以上のことは詰めても駄霞だ
というようなことも残る︒あるいはお互いの国内の事情が変わって
きて︑この方がもっとメリットがあるではないか︑ということにな
るかもしれない︒ヨ⁝ロソバなどは非鴬に現実的だから︑フランス
とドイツがオ⁝デル・ナイ二線を巡っていろいろ議論をしても何を

やっても︑ドイツの知恵は︑一緒になっていったほうがメリットが
あるんだということで今日までやってきたわけでしょう︒台湾と中
国も︑香港が片づき︑虞題が片づいたら︑これだけじゃないか︑残
っているのか︒どうしてそれをせっかちに︑いまここで決めうなん

﹁はあ﹂といって闘い

て︑初対面のおれに聞くのか︒いま掌を返せといわれても︑それ億
無理だ︒そこは大入物野土が腹を割って話をして︑もしここに郵小
平さんがいたら︑どう思うだろうか︑子々孫々にわたって考えれば

いいんだとおっしゃるよ﹂と言った︒
わかったようなわからんような顔をして︑

ておった︒合意したとは言わんけれど︑ ﹁おれはしつこいから︑ま
た今度来たらこのことを言うから一といったんだ︒ ﹁どうぞ﹂とい
う︒それでまた呼ばれるんです︒このあいだ呼ばれて︑藩陽に行っ

たんだ︒溜陽は清朝時代のあの地域の古都だ︒そこに行って︑古都
なんとか展を見せてもらったあとで︑まさかあんなことになるとは

思わなかったけれどね︒銃撃戦になるとは思わなかった︒
俘藤 台湾問題は︑この時点からそういう考え方はずっと一貫して
いるということですね︒

海部 その時点からずっとそうで︑焦ってはいけない︒すぐに掌を
返したように︑じゃあ二つがいいとか︑三つがいいとか︑一つがい

軟式テニスの場合は︑圏歌は両方やるんですか︒

いとか﹇言ってはいかん︸︒

廻縁

海部 台湾の国歌はやりません︒中圏の国歌ひとつだ︒そして台湾
は︑国といわないで地域という︒それでやります︒それしかしょう

がない︒零しかったらやっつけろ︑試合で勝て︒中国大陸を前に置

やっつけうとおっしゃったから︑戦争でもしろということか

いて︑こてんばんにやっつけろ︒

佐道

いや︑実力でテニスをやってハ対等に戦えるのがおるんだ︒

とハ笑い︶︒

海部

それはスポ⁝ツだもの︑戦争じゃないもの︒
佐道 実際はどうなんですか︑軟式テニスはどっちが強いんですか︒
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海部 奮湾がまだ強いですね︒でもそのうちに三寿が強くなるでし
ょうね︒

俘藤
サ ッ カーは駄目だ︒

まだサッカーは惨めだけれどね︒

平和友好条約の問題は

撰藤 母数が違いますからね︒
海部 中国の方が数が多いからね︒ああやって強制的に教えればそ

海部

あれも劔年か経てばわかりませんね︒

うなるだろうな︒

便藤
そんなところでよろしいかと思いますが︒

圏日申平和条約問題2︵靖国問題︶
海部 ただ平秘友好条約を片付けるためには︑もう︸つ大変厄介な
問題がある︒靖蟹問題だけはきちんと解決しないと片が付きません
よ︒この二月に行ってきたときも︑みんなかわるがわる欝つたこと
は︑この靖国問題は許されないということだから︑おれは﹁許され
ないなんて言わずに︑そこは大きな目で見て︑許さなければいかん

僕は分鵜だ︒ところが分隠しろというと︑東条さんの奥さん︑

先生は︑どうしたらよろしいと思われるんですか︒

じ ゃ な い か 漏といった︒

楠
海部
撰藤

しかし︑あれを合配したときは︑国民の意志を問いましたか︒

そ れ は そうだ︒

未亡人が分祀はできません︑と言ってきた︒
海都
轡藤

いや︑問わないで一緒にしたんだから︑．問わないで分けたほ

じゃあ分けるときは問うんですか︒

問 う て い な い ですよ︒

海部

うが︑波静かにうまくいくんだと︒いまもちろん︑それはいかんと
いう反対論が猛烈に出て来ていますよ︒だからいまここで国論を二
つに割る必要はないとおっしゃるかもしれませんが⁝1︒

伊藤

僕はそう思います︒中華の言うことに従ってヨ本国内の国論

が二つにわれるような議論をやるべきではないと思うんですね︒

それは申国との関係ではなくて一︒

いや︑これは中国との関係ですよ︒

そうかな︒中国だけですかね︒

だけだと思いますよ︒

だから︑おまえはどうするんだと言うから︑ 中蟹に行って︑
僕は海部内閣の時に初めから八月十五日という日に戦没者慰霊の臼

というのをわざわざ書いて屡がつくって︑それを武道館に報知して︑

そこに全国の遺族の代表も来てもらって︑天皇皇鷹も来てもらって︑
外交団も来てもらって︑みなそこで遺族に対して礼を尽くすんだか
ら︑僕はあのやり方が一番いいと思うんだ︒別に新たに神祉をつく

ってどうのこうの書わんけれど︑中国がこちらが言いもしないのに︑
﹁合零したるところに行って額ずくのは聞違いだ︑許せない︑小泉

はまた行った鳳なんて号口い出すでしょう︒

去年の中国の会議の時に︑習本の大使をやっておって︑よく欝本
の箋情を知っているはずの揚振亜大使がきておって︑会場の中から

幾言を求めて︑あの一点がいけないという︒おれは一群振亜先生︑
あんたは日本の大使で玉本のこともよく知っておるし︑私とも話を
し︑またいろいろなことで協力もしてくれたけれど︑どうしたらい

いと思っているんだ︑あんたは隔といったら︑ ﹁戦犯が祀ってある
ところへ行かなければいいんだ隔という︒調べると︑肥るときに醤

会決議も侮もしていませんし︑選挙に問うたこともありません︒何
もしてないんです︒合祀しましたよ︑という内閣の布告も出してい

でも先生︑靖贋神社は国とはなんの関係もない︒

ないんです︒

楠

海部 なくなつちゃっているんです︒
楠 宗教法人ですから︑合祀するも分域するも︑それは政拾と三月

それはそうだけれど︑その理屈は日本の国内に向かって通用

ないところで行なわれるわけですね︒

海部
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それはないと思いますね︒中期だけ◎やないですか︒

する理屈なんだ︒中羅も韓翻もアジア透隣諸国も影響するんだな︒
俣藤

海部 僕はそう思う︒だからそういった雑音︑周辺面心の過剃な取
り越し苦労は一切やめてもらったほうが︑今後いろいろな詣をして
いくのに具合がいいということになるんじゃないですか︒
伊藤 今までだっていろいろなことがありまずけれど︑それだけで
済む問題ではなくて︑次は教科書問題だし︑次は侮問題だと︑これ

はODAが続く限りあるんです︒
海部 僕はODAもやめろ︑と言っているんですよ︒
揮藤 ODAを減らすと言うと︑その問題が必ず出てくるんですか
ら︒

政治問題化しているんですね︒

海部 皮になる︒だいたいそんな方針で︑受領までは認めた︒たし
かあのときは玉億溝とか侮とかの受領は認めたんです︑翻会で︒た
だそれはこういうわけで︑講託を受けたのではない︑というところ
だけはきちんと守っておったんですけれどね︒
伊藤 もっとも時効になったんですね︒松野さんとしてはあれで政

治生命を失うということになるわけですね︒

結果としてそうなりましたね︒

ただ松野さんは︑三木派とはかなり近かったんでしょうね︒
かなり近かったですね︒
本当は福田派でしょう︒
はい︒

そういう蕩園派で三木派に返いというのは︑福田派からは敵
の陣営に行ったみたいな感じで晃られていたんですかね︒
海部 そして三木さんは︑松野さんを初めは幹事長にしょうと思っ

楠

回松野頼乱民とグラマン問題

たんですね︒ところがそれを︑福田さんが駄目だといったんですね︒
それでそこからあとの細かいことは︑裏でどんな取引があったか知

らいですが︑グラマン闘題で︑松野﹇頼三﹈さんが引っかかって︑

つがおったけれど︑

﹁前尾︑よくないこと書わんでください︑来て

て︑ ﹁内見先生︑すぐ来てください﹂と言った︒そうしたらほかの
入は︑そんな行かなくてもいいよという顔をしたり言ったりしたや

あのときもおれが︑内田さんを連れに行ったんだ︒宏池会まで行っ

りませんが︑とにかくそれで︑松野さんの心は寒々としたものにな
った︒それで内国常雄さんという人が門幹事長に﹈なったんですね︒

拶藤ちょっとこの問題はまたあとで話しましょう︒あと十五分ぐ
それでどこまでどうなのかということがよくわからないんですが︑
とにかく松賢さんが国会議員を辞めなければならないというところ
まで追い詰められるわけですね︒松野さんは三木派ではございませ
んが︑三本内閣を支える重要な柱だったわけです︒先生もだいぶお
近しかったのだろうと思いますが︑このときの．状況というのは︑い
ったいどういうことだったんでしょうか︒

ください﹂といって連れて行って︑何ヨか何時問か遅れて内賑幹事
長が三木総理と会ってOKをとったという場がありましたが︑それ

んな赤っ恥をかいたわけですね︒

海部 松野さん自身は︑非常に開けっぴろげに環実的なことを随う

だけど三木さんにはよく尽くしたんじゃないですか︒

までは松野さんがなるつもりでおったんです︒新聞記者にもだいぶ

人だから︑三木さんに語をしたときも︑誰かがあのときはかぶって
やらなければ︑私ですと書うのがいなければ︑全部上まであげたの
では︑感心できる讃ではなくなってしまう︒本当に全部切られちゃ

俘藤

そうですよ︒よくやってくれました︒

そういうことが伝わっておったから︑松野さんにしてみればたいへ

う︒だから皮を切らして︑それで辞めなければならないと︒

海部

それで﹇松野さんは﹈ご臨分が皮になる︒

やっぱり膝をさすられた話を伺いましたが︒

轡藤

偶藤
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海部 松野さんから？

げるものは防がなければならん﹂という︒松野さんはそういうとこ

ろがありましたね︒ ﹁おれが知っていることをみなしゃべったら︑

はい︒

伊藤

れたことがあったから︒

俣藤 やっぱり松野さんの男気みたいなところですかね︒
海部 ありましたね︒それはやはり熊本県人だというところに︑い

それは吹っ飛んじゃうよ︑内閣は隔というきわどいセリフまで副わ

海部 それからもう一つは︑三木さんは首脳会談の時も︑松野さん
を連れて行こうとしたんです︒そうしたら︑誰からか知らないが横
槍が入って︑松野さんは俺を呼んで︑ ﹁やっぱりね︑僕が行くと具
合悪いわけだから︑血行ってくれ隔と僕に言うから︑ ﹁君行ってく
れよといって︑政調会長が具合悪いのに︑副長官が具合いいという
ことはないでしょう﹂といったら︑ 蒼いやいや︑三木さんもそうい
っとるんだよ﹂ということだった︒あの人は最初のサミットはつい

て行って︑自分が犬馬の労をとろうと︑そこまで同化しておってく
﹇松野さんが﹈議員辞職をするプロセスは先生はご存知のわ

れ た 人 で す ︒ そういう思い出があります︒ ．

俘藤
けですね︒

お 考 え だ っ たんでしょう︒

佐道 このときは︑松野さんと岸元総理の名前とかも出て来て︑先
生とお名前が同じですが海部八郎が逮捕されたりしましたね︒そう
いう中で︑ロッキードに次いで︑箕山党がそういう体質だというこ
とにマスコミでもなった︒党内でもいろいろ議論が出たと思うんで
すが︑親しい松野さんとはいえ︑疑惑の問題をどうするんだという
ことについて︑ロッキ⁝ドの時にあれだけ頑張った三木さんはどう

うことがありましたね︒

俘藤

海部

鳥声

この松野さんの澗題も含めて︑￡2Cの予算を凍結するとい

そういうことですよ︒

要するに︑ロッキードの問題にしたということですね︒

はい︒

海部 あの前後に︑三木さんと松野さんのあいだには信頼関係とい

佐道

海部

うか︑友情よりももっと深いものが生まれたと僕は見ていますよ︒

これは懐疑の話ではげしからんということで︑予算を潮除した︒

くらか熱いものがあるんじゃないですか︒
佐道 この間題が伝えられたときに︑これはロッキードのように大
きな問題になるというような予想を持たれましたか︒
海部 軍用機に関することになってはいけないと立つたのは︑三木
さんだ︒ ﹁軍用機に関することになっては一番いけない︒そこまで
本当にやったのかどうかは︑わしは知らんけれどもね隔と言う︒そ
れで松野さんにも僕はそれを言っておいたら︑ ﹁わかった︑よくそ
う言っておいてくれ隔という返事があったことも事実ですね︒だか
ら︑後日のロッキードもそうだけれど︑ロッキードの時も︑あれは

松蜀さんの物の難い方や︑王木さんの松野さんに対する評儀の伐方

海部

先生がおやりになったんですか︒

出して解除してできるようにしなさいよという裏の交渉も各覚とや

は冷凍鹿に入れることと潤じだから︑いつでも状況が変わったら︑

E2Cの分だけ凍結・削除しろと言ったんだ︒凍結というの

￡2C導入闇題のための賄賂ではなかったかという話なので︑

ゃないかな︒いろいろな立揚の人が︒

P3Cの身代わりではないかという説が巷にちらほらあったときに︑
P3Cのことでは絶対にない︑ということにみんなしてやったんじ

もそのころから変わってきたと思います︒ここまでいろいろとあれ
してくれる︒そして︑上の方に責任をなすりつけようとすることは︑
松 野 さ ん に 言 わせれば︑簡単だというから ね ︒

佐道

おお︑そうだ︒走り使いだ︒

﹁知っていること︑

思っていること全部しゃべってしまえば︑ああそうか︑そっちに行
っているのか︑ということになるけれど︑それをやったら︑そんな

海部

らされたことを思い幽します︒

脇のいろいろなことで睡全体がぐちゃぐちゃになるから︑それは防
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伊藤 もう走り使いをやらされるような塘位ではないでしょう︒
海部 あのころは根手も相手で︑竹下さんがたしかあのころは凍結
派の窓日みたいなことをボランティアみたいにやっていたんじゃな
いですか︒本当の本筋が出て行ってやったら︑すぐに大間題になる
から︒暫時凍結するけれど︑こうなったときには国会決議で凍結解
海部

伊藤

昨日遅くまでサッカーで︑ ﹁オーレ⁝︑オレオレ﹂なんてい

朝八時ですか︒

たんですからね︒

大変となったときは助けてくれよという︒その遠忌がいまお見せし
た良由社会研究会でもあるわけです︒毎週一三ずつ︑朝の八時から
だ︒今ヨも朝の八時から行って︑飯を食って十時半まで話をしてき

除 す る と い う ことです︒
っておって︒

佐道

もちろん代替わりをしょっちゅうしていますね︒

伊藤 こういうふうに議会がもめたりすると︑まだ国対の長老中の

海部

政治家の方も代替わりしていますね︒

この研究会は︑経済人とかだいぶ代替わりをされているんで

長老の先生も出て行くことになるんですか︒

伊藤

政漁家の方も︑代替わりをだいぶしています︒

ひつくり返るという︑えらくきわどい話ですね︒
たしかそのとき︑大平さんが大蔵大臣じゃなかったかな︒

すね︒

海部 出て行く︒意見を間きに行ったりね︒ ﹁こういうときは先生
どうするんですか﹂と聞きに行ったり︑ ﹁どうしたんじゃ漏と聞い

海部

このメンバーですと︑先生が一番の長老ですか︒
︻番長老は宮澤喜一︒お巻筆えのないように︒
いや︑数え方による︵笑い︶︒ちょうど時聞ですので︒
今日はすみません︑ラオさんが来ておりますので︒私が霞独

たりするものですから︒そうでしょう︒ ﹁まさに総力を挙げて︑派
調を乗り越えて︑党のためにお鷹のために翻会を動かさなければな
らん隔というようなセリフが︑きざですけれど通った時代ですね︒
俳藤 これは政府予算案が予算委員会で否決されて︑本会議でまた

儀道
海部
撰藤
海部

海部
大 平 内 閣です︒

でもいいから適当な入にやらせておけ﹂といっておいたんですが︒

佐道

海部 大平さんになっていたか︒大平さんが︑ ﹁私はこういう予算
の扱いについては非常にシビアだから︑三会対策や皆さん方が決め

俘藤

の会長ですから︒本当は今潟は開会の辞をやってくれと弄われたの
で︑ ﹁それは融漏してくれ︒今日はちょっと開会に遅れるから︑誰

ても︑これは認められません﹂ということをいっか言って大闘題に

く伺いました︒また次園よろしくお願いいたします︒

︿以上V

どうもありがとうございました︒今日のお話は︑大変興味深

な っ た こ と も あった︒

炉藤 かなりきわどいことになると︑国会対策から︑もはや大臣も
や ら ざ るを得んです︒

おやりになった方も︑やらざるを得ない︒
海部

佐道 大平内閣で︑田中派ががっちり支えてというところでも派閥
を乗り越えて︒

海部 それはそうです︒そういうときにいやだとか︑四の五の理屈
を書わないように︑日頃のおつき合いもみんなしているわけですか
ら︒おつき合いというのは裏金ではないですよ︒︸緒に飯を食いに
行ったり︑畷なときに 緒にゴルフをやろうやと言いながら︑さあ
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第17回
大平内閣時代（1978〜198◎）

【2002年9月9日（月）14・00〜16・00】
於：TBRビル10F・海部俊樹事務所

［インタビュアー］

伊藤
楠
佐道

（肩書きはインタビL一の時点）

隆

（政策研究大学院大学教授）

精一郎

（東洋英和女学院大学数授）

明広

（政策研究大学院大学助教授）

［記録、編集】

丹羽

溝隆

海部俊樹先生第17画

オーラルヒストリー質問環日

（2002年9月9篇）
1．79年9角国会が解散します。このとき大平菅相は84年度赤宇圏債解消を目標に一般消費税導
入を主張していました。9月末には80年度の導入断念となりますが、結果として紛月の選挙では
白民党は248議席と大敗しました。このときの選挙戦についてどのような印象ですか。また、大平
菅相の一般消費税導入論については、嶺時どのようにお考えでしたか。
2．上の閤題と§§課しますが、選挙での大敗をうけて、福困・三木・申差押の各派は大平退陣を要
求し、40潤抗争に入ります。各派との連携の内容と、海部先生がどのような猛動をこのときなさっ
たのかについてお願いします。

3．4◎H抗争によって、11月の首相指名は自引引から大平・福闘両名が候補に立つという異例の
事態となりました。新霞鐡クラブの支持などで結塁は僅差で大平着班となljましたが、新自磁クラ
ブの動向をどのようにご覧になっておられたのか、di

Hの各派の動向や票読みはどうだったのかな

どお願いします。

4．福田擁立は脅畏党からの分裂とも言える事態だったと思います。どうして分裂は回避されたの
か、また公明・昆社を中心に中道政権構想がこの時期活発化していますが、これらに桑る可能性は
なかったのかという点も含めてお願いします。

5t先生は、96年11月から自民党広報委員長に就優されています。広報委員長の仕事内容や、ど
のようなことをされたのかについてお願いします。

6．79年は、年弱のソ連のアフガニスタン侵攻で暮れました。この篇ユースをお聞きになったとき
のご印象をお願いします。

7．80年1月20罵、自渓党は党員310万58？3人と発表します。田中・大平派90万人、中曽根派
41万人、福田派35万人で、臥木派は84万人でした。篇木派が大変多かったのはどういったことだ
ったのでしょうか。また、これが年末の12月29Hの発表では142万へと墨減するわ1ナですが、こ
れについて何かご詑憶の点はございますか。

8．80年4月号蜜民党非寅流派有志がKDD問題・浜≡B代議士問題の究明と党綱紀粛正を求めて「自
己党刷纏」（代表：赤木宗徳）を作りました。先生はこれとの関係はいかがだったのでしょう
か。

g．5月、社会党提出の内閣不信任案に、早撃流派69人が欠席して不信妊が可決、衆議院解散とな
りました。この事態を先生はどのように見ておられ潔したか。

一359一

1◎．選挙中の5月3輝ヨ大平首相は入院し、6月12霞に亡くな弓ました。選挙は蜜民党が大勝す
るわけですが、大平首相の死亡と選挙の勝利という一連の事態をどのように見ておられましたか。
また大平首相について、規在どのように評価しておられますか。

11，大平内閣のあと、大平派の鈴木善拳が内閣酋班となりました。鈴木首相誕生について、当時
どのように見ておられたのでしょうか、

※今翻は以上のような点を中心にうかがいたいと思います。次園は鈴木内閣成立後の問題からお願
いします。
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璽一般消費種導入論と七九年総選挙
揆藤 前回︑福瞬内閣の時期を前後するような話をしていただいた
んですが︑大平内閣で︑赤字国債解消のための一般消費税導入とい

う問題がございました︒これで鷺九七九年十月の﹈選挙は大敗し
てしまうわけですが︑この議論自体には先生は関与なさっていらっ
しゃいますか︒

﹁あんなことを言われたんじゃ選挙にな

海部 いや︑この議論自体はーー︒たしか当時︑まだわれわれ若手
の昭和会の結束が堅くて︑
らない︒選挙の始まる前にそんなことを言うのは馬鹿じゃないか﹂

というような二葉まで使って︑いろいろ反論しようといって︑大平
さんに申し入れまでしたんですね︒
ところが︑その曖からすでに揺れ始めておったんだな︒ ﹁う〜︑
それは大事なことだから︑あ〜︑やらなきやならんと思っておるが
〜︑みなさんがそういうふうに認めてくれなければ︑国会の場で議
論しなければならんことでしょうがな〜︑しかし大事ですよ︑これ
は﹂といって︑あの人一流の︑どこが終わりなのか︑どこが出口な

﹁なんとか引

のかわからん話でずっと引っ張られた︒いずれにしてもあのとき︑
﹁これ﹇一般消費税導入﹈は提示はしたけれど︑それで選挙を戦っ
たら大変だぞ﹂ということを僕らが三つたんですが︑
っ込める﹂と書つた︒

僕はそのときの資料がどこかにないかと愚って見ておったんだけ
れど︑結論としては引っ込めたんです︒そして選挙戦に臨んでは︑
それを主要テーマにしないとまで約束したんですが︑どういう表現
で︑ど静﹂でそれを言ったのか︑いまよく思い出せないんです︒そう
いう事態で︑消費税を製っ込めたあとで選挙は始まったわけですね︒
揮藤 そうですね︒それが尾を引いているわけじゃないですか︒
海部 結局︑それはみんながそう見ておる︒あのとき選挙前の翻会

討論会があって︑僕の相手は串六助だったけれど︑それを争点

にしないんだよ﹂という︒ ﹁争点にしないではいかんから︑謙めた
なら諦めたといい︑そしてゴミ箱にきちんと捨てなさい﹂というよ

一時期は僕らも︑

讐この国の財政という

﹁税金がまたかかるんですか？﹂と言われる︒それは

そういうことは︑選挙昆からいろいろ反応があって︑という

うなやりとりをしたことを︑いまは覚えておりまずけれどね︒けれ
どもあれが︑大きく見れば敗因だったと思いますね︒
俘藤

いや︑

ことですか︒

海部

あれだけ言ったんだから︒

門もうちょっと打つべき手を打ってからとか︑

ことも考︑尺なければならんから︑これ以上霞が駄弩では︑國艮生港
も駄目になる︒しかし︑いきなり税金ということはちょっと考えが
浅はかだな隔とか︑

無駄を省いてから考えるべきで︑しかも選挙前にそんなことを言う
のはいけない﹂とか言っていた︒いまから考えると︑選挙だから雷
まあ︑そうですね︒

わなければならんのだ︒正論を書うとそういうことですね︒
俘藤

海部 そんなことがありました︒
俘藤 その結果︑果たせるかな大敗︑ということになったわけです
海部

普通ですと︑選挙で負けると︑総理の進退が問われるという

そうです︒

ね︒

梯藤

ことになるわけですね︒

海部 そうでしょう︒それであのときいろいろな抗争が続いたわけ
ですね︒まだ覚えておりますが︑たしか三木内閣のときは二子九議

門にもかかわらず︑

席とって︑責任をとって彊退したでしょう︒こっちも覚えているわ︒

ところが今度はそれよりも⁝つ少なかったんだ︒

﹁いやまあ︑海部さん︑そう害うけれど︑時と場合によってい

居座って實任を取らないとは何事か﹂と言ったら︑田中穴助あたり
は︑

ろいろ状況は変わるし︑辞めるばかりが責任の取り方でもないし︑

これを発に戻すのが大事だ﹂とかなんとかかんとか︑彼⁝流の讐い

一36ブー

方で説得に来たわけだ︒ ﹁駄属だぞ︑来ても︒おれは書うべきこと
は需うし︑テレビに出るときはみんなが聞いているんだから︑あか
ん︑あかん﹂と霞って︑ ﹁責任をとって退陣すべきだ︑辞めるべき
だ隔という意見を述べておったわけです︒
あのときは中蓉根派も福閏派もそういう線であったが︑大平派を
立中派が支えたんだな︒田中派は数が多いし︑そんなことは携わん︑

れいな政治をやろうというのがこちらの派のスローガンでしたから︒

いろいろなことがありましたよ︑あの頃は︒だからわかりやすい︑

そしてきれいな政治をやりなざい︑ということです︒
揆藤 それで三派が連合した︒選挙があって︑首班指名は十一月で
すね︒

海部 選挙が済んでから首班撫名に入るまで︑そう簡単にいかなか
ったんですよ︒その頃のことを﹁四十日抗争﹂というんです︒四十

皿議席︑三木のときの方が多かったんだから︒それでも︑三木白
墨は結果に対する責任は取れと言われて︑取ったんだから︒それよ
りも一議席少ないんだから︒それを︑雷葉を弄んでいくと︑ ﹁結果
に爺す呑政治勅任というのが最もわかりやすいのに︑政治に対する
信頼がだんだん崩れていきますよ︒出廼進退と責任は明らかにして
もらわなければいかんとわれわれは思っておるんだ扁というような

海部

上分裂ですね︒

やつちまえというようなことだった︒思い出すのはそんなことです︒

ことを旗印にして︑いろいろ言いました︒けれども言を左右して︑

伊藤 それぞれが結束を固めなければならないでしょう︒切り崩し
も当然あるわけだから︒そうすると︑三派遮合の本部みたいなもの

霞も︑ぐちゃぐちゃしとったんだ︒そのかんに︑お辞めになるなら
ば早くお辞めになった方がよろしい︑というような誕をしたり︑そ

退 陣 に は な ら なかった︒

・ま一︒

そうですね︒

蛇毒 このときは本当に大変で︑大平さんは辞めないというし︑片
方は福聞さんを立てて︑あんた辞めなさいというし︑自罠党は事実

ういう動きをしたりしました︒

雛四十日抗争1︵三派連携︶

海部 各派閥で︑派閥の中は派閥ごとにやっておいて︑それから三
派の連絡会議というのがあって︑三派の当主だけで集まることもあ
れば︑あのころ各派の代貸しとかいう変な名前がありましたな︒そ

れで三木派からは井出一太郎さんが出て行って︑癌閏派からも中曽

根派からも来てもらって︑やったんです︒そのクラスはそのクラス
で集まる︒われわれはそのさらに一段下ですから︑特に名前はつけ

俘藤 福細・三木・中曽根の三派が連携するわけですね︒そういう
とき︑連携するというのは︑具体的にはどういうことなんですか︒
海部 連携するというのは︑責任を追及して︑替わってもらおうと
いうことです︒もっと具体的にわかりやすく言えば︑まだ中瞥根さ
んはちょっと若いから早い︑とりあえず次は癌韻さんが政権を担う

なかったけれど︑集まれということで︑実務者連合といったかな︑
実働部隊の会をやったわけです︒それは毎日のようにどこかで集ま
︒

何の情報交換をするんですか︒

海部 派内で︑これで結束は大丈夫だな︑これからこれで押して行
ったらこうなるよ︑というようなことをいろいろやったんです︒
掛藤 結局︑粟読みをしなければならないんですね︒

伊藤

って情報交換をしたり

べし︑そのために連携して︑そのときになって慌てないでもいいよ
うにしておこうごやないかというような話が下の方である︒それは
もちろんそれぞれの派ごとに派の幹部会を踊き︑派の領袖に曝して︑

そういう動きをしますよと了解を取り付けて︑それで動き出したわ
けです︒だから選挙の結果︑数がこうなったときには責任をきちん
と明らかにしたほうが政治としてはわかりやすい︒わかりやすくき

m
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海部 そうです︒票読みと詞時に︑大義名分をどう考えるかという
たんだよ︒

州本当に信じておったのか？﹂と闘いたら︑ 門それは観

でも大義名分はさっきおっしゃったことに尽きるわけですね︒
ことだ︒

さん︑それではおやりなさい︒その代わり次は大平ですよ︑という

じなきやあ︑そんなことはできないよ﹂ということで︑最初は福田

伊藤
大義名分はそれですが︑あの頃たしかハマコ⁝﹇浜田幸⁝﹈

ことだ︒

海部
伊藤

それは二年後ですね︒

の 問 題 が 絡 ん でおったんだな︒

﹁次は﹂という言い方をしたな︒だから何かあったとき︑二

﹁次の隔という書い方だったな︒

﹁次の﹂ですね︒ただし︑総裁の任期が三年から二年になった

んですね︒それで二年という線が出たんだと思います︒

捕

海部

楠 ラスベガス賭博でしたか︒
海部 それを明らかにしろ︑という問題が霞んでいた︒みんな︑あ
れはいやらしい男だし︑全国にいろいろアレがあるので︑表面切っ

年任期いっぱいもっとは思わんし︑途申でお隠れになることもある
し︑何か横風が吹いてきたり︑横波が来て溺れることもあるから︑

て書いにくい詣だったけれど︑とにかくそこがネックになっておる︒
それはそれで片付けましょうと︒
伊藤 ハマ謙1さんは︑派閥はどこに属していたんですか︒
派潤はどこでもいいわけだ︒どこでも出入りしているから︒

海部 あのころの自民党を調べてごらんよ︑毎回総裁の任期は変わ
るから︒選挙のたびだ︒四年であったり︑二年になったり︑三年に

海部
田中派にも出入りしておったが︑

なったり︒

楠 この質問事項には繊ていないんですが︑そもそも福田さんのと
大平さんの確執の根底にあるものとして︑三本さんが三木おろしで
お辞めになって︑そのあと福照さんになりますが︑そのときに﹁福
閏・大平密約﹂があったという詣がありますね︒その﹁福瞬・大平

羅四十臼抗争2︵福困・大平密約︶

伊藤

う悪い洞しで言ってくる他派の実務者もあるわけだ︒

食えん三本武夫というバルカン政漁家がおったから︑あの二葉は手
玉に取られた︒それで順番を決められて︑あんなことになった︒と
いうようなことをどこからから聞いてきて︑おれのところにそうい

溝部 事細かいことまでは知らんにしても︑とにかく大平と福島と
いう不倶戴天の敵が手を握った︒そこにもう 入︑煮ても焼いても

番元を囲えば︑椎名派です︒推

名派の前は︑川島蕉次郎の家来であった︒それは地域の関係︑千葉

楠

ではそれは﹁密約﹂とはいえ︑濤民覚内では︸般にその約束は

県の関係だ︒

密約隔というのは︑二年で福照さんから大平さんに政権を禅譲する

海部

知られていたんですか︒

ということが話の中心ですが︑それを福二さんが反古にしたという
ところから︑福瞬・大単の確執の〜つは始まっているという話を闘
いたことがあります︒その密約について︑先生がご存知のことはあ

に来たんだから︒その横には田中六勘という変わったのがおった︒

あのころは︑田澤が大平の代理の使いで︑われわれのところ

けですか︒

溝澤吉郎さんがそのことを︸番ご存知だというのはどういうわ

元は三木だというんですね︵笑い︶︒

りますか︒

要するに両方からの話を聞いておると︑大平派のことはすべて全部
わかる︒けれど︑国澤の方が入り込んでやっておったし︑あれは前

楠

海部 それは本当は鑓澤吉郎が実務者会議の代蓑だったから︑田澤
吉郎が面白おかしく全部知っているんだけれど︑本当に約束があっ

尾﹇繁三郎﹈さんのところにも前からいろいろ出入りしてだったか

一
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ら︑

源は深くて古いんだ︒大平さんにしてみれば︑順番をよその派

閥の後にされるのみならず︑嗣じ派内でも前尾さんがなかなか首を
縦に振らなかったということ等もあって︑そういうときにはいつも
田澤は大平派の懐刀みたいな役をやっておったということですね︒
轡藤 それはよぐわかる誕ですね︒それで結局︑二人とも絶対に降
りないという形になったわけですね︒しかし霞会を開くには⁝︒
海部 だから国会がなかなか開けなかったんです︒翻いたら首班指
名をやらなければならん︒首班捲名はどちらが畠るか︒詞じ党から
瓢人出るというのは︑これは憲政の常道に反するという意見も長老
のほうからはあった︒けれどもどうしても話がつかんときは︑みん
なが出て行って︑わかりやすくきれいにだから︑本会議場で記名投
票をやればいいじゃないか︒われわれは単純に割り切って︑そのほ
うが片が付く︒結果的にはそうなったわけですが︑そういって引つ
張ったわけです︒

そうしたら︑思わぬところで四十日抗争が早く片付きかけたのは︑
院の構成をやらなければならん︑という間題が出て来た︒選挙が終
わってから︑やれ一議席多かったから︑少なかったから︑辞めろ︑
辞めるなとやっていたって︑日が経つばかりだ︒そこで院の構成ぐ
らいはしようという知恵をつけたやつは︑われわれの一期上の議運

それで押せ押せになって︑ ﹁勝負があったな︒いよいよ札罷めを
やって︑︸票でも多くせい︑話し合いとかなんとかしている時間は

ないそ隔ということで︑実務者会談だけで決められないから︑それ
ぞれ持ち帰って︑おやじに蒸した︒おやじたちも︑ 門もう仕方がな

い︑やろう︑その代わりみんな自分の分担の蒙だけは逃がさないよ

うに︑増やすようにしろ﹂ということになった︒

あの頃は本当に赤坂の店はどこにいってもいっぱいで︑お互いに
騨染みの店があるんですけれど︑派閥の馴染みの店は︑その店が泣

くぐらい他派閥は行かなくなります︒話が洩れるから︒それから︑

今日はちょっと遠出しようといって浅草に行っても︑靴がたくさん
あるところは︑ 門ここは誰が入っている？漏と聞いてね︒そんなと

ころで洩れてもいかんしな︵笑い︶︒

■凶十日抗争3︵主流派と中間派︶

滋藤 これは︑田中・大平が片一方で︑福田・三木・中蛍根がもう
方となるんですが︑こぼれた中間派みたいなところが少し残って
いるんでしょう︒

鴛との方が仲がいいそ﹂と言う︒ ﹁そんなこと︑大きな声で書って

族・圏対族だったと思う︒それでわかるわな︑園田直とか流崎真澄︒
福田派が園溺︑大平に近くてやった江晦真澄は本当は霞申系ですが︑
大平・瞬中は一心瞬体であった︒もう㎝人は誰だったかな︑福田一
さんだったかな︑そういう人がおって︑ 門まずきみ︑院の構成ぐら
いはきちんとしなさいよ︒世論もそれを見ておるし︑新聞もそうい

いいんですか﹂というと︑ ﹁いやいや︑それはそうだ︑おれは中曽

海部 少しは残っています︒その中問派というのが︑いまちょっと
申しあげたように︑われわれの一代前の議運︑芋茎をやっていた元
実務者の入たちで︑あの頃は︑ ﹁わしは大平の家来Oやないよ隔な
んて纏う人もいたしね︒凶中身則あたりはその頃︑火きな声でみん

うことを雷うし︑まず院の構成だけをやろう﹂という︒

根の家来ではない扁という︒本嶺にそういうことがあったし︑韻澤

度がどうかということで掴当影響するでしょう︒

のように︑本当に一辺倒の者もおれば︑いろいろあったんですね︒
俸藤 これは濁会に二入が立候補すればいいですが︑ほかの党の態

なに聞こえるように︑ ﹁僕はね︑海部鴛ね︑あんな中雪根よりも︑

ところが院の構成をやろうというと︑そこが突破口になるわけで
すね︒せっかぐガチッと止めておいた水門がそこだけ間いて︑議長
選挙はとにかく入っていってやるわけだから︒そうすると︑議長を
決めておいて︑その上の総理が決まらんというのはどういうことな
の か ︑ と い うことになる︒
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海部 ほかの党とおっしゃるけれど︑ほかの党は︑対極の火事や嘘
嘩は大きい方が面白いといって︑傍観して眺めておるわけですね︒
あのころはまだ例の民主党が社会党と艮社党に割れておって︑民社
党の国対委員長はたしか池臓禎治さんじゃなかったかな︑たしかイ
ケテイだった︒そしてイケテイさんは﹁どうじや︑どちらが優勢じ
ゃ﹂といって︑よく探りを入れて来たものですよ︒それで﹁いっぺ

そんなことは︒朴訥な人だから︒

佐道 主流派のほうは籍薩慮クラブを抱き込んで︑首班櫓名では勝
つわけですね︒しかし非主流派のほうも︑もともとは分かれた薪自

だから田列誠一とか︑河野洋平とか︒

顛クラブですし︑特に先生はパイプも舞常に太かったわけですね︒
海都

山岡﹇武夫︺さんとか︒

﹁わかった︑わかっておる﹂と

海部 西岡はしょっちゅうあれしていたから︑そしてそれはちゃん
と話をした︒最初から記名投票の場合は︑本会議では一票入れるわ
けにはいかんけれど︑できるだけのあれはしますということだった

俘藤

すが︑人にしゃべつちゃいかんよ﹂
﹁ここに来てください︑三木は

門都合のいいときに会わせ荻

いう︒それで密かに揚所を決めて︑

な︒

ん三木さんに会わせろ﹂と言うから︑

そこにいますから隔といって会ってもらったこともある︒
伊藤
駿方にはならん︒

陳方にはならないですか︒

伊藤

海部

侵藤

そんなにたくさんじゃないですよ︒皿○票だ︒大平段一三五

僅差ですね︒

どのぐらいで負けたんでしたっけ︒僅差ですね︒

マルはつけたさ︒たいへん失礼だけれど︒

マルをつけたんですか︒

﹁貴

海部

佐道

たわけです︒

二票入れてくれるか﹂と雷っても︑

殿︑何を申されるか︑まだ海のものとも由のものともつかん﹂とい
って︑ああいう大政治家だから︑結局楽しむわけです︒

海部

俘藤 繋岸の火事を楽しむわけですか︒
海部 佐々木良作さんのほうが︑民社党の中では毅然としておった
な︒けれども︑一説によると良作さんは︑大平の陣営で数えている
んじゃないかという話があって︑その一糞表も見せてもらったこと
もあったな︒だから両方とも勝手にマルをつけるわけですよ︒これ
は話がついた︑これも話がついた︑といって︒けれどもついておら
んこともあった︒また本会議揚でそこまでやったら︑これは憲政の

伊藤

掻藤

ああ︒かろうじて出て来たのが︑あのときじゃなかったかな︑

な か っ たんですか︒

人はまずないでしょう︒

海部 それは︑入れてやるという人が入れてくれなかった︑それだ
けのことだな︒人聞不信がここから生まれるわけです︒
伊藤 入れてくれるといっても︑大平・爾中派からは入れてくれる

何が狂ったんですかね︒

俘藤 これは事舗には勝てると思っていましたか︒
海部 これを取れば勝てると狙ってやったんでしょう︒
俘藤 いや︑海部先生の側はどうですか︒
ハ
海部 それは︑勝つつもりでおったけれど︑結果は一〇票差で負け

票︑福田謄＝一五票︒

常道に反するわけですから︑自艮党の枠内で取れる票だけ取って︑

海部

海部 はるかに考えれば︑あのとき園中派から三木武夫に入れた人
もあるのではないか︒それは三木が三木内閣をつくったときに〜本

一票でも勝って︑本会議を乗り切ろうというのが基本姿勢ですし︑

薪自由クラブが大平に流れたのは︒あのときも語れば長い物語がい
っぱいあるけれど︑佐々木義武あたりが︑何が入っているというか

釣りで入れた忙中派の議員がおったでしょう︒あの人のところには
僕らもお使いに行っているわけだから︑そういう微妙なグレイゾー

またそれ以上のものはなかったんです︒

知らんけれど︑大きなものを持って来てドーンとγに落としたんだ︒
﹁拾って来い鳳という︒拾って来いといっても︑勘弁してくれよ︑
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も頭の中で弾いておったんですからね︒そういう選挙になると心配
だという入は照るだろうけれど︑選挙に麹儒があるやつは︑あのこ
ろ﹁分裂した方がいいじゃないか︑こんなわけのわからんことをや
っていて︑裏に圓って足の引っ張り合いばかりしているんだったら︑

ン は あ る こ とはあるんだ︒

わかりやすくきれいにならないから︑そうしなさい隔と思っていた︒

るんですね︒

一番外れの方はグレイゾ⁝ンにな

海部 そうそう︒そして︑加藤常太郎さんなんていう人も︑雷中派

僕は分裂した方が︑あのときはみんなが精神状態もよくなったと思

そういう大きな派閥だと︑

におった．のではなかなか大臣になれなかったんだから︒それで﹁ツ

海部先生ご自身は分裂派なんですか︒

伊藤

ネさん︑こんどいっぺん大臣になってもらわなければいかんぞ︑と
伊藤

あのときはね︒

揮藤 新自由クラブが自昆党から分裂するのとは違って︑ほとんど
半々ですからね︒しかしもし本嶺に分裂したら︑党本部の取り合い

いますよ︒

おやじが囁いておるぞ︒ちょっと会ったらどうだい﹂といったら︑
﹁いや︑いや﹂といって︑結局なったからね︒加藤常太郎は三木内
海部

閣で⁝︒そうしたら三木派の中から︑ ﹁誰がああいうくだらん人
事をやったんだ︑あんな者を連れてきて入れて﹂という不満が起こ
った︒こっちは百も承知だけれど︑黙っていた︒そんなことはべら

海部

佐道 分裂をとどめたのはどういうことですか︒
海部 誰があのとき主導的な役割を果たしたのか︒ああいうときは

まずそこから始まりますね︒

で大変だったでしょうね︒

べらしゃべることじゃないからな︑ ﹁まあまあ我慢しなさい︒それ
は三木さんも高い次元に立って考えたんでしょう隔と言うぐらいだ

伊藤 でも結局これは︑新自虫クラブの動向で決まったという勘定

変な話で︑

ね︵笑い︶︒

ですね︒

の心配になり

そうですね︑具体的に思い浮かべられるわけでしょう︒分裂

ますよ︒

てみると︑選挙は大丈失だろうか︑ということが第

ああなったのも︑分裂しちゃいかんぞ︑というあれが働いたんでし
ょう︒だから分裂するときというのは︑自分慮身のことに置き換え

例えばごく最近の例で言えば︑加藤の乱のときに外野はあれだけ
﹁やれ︑やれ﹂といって支持しておきながら︑結局加藤﹇紘二が

だと︒

いじゃないか︑もうちょっと期待しているから︑こうやったらどう

反するぞ︑ということだ︒いまでもそう書い続けておるんでしょう︒
けれど︑それでは盤間が晃ておって︑口で言うだけで行動が伴わな

﹁空気扁が出てくるわけだな︒
へ

海部だってたった⁝○票だもの︒新自由クラブの票で勝ったんで
しょう︒あのころ新自由クラブの票は十何票だったかな︒

佐道 舗れちゃいかんよ︑という窒気ですか︒
海部 そう︑割っちゃいかんという空気だ︒いつでもそうだ︑最後
は割っちゃいかん︑ということになつちゃう︒それは共通の利益に

□四十霞抗争4︵勢裂の圏避と財界︶
撰藤 そうですね︒敗北のときの感じはどうですか︒よくまあ分裂
しなかったものだと思うんですが︒

海部あのとき分裂したらまた面白かったんだよな︒面白かったと
言えるのは︑僕らはあの頃︑分裂しようが分裂しまいが︑自分自身
の選挙だけは自信を持っていたから︒あの頃の実務者たちは︑よし
ゃれ︑ここで︑と需っていた︒三木さんなんかも︑絶えず全馨の政
治情勢を見ては︑ 初事は大丈夫︑鴛は大丈夫︑本気になってテコ入
れしなければならんのはこれとこれだな﹂というようなことをいつ

倹藤
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海部立つようなやつがおるところは︑なおいかん︒だから選挙に

した場合︑向こうは自分の選挙匿に誰を立ててくるか︒
俘藤

ですか︒

方が弱いのではないかという気がするんですが︒

でに自分も政権に乗ろうと︒

中派が合体するという段階ではなかったかもしれませんね︒
揮藤 さっきまで外野で見ていた入が︑分裂を見て楽しんで︑つい

公明を︑ですか︒

弱いやつは︑こういうときには勇ましい意見は絶対に言いませんし︑
分 裂 派 に は 入 りません︒

海部 公明まで入れてやるのはいかんと︒
楠 公明も乗りにくい僚置にいたかもしれませんね︒困中批判が盤
問にあって︑本質的には野中派と︸番通じている︒もちろん植園に
は政策的には乗ることができない︒そう考えると︑まだ公瞬党と巽

海部 ︸般論としてはそうですが︑事実一般的にいっても︑そうい

佐道 各派繭でみますと︑もちろん海部先生は大丈夫なんですが︑
選挙に強いといわれるのは鶏中派ですね︒福井派がどうなのか︑中
餐根派がどうなのかというと︑どちらかというと︑当時の非主流の

う 影 響 を 受 け ますね︒

海部 やがて中長期の霞標として見れば︑政権にも入りたい︑いわ
ゆるこのごろ公明がぐらっと堕落してきたそのもとは︑わがほうか

らも大罪がとれるんだ︑なんて喜んで欝うようになったことじゃな
伊藤

俊道 このときは結局罰れなかったわけですね︒加藤の乱のときも
言われたんですが︑だからといって︑非主流派の方に大きな懲罰的
な い わ けです︒

閣での五五年体制の終鷺というところにつながってくるわけですね︒

いですかね︒

海部

それをやったら分裂ですね︒

なことがあったわけではないですね︒
揮藤

海部

俘藤 しかしよそで︑分裂させてこの機会におれも政権の一角に入

ですね︒

ださるな﹂という︒

財界が真剣になって︑ ﹁自民党を割ってはいけませんよ︑割ってく

このときはそれほどでもなかったし︑まあ糾いにくい話だが︑

まだこのときはそれほど⁝⁝︒

でもこれは長期的に見ると︑その後の自属党の分袈︑宮澤内

海部 やったらすぐ分裂ですよ︒
佐道 分裂させないために︑そういう方針はすぐ決まるということ

ろうとか考えるのはいませんか︒例えば昆祉とかですね︒

伊藤 ということは︑財界の影響力がi︒
海部財界の影響力がまだまだあったんだ︒そのときに︑のちのち

海部 民祉はもともとそうだったじゃないですか︒特に春日⁝幸の
おじさんなんかが描く絵はそういうものです︒
揮藤 公明だって︑この機会に一︒
海趨 公明はまだちょっとそこまでは
︒少なくとも僕の感じで

詣をしゃせんし︒そうやって応報交換もよくやったものです︒

鎧由社会研究会の核となるような一︒あのころ僕らは︑主流でも
非・薫流でも︑横の連絡はがっちりしていましたから︒だから竹下
﹇登﹈さんも安倍﹇晋太郎﹈さんも︑おれも雷中六助も︑︸緒にな
って飯を食って情報交換をしたり︑親分があれしているからこれを

は︑三社はその気になって来ておるけれど︑公明はそうではなかっ
たと思いますよ︒公明はちゃんと全部︑背景に通報ですもの︒だか
ら︑行って会って飯を食ってくるときでも︑歯牙はここに行ってや
ってきますと報卜してから来るんだ︒その陵のうちに︑ここにおっ

だ︒しゃべることはしゃべるけれど︑アクションは起こさなかった︒

それは﹁NATO属だな︒ノ⁝・アクション・ト⁝ク・オンリー

やろう︑これをやるとおまえのほうは勝てるか︑というような話も
いっぱいした︒またある程度本当の話をしないと︑向こうも本当の

てこうしますよと報告するわけだ︒どんな話をしたかということも︒
あの頃︑田中は心からそういうことを許していなかったんじゃない
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﹁自転党を割ることだけは

みんなそれぞれ派閥に帰って忠誠を誓っておるわけですね︒ところ
が︑財界の方は︑それを見て非鴬に心配したわけです︒だからある
ところで︑安倍晋太郎と僕が呼ばれて︑
絶対にやめてください﹂と言われた︒

墜四＋日抗争5︵東西冷戦との関連︶
楠 先生︑私は学生に︑なんで窓民党がその後分裂したかという説
閉に︑ごく簡単に言えば︑敵がいなくなったからだという説瞬をす
るんです︒つまり冷戦が終わって︑ソ連という外の敵︑中にあった
社会党という敵が︑消えたり弱くなったりした︒だから気楽に分裂
できるようになったんだ︑と説虚しているんです︒それは一つの後
知恵みたいな話ですね︒実際にこの当時はまだ冷戦が激しい時代で
したね︒年三を見ますと︑レーガン大統領当選なんていうことがあ
りますが︑そういう冷戦の中にあって︑いま自罠党が分裂すると敵
を利する︑という意識はありましたか︒あまりそれは関係なかった
ですか︒

海部そこまで視野に入っていなかったんだよな︑みんな︒
楠 足し算をしていけば︑自民党が真っ二つに割れた場合︑社会覚
があって︑これが二ヶに割れたうちの半分ぐらいの数はいるわけで
すね︒驚能かどうかは別にしても︑それにほかの野党が栢乗りして
し衷えば︑野党軍の政権が取れますね︒それが可能だったとは思い
ませんが︑足し算をすればそういう状況にもなったわけで︑そうな
ると︑途端にいままでと質の違う政権ができる可能性もあるわけで
す︒分裂しちゃいかんという意識の底には︑そういう冷戦の意識が
あ る か な と 思ったんですが︒

海部 それはご意見としては︑いろいろな方颪から考・尺られた結論
でしょうから︑それが間違っておるとかどうだとは言いませんが︑
われわれはあのころ︑そんなことは視野に入れていなかったんです

よ︒東西の冷戦が続いておるからどうのこうのではなくて︑蟹の前
の敵が︑あまりこいつらは強くない︑蹴散らしていける︒それだけ
こちらにも体力があるし︑やれる︒だからこんないやなやつは︑倶
に果を戴くに鍵しないやつだというような︑もっと視野の狭い︑ス
ケールの小さい地盤での争いで︑絶えずそのときの算盤は︑どのぐ
らい嶺選できるか︑味方はおおかた撃たれたりで死んじゃつてはい

かんけれど︑残っているならそれで力は残るじゃないかと︒

楠 東西冷戦の中で︑東に通じるような祉会党とか共麓党に乗ぜら
れるような危険があるという意識は︑あまりなかったんですね︒
海部 ないと思っていた︒それは絶えず鷲後の︑財界とか経団連と

かあの頃の組織が︑ 門罰れんでくださいよ︑割れると大変なことに

なります﹂と言ってきた︒ ﹁何を欝っているんだ︑おまえらは﹂と
いう感じで闘いておった︒また獅子身中の虫とも言うべぎような論
文を書く人がおって︑名前は言わんけれど︑何年か先にはエンプロ

イ⁝の時代になる︒エンプロイーがカを持てば︑祉会党政権に変わ
1さんですね︒

るんだ︑という︒

楠

海部
﹁中央公論﹂で読んだことがある︒けれどもそういった流れ
を既成事実として捉えて見ている人はごく一部であって︑エンプロ

イ⁝の数が増えていったら︑エンプロイーの中に手を突っ込んで引

ただ︑そういうものを利用して︑財界から献金を取るようなこ

いてくればいいんだから︒

楠

あった︑あった︒おおありだ︒ ﹁おまえら︑割るな︑翻るな

とはあったんですね︒

海部

というのなら︑割らん代わりに︑ちょっと献金出しなさい︸と︒そ
れからもう︻つは︑エンプロイー方が増えていって票がみんなそっ

ちに行くというから︑僕は党大会で﹁そういうことを言う二二もお
ったけれど︑自民党はその声を謙虚に開かなければならん﹂と書っ

て︑あのとき自民党本部の広報委員長塞に初めて労働組合の代表を
集めて︑党本部で昼飯会をやったこともあるんです︒意見をいろい
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ろ聴きましょうと︒そして社会党の中にも手を突っ込んだわけです
から︒

楠 ときどき自民党は︑自重社会の危機を選挙で訴えたりしますか
らね︒

海部 まあ︑ 応は︵笑い︶︒
楠 それが︑どこまでが本心でそう思っておられたのか伺いたかっ
全然ないわけではないでしょうけれどね︒

たんですが︒本心というか︑実感としてそう思われていたのか︒
伊藤

海部 全然ないわけではないが︒ただ︑こう言うとちょっと生意気
に聞こえるから︑この葭葉は使っちゃいかん言葉だが︑選挙の結果
の得票を見ると︑少なくとも私の場合は︑毎回毎國票が増えていた
んだな︒そして労働組合の幹部と称するやつも︑名古屋に帰ってち
ょっとと呼んで集まると︑来てはいろいろおいしい器もしてくれる
わけだ︒現に︑ゼンセン岡盟なんていうのは組織ごと僕に票をくれ
たことがある︒欝教組の⁝部も僕に票をくれたことがある︒そんな
ことから行くと︑皮膚感覚で怖いと思ったことはないんだよ︒
石田博英はさかんにそれを書っておったんだな︒必ずそうなるぞ︑
ということを門申央公論﹂にも書いたんだ︒
俘藤 そうですね︑いつ逆転するとかねハ笑い︶︒
海部 あの入の欠陥の つは︑そういうことを物理的に証明するた
めか︑利口者に見せるためか︑何年先の選挙ではこう交わる︑交わ
ったときには終わるから︑それまでにこちらは改革をしなければな
らんというところに問題を落としておったから︑それはいいけれど︑

えてごらんなさい︒あの頃鍾会保障政策を 番最初に採り入れて実
環したのは︑われわれ自民党の政権ですからね︒野党は演説とビラ
だけだ︒演説とビラだけではよくなりません︒われわれは予算をつ
けた︒そうすると先敵りして︑児童手当を付けましょうとかなんと
かかんとかいうポスターだけ貼る政党もあのころ出て来たよ︒ポス
ターだけでもよくなりません︒

議凶十B抗争6︵連立政権構想と組合︶

裏道 いまの楠先生の質問との蘭連ですが︑ちょうどこの皿九七九
年から八○年の初頭にかけては︑公立・罠祉・社会党も乗ってきて︑
いわゆる遮立政権構想がどんどん出てくる時期なんですね︒それを
見て︑自民党の側が危機感を感じたということではなく℃︑自罠党
の中の状況を見て︑そういう野党が︑これなら保守が分裂した場合

には政党の枠組で政纏を取れるということで︑急遽そういう活動を
し始めたと考えたほうがいいですか︒

海部 そうだと懇いますよ︒そんなことを期待されてもかなわんと
いう雰麟気もあったし︑自罠党から現実にそんなところと手をつ都
いで政権が取れたら︑なんて真面目に思う人はいなかったんじゃな
いかな︒真面目に思って︑そんな政権をつくったら︑とりもちを踏

んだようになつちゃつて︑政策が動きはせんよな︒

KKをつくってやり漏したころ︑おれに対しては︑ 門あんたは竹下
や圏中派の援助があって︑あれが切れたら宙に浮いちゃう︒だから
ああいう連中と一緒にやっていかなければならんから︑なんのかん

それは加藤紘一でも︑それから名前を言うといまの総理だから差
し障りがあるけれど︑小泉純一郎でも︑山彙拓でも︑あいつらがY

佐道 あの論文の主旨に則って︑自罠党もウイングを広げて︑とい

の﹂と言っておった︒けれども門そんな心配するな︑そうなったか

そんな危機感はこっちは持っていなかった︒選挙のたびに票が増え

う分析をされる方もいるんですが︑そんなにピッタジしたものでも

るんだもの︒

ないんですね︒

ならんか見ておれ︒今度政治改革法案を出せば︑照中派や竹下派が
番嫌うことがそこには出てくるし︑きっとそのときになると︑翠

海部 結果として来ませんでしたね︒それからもう一つは︑結果と
してそのときそのときに︑政策も協力しなければいかん︒だって考
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先の利く田中派は竹下を中心にして︑みんなこっちに来て一緒にな
る ん だ か ら ﹂ と搾った︒

縄手は大したことないわ︒
そんなことは外に行っては書いませんでしたが︑演説なんかでは︑
﹁今度の相手は本当に強いから︑こっちも死に物狂いです隔と言う

けれど︵笑い﹀︒それから︑そういう気持ちがないと有権春に黛わ

りませんからね︑あれも自惚れちゃって勝ったつもりでおる︒生意
気だ︑傲慢である︑という印象を擬えたら︑選挙のときに票は激減
しますからね︒だから自分自身もその気になって︑悲壮感を持って

敏治改菜のあれは︑三木さんの考え方が正しいんだということを
竹下が僕に言ったんだよ︒三本さんにそう言ったら︑ ﹁誰でもいい
ですよ︑いいと雷ったら慰ね︑しっかりそれを何圓もジピ⁝トさせ
て︑それじゃあ協力しろよといって追い詰めろ︒利用されてもいい
んだ︒それがよしんば結果として竹下の勢力拡大につながってもい

伊藤

選挙の要諦ですね︒

たと思いますね︒

いなければならない︒そういうことでやってこなければならなかっ

いじゃないか﹂というのが三木さんの考えだったわけだね︒哲下は
それにもちょんと乗って来たわけですからね︒それに乗せられた格
妊をして︑志を遂げればいいじゃないか︑という思いがこっちにも
やはり外に手を突っ込むという必要もなかったんですね︒

ありました︒だからみんな自群党の中の争いですよ︒
俘藤

海部 要諦です︒それはみなさんには申し訳ないが︑大隈重信に膏
てられた敏洛家は︑そういうことになるんです︒大衆を怖れてはい
かん︒大衆の中に入って行って︑大衆と語れ︒そして大衆は離れる

ことがある︒なぜ離反されるか考えろ︑真心を込めて正面からぶち
当たらんからだ︒

佐道 福沢諭吉さんは違うんですか︒
海部 福澤さんはちょっと違うな︒張込だからいかんというと怒ら
れる︑差し障りが出るから︑これ以上言いませんがね︒福沢諭吉さ
んには︑僕はいっぺん心から競いてみたいことがあるといったこと

があるんです︒それは︑あの人は﹁脱亜入欧﹂ということを言われ
た︒大隈さんは門東西文化を統合して世界の単鵜をつくるんだ﹂と
言っている︒脱走入欧と東西文化の融合とどちらが今日的か︑とい

慶癒出身の人がたくさんいたらどうするんですか︵笑い﹀︒

海部 なかったんだ︒ただ余計向こうを慌てさせるためには︑労働
組合でもこっちになびきそうなやつはちょっと取っちゃえというと
ころで︑β教組対策とか︑ゼンセン岡盟鰐策だ︒それが僕の場合に
は政策的にも選挙区的にも︸番近かったから︒どこに行ってもみん
なおるわけだから︒ガチャマン時代には繊維がとにかく多かった︒
伊藤 それはぜンセン岡盟ですね︒
海部ゼンセン礒盟だ︒それから田教組︒
僧藤 日教組は全国至るところにありますからね︒
海部 この瞬教組の中にも主流と非主流があって︑主流じゃない日
教組の中で︑今でこそヨ教連なんていうのもあって︑あのころから

伊藤

だから初めに断わっておくんだ︒

うことを説くと︑やはりみんなさすがだという︒

翻れているわけです︒それからもう︻ついうと︑日教組の組織率が︑
よく調べてみると︑必ずしも増えていない︒
伊藤 増えていないどころか減っていますね︒
海部 減っているんです︒それは栽たに採用された教師たちが︑あ
のころから入らなくなったんだな︒それならその隙閤が空いている
だろう︒その隙間に手を突っ込んでやっつけちゃえ︑ということで

海部

いたいことのほうにまず向けさせる︒

﹁慶癒の人は腹が立つだろ

海部 そういうふうに︑いいところだけつまみ食いするんですよ︒
そうすると︑ヒトラ⁝の演説じゃないけれど︑大衆を全部自分の書

歴史もそういうふうに使われるか︵笑い︶︒

いろいろやりました︒そういうことをエトセトラ︑エトセトラと合

うけれど︑これは事実だ︒福沢諭吉さんはそういったじゃないか︒

伊藤

わせると︑お家騒動をやっていても負けることはないし︑大丈夫だ︒
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どうして福沢さんの顔ばかりをお札に使うんだ︒大隈重僑を五千円
祉に釘故使うわんか﹂と言うと︑ワーッとなる︒事実︑金銀楮互交
換のときに大変な損をするのを助けたのも︑大隈七山が大蔵卿のと
きでしょう︒

伊藤 お札にならないですね︒
佐道 そうですね︒今度もあれ﹇紙幣デザイン変更﹈でも︑福沢さ
ん は 消 え ま せんでしたしね︒

九人でいい︒多いときは十人か十一人︑副幹事長がおりました︒
伊藤 そうですが︒じゃあ副幹事長というのはたくさんいるわけで

役︒そこから先が奮っているんだ︒幹事長の下には七人の翻幹事長
がおる︒総務会長の下には七人の総務翻会長がおる︒政調会長の下
にも七人おる︒こう決めると︑各派から一人ずつ出せるわけだ︒
俘藤 それは派の大小にかかわらず︑ですか︒
海部 そう︒そうすると今度は︑幹事長代理を出す総裁派瞬が︑お
れのところももっと優遇しろよ︑と書い出す︒それなら︑副幹事長
は特別に八人にしてもいい︒そうしたら︑おれのところは参議院も
あるんだから︑あっちからも本部の副幹事長をとれという︒じゃあ

すね︒

海部 だからそういうつまみ食いをして︑大衆に訴えるときに︑み
んながそうだとワッと思ってくれるような材料をいくつか絶えずイ
ンプットしておいて︑ここではこれが必要だと思うときには︑それ

伊藤

どっちが上だといったら︑お互いに両方とも上だと思ってい

どっちが上なんですか︒
ればいいと︒

海部

のときは︑総播副幹事長というのができちゃつて︒

佐道 筆頭副幹事長というのがありますね︒
海部 そういうポストもあるんですよ︒ところが私が筆頭副幹事長

なことを皿言われて︑それならやってくれよ︑ということだった︒

海部 たくさんいる︒各派から一入ずっというのが原則であったけ
れど︑それでは大きい凡書︑小さい派閥のけじめがっかんとか︑変

を引っ張り出してぶつわけだ︒

﹁総務会長﹂ですね︒そして﹁幹事長

融通無期ですね︒

それは融逓無碍ですよ︒

広報委員長というのは︑その下に党本部に広報室とか広報局

そういうのがあるわけですか︒

事務的には広報委員会事務局というのがあって︑そこに広報

担当の事務局長がおります︒ それから︑広報委員会の中に初めは各

派から劇委員長を七人ずっとると需つたでしょう︒ ところがあの山

下徳夫を副委員長に三木派から拾ったときは︑ ﹁ほかのと並びでは
なんとか名前をつけてくれんか﹂という︒それで筆頭
いかんので︑

副委員長という名前をつけてやったんだけれど︑ 選挙区では筆頭副
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顯党広報委員畏1︵広報委員会の位置づけ︶
揮藤 ちょうどそんなさなかに︑〜九七九年十︸月に﹇難民党の﹈
広報委員長に就任されますね︒広報委員長というのはどんな地位で
すか︒

﹁政調会長﹂

海部 広報委員長というのは︑蚤時は党七役の⁝人と書われた︒三
役 が 門 幹 事 長﹂

代理﹂というのをいつのころから党四役扱いにしたんです︒総裁派
調は党の最高役曇は出せないから︑幹事長代理を出して︑それを党
四役と称して︑党の最高役員会議に出られるようになったんです︒
そうすると︑その三役にも入れない画調はどうなるんだということ
で︑それでは﹁組織委員長﹂と﹁広報委員長﹂とを覚役員会のメン
バーにしょうと︒それで六役か︒それではいかんから︑もう一つ派
閥 も あ る か ら︑七ついる︒

楠 派閥の数に合わせるんですね︵笑い︶︒
海部 そうだよ︑もちろんそうさ︒きれい事を抜きにして本音を書
うと︒そうすると︑あとは﹁国民運動本部長﹂だ︒これも入れて七

海と偶海佐
部か藤部道

委員長といっても︑副委員長の方に重点が置かれるから︑ ﹁それじ
ゃあおまえは委員長代理としたらどうだ﹂と言ったら︑ 門それはあ
せ て も ら う か ら暦というから︑

﹁ああ結構だよ︑どこで刷っても﹂

りがたい︑それを使ってよかったら︑選挙区内だけでも名主に顯ら
といった︒それで︑広報委員長代理という名刺はできたんだけれど︑
実際に党の規約には︑広報委員長代理はないんです︒組織委員長代

理もないんです︒ところが筆頭副委員長はあるんです︒けれども対
外的には委員長代理といった方が一戸黒みたいに見えるから︑そう
してくれという︒

だんだん副委員長とかいうものが増えていったものだから︑最後

海部 はい︒これも融通無碍ですから︑機関紙にいろいろPRした
いことがあったら︑雑誌に使う材料をまず上げておいて︑それを総
括的にまとめて出すというようなこともしました︒そのうちに︑ど
うも自民党の機関紙は硬い︑ ﹁自署民主﹂も硬いという︒たまたま
出ているのは︑地方選挙がどうだとか︑誰が勝ったとか誰が負けた

とか︑どこの派閥はどうなっておるとかいう記事しかないから︑面
白くない︒地方の婦人局から︑もっと面白いものも出してくれとい
われて︑私のときに﹁りぶる﹂という名前の婦人党員対象の雑誌を
新たにつくったんです︒それはなるべく面自おかしく︑ご婦人を対
象にやるんです︒ 門最初の鍛談は加由雄三を連れてこい︒あれなら
ばおれでも対談するよ﹂といって︑加由雄三が来て︑広報委員長と

の対談というのが︑ ﹁りぶる扁の創袴号のカラ⁝グラビアと内容を

門りぶる﹂がずいぶん役立ったと思っています︒

飾ったわけですね︒そしてそれはいくらかで買ってもらって︑婦人
局の組織拡大には︑

いまも続いているのかな︒もうなくなつちゃつたんじゃないかな︒
俘藤 どうですかね︒それは婦人局で幽したわけですか︒それとも
広報委員会ですか︒

海部 広報委員会で鐵しました︒
俘藤 広報委員会というのは︑そういう定期刊行物のほかに︑まだ
侮かあるんですか︒

あれは全麗組織委員会の遊説局であって︑広報委員会の方は︑
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は広報委員会の三役会議をつくって︑委員長と委員長代理と筆頭副
委員長の三人でだいたいのことを決めていた︒結局三人ぐらいで決
めないと︑行動要領でも︑全国遊説をやるときに︑どことどこでや
るとか︑侮と億をキャッチフレーズにしょうとか︑そんな各派を一
人ずつ集めて︑十二人も十三人もおったら蜂の巣を突いたようにな
っ て 決 ま り はしませんからね︒

圏党広報委員農2︵広報委員会の仕事︶
広報委員会というのは何を担当するんですか︒

遊説もそうなんですか︒

僧藤

撰藤

はい︒

楠さっき遊説の仕切とおっしゃいましたね︒
海部

広報委員

機関紙︑紙の方はどうですか︒

楠

これは読んで字の如く︑党の広報でありますから︑

紙の方は新闘局の担当になりますが︒

海部

海部

委員会の下にあるわけですか︒

雑 誌 はまた別ですか︒

雑誌の﹁自重民主﹂というのは月朔誌ですからね︒

紙の方も雑誌の方も︑両方ともですか︒

遊説局との閣係はどうなるんですか︒

委員会の中に機麗紙局があるわけです︒

正面に出て行ってやる︒国昆運動本部というのも︑あとから派閥の
頭罰りで︑中小派閥を救うためにつくったものだから︑垂垂運動本
部は何をやるんだということになる︒これもまた出て行って︑街頭
演説から釘からやるわけですから︑広報委員会と似たようなことを
やるじゃないか︒そこは話し合って決めよう︒選挙が始まったとき

藤部藤部藤部藤

会の出している雑誌がありますね︒党の機関誌です︒

樹海｛iβ海伊海俣

は総裁遊説︑閣僚遊説︑そこまでは広轍委員会が全国統︻的にやろ
う︑陰頃のPRは国渓運動だから︑国渓運動本部の仕事としよう︒

佐道 広報委員長というのは︑党の瓜報関係のことはあらゆること
をカバーするということですね︒このときの自昆党は︑普通の国渓
からすると︑四十日抗争に明け暮れていて︑その葡の夢中さんのス

ってやったわけです︒職員を張り番させて︑耳をつけるやつがいた
ら︑ケツを蹴っ飛ばせといって追い払ったものですよ︒どこでもそ
うです︑社会党でも共産党でも︑院内の会議はみな耳を当てて聴か

その代わり 年生議員の登黒門にしよう︒一年生議員はみんな国罠
運動本部の翻本部長にしちやえ︒だから名称はみんな国民運動本部
副本部長という名称を持つ︒そこで真面目に働いたやつは︑その先︑
政調なり組織なりで優遇するぞ︑といってみんなを励ましたわけで
すね︒そして北から繊るとか︑今度は南から語ろうとか︑いろいろ

事件もあり︑KDDの問題もありということで︑はっきり言ってか

て︑ 門謝るべきは謝るが︑何もやらなかったらどうなりますか︒泥
棒だって毒んで入ってくるかもしれない︒交差点に行ったら交通渋

海部 それは團畏大衆を縮れてはいかんから︑まず宣伝車を持って
いって街頭演説をやろうと︒ ﹁皆さまのお怒りやご不満はよ〜くわ
かっております︒たしかにあれは間違いです︒あれはいけない︒わ
かりやすくきれいにやろうと思っているんだ隔ということから始め

たんでしょうか︒

なり難しい状況にあったと思うんですね︒函民的な評籾ということ
で言いますと︒そうすると︑それをどうやってイメ⁝ジアップする
かという話になっていくと思うんですが︑まず伺をしょうと思われ

キャンダルから︑その後のグラマンの事件もあり︑ハマコーさんの

れちやう︒

国畏運動のあり方︑それからこれをテーマに使おうということを決
める︒傍えば教育改革とか︑あのころはまだ環境というのはあまり
賑やかではなかったですけれどね︒
広報委員会の委員長はけっこう忙しい青書ですね︒

そうです︒そして︑党の役員会には毎週出なければならんし︒

その晶帯ですね︒それは総裁も出てくるんですか︒

まあ︑暇なときは愚で來ます︒

それは幹事長が一︒

幹事長が責任を持って取り虻切る︒

その役員会で何をやるわけですか︒総務会とは違うんでしょ

をしないため︑にも︑歯を食いしばって︑われわれはきれいな政治を

滞でお巡りがいなくなったら︑がちゃがちゃになる︒そういう混乱

違う︒外に出していけないこと以外のことをそこでやるんで

やっていかなければいかん︒わかりやすい政治をやらなければいか
ん︒大変残念な話であるが︑よくないことをやった人にはお引き取

蓑 向 き のことですか︒

それで聞こえるものですか︒

語をだいたい聴いていますからね︒

話したんですか︑侮を決めたんですか﹂と聞くし︑耳を当てて中の

海部

揮藤

広報委員会の専属の議員や︑それこそ広報委員会に所属して

全国でやる場合は︑議員さんですか︒

全国でやったんです︒

りをいただくということになる扁︑そういうPRをやれと欝って︑

俘藤

伊藤

表向きのことです︒それは終わってから新闘記者が︑

海部 ドアに耳を当てて聴いていると︑だいたいわかるんじゃない
か︒だからどうしてもこれは聞かせてはいかん話というのは︑別の

議員さんをつかまえることができるわけですか︒

やはり広報委員会がどこどこで演説会をやろうと言ったら︑

いなくても関係ありそうなやつを連れてきてはやったわけでしょう︒

部屋に行くとか︑三階の総裁悠接に入るとか︑場所を変えて逃げ画

門何を

e

一373一

は い ︑忙しい仕事ですよ︒
しょっちゅう党本部に行くということですか︒

海崩す演う伊海軸心伊海伊海伊
部藤な部。藤部藤部藤部藤部藤

海部 できるわけです︒それは党の役員会を通じてオ⁝ソライズし
ておくから︒毎週の役員会に出て行って︑ ﹁今度広報委員会はこう
いうことをやるから︑それぞれの理解と協力を求めます﹂という︒
需う内容も少々過激なことを書うかもしれんが︑それぐらい言わな
かったら︑いま国蔑は怒っているんだ︒だからそのレベルにまでい
っ︒へん下りて︑入っていって︑そこからなるほど生まれ変わりつつ
あるなとわかってもらうように︑みんなで汗を流さなければいかん
と︒

伊藤 その当時は︑討論会とかそういうことは決まり切ったことで
すが︑これはいい役者を繊さなかったら大変でしょう︒
海部 いい役者を繊さないと︑かえって反撃を食うのを出すといか
んから︑一応の了承はしますわな︒ここへ出たいと思うがどうか宏

向こうから雷ってくることもあるでしょう︒この人をお願い

か︑誰を出したいということを︒

伊藤

あまり変わった意見を言うような破れを指名してこられても

しますと︒

海部

困るじゃないかということを言うこともありましたけれどね︒でも
ああいうところに出しておくと︑それが本人にとっては選挙に影響

揮藤 みんなで汗を流すのはいいですけれど︑演説の人とか︑どう
にもならないような人がいっぱいいるじゃないですか︵笑い︶︒

伊藤

下手の横好きというのもありますからね︒

が大きいということで︑出たいやつは出たいわけだ︒

佐道 それは選別されるわけですか︒
海部 それはもちろんそうです︒それは﹁あああ〜﹂と言っている
だ け じ ゃ 駄 目 です︒

口八○年総選挙

佐道

あまりあのころは︑出たいやつはいなかったよ︒

テレビに出たいという人もいるわけですね︒

選対本部に遊説案ができますから︑選対本部の遊説案で︑広報委員

策本部の中に広報委員会も躍民運動本部も︑場含によっては全国組
織委員会の︸部も全部集まって︑選対本部の何々となる︒それから
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佐道 テレビはどうなんですか︒テレビも積極的に活用するという
ことになりますか︒

佐道 翌八○年の五月にはまた選挙ですね︒選挙の経緯はまたいろ
?間題があるので︑あとでお聞きしたいと思いますが︑選挙戦に

突入するということになると︑広報委員会は国罠運動本部と分担し

海部 テレビ局からの申し入れば︑当分のあいだ広轍委員会を通さ
なければいけませんと︒広報委員長のところに各局から来て︑いつ
い つ ど う い う番組をやるとか︒

海部

ああそうですが︒最近のことなんですね︒

それは選挙対策本部が立ち上げられるころになると．選挙︐対

て︑全薗的にそれに入っていくんですか︒
海部

俵道

会も入り︑国民運動本部も入り︑みんな入ってやる︒そういうころ
になると︑党本部の執行部の方でも担嶺が決まって︑担当副幹事長

それでは覚の了解もなしに勝季にテレビに出るということは︑

﹁この入はちょっとテコ入れしなければいかん﹂とか︑ ︑総裁

﹁この人とこの人は強いので応援に行く必要はない﹂と

楠

か︑

が来ては︑

遊説をやるときはこういう人たちですよ﹂ということを予めいって
くる︒総裁派閥の中の弱そうなやっとかね︒こいつを当選させたら︑
ですね︑よほどのことがない限り︒

その時期はあまりなかったわけですか︒
海部 勝手に出るやつもおったでしょう︒網の目をくぐるようにマ
ンツーマンで直接交渉してね︒いまやだいたいそうなつちゃって︑
どこでチェックするか︑党がいい悪いを認めるようなところがない

は広報委員長の三役会議で決めますね︒これはどうだ︑と︒

撰藤 それは討論会や侮かですか︒
海部 そうです︒そうすると︑誰を出すかも決めるわけです︒それ

「い

将来もうちょっと勉強させたら使えるかもしれんなんていうリスト
それはどこが作るわけですか︒

楠全腿的に準備不運になつちゃつたんですね︵笑い︶︒

遊説は終わったんです︒それは稀有な例ですよ︒象徴的な例ですが︒

党の職員とかを集めて総裁第＝戸をやって︑テレビカメラがジャ⁝
ッと回って︑手を振りながら寮邸の横ヘパッと降りただけで︑総裁

轡藤
それは各派の謝幹事長が集まっている会議で決めるわけだ︒

もできるわけだ︒

海部
各 派 か ら 出 し 合って︒

いうことになりました︒これはどんな感じで受け止められていまし

突然話が変わりますが︑ソ連がアフガニスタンに侵攻すると

ソ連圏以外にところにソ連が軍隊を出したのは初めてでしょ

と思いますが︒

海部 しかも勝てなかったんですからね︒
偶藤 それはそうですが︑始めたときは勝てないとは思わなかった

．つ︒

揮藤

ニスタンに行ったことがないし︒

焼いても食えんところで︑何もないんOやないの︑と思っていまし
たから︒ただ戦争だけは︑ああいうところだから強いなということ
で︑それ以上のものはありません︒予備知識はないし︑私はアフガ

海部 今目ほどアフガニスタンのことが日本では⁝般的ではなかっ
たですしね︒アフガニスタンというのは︑カブ⁝ルだとかへ行くと
高層の建物があるということもわれわれは知りませんから︑煮ても

閉業

醐韓国との闘係

佐道 この八○年の選挙は︑結果的に大平さんが亡くなって大勝す
るという選挙ですが︑まさか選挙になるとは思わなかったといわれ
ていて︑急に選挙になったわけですね︒それで四十日抗争以来の主
流派︑非主流派の自罠党内部の抗争も引きずったまま選挙戦に入っ
たか︒

ではないですか︒

て行くということになりますが︑なかなか調整とかも大変だったの
海部 そうはいうものの︑あのときもやりました︒それがなくて︑
貸方入り乱れて無秩序なことをやったら︑みっともないからという

ことだ︒あのころは自昆党には美意識がまだ残っておったんだ︒だ
から守らなければならない一線︑乱れてもいいがここまではな︑と
これは分裂選挙ではないんですね︒

いう乱戦は防げということですね︒
伊藤

海部 結局︑分裂選挙にはなりませんでした︒要するに様相はそう
なっても︑衰颪は繕ってやっていかなければいかんという認識があ
った︒

伊藤 総裁の遊説も︑反総裁派の入のところにもちやんと行くんで
すね︒

関わらないから︑それほど印象はないということですかね︒

印象は強くないんです︑申し駅ないけれど︒

伊藤 勝つつもりで行ったし︑周噸も﹇ソ連が﹈勝つんじゃないか
と思いませんでしたか︒アフガニスタンがソ逮をやっつけることが
できるか︑と思っていたんですけれどね︒だけどあまり艮本に置接

勝つつもりで行ったんだもの︒

海部 一応はオファーするんです︒そうすると︑ ﹁そんなもの来て
もらわんでもいい隔とはよう言わんですからね︒ ﹁ちょっと取り込
んで準備不足で︑動貴男が欠けるかもしれませんが︑よろしくどう
ぞ﹂なんていう返事がくる︒来たかったら来い︑ということですよ︒
餌藤 ああ︑そういう意味ですか︵笑い︶︒そうですが︑来たかっ

海部

海部

たら来い︑というのはそういうふうに言うんですか︒知らなかった︒

海部 だから寧野宗佑なんてかわいそうに︑選挙の最中に︑参議院
だったな︑党本部でしか演説できなかったんですよ︒党本部の前で︑
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佐道 国外ネタで大事なことを一つ聞き忘れていたんですが︑七九

だったね︒日本にもちょいちょい来ましたね︒それから丁⁝権︑当
時の国務総理じゃないですか︒われわれが最初に韓国に行って︑丁
一権さんなんかと仲良くなったころは︑まだ三韓一洗正常化の前だ︒
そしていろいろな話を聞いた︒ただ︑β本は民主主義の徹底した国

になっておったけれど︑向こうはあまり徹底していない民主︑日義で

年にはお隣の韓国で朴正煕大統領が暗殺されるという事件がありま
した︒こちらの方がインパクトがあったんごやないかと思いますが︒
海部 それはそうです︒その方がうんとインパクトが大きいですね︒
しかも韓国については︑曝本人はそれなりに思いも思惑もあるわけ

すから︑真っ黒に塗ったジープに乗って︑若手議員がわれわれを逓
えに来て︑そしてピッピピピーッと乱暴に笛を吹きながら︑バスも

楠

李承晩ラインですね︒

平塚﹇常次部﹈さんだな︒

なんで艮独議連の会長に就任されたんですか︒

四日独議連会長として

面倒を見てくださいという︒

海部 これではひどすぎるということでね︒そんなやりとりの影響
がありました︒私と韓国とのつき合いは︒ただそれ以上でもそれ以
下でもなくなったのは︑忙しくてほかのことをやっているから︑そ
う韓国ばかりとっき合っているわけにもいかない︒僕はそんなころ
から長潟議連の会長になりましたからね︒ヨ独議連の会長になった
ら︑お隣のオーストリアも陸続きだから︑わかり切ったことだから

俘藤

んだろうな︑いろいろ︒

一郎︑洋平のおやじが︑河野派の宇野宗佑とおれを呼んで︑きちん
とやって来てくれよ︑と言った︒日魯漁業の方から頼まれておった

をいった入もありましたが︑そんなことで揉めている最中で︑河野

海部 そう︑大陸棚議論からいくと︑韓国が非常に有効になるし︑
それでは日本と韓国の等距離のところに線を引こうかなんていう案

伊藤

たんですよ︒

車も止めてヒューンと走ったりする︒そんな体制のころでした︒そ
してあのころ︑まだ目韓共同漁業水域の境冒の話がついていなかっ

ですから︒

佐道 これはニュースをお聞きになったときにはどういうことをお
考 え に な り ま したか︒

海部 怖ろしい国だなと思った︒変な話だけれど︑いまの韓翻は北
朝鮮という反面教師がおるから︑物わかりのいい紳士みたいに思っ
ておるが︑白昼堂々とコレ﹇銃撃﹈でしょう︒怖ろしい国だな︑な
かなか信絹できない怖ろしい国だなと思った︒
このときはそうですね︒

これは軍人がやったんでしたっけ︒

佐道

しかしこれは二本の政局にはあまり影響はありませんね︒

楠
轡藤

海部はい︒コリアン・ロビ⁝の 部にはいろいろあったでしょう
けれど︑目本の政局全体に影響はないです︒
一言 先生はあまり韓国は関係ないんですか︒
海部 いや︑あまり深入りしていません︒
楠 日韓議員連盟とかは関係ないですか︒
海部 それはおつき合いでしています︒そして︑最初に三十八度線
に招かれて行ったときは︑青年局長として青年局の代表を連れて行
ったこともありますし︑ヘリコプターで三十八度線の上蓋から現場
を見たり︑話を聞いたりしたこともあります︒そして︑定期交流を
やろうということもあって︑金国の青年組織の代表を各県ごとに三
入ずつぐらい集めた︒それでも百何十人になるんだ︒
伊藤 向こうの敵治家とつき合って︑向こうの政局になんとなく関
わるということはなかったわけでしょう︒

海部 向こうの政治家といっても︑行けば大事にしてくれるし︑わ
れわれのカウンタ⁝パートは︑二人の李がおって︑無任所國務大臣
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どのぐらいの人数の議員さんが集まるわけですか︒

そう︒

どこで意気投合したんですか︒
伊藤

に入る議員連盟ですよ︒いま百五十人ぐらいおるんじゃないですか︒

いまの鶏独議連は︑環本の衆議院では︑最も大きな五本の拷

とですか︒

ああ︑それをお作りになって︑自分が会長になったというこ

海部

僕が作ったんですよ︒それまでなかったんだから︒

俳藤

撰藤

海部 あれはドイツ側の議連の会長が︑十穂年ずっと会長を続けて
おって︑ドイツの国会の中で毛色が変わった︑なんといったかな︑
背の抵い︑ごつい︑南の方の畠身者で︑党大会で︑南の端の地方政
党なんだけれど︑ ﹁わがドイツの申心地からやってきたわれわれ
は﹂なんていう演説をやるとえらい人気があったんだ︒中川︻郎を
海部

海部

直したような顔をした男だよ︒これと意気投合した︒
ドイツで︒

拶藤
海部

ドイツにいらっしゃって︑ですか︒

な︒それから大坪健︸郎というのもドイツ語がわかる︒それはみん
な駐在したことが契機になっている︒そいつらはドイツへの思いも
あるから︑入れと言って︑スタ⁝テイング・メンバ⁝になって入っ

出発のころはどうですか︒

伊藤

海部 出発するころは四十五︑物入かな︒そして︑その後はいろい
ろあったが︑自罠党で原田昇左右というのがドイツ語がわかるんだ

年 代 表 を 繋 れ て行った︒

海部 はい︒僕はドイツは潤独青少年交流の第一回の露長で︑青少
伊藤 みんな青少年代表の蘭係だな︵笑い︶︒
海部 そして︑バイエルン州の由の中のテントで︑合宿をしながら

意見交換をした︒それから︑向こうのカウンターパートになった議
員たちがベルリンに行こうという︒ベルリンを見せずにあんた方を
帰すわけにはいかんというので︑ベルリンに行った︒それは壁とか
有剃鉄線がまだ荒々しいときです︒そこでその日の晩に︑みんなと

て来ました︒いまも引き続いてやっています︒
伊藤 それは別に党派とは関係ないんでしょう︒
海部 関係ない︒ただ︑共産党だけはちょっとこ期弁願いたいとみ
んな雷うから︑共産党だけは外れておるんですよ︒
楠 この時代はまだ東がある時代だから︑社会党も駄圏じゃないで

﹁みなさん︑今度おれがベルリンに来るときは︑

の 交 流 の と きに︑

すか︒

俘藤

私はずっとです︒ずっと日独議連の会長です︒

それ以来ずっとなんですか︒

ええ︑埼玉県ですね︒そうですが︒

海部 だから東独議遮の会長は土屋義彦︑西ドイツの議院の会長は
僕でした︒それで棄西ドイツが一本になったので︑その後議連も合
体して︑陽独友好議員連盟というものにした︒最初にベルリンの壁
を壊すときもおったんだから︑あんたやってくれと舞われて僕が会

伊藤

いまは知事になっているけれどね︒

を挙げうといったら︑手を挙げて応じてくれたのが土屋義彦ですよ︒

︑兄てやるからと言った︒ちょうど院が違うから︑参議院に行って手

海部 いや︑東があっても︑東ドイツの方も一緒に会長をやってく
れときたから︑一人で西と東の会長をやっておったら格妊がつかん
し︑二股外交になるからよくないと思って︑東の会長はこっちで考

ルフトハンザに乗ってこられるようなドイツを作っておいてくれ﹂

と穿つたんだ︒あのときはルフトハンザが入れなかったんだ︒占領
下ですからね︒アメリカ︑フランスなんとかの共購管理です︒そん
なころあの辺を統澄しておったのが︑ハンス・モドローという︒そ
の後東ドイツの初代の総理大臣になった男です︒それとバイエルン
の合宿も一緒にやりましたからね︒そのモドローが総理になったと
きに私も総理になって︑ドイツを訪問したでしょう︒ですから︑モ
ドローと会うのもちょっと感傷的なところもありましたね︒おまえ

演部

野郎議連を作ったのはどなたなんですか︒

よく頑張ったな︑ということがあったから︒

伊藤
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伊藤
会長です︒

いまでもヨ独議連の会長なんですか︒
伊藤

出て来てくれる︒なお面白いことは︑十年前に向こうの総理大濠を
呼んだとき︑来たのがビャンバスレンという学者です︒

れでご招待を受けましょうといって︑その︸番機に乗って︑このあ
いだ行ってきましたよ︒そうしたらバカバンディ大統領もちゃんと

海部

そうですが︒じゃあずいぶん長くなりますね︒

長になって︑土歴はもう参議院を辞めて知事になろうというところ
だから︑それで片が付いたということです︒

伊藤

ました︒

わいそうだから置いておくわ︑といって置いて帰ってきたら︑日本
人のメンタリティをよく知っておる︒こんどバカバンディの晩餐会
を天幕でやっておったら︑当時のどヤンバスレン総理が︑いまは閣
僚を離れておるけれど︑その馬を連れて飼い主と︸緒にそこに現わ
れたんですよ︒みんなで拍手賜采だ︒だから馬とのご対面もしてき

当時はまだ人民盲捜国の時代じゃないですか︒

海部 長いですよ︒ゲンシャーと海部俊樹が⁝番長いぐらいですか

海部 そうですよ︒僕が最初にモンゴルに行ったのは︑中越に行っ
た帰り︑平成三年だ︒そのときナーダムという有名な露罠体育協会
の大会で優勝した馬をくれたんです︒そんな馬をもらっても馬がか

ら︒

佐道 田本の議連の中では東西ドイツが合体して︑欝本でも西が東
そうしたら︑祉会党もいるわけでしょう︒

を呑み込んだわけですね︵笑い︶︒
轟轟
いますよ︒共産党だけは入れていないけれど︒東申﹇光雄﹈
﹁入れ﹂と言ったら﹁いっぺん党に帰ってよ

海部
というやつがおって︑

く相談してきまずから﹂と︑そんなものだった︒ ﹁じゃあ席だけ空
けておいてやるから︑決心がついたら︑これに署名捺印のうえ︑ ⁝

しかし競馬馬にはならないでしょう︒

それは海部さんの馬なんだ︒

伊藤

競馬馬にはなりません︒ジンギスカンのころからの馬ですか

俳藤

海部

河野さんとかだったら持って帰ったかもしれませんね︵笑

切規則には従いますといって︑毎月三蒼円だったかな︑の会費を納
めてきたら︑君は共産党を代表する幹事にしてあげる﹂といったが︑
何も言ってこないから入れていないんだ︒
伊藤 言ってこないんですか︒やっぱり朱に交われば赤くなるの逆

らね︒

潮道

だから︵笑い︶︒

駆．三木派党員数の増減

るわけですが︑これについて何かご記憶の点はございますか﹈

人でした︒三木派が大変多かったのはどういうことだったのでしょ
うか︒これが年末の十二肩二十九目の発表では⁝囚二万へと単減す

党は党員11三 ○万五八七三人と畿表します︒掌中・蓮華派駐九〇
万入︑中蛍根派11懸一万入︑福早舟舞三五万人で︑三木派は八四万

い︶Q

海部向こうは讐戒しているんだ︒
佐道 朱が白くなったら大変だ︵笑い︶︒
海都 けれど︑最近は変わってきましたよ︒このあいだ中飛と同じ

俘藤

それも議連の会長なんですか︒

先生︑七番の質問はどうですか︒ ﹇八○年一月二〇隣︑自民

で︑．日本とモンゴルの国交正常化三十周年記念祝典があって︑モン
ゴルのバカバンディ大統領が﹁ぜひ一番機に乗ってきてください︑
柳藤

会長です︒それで議連の会長はおれはあれだから︑誰かやれ︑

大統領の賓客にします﹂という招待を寄越したんだ︒
海部

といったんだ︒これは衆議院も参議院も全部含わさって︑同時にモ
ンゴルはカシミヤの工場があるんだ︒それで財界のモンゴルもある
から︑それも全部集まって︑霞本モンゴル友婦協会を結成して︑そ
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海部 これは︑三木派が多かったことは事実ですが︑これは組織的
海部

うからですか︒

そのころもそうだ︒屡大の校友会の総会も︑おれが頼まれて

な 立 替 党 員 で すよ︒

行って演説をやってきたんだ︒それは日大を知った入が多いから︑

それはものすごい数ですね︒
俘藤

海部

楠

私大ということでしょう︒

雄弁会の関係もおるし︒

それは雄弁会の関係ですか︒

仲問もいっぱいおるし︒

俘藤
ですから︑びっくりするような数で︑八四万人集まったんだ︒

山妻 でもこの前の海部先生のお話だと︑海部先生はとてもじゃな
い︑立替党員なんかはできない︑とおっしゃっていましたね︒
海部 僕は作りませんでした︒溌本﹇敏夫︺さんがつくった︒自分
のことだから︒三光汽船から︑造船会祉から︑下講けから⁝︒
海部

す︒

八西万ですね︒これは曝誉詞係と三光汽船関係なんですか︒

海部私立大学の私学振興の方の問題もあるし︑ずいぶんやったし︑
やってくれました︒おかげで︑びっくりするぐらい票ができたんで

佐道 ちょっとびっくりするんですね︑この数を晃ると︒
海部 僕らは︑それまで自分が広報委員長で︑党員の運動の先頭に
立ってやってきた人だから︑自分の後援者も説得して︑党費は自分
で蹟してくださいと説いて︑私の細胞の責任者が集金して回ってつ

それが主力でしょうね︒

先生は一万にもならなかったんでしょう︒

これは選挙のためでしょう︒
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ニア︻万だ︵笑い︶︒

伊藤

もちろんそうです︒総理にしよう︑ということです︒

先

くった党員ですから︑みんな知っておるんですよ︒おれは海部を支
持しておる︑育てておるという自意識の高い人が多かった︒そこへ

しかし八四万の中のニア一万だったらいい成績ですね︒

とか三千とかしかできなかった人もいるわけですから︒

全体の国会議員の中ではいい方さ︒精一杯無理しても︑二千

ら 僕 は そ れ は 断わった︒

海部

総理にしょうといっても他派閥との関係もありますからね︒

繊自民党翻新連盟

伊藤

織的に動いたんだ︒

佐道 福国派が三五万人ですから︑派閥の大きさから考えたら一⁝︒
海部 それはそうです︒このときはみんながびつくりした︒これは
河本さんが先顧に立って一所懸命やって︑三光汽船とか︑至大が組
﹁先生︑それは

そうですね︒金を払う党員と金を払わない党員と︒

この﹇入○年四月にできた翻露無党刷斬連盟というのは︑

撰藤

﹁それはできん棉談だから﹂と言っ︑たら︑三木さんは讐それ

海部

ほどの三木・中西根・福磁派の連合ですか︒

楠 河本さんが葭大の校友会を使って増やしたというのは︑このこ

はそうだな︑海部需の言う通りだ︒それはそれでいいよ﹂と言った︒

伊藤

後援会は二つに分かれる漏と欝つたんです︒

融弁してくれ︒おれの手足︑おれの足腰が全部駄囲になつちゃう︒
僕の手足︑足腰で言うことを聞くやつはもう党貴になっているんだ
から︑それは全部﹁河本敏夫﹂と書かせます︒でもこれから金を払
ってやるから︑ただでいいからおまえら入れと雷うと︑海部俊樹の

われたけれど︑そのときは大変書いにくかったが︑

三木さんにも海量さんにも︑ コ万でも二万でもいいから︑海部
先生お願いします︒金はいくらでもこちらで準備しますから名簿だ
けはきちんと集めてもらったら︑それで党員になるんだから﹂と言

名簿だけ出してもらって立替で党員になってもらいますなんていう
ことを言ったら︑おれの後援会はガタガタになつちゃいます︒だか

海伊海伊海脇
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というふうにお考えいただいてけっこうだと思います︒

海部 いや︑これはもうちょっと別の角度の生臭い連盟ですわ︒政
策を実現しようという連盟ではなくて︑政局をやろう︑変えてし窪

海部

伊藤 KDD問題と浜田代議士問題ですね︒浜賑さんの問題は︑ラ

赤城﹇宗徳﹈さんが代蓑ですが︑これはどういうわけですか︒

おうという倒閣運動です︒

俘藤

いまごろはテレビのタレントになっていますけれどね︒

スベガスの闇題ですか︒それだけではなくて⁝︒
四聖 ほかにあったかな︒とかくの風評がある人だけれど︒
餌藤

海部 あれ以外にはあまりなかったんじゃないかな︒やくざ出身だ

を私は鋼します︒委員長︑認めてくだ

幽十霞抗争のときですね︒

俘藤

・ス⁝ン・アズで動き鷹ってもらえるような入ではなかった︒

ということを売り出してみたり︑そういう強颪の一面もあったし︒
伊藤 実際に机を振り洞したりしていましたからね︒
佐道
それから︑

そもそもこの時期︑赤城さんというのはどういう感じでしたか︒．
海部 赤城宗徳さんがどうしてなったのか︑僕はよくわからないな︒
伊藤担がれて
︒
海部 あのころから足腰ご不自由になっておった入ですから︒立つ
のに一分︑そこまで二分といったら叱られるけれど︑あまり︑アズ

海部
門駄霞だ隔といった︒なんだったか︑健

シンボルですね︒

さ い ﹂ と 号 簿 って来たから︑

海部 シンボルですが︑あの人はソ連との関係で不愉快な動きがあ
ったでしょう︒それで僕らはあの入を金面的に儒服していなかった

﹁曽池誠

康保険法案の採決を党がやれと書っても絹川がやると言わなかった︒
社 労 委 でしよう︒

それで委員会が延びたことがある︒
伊藤

祉労委だ︒社労を開くように︑僕らが説得しておったんだ︒
﹁駄環だ︑そんな生ぬるいことで

海部
そうしたらおれのところに来て︑

な︒将来因縁ができたあの水野清だ︒

んだ︒ソ連寄りなんですね︒三木さんにも︑あんなことでは駄馨で
すよ︑と替った︒けれども︑このときにはいかなる加減か自民覚刷
新連盟の代表になった︒このときあの人は岸﹇信介扁さんの批判を
よくやったんだな︒そして︑この下におったのが水野清じゃないか

もちろんこれは先隻も加わっておられたわけでしょう︒

﹁刺しま

す っ て ︑ 本 当 に刺すのか﹂と言ったら︑

伊藤

そうです︒

は︒ハマコ；にお任せください︒私は刺しますと﹂いう︒

だから﹁業界言葉を使っちゃいかんよ﹂と言った覚えがあるんだけ

海部

門私が書します﹂という︒

れどな︒

な形でございますか︒

この運動はさっきお話のありました︒三派の連合と闘じよう
﹁浜田幸一

揮藤

伊藤やっぱりそっちの業界なんですかね︒
海部だって彼のいろいろな古い記録を読んでみると︑

それから﹁塁の王子様﹂ではないけれど︑二人で腕を組んで見てい
る方向︑見ているものは同ごだつたというようなことで︑こちらの

結局構成メンバ⁝の顔を見ていれば︑だいたい交わりますし︑

俘藤 このKDD問題は何でしたっけ︒
溝部 KDD問題というのは服部安司が噛んだ問題じゃないの︒郵

ときでもあちらのときでも︑三派が集まってみんなで議論しながら

海部

政族の︒どうもそんな感じがするな︒

鶏指す方向は︑濁じ方向になるんだな︒政局です︒

︵ 佳 所 不 定︶﹂なんていう新聞記事があ っ た ん で す ︒

俘藤 やっぱり︑前でいえば党風樹新ですね︒
海部 とにかくわかりやすくきれいに行かなければならんというこ

繍大平内閣不撰妊案の磯決
この連盟というのは議員連盟みたいなものですか︒

とだけで︑ずっと頑張ったんだけれど︒
拶藤
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俘藤社会党が不信妊案を提出して︑そのときに︑先生も含めてだ
ろうと思いますが︑欠席して︑不信任案が可決される︒それは筋書

海部 そういう筋書きですよ︒要するに︑ ﹁未必の故意隔があった
というのが正確なところですよ︒初めからやつちゃおうというので

全然予測していなかったわけではないんでしょう︒

けですからね︒

うなつちゃった︒なっても︑結局それは選択駿の一つとしてあるわ

とはいかん︑解散でやつちまえ隔と言ったのが世間では紹中角栄だ
ということになっていますね︑あのときは︒磁申角栄の意を受けて︑
票読みをやって欝算しておったのが金丸儒ですよ︒だから曝中派が
断固解散だ︑といって決めちゃって︑あれよ︑あれよという問にそ

撰藤 でも六十九人が欠席すると不信任案は可決になりますね︒
海部 不信任案が可決してギブアップすると思ったんです︑糟報と
しては︒ところが︑これを一拝懸命一入になって支えて﹁そんなこ

はなくて︑こうなるだろうではなくて︑しかしこうなるかもしれん︑
伊藤

そうですよ︒だから腹は決めて︑選挙になるかもしれない︑

きとしては︑社会党がこのとき不信任案を出して︑われわれが欠席
をして︑それが通過して︑そこから先解散になってという筋書きな

なったらなったでしょうがないじゃないか︑それはサ嬉しようとい

海部

はい︑そこまでは手を國しません︒

んですか︒

う︑せいぜい未必の故意ですな︒
伊藤 でも社会党が不信妊案を提出するところまで手を評したわけ

なったっていいじゃないか︒

海部
もしかしたら回しているかもしれませんよ︒

でもなかったんですか︒

俵道 先ほど未必の故意とおっしゃいましたが︑非主流派自体も︑
西墨壷抗争のときのように綿密に相談し合ったとか︑そういうこと

ああなると町の評論家みたいなもので︑いっぱい出て来ますからね︒

のかといって︑結局解散にはならんだろうと書っていた人もあった︒

海部 賭けていた人が多い︒これは総辞職だよ︑解散にはならんよ︑
と雷い続けておった人もおる︒こんな状況で解散したって勝てるも

いたんでしょう︒

撲藤 それは欠轄するときに︑ですね︒
海部 欠席すれば︑そこまで行き着くかもしれんけれど︑そういう
ときは最悪の事態も絶えず計算し︑対応も考えながらやらないと︒
極藤 でも︑ギブアップするんじゃないかというほうに相当賭けて

で は な い ん で しょう︒

俘藤

海部 いやいや︑そのとき選挙を本気になってやって︑どうのこう
のということはなかったんですね︒
伊藤 これは︑葭民党欄栽連盟が欠席した入のすべてだというわけ
で は な い ん でしょう︒

海部 欠席した人はだいたいみんな欠席したんじゃないかな︒ああ︑
一人欠席しなかったのは安賠悪太郎だ︒誰かと約束して︑どこかで
言われて︑議場が閉まる直前にこそこそと滑り込んだな︒
伊藤 そうですが︒なかなか妙な動きですね︒
海部 それはやっぱり︑いろいろな意味で︑ ﹁安倍さん︑あんたは
もっと王道を歩きなさい﹂というようなことを財界から言われたり
なんかしておったんじゃないですか︒あるいは竹下が手を圓したの

海部

佐道

それがあとの政権につながったという︒

残った︒

申曽根派はこのときに﹇本会議揚に﹈残ったんですね︒

海部

伊藤

問がないから︑みんなそれぞれいやだったろうけれど︑しか

今度は当選して問がないですからね︒

やつはもう鐵て来やせんから︑どうとも言うやつはおりゃせんし︒

んなおれは峯堕したと胸を張っておるし︑簑心しておるし︑落ちた

海部 そんなことはありませんでした︒そんなことをしておる畷も
時間もなかった︒四十ヨ抗争のときは選挙が終わったばかりで︑み

佐道

そうそう︒

かもしれない︒

海部
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し聞がないから思い出の中に︑おれは当選できたんだから︑今度も
また㎝所懸命やれば︑それは間違いないだろうという安心感もみん
なそれぞれあったんじゃないですか︒
俘藤 これは大平さんが亡くなるなんていうことがなければ︑この
選挙はまた負けたかもしれませんね︒

海部 それは亡くなることがなければt︒ここらで負けておる方
そうしたら大平さんは総辞職ということになりますね︒

が︑この政治は早く董つたと思うな︒
伊藤

楠 流れがだいぶ変わったでしょうね︒最近は解散のときに万歳し
このあいだは︑やったようだったな︒

ないんですか︒

海部

楠やりましたか︒最近テレビを見ていると︑やっていなかったよ
うな︒

海部 あまり昔のようには元気がないな︒
楠 昔はやけくそな感じでやっていたようですが︵笑い︶︒あれは
な ん で 万 歳 を するんですか︒

海部 それがわからんのだ︒そういうしきたりだと思って︒先輩が
作ってきたしきたりだから︒そしてわれわれは︑その勢いで自分を
勇気づけてね︒

そういうことではないでしょう︒やったあ︑．ということで︒

楠 万歳って︑降参という意味がありますよね︒縁起でもないです
よね︒

伊藤

海部 気合いを入れるんだ︒わけのわからん精神の高揚感から出て
く る ん じ ゃ な いかな︑

俘藤 劉に先例集にあるわけじゃないと思いますけれど︵笑い︶︒
佐道 今年も春先から︑三月か四月に解散だとか言われて︑それが

過ぎて夏は危ないとか言われて過ぎて︑また訪朝という話があって
十月はという話が出て来て︑何度も出ては消えてはしていますが︑
ど う な る ん でしょうかね︒

海部 それはわかりません︒それは任命権者がその気になればでき

る話なんですけれどね︐

伊藤 そこはなんとも書いようがないですね︒ところでちょうど一
問ですので︑ここのところで終わりましょうか︒
佐道 そうですね︑鈴木さんに替わるところですね︒
伊藤 大平内閣は大勝したけれど︑大平さんが亡くなって︑鈴木蕃
幸内鰻になるというところでちょっと切っておきます︒まだ鈴木内

このとき弱中六助活躍の場が出てくるんだ︒覚︑兄とるだろう︒

閣から先もだいぶありますから︒
海部

鈴木善幸内閣のときですか︒わかりました︒それは記憶して

︿以上﹀

伊藤

おいて︑次回はそこから入っていただきます︒
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第18回
鈴木内閣時代1（1980〜1981）

【2002年10月

28

H（月）14：◎0〜16：◎0

於：TBRビル鐙F・海部俊樹事務阪

［インタビュアー］

隆

（政策研究大学院大攣教授）

精一郎

（東洋英私女学院大学教授）

伊藤
楠
佐道

（薦書きはインタtfユー一の時点）

明広

（政策研究大学院大学助教授）

［記録、編集】

丹羽

清隆

海部竣樹先生

第重8画

オーラルヒストリー質問項日

（2002年10月28鋤
1．80年7月、大平内閣のあと、自民党巖高顧問会議で話し難い1：Skる総裁選出の方針が決ま琴、
西村副総裁裁定によって大平派の鈴木善幸が内閣善感となりました。鈴木首根誕生について、
当時どのように見ておられたのでしょうか。前瞳の最後に、田中六助氏の動きについて少しお
触れになりましたが、それはどういったことだったのでしょうか。

2．先生は、鈴木内閣成立後の80年8月、慮昆党の文教制度調査会畏に就侵されます。当時、中
聾区教育委員会で教育委員の準公選制度ができたり、奥野法相の社会化教科書批糊こ見られる
ような、自民党内での社会科教科書「偏向」誤判が行われていました。先生の文教臆度調査会
長就イi垂はこのような状況を背禦にしていたと思いますが、いま述べたような状況に対しては先

生はどのようなお考えだったのでしょうか。
3，上の質問とも関係しますが、12月には自民党文教部会・文教制度調査会が食瞬会議を醐催し、
「高等教育」「教員問題」「教科書問題」「学制問題」「基本問題」の五つの小委員会を設け、戦

後教育の全面的見直しを行うことを決定しました。この間の経緯や、審議の状況等お願いしま
す。

4．これも前期の問題との関連ですが、81se

6月、自民党文教部会・文教制度調萱会が含同会議

を開催し、教科書検定の強化、広域採択舗、教科書法の制定など、教科轡鋼度改革案をまとめ
ました。この経緯等についてお願いします。

5．80年オ0月、自罠党憲法調資会で、3年を臣標に改憲に向けた議論が開始され譲した。その前
には（8月）奥野法相が「自主憲法鋼定の議論が望ましい」という議会発言もあり、この時期
改憲問題が議論されています。先生はこの間題にはどのような立場でおられたのでしょうか。

6．81年2月、竹鐙五郎統幕議長が、徴兵制を違憲とする政府晃解に異議を唱え、防律讃6襯1％
上限を批判し問題になりました。この間題について先生はどのようなお考えでしたか。

7．5月、訪米した鈴末首相がレーガン大統領と会見しましたが、このときシーレーン防衛を約束
したのかどうかが問題となtj、また鈴木首相が日米共編声明の作成経過に不満を述べたため、

逆蓮外相が引責辞任する問題となサました（5月16副。この一連の経過について先生はどの
ようにご覧になっていたのでしょうか。

8．伊東外相辞任騒動の直後（5月17日）、ライシャワー元駐日火山が、核積載米艦船がH本に寄
港していると述べて閤題になtJました。3彬i蕊原則や事前協言蔵渡に関する疑問が野党などか
らさかんに提起されたわけですが、この鎖題についてこ言己｛意の点をお願いします。また野党に

対するエ作などをおやりになったのでしょうか。
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9．81ee

3湾、鵬時行政調資会（第二次臨調）の初会合が開催され、以後一蓮の行葦の議論が本

格化します。鈴木内翻下での行革議論については、先生はどのようにご覧になっておられまし
たカ㌔

10、5月、白民党は参議院全躍区に比例代表制を導入する公職選挙法改正粟を国会に提出しまし
た。これは廃察になりますが、翌隼フ月には成立しま：す。この選挙舗度改革問題については

先生はどのようなお立場だったのでし＊うか。
11．先生は、81年11月、国民運動本部長に就任されます。国民運動本部長就任の経緯や、その
仕事の内容等についてお願いします。

※今圓は以上のような点を中心にうかがいたいと思います。
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この人の話は問違いなかろうな︑と思った︒裏を取ったら︑ある有

まで何回も何罎も向こうに行って︑いろいろやってきた人だから︑

名な新聞社の人が問違いないといろいろ言ってくれたので︑どうせ
β朝国交正常化はやらなければならんことだから︑やろうと︒金丸

躍対北朝鮮交溝について︵︻九八九年頃︶
伊藤 最初に︑ちょっと最近の状況なども伺いたいんですが︑それ
楠

訪朝の前です︒

いいんじゃないですか︒

をやっていると先に進めませんね︒
海部
北朝鮮問題はどうなりますか︒

讐向こうから来るならば︑

蚤時は難事会うことはたいへん冨険でしたので︑萩聞の裏に載せ
られてもいいような入と飯を食う約束があったら︑その会場を教え
ておいて︑ ﹁その横の部屋に︑もし用があるなら来ておれ︑そこで
謡を聞くだけ闘いてやろう︒その代わり︑そちらも誠意を持って答

がありました︒

邸以外のところで会ったらどうですか隔というような話もしたこと

それはどこかで会ってもいいけれど︑まだ総理大臣が直接語ができ
るようなことになっていない︒そういうことができるようになるま
では︑それはできないから︑まず官房副長官か誰かに非公式に︑官

それを連れてきて︑いろいろ詣をした︒

さんが︑こちら﹇朝鮮総連﹈の小話醗議長・許宗萬といったかな︑

金屡成の頃ですか︒

伊藤

海部 もちろん金霞成です︒そして三木睦子さんがちょこちょこ手
紙のやりとりをしたり行ったりしておった頃さ︒ここへも三本睦子

﹃北朝鮮﹄とい

海部 北朝鮮問題はね︑一番最初にお話ししたと思うけれど︑内閣
を組織したときに︑ある猛襲社の︑当時国会に出入りしているボス
がいた︒その大人物が僕のところに来て︑ ﹁今環は直接北朝鮮から
のメッセ⁝ジだから︑聞いてください︒公式な場所で共糸国の名前
が速記録に残るようにちゃんと発言してください︒
うのは金輪際やめてもらって恥というようなことを言って来た︒
あのころは︑こちらもやろうと思っているときだったんですね︒
当時霞艮党の北朝鮮問題対策委員長は久野忠治さんだったな︒クノ

チュウさんは︑僕の中学の先輩でもあるコここ﹇海部事務所﹈へい
らっしゃつて︑ 門壇上で答えるときに︑人民共和国の名前を正式に
発言してもらえると︑それが大変いいシグナルになる︒前向きのメ
ッセ⁝ジとしてとるから︑そうすると日朝圏交正常化交渉がすぐス

短時の︑クノチュウさんという名前まで出してはいかんな︑自民党
の北朝鮮悶題対策特別委員会の委員長で︑当時パイプであったと思
うんだ︒しかも私とは中学の先輩・後輩という関係もあって︑それ

︑尺てくださいよ﹂ということを︑萩蘭枇を中に入れて確約をとった︒

とりを︑申に入った久野さんを使って︑やったんだな︒久野さんは

でいろいろ話したら︑ 門本当です︑本当です﹂と言うから︑まあ風

タートできます﹂ ﹁じゃあそのところで僕が呼びかけるから︑前提
条件を置かずに無条件で交渉を竸幽しようという提案をする︒それ
に素早く反応してできるようにしてくださいよ隔というようなやり
疎薄栄作さんの系統だけれど︑田中角栄さんの直系の家来だから︑

穴を開けるだけは急げた方がいいと思った︒

仲良くして︑敵対関孫を打破して違んで行きたい︒そのことを速記
録に残るように壇上で答えるのは︑当時としてはちょっと勇気のい

あのころパスポートを見ても︑ウィズアウトはノースロリアだけ
ですからね︒それはいけないので︑とにかく向こう三軒両隣はまず

栄作さん自身からはあまり思し召しがよくなかったんだ︒けれども︑
﹁駄目だ︑そう阜まっちゃいかん隔というような意見がいくらかあ
っ た ん だ ね ︒そんな時期でした︒

俘藤 それはいつごろの話ですか︒
海部 僕が総理になったときです︒久野忠治さんというのは︑それ

ることでしたね︒まだ青嵐会も華やかに勢揃いしておるし︒
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そこで民事関係は︑こちらにおる心悸副議長というのと会って話
したんです︒そのとき栢当窮乏した状況であることはよくわかって

には申しあげられないけれど︑腹の中に飲んだり食ったりもしてい

何翻も金丸流の手練手管を使ってあれしてあるから︑ということで
しょう︒そこから先はおれもちょっとつまびらかにせんから具体的

やっていくわけにもいかない︒その前に︑李恩恵さんの問題がそろ

てくれんか︑というようなところがら話が始まっておるということ
だ︒それでこちらは︑向こうの言いなりになってお金の話だけ先に

が熟したからやってください﹂という︒ただそのとき僕が思っため
は︑向こうが非常に窮乏しておるので︑もうちょっと経済援助をし

その深國は︑本当にちょこちょこ連絡にも来ました︒ ﹁まさに機

るわけだな︒

おりました︒ただ拉致問題というのは今霞ほどポピュラ⁝ではあり
ませんでしたからね︒︸般的にも知られていなかった︒ただ李恩恵
の問題だけは︑当時から相当象徴的なものとして出ておりましたね︒
そういうことを下そうと思ってやっておって︑何心かやろうという
何藏かというのは︑許︵きょ︶さんとですか︒

ことになった︒

下裳

海部 はい︒また会いましょう︑ということです︒許はいっぺん向
こうに帰って︑上のほうの言葉も取ってくるからということで︑向
こうに帰ったり来たりしておりました︒結局そのやりとりが︑いま
にして思えば金丸訪朝団に通じた細い細い糸であったんだろう︒そ

こうは怒り出して︑ ﹁そんなことを言われるならば駄目だ︒それは
横に置いて︑なんら条件を付けずにヨ朝曇交正常化交渉を始めよう

そろくすぶって出て来ておったから︑あの問題を片付けようじゃな
いか︒ ﹁李恩恵さんを︑艮本語の先生として一人拉致していったん
じゃないか﹂というようなことを書ったら︑机を叩かんばかりに向

のときむしろ金丸﹇信﹈さんというよりも︑国会議員の申で 番出
入りしておったのは社会党ですね︒そして名前を忘れたけれど︑ち
ょっとデブッとした社会党の責任者を覚えていますか︒自民党側が

とおっしゃった︒それを評劃してわれわれは乗っているんだから︑

まず国交正常化の話を隔というようなことで進んでいった︒

クノチュウであるように︑社会覚側にも朝鮮問魎委員会の委員長が

たと思います︒

一応は進んでいったわけですね︒

俘藤

おったんだ︒

伊藤

海部 皿応進んでいったんです︒だから代表も決めて︑そこで出会
って︑いろいろ話もさせたんです︒そういったことが三︑四回続い

深田肇︒

海部深国肇だ︒
埼玉じゃなかったかな︒

窪田ですね︒

伊藤

聞いたことも見たこともないようなおじさんだったけれど︑

楠

海部

廊下で会うと心やすそうに最敬礼をしたり︑ちょっと招いてひそひ

ことを石井が笑うのさ︒

長さんを帰すとか帰さんの話があった︒そんなことで現われたのが︑
例の石井ピン﹇石井乙だよ︒石井ピンが出て来て︑あれはこっち
のほう﹇頬に傷を描く﹈の筋もあるものだから︑それで情報を取っ
てくるわけだ︒ ﹁金丸さんが行ったら︑そのとき内閣総理大臣親書
を渡してくれ︒そうすれば紅粉さんを連れて帰ってくる﹂ぐらいの

俘藤 その延長線上に金丸訪朝があるわけですか︒
海部 金丸訪朝は延長ではないけれど︑そうやって地下水が通じ始
めたんだ︒金丸訪朝は︑紅粉﹇勇﹈さんといったかな︑捕まった船
﹁海部︑任して

そやるものだから︑危ないな︑これは気をつけておらなければいか
んな︑と思いながら︑金丸にだけ教えておいたら︑

おきな︑あんなのはおれが腹の中に入れちゃつているから﹂と言う
そうですが︑腹の中に入っちゃっているんだ︒

んだな︒

欝欝

佐道 どっちが本当なのか忍笑い︶︒
海部 金丸さんが腹の中に入れちゃっているということは︑一緒に
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楠 日本としては紅粉船長を戻すという実益はあったでしょうが︑
それ以上のものは何かあったんですか︒あっちはお金が欲しくてし
ょうがないでしょうが︑こっちは別にそんなに急いで回復しなくて
も何も函らないと思うんですが︒
海部 ただ︑極東の平和と安全に役立つような約束を取り付けよう

いことにしましよう︒それで結局その話はどこかでぶち切れるわけ
ですね︒

海部 駄鷺になったというわけではないけれど︑金丸さんたちが行
って︑金丸さんがそこで償いと補償まで護ったでしょう︒あれでは

そ れ は 難しいですね︒

とになって︑それであの話はちょっと待て︑ということになった︒

よ﹂というから︑おれもいかんと思った︒そこまで始めたら︑言葉
は悪いけれど︑金丸さんはノーズロじゃないか︑駄農だ︑というこ

政府はとてもそんなことはいけません︒ ﹁総理︑それはいけません

便藤

そういう腹︑下っ腹があるから︒

ということさ︒

海部

佐道 金丸訪朝のあとに︑正式の霞朝交渉という政府閤交渉が何等
か続いて一︒
何圃かあったんだ︒そして僕の記憶では︑李恩恵の闇題で蹟

けれども︑紅粉さんはやがて帰ってくるようになるんだ︒

佐道 いまの日朝交渉でも︑アメリカ側の意向みたいな話が出てい
ますが︑アメリカの意向も外務省を通じて打診するんですか︒
海部 それはもちろん︑こういうことを雷って来ておるから︑こう
だよという︒許宗萬が官邸にちょろちょろ連絡したり顔を固したり
は︑当時は絶対にできないけれど︑見つからんところで会うように︑

それは新聞社がセントするわけだから︒そこへ出向いて行けば︑お
れがほかの謡をしているとメモが入って︑ちょっと行くと︑近くの
部屋に向こうが来ている︑というような出会い方が︑詳しくは言え
ん け れ ど ︑ ままあった︒

揮藤 萩聞社としては︑それをセットして︑将来何かいいことがあ
書くつもりだったんだろうな︒

ったときに一⁝︒

海部

向こうが席を立つちゃった︒

それと紅粉船長の釈放とは︑前後関係はi︒
全然関係なかった︒

わかりました︒北朝鮮闇題は⁝一︒

もうちょっと進展があるでしょう︑交渉が始まれば．

編鈴＊善幸内閣の成立1︵後継総理︶

伊藤 この薗は大平内閣が終わったところで終わりました︒それで
鈴木さんが総理になられる︒このとき︑洞じ派閥での継承も非常に
微妙な問題ですね︒この決定には︑いったい誰が参画したのかとい
うこともかなり微妙な問題ではなかろうかと思うんですが︑先生は

そ う で しょうね︒

た︒だから︑持ちつ持たれつの関係だったんですよ︒

まだ蚊帳の外ですか︒

大きい新聞︑五大紙の申の︸つですよ︒

海部 けれどもそんなことよりも︑その艶聞社にも﹁国のためだか
らこれはこうせよ﹂と需うと︑ちゃんといろいろな情報を持って来
佐道 その穀聞というのは︑ついこのあいだまで︑けっこう親北朝
海部

た ぶ ん 朝霞でしょう︒

六助露く﹁もう受難さんがその気になつちゃっている︒

岡六ちゃん︑

のカウンターパートというか連絡転校は臓申六助だったんだ︒寒葵
からの呼び出しで︑いろいろなところに行って会って話を聞いた︒

蚊娠の外︒蚊帳の外だけれど︑蜜時海部俊樹に対する向こう

海部

梯藤

海部 いや︑それが意外や意外︑その点だけは違う︒
伊藤 そうですが︒読売の可能姓もあるんだな．それはお闘きしな
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1

鮮 的 な 認 事 を 書いていた大きな萩聞社です か ︒ ．

極藤

海伊海聡い海
部藤部藤て部

頼むよ鰍と言って手を握った隔と言う︒

﹁で︑おまえ︑どうしたん

海部 鈴木さんが農林大臣で︑おれが文部大臣のときは︑閣議の席
が隣賢士で︑あの人は真っ先に日露漁業交渉で出かけちゃって︑帰
って来ないんだ︒そんなことがあって︑帰ってきてから﹁どうした
んですか隔といろいろ話を聞いたりしたけれど︒あのころ善幸さん

﹁それは仕方がないから︑おれもよしょしと言っ

というのは総務会長を何回かやって︑

だ﹂と雷ったら︑

て︑そちらに持って行こうと思う︒そのほかに持って行きようがな
いんだから︑一番素直にスム⁝ズにそれで行くじゃろう﹂というよ
ほかの可能性はなかったんですかね︒

はないという理解をしておりました︒

があるぐらいだから︑寝技ばかりやる人で︑あまり表芸をやる人で

﹁寝技の善幸﹂というあだ名

う な 奮 い 方 だ ったな︒

樫藤

伊藤 一般的な評価もそうだったと思いますけれどね︒
海部ええ︒それから︑その前に大平内閣を作るときも︑鈴木善葉
さんは大平．派の代表で︑出て来ていろいろやっておった︒なんかあ
の人は上手にまとめる︒三木さんも︑ 門鈴木善幸がこういつて︑こ
うやった︒ああやった漏といって︑いろいろとあとでボソボソと話
してくれる︒だから鈴木警幸が舞台回し︒大平内閣を作るときはう

まく苗圃しをやったんだろうと思う︒そして︑大平さんがああいう

状況で︑負けるかもしれんと言われたような状況で︑圧倒的に勝た

海部
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海部 それは︑やりたい人はいろいろあるだろうし︑われと思わん
人もあったろうけれど︑ ﹇大単が﹈ああいう街頭演説の最中の名誉
の戦死みたいな格婿で︑厚化粧までして無理してニコ〜ッと笑って︑
すぐにこわばるような顔でテレビにも出たりして︑いろいろ演技を
なざったけれど︑それがうまく行ってもあまり長くはないというこ
とは︑六さんは主治医を通して聞いていて︑いろいろなことを考︑尺
ねばならんと思っておった︒それでいよいよというときにはどうす
るかということで︑それは鈴木善毒が容易にできるじゃないか︒あ
の派︑敵地会の中で︒

伊藤 そうですね︑みずからの命をもって︒
海部 そういう意味では︑救徴主でもあったわけです︒その大平さ
んがお隠れになるわけだから︒たしかにあのとき︑宏池会←宏池会

せちゃったわけですからね︒

楠宮澤さんという線はなかったんですか︒
海部 なかった︒六助が大嫌いだもの︒
楠 いわゆる一六戦争ですか︒霞中六助さんが営農さんを強く誹漉
したので︑つぶれたというようなことを聞いたことがありまずけれ
どね︒

と続くのはいかがなものかというあれもあったけれど︑さりとてそ
れに代わって直ちに誰がやるんだということになると︑漠然とエボ
ルブされたものがなかったんですね︒
佐道 中鵠根さんが結構その気になっていたという話もあるんです

ほかの派閥という町能性はなかったんですカ︒

とそうだけれど︒

が︒

なかった︒

ことですか︒

佐道

田中派の考え方というのが︑かなり大きいわけでしょう︒

海部 当たらずといえども遠からずだな︒それは六さんの話を聞い
ておったら︑宮澤のいいことを書つたことがないもの︒鈴木善幸さ
んが自分でその気になって﹁六ちゃん︑頼むよ﹂と言ったというか
ら︒

なんとなくそういう感じになつちゃっていたわけですか︒

伊藤

田中角栄さんはこのときどういう態度をとったのか︒竹下な

腹の申のお気持ちはわかりませんが︑新聞情報なんかによる

な つ ちゃっていたんだ︒

海部

致するところ︑宏池会で鈴木さんで︑という

先生は︑鈴本さんとはそれ以前︑どういうふうなご関係でし
。

やはり衆目の

ほ と んど関係ないですか︒

た伊海気海俘
か藤部藤部藤

川︑そして僕が呼ばれて︑そこでこうこうこうだという本音話をし
て︑各派の状況を教えてくれ︑というようなことを言ったけれど︑

世論があったと思います︒

くりをした︒あのころはまだ死んだ仏様がそのへんにいらっしゃる
ので︑化けて出られるぞということで︑そう長期敵権になるとは誰
も思ってもおらんし︑選挙も勝ったことだから︑というような党内

両院議員総会を開いて︑そこで中里根も誰も立たないという状況づ

竹 下 さ ん は 反 欝しないんだ︒

闘鈴木寄身内閣の成立2︵組閣︶

んかはそれでいいということを言っておったね︒六さんが呼ぶとき
は︑あまり裏話はしたくないけれど︑竹下と安倍と︑ときおりは中

楠 でも当時としては︑ずいぶん思い切った入事でしたよね︒派閥
のオーナーでもなくて︑主要閣僚を務めたわけでもない︑そういう
伊藤

だいたい一本化されるという状況のときには︑組閣の大雑掘

人が総理大薙になった最初ですよね︒
伊藤 鈴木さんはちょっと思いがけないことだったんδやないかな
と い う 気 が し ますが︒

海部 思いがけないことだよ︒だから全体として︑あの人の辞任ま
でのことをずっと見ておってもらうと︑意外に猛淡としておったと

な見取図もできていたということですか︒
海部 そうだったでしょうね︒三木さんは頭から︑このことについ
ては強い反封はなかったし︑各派の中堅代衰で︑安倍はこうだった︑
哲下はこうだった︑穴助はこうだった︑という話をしても︑黙って

人をはねのけてでも︑というようなところはなかったと思う︒
伊藤 それ以前に︑鈴木さんの人柄に触れるような場颪はございま

反対しなければいかんというような︑思い詰めた意志はなかったで

うな疑問や闘き方をされた︒何が何でもそれは壊さなければとか︑

思うんですよ︒おれはこうなったんだから︑石にしがみついてでも︑

したか︒

すね︒

ずっと聞いておって︑ ﹁だいたいそうなるか︑見通しは﹂というよ

海部 決まってから投票までのあいだ︑あまり日にちをおいておく

俊道

健康の問題ですか︒

官房長官だった伊東正義さんはどうだったんですか︒やはり

と駄閉になる︒善幸さんだから敵が娼てくるとか︑あれは頼りない
からやられるぞ︑とかいろいろなことを言った入がおったけれど︑

伊藤

だから正義さんとは初めから︑政治に認する基本的な姿勢の

それは﹇鈴木金蘭の︺終わり頃の誕でしょう︒

溝部 伊東正義さんは結局︑僕らから見ると日米同盟の問題で︑官
麗長髪がいろいろ手続を踏んでやっておったにかかわらず︑善幸さ

それは主として六助の筋の話だ︒それは駄欝だということで︑善幸
さんにはこういう雑音もあるから︑きちんと融くまとめうというの
は︑霞中角栄さんの意志だったんだろうか︒竹下が来て︑決まった
ら︑ああと霞っている暇もないぐらいにバシッとやらなければこう

海部

齪齢みたいなものがあったんじゃないですか︒

んが﹁おれは知らん﹂なんていうことを言うものだから︒

い う こ と は 盤景だ︑という︒
伊藤

楠

このときは議員総会か何かで決めるわけですか︒︑

海部 結局最後はそういうことになるんでしょう︒けれども︑党大

ですか︒

一時︑伊東さんが臨時代理でしたね︒

会に代わる荷院議員総会というのは︑緊急に総裁の跡を充たさなけ

佐道 大平さんが亡くなったあと︑そうでしたね︒
楠 それが臨時ではなくて︑正式な総理大臣になる匿はなかったん

爾院議員総会で無競争ですか︒

ればならんというときのことですから︒
楴

海部 それは方針ができてから︑手を打って︑格好をつけるために
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海部 と︑思いますよ︒竹下さんもそれに反対ではなかったし︒六
さんと安倍さんとおれと話を聞いておるときでも︑そういう方向で
話されていたから︑そうだろうと思いますね︒
極藤 そうですが︒この内閣で︑三木派から誰が入ったんでしたつ

海部 臨時代理になったときはまだ正式な総理大臣という霞はなか
ったですよ︒急揚しのぎにそうしたんだろう︒けれど︑きちんとし
た話し合いで︑お得意のあれで候補者を生み出さなければならん︑
という雰囲気だったと思いますね︒そういう報告を僕らもしておっ
け︒

モリキン﹇森山欽翼︺か︑河本﹇敏夫﹈さんかどちらかだろ

演本さんは入っていますね︒でも三木派は閣僚ポストは二つ

海部 二つだったと思いますよ︒河本さんとモリキンとかね︒ ﹇経
企庁・河本︑環境庁・鯨圏兵輔扁
俘藤 外務大臣が倭東正義さんで︑大蔵大蓬が渡辺美智雄さんとい

ぐらいですか︒

俳藤

︑つ︒

海部

たし︑そういう前提で︑話が入って来た︒

俘藤 鈴木さんという方は政治家としてずっとやってこられて︑だ
いたい裏方に徹しておられた︒将来は総理大臣にという意志はi︒

海部ギラギラしたところは僕らも見寒いておらない︒もちろんお
酒を飲んで食事をすることもあった︒総務会長とわれわれは︑あの
ころ党の七役の︻人で︑総務並みに呼ばれるわけだから︑行くけれ
ど︑そういう政漆のギラギラした話はなかなかしない入ですから︒
だから悟淡とした人だな︑という感じが全体的な印象でしたね︒

う擶陣ですね︒

そうするとつなぎの内閣という感じなんですかね︒

俣藤

渡辺養智雄は大平さんのところに食い込んでいって︑いろい

海部

ろ知恵をつけたりなんかしておったですね︒

﹇渡辺美智雄は﹈このときは中曽根派ですかね︒

鋳報のもとは露対で養われた一︒

情報はすぐ集まるんですね︒

ますね︒

海部 ああ︒しかもああいうときは︑お互いに純分のところの情報
に正当性を持たせようと思うから︑両方から誘いが来ることもあり

俘藤

うですからね︒

海部 そのころでもみんな閣対には来ますから︒昼飯を食べながら
詣をするとか︑場所を変えて話をするとかいうことは︑しょっちゅ

事事

三木さんに報告するだけのことです︒

こういう組閣の問題になると︑先生は何か︒
情報を聞いたり︑どこの派ではどうやっているということを

河本は︑やるならば経済企画庁ですよ︒

中曽根さんは行政管理庁長官ですね︒

部藤部道藤
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海部 と思っておったんだけれど︑初めから本人が欲を持って︑
門咽六ちゃん︑頼む﹄と欝つた︒あんなことは珍しい︑讐幸はその
気になつちゃっているよ篇という譜だったんですね︒ 澱ハさん︑や
るのかい﹂と言ったら︑ ﹁まあそれは︑しょうがないなあ﹂という
煮え切らないところもあったけれど︑しかし彼には彼のいろいろな
計算があったんでしょうから︑この際ここで︸つやつちゃおうとい
うことですね︒

佐道 大平が亡くなったからということで︑鈴木さんの名前が挙が
るということ自体︑ご本人が﹁じゃあやりたい﹂と言うか︑それと
も誰かが﹁鈴木ならいいんじゃないか﹂と言うということですか︒
海部 結局︑放っておくと︑言いにくい話だけれど︑それ以外の入
が訟ってしまうと極めて面白くない︒それ以外の者だけは拒否しち
ゃおうという一部の勢力があって︑それがギラギラつと動いて︑﹁
晩で素早く連絡とつけて︑この際は⁝つ︑本人もその気になってお
﹇鈴木善幸は﹈宏池会の中では碩中派みたいな人ですからね︒

る し ︑ 鈴 木 にやらせようと︒
侵藤

そっちの筋が動いたんだろうと思いますけれどね︒

海伊海佐｛P

田文教剃度識査会長1︵調査会と部会︶
伊藤 それで︑鈴木内閣のときは︑先生は文教制度調査会長に追弔
されるわけですね︒これは前からある調査会ですか︒
文教制度調査会というのは︑前からある調査会です︒
．これは文教部会とは別なんですね︒

別なんです︒基本問題になるわけですから︒
文教部会とこれとはどういうふうに違うわけですか︒
しばらく前までは各部会というのが︑役所の持っている常任

委員会の縦割りみたいな格好でできておって︑ 部会長は︑たいてい
その鴬任委員会の理事を務めておったんですよ︒ それは法案の審査
というようなことについての勉強会が申心ですから︑ 当面の問題の

掛藤

教科書ですか︒

海部 教科書期題というのはまことに象徴的な問題で︑特に北海道
なんかで教育正常化運動なんていうのがあるのは︑教科書問題が中
心で起こってきた︒むしろ右寄り︑右傾の教科書を左寄りに持って
行きたいという願いの動きと︑右寄りとは何だ︑あるべき日本の姿

に戻すべきなんだという説があった︒たまたま名前が出て来たから
言うけれど︑奥野誠亮さんとか稲葉修さん︑そういうところは右寄

りの方の理論的指導者のような存在だった︒

それに対して比較的進歩的というのかな︑そうじやないんだとい
う論陣を張っておった入が坂霞道太さんじゃなかったかと僕は思う
んですがね︒僕らは三五学校に入れられた〜人だと思います︒河野

当面の法律に賛成するとか反対するとかいうことではなくて︑も
う少し深い根本的な議論をしたい︑しょうというときに釧度調査会

闘文教鋼度調査会長2︵窩等教育の充案︶

とですね︒

洋平だとか酉町武夫とか︑その後ちょっと幅が出て来たけれど︑初
めにやったころは︒そこに出遊朗とか藤波孝生が入って来たものだ
から︑だんだん若手の中にも右寄りのグループも出て来たというこ

が醗かれて︑そこで議論をするという佳組みだったと思います︒

海部 そこで︑蜜時文教制度調査会では︑僕は大学というものをも
っときちんとしなければならんと言った︒というのは︑ちょっと話

解 決 を 部 会 で やる︒

したがって︑部会に入っておる人︑文教部会の幹部︑部会長とか
副部会長とかはだいたい当選⁝⁝︑三回のところで占め︑二度調査会
の方は︑もっと上の五回生︑六回生︒むしろ制度調査会長は将来文

が遡りますが︑戦後QECDの教育議題調査会が日本に来て調査を

﹁繧本の教育というのは︑初等教育は非鴬に素購らしい︑

全圏浅が義務教育を受けて︑文盲のいない国畏教育をやって︑十五

した結果︑

伊藤

歳までの義務教育は非常に素晴らしい︒ところがその先がいろいろ

部大農が務まるように︑党の文教グループが考えている考え方と鴬
に接しておってもらいたいという願いがあったんじゃないですかね︒
海部 それがやらねばならんこともあるんです︒要するに︑このこ

問題が多い国だ隔というようなことを言い置いて帰ったんですね︒

先生はもう前に文部大臣をやっているじゃないですか︒

ろの虜由民事党の文教欄度調査会︑文教部会というのは︑僕が調査

当時のOECDの教育問題調査会の報告書を僕らも金科玉条のよう

そこで当時ヨーロッパで︑これが理想教育だなんて書われていた

に気をつけなければならんと思った︒

に読んで︑なるほど︑先進圏になろうと思ったら︑こういう問題点

会長になってから︑面倒くさいから両方︸緒にやれ︑二つに分けて
別々にいろいろな議論をして︑酢だのこんにゃくだのと書ってもし
ょうがないじやないか︑︻緒に集まってやれ︑と言った︒特にあの
ころは教育問題が大事だったと思うんですよ︒
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海俘海伊海
部藤部藤部

のがドイツの教育︒ドイツ系の儒奉者が当時の薩民党の中にいまし
た︒それだけじゃなくて︑ほかのもいたけれど︑もうちよつとヨ本
の場合は基礎基本をしっかり身につけることが重点だけれど︑分か
れていくための能力に応じての選抜も考えていかなければならん︒
みんなに同じものをぎちぎち教えてどうなるんだ︒当時︑霞本の高
校の教科書は微分積分も入っておったんですね︒微分積分なんてい
うのは面薄くもおかしくもない︒サイン︑コサイン︑タンジェント

もそうだ︒それは果たして国甕全部が知っておらなければ成り立た
ないことなのか︑というような混理属を言う入もおって︑それには
賛成しがたいなということで︑高等教育というものがなぜあるのか︑
そこへもメスを入れましょうということになった︒
高等教育というのは︑ヨ本は恥ずかしい誕ながら︑最近だったら
あんな議論にはならなかったろうが︑ノ⁝ベル賞の受賞者の数でい

にして思えば︑その指摘は間違いなかったと思いますね︒

ノーベル賞受賞者の数が多ければいいというものではないけれど︑

﹁海部先生︑今後は数字の訂正をお願いしておきます︒ア

当時と比べると︑まさに雲泥の差ができていると思います︒私がア
メジカの大学だったかどこだったかで認をしたときに︑日本でノ⁝
ベル賞受賞者が七入だったか︑そのときに言ったら︑ニコッと笑い
ながら︑

メリカの大学に来て教わったあの人とあの人は優れた研究者であっ
たけれど︑みんなアメリカのお金で勉強してもらったんだし︑取り
巻いてタイプを打って協力したのもアメリカの研究者である︵ジサ
ーチ・スレーブなんていう該葉がアメリカにはあるそうですが︶︑
リサーチ・スレーブのことを考えると︑あの賞はアメリカに持って
来てもらった方が︑自然にできあがっていく﹂というようなことを
言って︑ 門もちろんこれは冗談ですが﹂と欝ってニタッとウィンク
して笑われた︒僕はぎゃふんと来たことを思い出すな︒そう雷われ

てもしょうがないような︑アメジカ頼りのところがありましたよ︒
だから黒本でもそれはやらなければいかんということで︑ようやく
毎年︑しかも同時に二人もとる年も繊て来たぞ︑と言えるようにな

くと︑当時は五人とか七人というオーダーだった︒それで︑アメリ
カやイギリスでさえと言ったから︑あとから︑あれは怒られるから
取り消さなければいかんと言ったんだけれど︑イギリスでさえ三権
に近い数をとっている︒アメリカはたしか百六辛入ぐらいじゃなか
ったですか︒イギリスが九十飼人︒環本はもっともっともらっても

あのころはしかし︑そんなことまで目指さなかったけれど︑やは

う︒各大学の中に講座制があって︑そこでこぢんまりと固まって︑

部の小宮隆太郎という先生だ︒あの人は講座制を廃並しなさいとい

りそれはやろう︒そして大学にそういう基礎研究︑基礎学間の峰を
高くしなければならんという大きな柱をボンと立てたんですが︑そ
のことが薪聞に墨たら直ちに異論を述べてきたのが︑東大の経済学

ったと思います︒

いいはずだから︑そこにカを入れなければならんと思っておった︒
教 育 臨 調の話ですか︒

中幅根内彌でやったときは︑．中曽槻教育改革は二度羅だな︒
伊藤

海部 はい︑最初のときは福鶏内閣のときでした︒福醸さんもいろ
いろ需いながら︑教育問題専門の閣議を︸畷やらせまして︑全閣僚
に︑閣僚懇談会で︑いまの教育の抱える現状と悶題点をきちんと書

そこはそこの教授が責妊を持って︑これとこれを入れるとかいろい
ろなことを言ってやれるようにしたらどうか︒そういうことも検酎

ら︑講華甲なんていうものはいろいろ弊害があるけれど取り払って︑

そんなことを言って︑ ﹁露頭な研究とか自由な学間の幅ができませ
ん︒だから大臣のように基礎研究の峰を高くしょうとおっしゃるな

って報告しなさいということになったので︑それでOECD調査課 講座の中で教授・助教授・助手の定員まで決まっているんですね︒
の報告書をずっと読んでみたり︑アメリカの現状の調査にも行って
みた︒当時︑西岡とか河野とか藤波というのがわれわ．れと一緒に考
えてくれる仲間でしたから︑それぞれ問題を分配してやった︒その
結果︑大学改革というのが一番大切で︑それは基礎研究の峰を高く
することが三野の大学で遅れておるんだということになった︒いま
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してください﹂と書ってこられました︒書いたメモまでもらった︒

両方の正副部会長会議というのがあると︑文教欄度調査会からも
正副部会畏が巌ますし︑文教部会からも副部会長まで出て来ます︒
当選二回ですでに副部会長がおりますから︑若い人の意見から︑わ
れわれ当時中堅であったものの意見から︑閣僚経験のある入︑長谷
川峻さんとか︑坂鋤道太さんとか︑まだヒマな頃は稲葉修さんも︑
坂国道太さんなんかも来たんですよ︒それから劔木寧弘とかいう人
文部大臣だった人ですね︒

もいたな︒化石人類みたいな人だよ︒
楠

海部 呼んでおきます︒それで積極的な発言はさせませんでした︒
﹁侮か言うことがあったら言ってごらん﹂といって︑発書の場は与
えましたが︒

伊藤大学局長はどなたでしたか︒

海部 あのころ大学局長は︑のちに次宮になった︑あまり大きな声
を出して議論しないようなおとなしい人でした︒

俳藤 役所からのサポートもあるわけですか︒
海部 ありません︒勝手にやられたら迷惑だ︑ぐらいの気持ちでお
るんだもの︑あいつらは︒そうでしょう︒説明に来い︑報告に来い︑
資料を持って來いなんて言うものだから︒また西岡武夫なんて激し
い男だから︑局長の答弁が気にくわないと︑カーッとなって︑与覚
の部会長が︑

ところに行ってね︒

霞置

おらんけれど︑あのころ奥野誠亮は︑文教凝度調査会の副会長か何
かのポストに就いておったんだ︒ときどき出て凹ました︒長谷川峻

さんも嵐て来ました︒ああいう人たちには︑われわれ以下は

いたわけです︒大先輩が出て来ていろいろおっしゃるから︒
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﹁あれは駄目ですから替えてください漏なんて大臣の

海部 文部大臣経験者には部会には出席してもらってよろしいとい
う通知を出すものですから︑そういう人も来て︑まさに幅広い國民
的な議論ができた︒そういう大学の鼻血になってくると︑小宮隆太

佐道 西潤さんが部会長なんですね︒
海部 部会長をやったこともあります︒僕のあとで︒そして︑さら
にここに出てくる教科書問題というのは︑タカ派が乱入してきて︑
教科書になぞらえて日教組批判︑日教組攻撃をするわけだ︒霞本の
教育が間違っておるのは教科書が悪いからだというのがあって︑そ
こはタカ派とハト派が激突する夢みたいなことになった︒
撰藤 そこに奥野さんがいたわけではないでしよう︒
海部 いや︑ときどき顔を見せましたよ︒そこに担当としては来て

﹁海部さん︑それはその通りだ︒それを高等教育に加えて真剣

郎さんの言った講座鰯をやめなければ絶対駄目だから︑そこから解
決しなさいという意見もある︒それから︑アメリカの大学にある七
年羅のテスト︑セブン・イヤ⁝ズ・イグザミネーシヨンとかいうの
があるでしょう︒いまの大学は︑なればその後冬眠状態が賑いちゃ
うから︑七年ごとにチェックして論文を出させれば︑大学がよくな
るという︒本嶺にそうですがね︒
伊藤 まあ︑多少それはありますね︒
海部 そんなことを雷って来て︑それを議論しろと書われたことも
ありました︒そのことは︑坂田道太さんなんかにはえらい支持され
て︑

に考えてください鳳という指示が出て︑やったわけです︒

■文教言動調査会長3︵地域特性の活用︶

奥野さんはいまでもお元気だけれど︑当時でも大変な先輩な
んですね︒

揮藤
これは文部省からは誰か来るわけですか︒

あいう厳しい人でしょう︒平気で政権翫糊もボンボンやったんです︒

海部 そうですよ︒奥野さんというのはたいへん変わった⁝匹狼で︑
派閥には金然属さずに︑派閥は呼びに来ませんな︒物の多い方があ
呼ぶんですか︒

大学局長というのを陪席させます︒

俘海俘
藤部藤

特に奥野誠亮が自治大琵を終わって︑当選してきて︑文教制度調査
会に行ったときに︑侮を聞違えたのかぶち出したのは︑ ﹁圏の予算
の文教予算で︑国からどこの学校にいくら︑どこの小挙校にいくら
なんて決めるのは闇違いだ﹂と︑そんなことを言い出したんだ︒そ
れで僕らは︑ ﹁いや︑それはそうでしょうけれど一といって︑党文
教としては︑霞本国毘として生まれた以上︑等しいレベルで︑等し
い環境で教育を受ける︑それが教育を受ける権利だと思う︒せっか
くそれでやってきたんだから︑こんなものはこうでいいとか︑学校
の校舎を造るときの予算はどうのこうの︑それを出すのは︑持って
行ったら窪治体が使うときにチェックが激しい︒自製体をそんなこ
とで手足を縛ったらいいとか悪いとか︑いろいろな意見を言われた

金を使って︑画︸姓を少しずつ排除するというようなことが︑当時
から僕自身の考えでもあったし︑それはいいことだった︒

それが籍◎たので︑その地域の特性を︑といったら︑ある雌域は
山のように木材を持っていても鉄筋コンクリートを使わなければな
らんという︒木造校舎というのはいいではないかという議論が出て

来て︑それはいいでしょう︒ただ本造の耐用年数があのころ二十．年

としか︑はじかれていなかったと思うんですね︒しかも最初の木造
校舎をやめて︑みんな鉄筋に切り換えて行きつつあるさなかであっ
た︒そんなときに︑木造校舎を造ってくれ︑残してくれという議論
は︑そう圧倒的多数の支持を得られなかったけれど︑しかし木に触
れるということは︑日本の文化や日本の伝統を守ることにもなるじ
ゃないか︒木造にするとかえって高くつくという変な議論もありま

したが︑事実高くついたらしいんだな︒

ことを思い出すな︒

揮藤

地方財政の専門家ですからね︒

海部 そうですよ︒そういう観点から言われると︑僕らは︑そこま
で窓治体のことを言って︑地方のことをおっしゃるなら一︒小学

そのことが︑後貿︑学校建物には文化的な要素のある絵画とか書
とか︑なるべくその地域出身の人のものを使って︑それを利用して
実物教育で故郷に対する愛郷心とか︑閏本に伝わる古き良き物は何

けれど︑伸びることは仲びたんです︒

校薩築ということにそう土建会社が目の色を変えて飛びつかなかっ
たし︑そんな仕事をもらわんでも︑民器とかいろいろなところで新．
しく罠需が伸びていく頃だったものですから︑あまり挿びなかった

そうだと思ったので︑それはやろうということになったんだ︒成果
はあまり上がりませんでした︒鳥声県とか︑木材県の中でやらなけ
ればならないところは︑それをやったんです︒今霞と違って︑小学

けれどもPTAなんかの意見を聴くと︑一部の人のことだけれど︑r
木造の廊下を走らせたらトゲが刺さって化膿したらどうするかとい
うから︑そんなことはよく気をつけてやるから︒フローリングをす
るときは︑トゲが刺さらないようなものをちゃんと造るから︑とい
うような愚にもっかん話もした︒
ただ木材の方が︑鉄筋コンクリートよりも物の響きがやわらかく
て︑撮かい雰囲気を心に与えるよ︑という説得方法があって︑僕も

校の建築予算というのは︑あのころすでに文部省に査定させて︑何
点制度で︑五千点までチェックできなければ建て替えてはいかんと
か︑つまらん規則があったんだ︒ところがそのお金は︑必ずそのト
ンカチで使ってしまわなければならんというのはいかにもいかんか
ら︑その五％以内なら学校の文化施設に使ってもよろしい︑むしろ
積極的に使うべきだというぐらいのことを言ったらどうだといって︑
われわれも議論したことを思い出しますね︒

例えば︑と窺うから︑郷土出身の先輩があったら︑その先輩の絵
とか書をみんなの見えるところに出すとか︑いろいろなことが大事
だと思います︒校舎を造るときに︑設計隈がまことに薗︸的だから︑
奇を街うわけではないけれど︑もう少し変わったことをやったらど
うか︒あのころみんなコンクリ⁝トで画一的な︑まさに共産国のコ
ルホーズに建つ共同住宅みたいな味も素っ気もないドーンとしたの
が建つだけだからね︒そこで︑それぞれの地域の特性に応じた芸術
文化で︑そこはかとない心のゆとりを持たせる︒そういうことにお
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かということを教えるようにして欲しいというようなことまで︑学
わけですね︒

海部 全部は出なかったと思う︒こういう方向でやるんだという大
きな方向付けですね︒また教員問題は大変でね︒特に西岡君なんか
が専門的に掘り下げて︑いろいろ議論もしました︒結局︑教員とい

習指導要領の中に書き込むことができるようになった︒それは教科
書問題から出て来た思わぬ成果であったと僕は思います︒いまもそ
れ は 行 な わ れ ております︒

うのは労働者なのか︑聖職者なのかという哲学論争から始まった︒
自決党ではあのころは︑教員は聖職者であるという大前提︑錦の御

結論は何だったかというと︑教師は自覚しなければならんハ教職
者であるという自覚をしてもらいたい︑ということです︒そんな頃︑
四ト禁止法案︑法案ではないけれど︑それを出したいといって成り
ませんでしたけれども︑それはアルバイト禁壷︑ジベ⁝ト禁止︑四

ゆる議論をしました︒

だけではないか︑間違いだ︑というようなことから︑ガーッとあら

それからストライキ権の問題が入って来て︑あんなころ部会の中
でいろいろ議論した教員問題は︑教員にはスト権なんていうものは
全くないんだ︒与えてはいかんのだ︒だいたい教騨なるものがスト
をやって誰のためになるのか︒労働者は資本家︑企業者に打撃を与
えて目的を達するためにストをやればいいけれど︑教師が学校でス
トをやったらどういうことになる︒いたいけな子供の向学心を摘む

た︒

そうじゃないんだということで︑ストは何だということになりまし

緒だとか︑そんなことをいった覚えはないんだ﹂といったら︑いや

廃が始まったんだ﹂という発想の組と︑ ﹁いやいや︑教師は教師と
しての使命感と誇りを待ってやっていくべきであって︑労働者と﹂

﹁初めて教員になる諸君に隔というパンフレットをお読みになっ
たことあるでしょう︒ ﹁あれは始めから終わりまでとことん気違い
である︒教師が自分は労働者であると宣書したときから︑教育の頽

てきた︑日教組の綱領を持って来い漏︒

旗を立てて︑そうだ︑そうでなきゃいかん︑というような大先輩も
だいぶいらっしゃった︒ ﹁段教組ができたときから世の中が間違っ

駈文教制度調査会長4︵戦後教育の晃直し︶
押藤 これは五つの小委員会を設けて︑戦後教育の全面的な見直し
ということを謳い文句にはしたわけですね︒
海部 当時は︑戦後教育の全手的な見甕しということは︑戦後教育
というものの中で︑戦前教育に製鋼して︑という意味で︑変えるべ
きものは変えていく︒そこで必ず議論が出て来たのは︑いったい今
まで悪かったのは舛か︑教育勅語が悪いのか︑教育勅語はいいじゃ
ないかという森薯認みたいなやつまでおった︒大混書を抜きにすれ
ば︑教育勅語のどこが悪いんですかと︑事実真面蟹な顔をしてそん
な議論をした︒失効決議もしているじゃないか︑ 門朕猴フニ貰受皇
祖髪宗國ヲ肇ムルコト宏遠二徳ヲ樹ツルコト深扉ナリ﹂という発想
自体が︑戦前教育の帰属主義の聞違いであって︑民主主義というの
はそういうものじゃないんだ︒もっと個人の能力を伸ばし︑もっと

自由にやっていけるようなところがら︑能力も挿び︑いい成果も上
がるんだ︑というような議論を︑零墨に真面霞に︑本気になってや
っ た も の だ ︑あのころは︒

伊藤 いちおう︑いろいろな改革案をつくったわけですね︒
海部 つくったわけです︒それなりに︑それぞれの部会ごとに︑部

応の結論を出された

会の中聞報皆や結論が出ると全体会議に報笛するわけです︒そうい
うときは文教部会の全体会議ではなくて︑合図部会でやりました︒
いっぺんで済むから︒またそうした方が︑反対意見が出やすい︒そ
先生が調査会長をおやりのあいだに︑

う い う と こ ろ へかける︒

伊藤

つ蟹がスト禁止なんですよ﹇もう︸つはプレゼント禁止嗣︒それは
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海部 もう十年のあれ﹇試行期間﹈が過ぎましたからと言って︑こ
のあいだここに来たから︑それは駄露だと書つたんですけれどね︒
伊藤 今年の囚月から実施していますね︒
海部 そうですが︒ただそのとき説明に出てくるのが︑十侮年前だ
から︑役所に入ってしばらく経った︑ぺえべえの苦労した三間たち

NHKも取り上げて︑⁝時問やったんだから︒当時はまだ栢手が槙

俘藤 そういう合同会議で決議したものは文部省に行くわけですね︒
海部 そうです︒高等﹇教育﹈局長は絶えず呼んで聴かせています

がいま偉くなって︑それが握当局長だよ︒加茂訓﹇幸夫﹈なんてい
高等教育だけではないですよね︒

う局長がここに来るんだけれど︑

やったんだ︒

枝元文なんですよ︒四ト追放運動を声高に書わなければいかん︑と

から︒

撰藤
初申局長ももちろん出て来ますよ︒

﹁君はな︑むかしょくやってくれ

海部

﹁教﹂のほうは

﹁育﹂はそうじやないんだ︒育のほうのため

らんじゃないか﹂と護った︒そうしたら︑あのころ議論した中で︑

連想が悪いかもしれんけれど︑運命共譲受とか連帯の精神が尋常に

十何年経って初めて教師になる人は一人っ子が大部分なんです︒そ
してなぜ船に乗せるかというと︑運命共問体という言葉はちょっと

楠 じゃあ︑やめたんですか︒
俘藤初鶏者研修でしよう︒
海部 そうです︑初任者研修︒船に乗ってやってこいといって︑一
週間それに乗せる︒いま︻人っ子が多くなってきて︑その中から二

に教員の船を造れといって︑ちょうど海部内閣のときに予算要求を
して︑芸界までずっと続けておったんですよ︒

教室の専門だけれど︑

教えるだけではない︒ 門教縣と﹁育﹂とを分けて︑

ければ駄目だ﹂とかいろいろなことを言いました︒
そしてそんな頃に始めた制度の一つが初任研修︒教畏購題の中で︑
鼻嵐の指導力︒私は教師の指導力というものは︑ただたんに学科を

たから︑いろいろ思い出すとこれ以上ノーとは言えんけれど︑曲舞
だな︑そんなことでは︒同時発車にしないと︒各家庭で両親を安心
して子供の休日とつき合えるような︑そんな社会の雰囲気ができな

□文教制度調査会長5︵遇二二厳制と美髪者教育︶
海部 それから余暇善用政策の議論もやるから︑今度は社会教育局
長も出て来い︑と呼んで︑やりました︒当時私たちはドイツの教育
制度が縦から横から研究する材料になると思ったので︑このごろそ
の残飯だといえばそうかもしれません︒私は週休二揖剃を実行する
ならば︑申小企業も家庭も本当に土盛は完全に休めるような穂薄に

心の教育が大事だとか︑各家庭が子供の教育をお金と便利なおもち
ゃに換えてしまったところに︑心の荒廃が始まったんだ︑もっと心

なってからで︑それまでは学校を五日剃にしてはいかんということ

の教育が大事なんだという議論を真剣にしたことを思い出した︒け

欠けておる︒僕も初めの頃は一緒に船をちょっと見に行ったり︑乗
って帰ってきた初任の教師と教育会館で座談会をやったり話を闘い

を︑このころから言っておりました︒そうしたら︑試行期間が済ん
でいよいよやるというんですね︒局長が来たから︑ 門駄自だ︑そん

﹁ここまで進

れ ど も そ の うちに︑

門まあここまで進ん で き ま し た ﹂

なことをやつちゃ︒まだヨ⁝イドンと︑︸般社会がそれに伴ってお

んできました﹂と言って︑とうとう来年から門学校完全週休二臼翻

たりした︒みんな総論は賛成です︒あれはいいことです︑という︒
ところが各論になると反対で︑その最初のものは個室を与えてくだ

室をそれだけ用意できんから︑それは無理というものだよ﹂という︒

さいという︒みんな個塞で育ってきているから︒ ﹁おい船でな︑個

を﹈全国 律に着手するんですよ︒
憐藤 いや︑もうやっているんじゃないですか︒今年からやってい
ます︒
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伊藤

僕らはその雑魚寝の申から︑部活動の鍛錬や研究をした︒卑

﹁雑魚寝隔という言葉も死語に近い言葉になっていますね︒

壇に立つ初任教員が生まれて初めて雑魚寝ということをしてきた︒

﹁いびきという妨害にあった

ではなぜ個室が欲しいかと言ったら︑

海部

最近の若い教員になる人というのは︑どんな育ち方をしてい
︒

学生下宿なんかはいまワンルームマンションですから︒

海部 脱線しますよ︒僕がこのあいだうち学生を集めて話をしたり
聞いたりしていると︑大学の部には積極的に参加しないのであって︑
サークル活動というのは友好の部活動だから︑それはあまりやかま
しい規則に縛られないようにという︒いわゆる規制緩和のつまみ食

ないわけです︒

佐道 サークル活動とか︑そういうのはないんですか︒
楠 もう数が少ないですからね︒
偶藤 サ⁝クル活動も︑集団的な起居を共にするということがまず

を与えられているし︒

溝部 みんな独り暮らしだもの︒
伊藤 そうですね︑独り暮らしですね︒それも子供のときから値室

楠

るのか

佐道

れは寝るから︑と言ってやったこともあるんだから︒

稲聞大学雄弁会の初妊者も雑魚寝をして︑四の五の雷っているやつ
はみんな布繊をおっぱがして︑外を︸周してこい︑その聞にわれわ

のは人生最初であります﹂という︒ 門寝藁というような穽鴬に気涛
ちの悪い状況の中で私の精神はいらいらします﹂とか︑そんなこと
が 平 気 で 出 て くるんだ︒

﹁そんなことは︑僕らの頃は︑みんな各家庭で体験してきたこと
だ︒いびきが嘘しいと思ったら︑いびきをかき出したら︑枕をパン
と取ってしまえば︑それで黙るじゃないか︒寝言を書っておったら︑
頭を叩いてでも趨こせば︑黙る︒黙った瞬間に素畢く上手に寝込む
術を覚えなければならん︒そういったことも人生なんだから︑そう
いったことも社会のあるがままの姿なんだから︑そういうあるがま

まの姿をみんな身につけて︑表からも裏からも指導してもらうのが
全人教育で︑教師に期待されているものだ隔と僕は雷いますね︒そ
うすると門それはちょっと期待が画き過ぎやしませんか︸とかいう︒
けれどそんなことは︑ドイツのスポーツ・ユ⁝ゲントは︑ヨ本と岡
じような敗戦国でもありながら︑野外テントの生活をバイエルンの
湖のほとりでやっている︒その環場に行って僕も寝泊まりしたんだ
けれど︑ああいったことが連帯意識や二期意識を産むんだから︑や
りなさい︒

僕がそう言ったことが二︑三の広報のところに行ったら︑みんな︑
﹁あれ﹇教員の船による初任者研修﹈がなくなるんだったら︑われ

楠

そうですね︒いわゆる体育会は︑いまやどこでも絶滅の危機に

いだな︒

われも反対しますから︑先生しっかり︑なくさないようにしてくだ
さい隔なんて調子いいことを書う人が出て来たけれど︑問題は全く

瀕しているんですね︒

海部

そうなってくると︑船に乗って雑魚寝をすると連帯感が出て

も う 船 は 嶺 せ ないといって︒どうしてか． と い う と ︑

来な．いか︒朝昼晩︑腹を減らして︑講じものを食べて︑おれはあれ

﹁予算が⁝⁝﹂

別のところがら出て来た︒文部省がギブアップしちゃったんです︑

と︑みみっちいことを霞うんだな︒船を借りて出すと︑一航海で六
そんなにかかるんですか︒

がうまかった︑おまえは食べなかった︑という経験を人生の中で一
︑回することは大切なことだと思うよと霞ってやると︑そうですがね︑

佐道

はい︑六億四幸万︒それは無駄を省けば省けるかもしれんし︑

たちは継室生活ですね︒

先輩たちはそんなことをやってきたんですか︑という︒
伊藤 おそらくいまり⁝ダーになっている人たち︑中整どころの入

億四率万ぐらいかかるんですよ︒
海部

外務省的に船会社の中に入ってピンハネしているような悪いやつは
いないと思うけれど︑六億四千万︒けれどもその六億四千万で︑教
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海部 そして個室に電話付き︑テレビ付き︑みんなそうなつちゃっ
ているからいけないのかもしれない︒しかし僕は厳しいかもしれん

心止 こういう調査会や部会で決められたことは︑いろいろな意見
の人がいますから︑すんなりときれいにまとまるわけではないでし
ょうが︑︸応最終的には文書としてつくるわけでしょう︒
海部 部会としては︑こうこうこういうことをみんなでまとめてや

った︒だから文部大臣宛に︑大臣はこれに従ってあれをして欲しい︑
とへ彩レつむ

極藤 それが実際にどの程度行なわれたかとか︑議論が十分煮詰ま
らないで報皆書にまで蓋らない︑というものもあったんじゃないか
と思いますけれど︒

もちろんそうです︒全部議論をまとめて︑全部ペーパーにで
極藤

海部

は規則が厳しいといって︑親の方から拒否して︑成り立っていかな
いようになっているという︒だからインターナショナル・ボーデイ
ング・スクールなんていうのもだんだん衰退している︒うちの娘を

海部

が︑小学校の先生というのは社会人として段に立つべき子供を育成
する使命があるから︑あるがままの社会の縮図の申にいろいろなこ
とがあるんだということを知って︑身をもって教えてもらいたい︒
それは高望みかもしれませんけれどね︒
撰藤 いや︑高望みということじゃないんじゃないですか︒どこの
国だってやっていることですから︒
海部 ところがイギリスなんかでも︑パブリックスク⁝ルというの

放り込んでおいたところも︑いま廃校になつちゃったでしょう︒だ
からある程度世界的な傾向かもしれません︒しかし残念ながら︑今

て渡すわけです︒

か︒

海部 僕の次の調査会長は西海じゃなかったかな︒
伊藤 こういう調査会のときの資料というのは︑先生はお持ちです

誰だったんですか︒

そうです︒政策の︸貫性ということで︑次の調査会長に会っ

その後に引き継ぐわけですか︒

先生は調査会長をいつまでおやりになったかわかりませんが︑

きたわけではありません︒

年までやってきた小学校教員の初妊者研修の矧度は︑たかが六億四
今年はやったんですか︒

俘藤

拶藤

はい︒だからいかに君らは駄霞かと︑このあいだもここで︑

千万円の予算のために︑東年から廃止だ︒
海部

予算の説明の前にわんわん言ったんだけれど︒

こんなたくさんの資料をずっと整理しなければならんものだ

海部 待っておるはずですけれどね︒
轡型 どこにあるかわからない︒

海部
から︒

極藤 それはここ﹇海部事務所﹈には置いてないんでしょう︒
海部 うちのほうです︒ここに置いてあるのは︑せいぜい総理の後

俘藤 予算のせいじゃないですよね︒プライオリティの闇題だから︒
海部 いくらでも無駄金を右から左に回すことができるんだから︑
あれだけ大きい組織の中では︒だから子供の心が大事だの︑精製が
大事だの︑譲り合いの精神が大事だとかいろいろなことを言うけれ
ど︑教師自身がそれをやるべきだ︒僕は︑大切な教師の資質である

と言い続けて︑教員閥題を最重点に置いてきたんですが︑残念なが

半ぐらいからのスクラップとか写真帳とか︒

先生︑自罠党の中の組織の資料というのは︑自畏党のどこかに
海部

それはどこにあるんですか︒

そうでしょうね︒それは整理されていると思います︒

ちやんと整理されて保存されているものなんですか︒

楠

ら︑これで駄目になったんだな︒

口資料の保存について

伊藤
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佐道

政 務 調 査会ですか︒

海 部 政 調 会 の事務局に︒
伊藤 書薦か何かあるんですか︒

海部 それはあるでしょう︑あれだけ大きな建物をつくってやった
んだから︒

俘藤 一度紹介してくださいよ︒
楠 宝の山です︒それとも︑シュレッダ⁝でもかけてどんどん捨て
ているのか︒

俘藤 いや︑捨てている危険姓はあるんじゃないかと思うんです︒
海部 捨てている可能性はあるな︒
俘藤 捨てるんだったら︑捨てる前にもらいたいですね︒
海部 もちろん︑ものすごく膨大なものになりますから︑全部は取
っておかんでしょうけれど︑結論をきちんとまとめたペーパ⁝ぐら
そ れ は そうですね︒

いのものは待っておくべきだと思いますな︒
俘藤

佐道 保管庫があれば︑それを見せていただきたいですね︒
俘藤 そうですね︒〜度ちょっと自義党の本部の人に紹介してくだ

海部 そうそう︒値入のものです︒
俊道 先生︑個人でちょっと整理をしたいなと思うときにお声をか

けてくだされば︑いつでもまいりますが︵笑い︶︒

いろいろなものがいっぱい出てくるといけないからな︒

そんなまずいものはとっていないでしょう︒
︵笑い︶︒

いずれは整理しなければしょうがないでしょう︒
いや︑しょうと思って︑特に総理の時代のものは整理しちゃ

整理しちゃうというのは捨てるという意瞭ではないでしょう︒

わなければいかんなと思っておるけれど︑ なかなかできません︒
俘藤

きちんと後握に残さなければいけないじゃないですか︒
海部 ですから︑いまときどきこのへんでこういうことを闘かれる
から︑文部大臣時代の古いもの︑例えばここ﹇後ろのロソカーの扉

を開く﹈にずっと入っているものが︑労働政務次筥から文部大臣の
頃までのものがあるけれど︑いまわからんのだ︑どこに何が入って
いるのか︒

繁藤 それはリストがなければわかるわけがないですね︒
海部 リストなんかないですよ︒だからイロハのイから聞違ってお

った︒ただ順番にバタバタと溜めていたから︒

たいろいろなものがありますね︒ もうちょっと目を通して︑いいも

さいませんか︒

海部 本部に永勝君というのがおったんだが︑死んじゃつたんだ︒
事務的な総まとめをしていた︒姦畏党本部一階の売店で︑歴代総理
大臣の書いた色紙を売っているわけだ︒好きな入が来て買っていく
ね︒そんなものを国民党本部でやり出した︒ごく最近は小泉純一郎

らんと思うんですよ︒ 例えば電詣の速記録なんていうものまである

の︑

それ以前のもので

悪いものを整理して︑取っておくものは取っておかなければな

俘藤 いまここにないお宅にあるものを預けてくださいよ︒
海部 うちも官邸に行って︑官邸から持って来て︑秘書宮がつくっ

の写真集なんかをつくったりしたやつがおったけれど︒しかし昔々
の資料まで持っておるかどうか︑ちょっとクエスチョンマーク付き

楠

総理大臣時代ですね︒

んだもの︒

俘藤

はい︒

官邸時代のものですね︒
海部

そこは踏み込むのはちょっと危ないから︑

でも積趣的に捨てなければ︑あるはずですね︒

俘藤

俘藤

﹂だな︒

海部 それはあるはずです︒だから僕も︑大掃除をやって腰が痛く
なるぐらい︑書類を下から上から見ておると︑古いものがいろいろ
それは先生の書旗の話ですか︒

すね︒この門いま伺っている︸時代のものを︒

出てくるわ︒

楠
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海伊海揮海
部藤部藤部

海部 この時代のことになると︑いま申しあげたように︑僕の記憶
も大変虫食い状態になっていますから︒
伊藤 だから最終的には︑そういう文書を見ないと確定的なことが
書えないわけですから︒そういうものを先生はいずれ整理するとい
海部

だからやっぱり専門家に任せてくださいよ︒

無 理 だ ろうな︒

っ て も ︑ 絶 対無理ですよ︒

俘藤
海部 最近ね︑ ﹁例の前尾繁三郎さんのところでいろいろな整理を
しておったら︑こんなものが出て来たんだけれど︑海部先生︑これ

はどういうことでしょう﹂と書うから︑このあいだ京都に行ったと
きに見てきたら︑いろいろな政治家との手紙の往復︒それを整理し
てどうのこうのと〜駈懸命汗を流しておるけれど︑そのときの秘書
窟なり誰かがおらないと︑それはわかりませんな︒

便藤前尾さんのところ︑整理していますか︒

いろやってくれるわけだな︒
関係があるわけですか︒

はい︒

佛教大学の水谷という先生ですか︒

はい︑水谷先生︒

学長さんですか︒

元学長︒

あとはバーツと一︒

そういうふうにちやんと落ち養くところがあればいいんです︒

そうでないと︑

分散して︑なくなちゃう︒
もう捨てる︒

子供世代になるとまとめて捨てちゃう︒

その前に僕らが整理しますから︒

すから︒

それはそうだと思うな︑すいません︒
古いもの︑これはもう二度と使わないというものを整理しま

前箆さんのお宅の人ですか︒

誰が整理しているんですか︒

伊藤
そうそう︒

海部 どれが使うか使わないか︒
伊藤 使うといっても︑整理しなければ使えないでしょう︒リスト

楠
海部

じ ゃ あ 頼んでみよう︒

佐道

こちらで仮の巨録をおつくりいたしますので︒

がなければとても使えないでしょう︒

伊藤

海部 いや︑あれは佛教大学がやっていますよ︒このあいだ僕は佛
教大学の通信教育五十周年記念式典に行って︑講演をやってきた︒
佛教大学の学長は水谷幸正といって︑彼は中國のニや遺跡の雛掘を

揆藤 やはり後世の人が調べると言ったら︑資料を残した入ですよ︒
どうしてもそれが申心になサます︒だから︑例えば大正時代のこと

海部

と思っても︑資料がなければやらんわけですから︒

伊藤ちょっと考えてください︒いくら将来のことを考えても︑攻
治家・海部俊樹が何をやったかということを後世の人が勉強しよう

俘藤

を考えると︑原敬が細かい拳蟹を残したでしょう︒だいたいあの路

専 門 で や っ て おるんですよ︒

海部 考古学︒そうしたら中濁の考吉学の担当の役所︑国旗文物局

線で大正愛というのはできているわけです︒全然違う路線で物事を

考 古 学 ですか︒

長にOKをとってもらわんと︑国外に持ち出しができないとかでき
るとか言って来よったので︑このあいだ北京に行って話をしてきて
あげたけれど︑佛教大学は五十周年記念で︑前尾さんのところに来

それはそうですね︒

た 箏 紙 と か なんとかを⁝⁝︒

考えた人もいるわけですげれど︒

前尾さんと佛教大学は侮か関係があるんですか︒

併藤

海部

原敬文庫のこんな︹五十センチぐらい手を轟く﹈のができま

海部 それは水谷幸正と︑佛教大学のいまのそちらの与野者がいろ
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伊海俘海伊海餌
藤部藤部藤都藤
俘海．俘海伊海

藤部藤部藤部

が全部入っているわけです︒先生が日記をお書きかどうか知りませ

伊藤 影印版ですね︒前に活掌になったものでは落としていたもの

したね︒

したか︑この時点では︒

また萎んじゃうんですが︒いままたやっていますね︒これもどこま
で行くのかわかりませんが︑先生はこれをどういうふうにお考えで

かけだと思いますが︑憲法改正問題が議論になりかかるんですね︒

海部 基本的にはいまの憲法の問題は︑中曽根さんが考えてやり達
したこともあったんですよ︒そしてあのときは︑どこか探すと中蓋

んけれど︒

海部 欝記は書いていないんです︑残念ながら︒
伊藤 いや︑書いていると言う人はあまりいないんですよ︒書いて

根さんが自分で︑ 門海部君︑こうこうこういうことだ﹂といって︑

問題を誰に書かせたんだろうか︑メモがある︒ ﹁これにしたがって
考えたことがあったら教えてくれ﹂なんて雷っていました︒ただ︑
あまり劇的な内容ではなかったと思いますね︒基本的人権︑議会制

いると需ったら最緩︑あまり人がしゃべってくれなくなりますよ︒

九条問題は

日 記 は 書いていない︒

伊藤

九条問題は棚上げだよ︒最初のこ下問では︑ 三九条問題は特

海部

ね︒僕の先生の岡義武先生は︑

海部

﹁ああいうことをすると︑偉の中の

伊藤 矢部貞治さんが日記を書いていて︑それが出版されたんです
人に大変迷惑をかける︒β記なんていうものは書くものではない﹂
というふうにおっしゃっていたんです︒亡くなってみたら︑ご本曲
の詳細な日記がありました︵笑い︶︒そういうものです︒誰も爲記

に議論しない﹂︑そういうメモが下りてきた︒

しかし憲法改正の手続は︑いちおう憲法それ自体の中に書い

最近はそういう議論ですが︑このころはどうでしたか︒手続法

海部 なかった︒そのころはもっとアバウトな大議論で︑世界の国
はあのころ＝ハ○ぐらいあったかな︑そのうち憲法改正がなされた

の議論はほとんどなかったですか︒

楴

法律がないじゃないか︑まずそれからやろうということです︒

海部 書いてあっても︑それの具体的な国警投票法という三江がな
いでしょう︒それをつくらないと︑β本の憲法は憲法そのものに改
蕉を前提としながら︑いざ改正しようと愚ったら︑国民投票をする

てあるわけですね︒

撰藤

してやっていきたいという︒

揮藤 中蕾根さんは九条を中心にした改憲論者ですよね︒
海部 そう︒そして話は飛ぶけれど︑いま憲法調査会になってきて︑
いまも九条問題です︒それはまったく入口の形式的な箏続論の中で︑
いまの憲法改正の手続法がない︒だから九鼎問題の議論を手続法と

︒

民主主義を尊重のうえ︑値人の福祉をなんとかすると︒

を書いているなんて言ったら︑何を書かれるかわからないと思って︑
言わないですよ︒

海部 そうですね︵笑い︶︒日記でも何でも︑書き出すと︑ちょっ

しね︒

とでも体裁よく書こう︑ちょっとでも良く書こうと思って︑だんだ
ん時間がかかって︑添削していくときに︑自分に調子のいいような
付け加えはするけれど︑調子があまりよくないものは全然書かない
伊藤 そういうものです︑日記というものは︒それは自伝だって賃
記 だ っ て み んな同じですよ︒

鷹憲法調査会
俘藤 ところで︑今日はあまり時聞がないんですが︑いまの文教の
問題はまたあとで続いて出てくる問題だと思いますので︑憲法調査
会の問題をお願いします︒農民覚は一九八○年に改憲に向けた議論
を騰着する︒これは奥野さんなんかが議会で発言されたことがきっ

ことのある国はアメリカを初めどこやら︑という議論をして︑日本
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だけは何もやっていないからよくないんだ︒時代が大きく変化した
ら︑時代の変化に認応ずるということは憲法改正の議論もできるよ

いや︑いまでも三分のこ以上の発議でもって︑できますか︒

伊藤 問題はどうしても九条の問題ですよね︒
佐道 実質的に︑奥野さんのように本当にこれは変えなければいけ
ないと思っている入は別として︑議論はするけれど全体としてこれ
で改正ができると思っている人は︑この墨時はまだ少なかったんで
すね︒

うにしておかなければならない︒いまから先走って︑こうあるべき
だという結論を出すべきではないが︑というのが初めの融着根さん
の言い分であった︒あのとき憲法調査会が︑文教部会のように部会
それで議論をしたわけですね︑自得党の中で︒

を憲法で決めてしまった以上は︑よくよくのことがないと衆参爾院

それからもう一つは︑国昆投票にして︑国畏の過半数の支持を得な
ければならんという︒けれども三分の二以上の発議なんていうこと

海部

伊藤
し た ん ですよ︒

をつくって︑それぞれ担峯させていた︒
海部

胸襟 先生はその中に入っておられましたか︒
海部 僕はその中には入っていなかったんです︒要するに︑僕はそ

を通るなんていうことは当面は考えられないことだったんですよ︒
伊藤 葬現実的な感じがしたわけですね︒たしかに社会党が社民党
になってちょっと怪しくなってきたという今の段階で︑多少可能性

ういう意味で︑憲法改正論者とはちょっと︸線を画しておったんで
す︒

が出て来たかな︑という感じだろうと思いますけれど︒
海部 それも手続法として︑憲法盲暦の手続がないからその法律を

憲法九条の間題というのが︑象徴的な憲法改正の問題の中心だか
ら︑そうするとそれはどういうことになるのか︒刑法の問題でも図

論だな︒

てもらいたい﹂と霞われたけれど︑しかし彼の本当に考えているこ
とは何であるかといったら︑要するにまず手続法をつくること︑国
民投票法をつくることです︒ですから︑これは日暮れて道遠しの議

会に入ってくれ﹂と言われたんです︑いろいろな立場で︒ ﹁特に国
家の最高責任を経験した人はみんな入ってきて︑自分の意見を述べ

ときの外務大臣ですから︑いまでもときどきいろいろなところで会
って語を闘いたりしたりするけれど︑ ﹁いっぺんとにかく憲法調査

まずつくろうというのが︑いまの中山調査会だ︒中由太郎君も僕の

伊藤 薩主憲法の制定という言い方ですね︒
海部 憲法改正が具体的な政治日程に上るものだとは思っていなか
った︒

糠⁝社会党がありましたからね︒
海部 そしてあのころの政治家の僕というのは︑また元に漠って悪
いんですが︑三木派の行動隊長ですから︑いつも︑さあと言うとき
には三木さんと一緒に︑街頭演説でも選挙の演説でもやっておった

んですね︒三木内閣ができたときに︑憲法の問題は必ず出てくるわ
けですよ︒あのころは歴代だ︒あなたは憲法をどう思いますか︑と
関かれる︒そういうときに︑学者を睡んでは︑三木さんは夜勉強し
て︑．自分の納得のいくようにやっておったが︑三木内閣のあいだは
憲法改正をしないという結論を自分で出した︒それは三木内閣にと
っては一番らくな結論じゃないですか︑ここを変えるというといか

上演習といったかな︑ケ⁝ス・バイ・ケースで何かやるでしょう︑
想定闘鶏集か︒そうしたら︑例えばお隣の朝鮮半島で︑このごろは

んという︒けれど︑それには理由づけがあると霞って︑私は平和主
義︑基本的人権擁護︑罠・薫主義という基本に賛意を直しておる︒あ
それに反対する入はあまりいないんじゃないですかね︒

まだまだ︒そうすると朝鮮半島で﹁旦緩急があった場合は︑わが睡
はどういう対応をするのか︒僕らのときは︑そういうときこそ日米

ちょっと緊急の事態は遠のいたみたいだけれど︑わかりませんよ︑

伊藤

そういう角度の議論だったんです︒

れ は い い こ とである︑という︒

海部
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安保条約を援燭して︑アメリカが助けに来るべきだし︑助けに行く
からと言われて︑バンデンバーグ決議の唯一の例外になっておるん
だから︑日本は︑余計なことはせんでくれと︒
あのころの近隣諸國の心配を抑えるためにアメリカは︑ ﹁われわ
れが欝本が鐵て行くのを抑えるから︑安心して任しておいてくれ﹂

という言い方をしたわけでしょう︒だから何も霞本は余計なことを
考えるな︒スカッドミサイルが飛んでくるときに︑スカッドミサイ
ルに対して有効な反撃手段が日本にはないから︑そういったものを
少し出したらどうだといっても︑それはアメリカは決してイエスと
は欝わないんです︒それはそうだろうな︒ですから︑ついこのあい
だまでは雰現実的な問題だったんですね︒日常姓の中で考えると︒
伊藤 議論のための議論という感じですね︒
楠 ﹁論憲隔ということでしたね︒
海部 ただ僕が︑これはなるほどと思ったのは︑湾岸戦争のときに︑
祉会党の著手が委員会に繋して出たペーパーがあるんです︒僕はそ
先生︑時間です︒どうもありがとうございました︒次回また︑

れは手放さずに持っておるんです︒
僻藤
よ ろ し く お 願 いいたします︒

︿以上﹀
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第19回
鈴木内閣時代II（1981

一1982）

【2002年12月2H（月）14：00〜16：00】
力全：TBRビノレ10F・海部俊樹事務所

［インタビュアー］

伊藤
楠
佐道

（肩山きはインタビz一の時点）

隆

（政策硯究大学院大学教授）

精一郎

（東洋英和女学院大学教授）

明広

（政策研甕大学院大学助教授）

艦己録、編集］

丹・羽

漕隆

海部俊樹先生第重9園

オーラルヒストり一・一質悶項罠

（2002年12月2H）
醐戴は、主に文教問題についてうかがいました。今回はその他の問題からお籟いします。

1．81年2月、竹由五郎統幕議長が、徴兵制を違憲とする政府見解に異議を曝え、防衛費6隙1％
上限を批判し闘題になりました。この問麺について先生はどのようなお考えでしたか。

2．5拷、訪米した鈴木菖相がレーガン大統領と会強しましたが、このときシーレーン防衛を約束
したのかどうかが問題となり、また鈴木首相が日米共瞬声明の作成経過に不満を述べたため、
梯東外相が引責舌…陛する問題となりました（5月16日）。この一連の経過について先生はどの
ようにご賢になっていたのでしょうか。

3．伊東外相辞任騒動の塵後（5月17艮）、ライシャワー元駐日大使が、核積載米艦船が臼本に寄
著していると述4て問題になりました。雰核竃原則や事蔚協議劉度に関する疑問が野党などか
らさかんに提起されたわけですが、この問題についてご記憶の点をお願いします。また野党に
対する工作などをおやりになったのでしょうか。

4．81＃3月、臨時行政調査会（第二次臨調）の初会合が開催され、以後一連の行革の議論が本
格化します。鈴木内閣下での行革議論については、先生はどのようにご覧になっておられまし
たか。

5．5月、自民党は参議院全国区に比例代表翻を導入する公職選挙法改正案を国会に提出しました。
これは廃案になりますが、翌奪7月には成立します。この選挙翻度改革問題については先生は
どのようなお立場だったのでしょうか。

6．先生は、81ee

11月、繭民運動本部長に就任され讃す。圖民運動本部長就任の経緯や、その仕

事の内容等についてお願いします。また、先生が本部長時代の塵罠運動本部にどのような方々
が参集しておられたのかもお旧いします。

7．82年3月、米ワインバーガー国防長官が来日し、シーレーン防衛の輿体化、防衛費の12％
増などを要求します。米の防衛費増大要求は以後も強くなるわけですが、当時防衛費闘題につ

いてはどのようなお考えだったのでし＊うか。また、議論の中心となっていた1％枠問題につ
いてはいかがでしょうか。

8．日本の政治ではありませんが、この卑4月にフt一クランド紛争が勃発し、英国とアルゼンチ
ンが戦争します。どのようにこれを見ておられましたか。

9．6月、東京地裁でmッキード事｛物の政治家被管判決公覇がありました。元運輸相橋本登美三

郎、政激離藤新賄罪、二縫進、加藤胡、佐々木秀世・福永一fiらへの金銭供与も
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認定するというものでした。この覇決は鎖時どのような影響を赦界に及ぼしたのでしょう。先
生はこの判決についてどのような感想をもたれましたか。

10．

7月、教科書問題が発生します。中国側の「歴史改ざん」という抗議に文部省や外務雀か
ら局長等が中国に派遣されたりしますが容易に収束せず、結局8月26βに窩沢官房長嘗が「歴

史教稗書についての政府見解」を発表してようやく解決に向かいます。教育問題については関
係の深い先生は、この悶題についてはどのようなお立場だったのでしょうか。

11，

10月、鈴木着穣は退陣を表明します。鈴木退陣についてはどのように見ておられたので
しょうか。また、その後党酋脳による候補一本化調整が失敗し、結局ll月24鍵に総裁候補決

定選挙（予備選）が鍵施され、中曽根翫が570／oを獲得。翌

25日に臨時党大会が開催され、中

善根総裁が誕生しました。予備選には河本氏も立ち、二位となったわけですが、この一連の経
緯についてお願いします。

※今画は以上のような点を中心にうかがいたいと思います。
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しかし鳩山さんもうまく乗っかったんですね︒

継現在の政局から一︵慶由党と渓霊党︶

撰藤

鳩山さんはそういうところはない︑と思ったんだけれど︒

﹁いっぺん海部︑一緒に会ってくれんか﹂と言われて︑

会ったことがある︒それから二回ぐらい一緒に食事をしたりするこ
とがある︒もちろん︑その前から知っていますからね︒小沢辰男が

言うから︑

弟と葬常にパイプが太かったんですね︒鳩山も僕のことをいろいろ

海部 詳し紛れにやったんだな︒ 一昔前には︑小沢辰男君というの
がわれわれのグル⁝プにおって︑小沢辰男がいかなる加減か鳩山兄

っても︑あの癖は治らんだろうな︒

揮藤 政界もいろいろ動きがあるようでございますね門民主党の鳩
鋤代表と自由党の小沢党首が薪党を結成する意向を表明︑鳩山沃は
海部

苦し紛れに︒

餌藤今度の民主党の問題も︑その方がいろいろと
︒
海部 あれは結局︑小沢が壊しちゃったんじゃないかな︒誘惑して︑
その気にさせておいて壊しちゃったということですからね︒釘麟や

代 表 辞 任 を 示 唆︸︒
揆藤

海部 いろいろありますが︑登揚役者があまり変わっていないもの
だから︒あの壊し屋が出て来ては︑成り立つものも成り立たないな
先生は高みの見物ですか︒

く笑い︶︒

俘藤

海部 もう高みの見物です︒いろいろ流れ矢が飛んできたり︑会い
たいという︒会いたかったら会ってあげるからいらっしゃいといっ
て ︑ た だ 話 を聞くだけだ︒

楠 いよいよ保守党は自民党に戻るという話をチラッと聞きました

守党もおってくれたほうが︑というような本音があるんじゃないの︑

海部 漢るとか戻らんよりも︑保守党ができたとき︑これは派燭争
いみたいなものですからね︒密民党の中の一つの派閥みたいな感じ
になつちゃうから︑むしろ公明党との問をはっきりするためには保

海部

すね︒

俳藤

﹁そんなこと︑おれに言ったってしょう溺ないだろう︑本人を

そして最もそばにおる連中が︑ぶつぶつ文句を讐ってくるん

が︒

向 こ う 門 三 蓋 菱﹈には︒

だ︒

紹介したからどうのこうの︑ということではなかったけれど︒小沢
辰男には︑えらい思い入れがあったんだ︒けれども鳩由由紀夫さん
という人は︑僕に言わせると︑ちょっとお殿様の子供だから︑嘲い

そ う で しょうね︒

わな︒

伊藤

捜藤

けれど︑今度これで駄目になると︑民主党の申で鳩山を追い

みんな︑人それぞれ癖がありますからね︒

じゃないですかね︒

相談に乗ったり話したりいろいろしたんです︒心を割って語さない
というのか︑本気になって箕面厨に謡さないというところがあるん

ほうは︑文部大臣をやった頃にいろいろあって︑僕の後輩だから︑

んは︒だって︑本当の弟でさえ︑最後は見放したでしょう︒邦夫の

侮か物事をきちんと詰めないでやっているという感じがしま

海部 そう短気を起こしてくれるな︑頼む︑頼むど言って︑表面は

捕まえて露ってこい漏と僕はいつも言ってやるんだけれど︑そうい
う癖︵へき︶があるな︒あれでつぶしちゃうんじゃないか︑鳩山さ

雰常に慰慰丁重で︑保守党を大事にしますよ︒それに引っかかると︑

そう︒その三党連立を決断したときに︑．また壊し屋が出て来

ふらふらっとして︑みんな喜んじゃう︒
伊藤 いちおう﹁三党﹂連立ですからね︒
海部

て壊そうと思ったから︑そこで小沢グループと保守党が別れたとい
う経緯があるわけでしょう︒あの壊し屋が入っていると︑ほとほと
疲れる︒

海部
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出した反代表グル⁝プは︑とても小沢︸郎の壊し屋グループとは﹂
やはり民主党をぶつ壊した︑ということになるわけですかね︑

緒になれるわけがありませんからね︒
伊藤

ちがありがたいわけだから︒

せんからいけませんが︑民社党は︑聾党の申で防衛庁が一番信頼し
た政党ですからね︒むしろ自渓党より儒属しておったわけだから︒
うちの親方あたりが︸％枠なんていうことを言うと︑それに対して
表面切って物が言えん人々は︑代わって言ってくれるこういう人た

これは特別に先生と関連した問題ではないわけですね︒

結果だけ見れば︒ちょっとちょっかいを出して︒
佐道
拶藤

僕は直接は関連しておりませんでした︒

でも︑人のところに手を突っ込んで壊しちゃうというのは︑

すごいカといえばすごいカですね︒
海部

では二番目の︑ 門八一年五月目扁鈴木・レーガン会談ですね︒

まあ︑いい悪いは別にしてね︒

海部
横藤

俘藤

そうです︒そしてむしろああいうときは︑三木さんに言わせ

何か物事の事態がよく理解できない事柄ですね︒

門それは総理の責任だ︒これは鈴本君が悪いんだ︒外へ出る

に︑おれはそれは知らなかったということはないし︑卑怯であるし︑

前にきちんとそういうことは詰まっていなければならんし︑況んや
霞米共同声弱なんかをまとめるときというのは︑あらゆる角度から
議論して最後にバンと決めるときは︑外務大壁とか官房長官は全部
よく知っているはずだ︒そうでなければいかん︒手続としては︑そ
れでやったんだろう︒それをやってあれば︑あとになって外務大臣

ると︑

海部

とやその議論は︑どっちもどっちとして︑いろいろあるでしょう︒

上に言葉がつくような正直な入だから︑二入がおっしゃっているこ

海部 この問題は︑鈴木首相が自分の本曇の腹を研東さんとはすり
合わせをしてなかったからでしょうね︒そこまでは闘いていなかっ
たと思う︒範囲が違うんだということを伊東さんは習い幽したわけ
だ︒俳東さんというのはああいう生真面閉な姓格だし︑善幸さんも

は関係なさらないんだろうと思いますが︒

これが大問題になるわけですが︑伊東﹇正義﹈外務大臣がそれで辞
職をするという事態に発展します︒こういう問題は︑先生は直接に

闘鈴木・レーガン会談と門日米同盟﹂
伊藤 それでは本番に入らせていただきます︒前壷︑だいたい文教
関係の話を伺いましたが︑今厩はそれ以外の鈴木内事の時代のいろ
いろな問題についてお話を伺いたいと思います︒質問要項はごらん
い た だ い た でしょうか︒

海部 はい︑見せてもらっております︒
俘藤 ︸番ですが︑ □九八一年二薄﹈統幕議長の竹田︹五郎﹈さ
んが︑防衛費の問題鷲％上限批糊扁や︑徴兵糊の弱題﹇徴兵制違
憲の政府見解に異議﹈で︑こういう意見を出して︑かなり大きな問
題になったように思うんですが︑ご記憶ですか︒
海部 どういうところに原因があったかということは知らずに︑あ
の竹田統幕議長がいろいろ発書をしたり批籾をした︒批判された方
この人との接点は︑先生は全然ないわけですね︒

ですから︑よくわかっております︒
俘藤

海部 僕は個人的にはありません︒その人はむしろ︑浅社党の春霞
一幸さんとか︑ああいう組と近かった︒春鶏一幸さんは︑いろいろ
な話を僕には昔からしてくれておったんですが︑当時の昆社党の防
衛政策に︑この竹園五郎さんという人はちょっと深入りしておった
んじゃないですか︒ただ僕は︑そのまた昔の来栖﹇語調﹈さんとい
う入とこの竹田さんがどういう関係にあるのか︑寡聞にして知りま

間違っておる︒けれどもそれを曳きにして︑本当に寝耳に水でやつ
ちゃったというならば︑別のところに問題が出て来る縣ということ
です︒このときにはどういう経緯手続でこれが発表されて世に出た
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のか︑よくわからんところが︑われわれにもあります︒だから三木
さんの批判というのは︑臨分がもしこの場にあったら︑というよう
な角度・考え方から︑従来の自分の体験に属した謡をされたと僕ら
は 受 け 取 り ま したね︒

﹁あの共問声明は自分は

佐道 鈴木・レーガン会談がございますね︒そのあとアメリカで記
者会見があって︑それで 千海里防衛とか︑共疑声明に﹁岱明饅と
いう言葉が出たということで︑まず萩醐記事で話題になって︑日本
はアメリカとの新しい防衛協力に乗り出したのかということが話題
になったあとに︑鈴木さんが帰ってきて︑

あまりよく見ていなかった︑外務雀のやり方に間題がある﹂という
枇判をされて︑伊策さんがお辞めになる︑という経緯だったと思う
んです︒

ですから三木さんがおっしゃったような︑共同声明ですから出す

ときには総理に責任があるという問題と︑もう；前の︑同盟と打
ち出したとか︑一千海里シーレーン防衛という問題について約束し
たのかしなかったのか︑という問題がここで取り上げられたという
こ と が あ る んですね︒

海部 そんな議論がそのころありましたな︒
佐道 それについては︑どうなんでしょう︒豊本はアメリカと得た
な防衛協力体制に乗り出したのかどうかということが︑ここで議論
されたわけですが︑この問題についてはどう見ておられましたか︒

かされておらなかった﹂とか︑ ﹁闘いていなかった﹂とか︑あるい
は﹁勝手に越権行為でやられちゃつた﹂とか︒当時の風評はそんな
ことでしたね︒

俘藤 共同声明は自分がサインしたわけですからね︒
海部 だから三本さんが︑ ﹁誰がやろうがやるまいが︑共構声駆に
サインをして発表すれば︑その瞬間から全部その人の責任になる︒
重いものだよ︑総理大臣の共同声明に対する責妊というのは﹂と言

﹁心境﹂云々という謡が出たということに雛しては︑何かご

知らなかったと言われたんじゃあ︑国の権威がまず保てない

われたのを覚えていますね︒

伊藤

ですね︒

佐道

記憶がございますか︒

海部 日米のあいだは︑同盟なのか岡盟でないのか︒よく﹁岡三﹂
というと︑上に二文字付く州軍事同盟﹂ということをすぐ言います
ね︒軍事岡盟になると︑短絡的に害えぱ憲法違反ではないかという
議論があのときあったように思います︒けれども︑霞米閾盟という
のは︑あのとき常識的に言うと︑軍事嗣盟ではないんだよね︒潤本
佐道

そうそう︒いまでもそうでしょう︒

アメリカが霞本に対して︑ということですか︒

のほうにカがないから︑頼られ甲斐がない︒
海部

くなかった款しい発想ですが︑僕らの素朴な疑問としては︑たしか
あのとき一千海里の線を引いて︑百歩譲ってこれはわかるが︑ ﹁こ

考えは︑

かどうかということで︑いろいろ議論がありましたね︒僕の押入の

海部

□現在の政局から2︵イージス艦派遣︶

こが一千海里です︑さよなら﹂といって︑一チ︸海里になったらさ

なければ︑宝の持ち腐れという露葉があるぞ﹂ということだ︒そう

海部 一千海里のシーレーン防衛ということになれば︑いままで全

ようならか︑というような非常に単純な発想をして︑言の葉に出し︑

したら保守党の中におった連中が﹁ほう︑驚いた︑最高顧闘がそん

の地域の安全と平和に役立つというならば︑使ったらどうか︒使わ

﹁せっかく︵という書い方は悪いが︶あるから︑それがあ

ちょっと脱線しますが︑このあいだイ；ジス艦を派遣すべき

質問もしてみたんです︒ 門それは数学︵すうぐわく︶の問題とは違
うんだよ﹂といって叱られたけれどね︒だいたいそれが生命線とい
﹁自分は︸切闘

うか︑非常に大事な海路だという意味で議論があったんでしょう︒
けれども善幸さんは︑最終的にはなんと書つたか︑
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なことおっしゃってくださるなら︑それは大丈夫だ︒党の意見はこ
れで固まった﹂という︒おれが反対すると思ったんだろうな︒ ﹁僕
は反対する理由もない︒せっかく国民の税金をもらって︒考えてみ
あれはものすごく高いものですよね︒

ろ﹂︒

伊藤
〜杯︑

〜五〇〇億です︒それを見たことも触ったこともない

海部
連申が︑いいとか悪いとか言うから︑曝帰りで行って来たんです︒
党の全体会議で︑ ﹁暇なのがおったら︑みんな行こうよ﹂と言って
見てきたんです︒横須賀には︑僕は不思議なことに何幽も行ってお
るんです︒掃海艇を送ったとき︑帰ってきたとき︑迎えに行ったと
き︑防衛大学の卒業式︑防衛大学の何かの行事︑何畷も行ったこと
がある︒イージス艦もそこにあるから︑見に行ったんです︒みんな︑
見たことも触ったこともない達中が︑それは目米安保に抵触すると
かしないとか︑出すべきだとか出してはいかんとかいう︒むしろ出
しては行けないという公明の意見が強いものですから︑三党協議に

出ておる連中は︑それを壊したくないから︑なるべく保守党の方か
らぶち壊しはしない︒自民党も門三者の意見がまとまればその結論
に従います﹂という︒自民党もそう積極的に︑党内の賛否を分けて︑
反対派を説得しようなんていう努力はまだ見えていないんですね︒
テーマとして取り上げていないんだ︒せっかく日本も国民のみなさ
んの理解を得て︑手続もきちんと踏んで︑⁝五〇〇億という高いお
金を使って買ったんだ︒しかも持っている国が︑アメジカ以外は日
本とどこかに一隻だけあるんだってね︒
伊藤 B本以外にもあるんですか︒
海部 いや︑頃本だけだと僕は蘭いておったが︑もう︸ケ国どこか
に一隻だけあるんだ︒だからアメリカと日本だけだと言われても︑
いいですよとよく言われましたが︑それがいま四杯あって︑そこに

めに役立つとなったら︑十分慎重に配慮しながら使ったらどうか︒
その代わり︑攻撃的な一部のものがありますから︑それは厳重に封
印でもして︑ ﹁これは使いませんよ︑抜かずの竃刀だ﹂ぐらいのこ
とをわかりやすく言っておけば︑圏罠の理解と支持も得られるであ

ろう︒だから︑行って見てきたんです︒

直角のような階段を甲板からずっと下まで降りる︒鋼鉄の縄梯子

みたいなもので︑こんな急傾斜を降りる︒それで︸歩一歩がだいぶ

﹇間隔が嗣ありますから︑厳しいんですよ︒そして翌露︑このへん

﹇太ももを叩く﹈が突っ張るかと思ったら︑ましらの如くやったが

やっぱり最新鋭の情報収集のための機器を備えているんです

ためなんだ︒

俳藤
ね︒

海部 それは事実です︒そして驚いたのは︑甲板の上にあるマスト
というのか︑その中二階に電波探知機が回っていることです︒あれ
は一雨転ずるのに約四十秒かかるらしいんですが︑その四十秒のあ
いだに︑五方八方全部の情勢をつかめるわけですから︑相当な防御
能力だと思いますね︒ギリシャ神話の中に出て来る﹁自称の盾﹂が

イ⁝ジスです︒だからギリシャ神護の平和の女神を守っているイー
ジスという名前をつけられた盾︑その名前をとって︑完全に防御す
るんです︑ということでしたね︒

見てきて︑そういうものがあるならば︑しかもほかの圏にないな
らば︑頼むといって頼まれたら︑侵してはならない一線はあるけれ
ど︑そこは慎重に判断し謡し合えばできることだから︑出したらど

うだ︒いまごろ︑出すの︑出さんのと議論しているようだけれど︑

あれは公明対策です︒だから僕は︑ ﹁直ちに武力の行使をするわけ
ではないし︑弾の撃ち合いに入って行くわけでもないんだ︒情報を

耳を長くしてきちんと探り︑取り︑この地域と自分の安全のために
使うならば︑それは許される範囲内ではないか︒おれが言うんだか
ら問違いない︒それでこの党をまとめろ﹂と言ったら︑みんな喜ん

二杯追加になるわけですね︒国民がそれを持つと認めたのは︑この
圏の平額と安全を守るためだ︒だからそこに焦点をきちんと置いて︑

ごやって︑

門最高顧問にそう言ってもらえれば﹂なんていう︒うち

田本よ協力してくれといってくれたら︑このへんの平和と安全のた
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には月原﹇茂皓﹈なんていう勇ましいのがおりましからね︒その道

のがわれわれと同期で︑一所懸命頑張ったんですが︑その渡部恒三
が選挙区に帰ると︑伊東正義とは犬と猿︒これは仲良く行けるはず
がない︒そういうことが︑全国を見るとずいぶんあります︒
伊藤 選挙の間題があるんですね︒
海部 選挙区で︑応援に来てくれ︑来てくれるなという関係が︑中
選挙区の時はずいぶんありますからね︒古い話になるけれど︑心誤
のお父さん﹇楠正俊﹈が︑初めの頃︑玉置和郎と二人でおれの選挙
の応援に来るという︒というのは︑こっちは心学連の票を全部．もら
おうと思ったんだな︒こっちはまだ出たてで︑あまり基盤がなかっ
た︒僕が住んでおる〜嘗市にも︑立豪強成会とか︑薪宗連に属する
ものがたくさんあるんです︒行くとみんな︑ポスタ⁝も貼ってある
わけだ︒薫置さんも楠さんも全蟹区だから︑衆議院の私とはかち合

効 果 は ありましたか︒

海部 繋目になってみんなが⁝︒だって見たってわからないんだ
もの︒これが何をやるものか︒ただ︑上の方でずっと回っているア
ンテナというのか︑非常に性能が高い︒さらに攻撃的なものはほん

俘藤

にみんなで行って見てきたんですよ︒

を与えないように︑文字通り岡イ⁝ジス﹄で行け﹂︒そして︑本当

土交通省の副大駆ですよ︒ 門本当ですか︑最高顧賄﹂と言うから︑
﹁それはそうだ︑その代わり慎重に判断して︑飽国に少しでも脅威

の出身者だ︒それから泉門信也﹈君なんかも案外激しいんだな︒国

の一門だけの二十ミリ機関砲ですが︑そうではなくて甲板の下に艦
対空というのか艦対談ミサイルというのか︑それが二十〜基ぐらい

﹁応援に来てよ︑頼むよ﹂というと︑ ﹁よし﹂と言って︑
来てくれるわけだ︒

ったら︑

﹁いやいやいや︑あなたの方がこのごろはたくさん票をお

そうしたら江崎真澄が怒って︑ ﹁どうしてあなたは︑ああいうと
ころまで手を伸ばすんですか縣と言うから︑ ﹁どうしてといったっ
て︑嚢選したいからです︒先生︑もうちょっと季を緩めておってく
れれば︑それはやらんけれど︑あまり締め付けが激しいので﹂と書

わない︒

入っているんだな︒けれどそんなものは見てもわからない︒ ﹁なる
べくそういうものは封印して︑使わんようにしろ︒心構えとしては
そういうものだ隔ということを私は言って来ました︒

墜自民党︑申選挙匿事情
俣藤 先生は研東正義さんという政在家との接点はあま駐ありませ

取りになるので︑そういうところまで手を傭ぱしてこせこせおやり
になると︑かえって将来のためになりませんよ鳳なんて脅かされて

んで︑したか︒

海部あの入は雰常に真左目で︑堅い先生であるが︑それよりも何

ね︒それぐらいのものなんです︑中選挙区というのは︒
門研東氏とは﹈仲良くなれ

よりも︑自由浸主党が中選挙区の時代には︑伊東正義とともに戦っ
た自晟党の議員がおれの逸聞であると︑

いろいろやっているときは︑むしろ僕らは︑自由罠主党は自慮主義

ようやく小選挙区になってから︑自民党の派閥争いの無根がちょ
っと低くなったかな︒だから党内で各派閥が派閥事務所をつくって

者連合といったようなものだと思っていた︒愛読の精神だのなんだ
のきれいごとを言っても︑それは平時の謡であって︑戦時国際法は

る は ず が な いじゃないですか︒
伊藤

別なんですよ︒それから夜の六時以降も別だ︒それでよく長い間︑

や は り そんなものですか︒

海賦 それはそうだ︒選挙になると応援に行って︑いじめるでしょ
う︒ここまで言ったから全部言っておきますが︑ちょうどこのあい
だ済んだばかりで︑これ﹇赤い表紙の﹃早稲田大学雄弁会百年

窪罠党はもってきたと思う︒

そうですね︑よく一緒にやってこられましたね︒

隻﹄﹈を見ておって︑なるほどな︑と思った︒渡部恒三なんていう

佐道
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面白いものですね︒

海部 面白いものだと思いますよ︒だからこのあいだ︑ヨハネスブ
ルクのサミットに行ったときも︑結局︑民主党からも環境族が数名
出て来るし︑自畏党からは牽三名出て来た︒保守党からは僕㎝人だ
けだけれど︑全体で二十入で代表鋤をつくって行ってきました︒そ
してそれができた頃からの日く遠縁︑故事寒歴を⁝番よく知ってい

伊藤

俘藤 それは中選挙区の定員数と関係があるわけですね︒それが小

本にも頼んでやってもらう︒だからヨハネスブルクまで行くと︑畏

海部 何回も亀裂の危機はあったが︑よくもってきたと思う︒それ
はバランス・オブ・パワーの妙だったと僕は思う︒派閥の数が二つ
や三つだったら︑もうちょっと激突が激しかったけれど︑︻強五弱
とか︑ 強六気とか言われたように︑六つ︑七つに分かれているの

選挙匿になったから︑模様がだいぶ変わったと思いますね︒
海部 変わったんだ︒それはそうです︒
伊藤 そうすると︑いまお認の伊東さんなんかとはほとんど接触の

主党の出番はないわけです︒

が 適 正 規 模 な んです︒

機会はない︒

るのは僕のわけだ︒僕の次に知っているのが橋本龍太部ぐらいだな︒
だから向こうに行っても︑はい︑といって演説をして︑それから橋

海部 ないんです︒とにかく選挙になれば︑渋谷直蔵とか渡部慎三

佐道 でも以前に比べて︑いま先生がおっしゃるような政党横断的
なグループをつくることは︑やりやすくなっているわけですね︒

とか︑ああいう連申と私は持ちつ持たれつで応援に行ったりします
から︑中選挙匿のいろいろなところで︑バッティングするわけです︒

海部 やりやすくなっていますね︒全員集合じゃないけれど︑政党
横断的に集まって︑環境問題なんかをやろうというときは︑それは

来 ら れ な い は ずなんです︒

の殻霞詳論なんですね︒

それからついこのあいだも︑日中國交正常化三十周年記念の記念
行事を何かやってくれという︒中国の宋健さんという人が︑中翻側

よろしい︒

楠 うちは派閥に入っていなかったから︑どこでも基本的には﹇応

種下 同期で応援する誓いうのは︑また派閣が違うわけでしょう︒
海部 そこがまた自感民主党の臼く言い難い自霞なところだ︒だっ
て楠さんのおやじだって︑派閥の関係から雷ったら︑僕の応援には

援に﹈行けたはずなんですけれど︒

を立てよう﹂と書つた︒こっちも少々意地悪だったけれど︑ ﹁今度
中蓉根さんが頼むといったから芸術議員連盟の会長になった︒こち
らから油絵を持って行って懇の国で展覧会をやってあげるから︑宋

派閥に入っていないので︑ワリを食っちゃったんです︒

﹁何か顔を立ててくれ﹂と言うから︑ ﹁顔

楠

健さんのほうも何人か絵ぐらい描くだろう漏︑おそらく墨絵しかな

派閥に入っていなかったの︒

海部そういうことを乗り越えてみんなやって来ているから︑⁝種

海部

肥町．思議な派閥以外の友情も︑別なところで生まれているわけだな︒

いだろうと思ったので︑そう言ったら︑本当にそうなんだ︒ ﹁油絵
を描く人は中国の全人代の中にはおらんけれど︑書︵しょ︶ならい

俘藤 そうですね︑すべてが派鵬で理解できるわけではないんです
海部 すべてが派閥ではない︒だから僕が今霞もこうしてのんびり

撰藤

そうするとそれには︑不思議なことに共産党以外︑全部出品

書画展ですね︒

れど︑書は格差がすぐわかる﹂ ﹁じゃあ絵も出すが書も出すことに

つばいおる︑書でどうだ﹂というから︑ 州いや書もいっぱいいるけ

とした顔をして︑えらそうなことを言っていられるのも︑誰がどこ
の派閥で︑誰がどこの派調でどういう世話になっていて︑という人

海都

ね︒

脈がだいたい投影されるものだから︑さあやろうというときは︑昔

してついて来ましたね︒

しよう﹂ということで︑やってきたんです︒

の 仲 聞 が 生 きるからですね︒
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知らん︒描くやつがいないとかなんとかいって︑参加しなか

なんで共産党は駄顕なんですか︒

なっていらっしゃいますか︒

伊藤

その次の質闘ですが︑ライシャワ⁝さんには何圓かお会いに

参 加 料 が十万円かな︒

あそこの党は︑お金がいっぱいあるでしょう︒

とですね︒

すよ︒そういうときには︑派閥を超えてやりやすくなったというこ

ンゴルもやってやろうということで話を進めると︑みんな出て来ま

いや︑もう亡くなった後です︒

大平先生がご存命中だったと思うんですが︒

ときには︑海部さんの出番があるのではないかと思うんですが︒
海部 いや︑僕の出番があるというよりも︑そういうときはB本側
がどういう対応をするかということになると
︒このときはまだ

からね︒だから雰常にアットホ⁝ムな関係でお話もできましたね︒

そのハルさんは︑日本語はもちろんべらべらのアフガニスタンです

くから︑行こうよ﹂というので︑呼ばれていって︑一緒に会って謡
をした︒あそこの奥さんはかなり有名なハルさんというんですよ︒

めの頃は︑三木先生が呼ばれていくものだから︑ ﹁海部さんまた行

虚言やはり中選挙区の時は︑あいつの顔も晃たくない︑会いたく
もないという感情はどうしても出て来るわけですね︒
海部 はい︒例えば︑江崎真澄さんなんていったら︑撲の顔はもち
ろん見たくないだろうし︑佐藤観次郎だって晃たくないといってい
る︒それは票を取って︑だんだんこちらが強くなってきたから︒け
れどもその結果︑小選挙区になったときに︑棲み分けがいとも簡単

佐道

亡くなったから鈴木内閣になっているわけです︒

になったんですね︒例の舞核三原則問題で野党が騒いだ︒こういう

極藤 ライシャワ⁝さんが︑ ﹁核搭載をしたアメリカの軍艦がβ本
に寄港しているよ﹂ということをおっしゃったので︑ちょっと問題

にできたんですね︒それで佐藤観次郎の息子の佐藤観樹は離れた︒

伊藤

海部 大平さんが︑核問題については囲番深刻に考えて︑悩んでお
ったんです︒三木さんが総理になって︑大連さんが外務大臣の時︑

首脳会談に僕もお供して行っておったものですから︑飛行機の中で
もいろいろ話した︒大平さんは例の調子で︑ボソッボソッと言われ

四二を﹃持たず・つくらず・持ち込まず﹄とい

う三原期は︑二原則が本当だ︒三原劉と謡うから︑いくらかオブラ

た︒結局あの人は︑

からね︒そういう悲喜劇が全圏にいっぱいあるんです︒

ートで包んで︑本当でないことをときどき言わねばならんから︑つ
らいことですよね﹂という︒それを劇的に変えるには︑それに必要

一鶴すくい上げないと︑なんのことはない︑逆恨みされちゃいます

﹇十匿で﹈︑江崎門真澄の息子・鉄麿﹈とやったら勝てると算盤を
弾いたんだな︒自分の生まれた家も事務所も捨てて︑現にサトカン
が新選しているわけだ︒江綺君は熱断をしておったものだから︑ち
ょっと惜しいところだ︒だから今度は 所懸命慮援して︑彼をもう

自分の家もある九区﹇海部氏の選挙区﹈から︑十区に行った︒おれ
は江晦さんにさんざん蟻まれたけれど︑結果的申だ︒佐藤観樹は

個人負担になると︑出せないんだな︒そんなことは相手の党
の内容だからどうでもいいですけれどね︒
それからほかにモンゴル︒モンゴルも三乎周年記念ですよ︒中国
ばかりもてはやして︑モンゴルのことをもてはやさんから︑少しモ

治家をときどきアメリカ大使館に呼んでは︑お食事の会をした︒初

海部 はい︑何度かお賃にかかっています︒
俘藤 どんな場面でお会いになるんですか︒
海部 ライシャワーさんという入が大使になられる頃は︑屡本の政

e

蟹非核三原劉についての議論

な大義名分もいるし︑頭からそれを言うわけにもいかない︒だから
あの人は︑自分の心の中で問題提起はよくされていたけれど︑だか
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らこうしようという解決策は持っていなかったな︒持っていらっし
ゃ っ て も ︑ 口には出さんわけだ︒
﹁三原鑓はやめにして︑

﹃持たず・つくらず﹄はい

そのころ三木さんがポロッと言ったのは︑こちらのほうが正直だ
と 思 う け れ ど︑

いけれど︑ ﹃持ち込まず﹄と集うのはもうちょっと霧の︑幅のある
表現はないだろうか︒例えば﹃持ち回り隔ぐらいはさせるとか扁と
いうことだ︒これは極めて現実的な話だったんだけれど︑持ってい
るか︑持っていないかというのがわからないから抑止力があるんだ︒
持っていないよ︑ということがわかったら︑妻事力にはならない︒
核というのは︑艮本にちょっと寄るから︑これ預かっておいてくれ
よ志いって一時預かりするようなお荷物じゃないんだ︒だから結局︑
あるかないかわからん曖昧なところで︑証本政府は事前協議でない

ものはないと雷えば︑アメリカはそれを無条件で僑幽する︒その儒
頼二藍の上に成り立っているのがこれでしょう︒大平さんはそこに
深刻な疑問があったし︑三木さんはもうちょっと前向きに︑大きな
大義名分があったときにそれは考えるべきだということを︑相当長
時問議論されているのを︑横で黙って聞いておりました︒
俘藤 いまこの非核三原削については︑核搭載のアメリカの軍艦が
二本の港に寄港するということが︑役会党がなくなってしまったも
のだから︑あまり話題にならなくなりましたね︒

佐道 土井門たか子﹈さんがこれを法律にしろということを主張し
ておられますが︑さすがにそれはぼとんど無視されているという状
溌ですけれどね︒

佐遂 そうですね︑漣瞬内閣の時ですから︒
俘藤 臨調でとにかく行革の議論が始まるわけですね︒これは次の

中善根内閣までつながっていくわけですが︑行革の閥題は︑先生は
あまり関わってはおられませんか︒

海部 行箪は︑あの填はどういう角度からいっておったのかな︒ 一
番心に残っておるのは︑行革をやるのに︑役入が出て来る町三木さ
んは﹁役入の古手﹂という茎葉を使ったかな︑ ﹁役入の古手が出て
来てやることになっては行革はできっこないんだから︑発想の転換
をして︑こういうときは思い切ってやらなきやならんよ﹂というこ

とでした︒例の永井道雄さんとか在野のやや無関係の人が︑三木さ
んの家に呼ばれて話をしたり︑青写真を描いたり︑いろいろしてい

たことは︑ときどき僕もその会に蒋らせてもらって︑聞いておりま
した︒本当にできるのか︒抵抗が非常に大きい︒抵抗が強い薗がわ

れわれには見えたり開こえたりしました︒行革というのは本気にな
ってやらないとできないものだよ︑ということを︑いろいろな面で

いやというほど体験させられているな︒

門行革の時だけはな︑

ちょっと前後しますが︑小灘恵三書という人は︑廊下で﹁海部さ

ん︑海部さん︑ちょっとちょっと﹂と言って︑

オール行政とオ⁝ル議会のこれ﹇両手の拳をぶつけ合わせる﹈にな

るから︑みんながカを一緒にしなければならない︒そのときはいろ
いろホットラインで頼むがら協力してくれよ︑頼むぞ﹂と言ったな︒
あれは誰かに言われたんじゃなくて︑自分でそういうことを思って

それは小灘さんが総理の時ですか︒

おったんじゃないかな︒そう言われたことを︑本当に覚えておりま
す︒

伊藤

海部 小渕さんが総理の時だ︒だから総理になるときに︑誰かによ
つぼど書われたんじゃないかな︒それまでできなかったことを彼自

■第二次臨調の始まり
伊藤 それでは先に進みましょう︒臨時行政爾査会が八一年三月に

身も顧みて︑これがテーマだと思ったんでしょうな︒これは鋭線で
す︒

行政機構に手を突っ込むと︑とにかく官僚からの反発がすご

スタートします︒これは第二次臨調ですが︑その前の臨調はだいぶ
前ですね︒

俘藤
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海部

伊藤

海部

いまの小渕さんの話は︑いつごろですから︒

このころはそんなに深入りしていません︒

先生はこの臨調には直綾には関係されなかったと思いますが︒

ものすごかったんです︑それは︒

いというのは確かだと思いますが︒

楠
小渕が﹇総理に﹈なったときだ︒

そう︑

﹁われわれはオ⁝ル議会でやらなければならんから﹂

そのとき自由党はまだ野党だったわけですね︒

前だ︒

じ ゃ あ ︑ ︑まだ自由党と連立を組む前で す ね ︒

海部
楠
海部

楠
海部

と言っていた︒そのころから彼は﹁みんながカを合わせてやっても

そうですね︒

自由党はたしか第二次小渕内閣から連立を組んだんですね︒

らわないとできっこないんだから︑行政に負けるから﹂と言ってい
た︒

楠
俘藤

墜参議院への比例代表制導入
伊藤 同じ年の五月に︑参議院全国匿に比例代表制を導入する公職
選挙法改正案が出されますが︑これは廃案になります︒それで次の
年に成立するんですが︑この選挙舗度改革について︑先生は何か蘭
関 わ りません︒

わりましたか︒

海部

俘藤 これは参議院の闘題だということですか︒
海部 ああ︒他院のことにみだりに日出しをすべきではないという
鉄則を︑当時自民党の国会対策委員会でずっと鍛︑又られていたもの
は知っていますから︒純院の問題について嘆をみだりに容れるのは

いけない・むしろ︑あのころ霞昆党の国会対策の環場の部隊長をや
っておった竹下とか金丸さんは︑そこだけはきちんと線を引いて守

ごういう制度が参議院で作られるということは︑衆議院には

っていくようにしておりましたね︒

揆藤
あまり影響はないんですか︒

海部 間接的に︑結果としては影響がいろいろあるでしょうけれど︑
それよりも何よりも︑あの頃は全体として︑衆議院と参議院の違い
をもっとわかりやすく︑きちんと國罠に理解してもらわなければな
らない︒なんのための二院制か︒もたもたして放っておいたら︑参

議院はいらんじゃないかという参議院不要論が︑ときどき忘れた頃
に︑ぼそぼそと休活火山というのかな︑ときどき廣火する火山みた
いに謁て来る︒だから︑参議院はこうだ︑衆議院とは拠って立つ基
盤も理由も遠うんだということを明確にしたらいいだろうという意
味で︑衆議院側も参議院のことには騰は容れない︒そういうふうに
やろうということだったと︑私は記憶しております︒
俘藤 参議院では︑決算を中心に審議しようじゃないかという意見
違いが欲しいんですよ︒

もあるようですね︒何か違いが欲しいんですね︒
海部

佐道 先生は参議院は必要だと思っておられ京すか︒
海部 思ってました︒ということは︑非常に書生論だったかもしれ
けれど︑入間の判断や人間の決定にはややもすると間違いが趨こる
かもしれん︒だからもう一回目の角度から審議してやってみる︑エ

院剃度というものの本当の理念から行くと︒人間が欠点があるとい
うことを自覚すればするほど︑二院舗に任せておくことのほうがい
い︒衆参両方で通ったことなんだからということが︑最後の心の慰

めになるわけですね︑強行採決をやっても︒だからあの頃は︑いま
もそう思っていますけれど︑参議院があったほうが︑それは間違い

なく︑わかりやすく審議できるじゃないか︒噛んで含めるようにと
いうけれど︑艮主・三塁の中では圏罠のみなさん徹底してよく理解し

てもらう必要がある︑だから審議は尽くした方がよろしい︒
伊藤 だけど︑政覚化した参議院は︑与野党逆転していれば別です
が︑与党多数でやれば︑党議拘束でずっと行くわけですから︑チェ
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伊藤

伊藤

衆議院より強いことが多いですよ︒

海部 もう﹇つは︑自民党だけでやっていたことであるならば︑参
議院も自渓党罰±ですから︑衆議院の自昆党に呼んで説得できた︒
いまのように︑それぞれに出漠りがいるものだから︑ご機嫌を取ら
なければならんのが本妻以外におるわけだ︒そうすると︑むしろ衆
議院より参議院のほうが︑公明は強いですからね︒一般の位では上
の人が多い︒だから︑衆参両方で合同会議をやると︑裟艮党とかは

ッ ク 機 能 は ないですね︒

海部 それは政府が修正できるように︑そういうム⁝ドづくりをや
るわけです︒修正したこともあるんじゃないですか︒絶対にできな

佐道 そうすると︑参議院の問題で公明を抱き込もうというのがあ
って︑公明の参議院は公明党の中でも強い立場の人なので︑そうい

でも︑それで修正ということになりますか︒

初め無関心で送り署した衆議院のほうにも影響が返ってくるものな
んですよ︒そういう経験・体験が︑僕も二︑三圏ありました︒

海部 しかし先生︑そこは個々の議員が本当に見抜いて︑ここにお
かしいことがあるんじゃないかということを賞々とぶちまくれば︑

いものもありますよ︑それは︒けれど︑それをしょうと思ったのが︑

うことになってきている︒青木さんはそのパイプがあるから︑とい

そういう意味はありますね︒

衆議院の書うことが圧倒的に通るけれど︑公明の参議院は強いから︑

したけれど︒

例の大平大蔵大箆の予算の修正案問題なんだ︒あれは衆参澗方で違
う議決になりますから︒大変な議論をして︑結局あのときは駄羅で

うことですね︒

︒

楠 支持団体の顔を衆議院で立てておいて︑参議院でつぶすという
まあ︑そこまで裏に回って高度な判断ができた人は

法 案 も あ り ま すよね︒

海部

海部 昔謡になってしまうけれど︑社会党だってそうでしょう︒衆
議院より参議院のほうが圧倒的に強かったんだから︒参議院の代表
は︑みんな全国委員畏ですよ︒衆議院に出て来ている連中は地区の
委員長ですよ︒全体会議をやると︑ひな壇の︸番いいところに座る

俵道

全然違う︒

全然違いますね︒

楠 例えば遺族会がずっと押していた靖国法案なんていうのは︑衆
議院で通っても参議院でつぶれたり︒あれは一説には︑参議院では

海部

ちょっと話が違うんですが︑さっき出た護で︑野中﹇広務﹈

のは︑参議院の全国区だ︒衆議院はその下にいて︑ 門おい﹂なんて

つぶすからという約東があったというような話もありまずけれど︒
海部
﹁衆通参没﹂という言葉がありましたからね︒衆議院で通過
させる︑その代わり参議院に行ったら没だ︑そこで沈没だよ︑とい
うことだ︒これは衆通参没の法案だと初めから決めてやると︑衆議

佐道

楠

るようであれば︑無窮・保守も︵自由党を︶もはや仲間とは思わな
い﹂という発言をされていたんですが︑あれは︑保守党の中にそう

さんがこのあいだどこかで講演をされて︑ ﹁イージス艦派遣を認め

言われているんだ︒

院 の ほ う は 気 が楽です︒

佐道 参議院でいえば︑いまの自民党の青木門幹雄﹈さんの箒在の
ように︑以前と比べると参議院の地位がかなり上昇しているという

︑鳩山□郎﹈時代の小選挙区捌もそうですね︒衆通参没ですね︒

言い方をしている人がいるんですが︑それはどうなんでしょうか︒
ど う で すかな︒

．いう意見があるということもありますが︑公明にもそういう意見が
出て来るのではないかという危惧が野中さんにあるというのか︒そ

海部

れから霞昆党の中では野中さんぐらいが派遣について非常に反対を
しているということなんでしょうか︒

楠 それは結局︑参議院で自畏党が過半数割れしているから︑衆議
院の思い通りに参議院がいかないだけ︑参議院のカが増したという

海部

この問題について腎中さんとサシで話したことはありません

解 釈 な ん じ ゃ ないですか︒
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から︒最近党の意見がおかしくなりかけたので︑ちょっと背中を押
しただけで︑おれが押すと効果百倍だ︒平和主義者の海部さんが︑
やれ︑手を貸してもいいというのは大変なことだから︑党の意見は
それでいく︒騎紹毅がしゃべったりすると︑ちょっとわかりきった
ことだ︑二階﹇俊博扁とか︒だからおれが言うからやれといって︑
議論をまとめたり押したりしたんです︒

それで月原とかの連中が警んで︑あとからお礼に来た︒それぐら
い雷われているわけですから︑野中さんも︑自罠党の申で︑ことさ
らにそういう姿勢を取っ﹂ていらっしゃる︒瓶朝鮮との闘係があって︑

それ以来あの霧を払拭したいから︑いろいろなところで八面六管の
すごくよくわかる話ですね︒

動きをしなければならんのだろうと私は見ます︒
揮藤

■党二三運動本部長1︵位置づけ︶
捗藤 その年に国罠運動本部長に就任されますね︒これは蔚任者は
どなたですか︒

海部 三原朝雄じゃなかったな︒
伊藤 そうですが︒これは党の役員の交替ということで︑一斉に替
わ っ た わ け で すか︒

海部
斉に替わったんです︒そして露骨に言っちゃうと︑このこ
ろは︑大臣にしてあげたいけれど枠があってなれない人が︑国罠運
動本部長とか︑広報委員長とか︑組織委員長というポストに就く︒
門看は閣僚名簿から外

まあ︑向き不向きがある︒死んでも街頭演説はいやだという人を燭
昆運動本部長にはできませんから︑呼んで︑

れたけれど︑⁝年我漫しておってくれ︒その代わりここで爾宿りし
待 機 の 場所ですか︒

とってくれ﹂と言って︑分けるわけです︒
伊藤

海部 はい︑自民党というのは︑そういういい場所がいろいろあっ

国昆運動本部長というのは党の中では結構大きな顔のできる

たんですね︒

伊藤

そんな決まりはあまりないと思うんですけれどね︒

これは閣僚経験者がなるものではないんですか︒

﹂ポストなんですね︒
海部 できるんです︒

楠
海部

楠 そうですが︒でも先生はもうすでに閣僚になられていましたね︒
海部 はい︒そして︑もう⁝つは党の七役です︒言いにくい語です
が︑党の七役は︑役員会のメインテーブル・メンバーといって・メ

インテ⁝ブルに座るわけだ︒ニュ⁝スが映しに来ると︑みんな映る
わけだ︒そこに映っているということは︑伴食大臣になっておるよ
でしょうか︒

りはるかに仕事もあるし︑やり甲斐もあるということではなかった

侵藤 国銭運動本部というのはどういうことをするわけですか︒い
ろいろな関係団体とか一︒

海部関係群体を統轄して集めるのは︑全国組織委員会というのが
あるわけです︒国民運動本部と組織委員会とは︑絶えず共通の問題
を協議する必要がありました︒組織別に繍て行っていろいろな応援

することは︑国罠運動本部がやろう︒それから選挙が始まってしま
うと︑党の執行部が前に出て行って︑総裁遊説とかいろいろやりま

すが︑平常の選挙対策行動は国民運動本部がそれこそ常時戦場の心

構︑尺で︑北は北海道から南は沖縄まで︑それぞれの問題を探して︑

解決のために出て行く︒そして意見を聴いたり取り上げたりします︒
そういうことでやったんですね︒
俘藤 実際に屡毘運動本部は︑本部長以下役職がずっとあるわけで
すね︒事務局もあるわけですか︒
それは党本部に︑ですか︒

溝部あります︒
伊藤

海部はい︒そして私が国畏運動本部長になった頃は︑派閥の数が
六つありました︒副本部長は︑まず派閥にいって︑一人ずつ出して
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こいという︒各派では翻幹事長の枠を一人ずつ持っていますが︑副
幹事長に手を挙げてもなれなかった人を︑国民運動本部の副本部長
に憂したり︑組織委貫会の副本部長に回したり︑広報委員会の副本
部長に回したりして︑それぞれ副本部長というのが各派閥代表とし
て入ってくるわけです︒逆に書うと︑自民党の議曼である以上は︑
どこの派閥におっても︑党全体で近く聞合になりそうなことは何か︑

近くやらねばならんことは何か︑というのは︑出て来ておる各副本

俘藤
そういう効能がありましたね︒

そういう構造なんですね︒

チ ッ と ま と ま っておった︒

部長が帰っていって各派閥で報告・発表するわけですね︒それでガ

海部

震党国昆運動本部畏2︵仕事︶
俘藤 陰鴬業務としては伺をしているわけですか︒
海部 日常は︑わかりきった話だと思いますが︑各都道府県達と絶
えず連絡をとって︑都道府県連が必要と認めて要請があったときは︑

誰か弁士を派遣して︑講演会の講師になったり︑街頭演説をやった
りする︒それから選挙に弱い県連があれば︑その県連のテコ入れに
行きます︒そのためには広報委員会と話をして︑人目を引くような
ポスタ⁝をつくったり︑その端のほうに候補者をちょっと入れてお
くとか︑きめの細かい対策をしたものです︒そして︑これは主に夏
の仕事でしたが︑全国遊説を組んで行くときには︑その地域の議員
に会場とか場所を玉案させて︑實任を持たせて︑集めておかせて︑
本部主催というのもやるんですか︒

そこに行って国民運動本部主催の演説会をやったりしました︒
轡藤

や る ん です︒

門これは国民運動本部の主催する演説会です縣

海部

と言って︑やる︒組織委員会が主催する︑というのはなかなかない
んです

佐道

先生ご自身も︑かなりあちこちに本部長として出かけるわけ

本部長の時は︑ほとんど全国を園りましたよ︒四十七都道府

ですか︒

海部
俘藤

その通りです︒そして変な話ですが︑いまでも地方に行くと︑

だいたい各府県の主要な人たちを知ることになりますね︒

県ほとんど︒

海部

自罠党の名の知れた大ボス︑各都道府県連の会長とか幹事長とか︑

そういう入たちとはみんな︑ ﹁おい﹂ ﹁やあ﹂といって顔馴染みで

すから︑簡単に物も言える︒幸いに保守党と自象党は︑今日まで血
で血を洗うような選挙をやったことがない︒むしろさっきの話では
棲み分けですね︒

ないけれど︑選挙協力をやらせる︒みんな選挙協力をします︒
伊藤

海部 ああ︑棲み分けができているところですから︒
便藤 棲み分けができているということは︑いつでも合岡できると

それはいつでも合岡できるんじゃないでしょうか︒少なくと

いうことですね︒

海部

も保守党に関する限りは︒公開党はそうは行きませんよ︒
楠 合凝した方としない方と︑どっちがメリットがあるんですか︒
海部 どっちがメリットがあるかな︒
傍藤 やっぱり三党速立じゃないですか︒
海部 やっぱり別々でおったほうが一︒わが党議員で︑早く︻緒
になりたいと思っている人はあまりいないんじゃないか︒いまのま

までおって︑結構みんなそれなりに楽しくやっておるもの︒
佐道 党のレベルでは︑自適党も︑大事だということで保守覚にず
いぶん配慮されているということですが︑保守党がいろいろおっし

ゃることを︑官邸にいらっしゃる方があまり欝うことを聞かない︒

それで野田さんがだいぶ渋い顔をされるということがありますね︒
これはどうしてくれるんだ︑という話は租当言っているわけですか︒
海部 それは相当積もったものがあると思いますが︑野田毅さんの

基本路線は︑やっぱり血は水より濃しで︑彼が物事を籾断ずるとき
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にどうしても昔おった大蔵省的な発想をする︒彼は・軽装官でしたか
らね︑それがどうしても最後は出て来るから︑コツンとぶつかると
門遮立しても︑埋没して

きには︑それでぶつかるんだな︒彼はそういう政策面での不平不満
があるんですよ︒それを保守党としては︑

一つ二つは︑

助けるというのではないから︑・王張しろ︒言いたいことは言っても
よろしいし︑言いなさい﹂ということでやっていますから︒ペイオ
フなんかも先送りだとか︑補正予算をもっと組めというようなこと
は︑彼は生き生きとして護いますね︑得意分野だから︒
伊藤 しかし書っても︑なかなか受け入れてもらえない︒まあ︑書
﹁ 言 って︑やって来い﹂というんだ ︒ 言 う と ︑

わ な い よ り は いいでしょう︒
海部

小泉さんは受け入れるんですよ︒今5まででも︑総︐裁選挙に立候補
したときには︑彼は背に腹は替えられないという立場でやったんだ
から︒橋本龍太郎が強いという下馬評をひつくり返すためには︑靖

すね︒

国神社に参拝することだ︒遺族会の票が全部変わる︒それなら八月
十五日には行きますということを公約して︑粟を取っちゃったんで
けれども︑なかなかそれが蔵く欝い難く︑できにくくなった︒そ
こで知恵者がでてきて︑先送りはいかんから︑前倒ししなさいとい
った︒あれは八月号撃手というところに意味があったのか︑行けば
よかったのか︒いま全体のム⁝ドでは行けばよかったというような
ことになっているでしょう︒そこらがあのデマゴ⁝グの上手なとこ
ろだな︒私は行ったでしょう︑という︒

□党国民運動本部長3︵副本部長︶
揮藤 そうですね︒その国畏運動本部長の時代に︑副本部長として
本部長代理というポストに︑山下徳夫というのがついてきた︒

一所懸命先生を助けてくれた人はどんな人たちなんですか︒
海部

あの入は相当な経歴の持ち主ですからね︒

伊藤演説がうまいんですか︒

海部 まあ︑演説もうまい︒ノット・オンリー演説︑バット・オー
ルソi根回し︒あの人は県会議長が長かったから︒県会議長当時の

横の関達もあるから︑それで海部内閣の時は最初の官房長官にもし
たんです︒けれど︑調査不昆で最初碧きましたけれどね︒入間的に
も︑面白いいい人だし︒それで圏罠運動本部の本部長代理というこ

本部長代理というのは︑劃本部長の筆頭ですか︒

とに最後はなってもらいました︒
回答

面賑いものですね︑そういうところがら人問関係ができてい

海部 醗本部長の筆頭です︑一番上です︒
佐道 このときの関係で︑先生が見込んだというわけですね︒

伊藤

くというのは︒これは自分が各派閥から選ぶのではなくて︑各派閥
から一︒

海部 各派閥に任せておかないと︑うまく行かないんです︒だから
小泉みたいなやり方では︑いろいろなギシギシが繊て来るんじゃな
いの︒ 二本釣り﹂という悪い言葉が流行るようになったのはそう
いうことですね︒だからできるだけ自分を殺して︑党を醗満にやる
ためには今ヨまでのル⁝ルに従う︒そのル⁝ルに従って︑各派閥の

長は賢愚を治めることに喜びを感じておるわけです︒だから派閣の

長の薯ぶ人事権を敵ったらいかんわけですね︒

﹁おまえもな︑

極端なわかりやすい例を言うと︑たとえばいまになっても︑ ﹁お
れの働きを評価してくれなかった恥と言って根に持っている議員が

おるんです︒飲んで酔っぱらうと︑必ずそれを言う︒

そんなことを言うならば︵その派閥の親分は死んじゃったからいか
んけれど︶︑いっぺん行って聞いてこい︒おれは敵ってやろうと思

っても︑あの頃の力関係はこちらのほうが弱かったんだから︑しょ
うがないじゃないの隔︒

やはり各派の長に鑑薦を頼むわけですね︒それは終わり頃になる
と︑激しいものになってきましたよ︒組閣をやっておる最中に︑
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﹁どうしても幽てもらってください︑電話に輪といって︑派嗣の長

が電諾をかけてくる︒電話のかけ方にも︑いろいろ人柄が出ていて
面白いんですけれどね︵笑い︶︒
︑

海部 それをやるとまた偏ってしますからね．
伊藤 でも自民党だって︑非主流派を干すということを蓉やったこ

海部 いまでもやっていますよ︒
俘藤 いま︑またやっています︒それがうまく行く場合と︑うまく
行かない場合がありますね︒国軍運動本部長というのは︑誰が副委

とがあるじゃないですか︒

海部 そう︑侵してもいいんですけれど︑侵すと︑たとえば西罵武
夫のような犠魅者が出るんですよ︒宮澤派からの鍵薦に︑あの人は

員長にならないとどうしてもうまく行かないとか︑そういう話では

そうですが︑派閥の長の入事権を侵してはならない︒

﹁総

伊藤

ないん．ですからね︒それを取ったんですからね︒そうしたら︑

ないでしょう︒

門いやあ︑先生を足蹴にしょうなんて思っておらんけれど︑推

そうですが︒

そんなにおいしいポストなんですか︒

て思うところです︒

海部 こっちはそういうことはさっぱり教わらなかったし︑私が膏
てられた派閥のり⁝ダ⁝が悪かったから︑というのか︑良かったか
らと言ったほうがいいんだな︒いろいろ︑その筋の人が見ると︑国
畏運動本部長というのはまたやるべき仕事もあったんだなと︑顧み

僧藤

海部 と思いました︒けれども︑これはその気になってやる人にと
ってみれば︑いろいろな意味での利権にもなるわけです︒

理は︑私を足蹴になさるおつもりですか隔なんて電話がかかってき
た︒

門外へ・・覆

その気になって探せば︑いろいろあるんですよ︵笑い︶︒

何のことだかさつばりわかりません︒

では結構人気があるポストなんですか︒
そうです︒

になりますね︵笑い︶︒
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薦を複数で出してくださいといっても︑先生のところは複数で出し
てくれんから︑ああいうことになるんですよ︒なんなら︑いっぺん
元に漢して︑複数で出し直してくださいよ︒そうしたら︑お立場も
体面も立つでしょうし︑足蹴にしたなんて思わないでもいいでしょ
う﹂といった︒そういうような裏の裏まで︑教えたり教えられたり
しながらやることもありますしね︒

﹁じゃあ︑それを外へ言ってもいいですか﹂

これはと決めた人がいけないと︑派潤の長から直接電詣がかかっ
てきて︑ ﹁こういうわけで︑いかん︒あれだけは解る︑あれだけ
は鳳という︒

ったらこっちの鼎の軽重も問われるから︑その話は悪いけれど︑先
生︑闘かなかったことにしておいてくださいよ︑その代わりこっち
にします﹂というようなやりとりまでしたことがありますよ︒だか
伊藤．組閣は一番大変でしょうけれど︑それ以外の人事でもすべて

佐道

じゃあ︑海部のやつはうまくこれをせしめたな︑ということ

そうなんですね︒

してずいぶんやってきたし︒

楠 由下徳夫さんというのは洞じ三木派ですね︒先生とはかなり毛
色が違うような気がするんですが︒
仏器 外からごらんになるとそうでしょうね︒この人は県会議長と

広報部長と国浸運動本部長では︑国畏運動本部長のほうが一︒

海部 すべてそうです︒このへんの副委員長の人事でも︑各派騰か

人で︑誰にしようか彼にしようかと︑とても考えられませんね︒

あるから︑派閥の推薦で仕切っていかなかったら︑総理大臣総裁が

楠 逆に派閥がないと︑人事は大変ですね︒まだ大臣ぐらいだった
らいいけれど︑いまや副大臣︑政務官︑常任委員長と数がたくさん

ら書ってくる副委員長がいて︑これをとってくれとか言われる︒

海部
いろいろな意味で︑幅広く動いたり︑仕事をしたりしなけれ
ぱならないO

ら組閣の日の一日前というのは大変なことでした︒

揮海佐伊海撰
藤部道藤部藤

楠

性格とか︑どういう方ですか︒

海部 どういう方かと言われても︑
常に政治的な翰きができる入です︒

ひとことでは言いにくいな︒雰

●党国戻運動本団長4︵派閥と人脈︶
俘藤 政治的な動きができる人ということですが︑海部さんご畠身
は︑自分をどう思っておられますか︒

海部 これは自分でそういうことを言っても駄霞ですわ︒客観的に

そういう方面の世渡りはずいぶん下手であったなと思います︒

認 め ら れ て い ないと︒
伊藤 なんとなく︑自分はどうだとお思いですか︒

海部

言わんでもいいこ．とを雷つたり︑せっかくあれがあってもっかみ取
りをして來なかったり︒それはやっぱり︑育てられ方がそういうこ
とでしたからね︒

捗藤 まあ︑危ない嬌を渡るというようなことはしなかったわけで

海部 各地方︑各業界とか愁体︒
掛藤 業界や団体は組織委員会のほうでは
︒
海部 組織委嚢会より︑むしろ政務調査会と利益翠黛はつながって
いきます︒けれども︑霞いにくい話だが︑国氏運動本部には︑いろ
いろなことをやるために国民運動を趨こしてもらって︑全署でそう
いう機運を盛り立ててもらいたい︒そうすると︑それによって大き

な意味でメリットがあるグル⁝プがたくさんあるじゃないですか︒

例を挙げれば︑いまはそんなに毯の色を変えて頼みに来ないし︑

やらないだろうけれど︑文化勲章だってそうですよ︒
俘藤 文化勲章が国民運動と関係がありますか︒
海部 蘭孫がある︒びっくりしたことがあったもの︒そんなものに
まで手を紳ばして︑応援してやるような制度仕組みが何十年という
長い間にずっと構築されてきておったということでしょうね︒その
ように敷かれたレールの上に乗って走らないと︑ある意味で評儀が
高くなっても︑ある意味では全然無視されて︑あの人は話がわから
ん人だ︑ということになるわけですね︒
俘藤 そうですが︑じゃあ話がわからないほうになつちゃつたんで
海部

翻本部長になるような方々も鋼本全國に行かれるわけですか︒

話は全然わからなかった︵笑い︶︒

すね︒

海部 絶対にしていないですから︑どちらから流れ弾が飛んできて
も︑ああそのことは︑と書って︑全部書い逃れというか︑違うと言

佐道

はい︒

すね︒

えますからね︒

海部

門この
﹁金は欲しいんだけれど︑こういう

これはいつかお話ししたか︑僕薩身が深夜呼び出されて︑
金は返して来い漏と言われた︒
伊藤

おお︑三木さん︒そういうふうに理解しておりますね︒

それは三木さんからですか︒

佐道 そこは良識が働くわけですね︒
海部 そうそう︒︻畷行くとお金もかかりますからね︒職員を事前

は︑三役会議ぐらいでつぶします︒

海部

的に行ったりということも可能になりますね︒

佐道 そうすると︑穿った見方をすると︑みなさん派閥から来てお
られるわけですね︒自派閥の弱い地域にテコ入れに行ったり︑集中

俘藤 国昆運動本部長をやって︑何か献金があるようなことという

に派遣しなければならん︑ポスターの用意をしなければならん︒

金に手を着けてはいかんのだ﹂といって︑実物教育をされました︒

の は ︑ あ る んですか︒

海部

人 脈 が できますよ︒

そういうお金は党から出るんですか︒

見て︑瞬らかにこれは偏りすぎているというような派遣計画

海部

各 地 方 ですか︒

楠

俘藤
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党から出るんです︒それは予算で要求してありますから︒
年間経費が配分されているんですか︒
遊説費とか︑PR費とかいろいろ入っていますから︒．

翻党国民運動本部長5︵労働組合対策︶
佐道 毎年毎年︑国民運動本部の運動方針を立てるわけですか︒
海部 党大会決定事項になっているんです︒私が閣民運動本部長に
なったときは︑労働組合のほうにも少し手を差し伸べて︑働く人々
も敵視しないという政策に変えていかないといけない︒自由画主党
は国蔑政党といっていたのではないか︒というようなことを党大会
でぶち上げた︒

揮藤 それは海部先生が︑ですか︒
海部 僕がです︒僕が翻昆運動本部長のときの自由民主党大会でぶ

は い ︒ やりました︒

は助けてやらなければならないですね︒それがきっかけだったと思
います︒

俣藤 あそこには大手があるんですか︒
海部 大手というのはあまりないですけれど︒中小ですけれど︑企

もちろん経営者の側にも入って行くだろうし︑労働組合の側

業の数は全圏一︒生産量も︑特に毛織物なんかは全国の七〇％あっ
たわけです︒繊維産業はほとんど私のところが中心だったわけです
ね︒

伊藤
海部

これに手を着けたら︑ゼンセン同盟は騰社で固まっているの

そうです︒

にも手を着ける︒

伊藤

で︑大変なことですね︒

海部 いや︑労働組合のほうは︑自分たちがよくなればそれでいい
んだ︒働くものの立場に立って物を考えるということになれば︑そ
う敵視ばかりもしてこないんだな︒懐に入ってきて協力した方がい
といったわけですから︒

かなり成果はあったわけですか︒
と思います︒

じゃあ組合の事務所に海部さんのポスターを貼ってくれると

各工場の組合ごとに︑ 門選挙が始まったらおれのポスタ⁝貼
っておけよ﹂というと︑ ﹁先生晃に来てちょうだい︑貼ってあるか
俘藤

何圓も会いました︒

礫教組とは会ったんですか︒

ら﹂という︒それで行けば︑止めちゃって︑闘いてくれましたね︒
海部

﹁いや教えるわけにはいきませんが︑だいたいこ

揮藤 槙枝﹇光文﹈さんの時代ですか︒
海部 槙枝です︒テレビにも一緒に墨て︑恥をかきましたから︒あ
のときは︑一緒に中学の入学試験も受けさせられてね︒ ﹁問題をあ
らかじめ教えておけ︑教えてくれなければ赤っ恥をかくといかんか
ら隔と言ったら︑
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ち上げたんです︒

俣藤 じゃあ労組対策とか︑そういうことをおやりになったわけで
海部

入口はどこですか︑昆社ですか︒

すか︒

伊藤

海部 いや︑社会党に初めからアタックした︒だって爲教組に手を
突っ込んで会おうと思ったら︑これは践祉ではいかんわけです︒民
社的な霞教組は碍教連といって︑ごく︸部ですからね︒そしてどち
らかというと︑正攻法で行こうということです︒それからもう一つ
こ れ は 民社ですね︒

はぜンセン同盟︒これは地発でもあるし︒
伊藤

海部 はい︑民社です︒もちろん艮社ですが︑弊社ではなく海部派
に変えなければならんから︒いまでこそ言うが︒
伊藤 そうしたら昆祉と喧嘩になるじゃないですか︒
海部 目米繊維製品交渉のころ︑地元のことで︑助けるべきところ

海か俘海伊い
部。藤部藤よ
｝

海掻海
部藤部

ういう傾向です﹂といって︑容積とか体積とかのことを言っていま
したね︒

粗雑 それでテレビの場面で試験をやるんですか︒
海部 そうです︒それでどちらがマルか︑どちらがペケか決めるわ
けです︒それをテレビの前でやったんですよ︒
伊藤 槙枝さんとは︑しかし話が通じないでしょう︒
海部 それが不思議によく通じた︒槙枝ともよく通じたし︑その次
の田中□郎﹈ともよく通じた︒東海道線で乗り合わせても︑ ﹁お
い︑呼んでこい漏といって秘書宮が呼びに行くと︑槙枝が隣の席に
来て︑ 一緒にパンを食ったりビ⁝ルを飲んだり︒人が見ておっても
平気ですから︒それで四ト追放だけは約束しなさいよというのがこ
ちらの願いですから︒ストをやめさせようと思った︒

みにはなりましたね︒そのころまでに︑私は官房副長宮のころに労
働担当もやりましたから︑国鉄労働組合だとかもね︒私鉄の労働組
合では︑変な謡だけれど︑ ﹁あのときの副長官はようしゃべつたか
ら﹂なんていって︑みんな覚えていてくれるものだから︑喜んで来
てくれて︑誕をした︒ただ組織しようと思っても︑なかなか自罠党
伊藤

僕がそれをやったということは︑組合も成長したと霞われて︑

それは無理でしょうね︒

を支持する労働組合というのは組織できなかったですね︒
海部

心技さんとですか︒

﹁使ってもいいか﹂と言ったら︑

﹁使ってもいい偏と

いいんですよ︒あの頃︑ 緒に写真を写した﹇写真を探す﹈︒
樹藤

海部．ええ︒

言った︒日教組の連中はだいぶ⁝緒にやったはずですが︑残念なが
らいまお見せするものはないけれど︑テレビでテストを受けている

俘藤 でも全国の本部長ですから︑ほかにもっとたくさん組含があ

したから︒

す隔と決定してくれたところもありましたね︒繊維は地場塵業です
が︑放っておいたら本当につぶれてしまう︒なんともならんもので

海部 したんです︒その成果もある程度上がりましたよ︒
伊藤 でも農民党を支持するという形の組合はi︒
海部 組合は︑自民党支持までは萌確には行きませんでしたけれど︑
単位組合ごとに︑決議して支持してくれる︒たとえばB米繊維製贔
交渉のころは︑私がアメリカまで行って︑向こうの商務長官と会っ
て︑いろいろな話をつけてきた︒帰ってきて︑廃業しなければなら
んときは︑転廃業の機械の買い上げ政策をやりました︒そのような
ことで︑現場の労働組合では門選挙になったら︑今度は支持しま

伊藤

演部

伊藤

になっているみなさんはどうですか﹂なんていやみを言うと︑反響

伊藤 それはウンとは喬わないでしょう︒じゃあ労働組合にも多少
浸透していこうと一︒

るわけですね︒

海部 出してもらっています︒だから労働閾題とか教育問題とか︑
そういう問題のときは国会運営や国会対策で︑副長盲というのはそ
ういうことによく撰っ張り出される全天候戦闘機みたいなものです

ところだ﹇アルバムを探すが見つからない﹈︒
伊藤 それはテストをやって︑また討論会をやるんですか︒
海部 はい︑話をした︒挑発すると︑彼はときどき決定的なミスを
言いますね︑ ﹁そんな電子計算機の使いかなんて教えたって︑喜ぶ
のは独占資本だけだ﹂ ﹁なんだおまえ︑そういう発想か︒あれでや
ると︑人間が計算するより︑もっと正確にもっと蒔く︑より高くよ

海部 ほかの組合も呼んで︑来てくれるなら自民党本部で朝飯を︸
緒に食べに来てくれやと呼んで︑朝食を一緒に食べながら︑要望を

から︒

先生は︑いつの時代も︑よくNHKに出ておられますね︒

はい︒

それはNHKの討論会ですか︒

は大きいんだよな︒

学技術の進歩を頭から否定しちゃあ駄目だよ﹂と言って︑ ﹁お若き

り強くで︑ボラーレ・オ・カンタ！レになってくるから︒そんな科

鐵してもらったり︑質間を出してもらったりして︑いろいろ顔馴染
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研藤

海部

俘藤
どんな人が一番上覆に残っていますか︒

はい︒社会党系も仲良くなりましたよ︒

当社系の組合の人たちとも仲良くなったわけですか︒

海部 組合の中で︑ですか︒最後になって勲章が欲しくなつちゃっ
て︑勲章がもらえるならばというので︑僕が推薦者になった人もお

使ったらいいかというのは︑むしろ僕は〜％枠というのは三木武夫
さんが非常に頭が良かったというか︑狡賢かったなと思うのは︑﹇
％以内にみんな収まるんですよ︒毎年︑結果として経済の成長が大
きかったですから︑全体のパイが大きくなって︑その中の皿％も︑
毎年毎年︑イヤー・バイ・イヤーで上がっていくわけですね︒それ
でみんな︸％以内に収まっているわけです︒それはそれで︑︸つの

節度ある政策としてはよかったんじゃないかと思います︒

りますしね︒

伊藤
曲管

それは民社系の人ですか︒

海部 勲⁝等瑞宝童をもらったでしょう︒労働者の中ではあれが最

あの頃は︑どんな厳しい状況のときでも︑全部突破できまし

ます強くなるぞ︑というような感じでしたか︒
海部 恩着せがましい要求も多かった︒ヨ本が今日あるのはどこの
誰のおかげであるかという︑たとえば輸送船を護衛しているアメリ
カのパイロットは︑リビアの沖なんかで襲われると飛び立っていっ
て︑リビアの戦闘機と空中戦をやって︑守りながらアメリカのタン
ガーを運んでくる︒その演はどこの誰が使うのか︑ほとんど日本に

佐道 アメリカは七〇年代後半から八○年代になって︑こういう要
求をどんどん強く出してまいりますね︒アメリカの議会でも︑経済
摩擦と一緒になって︑対ヨ関係がだいぶ悪くなるという報道もずい
ぶんなされるようになるんですが︑こういうアメリカの出方につい
ては︑三本派の中などで議論されていたんでしょうか︒これはます

たね︒

海部

ていなかった︒

先のことは後の内閣が考えるということですかね︒

高 の 勲 章 じ ゃ ないかな︒

海部 先の内醐の手足まで縛るのは越権行為である︒そしてあの頃
は率いにも︑計謀は侵略されなかったんですよ︒
伊藤 そうですね︒いまもそうですが︑深刻な問題として受け止め

傍藤 まあ︑そうですね︒それじゃあ同盟の会長だ︒社会党でも勲
章が欲しいんじゃないですか︒
海部 欲しいという人がいますよ︒生きている人のことは雷わんけ
れど︑亡くなった豊州正夢なんていうのは︑商エ委員会が長くて︑
社会党の筆頭理事だったんですよ︒この板川蕉吾は勲二等なんとか
賞をもらいましたな︒結構喜ぶんだ︒これは国家褒章ですから︑国
家のために長らく頑張った人だ︒しかも政治的には中立無色の天皇
陛下からのものになるわけですから︑選挙鼠に行っても言い駅が立
つ ん じ ゃ な いですかね︒
関 孫 あ りません︒

伊藤﹁この国民運動本部長と勲章はあまり関係がないですね︒
海部

團ワインバーガー米国防露官の来日
伊藤 翌年︑アメリカのワインバーガー羅防長宮が来揖して︑いよ

詩ってくる︒そういうところがらいろいろ議論していくと︑なるほ
ど日本がいくらか負撫しなければならんのか︑と思う︒お互いに持

いよシーレ⁝ン︑防衛費の増額などを要求してくるわけですが︑当
時防衛問題というのは︑先生はどんなふうにお考えでしたか︒防衛
聞 題 は ノ ー タ ッチでしたか︒

識の中にもずっとありますね︒

ちつ待たれつという需葉もあるぐらいだから︒そういうのは潜在意

海部 全然防衛しなくてもいいという葬武装中立論には与しません
し︑侮回も討論会に出て勉強したこともあります︒防衛費にいくら

評判は悪かったけれど︑潤本は金だけ出すのかといわれて︑例の
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一三〇億ドル問題のときも︑出さないよりもいいじゃないか︑精㎝
杯の感謝の気持ちの手明だといった︒そうしたら︑その一︻三〇億ド
ルの計算の基礎は何なんだと聞かれると︑何もありませんという︒
言うなればつかみ金だったんだね︒慢界が納得してくれるためには
どれぐらい要るかという角度から考えた︒アメリカもあのころおか
しかったと思うのは︑もっと出せ︑もっと出せといっても︑何に使

うか︑どれだけ出したら満足できるのかということで突っ込んだ議
論をしていくと︑向こうにも絢も説得力のある根拠がなかったろう
と思います︒

曝本の防衛努力をもう少しやれということですかね︒

そういうことです︒それで︻％枠なんていうのはもってのほ

と い うことですね︒

入だったんです︒それで毎年往つたり来たりして︑

こる年はどういう状態だったかというと︑前後間違うといけないが︑

イギリスといろいろやっていたんです︒豪赤軍は︑日英友好議員連
盟の幹事長でもあったんです︒そしてあのフォークランド紛争が起

のメンバ⁝の

海部 灘白い話を一つしますと︑私は嶺時は日英二〇〇〇年委員会

た の で は な い かと思いますが︒

伊藤 この年三一九八二年﹈の瞳且にフォ；クランド紛争がありま
すが︑これは遠くの離れた詣ですので︑あまり話題にはならなかっ

匪フォークランド紛争

増額されていた︒

ので︑一％は必ず前年の一％よりも増えていた︒額で言いますと︑

海部 はい︒また︑できたわけです︒国全体が右肩上がりであった

ですね︒

しかし三二には〜％枠の中で着々と防衛の整備をやったわけ

s

竹下内閣が左膚下がりになってきたんじゃないかな︒

佐道 このときはまだ鈴木内閣です︒
海部 フオ⁝クランド紛争のときは︑鈴木内閣ですか︒このとき僕
の役割は︑馨英工○○○年委員会の初めの会議で︑政濃問題につい
て零本側の意見代表で書わなければならん︒英国側も︑それぞれリ

チャ⁝ドニーーダムとか︑サ⁝・フレデリック・ウォーナーとか︑

いろいろ疑本通と言われる人が幽てきてやっておった︒ところがあ

のフォ⁝クランド紛争で︑軍隊出動を決めてから︑イギリスで漫論
調査をした︒旗艦はシェフィールドといいましたかね︒シエフイ⁝
ルドに乗ってずっと行くと︑だんだんイギリスの世論の支持率が高
まっていったわけだ︒それはやはりアングロサクソンの血を撰いて
いるイギジスの野戦的なところで︑しかも遠いところでも辱められ
たら黙って見逃すわけにはいかん︑断固戦えというアイロンレイデ

イの常業があのときガッと高くなった︒そのとき向こう側の幹事長
が︑たしかリチャード・二ーダムといった︒記憶ありませんか︒
伊藤 二⁝ダムというのは聞いたことがあるな︒
溝翻 彼は乾アイルランド省の大臣か閣外大臣かどっちかをやって
いたんだ︒初めの会議が終わった後で飯を食っておったら︑ 門戦争
をやると政府の支持率がうんと上がる︒弱本も︑なんなら︑返くの

相手とやったらどうだ﹂という︒詫方領土の闘題を軽く考えて︑
門フォークランド紛争みたいに︑あれもおまえらは取られた︑取ら

れたと言っているんだから︑だったら行って返せと言って︑船をみ
んな並べてやったらどうだ﹂というから︑ ﹁いや︑それはとっても
できない︑相手が悪すぎる﹂というようなことを雷って︑笑ったこ
とを覚えていますね︒フォークランド紛争というと︑そんなことが
思い出です︒

アルゼンチンとソ連では︑これはどうしようもない︵笑い︶︒

﹁ソ連を軍手に︑北方領土を返せと書って乗り込んでいった

第三次大戦になります︒

伊藤
楠

海部

ら︑えらいことになるから︑いけませんよ﹂という話をしたことを
覚えています︒

一429一

俳か海炉
藤だ部藤

ですね︒二階堂﹇進﹈さん︑舶藤六月さん︑佐々木秀世さん︑福永

郎︸さん︑佐藤奪行さんが有︒・非になりました︒あとは灰色になるん

掛藤そのあとで︑ロッキ⁝ド裁判の丸紅ルートで︑橋本﹇登美三

圏ロッキー君事件の判決辱︵判決と反響︶

佐道

海部ロッキードが起きたときは︑官房翻長官︒

楠

はないかと思う︒

りやすくきちんとやってくれというようなことを欝つたので︑なあ
んだ︑この入は︑情もなさけもないではないか︑というのが︑やが
て長い霞で晃ると︑僕らには三木おろしの直蟄の原因になったので

そうすると︑だいぶ世間の風当たりが︑立場上あったんじゃな

闘艮運動本部長でいらっしゃって︑全国にいろいろ程かれる

俘藤 ロッキードで有罪になった入を弄護するわけにはいかんでし
ょうし︑といって︑自由門主党の中の話ですからね︒

ですか︒

楠 国罠運動本部長というのは︑それをもろに受けて立つ側だと思
うんですね︒侮かそこで︑ご詑憶になっているエピソードとかない

を伏せて通るわ．けにはいかんから︒

伊藤 事件ではなくて︑政治家の側の判決が出たときですね︒
海部 政治家の判決ですね︒それは一所懸命言い訳をしたな︒それ

わけですね︒

佐道

いですか︒

楠

本部長ですね︒

それは三木内閣の時ですね︒この判決が出たときは国罠運動

このころは︑先生は国民運動本部長だったんですか︒

b﹈さん︒これは政界にとって非常に大きな影響があったんじ
ゃないかと恩いますが︑先生はどんなふうにごらんになっていまし
たか︒

海部 これは三禾さんが異常なまでにこの間題を大切に考えて︑
門日本の罠主主義というのは︑こういう問題で挫けたり沈没しては
いけない︒そんななまやさしいものじゃない︒情報公開をして︑
︵いまから思うとごく当たり前の銀行の情報公開と似たようなこと
だが︶︑購本側にある資料も全部アメリカに提供する﹂という︒そ

こまで書つたことが︑三木おろしの遠霞になったんですね︒情も何
もないではないかという議論に最後はなっていくわけだ︒とにかく
初めは異常な決心を持って︑ ﹁こういう問題が起こったときには惰
報公開をして︑国晟にできるだけ明らかにすべきである︒日本の罠
主主義はそれに酸えられるものであると私は論じておる︒そして侮
かあったときには︑日本は捜査協力もする﹂と︑これは本会議でも
答弁しましたね︒

そういう意味では辛か．つた︑個人的な友情としては︒ところが撹聞

海部 加藤六月なんていうのは︑最も仲良く議運の理事を一緒にや
ってきて︑使った人です︒安倍派代表の若者頭だったものですから︑

当時︑田沢吉郎が議運の委員長であって︑僕のところに飛んでき
て︑︑門おいおい︑三木さんはあんなことまで言ったけれど︑あそこ

そうです︒

門どうするんですか﹂

出てくるようなものですか︒
海部

門あ

れは悪いことじゃないんですか﹂ ﹁間違いじゃないですか﹂と︑そ
ういう質問は厳しく来ましたね︒そういうときはなるべく素直に僕

門どうしたんですか﹂

たとえば演説会とかでは︑質問とか疑問とか︑そういう形で

の風当たりはそうは行かなかったということですね︒

佐道
門いや︑本入もそう思い込んで書っているんだ︒

まで言っていいのか︒いつでも議運の秘密会を開いて︑陰面のわか
っておる情報はみんな公開して渡すからと争ったのは駄呂じゃない
か ﹂ と 言 う か ら︑

日本の民主主義はそんなことに耐えられないようなものではないと
言ってやる気だから︑やらしておきなよ隔と言った︒そしてアメリ
カのほうも︑持っておる資料その他は全部出して︑公罷裁判でわか

は受けて︑一歩下がって︑そのカを利用しながら︑ 門それはそうだ
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［【

伊藤 有罪になるならなったで︑決着がついていいわけでしょうが︒
海部 単殺しだもの︒だからあの灰色高官の資料の公表ということ
については︑あのころ剤事訴訟法をいろいろなところで勉強させら

海部

掛藤
大変だね︒

灰色高官になった人たちは大変でしたね︒

あるんだ﹂とかなんとか書っていた︒

ちょっと大きな蟷螂には︑ダ⁝ンとぶつかっていくとまたお返しが

だい︑兄貴︑それを書わんと︑わし自身が踏み殺されちゃうから︒

海部

俳藤

加藤六月だ︒そして僕のところには︑ ﹁まあわかってちょう

誰がですか︒

て歩いたけれど︒

いまでも選挙があったら︑また出て来るでしょう︒あのとき︑富房
長官の役冒がどうだった︑あれがどうだったという議論ではなしに︑
あれはかわいそうだったと．お詫び行脚をして︑泣いて園つたもの
だから︑そちらのほうに焦点が行く︒加藤六月の場合も岡じような
ことが言えると思いますね︒これは徹底的に三木先生の悪口を言っ

﹁二度と繰り

れた︒無罪を主張したい人のためには︑こういうこともあった︑こ

けれど︑しかしこうしていかなければならん﹂とか︑

ういうこともあったと言って︑メイクパブリックしてもいいけれど︑

はうまいことを書っておかなければならんですな︒

返さん︑ということをお約束することの方が大事︑再発紡止はどう
したらいいかということを考えねばいかん﹂とか︑いろいろその場

そうじやなかったら︑かえってそんなことをメイクパブリックする
のは︑議会が裁判所と仕事を融違いしているんじゃないか︑という

俘藤

橋本登美三郎は大先輩ですよ︒だから﹁やい﹂ ﹁おい﹂で物

ハシトミさんなんかはどうですか︒

に選んでやろうと思ったぐらいの蘭孫もありましたから︒

佐道
﹇有罪︑灰色と﹈名前が上がっている方々の中で︑偲入的に
〜番思い出があるのは加藤六月さんになるわけですか︒
海部 だって購じ盤代であるし︑できたらあれはいつぺん最初の時

角度の議論もずいぶん硬骨な法曹閣係の議員からはありましたね︒
撰藤 そうですね︒やはり司法関係と国会とは違うということです
ね︒裁判批判を調会でやるというのはなかなか難しいんじゃないで

海部

は書わなかったから︒

すか︒

海部

それは難しいですよ︒それは三権分立を侵すことになる︒

墜日ッキー鐸事件の判決2︵灰色高宮︶

伊藤 そんな大先輩になりますか︒
海部 大先輩です︒むしろ三木先生と﹁やい輪 ﹁おい﹂の間柄だか
ら︒それでいっか会期延長の時期の時︑僕が議運の委員長で︑橋本

﹁総理を抑えることができるのは議会だけだ︒議会で議長にこうい

登美三郎さんが幹事長という時代があった︒それで幹事長に頼んで︑

楠こういう事件があったわりには︑二階堂さんや加藤六月さんな
んていうのは︑その後ダメージが少ないというか︑政治的な影響力

うことを霞ってもらうから︑党のほうではそのとき総理に︑議会の

それで霞説いてくれ﹂といろいろ雷って︑やったことがありますね︒
佐道 高じ橋本さんですが︑橋本龍太郎さんの内閣の時に佐藤孝行
さんを大臣につけて︑それで世論の反発があって︑人気が一気に下
がるということがあったんですが︑佐藤孝行さんについては︑先生

言うことを闘いたかい︑議会政治というのはそういうものだと欝う
と︑それは三木先生の泣き所でもあるから︑前尾﹇繁三郎﹈議長を

はあまり衰えなかったんじゃないですか︒色合いの違いがこの門灰
色とされた議案の﹈中でも見えまずけれど︒
海部 それは加藤六月でも二階堂さんでも︑筆入の選挙区との間柄︑
関孫というものが︑こういう噂をされても欠落しなかった︒だから
日ごろの努力がずいぶんあったんじゃないかと思いますな︒それは
弁護するわけじゃないけれど︑藤波孝生の場合も言えることですね︒

一43プ

は億人的にはどうなんでしょうか︒

海部 あれは年格好も似通っていて︑ちょっと向こうの方が年上だ
が︑中早書派の若者頭みたいなところがあった︒三木さんと中善根
さんがいろいろなところで接点も鐵会いもあったから︑よく地方に

佐遵 国昆運動本部長の前が文教制度調査会長だったんですね︒
海部 このころはたしか小川平二という人が文部大臣で︑中國に招
待されていて︑行く予定であったんですね︒ところが︑宮澤ぱにぱ
にがつまらんことを誤ったものだから︑それで奥野誠亮とか長谷拷
峻とか︑ああいう文教の先輩の右寄りのうるさい方が︑断固そんな

ものは︑といってカソカした頃ですよ︒

そうですが︒それはちやんとお詣を伺わないとまずいですね︒

といって︑中国に行ったんです︒

行くと︑三木・中言根の二人が︑飯を食いながら長く危しておられ
る︒われわれお付きのほうも横で﹁向こうに出したのと同じ物をこ
こへ持って来い︒講求書は向こうが払うから﹂なんて言って︑横の
部屋で佐藤孝行とはよく一緒に飯を食った︒あれもいろいろ申曲照臨
さんのためになるようにごそごそ動いておった入だから︑ある意解
ではああいうことに引っかかってかわいそうだったな︑という気が

憐藤

やはり文教族のボスとして翰かれたんですね︒

俵道 やはり改めて飼ったほうがよろしいですね︒
海部 僕は︑それまであまり中国には親しく趨入りしたり︑腹を割
って話す入はいなかったけれど︑それでは中国へ行って来ましょう

ち ょ っ と し ま すよ︒

佐道

この時点になると︑ ﹇文教族のボス﹂といっても︑必ずしも

有 能 な 方ですか︒

佐道

俘藤

伊藤

ちょっと問題が大きいですからね︒

どうしましょうか︑次の教科書問題は︒

いました︒

︿以上﹀

海部 ボスであったかどうかは別にして
︒
佐道 相牽な有力者であったことは聞違いないですね︒
儲藤 それでは︑次回よろしくお願いいたします︒ありがとうござ

間違いではないでしょう︒

海部 それは有能です︒有能なやつだからこそ︑ロッキードの時に︑
運輸致務次官ぐらいで入り込んでいって︑ちょろちょろやれたわけ
だ︒

佐道 まともに⁝度ちゃんと大臣とかやらせたかったという感じで
すか︒

海部 それは︑もっと自民党がきれいになってからやるべきだ︒だ
から悪かったけれど︑佐藤孝行が入閣候補に挙がったときは︑僕は
コメントを求められればそれは反封だという︒もうちょっときちん
と政給改革ができあがるまでは︑ああいう入々は野に在って︑政治
改革のために協力をしていくべきだ︒それが終わったときに︑購れ

佐道

教科書問題と︑その次に鈴木さんが退陣されるところですが︑

て 入 閣 す る の ならいいけれど︒

俘藤

この蘭後のことは次圓にしましようか︒教科書問題は︑先生は直接
このときですか︒このときは文教関係は何をやっていたかな︒

はご関係なさっていらっしゃらないと思いますが︒
海部

432一

平成16年度

文部科学省耕学研究費補助金特甥誰進研究（COE）
研究成果報告書〔課題番号12CE2002〕

発行：2005年3月31日《無断転載禁》

政策研究大学院大学（政策研究院）
CD．ε．オーラル・政策研究プロジェクト
〒i62−8677

束京妻葬肇斤宿区二若松劉了2−2

Tel：03〈3341）0458

Fax：03（3341）0446

