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開催時刻：午後2時00分
終了時刻＝午後4時00分
開催場所＝政策研究プロジェクトセンター

〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）

河野康子（法政大学教授）
佐道明広（政策研究大学院大学助教授）

記録者＝有限会社ペンハウス水野智子

■﹁昭和元禄﹂と自衛隊1﹃防衛白書﹄の時代背景

れと︑四次防も私は一年半やっていますから︑それでもういっぱい

になるし︒あるいは︑四次防も終わりまでいけるかどうかというよ
うな感じもするものですから︒

を調べてみましたら︑やっぱり自衛隊法に根拠があるんです︒自衛

この間ちょっと︑公正審査会というのを申し上げましたね︒あれ

抱えている︹インタビューの︺件数がもう十数件︒それで︑きょう

隊法の施行令に書いてありましてね︒構成は内局と︑防大からシビ

伊藤︵隆︶先生がもういっぱいいっぱいになつちゃいまして︑

も別のところに行ってらっしゃるんですけども︑ちょっとどうし

佐道

ても失礼せざるをえないので︑申し訳ないけれどもここで進めて

で構成する審査会なんですね︒内容はどういうものかというと︑懲

リアン︑それから﹁陸﹂﹁海﹂﹁空﹂統幕からは自衛官︑全部で十一人

戒とか処分を受けた人が不服の場合にそこに訴えて︑それを審査

おいてくださいということですので︑たぶんこれから私ども二人
でお伺いするということになると思いますので︑よろしくお願い

する会です︒これを世話しとったのが人事一課なんです︒そんなこ

とで︑公正審査会というのが︒まあ︑いわゆる人事院の公平︹審査︺

−

よろしくお願いします︒

局というのが︑各省の懲戒に対する不服の申立なんかを受ける︒そ︑

いたします︒すみません︒
河野

よろしぐお願いします︒きょうは︑年表かち辿ってくると︑

れの防衛庁版というんですね︒というのは︑防衛庁の自衛官は特別

伊藤

﹁防衛課長時代﹂と書いたのにありますように︑ちょうどこの時期︑

職なものですから︑人事院に直接訴えられないわけです︒それを救

それからもう一つ︑憲兵の話がありましたね︒憲兵はやっぱり

四次防と沖縄返還が重なっているんです︒それで︑沖縄返還のとき
いたら︑私の残した書類の中にあると言うんですね︒それを実は昨

﹁陸﹂﹁海﹂h空﹂にあるんです︒﹁陸﹂﹁海﹂﹁空﹂にありまして︑調べて

済す惹意味で防衛庁の中に創ったということでしょうね︒

日︑行ってもらってきて︑きょう差し上げるといいと思ったんです

みますと︑三曹以上は警務官と同じ資格を持っているんです︒司法

の﹁久保・カーチス取極﹂という資料がないかと思って防衛庁に堅

けど︑ああいう事件︵米国同時多発テロ事件︺があったからうるさ

対しては︑警察権を行使できます︒そんなようなことをちはつと付

警察権を持っているみたいです︒だから︑部内で起きる犯罪事故に
け加えさせていただきます︒

いだろうと思って︑佐道先生はおいでになったようですが︑僕は防
衛庁に行かなかったんです︵笑︶︒

それから︑あの中にご説明したように︑防衛課長時代︑中曽根さ

佐道︑私は約束していたので︒でもハ﹁き・ようは大丈夫ですか﹂って

電話したんです︒そしたら﹁ぜんぜん大丈夫です﹂って言われたん

んからいろいろ訊かれたことがあるかということに対して︑訊か︑

れたことないって説明したんですけど︑確かにそうなんですよ︒中

ですね︒でも︑確かに大丈夫でした︵笑︶︒

伊藤

曽根さんと防衛問題について直接話を七ためは︑︹国防会議︺事務

そうですが︒それで昨日︑行かなくてね︒きょうはとてもそ

こまで行かないと思ったものですからこの次と思っています︒

きに︑アメリカに対してどういうことを言えばいいんだと訊かれ

・局長になってからです︒あの人が総理になってアメリカに行くと
﹃白書﹄のコピーをお送りするようにしておきましたが︒

たことがありました︒

ですから︑きょうは最初に﹃白書﹄のほうを︒

佐道

ええ︒それでこれを何度か読み返して︑当時を思い出したん

それからもっとあとになるんですけど︑私が審議官のときに﹁防

伊藤

です︒それでこの話からさせていただきます︒きょうはおそらくこ
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は審議官なものですから︑直接の部下がいないんですよ︒それで拘

衛庁を診断する会﹂をやって︑その﹁防衛を考える会﹂をやるとき

しょう︒あれはあの会に集まった人たちの発言をずうとフォロー

伊藤

佐道

あれは結局︑各人が書くと文章がまちまちになつちゃヶで

そうですが︒

すよ︵笑︶︒

置から派遣の自衛官を一人ずつもらって︑そしてやったのが﹁防衛．

するという建前だったものですから︑そうすると同じ人が書いた

衛を考える会﹂ってありましたね︒広報課長の時には﹁自衛隊・防

を考える会﹂︒あの時は︑そういうことをやりましたね︒それだけ︑

を書いたんですよ︒

ほうが読みやすいだろうというよヶなことで︑結局︑私が全部あれ

そうなんですか1

そのときの︑また審議官時代のことでお訊きしてもいいん

佐道

佐道

そうですが︒

ここにはないです︒

佐道

あれなんですよね︒あれなんかも私一人で全部︑書いたんで

ああ︑はいはいはい︑あります︑あります︒

河野

うん︑やるべきだと言うでしょう︒で︑私はそのことで思い

ええ︑行使を一部︒

例えば︑アメリカと日本の海上自衛隊が一緒に行動していると

常に答弁に困ったことがあるんです︒

っちゅう国会で一緒だったんですけど︑法制局の解釈で︑僕らも非

ト派かというと︑必ずしもそうじやないんですね︒私なんかとしょ

んなことがあったわけですね︒ところが︑同じように防衛問題もハ

う︒例えば金大中事件でも政治決着をやつちゃったでしょう︒いろ

んでもかんでも﹁お詫びの外交﹂みたいなことになっているでしょ

と思っていたんですが︑今から考えてみると︑あの人は外交は︑な

はタカ派だ﹂ということを言ったんです︒これはどういう意味かな

の人が私に︑ある時﹁わたくしは馬外交はハト派だけれども︑防衛

で︑私が防衛局長で︑外務省の局長も一緒だったんですけどね︒あ

出．したのは︑ずっと国会で一緒だったんですよ︒あの人が外務大臣

伊藤

調演説をやったでしょう︒それ・で︑集団的自衛権に︑その⁝⁝︐

の五十周年ですね︒それで︑宮澤・︵死期一︶さんが向こうに行って基

しする機会があるかも知れませんけど︑今年は安全保障条約締結

それからもう一つ︑これはご参考までに︒またこれはいずれお話

︵笑︶︒

NHK解説委員︶あたりから文句が出たりして︑ち．よっと弱った

ですけども︑その各回からいらっしゃった方というのは︑お名前は
分からないです︒

あれはまたそのときにお話ししますけど︑平沢和重さん︵元

伊藤

はい︑それはまた教えていただけますか︒

伊藤

佐道

はい︒名前を調べておきます︒いますぐ思い出しませんけど
各幕からいらっしゃったのなら︑きっとそのあどは︑なかな
ところが︑あんまりいいところに行・っていないんですよ︒そ

佐道

だから︑あんまりいいのをよこさなか︐つたんじゃないです

佐道

ないですか︒あれ︑報告書というのは本にしたのがあります

伊藤

か︒

伊藤

うのはありますか︒

だから︑まあ︑あの⁝⁝﹁防衛を考える会﹂のときの報告書とい

かね︵笑︶︒

伊藤

ね︒

から﹁海﹂と﹁空﹂はそんなに行かない︒一佐ぐらいで辞めたですか

の﹁陸﹂﹁海﹂﹁空﹂の中で︑﹁陸﹂の人は陸将までなりましたね︒それ

伊藤

かいいポストにも上がっていかれたのでは？

佐道

ね︵笑︶︒

伊藤

分かりますか︒

ちょっとこの前のに付け加えさせていただきます︒

／
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ね︒僕がそのときに法制局に言ったのは︑﹁それはアメリカと日本

きにアメリカの船がやられたら︑助けちゃいかんと言ヶんですよ

参加されていたかなりの方が︑総合安全保障を研究する会に︒猪木

かになったのではないかと思いますね︒その﹁防衛を考える会﹂に

佐道

︵正道︶先生が座長で︑高坂正尭さんが実際のとりまとめになった

ええ︒それが︑いわゆる総合安全保障論とかああいう会合と

の海軍同士℃やないんだ︒それはもう船乗り仲間だ﹂と︒﹁だから︑

．片方が危険な状態になったらそれを助けるのは当たり前じゃない

佐道

河野

そうですね︒その宮澤さんが引き継いだ大平派．というか宏

非常に参考になります︒

れを言うときには︑それなりの意味を持っていたと思うんです︒と

伊藤

りとかいう形ですから︑それで防衛大綱の基本方針は踏襲すると

池会︑それからそのあとの加藤︵紘一︶さんにしろ何にしろ︑外交

ころが︑鈴木︵善幸︶さんになったらその言葉だげを引き旧いじゃ

か﹂︑と言っても︑頑として聞きませんでした︒

だけではなくて防衛も集団的自衛権の問題も︑どちらかというと

つたものだから︑おかしくなつちゃった︒だから︑鈴木さんが行く

あれは私のところに︑森田︵一︶秘書官を通じて葺いてきたことが

伊藤

言うから︑﹁それはけっこうだ﹂と申し上げましたっただ︑外国の首

ときに︑﹁レ■ガ．ンに﹃総合安全保障﹄と﹁いう考え方を説明する﹂と

いや︑だからそこのところに違いがあるのは︑大平さんがそ

・いう形で総合安全保障論をまとめていきますから︒

慎重派のほうですよね︒︑

あるんです︒核の持ち込みを公に許可するということを言ったら

が中心になっているということだけは忘れないようにしてくださ

脳が安全保障の問題を論ずるときには︑必ず軍事問題というもの

ところが︑大平さんが総理になってから変わったんですよ︒

どうだろうかということを訊いてきた・んです︒それで私は︑﹁それ

てやれば喜ぶだろうということを言ったんです︒﹁ただ︑国内的に

んで︑そこのところをはっきりそういう解釈だということを言っ

器を持ち込んで基地を作るということが﹁持ち込み﹂だろうと思う

捲まで持ち込みというんじゃなくて︑それは普通に考えれば︑核兵

レ﹂ガンは︑﹃よく分かった﹄って言ってくれた﹂と言うから︑﹁そ

伊藤

河野

佐道

︵笑︶そ．れで向こうへ行って話をして帰ってきて︑﹁いやあ︑

そうでしたね︵笑︶︒

分かってなかったですよね︒本当ですね︒

ないんですよね︒

いって言ったら︑﹁分かった﹂と言っていたけど︑ぜんぜん分かつて．

は相当大きな政治問題になりますよ﹂と言ったら︑﹁ああ︑そうか﹂．

れはよかったですね﹂と言ったら︑公電を読んでみてびっくりした

はおそらくアメリカは喜ぶだろう﹂と言ったんですね︒それで︑寄

と言ってね︒それっきり何も言わなかったけど︑やっぱりある意欲

年︑ちょっと前のものですから︒これは私もまた今度︑読ましてい

その前に︑十月の二十日に﹃防衛白書﹄を出すわけですね℃四十五

さあ︑そこで﹁三島事件﹂までこの間はやったわけですけども︑

ですな︒

︵笑︶︑︒だから︑﹁率直に言ウてくれてありがとう﹂と言っただけなん

その次に﹁もっと防衛費を増やせ﹂と言って︑それだけなんです

にあなたが意見を述べてくれてありがたい﹂ということを言って︑

のは︑レーガンは﹁分かった﹂と一言も言ってないんですよ︒﹁率直

考慮はしたことがあるかも知れないですね︒

は持つとったみたいですね︒

河野

あるんですね︒こればもう確かにあるんです︒

おそらく大平さんという方は︑病気で亡くなってしまいま

︑伊藤

佐道

したから︑政権自体もそんなに長くなかったですけれども︑いろん

なことを見据えて長期的にきちんと整合性のあるものをやりたい
持っていたみたい．ですね︒

という意志をお持ちで︒
伊藤
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ただいたんですけど︑﹃防衛白書﹄のこの時代の時代背景というの

防衛力というのはどういう意味があるんだとか︑それから安全保

ご存じのように一九七〇年の安保継続問題があって︑全学連が大

もう一つ︑これは中曽根さんが書かれたものをこの間︑差し上げ

っているような感じがするんです︒

障の中でどういう役割を果たしているのかというのが︑中心にな

暴れした年ですが︑そのときには何か自衛力というものが必要だ

たと思うんですが︑あれの中にも計い㌧てありますように︑自衛隊を

を考える必要があるなということを︑まず思ったんです︒それで︑

ということは国民のコンセンサスになっておったわけです︒だか

いわゆる技術者集団にしろということを中曽根さんが言うわけで

辞める頃からは︑もう防衛問題に対する国民的な関心が薄らいで

継続にいっちゃったものだから︑急速に六月以降︑私が広報課長を

その後︑六〇年安保の闘争のような問題はなくて︑スーツと自動

ですから︑考えてみると馬︹第︺一部で脱しい日本の進路とか︑安

ような気がするんです︒

さんが言っておった︒どうも︑そんなことを背景にしながら書いた

育の場として自衛隊を捉えなさい﹂ということを︑さかんに中曽根

のですから︑それに対して︑﹁職業的な知識というものを与える教

すね︒だから︑二〇世紀の後半は科学技術の進歩が非常に進んだも

ち︑自衛隊が治安出動訓練なんかをやって︑それを新聞記者なんか

きておった時期なんですね︒それで︑いわゆる高度経済成長の時期

全保障のための人類の努力とかいろいろ書いてまずけれども︑結

に公開しても︑何ら反対が起きなかったんですね︒

に入っていっちゃうわけです︒なもんだから︑物価は上がるし︑労

ことを︑いろんな角度から述べてあるだけの・ような感じがするわ

働力は不足するし︑それから福田さんが言った﹁昭和元禄﹂の時代
そうなってくると世の中は︑﹁よど号事件﹂なんかはあったのは

けです︒日本のGNPが世界で二位になったというのは︑この頃か

局なぜ軍事力といいますか武力というものが必要であるかという

あったんですけど屯︑万博があって︑いわゆる﹁いざなぎ景気﹂の

らみたいですね︒

に入っていったわけですね︒

頃ですかね︒だから︑国民全体の自衛隊に対する関心が︑万博のと

河野

そうですね︒

きの旗を揚げたりなんかをするのをね︑そんなようなことに移っ
それから．一方に︑非常に景気がいいものですから︑隊員の募集難

それから︑これも私は今度思い出したんですけど︑﹃白書﹄に書い

に大きくなった時期ですね︒

伊藤

そうですよね︒はい︒

の時代なんです︒街頭に出て︑ボン引きとか何とかいうようなこと

てあることで今でも通用することがあるんです︒国連というもの

・佐道

までする時代だったんです︒そういうようなとき︑世の中がいわゆ

が十分に安全保障の機能を果たしていないということを．︑ここで

ていっているわけですね︒

る﹁昭和元禄﹂で平和だったものですから︑戦争というものに対す

述べているんですね︒これは︑今までもまったく状況は同じなんで

当時は中風とかソ連とかに比べても︑日本のGNPが非常

る嫌悪感がどうしても一方にありましてね︒そういうような時代

うふうな見方をしていただいたらいいんじゃないかなというの

から︑結局どこかの軍隊︑例えばNATO軍とか米軍とか︑あるい

一つは︑国連軍が組織されていないということですね︒武力がない

す︒一つは︑常任理事国の拒否権があるということ︑それからもう

にこの﹃白書﹄を書かされているわけだ．から︑各省で出している

を︑今度︑読んでみて感じたわけなんですよ︒だから︑そういう意

は多国籍軍みたいなものを作って頼まなきゃならん︒だから馬国連

﹃白書﹄とは性格が違い︑考えてみると広報用のパンフレットとい

味では自衛隊が今までこういうことをやった﹂ということよりは︑
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が平和を維持する積極的な能力を持っていないということでしょ・

たく違うなというような感じがいたしました︒

うのはなくなつちゃったんですね︒だから︑これがこの当時とまっ

いうことになるんですね︒

各地で通常兵器による紛争というのが絶え間なく起こり続けると

結局︑核の敷居というのは依然として高いわけですね︒高い結果︑

うね︒

それから︑このときに︑﹁大きな国が参加していないのが国連の
機能を発揮できない理由だ﹂ってここに書いたんですが︑その頃は
中国が加盟していなくて﹁中共﹂という言葉を使っていた頃なんで

河野

なるほどね︒

すね︒

ょう︒だから︑北朝鮮あたりもずいぶんいろんな小型のミサイルな

伊藤それで︑通常兵器をどんどん作っては売るようになるでし

んかを輸出している︒そういうのでも各国が︑いわゆる発展途上国

河野﹁そうですね︒まだ国連に入ってないですよね︒r
ら︑中共も入っ．ていない︒それだけ世の中が変わったんですけれど︑

が内乱で使ったりするものだから︑かえって通常兵器による武力

伊藤ええ︒それからもち．うん︑西独も入ってないんですね︒だか
︐じゃあ︑進歩して機能が強化されたかというと︑そうでもないんで

ます︒

紛争が増えてきているというのが︑この頃と違う状況かなと思い

だから︑今度のテロの場合には︑これは抵抗する理由がないもの

河野

すね︒

だかちソ連︵ロシア︶のプーチンなんかもただ﹁けしからん﹂てな

とむしろ核は使えなくて︑通常兵器による軍拡になっているんで

だから︑﹃白書﹄に強調していることで︑核に対する民澗のシ

この頃にはそれは予測できなかったけれども︑今からみる

ことを言っていますけども︑そのほかでは非常に対決色をはっき

すね︒

伊藤

りさせてきてますよねρ

しかし︽もう一つ︑この頃と時代が変わったなと思ったのは︑こ

ェルターなんかを各国が作っているなんていうことを盛んに書い

シェルタ﹂なんて︑今はもうほとんどなくなつちゃったでしょう︒

の頃︑さかんに核が小型化されると戦術核が︑鉄砲からも核兵器が

そうですね︒

てあるんです︒まさにその時代だったんですね︒中国は︑北京の街

そうですね︒

河野

出るようになるから︑通常兵器による紛争がちょっとでも皇運る

河野

これはどうしてかというと︑NATO軍が︑小型戦術核兵器

そのときに︑日本でもシェルターを作るべきだという議論

に地下壕を作ってある︒それから大連にも作ってある︒それからハ

伊藤

伊藤

と︑すぐ核の敷居が低くなつちゃうから危ないというようなこと

を配備しておったんです︒それを全部︑管理するのは難しいどいう

がずいぶんあったんです︒それで私は︑これはとても日本なんかで

スイスは各家庭に地下室を作って︑シェルタ﹂みたいに︒アメリカ

ようなことになってから︑アメリカが方針を変えて︑とにかく核は

はできないって言っていたんです︒というのは︑日本の住宅は︑基

も︑みんな地下にシェルターを作っていましたからね︒ところが︑

報復力だけにするということで︑一〇五四基が大陸間弾道弾なん

本的には全部︑木造でしょうコそうすると︑木造のところに地下だ

を書いてるんですけど︑核の小型化というのはなくなつちゃった

ですね︒その後︑数を増やさないで︑機能を物凄く上げたんですね︒

け作ってみたって︑上がやられちゃうからダメなんだと︒

んですねつ

弾頭が分散して︑飛んでいくのがありますよね︒．それからもう﹂つ

河野

意味がないですかね︒

●回

は潜水艦︹発射ミサイル︺ですね︒そんなことで︑核の小型化とい

2001年9月13日
磁

伊藤
河野

テロですか℃

伊藤㌧ところが︑きょうの新聞を見て︑官房副長官がニューヨーク

あったと記憶にあります︒

佐道
その後︑あまり言わなくなりましたよね︒

地︺を平時において警備なんかはできないんですよ︒だから︑アメ

伊藤

河野

ところが︑これはおかしいんでね︒防衛庁はアメリカの︹基

どうもそのようですね︒

警備を強化しろ﹂という指示を出しているんですよ︒．

と言っていた時

河野
そうですね︒

リカを警備できるのは︑防衛出動とか治安出動があって︑アメリカ

民防

←のんまり意味がないんじゃないかということを言っていた

ことがあるんですけど︑ある時期︑物凄く

佐道

言われないでしょう︒あの頃は本当にアメリカへ行っても︑

ーの事件があった直後に︑防衛庁と警察に対して﹁アメリカの基地の

伊藤

の基地が脅威にさらされたときだけなんですよ︒こういうテロ対

代があるんですね︒

いろんな建物の地下に︑ここは核に耐えられるとか︑そんなことを

策のために何も命令も出ていない時に自動的に警備にあたるとい

確かに前︑シェルター︑シェルターって言われていた時代が

やっていましたものね︒．

うことは︑自衛隊はできないんですよ︒ただ︑例えば厚木とか三沢

アメリカでは︑個人が購入するシェルターがあったりとか︑

佐道

てその基地を守るということはできるんですよ︒しかし︑例えば横

しょう︒自衛隊の兵器を守る責任はあるわけですから︑それを含め

みたいに共同使用しているところは︑自衛隊の兵器がありますで

そうそう︒それからスウェーデンなんかへ行くと︑みんなあ

そういうのとか︒

伊藤
る︒

田の基地を自衛隊が警備を強化しろと言われたって︑何をしてい

ええ︒スウェーデンは岩盤がしっかりしているからどうと

佐道

いか分からんわけなんです︒だから︑中谷︵元︑元防衛庁長官︶さん

がそれを言っているんですけど︑まさにその通りなんですよね︒

か︒そうですね︑そういう時代がありましたね︒

伊藤

自衛隊の任務の中に︑領空侵犯措置というのがあります︒平時に

そうい・？時代もあったんでず︒だから︑それのことなんかも

書いてありますね︒

それからもう一つ︑今はほとんど言われなくなったのが︑﹁間接

目ざ○≦づ︹国籍不明︺の飛行機が領空を侵犯したら︑それに対して
撃ち落すということはできないんだけれども︑いろいろやって追

い返すということはできるわけです︒それと同じように︑例えばテ

侵略﹂という言葉があります︒この頃はさかんに﹁間接侵略﹂とい
うことを言ったわけです︒それで︑全学連が大暴れしておった頃は︑

ロ対策なんかのために米軍基地の警備をしてもよろしいというの
それがないと︒

ああいうのをどこかの国が利用して間接侵略をやるということを

河野

治安出動と︒

が自衛隊法の改正の中にないと︑それはできないんですよ︒

佐道

だから︑治安出動があればいいんですよ︒

さかんに言われとったんですね︒だから︑自衛隊の任務というのは

伊藤

でも︑その治安出動のためには︑明確な命令がないといけな

﹁直接侵略﹂と﹁間接侵略﹂って︒今は﹁間接侵略﹂なんて誰も言う人

そうですね︒可能性がなさすぎる︵笑︶︒

佐道

がいなくなつちゃったでしょう︒︵笑︶
河野

うん︑可能性がない︒だから結局︑間接侵略じゃなくて︑い

伊藤

そうそう︑ないといけない︒

いわけですよね︒

伊藤

まさかんに言われているのは︑おととい起こった︑いわゆるテロ対
策ね︒
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しくなっているのは県知事とかの要請︒地方の長官の要請があっ

伊藤

佐道

だから︑そめ治安出動というのは︑防衛出動よりもさらに厳

総理大臣の命令︑防衛庁長官の命令と︒

なくて︑もうちょつど抜本的なことから考えないとまずいという

佐道

かなという感じはするんですね︒

伊藤

河野

自治体からの要請があって︑そして内閣総理大臣が命令す

それぞれの自治体からの要請が︒

伊藤

ことですよね︒

そうですね︒やっぱり単純な有事立法ということだけでは

ええ︒だから︑そういうのでは︑ちょっと今のままでいいの

て︒

伊藤

い問題がたくさん出てきたなという感じがいたしました︒それは︑

そういうことですね︒だから︑僕も有事立法では解決できな

るということになっているんですね︒

これ︹﹃白書﹄︺を読んでみて特に感じたんですよね︒

ことですね︒

そうですね︒いかに動かさないように︑自衛隊を使わないよ

佐道

河野

伊藤

伊藤

もうすでに有事立法では対応できないというか︑そういう

うにするかという形で︑法律がだいぶできあがっていますから︒

自衛隊の組織そのものが︑今のような性格からアメリカでいヶ州

時にボカッとやられたら何にもならないですね︒

なり小規模なり侵攻があった場合に︑防衛出動なら防衛出動をや

確かにそうですよね︒有事立法︑とにかく冷戦時代の大規模

有事立法がどんなに整っておっても︑いまみたいな平和な

︑

兵のような組⁝織に変わっていかないといかんのではないかなとい

佐道

だから︑ある意味でいうと︑今度のテロ事件なんかをみると︑

う感じはするんですね︒今度も治安なんかを守るのに︑州兵も出て．
いるんですよね︑ニュー・ヨークでも︒

ら︑戦車が赤信号で止まるのかとかそういう話になったりとかす

って︑それを前提にそもそも有事としてやるわけですからね︒だか

伊藤﹁ええ︒ワシγトンでもそうなんです︒連邦軍は︑ああいうの

るんですけど︑こういう平時の状況で警備を増やせといっても︑．警

連邦軍ではなくて︒

に出ないんですね︒だから︑そういう意味では州兵がいいのかなと︒

備することすら許されていないとか︒

河野

アメリカの防空軍というのがありますでしょう︒あれは全部︑州兵

伊藤

河野

伊藤

佐道

空軍があるんです︒だから︑．ノーラッド︵北米防空司令部︑︑

州兵って︑空軍もあるんですか︒

そうですよ︒

あ︑そうですが1

佐道

伊藤

河野

自衛隊法のどこを見ても︑そういうことは書いてないとい

自衛隊は出せない︒

なるほど︒自衛隊は出せないわけですね︒

た時に︑外を警備しているのは全部︑警察ですからね︒

許されていないんですからねめだから︑防衛庁に全学連が来

の空軍なんですよ︒

伊藤

伊藤

乙

河野

けしからんというのは⁝⁝？

て︑それを排除したのが警官だというので︑自衛隊はけしからんと
言って怒った者がいるんですけどね︵笑︶︒

書いてない︒だから︑こういうことがあゆましたよ︒自衛隊

んな州の鈍なんですね︒連邦軍というのは︑世界的な戦争とか︑い

記念日に︑京都で戦車が行進をしとったんです︒抗議に全学連が来

Zo同9＞日巴8ロ﹀マ∪①h①昌ω①Oo目零︒・鼠︶の指揮下にあるのは︑みうことになるわけですよね︒

わゆる州兵では守られないような攻撃に対してやるということな
河野

んでしょうね︒

でしょうか︒
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伊藤

蹴散らして行け︑という意味なんでしょうね︒というのは︑

しかし︑守れないような自衛隊法にしてあるわけですよね

﹁自分のことも守れな．いのか﹂というようなね︒

河野

伊藤

そうですね︒というのは︑日本人同士が戦うということは︑

もうしたくないという気持ちがあったんで・しょうね︒だから︑あの

ときだって警官はずいぶん我慢していますからね︒あの頃のテレ

そうです︒

それはテレビのカメラマンが︑とにかく警官のほうにいると危な

大体みんな︑警官が盾を持って守るところの画面が多いんですよ︒

ビのニュースなんかを思い出していただくと分かるんですけど︑

伊藤

自分の身に降りかかったら︑正当防衛でできまずけれども

︵笑︶︒

佐道
伊藤

な6ほゼ︒だいぶ環境が変わってきましたよね︒

そうそう︒

凄く武装しているような印象を与えるわけですね︒

ら︑全部ものものしい格好で盾を持って守っている︑警官だけが物

生のほうから撮ったほうが安全だというので学生側から撮るか

いというんですね︒向こうが石を投げたりなんかする︒それで︑学

河野

河野

ね︒

伊藤ええ︒

■五千億削減案の作成−四十七年度予算

かのような印象がしますよね︒逆なんですね︒

佐道︑そうですね︒冷戦のときの状況を想定してやっているので

だから︑私どもがいろいろやった冷戦時代の考え方という

は︑もう間に合わない状況ですからね︒おっしゃる通りですね︑本
当に︒

伊藤

のは︑少し古くなつちゃってね︵笑︶︒もっとも︑どこの国もそうな

佐道
そうですね︒．

特に日本は︑あまりにもしばサが多すぎましたね︒

から︵笑︶︒

ろにいると危ないんだ﹂と言うのです︒何が飛んでくるか分からん

それはクラブの人が言っていました︒﹁とにかく警官のとこ

河野

そうなんですねコ

というので︑これは実は私が広報課長の頃からよくあちこちで話

伊藤

伊藤

もう本当に︑﹁予算をつけて武器は買ってやるから動くな﹂

んでしょうけどね︑冷戦時代の考え方というのは︒

佐道

していたことが内容になっているんです︒その特色の一つが︑海に

囲まれて．いるということですね︒これはヨーロッパの国とまった

それから︑﹃白書﹄に書いたんですけど︑わが国の防衛問題の特色

と言う︒政治家はそういう態度ですから︒

伊藤

く違う点で︑当時の西ドイツの参謀総長が日本に来た時に記者会

そういうことですね︒だから︑一度︑治安出動を決断してや

ろうとしたのが︑岸さんのときの六〇年安保のとき︒

見して︑新聞記者に話七ていました︒﹁日本という国は恵まれた国

だ﹂ど言うんですね︒とにかく海に囲まれているということは︑百

河野 赤城︵宗徳︶防衛長官︒・

あのときは︑自衛隊がむしろ止めたんですね︒

万の陸上兵力が削減できるということを言っていましたね︒そう

当時は︑特に外国なんかに行くこともあんまりなかったでしょ

ら︑緊迫感がないんですね︒

いう言い方をしていましたよ︒だから︑海に囲まれているものだか

のようですね︒．
︵笑︶︒

がやはりあったと︒

だから︑自衛隊自身がセルフコントロールをしていた時代

河伊河魚
野藤野藤

14

＼

いうことで緊迫感がなかうたのは事実ですね︒それから同時に︑戦

けです︵笑︶︒そういう時代だったもんだから︑海に囲まれていると

ルが百二十円になろうが二百Rになろうが︑ぜんぜん関係ないわ

う︒今から三十年頃らい前はねっそうなると結局︑今のように一ド

あとは全部俺たちがやる﹂というような姿勢でしたよ︒

くいだろう﹂と︒﹁だから︑できることだけやってくれればいいんだ︒︑

なかったですからね︒﹁日本は国内政治が非常に難しいからやりに

と話しても︑アメリカは日本の自衛隊なんかに大きな期待はして

伊藤

河野．アメリカのそういうはっきりした態度はずっと一貫してい

いましたね︒そういう中で正式な議論もしないで︑ただマッカーサ

ンをやるあたりから変わってくるわけです︒だから結局ハ昭和五十

争が終わってからまだ二十年ぐらいですよ︒二十年か三十年足ら

ー元帥の命令で発足した自衛隊の不幸があったんでしょう︒だか

年代に入ってからは変わっているんです︒四十五年当時は︑もう断

たのですか︒

ら︑当時は軍之いうものに対する︑武力というものに対する反感が

然強かったんですけど︑だんだん変わってくるわけですね︒

ずでしょう︒やっぱり戦争に対する嫌悪感というのが︑みなぎって

物凄く強かったわけですね︒そういう中で防衛問題というのは︑国

河野

それが変わっていくんです︒私が局長になってガイドライ

民の意識のなかで非常に屈折していたのではないかというような

こと﹂というのはアメリカはどのぐらいの．ことを考えていたんで

佐道

だから︑日本が下手に武力を持つことは意味がないんじゃ

そうですよね︒

人の頭にあったわけですね︒

通常兵器というものがまったく役に立たないという感じが︑日本

たいしたことはできないけどもね︒﹁それでけっこうだ﹂と︒﹁あと

と言うんです︒それで︑﹁どういうことがでぎますか﹂と言うから︑

画ではこういうことをやります﹂と言ったら︑﹁ああ︑けっこうだ﹂

伊藤

しょうか︒具体的には特にないんですか︒

日本に﹁できることをやってくれれば﹂というのは︑﹁できる

感じがするわけです︒ゴ

伊藤

は全部︑私どもがやりますから﹂と言うんです︒そうはつきりは言

それから︑日本で核兵器の洗礼を受けているでしょう︒だから︑

ないかということが︑当時さかんに言われましたけど︑それが一つ

いませんよ︒言いませんけれども︑﹁いや︑それでけっこうです﹂っ

具体的に言わないんですよ︒だから︑﹁今年の防衛力整備計

の当時の特色だったみたいな気がするんですね︒

ばいいんだど︒とにか．く金だけ儲けていればいいんだというよう

ことがあると思うんです︒何でもかんでもアメリカに任せておけ

ったにもかかわらず︑日本人がそれに気づいていなかったという

て︑日本に対して手出しができないんだといヶ効果というのがあ

なるほど︑なるほど︒

うことを︑はっきり言いましたものね︒

できないことがあるから︑そこらへんをすりあわせていこうとい

きりさせてくれ﹂と︒それに対してアメリカとしてもできることと

日米防衛協力をやったときには︑﹁日本のできるということをはっ

ところが︑私が局長の頃だつたですかね︒︹防衛協力︺小委員会で

て︑決して異を唱えなかったですね︒

なことで︑朝鮮戦争で儲けざせてもらったし︑それからベトナム戦

河野

それから︑日米安保体制というものが︑．いわゆる近隣諸国に対し

争でも儲けさせてもらったでしょう︒だか・ら︑そういうような感じ

それから︑この中で非常に強く出ているのは︑これはこの間︑差

だから︑そこのへんが︑この時代との違いですね︒

もうとにかく日本は︑何もしないでいればアメリカが全部守っ

し上げた中曽根さんの資料にもあるんですけど︑﹁中曽根構想﹂の

伊藤

てくれる︒事実そうでした︒私なんかが防衛課長時代は︑アメリガ

があったんじゃないでしょうかね︒
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一緒に使うものもあるが︑自衛隊が使っておってときどき米軍に

するんだけれども︑その管理は全部︑自衛隊がやると︒それから︑

るということを言っているわけですね︒それで︑必要なものは提供

いないんですけど︑彼は︑米軍の基地を含めて全部自衛隊が管理す

中にある米軍の基地というものに対しては︑これはいま実現して

れたものだなという感じがしますね︒

というものが必要だということのPRの資料として︑これは作ら

だから︑今とずいぶん違うんですけれども︑ただ︑いわゆる自衛力

いるんですね︒そんなようなことが内容になっているみたいです︒

ているから︑これは埋めなきゃいかんというようなことを言って

いうことを言っているんです︒それから防空能力は︑まだ穴が開い

るんでしょうね︒だから︑実現していません︒これは︑アメリカに

米軍の基地まで管理されたら．危なくてしょうがないというのがあ

いうものが重要︑であるということを言っているわけです︒ただ︑軍

から安全保障といいますか︑内政の国民生活を安定させる政策と

いなという感じはするんですね︒もちろん外交が大事であり︑それ

だから︑今でも実態を除くと︑考え方としてはそうおかしくはな

使わせる︒そういう形にしょうと言うんですけど︑当時はまだ自衛
．隊のことをアメリカはそれほど評価していませんから︑自衛隊に

とってみれば馬どこへ行ったってみんなそうですがらね︒イギリス

事力というものがまったくない日本ではおかしいんじゃないかと

いうのが主眼になっているわけです︒そんなような感じがしまし

だってドイツでも︑全部自分の基地の管理というのは自分でやつ
ているわけですからね︒だから︑例えば三沢とか厚木のような共同

た︒それが﹃防衛白書﹄の内容ですね︒

けです︒ところが四十五年の十月に︑中曽根長官が﹁新防衛力整備

そして今度は︑︹四十六年︺四月の一日に私が防衛課長になるわ

のところは︑一緒に管理しているみたいですけれどね︒だけど︑米
軍のやっているところは米軍が管理している︒これは︑﹁中曽根構
想﹂の中では実現していない点ですね︒

ル﹂というのをアメリカで言っているんですよね︒アメリカに行っ．

計画案﹂というのを発表するわけですよ︒これは馬十月︐にアメリカ

たのが︑四十五年の十月差すかな︒

中曽根さんとしては︑今から考えると自衛隊の能力にかな

伊藤

十月ですか︒

河野

う︒だから︑あの人の四次防の前の﹁新防衛力構想﹂ではっきりし

佐道

ああ︑九月だ︒九月に行って︑それで向こうで発表して帰っ

に行って帰ってきてから発表されたのかな︒とにかく﹁百六十二ド

ているのは︑とにかく十年後に目標を置くこと︒それで︑新防衛力

伊藤

り過大な期待というか評価をしたんですね︒

整備計画というのは︑その前半の五年間という位置づけをしてや

てきて︑そして十月にその同じ内容を発表するわけですよ︒その内

いや︑過大な期待というより馬ぞうしたいと思ったんでしょ

ろうというところがら始まったんですね︒だから︑十年後になった

容を発表したときに︑大蔵省が物凄く反対するわけです︒それで︑

これを発表したところで当然︑国防会議の事務局で内容について

・ら日本の武力を行使する場合に︑一義的には全部︑自衛隊でやる︒

足りないところはアメリカに助けてもらうと︒そんなような考え

議論をしてくれるという感じがあったんだけども︑当時︑海原さん

ちょっとお話ししましたけれども︑とにかく就任した日か翌日︑長

それで︑四月一日に私が防衛課長になったときに︑これは前にも

対しているということで︑ぜんぜん進まなかったんですね︒

が事務局長だったんですが︑彼もなんとも言わないし︑大蔵省は反．

方を打ち出していましたね︒

だから彼は︑防衛が構想の中で﹁陸﹂は大体十七三九千で︑これ
ぐらいでいいだろう︒ただ︑機動力と機甲力と言うんですか︑装甲
車とかそういうものを増やせと︒機動力︑ヘリコプターなんか︒そ
れから﹁海﹂は︑とても少ないからもっと増やさないといけないと
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三三で新防衛力整備計画案というものを審議するわけですよね︒

進まないわけですよ︒

す︒

藤枝泉介さんですか︒．

それで︑六月六日︑︑私が秘書官をやった藤枝さんが亡くなるんで

て︑各省に根回しに行くわけですね︒こういうのを発表したいとい
河野

ええ︑多角さんがね︒危篤ということを言ってきたんですよ︒

いわゆる中曽根さんの五原則みたいなのを中心にいろいろ話をし
うことで︑もちろん各省は反対したんですけども︑数字を出さなけ
伊藤

．それで六月の五日の日に﹁藤枝さんが危篤なんで︑きょうは僕︑欠

れば︑いわゆる﹁中曽根構想﹂みたいな感じで発表するならいいと
いうことで了解を取るわけです︒

にかくなんとか検討だけはしてくれということで︑・五月の十日か

省が怒っちゃつてね︒これは．困ったな之思ったんですけれども︑と

ことをやつとったわけです︒しかし︑進まないわけです︒ああでも

るわけです︵笑︶︒それをまた翌日︑行って説明するとか︑そういう

ね︒あれが海原さんの命令を受けて沸また細かい質問を作ってくれ

この頃︑国防会議の参事官でおったのが夏目︵晴雄︶君なんです

席する﹂と言ったら︑海原さんが﹁おまえ︑行ってこい﹂って言うん

ら参事官会議と馳いうのを始めるわけですね︒七月の末までやるわ

ない︑こうでもないってやっているうちに︑七月の何日かにニクソ

四月の二十六日に︑﹁防衛庁原案﹂というのを発表するわけです

けですよ︒その中で︑いわゆる﹁中曽根案﹂というのを中心にやる

ンの訪中が発表になるんですね︒

でね︒前橋へ行って翌日亡くなるんですけどへそんなこともあった

わけですけどもね︒

佐道はあはあ︒

ね︒ところが︑その翌日の新聞に全部︑数字が載っちゃうんです︒

その内容というのは︑さっきも申し上げましたように︑十年差を

そうですね︑ちょうど︒

んで︑ちょうどこの頃のことを覚えているんです︒

目指してやると︒それで︑その最初の五年間を新防衛力整備計画と

河野

四月いっぱい検討した数字が全部︑出ちゃうわけです︒それで︑各

いう各前のもとに五年計画を作るんだという考え方があったわけ

キッシンジャーが行ってね︒それで︑いわゆる頭ごしにやっ

たというので︑政府が物凄くショックを受け惹わけです︒それで︑

伊藤

・れた小規模の侵略に対しては十分対応できるような自衛力を作っ

ああこれは大変だな︑なんて言って︑それでもやつとったんですよ︒

ですね︒その内容というものは局地戦といいますか︑日本に向けら
ていくんだと︑それを十年かけて作ると︑．そのうちの五年分をここ

ええ︑一ヵ月おいて︑そうですね︒

ところが︑八月の十六日にドル防衛策が出ちゃってね︒
河野

それで︑これから日本の経済は．どうなるか分からんという

でやるんだという考え方なんですね︒これについて︑二ヵ月間︑ほ
とんど毎日やったですね︒

伊藤

状況になったんですね︒そうなってくると︑長期計画を立てて︑こ

毎日やったんですけれども︑なにしろ海原さんのところがら︑物
凄く細かい質問が出るわけですよ︒それで︑その質問にまた答案を

れから五年間の防衛費の計算なんかとてもできないっていうよう

な状態になつちゃったもんですから︑それでやめちゃって︑しばら

作っていって︑それで結局︑﹁陸﹂﹁海﹂﹁空﹂の﹁制服﹂の人たちが行

って説明して︑それで私もそれに立ち会っていたんですが︑僕はな

それで︑ずっと何もしないでおったわけですけど︑何もしないで

く様子を見ようというようなことになつちゃったんですね︒

た頃はもう話ができ上がっていましたから︑なんともしようがな

いるわけにもいかんどいうようなことで︑十月になつでから︑とに

ったばかりで細かいζとを説明できませんからね︒でA私が就任し
いから︑とにかくやちヶということで行ったんですけど︑なかなか
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ました︒三次防と違う点はそこだけなんですね︒

それで結局︑この五千億を削減したときから︑もう大体方向とし

かく五兆八千億なんていうのはもう問題にならないからというの
で︑五千億削減案というのを作るんですよ︒防衛庁の中でね︒この・

てはそういう方向に行っていたんですよ︒五千億を削減すると︑結

の損耗分を補填する程度だろうと︒それからそのペースも三次防︑

局︑新しい事業というのはあんまりできなくて︑兵器についてはそ

ときは私が中心になってやったんです︒そして︑この五千億円削減
．案の内容は忘れちゃつたんですけど︑とにかくその削減案を作っ
て待っていたんです︒

れでとにかく三十六年度に長期計画がなくて予算案を作ったこと

期計画を閣議決定できるような状況じゃなかったわけですね︒そ

文字でもおかしいんで︑その二つを入れて︑大綱を決定したんで

るときも︑大体前と同じでいいじゃないかと︒ただ︑あんまり同じ

の五千億削減案を作っておったものですからね︒だかぢ︑大綱を作．

と同じぐらいのペースでしかできないなというようなことで︑そ

があるので︑そのようにして︑とにかく四十七年度の予算は単年度

す︒

そうしているうちに日がたって︑とても予算案を作るまでに長

の予算でいこうということになり︑予算案を作って国会に出した
ところが︑四十七年の二月三日に︑四次防の先取りというような

長で︑本当に参りました︒どこに行ってもとりつくシマがないしね︒

たままでした︒このときは久保さんが局長だったですけど︑私は課

けです︒さらに二．十日ぐらいね︒それで二月の末まで国会が止まっ

ところが︑それを出してもぜんぜん委員会を開いてくれないわ

ことになつちゃったんです︒これは辻原という代議士がいたかな︒

わけです︒

佐道辻原︒

しておるわけですね︒しっかりやってくれ︑てなもんですよね︵笑︶︒

それで困ってしまって︒きっかけは何だったのかな⁝⁝ウーン︑何．

他の省庁は︑これは休暇みたいなものですから︑ぜんぜんのんびり

るわけです︒この間︒それでもう実った困ったって︑頭を抱えるだ

だったんだろうなあ⁝⁝︒ちょっとこれはきっかけを思い出せな

辻原︵弘市︶という代議士さんだったと思います︒社会党の

けなんですね︒ところが︑その二月の三日に止まって四日︑五日頃

いんですが︑とにかくあんまりやっても予算を成立させないわけ

伊藤

かな︒当時の予算委員会の理事が二階堂︵進︶さんなんです︒二階

にはいかんというのでつああ︑そうか︒議長の斡旋案が出るんだ︒

代議士︒彼が質問して︑国会が止まっちゃうわけです︒一ヵ月止ま

堂さんが来て︑とにかく何でもいいから何か作れと︒長期計画をね︒

船田︵中︶議長がね︒

いかということでね︒ただ︑三次防と全く同じでもおかしいから︑

ですね︒そこで︑とにかくその三次防と内容を同じにしょうじゃな

で作らんといかん状況ですから︑とっても今更できるわけないん

めようということになったんです︒そして︑大綱だって一日ぐらい

ように大綱と主要項目と分けて作ろうということで︑大綱だげ決

それで何か作ろうというようなことで︑じゃあ三次防のときの

けないのかというのが︑よく分からないんですけどもね︒

佐道

な⁝⁝あれもどこか書いたんだけどな︒う一ん⁝⁝︒

ちんとやるというようなことね︒それからもう一つは何だったか．

ては夏以降決めるということと︑それから文民統制かなんかをき

伊藤

佐道

そうそう︒それで︑その斡旋案が出て︑その主要項目につい

船田さんが衆議院議長︒

︑

そういうことを海原さんと久保さんに言ったんですかね︒

この期間に必ず沖縄が帰ってくるから︑沖縄の防衛をやるという

伊藤

え？

そのとき︑なんで文民統制の問題がそこで出てこなきゃい
ことと︑それから隊員の処遇改善に力を入れるということを入れ
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とになった︒だから︑直接この四次防とは関係なしにその問題が出

しょう︒そんなようなことがきっかけになって文民統制というこ

航空自衛隊がまだ沖縄の配備が決まっていない前に準備で行くで

伊藤

佐道

いやいや︑結局それは︑沖縄の配備の問題もあったのです︒

その⁝⁝︒

河野・まだ施政権がないのに︑ということですね︒

していないところに持っていったでしょう︒

伊藤

佐道

伊藤

いやいや︑部隊の配備はいいんですけれども︑本土にも復帰

部隊の配備の問題まで︑しかt国会の統制ですか？

そういうことでしょうね︒

︑河野

これは二階堂さんの国会対策委員長としての活躍というよ

うことが問題になったわけです︒

そう︒それで︑部隊が配備も決定していない時に行ったとい

俣藤

特にここで改めて文民統制を言う必要っていうのは︑あん

そうですよね︒

てきたわけ︒

佐道

河野

うか︒

りは︑むしろ船田さんの尽力が大きかったということなんでしょ

だから︑それは沖縄返還との関係だと思います︒

まりないですね︒

伊藤

伊藤

そうですね︒

沖縄ですか︒

船田さんは前に防衛庁長官もやっていて︑防衛問題は熱心

河野

佐道

にやっておられた方ですよね︒

沖縄返還の中にはそれが出てくると思うんですがね︒これ

はいわゆる鍋釜を持っていったというようなことでね︒つまり︑返

伊藤．そうです︒それから︑いわゆる米軍なんかとの交流も非常に

・伊藤

還前に行っちゃうわけですよね︒あれは五月十五日返還でしょう︒

r走したり︑向こうに呼ばれて行ったりしていました︒
佐道 すいません︑ちょっと戻るんですけども一五千億円を削減す

よくやっていましたね︒それで︑よく在日米軍司令官を呼んでご馳

るのは先生のところでやられたわけですよね︒

五月前に自衛隊が︒

れ準備が要るというので︑三月の終わりか四月に行くわけですね︒

はい︒

河野

それが国会で問題になりましてね︒それで文民統制というような

伊藤

ええ︒五月に返還になると同時に配備するためには受け入

ことが入ったと思うんですね︒

それは︑基本的な方針として︑細かいところはいいんですけ

伊藤

佐道

れども︑五千億円を削減するのに︑大体まんべんなく少しずつ削っ

佐道

じゃないですよ︒ないです︒

しい目玉など︑ごっそりはずして五千億円を削ろうとしたのか︒

て最終的に五千億円削ろうというふうにしたのか︑例えば何か新

至れはしかし︑だからといって部隊が許可も得ずに勝手に

行ったというわけではないわけですよね︒
伊藤

だから一シビリアン・コントロールというのは︑もうちょっ

ったら八隻とか十隻造るとか︑そういう計画だったわげです︒機能

やさなきゃいかんていう考えなもんだから︑だから五隻除籍にな

だけど︑そのためには例えば︑特に中曽根さんは﹁海﹂なんかは増

作りたいと思っていたでしょう︒それの前の五年だったでしょう︒

r伊藤 いや︑そうじやなくて︑いわゆる整備のテンポを遅くしたと
いうこ之ですよ︒中曽根さんは十年澗で︑とにかくかなりのものを

佐道

と違う問題で︵笑︶︒でもうなんでもかんでもシビリアン・コントロ

ああ⁝⁝︒

いや︑結局︑国会の知らないうちに行ったということでしょ

ールの問題になるという⁝⁝︒噛

伊藤

佐道

そういう意味なんですか︒

うね︒

河野

19・

けれども︑中曽根さんの考え方は﹁海﹂と﹁空﹂を強力にしょうとい

そのものは今までの防衛力整備の考え方を停ばしていったんです

うもんだから︑戦車どか装甲車︑そういうものに非常に熱を入れて

車にこだわるんですね︒中曽根さん．が機動力とか機甲力なんて言

ただ︑このへんが僕も分からないですけど︑とにかく﹁陸﹂は戦

伊藤

伊藤

伊藤

河野

伊藤

それはもう︑日本に対して軍事的な行動を取れるのは︑ソ連

そうですが︒

この頃は絶対そ・ワですよ︒

20

〆

うようなことで︑例えば三次元レーダーの取り替えるテンポを早

ましたね︒海原さんが防衛課長とか局長の時代に非常に苦労して

満足感があって︒︑

めたり︑そういうことだったものですから︑それを三次防並みに損

造った戦車なんていうのは︑ぜんぜん顧みられなくなったわけで

的にどこを伸ばすということではなかったんです︒だから︑考え方

耗補填にとどめる︒新しく伸ばすのはできるだけ削減する︒そうい

すよ︒これは北海道に運ぶために︑狭軌の狭い列車に乗せるために︑

とにかく格好の悪い戦車を造っちゃったわけですよ︒いわゆる座

う作業だったですね︒

だから︑機能的に特に何を削ったというのは︑例えばヘリ空母み

高の高いね︒

狭軌にあわせて造ったということなんですか︒

たいのを削ったとか︑そんなことはなかったですね︒

河野

トンネルもあみでしょう︒だから︑上も制限される︒非常に

海原さんのお話だと︑しょっちゅうヘリ空母の問題とかが

佐道

伊藤

︑り返ったり七た事故なんかもありましたからね︒だから︑そういう
ものにもとらわれなくなって︑とにかくでかい戦車を︑五〇トンぐ

安定が悪いわけですね︒だから︑急カーブなんかがあると︑ひつく

出てきて︵笑︶ρ
でしたね︵笑︶︒

そうですね︒

らいのを造るでしょう︒最後にね︒どうしてああいうのを造るのか

ヘリ空母というのは赤城さんの構想ですからね︒

ああ︑﹁赤城構⁝想﹂の時ね︒

なと思うぐらいですけどね︒

そうですね︒北海道と富士の演習場以外では使えないんじ

はないですよ︒

ゃないかと︵笑︶︒

佐道

りがそういうのを持っておったもんだから︑﹁海﹂はそれに飛びつ

そうでしょうね︒

使えないですよね︒いや︑北海道だって︑そう使えるところ

いたんですな︒そうすると︑ヘリコプター空母は一万トンぐらいあ

佐道

ども︑とにかく﹁陸﹂は︑十八万になったらもう御の字だというよ

以外に旗かったですからね︒中国が船とか飛行機はたくさん持っ

︐

るでしょう︒大きな船も持てるわけですね︒それに﹁海﹂は憧れた

この時期︑でもやはり︑しかし北海道の防衛という︑なんと

ヶな感じがありましたね︒十八万でね︒それから︑ナイキとホーク

ていますがね︒だけど︑いわゆる広い海に出て作戦なんかは．できな

レ︑つカ⁝⁝

も
ヘ

河野

大きい流れからみると︑やはりこの頃︑﹁海﹂﹁空﹂重視のほ

で︑ナイキは﹁空﹂に取られたけどホークは取ったって満足感があ

かったわけです︒だから︑おそらく領土から多少離れたところで中

ありますね︒だから結局︑この時期もそうだったんですけれ

りましたしね︒ヘリコプダーはどんどん増えていくでしょう︒で︑

うに動いていったということはあるんでしょうか︒

河野

んじゃないでしょうかね︒

っておったんですよコヨレロッパあたりで︒それで︑フランスあた

むというふうに変わっていくわげです︒ヘリコプターは当時︑流行

で︑その﹁赤城構想﹂をやめて︑駆逐艦にヘリ・コプターを積

伊河佐伊河
藤野道藤野

．

南沙とか︒

国が﹁海﹂の軍事行動を取ったというのは︑ベトナムの沖の⁝⁝︒
佐道

あのときに初めてですからね︒だから︑ぜんぜん外には出ら

んというかな︑﹁反対しない﹂どいうような感触を得てきたんじゃ
ないかと思うんです︒

それで︑帰ってきたのが九月の三十日でしょう︒三十日に帰って

きたら突然︑国防会議の事務局から︑﹁田中塔んが︑四次防をやると

伊藤
れない時代ですからね︒

す︒それで私は十月の一aから九日まで︑ほとんど泊り込んでやっ

いっているから︑すぐ大蔵省と最後の詰めをやれ﹂と言われたんで

伊藤

たです︒最後の詰めでずっと四次防の中身を︑ご覧になると分かる

河野．能力的にそれができない時代だと︒

古をもらっていたんですから︑ほとんど脅威はなかったですねσそ

んですけど︑本当に詰めていったんです︒相手は︑当時の主計官で

ええ︒それかち飛行機なんかも古いものですから︒ソ連のお

れから韓国がありますから︑北朝鮮が直接︑日本に来るはずはない

そうですが︒

今の宮下創平代議士なんです︒
佐道

彼と一緒にやっていて︑それでうちの部員と主査の問で対

しね︒

伊藤

立して動かないようなのは︑私と宮下さんと二人で．問題を詰めて︒

すると︑やはりソ連で︒

そんなような詰めを最後にやりまして︑そして十月九日に決める

習機を全部入れてもらったりしたこともありましたけどね︵笑︶︒

■国産か輸入かlPXL問題
河野

ソ連だげでしたねハ考えておったのは︒まあ︑それと北海道

今でも覚えているんですけど︑確かファントムを一機おろして︑練
伊藤

ところが︑これは確か田中さんの言葉だったと︑思いますが︑とに

んです︒

そして︑今度は大綱決定して︑八月一日に四兆八千億か︒そうだ︑

かく十月九日一回の国防会議で決めるのはおかしいから︑六日に

は駐屯地がたくさんあったということですね︐︵笑︶︒

四兆八千億案というのを作るんですよね︒これはやつばり船の数

も一回︑開いているんですよね︒そして︑いろいろどういう方向で

やるかなんていうのば一応話して︑二回︑開くんですよね︒大体終

．とかなんとかを減らしたんだと思うんですね︒四兆八千億︒この四

兆八千億を基礎に最後の予算の折衝をして︑最後に四兆六千三百

わってはいたんですけれどもね︒そして十月九日に例の白紙還元

というのが出て︑また問題になるわけですね︒

億というのが決まるわけですよ︒十月九日なんですがね︒

それでこのとき．に︑十月九日にどうして四次防の具体的なもの

戦闘機の国産か輸入かという問題なんです︒それで︑これは二階堂

白紙還元というのは︑︑最後まで決まらなかったのが︑F2という

わけですね︒当然︑夏以降だから田中さんから何かご下命があると

さんのところにも行ったんでしょうか︒官房長官が二階堂さんだ

が決まったかという乏︑田中さんが七月七日に︹総理に︺就任する

僕らは思っていたんです︒それでとにかく田中さんがやろうと言
わけですね︒ところが︑うんともすんとも言ってこないわけです︒

青くなるわけです︒それから︑日本の航空機産業の連中も青ぐなる

が決まったというのが新聞に出るわけです︒それで︑航空自衛隊は

ったんですが︑二階堂さんから取材して︑F5という戦闘機の採用
夏も過ぎて︑これはどうなるのかなと思ったち︑九月に中国に行く

わけです︒それでう増原︵恵吉︶さんが頼みに行くんです︒九日の日

った時に︑防衛庁の案というのでこの四兆八千億というのを作6

●凹

わけですね︒そして中国で︑どうも日本の防衛力整備について︑な
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の朝︑国産にさしてくれということでね︒そうしたら︑田中さんが
河野

伊藤

埋め合わせば一応︒

そうです︒﹁

いろいろ問題になるんですけれども︑田中さんの五億円の問題が

﹁うん﹂と言わないわけです︒それでがっかりして帰ってくるわけ
国防会議を開く前に︑主計局長の相沢︵英之︶さんと後藤田さん

ここで重ん．でくるわけです︒それで︑これは四十七年だから四十八

まあ︑やっているわけですね︒だから︑そのところもあとで

とを呼んで︑田中さんと三人で話をして︑そのときの話し合いで国

年になるのかな⁝⁝四十七年だと思いますね︒五億円もらったの

伊藤

産が決まるわけです︒それで国産を決めて︑同時に︑P3Cについ

は四十七年ですかな︒四十入事⁝⁝︒

です︒

ては白紙還元にするということが決まるわけです︒

首脳会談をやっているみたいですね︒

っとあとなのかな︒七月に︑もう行っているな︒ワシントンで日米
四十七年でした？

しようとしとったわけですね︒とこちが︑これに対して大蔵省が抵

P3Cの問題もこの過程であったわけですけれども馬これは当
佐道 ニクソンと会ったのが四十七年ですかね︒十二月か︒
時はP3CといいますかPX工といっていましたけれども︑国産 伊藤 これはどうなっていたかな⁝⁝︒ニクソンと会ったのは︑も
抗しとったんですけれども︑実はPXLの開発について億︑すでに

河野

したね︒

大蔵省が開発費を十億円つけているんです︒それが結局︑四次寒中

一旦つけてあったのを？

佐道しました︒

四十八年だな︒四十七年はやっていない︒四十八年になるの

河野

そうそう︑執行をやめちゃうわけ︒ところが︑当然PXLは

あれはいつだったのかな︒

伊藤

伊藤

伊藤

それが︑それじゃないですかね︒ちょっと待ってください︒

に機種を決めることになったので︑そこで執行をやめちゃうわけ

作れると思った川崎重工が︑モックアップ︵実物大模型︶を作っち

佐道

か︒四十八年ですね︑七三年だから︒なんか︑ハワイでも会談しま

ゃうわけです︒木型をね︒それで僕も困つちゃったのは︑来てズれ

すぐ確認できまずから︒

です︒

と言うから十月頃だったかな︑工場に行ったら︑その大きなのがで

伊藤

ハワイでは佐藤内閣の末期に田中がどうこうしたのではな
伊藤

もしかすると⁝⁝︒

ああ︑そうか︒ああ⁝⁝︒

くて︑ですかね︒

河野

︵佐道氏中座︶

そうですが︒

きているんですよ︒それで︑五億円かかったと言うんです︒なんと

か弁償してくれと言うんですよ︒それで会計課長に相談したけれ

じゃあつまり︑会社側は全部自分の損でかぶったわけです

ども︑それはとってもダメだと言うので︑泣かせたことがありまし
たね︒

河野

河野
かぶったわけですか︒・

ね︒

佐道

ええ︵笑︶︒だけど︑あとでP3Cが行くわけですけどもね︒

河野

ああ︑そうか︒ついていったことがありましたね︒

伊藤

なるほど︒

たのが⁝⁝

伊藤

河野

ライセンス生産が︒．

ついていって︑それで田中は首相ではないけれども︑同行し

︵佐道氏戻る︶

佐道
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のですか︒

強いんですね︒四十七年中には︑田中首相はアメリカへ行ってない

脳会談をやったのは四．十八年⁝．⁝ああ︑そうか︑これ︹年表︺が心

河野

佐道

河野

田中さんはしてないですね︒

そのときがハヴイで︑田中はまだ首相ではなくて︑首相で首

サクラメントの会議︒

佐藤内閣のサクラメント︒

分かりませんけど馬そんな話をちょつど聞いたことがあります︒僕

伊藤

佐道

ええ︒ロッキ⁝ドですかね︑これは単なる憶測ですからよく

国産開発じゃなくて︑︑P3Cを買ってくれと︒

ないかと思うんです︒そこは分かりませんけどね︒

LじゃなくてP3Cにしてくれというようなことがあったんじゃ

とは言っていましたね︒だから︑八月に行っ︑たときかなんか︑PX・

﹁いやあ︑どうもハワイで話があったみたいだぞ﹂というようなこ

﹁田中さんはP3Cのことなんか知らない﹂ですよね﹂と言ったら︑

うがはっきりしないんですけれども︒いつだつたか︑海原さんに

伊藤
と思います︒

は︑筋書きとしては私自身の経験からすると︑四十七年の五月頃な

佐道．それが一九七二年ですね︒

佐道
じゃないかしら︒

んから聞いたんですがね︒

る機器ですね︒実はそれもできる︑できるということをずっと言い

も日本で開発できないと言うんですよ︒いわゆる潜水艦を探知す

たのに︑どうしたんだ﹂って言ったら︑積んである電子機器がとて

ったくある日︑突然ね︒それでh今まであれだけPXLって言って．

Lの国産をやめてP3Cを輸入したいと言ってきたんですよ︒ま

河野

〆

んですけども︑ある日︑海上自衛隊の人が私のところへ来て︑PX
−

八月に日米首脳会談というのがありますよ︑ハワイ︒四十七
・

伊藤
八月ですか︒じゃあ︑中国に行く前に？

年︒

河野

行く前に行っている の か な ？
ああ︑そうだ︒

そのときに︑これは海原さ

伊藤
佐道

続けてきていました︒私は︑いろんな人に訊いとったんですけれど

も︑﹁あれはなかなか開発が難しいそ﹂というようなことは言って．

伊藤行っているでしょう？

いました︒そうしたら︑ある日︑突然機種の変更を言ってきたわけ

行っています︑行っています︒八月︑ハワイですね︒だから︑

ですよ︒

佐道

ッキード事件︶﹂と書いてあります︵笑︶︒そうだ︑そうだ︒

未だにご丁寧に﹁会談中︑大統領がトライスター機導入を希望︵ロ

場に行って探知する必要があるから作りたい﹂というのが︑﹁P3

それでその理由は︑今まで﹁PX﹂をジェット機にして︑早く現

時に︑P3Cのことも言っているみたいなんです︒ところが︑そこ

Cでいい﹂と言い出したので︑僕は﹁おかしいじゃないか﹂と言っ

そう︑︹一九︺六四年︒そのときに︑どうも下ライスターと同

のところがよく分からないんですけど︑それが白紙還元になった．

たのです︒﹁今まであれだけスピードを言っていたのが︑どうして

伊藤

のかどうか分からないんですが︑白紙還元になったときの田中さ

よくなったんだ﹂って言ったら︑いやあ︑スピードも重要なんだけ

それを積んだP3Cが必要だとの説明でした︒だから︑僕は﹁じゃ

んのセリフを僕が間接的に聞いたのは︑とにかくアメリカのF5
ってくるのはやめてくれ﹂というようなことで︑それで﹁P3℃に．

あ︑その中身だけ買って︑PX﹂に積めばいいじゃないか﹂と言っ

ども︑中に載せてある電子機器が︑とても開発できないと︒そして︑

ついてちゃんと決めてこい﹂ということで一応︑白紙還元して検討

たら︑hアメリカ側はそのP3Cと一緒じゃなきゃ譲ってくれない

とF2という国産の戦闘機︒﹁戦闘機の選択までも俺のところに持

させたということになっているんですけども︑・どうも．そこのとこ
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と言っている﹂と言うので︑そんなことから結局︑P3Cになって

どうしても無理だということになったんでしょうか︒

いないでしょう︒P3Cに積んであるんで︑集めたデータを全部く

伊藤それもありますし︑結局︑当時アメリカはP3Cしか使って

それで私は︑．それはあとで考えてみると︑田中さんから来た話で

れるわけですね︒そうすると︑海上自衛隊もP3Cを使って集めた

いくわけです︒そういう一幕があったんですよ︒r

はないと思うんですよ︒四十七年の五月ですからね︒これは一番悪

データと合わせないと分からんでしょうね︒

・から︑あれも面白いと思ったんですけど︑当時アメリカが集めてお

河野 互換性がないと︑ということですかね︒
︑伊藤 その情報は全部︑厚木に集まるようになっているんです︒だ

い人は︑あれだと思うんですね︒なんとか機関がありましたね︒
児玉ですか︒

児玉誉士夫ですよ︒・これは当時︑ご存じかも知れませんけど︑

河野・佐道
伊藤

﹁成功報酬﹂という言葉がありますでしょう︒あれを海上自衛隊に

P3Cになりそうだというので︑俺が売り込んでやるから成功報

だから︑児玉さんがいろいろ海上自衛隊から情報を取って︑そして

玉さんをよく知っているのが︑海上自衛隊にもいたみたいですね︒

ような約束があったとか︑いろいろ新聞で書．かれましたけども︑児

ね︒だから︑ソ連のをぐれて︑全部蓄積してあって︑すぐ照合でき︑

もみんなくれたか﹂って︒﹁それはぜんぜんくれない﹂と言うんです

伊藤

佐道

それで僕は訊いたんですよ︒﹁じゃあ︑米海軍の潜水艦の音

そうですが︒

自衛隊にくれたみたいですよ︒

ったゾ連の潜水艦の音は全部︑持っていました︒それを全部︑海上

酬︑というようなことを持ち掛けたんじゃないかなと思うんです

るようになっていますね︒しかし︑それにしても︑どうし．て五月の

売り込んだら︑一機について何万ドルとかなんとかもらうという

ね︒

これは本当に五月にあったことですけど︑私がびっくりしたんで

つたみたいですけどね︒そんなようなことがありました︒

んかもあったせいか︑成功報酬というような形で払うことは復か

伊藤

佐道

防衛部の副部長だったです︒海将補の人だったですけど︑伊

海自の偉い方ですか︒

できないんですけどね︒

かなと︒この人も実はもう死んじゃったものです．から︑旧くことも

あの日︑初め頃だったと思うんですが︑ある日突然︑言ってきたの

す︒ある日︑突然来てね︒だから︑そこで裏にどういうことがあっ．

藤という人です︒僕は本当に﹁どうしたんだ﹂と︒今まであれだけ

結局︑P3Cになるわけですけれども︑それが田中さんの関係な

たのか︑ちょっと私も分かりませんけれどもね︒

国産︑国産と言っていたのがどうして変わったんだって言ったら︑

海上自衛隊は︑それまでは国産でそういう電子機器の開発
できると言っていたんですよ︒．

河野

佐道
伊藤

川崎と一緒になってやれるんだと︒

うことを言い出したのかというのが分からないですね︒

載せてある機械がぜんぜん違うんだ︑といゾつようなことを言って

佐道

いや︑川崎は機体だけですよ︒だから︑中は︑例えば三菱電

も自分たちでできると︒

伊藤

伊藤

たるんですよね︒あるいはそういうのど関連があったのかなとい

田中さんが五億円もらった時期というのが︑その時期にどうも当

分からないんですよ︑だから︑そこで私はあとで考えたのは︑

しかし︑この時期になぜそれに気がついたというか︑そうい

いました︵笑︶︒

機とか東芝とかNECとか︑ああいうところで開発するつもりだ
データの蓄積とかいろんなこともあるし︑やっぱりこれは

ったのでしょう︒

佐道
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トーリー通りになると︑五億円がトライスターとP3Cと両方あ

く知らないと思っていましたからね︒だから︑新聞記者が作ったス

ん︒私は︑当時は田中さんはそういうP3Cなんていうのはまった

うような感じもするんですけど︑そこのところはよく分かりませ

海原さんは辞めないと言うし︑非常に困ったと言って述懐してい

は本当に困った﹂と言うんですね︒佐藤さんは辞めさせうと言うし︑

それで︑竹下さんがあとで私に言ってい評したけど︑﹁あの時は俺

と言うんです︑佐藤さんに言われてね︒それを断つちゃうわけです︒

下さんが官房長官でしょう︒そのときに海原さんに﹁辞めてくれ﹂

佐藤さんがそのときに辞めさせたいというのは︑具体的に
伊藤

どういう理由からだったんですかね︒

佐道

すわけです︒噛

決めて︑そしてアメリカに行って帰ってきて︑田中さんに辞表を出

ました︒そこで海原さんば︑田中さんになったあと︑この四次防を

ってもおかしくない時期なんですね︒その変わってきた時期がね︒
だから︑そこのところはどうも分からないんです︒

■﹁中曽根構想﹂の独自性
佐道

知らんな︒四十六年の・﹂−⁝︒やっぱりなんというかな︑いわゆる四

ンに行くん・です︒四次防というのはこういうものだというのを説

伊藤

佐道

んじゃないかと思うんですがね︒

いろなとこ・うが言っているんじゃないかな︒そんなことがあった

どういう理由だったんでしょうね︒あるいば⁝⁝あれかも

議決定︑浄血六千三百億︒この時期は︑まだ海原さんが事務局長で

次防も進まないし︑海原が抵抗しているというようなことをいろ

この四十七年の八月︑四兆八千億案を作って︑十月九日に閣．

すか︒

明して︑帰ってきて辞めるわけです︒そのときに海原さんは︑﹁防衛

話でしたけれども︑どういうことを訊かれたかとか︑断片的にでも︑

そうです︒海原さんがこの四次防が決まったあと︑ペンタゴ

庁から誰も行かないんで︑俺は行ったんだ﹂というようなことを言

憶えておられるようなことはありますか？

海原ざんが細かいところまでずいぶん訊かれて︑というお

っていました︒

伊藤

これは︑はっきり憶えているのはないですが︑あるいは︑そ

佐道

れは私が残した資料の中にあるかも知れません︒

夏目さんが国防会議参事官だった⁝⁝夏目さんは先生の後・
．輩︑あとになるわけですよね︒

佐道

伊藤・そう︑ぜんぜん違いましたね︒

違ったんでしょうね︒

はい︒やっぱりそれまでの国防会議のあり方とは︑ぜんぜん

それを聞いてみます︒

そういうのがあると︑ぜひ見せていただきたいですけど︒

佐伊佐畔
道藤道々

本当にそうだったんですか︒つまり︑三次防のときもそうい

うふうな感じで︑国防会議からアメリカのほうに説明に行くとい

百何十項目かの質問事項なんかが来ているんです︒

ああ︑そうですが︒

佐道

わざわざ﹁決めました﹂というこどでアメリカに説明に行っ︐

いや︑それは︑僕はちょっと記憶がないですね︒三次防のと

うような形を取ったんですか︒

伊藤
きは︒

佐道

たりとかするわけですか︒

．伊藤 いやあ⁝⁝その必要も特にないと思うんですけどね︒だけ
ど︑彼はそういう点は割合に律義だったんじゃないでしょうかね
︵笑︶︒

それで︑この一年ぐらい前ですけども︑佐藤内閣の終わ暗譜︑竹
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このときは︑局長は久保さんだったわけですよね︒久保さん

はこの四次防の問題については︑具体的に何か指示とか︑そうい・？

佐道

ね︒海原さんのもとでね︒
のは？

伊藤︑そうです︒あとですね︒夏目君はこのときの参事官ですから
佐道︑鍛えられたということになるんですかね︒
伊藤

いやあ︑久保さんは︑四次防については何も言っておられな

伊藤

かったですね︒おそらく久保さんは途中から来られたんじゃない

四次防を抱えて私は来ていましたでしょう︒だから︑沖縄の

ことというのが記憶が薄いんです︒沖縄の返還のことは︒

と言われて︑江崎さんも撫然として帰ってきたような場面も．あり

ころに江崎︵真澄︶さんが相談に行ったら︑﹁多すぎる︒もっと削れ﹂

て言って︑がんばったりなんかしたんです︒そして馬佐藤さんのと

持っていけと言うんです︒私は︑最初から持っていく必要はないっ

当時の官房長は宍戸︵基男︶という人でしたけど︑もっとたくさん

に持っていく最初の部隊の人数なんかで多すぎるというのでね︒

んですけど︒

佐道・ええ︑久保さんがだいぶ関与しているんじゃないかと思う

想﹂のなんかは︑久保さんの考えがあるんでしょうな︒

伊藤︑そうですが︒そうすると︑新防衛力整備計画って﹁中曽根構

すけど︒・

佐道

なるほどね⁝⁝︒

帰ってきたのかしら︒

かな︒向こうに行．っておられたでしょう︑警察に︒あれはいつ頃︑

ましたね︵笑︶︒

伊藤

﹁中曽根構想﹂を支える理論的なところを︑久保さんは一所

沖縄の返還のことも︵国会で大問題になっているんですね︒沖縄

河野多い・︑少ないということの基準というのは︑それぞれ違う

佐道

とにかく影山︵正治︶って大東塾の塾長の話なんかもあったから︑

いうようなことなんかもあったんじゃないかと思うんですゆ僕は

んじゃないでしょうか︒それを大隊ぐらいでいいんじゃないかと

旅団規模ぐらいのものを持って行きたいというようなことだった

伊藤

ゃなくて︑まず構想を作っておいてそれを数字に表すというのが

来るというような︑そんな感じはありました︒積み上げていくんじ

も︑久保さんは下から近づいていくし︑中曽根さんは上のほうから

ほうがもっと大きかったですね︒だから︑ある一つの目標を作るの

伊藤

懸命考えようとしたのではないかなと︒

︑

中曽根さんが防衛庁長官になられる頃に戻られたと思いま

んでしょうけれゼも︒

あんまりだくさん持っていくと反感を持たれるといかんというの

・中曽根流でね︒久保さんは役人ですから︑現実の問題からやって︑

うん︒だから︑おそらく端的に膏早つと︑例えば陸上自衛隊は

で︑少なめに言ってやったほうがいいというような感じを持って

ここらへんがいいんじゃないかというような︑そういう違いはあ

りました︒いわゆる政治家と役人との違いでしょうね︒だから︑そ

でしょうね︒ただしかし︑久保さんよりは﹁中曽根構想﹂の

おったんですね︒そうしたら︑佐藤さんは﹁もっと少なくしろ﹂と

の極端なのが海原さんです︒下から積み上げていっ︑て︑ここまでし

言われました︒

かできない︑できないって言うのはね︒

現地の状況を︑例えば配備の問題とかで視察に行ったりと

佐道

佐道

いや︑それは僕はぜんぜんやりませんでした︒

できないというような感じですか？

か．．そういうのは？．

伊藤

とにかく四次防をまとめるほうが︒

伊藤

やっぱり国防会議とい︑うか︑海原さんはもうこの案は賛成
佐道

そうですね︒

そうでしたね︒結局︑海原さんの考え方は︵四次防で新防衛
伊藤
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力構想なんていうのは考えないで＾とにかく三次防でいろんなご
・とを手をつけちゃっているかち︑それを完成させるのが先じゃな

．佐道

r

︑

これは︑その前に中曽根さんがアメリカに行っていますよ

ね︒そのあれで︒

想そのものは︑作るときにはいろいろ批判的だったかも知らんけ
佐道

九月にアメリカに行っていますね︒

九月ですね︒

の年の十月ですか︒ああ︑九月の⁝⁝︒

ええ︑そうです︒だから︑中曽根さんが行ったのは︑その前

れども︑できたあとはその線というものは︑そう否定はしなかった

河野

このときには︑アメリカは日本の自衛隊なんていうのはあ

伊藤

です︒特に国会で問題なんかが起きたものですから︑そうなってく

佐道

いかというような感じだったと思うんですね︒だから︑三次防の構

ると結局︑閣議で決定し︑国会でも毎年肯定されてきた三次防の延

まり評価してなかったということですけど︑具体的に日米協力の
伊藤

長で四次防を考えるべきだという立場に立ったんじゃないでしょ
．いまご説明するのでちょっと忘れたのは︑中曽根さんがお辞め

ていろんな政治家と会って︑﹁干たちもこれから一所懸命やる﹂と

あり方とかなんか︑そういう話をするわけでは︑特にはない？

になる時に︑レアード長官を招待しておったわけです︒そうして︑

言うんですサど︑本当の防衛力整備についての具体的な問題を話

うか︒︑

レアード国防長官が日本に着いた七月四日に︑第三次佐藤内閣に

し合ったということはまったぐないんですよ︒例えば︑あの五原則．

︑にあるように︑とにかぐわが国は実質的に自分の国を守れる力を

なかったですね︒だから︑おそらくあの人は︑向こうへ行っ

変わっちゃうわけです︒それで︑着いた日に本当は中曽根さんが交
代するんですけれども︑着いた日にまだ交代式をしないで︑翌日五

もんだかち︑レアードさんはまたその翌日︑七月九日かなんかに︑

その翌日に薪長官の増原さんとの交代式があるわけです︒そんな

伊藤

佐道

シーレーンの問題もね︒だから︑あれが結局︑鈴木︵善幸︶さ

シーレーン︒

里の何か︒

つけたいとか︒それから︑あれも言っていると思うんですよ︒千海・

今度は新しい長官を訪問する︒ああいう点は︑佐藤さんは割合に冷

んのときに大問題になるんですけどね︒ところが︑シーレーンとい

日にレアードさんが来て︑それを中曽根さんが迎えてね︒そして︑

酷だと思いましたね︒人事というのは︒だから︑田中さんが辞める

うのは︑本当は中曽根さんが言っているんですよね︑千海里という．
のは︒

佐道

中曽根さんが米軍基地を自衛隊で肩代わりとかいうのと同

前にフ牙ードが来たでしょう︒辞めるということを言ってから来
るわ．けです︒だから︑あれよりももっとひどかったですよ︒来た日
に交代なんですからね︒︵笑︶

時に︑今までは日米安保が主であったけれども︑これからは自主防

いまレアード訪日の話がちょっと出たんですけども︑この

河野

しゃいますものね︒

衛が主で日米安保は従であると︒それに伴って︑昭和三十二年に書

そうそう︒

レアードさんが来た時には︑先生は何か印象に残っているような
伊藤

伊藤

そのことについては︑防衛庁の中で議論とかはあったんで

かれた国防の基本方針も改定しなきゃいけないということをおっ
視察に行っているんですよ︒これは中曽根さんの好みかなと思っ

佐道

ことは特にないですか？

たんですけど︑北海道かなんかに行っているんですね︒部隊を見て

しょうか︒

ありませんゆただ︑珍しいなと思っみのは︑北海道の部隊を

●凹

いった︒それぐらいの印象しかありませんね︒
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雛

な程度なんでしょうか︒

いや︑防衛庁の中では特に議論はなかったんですけども︑海

伊藤
伊藤

持ちがあったんじゃないでしょうかね︒﹁中曽根五原則﹂を見たっ

たって︑自分の考え方というものを形に残しておきたいという気

そうです︒だから結局︑海原さんが国防の基本方針にこだわ

原さんがすぐその反対の意見を出しましてね︒それで結局︑つぶし

るのと同じように︑中曽根さんは︑いわゆる戦後政治の転換期にあ

海原さんが国防の基本方針をお書きになったわけですよ

ちゃったんじゃないですか︒

佐道
ね︒

伊藤

佐道
そうそう︒

だから︑ことごとく海原路線と中曽根路線は︵笑︶︒

ている中には︑例えば国情に応じて防衛努力をするというのはお

伊藤

河野

ただ︑中曽根さんが基本方針の中で気になることを指摘し

そうですよね︒

て︑別に新しいということはないわけですね︒

佐道・国防会議の反対は︑やっぱり大きかったんでしょうか︒改定

かしいという感じは持っていたみたいですね︒というのは︑日本の

伊藤 そヶです︒︑

できなかったという⁝⁝︒

経済力がどんどん︑どんどん上がっていく時期でしょう︒そうする

国防会議というより︑国防会議までも上がってないんです

伊藤

と︑軍事力もどんどん︑どんどん大きくなって︑それが周辺諸国に

脅威を与えるようなことになるんではないかというような感じは

そうそう︒

伊藤

佐道

だから︑国力︑国情に応じて防衛力を増強するというのじゃ

中曽根さんが︒

持っていたみたいですね︒

伊藤

以前︑海原さんにお話を伺ったときには︑﹁中曽根構想﹂につ

そうか︑そうか︑そうですよね︒国防会議に至るまでの段階

よ︒原案も何も作ってないですからね︒

佐道

河野

なくて︑最小限の自主的に守れるのが日本の防衛力だということ

で︒

いて非常に批判的なお話は伺ワだんですけれども︑先生はちょっ

をはっきり言ったほうがいいというような気持ちはあったみたい

なってくるんでしょうかね︒基盤的︑というような︒そういうわけ

と距離を置いてご覧になって︑﹁中曽根構想﹂というのはある種の

でもないんですかね︒

河野

基盤的というような感じはないんです︒

ですね︒

で答弁したりなんかしたようなことを︑いわゆる基本方針という

伊藤

そうではないんですか︒

新しさというようなものがあったんでしょうか︒

形で文書に残した．いという気持ちがあったでしょうね︒例えば︑非

河野

だから︑基盤的というのは非常に極端なことを言うと︑久保

そうすると︑﹁久保構想﹂の原型みたいなものにかなり近く

核三原則は国会の答弁しかないわけですね︒

伊藤

そうですね︑決議しかないですよね︒

伊藤

いや︑新しいものはないんですよ︒ただ︑今まで例えば国会

河野

それを閣議の決定事項にするとかね︒そんなような気持ち

いうような考え方ですね︒だから︑必要な時にはそれがイクスパン

伊藤

ドできるような常備軍であって︑昔の日本の陸海軍はギ陸軍は大体

さんの頭の中にあったのは︑いわゆる平時の防衛力です︒常備軍と
河野

はあったでしょうね︒

決議等々で日本の防衛政策のかなりの部分が変わりつつあって︑

昭和の初め頃までは二十万人ぐらいなんです︒二十二︑三万ですか

そうすると︑はっきり法律は変えてないけれども︑国会での

それを中曽根さんとしてはここで明文化しておきたいというよう
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しては︒そして︑必要があれば二十万とか二十五万に増やせるよう

ら︑十八万ぐらいがいいところじゃないのかというのが︑常備軍と

ね︒だけど︑その頃は朝鮮と台湾があって二十二︑三三ですσだか

界があるし︑それを可能にするためにはどういうことがあるかと

きやならないのではないかという感じがありました︒それには限

そらく国民の協力を得られないから︑自衛隊だけで何とかやらな

な人と接触し︑話をしたりなんかしていましたけれども︑日本人自

いう中に︑例えば戦車なんかも︑要塞が作れない現状においては︑

それともまた違うと︒

身が国を守る気概なんていうのは︑なかなか持てないんじゃない

なポテンシャルを持たせておけばいいじゃないかというのが久保

河野

ただ︑中曽根さんは︑とにかくアメリカにおんぶをするんじ

要塞の代わりに使えるかも知れないなというような感じは思って

伊藤

かなという不安が︑当時ありました︒

さんの考え方ですね︒そういうような意味でもなかったみたいで

ゃなくて︑﹁俺たちがやるんだ﹂という気持ちを持てるだけの力︑と

・だか．ら︑一昨年︵九八年八月︶ですか︑テポドンの事件があった

炉ました︒私は広報課長でずっといろんなところへ行っでいろん

いうような感じだったんじゃないでしょうかね︒それが可能かど

と︑きに︑あれが日本列島を越えて海の中に落ちたからいいですけ

すね︑中曽根さんは︒

うかは別として︑当時の日本の経済力でいくとそれはできるでは
毛のも︑三次防のときから芽が出ているわけですからね︒こういう

佐道

噛ど︑町鳶って例えば仙台あたりに落ちたら︑それはもう今のアメリ
カと同じパニックになっていたでしょうね︒そんな感じですね︒

ないかと︒だから︑四次防で考えて先取り問題で凍結されるような

ものがある限りは︑日本が技術的にも経済的にも自主防衛能力は

てないですから︑何か起きた時には統制が利かないようになる⁝

そうですね︒普段は特に安全保障というようなことを考え

あると︒ただ︑いわゆるマンパワーの問題があるので︑彼が言って

．：o

伊藤

いたのは︑当時﹁十八万体制﹂ということが言われていたんですけ

ど︑十七万九千ぐらいでいいじゃないかというような言い方をし

すがね︒

佐道

﹁

とったんでしょう︒

佐道ぞうすると︑海原さんが熱心に主張しておられる﹁郷土防衛

隊﹂というのは︑やっぱりちょっと難しいのではないかという話に

ええ︑パニックになるんじゃないかという感じがするんで

佐道 実際は︑例えば中曽根さんがそうやって防衛構想を出して︑
︑そうするとこれは従来よりも大幅な軍拡ではないかとい︐うこと

伊藤

か︒

かについては︑何か当時︑思っておられましたですか︒

いや︒僕は︑中曽根さんが自主防衛と言うけれども︑まず日

だから︑それは私は︑考え方としては正しいと思うけども︑

なると思うんですけど︒

本人は軍国主義を経験しましたから︑復活はあり得ないと思って

で︑日本のジャレナリズムも騒ぎましたですよね︒諸外国というか馬

いました︒これは海原さんと違う点なんですけれども︑国を守る意
．欲というのを日本国民全体として持てるかどうかということは︑

伊藤

当時︑疑問を持っていました︒だから︑何か．事が起きた時には︑お

ますね︒

佐道

伊藤

ならないかも知れないですね︵笑︶︒

まあ︑海原さんだと議論にはならないのでは︵笑︶︒

いや︑特に議論はしたことないですけどね︒︑

そこらへんは︑海原さんと議論されたこととかおありです

河野
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﹁もう日本軍国主義復活だ﹂みたいな議論が出てきてしまうという
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日本人にそれが期待できるかということになると難しいなど思い

●磁

・ようなことがあると思うんですげども︑そこらへんの言われ方と

鞍

伊藤．．ええ︒あの人は自分の考え方は絶対正しいと思っています

これはダメージだというよりは︑ご記憶があるかも知れま

と思うんですけども︒

伊藤

せんけど︑当時としては世界最大の航空機事故だったんですよ︒こ

−

ヴーン︑そうでしょうねえ︒

んな一六二人なんか死んだ事故というのはなかったんですよね︒

．からね︵笑︶︒

佐道

ということは︑先生を含め省内でもやっぱり困．海原さんの言

そのあとはジャンボなんかができたから大きな事故がありました

河野

っていることは正論なんだけど︑ちょっと引いてというか﹁でも⁝

ーの真珠湾攻撃というのは︑あの作戦だけを見る限ゆに完全に成

は問題だというような感じはするんですね︒例えば︑パールハーバ

よ︒しかし︑全体の中で見た場合に︑それがいいかどうかというの

伊藤

舎の組合の総会だ﹂というようなことを言って辞めちゃうわけで

けど︑この西村さんもまた十二月に辞めるんですよね︒﹁国連は︑田

んが辞められて︑西村︵直己︶さんが二度目の長官をやるわけです

んだから︑これはショックが大きかったですね︒このときに増原さ

けども︒しかも︑航空自衛隊の飛行機とぶつかってでしょヶ︒なも

功ですよね︒しかし︑大東亜戦争というんですか︑太平洋戦争全体

︑すよね︒そして︑江崎さんが十二月になって︑そして十二月の三十
日にあの沖縄国会が終わりました︒

⁝﹂というような空気はあったわけですか︒︑

からみると︑どれだけの意味を持っておったか︑むしろマイナスで

佐道
伊藤

彼が理論を述べている範囲においては常に正しいんです

はないかというのは︑いま歴史を振り返ったときの考え方がある

大事な時期にですね︵笑︶︒やっぱりそれはかなり大きいですよね︒

そうですが︒

らないうちに変わっちゃうわけですからね︒

この短期間にこんなに長官がコロコロ変わるというのは．

でしょう︒そんな感じはありますね︒︵笑︶

河野

だ．から︑本当にあの人が言っている議論というのは︑その限

それはそうですね︒結局︑こうなってくると長官は何も分か

伊藤

佐道

めておられるときに︑ちょうどきょう出していただいている年表

佐道

伊藤

佐道

ウーン︑そうなんでしょうねえ⁝⁝︒この四次防の策定を進

部分においては説得するんですね︒

その部分においては︒

も注意しなきゃいかん︒お互いに見張りというものが大事じゃな

民間の飛行機も注意しなきゃいかんし︑それからもちろんこっち

まだ旧軍の人が多いわけですから︑訓練をしているのは︑やっぱり

れで︑航空自衛隊の者にすれば︑訓練をしとったでしょう︒当時は

伊藤この全日空機の事故は︑ずっとあとまで尾を引くんですのそ

そうですよね︒

りにおいては絶対にどんな人にも負けないですね︒説得しちゃう︒

でもありますけど︑自衛隊機が全日空機と衝突するというような

いかというんですけども︑民間航空ってみんな︑自動操縦で飛んで

けどね︒ぶつかったのは︑二号機がぶつかっているんですよ︒その

いるわけでしょう︒だから結局︑自衛隊の機長が悪いと思うんです

︑二番機のほうは罪がないんです︒私も飛行機に乗っていたから分
かるんですけど︑編隊を組んでいくときは︑二番機というのは一番

こともありますよね︒

すけども︒

佐道

そうなんですよ︒

機しか見ていませんからね︒ほかはまったく見ていないわけです︒

伊藤 ありましたね︒﹂

伊藤

これはやつばり自衛隊にとっても相当︑大きな．ダメージだ

これで︑増原さんは結局︑お辞めになるというごとになりま

佐道
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飛ばなきゃいけないんです︒それを見てなかったんですな︒自分は

だから︑一番機の機長は︑二番機を含めた全体の見張りをしながら

入っていきましょう︒

めながら︑また四次防と︑それから平和時の防衛力ですか︑それに

伊藤

佐道

じゃあそういたしましょう︒それから︑四次防のところでも︐

そうですね︑はい︒そうしていただければ︒

それじゃあこうしましようか︒今度︑沖縄の返還の問題を進︑

逃れら．れると思ったんですかね︒ところが︑二番機がぶつかっちゃ

ったわけね︒だから︑結果的に一番機の機長は有罪になるんです︒
伊藤

う少し足すことがあれば︑また少．し探し．てきますし︑それから事務

局から来た質問事項なんかもありましたら探してまいります︒

執行猶予がついたと思いますけどね︒ところが︑二番機の乗組員は
．無罪なんですね︒だから︑それはやはか︹裁判所は︺正しい判断を
したなと思ったんですけどね︒自動操縦で飛んでおっ充んですな︑

はい︑よろしぐお願いします︒

佐道

そろそろ時間になってしまったんですけれども︒

全日空のほうは︒

佐道
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第11回

開催日：2001年10月11日（木）
開催時刻＝午後2時00分
終了時刻：午後4時05分
開催場所：政策研究プロジェクトセンター

〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）

河野康子（法政大学教授）
佐道明広（政策研究大学院大学助教授）

記録者：有限会社ペンハウス水野智子

ゃないんですよ︒そこへ行ってやったのがあるんですけど︑それな

と︑四十六年の四月二十六日に防衛庁の中．曽根原案というのを発

．んかもあとでお話しいたします︒︑
．それで︑この表︵﹃四次防策定の経緯など﹄︶をご覧いただきます

伊藤

表するわけです︒この間もお話しましたように︑四丹一日に私は防

■四次防はど．のようにして策定されたか

衛力なんていうのは大したことないというのを話したんです︒四

衛課長になるんです︒それから毎日のようにいろいろやっている

これは﹃読売新聞﹄みたいですけど︑﹁海原さんが︑日本の防

十七年十一月︒だから︑︹四次防が︺十月の九日に決まって︑そのあ

示だと思うんですけど︑﹁大蔵省ど詰めておけ﹂ということで何回

って︑その前にやはりかなり長い間おそらくこれは鷹さんの指

んです︒それで二十六日に防衛庁原案というのを発表するにあた

当時は︑これが過小説明じゃないかというのが新聞側の受

とにアメリカに行って説明しているんですね︒

河野
け止め方だったんですね︒

か大蔵省へ行って説明しているんですね︒その結果︑発表してもい

そうですね︒彼は真面目に話したつもりなんだけど︑そうい

伊藤

いというこ．とになって︑この四月の二十六日に発表するわけです︒

はい︑お願いいたします︒．

てありますように︑﹁我が国に対して侵略が生じた場合︑限定され

︑いずれにしても中曽根さんの四十六年の四人の案は︑こごに書い

う捉え方をしているんですね︒

佐道

前回の説明なんですけど︑速記録を読んでみて︑どうも行き

よろしゅうございますか︒
伊藤

売侵略に対してはハ第一義的に対処して︑日米安保体制に基づく米
国の支援などによる事態の収拾が期待できるまでの問︑我が防衛

つ戻りつしてあんまり内容のない話で︑あんなのでいいのかどう

た﹂︵﹃四次防策定の経緯など﹄より︶というのは︑いわゆる﹁中曽根

目標と．し︑この目標をほぼ一〇年間で達成することを考え︑作成し

力をもって独力で持ちこたえ得るような防衛力を整備することを

とんでもないです︒

かと思って︑まずそのことをお詫びしたいと思ったんです︒
佐道
いいえ︑そんなことは︒

構想﹂なんですね︒﹁別紙参照﹂になっているんだけど︑この別紙と

河野

伊藤rどうも内容に乏しいんでね︒私自身も準備不足の面があり

いうのがこれだと思うんです︵﹃四次防策定の経緯など﹄の次ペー

ジ︶︒よく分からないんですけどね︒だから︑四次防の原・案というの

・ましたので︑今度は﹁四次防策定の経緯﹂という︑この表がたまた／
ま出てきましたので︵以下︻資料5︼参照︶︑これの問を埋めながち

が︑こうい・うことでやろうということだったんでしょうね︒別紙と

これの関係がよく分からないんです︒

お話します︒それから︑沖縄の返還と四次防というのはずっと並行
︑七ているんです︒

それで︑とにかく私が申し上げました五玉八千億という数字が

金で︑あとの六千億というのはベースアップ分なんですね︒このベ

私のノートを見ましても︑大蔵省に説明に行っている時期にも︑
って筆記しているのがあるんですよ︒だから︑これはちょっと貴重

ースアップ分がのちに足りなくなりましてね︒いわゆる石油の高

ありましたね︒あれの内容は︑凶兆二千億がい．わゆる装備のための
なものだなと思って︒．完全に忘れていましたけどね︒四十六年の五

騰があって︒

久保さんどカーチスさんの最後の話し合いに私が一緒についてい

月二十九日に︑久保さん・カーチスさんがアメリカ大使館でやっ

河野

オイルショックのあとですか︒

ているんです︒当時は虎ノ門にありましたでしょう︒今の大使館じ
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伊藤

オイルショックがあったものですかち︑それで四次防の期

整備のテンポをスローダウンすることとした﹂と︒そこで﹁陸﹂﹁海﹂

﹂私が記憶しておりますのは︑四次防で計画していた自衛艦を一隻︑
やめるということと︑﹁航空自衛隊の飛行機を減らすということを

てくるかも知れないですけど︑当時の経緯は分かりません︒ただ︑

やっているんですけど︑それはちょっとまだ︑ノートのどこかに出

十一月十一日︶︑のときに縮小するんですよ︒その縮小するのも私︑

は田舎の組合だ﹂というのでね︒それで急遽︑江崎︵真澄︶さんがな

になるとまた今度︑西柱長官が辞めちゃうわけですよ︒例の﹁国連

という格好で五千億円の修正作業をやったわけですねコ

先の目標に対する先の五年というのを︑もっとテンポを遅らせる

するというのを︑今まであった︑四月二十六日の防衛庁原案の十年

﹁空﹂の自衛隊で五千億円︑技本︵技術研究本部︶で五百億円を削減

覚えています︒それから︑戦車も装甲車も減らすというようなこと

るわけです︒江崎さんは︑防衛問題はあんまりお得意じゃないわけ

間内に山中長官︵貞則︑在任昭和四十八年五月二十九日〜囚十九．年

をあとでやるんです︒これは四十九年頃なんですがね︒山中さんの．

ですね︒

んが防衛庁長官になったわけです︒

ですね︒そこで海原さんが︹国防会議︺事務局長でしょう︒西村さ

内務省の後輩でもあり︑非常に西村さんがかわいがっておったん

が防衛局長になったのは︑西村さんが最初の長官のときなんです︒

西村さんと海原さんは︑非常に親しいんですよ︒最初に海原さん

己︶さんがなるわけです︒

さんが辞めちゃうわけですね︒．辞めちゃったあと︑今度は西村︵直

全日空との事故がありますでしょう︒それで八月のはじめに増原

です︒そしてそのあと今度は︑増原さんが就任したあとの三十日に

うわけです︒それで︑増原︵恵吉︶さんが七月四日に就任するわけ

す︒この間もご説明しましたように︑まず中曽根さんが変わっちゃ

にかく四月二十六日から十月の間にまたいろんなことがあるんで

実はこの問の表とこれ︵﹃四次防策定の経緯など﹄︶を見ると︑と

ね︒国防会議と閣議でそれを決めて︑そして予算国会に臨むわけで

いますね︒それを決めたのは︑確か十三日だったんじゃないですか

です︒これ︵﹃四次防策定の経緯など﹄︶は十二日が予算案になって

けですよ︒四十七年の一月に予算案ができるときと︑ほとんど同時

四次防については引き続き検討するという︑これだけを決めるわ

案を決めると同時に︑国防会議で十三個師団の編成とい︑つことと

ないという判断を下したわけです︒それで︑四十七年の一月に予算

ると︑いわゆる四十七年度の予算に間に合うように四次防ができ

検討する余裕がなかったわけです︒結局︑四十六年の終わり頃にな

われていたもんだから︑四次防をどうするかというようなことを

す︒そんなことでガタガタしておりまして︑江崎さんはそっちに追

沖縄国会で︑沖縄が返ってきたとき必要になる法案をやるわけで

任して︑十二月三十日の沖縄国会の終了まで大変だったわけです︒

・そこでまず江崎さんが直面するのは沖縄問題です︒十二月に着

それが四十六年の十一月にできるんですけれども︑その十﹂月

ときにそヶいうのをやった記憶があるんです︒

そんな関係もあったのか︑この四十六年の十月から十一月にか

うようなことで五千億減らす案なんです︒じゃあ︑何か理念があっ

米中接近とドルショックがあって︑これは見通←がっかないとい

日は私の記憶違いかもしれません︒

係は？﹂ということを訊かれるわけですね︒前に申し上げた二月三

冒頭で︑辻原弘市代議士︵社会党︶が﹁四次防と四十七年の予算の関

予算国会に臨んだところが二月四日の予算委員会の総括質問の

す︒

たかというと︑必ずしもそうじやないんです︒ここ︵﹃四次防策定の

けて五千億円の修正作業というのをやらされるわけです︒その間︑

経緯など﹄︶に書いてありますように︑﹁経済情勢の悪化などに伴い︑
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そのときに︑今から考えてみると︑﹁三十⊥近年にも長期計画がな

くて単年度の予算をやりました︒今度も単年度でやりまずけれど

ったどきの沖縄の防衛をやるという︑この二つだけ入れたわけで
すよ︒

の予算は長期計画と関係がない﹂という言い方をしたんです︒ゴ関

うんですけれども︑その時の防衛庁では︾﹁直接的には四十七年度

ことになります﹂というような言い方をすればよかったと私は思

のは超音速の練習機なんです︒これも研究開発を三次防でやった

それを装備する予算を入れとったわけです℃それから︑T2という

ですね︒これは︑C1という飛行機を三次防で研究開発したんです︒

に出てくる﹁船田斡旋案﹂のところにあります﹁GTR﹂というの

ところが︑それじゃあおかしいということになったのが︑その次

係がない︒しかしながら︑いず・れできるだろうから︑そうしたら初

めを四次防で装備する予算を組んでいたわけです︒それから︑RF

も︑・いずれ四次防ができましたら︑その初年度としての予算という

年度にする﹂という言い方をしたんですね︒そこで︑関係がない予

4というのはファントムのいわゆる偵察機型の．もので︑86Fの偵︑

察機が古くなったものですから︑新しいのというのでファン墨ム

算を審議するわけにはいかんというわけで止まっちゃうわけです
ね︒

たんですね︒︑こんなのがあるのはおかしいじゃないかということ

を改造七てこれにするということが︑実は三次防にない項目だつ

と大蔵大臣の答弁ですが︑結局︑大蔵省と防衛庁で話し合って決め

︑佐道 CTRというのはつまり︑ClのCと︑T2のTと︑RFの

で︑また止まつちゃったわけです︒

．それでハ四十七年度予算は四次防と無関係だという︑これは総理

たんです︵−﹃四次防策定の経緯など﹄︶︒それで答弁がおかしいとい

R︑これをくっつけてCTRということですね︒

うので中断したわけです︒その後二月七日に二階堂︵進︶さんが来
て︑﹁おい︑とにかく何か作れ﹂ということで︑四次防の大綱案なん

伊藤

しれませんので︑この次までに︑もしありましたら探しておきます︒

それで︑﹁政府統一見解﹂というのが分からないんですつあるかも

う二月二十五日というと本当は衆議院でしめくくりの総括質疑が

とったわけですよ︒何度も何度もやって︒総理も困っちゃって︑も﹁

ちゃったわけです︒二月七日から二十五日まで︑ゴチャゴチャやつ

CTRというんですね︒それで︑これでまた紛糾して中断し

です︒

政府の統︸見解と四次防の大綱が決定されたんですね︒その四次

終わらん之いかん頃でしょう︒それが︑まだ最初の総括質疑が終わ

船田︵中︶さんに頼んで斡旋案を出すわけですね︒

ってないわけですから︑大幅に遅れた︒大幅に遅れるというので︑

防の大綱というのが︑これはすでに資料としておありだと思いま
あれは﹃︹防衛︺ハン下ブック﹄にも載っているんじゃないか

すけれども︑．一枚の紙でした︒

佐道

伊藤・載っています︒それでその大綱を決めて︒大綱の内容という

も︑これは凍結する︒したがって︑それは四次防の主要項目ができ

出予算を全部凍結するという．ことです︒予算は組んであるけれど

その船田さんが出した斡旋案というのが︑とにかくCT丑の歳

のは︑﹁防衛力整備の方針は︑三次防と同様︑既存の防衛力を基礎と

てから解除するんだけれども︑とにかく使わせないといヶことに

と思いますが︒

し︑それを充実強化することによって漸進的な整備を図る﹂︵﹃四次

なったわけですね︒

項については︑例えば戦車とか船とか飛行機・戦塵機とかそうい

それで︑これかち今後さらに文民統制を強化するために重要事

防策定の経緯など﹄︶というのはどういうことかというと︑三次防
と同じペースで同じようなも．のを作ります︑ということを書いた
わけです︒・そのほかに︑いわゆる隊員の処遇改善と沖縄が返還にな
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うな斡旋案が出たわけですね︒それでやっと動き出して︑この年は

うものについては国防会議で決めて︑それを予算化するというよ

れているわけですね︒

百人︑︹合計︺三千三百人を当初の配置にするということで了承さ

千百人でしょう︒それから海上自衛隊が八百人置航空自衛隊が千四

たみたいですね︒そして︑六月十九日の﹁宍戸・カーチス会談﹂で

じゃなくて関係閣僚会議で﹁こんなことでいこう﹂ということだっ

そして︑この四十五年に了承されているというのは︑正式の会議

何月ですかね⁝⁝五月頃までかかったんじゃないかな︒返還の近
くまでかかっているんじゃないかと思うんですが︑とにかく遅れ
これ︵﹃四次防策定の経緯など﹄︶を見ますと︑四月の十七日に自

防衛庁の方針を提示して︑その後︑数回また検討がされているみた

ているわけですよ︒

衛隊の沖縄配備になって︑﹁久保・カーチス協定﹂になっています

の局地防衛の責務は日本自体の防衛のための努力の一環として

において決まっているみたいですね︒﹁総理大臣は︑復帰後は沖縄

から︑まだ私が広報課長の頃に︑︹第︺十二回の日米安保協議委員会

はここに書いてありますように︑まず四十五年の五月十九日です

衛隊の沖縄配備計画と問題点﹄なんですね︵︻資料6︼参照︶︒これ

くわけですけれども︑そのときの経緯が︑お手元にさしあげた﹃自

議で四月十七日に決定するわけですね︒それで五月の返還後にい

される﹁陸﹂﹁海﹂﹁空﹂自衛隊の人員・装備について︑国防会議と閣

四次防の大綱に基づいて︑沖縄の局地防衛を引き継ぐために配備

政府間の約束にして日本側が何か負担を強いられるのはかなわん

んですよ︒だけど︑大蔵省と外務省が反対するんですね︒そういう

対政府の約束にしてほしいということをアメリカはさかんに言う

備計画と問題点﹄︶︒これは私のメモの中にもあるんですけど︑政府

から︑政府間協定は必要と考えないと主張した︵﹃自衛隊の沖縄配

た沖縄防衛の責任は本来︑日本政府の責任で実施するものである

保・カーチス問で︑政府間協定を締結することは不可能である︑ま

協定を持ちたいという申し入れがあったが︑日本政府としては久

アメリカから沖縄の防衛責務を日本が引き受けるについて政府間

そして今度は四十六年︑四月上旬に﹁久保・高田チス会談﹂で︑

いです︒

徐々にこれを負うとの日本政府の意図を明らかにした﹂というよ

というようなことで︑絶対反対するわけです︒それで︑政府間協定

ね︒これは実は﹁協定﹂じゃない．んですよ︒﹁取極﹂なんです︒それで︑

うなことで︑日米安保協議委員会でこういうことを言ってい︑ると

つ信用してくれということで︑防衛庁とカーチス中将との間でこ

としないが︑日本が防衛責任を負うんだからそこのところはひと

日米安保協議委員会というのは︑ご存じのようにこの頃は︑アメ

ういう方向でやりましょうという﹁取極﹂にするわけですね︒そし

思うんですね︒

リカは大使と在日米軍司令官︑日本は防衛庁長官と外務大臣でや

将の問で︑四十五年の五月から折衝があるわけですね︒このときの

防衛庁の防衛局長とアメリカ大使館に派遣されているカーチス中

係者で交渉するということになったみたいですね︒それで︑当時の

めて︑久保・カーチス問で必要な取極を結んでよろしいというこ

れで決定して︑五月二十六日の外交防衛協議会においてこれを決

かんわ廿ですから︑．四月十七日差国防会議で決定するわけです︒そ

ただ︑自衛隊の沖縄配備については︑政府の意志を決めなきゃい

て︵調印するわけです︒

防衛局長は宍戸︵基男︶さんなんですよ︒その記録は︑どういうこ

とで︑六月⁝⁝︒

っていたんですけれども︑そのときにそういう方針を説明して︑関

となのか︑宍戸さんも死んじゃっていますし︑分からないんですけ

河野

二十九日ですか？

どね︒そして︑四十五年六月の外務防衛閣僚会議で沸陸上自衛隊が
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河野

それで︑ないかと言ったらそれがあったものですから︑じゃ

そうなんですか︒

のときに︑久保さんとカーチスさんとの問で事務的な詰めをやっ

ところがこれにあるんですね︒大体の方向が決まるんですけど︑こ

伊藤

ただ︑私もちょっとはっきり覚えてないんですけど︑四十六年末

とが分かっていただけると思うんですよ︒

いわゆる沖縄の防衛というものが自衛隊に移ってくるかというこ

︵佐道氏戻る︶あれを読んでいただくと︑いつ頃からどういう形で︑

・あコピー七てくれと言ったら︑なんだか読みにくいんですけどね︒

ているときの返還日は︑四十七年の七月一日を予定しておったみ

に︑当時の官房長が宍戸さんなんです︒それで何か知らんけど︑﹁も

二十九日に久保・カーチスの取極をやるんですよ︒そこの

たいですね︒

ここで話し合っているんです︒それが﹁取極﹂の中にもあったと思

れで四十八年の七月一日から防空任務を引き受けるということを

から︑﹁陸﹂と﹁海﹂のようにそう簡単にはいかないというので︑そ

できるようないろんな機材なんかも整備しな．ければならない︒だ

を買い取らんといかんでしょう︒さらに︑F皿を持っていって整備

隊が使うなら返す﹂というようなことを言われている基地がたく

伊藤

河野

自衛隊のことですね︒ノートを見るど︑﹁米軍の基地は︑自衛

持っていくというのは︑それは自衛隊の？

ことでね︒そんなゴタゴタがありました︒

す︒﹁そんなにたくさん持っていってどうするんだ﹂というような

．てしょうがないと思っていたんだけど︑強く言うものですから︑江
崎さんがそれを持って佐藤総理のところへ行って︑怒られるんで

衛課長でね︒そんなに持って準備もしていないところに行ったっ

つとたくさん持っていけ﹂ということを︑盛んに言われたっ僕は防

ええ︒七月一日置ものですから︑いわゆる防空の任務はレー

佐道．四十七年七月一日︒

伊藤

うんですけど︑﹁取極﹂はありましたかな︒︵資料を探して︶﹁取極﹂

さんあるんです︒だから︑いま沖縄においでになるとお分かりにな

ダーサイトの引き継ぎが．あるでしょう︒それから︑ナイキ・ホーク

そのものはないんだなあ⑩

りますように︑那覇空港のすぐ隣が腔上自衛隊の駐屯地でしょう︒

先生︑協定というのではなくて︑正式には﹁取極﹂が正しい

河野

かというのは誰も分からないんですけどハこれの根拠は︑米軍がこ

あんないい場所をどうして陸上自衛隊が持っていなきやならない

﹁取極﹂なんですよ︒

んで．すね︒

伊藤

れを返すにあたって﹁陸上自衛隊が使うなら返す﹂と言ったんで

る取極﹄︶は︑資料として残す価値はあるでしょう︒これはまさに

・だから︑これ︵﹃日本国による沖縄局地防衛責務の引受けに関す

すコ

政府間の協定ではなくて︒
﹁取極﹂です︒ありました︒コピーしたものだから読みにくい

河野
．伊藤

大丈夫です︑コピー︒︵コピー依頼のため中座︶

んですけど︵以下︻資料7︼参照︶︒

佐道

じゃあ︑元は分厚い資料集のような綴じ込みがあったんで

﹇取極﹂ですね︒これは協定ではないんですね︒

河野

河野

ええ︒これ︵﹃日本国による沖縄局地防衛責務の引受けに関

．﹁取極﹂なんです︒

伊藤

すか︒

伊藤

する取極﹄︶をお読みになっていただけると分かるんですけれども︑

いやいや︑そうじやなくて︑防衛庁でいろんなものを綴じ込
めている中にあったんです︒
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うことは︑七月一日をいわゆる﹁Rデイ﹂︑返還の日と考えていたも

三年七月一日以前の実施可能な最も早い日までに完了する﹂とい

それで︑普通の仕事というのがほとんどありませんでしょう︒だか

ろから復興が始まったと言ってもいいんじゃないでしょうかね︒

うと︑戦後の沖縄というのは米軍の基地周辺の賑わいというとこ

だから︑そういうふうなところもあって︑結局︑極端なことを言

のだから㌔その一年後の七月一日までに順次やるというようなこ

ら︑米軍に関係する仕事から始まってくるわけですね︒

責任を引き受けるということになるんです︒次のページのコ九七

とになっているみたいですね︒だから︑復帰後六ヵ月以内に三千二

有する﹂というので︑那覇空港には海上自衛隊ですね︒それからホ

書いてありますね︒﹁防衛庁は︑次の施設に部隊を配備する意図を−

ですけれども﹁ナイキ群﹂とか﹁ホーク﹂とか︑﹁適当な支援要員﹂と

航空警戒管制をやるというようなこと︒次のページに︑字は薄いん

て︑七月一日までに防空任務を米軍から完全に引き継ぐ︒それから︑

佐道

河野

ええ︒これがこれからの非常に難しい問題なんです︒だから︑

そうですね︒

それが難しいですよね︒ありますよね︒

なんですね︒

す︒そのた．めに今度は地主が声には出しませんけど︑返すのに反対

民有地の地主への借地料を︑返還のときに内地の六倍にしたんで

と違って︑国有地がほとんどないところなんです︒なもんだから︑

それからもうひとつの特徴は︑沖縄というところは日本の本土

ワイト・ビーチ︑ナイキ・ホーク︑そんなようなことが書いてある

伊藤

r百人の陸上の部隊︑海上の部隊︑航空自衛隊を出す︒さらに追加し

んですけど︑これは向こうが指定して︒例えばナイキとかホークな

んていうのはもう陣地がありますから︑ここ以外には使えないわ

から反対になってくるわけですね︒

その一握吻の人が騒ぐと︑土地を持っていない人が騒ぐわけです

衛隊が使うならしというので返附が決まるのですが︑それがあとに

それで一年後に防空任務を引き継ぐんですけど︑そのときに面

・反戦地主というのは︑極端なことを言うと一握りだと言うんです︒

なって問題になるわけです︒自衛隊はいいところばかりとって︑沖

白いことがありましたのは︑引き継いだその日にソ連の飛行機が

けですね︒そのほかに陸上自衛隊の駐屯地とかそういうのが︑﹁自

反自衛

縄県民のことを考えてくれないということで︑いわゆる

飛んでくるんです︒

というのが生まれてくるんですけれど︑これは米側が強

隊感情

佐道

その日に︒そして結局︑︹日本の︺防空体制がどのくらい整っ

ているかということを試しに来たんじゃないかと思うんですね︒

︑伊藤

その日に︑ですか︒

く言っていました︒だから︑これは自衛隊の意思では︑なんともで
アメリカ側の意向で︒

レーダーサでトなんかで見ておって︑スクランブルで︹戦闘機が︺

きなかったのです︒

河野

それで︑そのときに僕はアメリカ︹側︶に言ったんですよ︒

上がっていくわけでしょう︒だから︑ソ連というのは凄いなという

伊藤

﹁いま見るとアメリカというのはいいところばかり取っていて︑だ

てくるわけだから︑ソ連携は事前に分かるわけですね︒

河野

感じを持ったことがありました︒

﹁それは違う﹂と言うんですρ米軍が沖縄を占領したときは何もな

伊藤

からああいうところを少し返還したらどうですか﹂と言ったら︑
かったと言うんですね︒だから︑飛行場を作ったりなんかしたら︑

もちろんこういう返還のスケジュールなどは新聞等々に出
結局その周辺に住民が集まってきたんだという言い方をしていま

というのが凄いなと思ってね︒それはどういう経路を通ってくる

分かるわけですけれども︑防空の任務が移った途端に来る
した︒確かにそれはそうかも知れないですね︒
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かと言ったら︑・対馬海峡の細いところを通ってくるんですから︒そ

ては︑この会議で久保さんは﹁ナイキ︑・ホークそれかちAC＆W

それで結局ゴ事後に防空︹任務を引き継ぐ︺ということに関し

ド︵﹀一目冨津08喋︒一律竃言置⇒Φq︑航空警戒管制︶の購入について︑カ

の点は非常に配慮しまして︑領空侵犯はしてないんですよ︒対馬海
峡に︑三マイルかなんかの公海が残してあるんです︒その上を通っ

ーチス中将のスタッフに心配をかけているが︑問題はないと思う﹂

と言っています︒これは日本で買って運用してもらえないかとい

てくるわけですよ︒そんなようなことがありましたね︒・

佐道

うことで︑装備局や大蔵省なんかといろいろ相談してそれを買お

これは先ほどからおっしゃっているように︑七月一日が返

還日だと思っていたら︑結局︑五月十五日になつちゃったわけです

うということになったんです︒

それで︑前にもお話ししましたように︑ナイキのほうが安いんで

けども︑ギリギリまでそれが分かちなかったということなんです
か︒

すよ︒ホーク．のほうが高いんです︒それでどうしてかと旧いたら︑

そういうことなんでしょうね︒何か知らないけど︑久保さん

伊藤

すね︒ナイキのほうは︑オーバーホールしてから一．一年経っているど

そのホークというのは︑オーバーホレルしたばかりだと言うんで

その七月一日というのはど︑こから出てきたんですかね︒七

と行った話をみても︑七月一日が中心になっているわけです︒

佐道
伊藤

やはり引き継ぎをするためには︑それだけの時間が必要と

ええ︑どういうことなんでしょうね︒

く買った記憶がありますね︒幾らぐらいかというのは︑ちょっと覚

んだそうです︒だから︑そういう意味でナイキと．いうのは非常に安

いうんですよ︒ああいうのは︑もう二年も経つと命中精度が落ちる

河野

えてないんですけどね︒

月一日に返・るだろうという漠然としたそういうのが︵笑︶︒

いうことでしょうかね︒

そのあとは結局︑﹁MDAO︵ζロ巳巴∪Φ措昌ωΦ﹀ωω蜂自︒ロ80臼8︑

いうのは大使館の中にあかまして︑アメリカのものを︑なんていう

そうですね︒だから︑久保さんが之ういうことを言っている

日︑Rデイは︑︑一九七二年七月一日と考えている﹂︵﹃伊藤ノート﹄︶

かな︑有償援助ですね︒それを扱っているMDAOというのがある

伊藤

ということを言っているんですよね︒だから︑日本ではそんなこと

んですね︒そこと交渉してくださいというようなことが出ていま

相互防衛援助事務所︶﹂といヶのがありますでしょう︒MDAOと

を考えておったのかなと思うんですね︒﹁もし︑Rデイが遅れると

すね︒

んです︒その話の中で﹁確認しておきたいことがあります︒返還の

きには別途協議したいが︑それでよろしいか﹂︵﹃伊藤ノート﹄︶と久

最後に結局︑﹁陸﹂﹁海﹂﹁空﹂の防衛課長が︑具体的に﹁陸﹂﹁海﹂

﹁空﹂で何を引き取るかというようなことを交渉すると︒

保さんが言っているんです︒．

じゃあ︑遅れることは考えても︑早くなるとは考えていない

それぞれ別個に︒

河野

佐道

そうですね︒その窓口は伊藤のところにするから︑というよ

ようですね︒

伊藤
考えてないです︒そのへんはカーチスさんが﹁了解します﹂

伊藤

うなことが書いてあります︒結局︑私のところに大使館から来て︑
向こうもそう言っているわけです．ね︒しかし︑早くなること

河野

﹁久保・カーチス取極﹂のことは︑実態が今までそれほど明

たんでしょうね︒なんか︑そんなようなことが載ρています︵笑︶︒

．それを各幕に検討させて返事をするというようなことをやってい

と︒Rデイは一九七二年七月一罪を前提として︒
佐道

それは︑ほとんどなかったと思いますね︒

41

によって何か影響はあったんですか︒
伊藤

、
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河野

佐道

いま伺っていると︑重要なことがあったんだなあと思いま

あんまりないですよね︒

らかになっていないことですから︒

いろいろなことを決めるというのを政府レベルで決めたことには

還の窓口は外務省でしょう噂だから︑防衛庁の局長が向こうの人と

やっている︒したがって︑政府対政府の協定になり得ないのは︑返

に関する嘉島だと︑メースBがどうなったとか︑核がそのままある−

佐道

防衛庁が受けて政府部内を調整して︑そして政府の意志としてそ

責任があるという立場なんですね︒だから結局︑アメリカの意向を

ということで︑それをやるについての政府部内の交渉は︑防衛庁に

できないと言うんです︒いわゆる事務的にどういうことをやるか

のかないのかとか︑そういう一連のいろんなことのほうが沖縄の

れをやるというだけ︑のことだから︑アメリカに対する約束じゃな

した︒

研究者を中心にいろいろ議論されていて︑肝心の﹁久保・カーチス

いという考え方なんですね︒これは︑外務省がそういう姿勢だった

本当に︑非常に重要な取極だと思います︒今まで沖縄の返還

取極﹂とかそこらへんについてはほとんど素通りされているよう

河野

みたいです︒

てはかなり過大な負担を約束することになるから︒

な感じで来ていましたので︑非常に重要なところだと思います︒
伊藤

そういうことですね︒

アメリカ政府との約束にしてしまうと︑当時の日本側とし

あったということです︒だから︑あんまり表に出ない事務的な検討

伊藤

それはできれば避けたいという流れなんでしょうかね︒

いや︵笑︶︒重要かどうかは知り寓せんけど︑そういう事実が

を私どもはやらされておったということでしょうな︒

河野

そういうことでしょうね︒ご存じのように︑あのときいろい

紅雲チスさんは︑防衛庁としてもその後︑いろいろ接触する

佐道

伊藤

いや︑カーチスさんは︑この﹁取極﹂をして帰っちゃうんで
そうなんですか︒

佐道

だから︑沖縄の返還の物の移動について︑﹁久保・カーチス

そうですね⁝⁝︒

があったんじゃないでしょうかね︒

庁関係の問題まで外務省が責任を負うのはかなわんという気持ち

ろ密約の問題とかなんとかありましたでしょう︒だから結局︑防衛

機会はあったんですか︒

伊藤
す︒

このためにのみ来ているんです︒

伊藤

．

そうなんですか︒

取極﹂に関係するのは本当に最後の段階なんですね︒最初の頃ば︑

﹁

だから︑その後は接触はぜんぜんありませんでした︒

宍戸さんとカーチスさんがやっているみたいです︒ただ︑その頃の

．

交渉団主席軍事代表という肩書きは︑このカーチスさんに

佐道

記録というのは何もないみたいですね︒

力ーチスさんのために作ったみたいですね︒

じゃあ︑久保さんは宍戸さんのあとを受けて入ったという

伊藤

伊藤

ことなんですね︒
か︒

さんと代わったのは⁝⁝︒

沖縄の司令官とかそういう立場の人は入っていないんです
伊藤入っていません︒だから︑大使館に派遣されてきているんで

佐道

局長が代わるわけですからね︒あれはいつだったかな︒久保

す︒いわゆる返還にあたって外務省との窓口という形で来たんだ

る？

宍戸さんという方は︑そ一のあと官房長から次官になられ
けれども︑具体的なことは外務省が分からんものだから防衛庁で

河野

ついている肩書きですか︒

河伊佐伊佐
野藤道藤道
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所を辞めるとき︑長官が送別会をやったんですよ︒これは永田町の

けども︑ただ︑彼は物凄く不満だったみたいですね︒彼が防衛研修︑

よね︒あれがどうしてああなったのか︑僕はちょっと分か込ません

伊藤

佐道

伊藤

官房長から今度は防衛研修所の所長になって辞めるんです

なってませんでしたっけ︒

ならないんですよ︒

んからねエ︒まあ︑そんなところで︒

に長い間︑防衛庁・自衛隊を育ててきたというところはありませ

だから勉強はしたでしょうけども馬海原さんとか久保さんのよう

じゃないですかね︒だから﹂︑何も分からんわけですよ︒真面目な人

かな︒局長というか審議官ぐらいで来て︑すぐ防衛局長になった人

あの人は︑警察庁から来たときは︑局長かなんかで来たんじゃない

伊藤

四次防の︑ですね︒はい︒

それで︑その四次防の決まるのが︑主要項目というのがひと

ば︑陸上自衛隊は戦車が二八○両とか装甲車とか︑海上自衛隊は船

つありますね︵﹃第四次防衛力整備五か年計画の主要項目﹄︶︒これ

伊．藤

河野

ですね︒

それで今度は︑いよいよ十月九日に例の主要項目が決まるわけ

それはない人です︒ないというのは︑無理もないんですよ︒

﹁料亭でやりましたけれども︑そのときの挨拶がね︒僕は今でも忘れ
ないんですけども︑﹁私がこんな形で防衛庁を辞めるとは思っても
．みませんでした﹂というようなことを言っていました︵笑︶︒自分は

当然︑次官になると思っていたんでしょうね︒
︑あの人は︑新聞記者に非常に評判の悪い人でした︒だから︑あの

頃は新聞記者なんかもいろいろ画策していましたからね︒そんな
のもあったんじゃないかな︒

を⁝⁝これはありませんでしたら︑焼いていただいてけっこうで

悪いというのは︑人間的にうまく人間関係が作れないよう

河野

す︑︵︻資料8︼︶︒

佐道・じゃあ︑ちょっと焼いてもらってきます︒すいません︒︵佐道

なところですか？
伊藤

氏コピーのため信州︶

とすいぶん変わっているわけですね︒

そうなんでしょうね︒それから︑例えばあの人は記者会見な

んかを物凄く嫌う人だったですね︒僕は当時︑広報課長の頃も︑何

河野

そうですが︒

伊藤

確かに︑四次防というのは︑最初の﹁中曽根構想﹂からみる

度か行って断られたことがありましたもの︒
佐道

だから︑そんなようなことでね︒まあ︑最後の頃の森︵喜朗︶

そうなんですね︒︵佐道氏戻る︶結局︑その最初の原因という

伊藤

んがう増原さんのあと長官になったということもあるでしょうね︒

のは︑﹁中曽根構想﹂をつぶそうとした海原きんに最も近い西村さ

ああ⁝⁝︒

だから︑﹁あんなものは問題になりませんよ﹂︑てなことを言ってお

︑

佐道

話もしません︒という感じなんでしょうか︵笑︶︒

られたんじやないでしょうかね︒なもんだから︑ここでみると分か

さんみたいなものなんじゃない・でしょうかね︒︵笑︶

河野

生理的にそういうのがお嫌だという方もいらっしゃるでし

のが始まっているわけです︒だから︑このとぎには西村さんが長官

りますように︑四十六年の十三には︑すでに五千億修正作業という

佐道

そうですね︒

ょうけども︒

伊藤

西村修正案というやつですね︒

になっているわけですからね︒

佐道

ええ︒そして︑ざらにこれが四十七年になって四次防の大綱

例えば︑海原さんや久保さんと比べてはいけないのかもし
れませんけど︑日本の防衛体制はこうあるべきだ︑みたいなことを

伊藤

︑佐道

考えておられたんですか︒
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多くても倍以下にしてくれということを大蔵省が言っているか

四百億の倍以上になるじゃないかと言うんです︒だから︑どんなに

れはどうしてかというと︑四兆八千億になると︑三次防の二兆三千

大蔵省のことも︑このノート︵﹃伊藤ノート﹄︶を見ているとね︒そ

ょう︒四兆八千億でもなおかつ多いという議論が出るわけですよ︒

費が五兆二千億ですから︑それから五千億削ると四兆八千億でし

ら五千億減だと四華々千億でしょう︒五兆二千億というのは︑事業

すね︒︵笑︶

ので︑説明用かなんかに私がメモを作ったものかも知れないんで

伊藤

河野

す︒だけど︑あれを見ていると︑こういうことが当時︑問題になつ

んですね︒あれは何のために作ったのか︑まったく記憶がないんで

河野

覚えはおありで？︵佐道氏戻る︶

とって︑それに対してこうやって答えたということだと思います︒

伊藤

いや︑あるいは国会あたりで質問されるかもしらんという

それを調べてくれていたら︑あんなものが出てきたと言う

そうですが︒

の決定の段階になると︑もっと減るわけなんですよ︒五兆二千億か

ら︑ここらへんは金の問題だからどうでもなるんですけれどもね

伊藤

河野

そういう経過もあったみたいですよ︑これ︵﹃伊藤ノ﹁ト﹄︶

そういう計算なんですね︒

だいて︵笑︶︒久保文書だけじゃなくて︑本当に︒

佐道

それは本当に貴重で︒そうですね︒

伊藤．あったみたいなんですね︒だから⁝⁝︒

ということなんですか︒

それが︑おやめになるときに残していった箱の中にあった

を見ているとね︒私も忘れていたんですけど︑五千億削減案という

河野

︵笑︶いやいや︒考えてみると︑私はいいことをしたと思いま

佐道

のを作ったのは記憶があるんですよ︒それからそれをさらに減ら

伊藤

︵笑︶︒それで結局︑最終的には四兆六千三百億で決まるわけです︒

すということは︑私はそこのところがはっきりしてなかったんで

ったら︑まったくうろ覚えしかないんです︒会社に持っていった資

したのは︑こういう会に呼ばれまして︑防衛庁に残したものがなか

伊藤先生の残された﹃伊藤文書﹄も︑早く目録を作っていた

すけど︑﹁二倍以下に抑えろ﹂というのがどうも原因みたいです︒と

いうのは︑これはまったくどこにあったのか分からないんです．け

ね︒

佐道

幸いでした︒

ってくれ﹂と言うものですから︑それで置いていったんですけども

要るか﹂と言ったら︑当時庁丁番ができたばかりで﹁ぜひ置いてい

くしていなんですよ︒ただ︑とにかくダンボール箱に入れて︑﹁これ︑

いうのも︑急に行くようになったものだから︑自分で整理をまった

なんかば︑みんな残していっているんですね︒残していっていると

・れた資料だけを持っていっているんです︒こう︑いった自分のメモ

な資料だけを持っていったんです︒だから︑これはほとんど公にさ

その当時︑新聞社の講演を頼まれていましたから︑そのときに必要

料のなかにこういつた細かいものは一切ないんですよ︒ただ︑私は

ゼ︑これももし必要ならね︒﹁四次防に対して提起されている問題
先生︑これはぜひちょっと︒これはもう必要中の必要です︒

点﹂というのを︑私がメモ書きしているんです︵︻資料9一参照︶︒

佐道

︵コピーのため中座︶・

これも防衛庁に残されていた︒

一﹁平和時の防衛力﹂問題︑

河野

防衛庁に残されていたというのは︑僕はやめるときにダン

■田中首相と 久保構想

伊藤

ボール箱を六つ︑自分の持っているものを全部置いていったんで
すよ︒
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皆

ろに﹁田中首相は国防会議議員懇談会で︑四次防策定を機会に平和

ページ︑これとも関連するんですけど︑下から十行目ぐらいのとこ

なことを思い出すんですよ︑これを見ながらね︒四十七年︑一〇一

衛・再軍備問題﹄日外アソシエーツ︑一九八二年︶︒やつばりいろん

たのは︑新聞記事から拾っていただいたもの︵緒方事務所編﹃防

伊藤

河野

いやあ︵笑︶︒それから︑これは非常にありがたいと思いまし

ですねえ︒

あ．の記憶のいい海原さんがぜんぜん覚えてないと言うんですよ︒

らどうだ﹂というようなことを言ったかもしれませんけど︑ただ︑

のぐらいの量が平時には必要かというようなことも検討してみた

すね︒あるいは︑﹁平和時の防衛力﹂という言い方じゃなくて︑﹁ど

いかと思う︒だから︑懇談会の場ではそれは言ってないと思うんで

じゃないかと思うんです︒それがこの記事になっているんじゃな

うというようなことを言われたよ﹂というようなことを言ったん

実ば僕は嘘だと思うんですよ︒この時期はね︒これは︑そういうこ

ということで載っていますね︒これが十月の六日でしょう︒これは︑

あたって︑いわゆる久保さんの考え方が非常に強く出てくるわけ

とをいま覚えているかというと︑﹁平和時の防衛力﹂を検討するに

にしないか﹂ということを言われて︒それは︑どうしてそういうこ

私は︑そのことは非常にはっきり覚えています︒﹁もう打ち止め

とを言ったかもしらんけれども︑僕は海原さんに﹁﹃平和時の防衛

です︒

時における﹃防衛力の限界﹄を明らかにせよと防衛庁側に強く指示﹂
ノへ

力﹄を作れということを田中さんが言．つたのは︑懇談会の席上だっ︐

あと︑久保さんど二人で田中さんのところに挨拶に行ったんです

それで︑いま思い返してみると︑主要項目が決まった十月九日の

ったら︑﹁ぜんぜんない﹂と言うんですよ︒

を議論したことがあるんです︒そめときに︑まずいろんな戦闘状態

いうものは︑どのへんまでを考えたらいいんだろうかということ

んかといろいろ話し合っている中で︑﹁体日本は防衛力の整備と

伊藤

河野

久保構想

久保構想

ということですか︒

よ︒﹁ありがとうございました﹂ということとね︒そのときに田中さ

の段階があるわけです︒空爆があって︑それから﹁陸﹂が来るとか︑

たんですかね︒国防会議の席上だったか︑記憶ありませんか﹂と言

んが突然︑﹁久保君︑もうね︒防衛力の量は四次防で打ち止めに七た

いろいろあるわけですね︒その状態を分析してみますと︑まず核を

ちょっと待ってください﹂と言って︑﹁それは︑打ち止めというのを

は対抗できないということです︒それから︑大量の兵力を使って︑

使う一番激しい戦争があるわけですね︒これはもう絶対に自衛隊

がね︒久保さんと私が各幕僚幹部の防衛部長な

らどうだ﹂ということを言ったんですρそれで久保さんが﹁いや︑
打ち出されてもちょっと困るんだ﹂ということを言って︑そのとき．

いわゆる全面戦争みたいなもの︑これも対抗できないから︑これら

そこで日本ができるのはどういうことかというと︑当時はソ連

にね︒ただ︑問題点にもありますけど︑どこまで増えるか分からな
うことを田中さんが言いましたね︒﹁じゃあそれを検討いたします﹂

ですね︒ソ連が︑ほとんど準備をしないである日突然︑日本を襲っ

はアメリカに頼む以外にないと︒

と言ったのは︑久保さんなんですよ︒僕はそれを聞いているんです︒

てくる︒そういうものに対する抵抗力︑それから国内の治安出動ね︒

いという国民の不安に︑何か答えなきゃいかんの﹂じゃないかとい

ところが︑海原さんはそれを聞いてないと言うんですよね︒だから︑

ここらへんぐらいが日本のできるところではないだろうかと︒じ

えないんで︑当時から偵察衛星なんかも飛んでいましたから︑とに

ゃあ︑﹁ある旧突然﹂と言ったって﹁ある日突然﹂ということはあり

おそらく久保さんと私が行ったときの話だと思うんです︒
それで︑おそらくこれは久保さんが懇談かなんかのときに︑﹃朝︑
日新閥﹄の篠原︵宏︶さんが来たときに︑﹁﹃平和時の防衛力﹄を考え︑
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知されないで準備して来られるというのは二週間程度だろうとい

衛星で分かるはずだと言うんですね︒ほとんどそういう情報に察

かく半年とか一年後の大攻勢を準備するためには︑そういう偵察

ゃないかというような感じが強かったわけです︒募集制度のもと

かったものですから︑それは増やすといっ．たって限度があるんじ

ンドの範囲内で︑適切に﹂なされる︒この頃は人がほとんど取れな

ございますでしょう︵以下︻資料10︼参照︶︒それで︑﹁平和﹂という

算委員会で発言するんです︒﹃防衛庁長官発言要旨﹄というものが

んです︒そして︑ここにも書いてありますように︑防衛庁長官が予

rそれで︑差し上げました﹁平和時﹂の防衛力︵﹃防衛庁長官発言要
旨﹄︶というものを作って︑これは田中さんのところでも話をした

形になってくるわけですね︒

れたものが必要ではないかというのが︑﹁平和時の防衛力﹂という

衛もできる︑それから防空もできる︑そういった全体的に調和のと

る之︐いわゆる隙間のない︑例えば情報も取れる︑あるいは海峡防︑

日本だけだととてもできない︒しかし︑全体の兵力というものを見

それは米軍が助けに来るまでのあいだ持ちこたえる力であって︑

ものを考えていけばいいんじゃないかと︒その常備軍といっても︑

いうようなことから逆算していって︑そしていわゆる常備軍的な

連の海軍が集めうる︑準備できるのせどのぐらいの兵力だろうと

二個群︑それから外航に二個群という︑それをそういう形で平時に

は海上自衛隊ができた頃の構想なんですけど︑内航の船団護衛に

返すと︒除隊しますからねっそんなようなことで四つあると︑これ

次で︑三つ目が最も技術の進んだのと同じような条件︑それを繰り

群は非常に初歩的なものであって︑それから少し進んだのがその

に極端なことを言うんですけど︑一つの護衛隊群は完全に戦闘が

つの護衛隊群しかないんですよ︒四つの護衛隊群というのは︑非常

の地方隊のほかに護衛隊群を五つ欲しいと言うんです︒当時は四

少ないということがなんか常識みたいになつとって︑﹁海﹂は五つ

増やす必要がある︒これは中曽根さん以来︑海上自衛隊は少ない︑

いと︒五つの方面隊と十三個師団と十八万でいいと︒海上自衛隊は︑

決まらなかったんです︒それで︑陸上自衛隊は現在︹の規模︺でい

いうのがありますけど︑これは字で書いてありますのは︑最後まで

そこで︑その次の最後のところに︑じゃあ兵力はどのぐらいかと

では︑これ以外しょうがないということだった︒

のはこういう状態で︑その﹁平和時﹂でも防衛が必要か理由という

おける編成としてあったんだけど︑どうしてももうひとつ欲しい

う判断を︑久保さんは下されたわけです︒それで︑二週間の問にソ

のは︑そう簡単に防衛力というのはできるもんじゃないからやっ

と言うんです︒これは本当に幕僚長と最後までやりあったんです︒

は︑わが国の防衛上必要とされる基本的な機能︑組織を備え﹂てい

それから﹁第三に︑このような﹃平和時﹄の防衛力の性格として

昭和五十一年三月〜五十二年九月︶︒それで︑どうにも﹁うん﹂と言

伊藤

佐道

海上幕僚長︑中村悌次という人が物凄くがんばって︵在任︑

海上幕僚長と？

できるような状態まで訓練が進んでいる︑それから一つの護衛隊

ておく必要がある︑というようなことですね︒

るというようなことですね︒それから︑教育訓練とかなんとかがあ

わないんですよ︒それで最後に︑久保さんと田中さんのところに相

中さんが︑﹁それなら少し幅を持たせてもいいじゃないか︒あんま

るわけですけど︑この中に例のコ％以下﹂というのが書いてある

りピシッとするより少し幅を持たせておいたがほうが︑かえって

談に行ったんです︒それで︑﹁どうしてもきかない﹂って言ったら田
ありますね︒

んですよ︒

河野

その次のページね︒﹁第四に︑﹃平和時﹄の防衛力については︑・

﹂いいかもしらんよ﹂というようなことで決まったのが︑四ないし五

伊藤

憲法上や政策上の制約があるほか︑特に経費がGNPの一パ．ーセ
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なんですよね︒

︵笑︶︒だから︑国会の議事録にもないんです︒そんなようなことで
した︒

河野

これは結果的には四にしておいてよかったと思うのは︑今でも
四ですね︒これを五なんかいったち︑まずこの当時は人がまったく

けですね︒

党内がまとまらない︒

党内がまとまらない？

いいと言ったんですよ︒

じゃあ社会党は︑楢崎さんは︑当時はこれでいいと言ったわ

足りないんですよ︒それから今になってみると︑今度は五つの群を
作るお金がないですよね︒昔は自衛艦一隻が三〇億とか︑せいぜい

三五億ぐらいでしょう︒今のイージス艦なんかは百億以上ですか
らね︒

楢崎さんは当時︑社会党の国対委員長かなんかですか？

じゃなくて︑彼が質問したんじゃないかな︒あ︑質問したの

たかもしれないな︒

ああ︑そうそう︑千四百です︒一番最初のは千二百億でした

佐道．いや︑千四百億ですよ︒

伊藤
そうです︒最初のは千二百億で︑今は千四百億です︒

はあれかな︑上原康助︹当時︑沖縄県選出社会党代議士︺さんだつ

佐道

河野rああ︑なるほどね︒

伊藤

だから︑今のは金の面でできないでしょう︒だから︑︑結局四

つで十分だったんですね︒四つでも四苦八苦しているぐらいだと

らもうひとつ︑なんか面白いと思ったのは⁝⁝︵資料を探して︶⁝

るんですけど︑今度は﹁3K﹂じゃないけど︑船乗りになりたがる

伊藤

佐道

というのは︑四苦八苦しているのは︑今は人はわりあい集ま

そうでしょうね︵笑︶︒

たんです︒

それで非常に懐か聡かったんで︑これもお話ししておこうと思っ・

上自衛隊が練習機にL90を採用した経緯をどこかで見たんです︒

⁝これは︑この中で見たんじゃないかという気がするんですが︑海

L90という飛行機を輸入するんですよρ計器飛行練習機ね︒その

ときに三菱重工は物凄くMU2を売り込んでいたんです︒それで︑

陸上自衛隊がそれを買うことになったんだけど︑海上自衛隊の計

楢崎弥之助︒

ーC90と決め︑米国から輸入することを正式に決定した﹂とあるで¶

二月のところに︑﹁防衛庁は四次防の計器飛行訓練機をキングエア

器飛行の訓練用にもこれを買えということを︑さかんに言ってく

佐道

弥之助さんが︑﹁平和時の防衛力﹂というのはけっこうだと

﹂ これが取消しになるんですよね︒これを撤回する答弁をするわけ
です︒これはどうしてかと言うと︑確かメモに書いてあったと思う

伊藤

しょヶ︒一九七三年︑h昭和︺四十八年の十二月︵前掲﹃防衛・再軍

るわけですね︒それで︑ああ︑ここに書いてある︒一〇二ページ︑十

最初︑言っていたんです︒ところが︑社会党の中で﹁いやあ︑あれを

れで︑これを防衛庁で採用してくれというので︑当時の牧田社長が

当時︑三菱がMU2という小型の飛行機を国産したんですね︒そ

備問題﹄参照︶︒

んですけど︑楢崎さんがですね︒

これは︑二月の一日に発表になりましたね︒そして二月の十二日に

それで︑増原さんが予算委員会でこれを読み上げたわけですよ︒

のがいないわけですよ︒．そんなことが﹁平和時の防衛力﹂︒

ちょっとそこのところは記憶がありませんけどね︒それか

思うんですけど︒

伊藤

な︒

伊佐伊河伊
藤道藤野藤

認めると社会党が自衛隊を認めたことになる﹂と言うの︒それでは

いかんというので︑全部白紙撤回というので速記録かちも削つち
︐やったんです︒だから︑この文章は本当に幻の文章になつちゃった
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2001年10月11日
回
繊

強く推したんですね︒ところが︑海上自衛隊は本当はL90が欲しい

うようなことを盛んに言いましたね︒

えないわけです︒それで僕は︑練習航空隊に行って﹁本当はどっち

をずいぶん顧問で雇ってくれるでしょう︒そんな関係もあって言

のときだから︑それはおかしいじゃないかということ︒緊張緩和の

ような状況だという雰囲気だったですね︒相互共存のような思想

だんだん核戦力が膨大になったものだから︑とても戦争できない

それから二番目が︑緊張緩和に逆行するんじゃないかと︒あの頃︑

がいいんだ﹂と言ったら︑L90というのを輸入してくれと言うんで

傾向を認めるなら白紙に戻せというよ︑つなことですね︒それから︑

のにそれが言えないんです︒三菱重工なんかはや．めた将官なんか

す︒それでこの輸入に決めたんですけどね︒産軍癒着というけど︑

る問題点として︑先ほど来︑私が申し上げたの之同じように︑長期

伊藤

河野

防衛費が多くなれば防衛力も大きくなるはずだと言うんで

そうですね︑GNPがどんどん増えているわけですからね︒

ですね︒だから︑防衛費がどんどん増えていくからね︒

GNPの一％以下というのは歯止めにならないというのは︑日本

計画ごとに二倍になっているじゃないかというのが当時︑非常に

いろいろそういう関係が出てくるわけですね︒

マスコミで言われたんです︒それはまさにそのとおり︑ここ︑に書い

す︒ただ︑これは当時とし﹂ては非常に人件費なんかで食われていた

は高度経済成長期で︑当時︑世界で二番目だというようなことなん

てありますように︑一次防は全体のお金が出てないんです︒ところ

ということはあるんですけどね︒

そこで︑四次防の今のを申し上げますと︑四次防に提起されてい

が二次防は︑三十七年度の予算を基準にして︑それから毎年一九五

これも二倍になっている︒それから三次防だと︑二兆三千四︑百億の

確か結果的にみると五千億ぐらいになっているんですねρだから︑

千億になっているんです︒それで︑一次防は三年間なんですけども︑

伊藤

佐道

あんなようなこともあったんでしょうね︒それから︑爆撃装

ありました︒

のときに国会で問題になって︑とりはずしたことがあるでしょう︒

撃装置があると言うんですね︒F4の爆撃装置を久保さんが局長

それからFSlT2改が憲法に違反した兵器だというのは︑爆

プラスマイナスニ百五十億です︒だから︑また倍になっているわけ

置があるから︑よその国に行って爆撃できるというようなご乏な

億〜二一〇億の範囲内で増やしていくというので︑これが一二二

ですね︒それから︑四次防になると今度は四兆六千三百億でしょう︒

んですよね︒

あとにナイキ・ハーキュリーズを採用したでしょう︒ナイキ・ア

い質問をしたことがあるんです︒国会で︑ナイキ・アジャックスの

がいますね︒あの人のお父さん︵横路節雄・社会党代議士︶が面白

これはおかしな話ですけど︑今の横路︵孝弘︶さんという代議士

だから︑この調子でいくとどこまで増えるか分からんじゃないか
というのが︑当時のマスコミが問題点として指摘していたもので
すね︒

それから︑防衛力は非常に質的に変化しているということで︑い
．わゆる四次防が決まってないということで予算を止められたの

は︑FS−T2改というのは︑練習機を改修して今のF1の飛行機 ジャックスというのは︑到達距離が四五キロなんです︒ハーキュリ

ーズは一三〇キロあるんです︒それで︑ハーキュリーズを稚内に持

っていって樺太に向かって撃ったら攻撃兵器になるじゃないかと

を作るんです︒これはそれま︑では86Fでやっていたんですね︒それ

が新しく︑ずいぶんよくなった︒それからF4EJで︑それはご存

んなようなことでこれがあったんだと思います︒

いうような議論なんかも︑国会でやったことがありますね︵笑︶︒そ

じのようにF㏄が五億円なのが二〇億円になるわけですから︑物
ユ
凄くよくなっている︒まず上限を決めてから四次防を決めうどい
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佐道

これは四次防の議論をされているときに︑これを書かれた

んですかね？
伊藤．でしょうね︒

ね︒

・それから四次防は︑田中さんが﹁四次防でやめたらどうだ﹂と言

だから︑中曽根さんは盛んに﹁十年後の目標を目指して五年後﹂と

うようなことも頭にみったかもしれませんけども︑必ずしも四次
︑防が最後のものじゃないということを言ったんだと思いますね︒

のどきにまた大きな問題になってくるんですけども︑この当時か

言っていたでしょう︒それで︑そんなこともずっとその後も言って

結局このGNP一％というのは︑あとに大綱の問題とか︑そ

らGNP一％というのは歯止めになるとかならないとかいう議論

はいるんですけれども︑だんだん五千億減ね︒さらに四兆六千億に

佐道

があったということですか︒

なったから︑とても十年後にそんなものができると思わないもん

あったみたいですね︒だから︑それに対する説明が次の資料

伊藤

だから︑こんな説明になっているんじゃないでしょうかね︒

も︑日本の防衛力というのはまだ完成しているんじゃないんだと︒

緊張緩和の問題については︑︑確かに緊張は緩和しているけれど

ないということを言っているんだと思うんですね︒

が戦略爆撃機とか大陸間弾道弾なんかに結び付くようなものでは

それから︑質的な変化が︒これは軍事技術の問題で︑質的な変化

に出ているんです︒それに書いてありますけど︑日本にはいろんな

制約があるから︑そんなに強大にはならない︒それからGNPの
そうですよね︒だから︑まだできていないわけですから︑や

一％以下というのは︑﹁平和時の防衛力﹂との関係もあった⁝⁝︒

佐道
伊藤

建設途上にあるんだから︑必要最小限のものは作っていかなきや

つばり⁝⁝︒

これだけの予算だけれども︑GNPの○・八％程度で推移するな

ならんというようなことを言っているわけですね︒

だから︑四次防ができたあとでしょうね︒つまり︑四次防は

んていうことが︑四次防の説明の中に書いてあるんです︒そんなこ

けどね︒これはあとで読んでください︒まず︑防衛力の限界では︑．

それで︑疑問に対する説明文を私が角い︑ているみたいなんです

を検討するのに︑周辺諸国の軍事力は検討しなきやならんのだと

いてあるのはその説明だと思うんです︒その必要最小限の防衛力

﹂それから︑周辺の緊張緩和によって周辺とも仲良くするんだか
ら要らないどいうようなこどもあったんでしょうけど︑ここに書

とが問題になったんですよね︒

数字で表現するのは難しいというようなことを言っています︒そ

いうので︑この

河野

ソ連です︒このときは︑中国はまったくなかったですね︒

この﹁周辺諸国﹂というのは︑やはり中国？

■極東の緊張とその備え

が非常に好きな言葉で︑盛んに使っているんですね︵﹃伊藤ノー

というのは久保さん

れから︑これはずっと前から言っているんですけど︑我が国は憲法

ト・説明﹄より︶︒

侵略の．意思と能力の結合

rの問題︑非核三原財︹という制約がある︺︒それから︑この頃は適齢
人口が少ないというのが非常に大きな問題だったんですね︒だか
ら︑徴兵制をやらない限りはもう増えないんだっていうこと︒それ．

から防衛費が少ないということですね︒さらに︑長期計画ごとに二
︑倍になるというのは︑﹁金は二倍になっているけど防衛力が二倍に

すね︒結局︑四次防が決まったあとなもんだから︑﹁平和時﹂の防衛

伊藤

なるというようなことではないんです﹂というような説明なんで

力というのをやりましょうというようなことだったと思います
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挑

伊藤

河野

中国は︑この頃は台湾にアメリカが力を入れていましたで

まったくない︒

ならんと︑しかし︑現時点においては︑まず陸上の兵力は日本に渡

伊藤

は？

それは︑仮に南北統一になった場合には大いに考えなきゃ

しょう︒だから︑ぜんぜん中国なんか考えたこともなかったですね︒

の間でゴタゴタがあって︑中国が北朝鮮を援助して馬朝鮮戦争のと

す︒だから︑そういうことはあんまり考えてませんつただ︑飛行機

は﹁海﹂は非常に弱いですからね︒むしろ北朝鮮より弱いぐらいで

ってくる能力はないという判断ですね︒海軍といいますか︑あそこ

きのように問題が日本のほうに来るかも知れないということは当

の問題はありますね︒けれども︑飛行機については米軍が向こうに

ただ︑こういうことはありましたよ︒中国といいますか︑南北朝鮮r

時言っていましたね︒﹁三矢研究﹂なんていうのは︑まさにそういう

いますから︑韓国の飛行機が来るということは心配していません

し︑防空戦欄機について憶韓国まり優秀なのを日本が持っていま

想定のもとにやった研究ですからね︒

佐道

すから︑そういう点はあんまり不安感というのはありませんね︒

島事件﹂とかですね︒あどの記録をみると︑本当に危ない寸前まで

六九年に中ソが武力衝突を起こしましたですよね︒﹁ダマンスキー

ら緩和されていった時期だと思うんです︒その前の段階で︑例えば

ましたから︑日中関係でいえばそれまでの非常に緊張した関係か

考慮とか︑そういうことは考えられてきていたのでしょうか︒

とではなくて︑いわゆる破壊工作的なこととか．に対する懸念とか

けですけれども︑実質的な軍隊が上陸して何かをやるとかいうこ

も︑ちょうど小渕さんのときに例の不審船の問題とかがあったわr

いま特に核の問題と並んでテロの問題が心配されていますけれど

ちょっと逸れるんですけど︑いま中国のことが出たついで

にお訊きするんですけども︑中国でいえば︑この四次防の時期はち

佐道

行ったみたいですけれども︑当時︑防衛庁としても︑中ソの紛争が

伊藤

もののついでにお訊きしますと︑北朝鮮の問題については︑

ょうど七二年に田中さんの内．閣ができて︑九月に国交正常化をし

これ以上拡大して日本にも何らかの形で波及するかも知れないと

いうことが盛んに言われておった時期には︑北朝鮮の工作船みた

ろうというような︒そんな感じばありました︒だから︑むしろ不安

北朝鮮がやっていると︑韓国の日本に対する圧力も少なくなるだ

中ソが仲が悪いと︑日本はむしろ安全圏の中にある︒それから︑南

は安全だという感じがありましたね︒だから極端なことを言うと︑

伊藤

てレーダーサイトを守るかというようなことも︑いろいろ計画は

で︑レーダーサイトのそばにある陸上自衛隊がどういうふうにし

ておるんですけど︑それだけではとてもできないだろうというの

ら︑航空自衛隊のレーダーサイトは航空自衛隊員が警備にあたっ

性というものは否定できないという考え方はありましたρですか

いなのがゲリラを送り込んで︑レーダレサイトなんかを襲う可能

それを考えた時期はありましたね︒というのは︑間接侵略と

か︑そういった考慮とか︒

定の中でああいった対立関係があるということが︑日本の防衛力

立てて検討していました︒

ええ︑それはもうずつど前からありましたね︒

るのですか︒

それはなかったですね︒むしろ中ソが仲が悪いほうが日本

整備上は有利だという判断でしたね︒一般の考え方とその点は違

佐道
佐道

伊藤

すいません︑ちょっと横から割り込みまして︒

じゃあ︑それはけっこう前からそういうことはなされてい
うかもしれませんね︒

力というのも︑韓国は北朝鮮の正面を向いているわけですけども︑

佐道

いまチラッとおっしゃいましたけども︑例えば韓国の軍事
可能性の問題としてひとつの考慮すべき要素だというようなこと
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かち︑いま盛んに治安出動︑治安出動と言っていますけれども︑治

そうです︵笑︶︒

社ではもう倒産なんだ．そうですね︒

すると︑これはよく言われたのは︑人件費が五割なんでいうと﹁会

いだったんですね︒今でもそうかも知れない︒今は四割ぐらいかな︒

安出動というのは今まで一度も発動されたことがないでしょう︒
佐道

だから︑そんなのはね︒

ただ︑もう今はあんまりそれがなくなったみたいですね︒だ

今後もあるのかということになると︑私もよく分からないんです︒
伊藤

伊藤

今度の自衛隊法の改正案では︑警備行動というのがあるでしょう︒︑

伊藤︑︵笑︶そうそう︑これはよく言われました︒それから︑装備品

佐道固定費がそんな起大きくなったち︑どうしょうもない︵笑︶︒

それからこの間︑私はちょっと間違ってご説明．したのは︑治安出

が高い理由は︑そこに書いてありますように︑物価の値上がりのほ

あれは総理大臣が発令できるんですね︒

動というのは県知事からの要請が必要だといヶことを申し上げま

かに性能向上︑これが非常に高いんですよね︒だから︑イージス艦

のは︑船で普通だと五〇億くらいでできるようなものですね︒だか

したけど︑あれは間違いで︑総理大臣も出せるんですよ︒それから
その両方ですね喝

ら︑載せているものが高いんですね︒だから︑両方とも増やすとな︑

なんていうのは︑載せているものが高いから千二百︹億円︺︒あんな

佐道

だから︑そこのところは私が間違ったわけなんです︒

ると一﹁％ではとても足りないから︑質に重点を置く以外にないと

県知事の要請でも出せると︒その両方あるんですね︒

伊藤

いずれにしても︑治安出動しても国会の承認とか云々の問

．

佐道

−河野

いうことですね︒

伊藤

うにシフトするという含みなんですね︒

題がありますから︑治安出動というのは大変な事態ですよね︒
まさに北朝鮮の問題なんかはあったんでしょうね︒というのは︑ご︑

伊藤

かは運用なんですというようなことを言っていますね︒それから︑

そういうことですね︒それから攻撃的兵器か防御的兵器か︒

いずれかを選ばなければならないというのは︑もう質のほ

存じのように当時は︑予備隊ができたのはいわゆる朝鮮戦争の最

これは国会でも答えているんですけど︑はっきり攻撃的兵器とい

そうですね︒だから︑治安出動というのを考えていたのは︑

中でしょうゆこれは大変なことだということで治安出動というよヒ

えるのは︑戦略爆撃機とICBMのようなものしかないと︒そのほ

予備隊令から保安隊になって防衛庁設置法と自衛隊法と両

うなことが当時︑考えられたんでしょうけどね︒

ｲ道

それから︑爆撃装置︒これはファントムの問題があったせいで︑

FSってこれはF1のことですけど︑．今ある86Fを変えるだけで

そうですね︑ええ︒麻生さんがずっと法規課長でね︒

こんなごどが出る

方︑できていきます︒これはちょっと確認になるんですけども︑．法

伊藤

法規課長をやっておられた︒

や陸上兵力を爆撃するんだから必要なんだということですね︒そ

あって︑性能はもちろん向上するんですけど︑三十年前のをそのま

佐道

ええ︑全部やったと思いますね︒私はその自衛隊が発足した

律の制定にあたって全面に出たのは︑やっぱり麻生︵茂︶さんだつ

伊藤

の次にF4E〜戦闘機の爆撃装置の撤去︒これは︑・上三哲さんが参r

ま造ってもしょうがないじゃないかということですね︒

︐︐ときに来たんです︒だから︑法案そのものは知らないんです︒作る．

議院の予算委員会で要求するんですよ︒それで久保さんとのやり
取りの問で激昂しちゃってね︒

んでしょうけれども︑上陸してぐるときの艦船

過程はね︒そんなようなことです︒

たわけですかね︒

」、

だから︑防衛費の増加については︑人件費がとにかく五〇％ぐら

／
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佐道

上田さんが︑ですか︒

点があるんです︒それは︑久保さんは﹁平和時の防衛力﹂というの

は︑いろんな機能を考えて一応これだけ持っておれば完結性があ

ええ︑上田さんが︒それで田中さんもかばったりしたんです

伊藤

は実はそうじやなくて︑本当は軍事的な合理性からするならば︑こ

るような自衛力だということを説明したいと言うんですね︒で︑僕

った︒これはバカ麻たいな話ですけど︑外しておいて結果的にはま

−れだけ必要なんだけれども︑いろんな政治的な問題も予算的な問

けど︑どうしても審議が進まなくなったので外すということにな
たこれをつけるんですよ︒だから︑今はみんな付いているんですね︒．︐

題もあるので︑ここまでやって必要があれば伸ばすんだというよ

うな説明のほうがいいんじゃないかと言ったら︑久保さんはそれ

外したのをみんな置いといて︑何年か経ってまたつけちゃうわけ
ですよね︵笑︶︒

は採用しなかったですね︒その点がちょっと違う点だったけど︑考

なんていうのは﹁制服﹂サイドからすれば多々ますます弁ずで︑多

でも︑本当になんでそんなことを問題にするというのもあ

ければ多いほどいいんだから︒

佐道
伊藤

佐道

えてみるとそのどちらがいいのか分かりませんけど︑結局︑軍事力

供じみていると思うんですけど︒だから︑最近思うのは︑結局あの

構想が﹁制服﹂の方々から批判される︑まさにそのポイントになり

れですけども︑おかしな話ですよね︒

当時の社会党的な発言を繰り返しているのが土井︵たか子︶さんな

ますよね︒

そうなんですね︒

おかしな話ですねえ︒私なんかもちょっと考えてみると︑子

んですね︒いつになっても進歩しない人だなと思って見ているん

伊藤

これで完結性を持って云々ということも足りないし︑有事

ええ︒ただ︑今おっしゃった点は︑久保さんの基盤的防衛力

ですけどね︵笑︶︒

佐道

になったらどうするんだと︒ということで︑有事になったら拡張す

佐道

本当にそうですね︒

河野伺っていると︑﹁平和時﹂の防衛力って馬考え方そのものはだ

だから︑その後の国防会議の議員懇談会あたりで︑あるいは﹁平和

伊藤

河野

伊藤

ええ︒海原さんは︑四十七年の十一月にやめているんです︒

それが出発ということですね︒

そうですね︒出発はそれなんですね︒

メリカが空爆をするんだって一ヵ月かかっているわけでしょう︒

有事即応なんていうのは︑ありえないんですよね︵笑︶︒例えばア

わげ︒有事即応だってねゆ

余裕を一年間と言うものだから︑余計︑海原さんがカッカしちやう

伊藤

できるわけがないじゃないか︑という︒

るんだと︑エクスパンションという理論が出てきて︑そんなことが

いぶ前に言われた通り︑先生と久保さんが田中首相と会って︑その

時﹂をやったらどうだということを田中さんが言っているかもし

その間にいろいろ情報を取ってやるわけですからね︒それから船

中で出てきたということ︒

れませんね︒海原さんは記憶がないと言うんですよ︒だけど︑私は

はあそこまで出すわけですからね︒ただ︑私が有事即応で非常に感

ああ︑フォークランドね︒あのときにびっくりしたのは︑と

フォークランドですか︒

というのが︑海原さんから出てくるわけですね︒それでその

覚えているんです︒それでやるわけですからね︒それで︑こういう

河野

心したのは︑アルゼンチンのなんとか島ρて︒
・伊藤

文章まで作って田中さんの了承を取ってね︒国会で発言するわけ
この﹁平和時の防衛力﹂について久保さんといろいろ話をしてお

ですからね︒

ったんですけどへ私は久保さんとひとつだけ意見が合わなかった
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にかくフォークランドで紛争が始まって三日後にイギリスの船は

ですね︒四次防のときにそれは︑私のこのノートが三冊あるぐらい︑

綱を実際にやっているのは︑西広︵整輝︶君なんかがやっているん

︑︑西広君は当時︑私の部下でおったものですから︑彼は防衛課長にな

大蔵省とか国防会議の説明で本当に精力を使い果たしたんです︒︐

港を出ているんですよ︒
︑︑河野 三日後ですか︵笑︶︒

ってあの苦労を五年ごとにやるのはかなわんと思ったんですね︒

三日後にね︒だから︑これは凄いなと思って︒さすがにイギ

・リズだと思ったのは︑補給物品なんかは積んでないわけです︑三日

それで︑﹁大綱﹂という大枠を決めておいて︑あとは単年度の予算で

伊藤
間だから持てないわけでしょう︒それで︑船だけは出ちゃって︑あ

今度は単年度でもなかなかきついというので︑中業という形︒それ

いくということになっていたんですよ︒それでやっているうちに︑

だから︑その点は︑イギリス海軍というのは凄いなと思ったわけで

が藤井︵一夫︶君の頃になるわけですかね︒

との補給艦が追いかけてきて︑とこかでそれを積み込むんですね︒

すね︒

佐道

へ

年次防というのは︑基本的に五年なら五年忌長期計画で︑そ

佐道

﹂の五年に亘る予算の枠組みを決めるという話ですよねρそれをや
めて︑あとは大綱なりを作って基本的には単年度方式でやると︒だ

ぞうですね︒確かにそうですね︒・

河野︑対応力が︒

けど︑その単年度ではあまりにも大変だから︑三年とか五年とかで

中業

三日後には出ているんですよね︒余談ですけど︑そんなこと

伊藤

から

庁の中の計画としてやっていこうと︒

﹁中期業務見積り﹂というのを作ってやっていくという形になりま
．すが︑年次防のような閣議決定とかそういうことではなくて︑防衛

がありましたね︒．

年次防

佐道︑八○年代にまた閣議決定になってしまいますけどね︒

■

長期計画になるのですね︒

そうです︒

佐道．この文書の中の先生の︑﹁必要最小限の防衛力﹂︵﹃伊藤ノー

伊藤

伊藤

ト・説明﹄参照︶という︑これが﹁平和時の防衛力﹂ということにつ

防衛力の整備に関する予算の仕組みに関しては︑七〇年代

それは結局︑オイルショックがひとつの契機ですね︒オイル

ても︑それこそ山中︵貞則︶さんになってから減らすようなことだ

があるでしょう︒そうすると結局︑整備計画を五年間のを作っ乏っ

ショックがあったものですから︑人件費が三〇％も上がった時期

伊藤

に変化があったわけですね︒

佐道

それはもう前ですねっこれは四次防が終わっ充時期ですねO

期になると五年先を見通して予算の規模とか整備計画を作るとい

つたでしょう︒そうすると結局︑陶酔計画を作っても︑こういう時

伊藤中業というのは︑その前に大綱が出てくるわけですよね︒あ

うことが意味があるんだろうかという議論もありましたね︒

直後ぐらい︑かも知れないですね︒．

の大綱が出てくるのがまたいろいろありましてね︒結局︑僕が大綱

佐道．それは防衛庁の中にあったわけですか︒

佐道

・伊藤

ということなんでしょうね︒

についてのはぜんぜんないので︑だからそれが出てくるよりは前

ろいろありますけど︑このいわゆる四次防が決まったあと︑今度は．．
︑中業︵中期業務見積り︶方式になっていきますよね︒その中業とか

ながウていくと思うんですけども︑四次防は最小限度の云々とい︑

、

を自分でやったのは︑部外に対する説明はやらされたんですよ︒大
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どうなんでしょう︒大体大蔵省は自分のところですべてを決めた

佐道

移っていくようになるんですね︒

がめちゃくちゃになつちゃった︑ということがきっかけで大綱に

ともあって︑ひとつは説明がうるさいということと︑それから予算

内部としては非常に不満が残っているわけです︒そんなようなこ

のはないんですよ︒みんな物足りないわけですね︒これは防衛庁の

四次防までは最初の計画は︑全部完成されている長期計画という・

ときにでも差し上げてもいいと思うんですけれども︑一次防から

伊藤

防衛局長になっていませんでしたから分かりませんけど︑西広君

伊藤

佐道 やっぱりここは︑これまでの方式はやめようよというのは︑
と
大蔵省のほうもそれは乗ってきたと？

伊藤

るか分からないと︒

ショッグはあるし︑防衛予算自体も膨れ上がってきていてどうな

佐道

したね︒

ているわけですから︑大蔵省は最初からそういうのは嫌っていま

カとの関係なんかもあったと思いますけどね︒それからずっと来

中であったんです︒それからもうひとつは︑これはこの次の

いと思っているので︑よそで勝手に︑例えば長期間の予算の枠を作

あたりの話を聞くと︑もちろん乗ってきています︒大蔵省も︑海原

伊藤

だから︑防衛庁がやっているいわゆる年次防方式みたいな

それはもちろんそうです︒

て︑利害関係がみんな一致したんでやろうというよいつなことだっ

って﹁いたところがあったでしょうからね︒だから結局︑事務的に見

乗ってきたと思いますね︒そこらへんのところは︑私はまだ

そうそヶ︒

やっぱりここでちょうど先生がおっしゃるように馬オイル

ってこられるなんていうのは︑基本的には性格的には嫌だと思う

さん時代に︑参事官会議でいろいろやられるのがおっくうだと思

佐道

たのでしょう︒しかし︑結局は長期的な計画がないといかんという

先生がさかんに交渉された︑例えば大蔵省なんていうのは

んですけども︒

形で五年間︑大蔵省は最初決まったち文句が言えないわけですよ

のでρ

伊藤

微調整はもちろんできても︒

そうそう︒

期計画を一部変更するというのは︑そのときの記録なんかも何か

とかを減らすというのは︑国防会議にかけていますよ︒それで︑長

．︑

佐道
そうそう︒

あるかもしれませんけどね︒

ね︒

伊藤

ですから︑そういうやり方は基本的には大蔵省には馴染ま

ただ︑これは私が記憶しているところでは︑山中さんのときに船

佐道

佐道

伊藤

伊藤

になるわけですか︒

山中さんは︑本当にバッサバッサと切っていったという形

ないというか︑嫌だったんだろうと思いますけど︒

けです︒したがって︑一次防は五年計画なんだけれども︑最初の二

衛課長だったんですけど︑陸上自衛隊の十八万体制が完成したの

それはご存じのように︑一次防のときからそれがあったわ

年間は大蔵省が抵抗して潰すわけですよ︒それで後の三年間しか

は︑山中さんのときなんですよ︒それで︑山申さんは最初︑抵抗し

いや︑そうでもないです︒それは面白いんですけど︑私が防

できないわけですね︒後の三年間に決まるのも︑当時の総理は岸さ

困ったんですよね︒私も内心は︑十八万なんていうのはあんまり意

たんです︒十七万四千から六千を増やすのにね︒それで私も非常に
岸ですね︑はい︒

味がないと思っていただけでなく︑当時は十五万しか充足してい

・
佐道

岸さんの強い意志があって︑それを決めるわけです︒アメリ・

んですかな︒

伊藤
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︑

って通してくれましたけどね︵笑︶︒そんなこともありました︒

ろいろ説明したら︑﹁ああ︑きょう初めてよく分かったよ﹂なんて言

僕がそういう理屈をつけてひとりで山中さんのところに行ってい

く沖縄が返ってくるんだ︑だからしょうがないんだということで︑

ないんですから説明するのに苦労しました︒理屈としては︑とにか

れども︑男の人というのは比較的のんびりしているなという感じ

ところは復帰前に行って見たときに思ったのは︑女の人は働くけ

伊藤

河野

佐道

伊藤

それと︑これは余談になるんですけれども︑僕は沖縄という

よく分かりました︵笑︶︒r

そうなんですよね︒
げ

そういう感じがあるんですね︒

そうですが？

それは︑たまたま僕はいま勤めていないものだから馬朝御飯︑

を食べながら見ている朝のテレビ．小説があるでしょう︒あれでこ

・伊藤

ゴ河野

を持ったことがあるんです︒．

ただ︑山中さんのときに台湾との国交が断絶するわけです︒あの
問題もあっ．たんですけど︑山中さんは︑沖縄返還のときに総務庁長

官ですね︒沖縄のために物凄くやったんですよ︒しかし︑最終的に

は沖縄の人は山中さんを受け入れないんじゃないかと思うんで
す︒というのは︑あの人は鹿児島県の人でしょう︒鹿児島県民に対

﹃ちゆらさん﹄ですね︒

の前︑沖縄のをやっていたでしょう︒
佐道

﹃ちゆらざん﹄ですね︒あれをみる巴︑あの親父さんと兄さん

する沖縄の人の反感というのほ︑凄いですね︒復帰前ですけど︑行
ってみて驚いたんです︒﹁波の上︹ビーチ︺﹂に飲み屋があるでしょ

伊藤

・みたいなのは︑しょっちゅう遊んでいるでしょう︵笑︶︒女の人はみ

う︒あそこに︹記者︺クラブの人と行ったら︑若い女性が沖縄処分
ですか︑島津以来とにかくひどいめに遭ったということを︑自分の

前の朝鮮︒僕らは大連から朝鮮半島に修学旅行に行ったん．です︒中

んな働いているんだけどね︒ああいうところがある︒

島津の沖縄占領は一六〇〇何年の話ですよね︵笑︶︒

学の時です︒そのときに元山かなんかに行ったんですよね︒元山か

おじいさんがやられたような口調で話すんですよ︒十七︑八の女の
佐道

そうなんですよね︒

らバスでどこかに行くときに︑バスがエンコしちゃったんですよ

それで︑おかしな話ですけど︑かつての朝鮮がそうでしたね︒戦

伊藤

でも︑沖縄へ行きますと各地に薩摩に対する恨みの石碑と

子がですよ︒﹁はは一﹂と・思ってね心

河野

ていててぜんぜん来ないのです︒︐

ね︒そうしたら︑集まってぐるのは全部︑男ですよ︒女の人は働い

いやあ︑凄いなと思ってね︒

佐道

かがありますよね︒実に歴史感覚の鋭い人たちだと思います︵笑︶︒
伊藤

でも︑おっしゃるように︑確かに山中貞則さんって沖縄関係

朝鮮というところはどういうところなんだろうと思った︒

︵笑︶︒

河野

の予算を取ってくる上では非常に力があったけれど︑沖縄現地で
だと僕は思いますね︒

は受け入れられないという事情は︑おつしゃ惹通りですね︒
伊藤

なるほどねえ︒

怖くて実力もあるけど︑でもやっぱり敬して遠ざけている

︵笑︶︒

河野
伊藤

︑佐道

というのが沖縄の現地の人たちだと思いますつ

⁝そうそう︑防衛庁原案から本当にできるまでの問に︑長官なんか

そんなようなことなんですけれども︑あとは防衛庁には⁝

確かにそういうのはあるかも知れないですね︒

そんな感じでしたね︒︵笑︶

本当にそうですね︒何をしているんでしょうね︵笑︶︒

伊佐三河伊
藤道藤野藤

が何度も変わったもんだから︑本当にめちゃぐちゃな時代だった
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ですね︒

それから︑六月の新聞記事かなんかで︑山中長官が四十七年の六

防大ではないんですね︒

上自衛隊から統幕へ行っている人で︑一般大学を出た人でした︒
河野

海上幕僚長になる人がどうも嫌っていたみたいで︑それで僕のと

伊藤防大ではなくてね︒これは当時の統幕の事務局長で︑あとで・

六月ですか？

ころに害越したみたいなんです︒真面目ないい男だったですけど︑

月︑長期計画を否定しているとかありますか？
四十七年のですね⁝⁝︒．

あんまり出世しないで︑二佐でやめました︒

それから海幕から来ておったのが︑岩野玉樹という人︒これが防

補給所長になりましたね︒

防大の三期生です︒この人は陸将になるんです︒最後が九州の地区

それから︑陸上自衛隊から来ておったのは︑雀ケ野環︒この人が

四十八年じゃないですか？

これがちょっと分からないんです︒こんなことはぜんぜん

退職して︑やめたときに海将補になるんです︒

海幕から二人来てい売わけですか？

大の三期生です︒この人は潜水艦乗りだったですけれども︑一佐で︑

佐道

記憶がないんですけど︒ああ︑そうか⁝⁝︒事務当局に対して︑四

憶がありませんね︒こんなことは︑どうもなかったような気がす

海幕の人が統幕に行っていたわけですから︑統幕が来てお

す︒それでその審議官が終わってから教育担当の参事官を︑これも

ぐらいですかな︑審議官の間︑例の﹁防衛を懸垂る会﹂をやるんで

です︒それで四十八年の十月に審議官になるんです︒それから一年

伊藤

佐道

私は︑四十八年の八月に審議官と防衛課長と兼務になるん

やつばり四十八年になったところ︑防衛局長は？

人だけでしたね︒

だから︑結局いいとごろまで行かない︒将まで行ったのは﹁陸﹂の

まで行ったか分かりませんけど︑一佐でやめていると思うんです︒

伊藤

河野

そうそう︒統幕︒それから空幕は︑竹内則進︒この人はどこ

海自出身だけれども統幕に行っているわけですね︒

る︒

十ヵ月ぐらいやったのかな︒それから防衛局長ですから︑防衛局長

それからもう一人︑これはご存じだ之思うんですけれども︑・防衛

はいはい︑はい︒そうですが︒

この人は︑今も防衛問題をやっているんですね︒もしこの人

える会﹂の事務局の人の名前が分かったんですよ︒申し上げますと︑

伊藤

佐道

それでこのあいだ宿題をいただいておりました︑﹁防衛を考

そうですね︒

か︒

係か分かりませんけど︑伊勢原の自宅のほうを申し上げましょう

号をお教えします︒岐阜と伊勢原が自宅なんで︑これはどういう関

は防衛問題はわりに三七いんですけど︑もしあれでしたら電話番

に連絡を取る⁝⁝今なにか研究をやっているんですけど︑この人

．伊藤

佐道

研修所から伊藤鮫文という人が来てました︒

そうですね︒それから国防会議へ行かれたんですよね︒

になったのが五十一年ですね︒そして五十三年までやっているわ
河野

ええ︒だから︑この次は﹁防衛を考える会﹂あたりをやりま

統合幕僚会議から来ておったのは︑川中覚という人です︒これは海

しょうかね︒

伊藤

けです︒

ったんです︒

伊藤

次三郎の防衛計画は長期計画を前提としない︑これはぜんぜん記

伊藤

ですね︵前掲﹃防衛・再軍備問題﹄一〇四頁︶︒

﹁山中長官︑事務局に対し﹂というところですか︒﹃日経新聞﹄

ああ︑四十八年だ︒︑

河伊佐伊河
野藤道藤野
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佐道

だから︑この人は﹁防衛を考える会﹂が終わって又防衛研に

はい︒

伊藤

佐道

次官もしたし︑国防会議の事務局長もやりましたけれども︑

次官はなさったけれども︒

伊藤

河野楽しみに︒

渡される︶︒﹂

とがあったら︑この次に聞いてください︵﹃伊藤ノート﹄を佐道氏に

それじゃあ︑これを置いていきますから︑この中で質問をするこ

いと思います︒

まず防衛問題のことを亡いても︑おそらくなかなかお話にならな

伊藤

六〇年代︑七〇年代︑たくさん防衛問題の論文を書いておら

．戻って︑最後は何をやったかな︑何とか研究部長をやっていました
ね︒

佐道

ど︑前の速記の中にあったと思うんですけど︑久保さんが防衛局長

佐道よろしくお願いします︒あとの二冊もぜひ−−−︒ヒ

れますね︒

になった頃は︑中曽根さんはいろんなことを言って︑いわゆる﹁中

伊藤

ぜひお願いします︒

そうですね︒それからこれはちょっと気が付いたんですけ

曽根構想﹂みたいなのを発表しておったかもしれませんね︒ここの

重いかちやめたんです︵笑︶︒

佐道

その中で︑またこういうことを聞きたいというのがありま

持ってきます︒きょう持ってこようと思ったけど︑ちょっと

ところは前後の関係がはっきりしないんですけどね︒
佐道

伊藤

今度︑まったく別のテーマで内海︵倫︶さんにお会いするか

も知れないんです︒次官をやられた︒防衛問題とはまったく違う関

こういうものがおありだったんですね︒

はい︒これは大変貴重な︒

したら︑またご説明いたします︒

河野

佐道

係で︒内海さんは︑先生からご覧になってどういう感じでいらっし
ゃいますか︒

内海さんは︑防衛問題はおそらくはとんどご存じないと思

t．

伊藤
いますね︒

57

Q001年10月11日
回
繊

第12回

開催日＝2001年11月8日（木）
開催時刻＝午後1時45分
終了時刻＝午後4時00分
開催場所＝政策研究プロジェクトセンター

〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）

佐道明広（政策研究大学院大学助教授）

記録者：有限会社ペンハウス水野智子

〆
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伊藤

佐道

ないでしょうね︒あれを私は持っているんです︒だから︑ミ

いや︑持ってはないです︒

きょうはこれにしましょうか︑﹁防衛を考える会﹂ね︒

伊藤

佐道

いやいや︑コピ書じゃなくてそれをあげますから︒僕が持っ

じゃあ︑ちょっとそれもコピーを取らせていただければ︒

．■海上警備行動とはなにか
伊藤

はい︒前回︑﹁防衛を考える会﹂のお話をということを最後の

グ事件のときにあれを持ってきて差し上げますから︒
佐道

ていてもしょうがないから︵笑︶︒そうですが︒これはいつ出たんで

もう最近です︒

ほうにおっしゃっていたので︑きょうはそのお話を伺えるかなと

佐道

これは自衛官の人ですか︒

すか︒

伊藤

伊藤

元自衛官で︽この事件に関係をしたどいう方らしいんです︒

思っていました︒

やったかというのがなかなか分からなくなってきましてね︒先生

佐道

実際こうやっていま考えてみると︑どういう時代にこれを

からいただいた年表なんかを照らし合わせながらやっているんで

伊藤

いいです︑これば差し上げます︒大丈夫です︑ありますから︒

そうですが︒じゃあ︑これはまた︑あの・⁝レ・︒・

いうようなことが中心だと思います︒

だから︑全体像ではなくて︑部隊としてどのように関わったのかと

この年表も︑きちんと見ているとだいぶ間違いも多いみた

すけど︵笑︶︒

佐道

佐道

大丈夫ですか︑そうですが︒それから︑先生のところにこれ

いなんですね︒

伊藤

伊藤

そうですね︒間違いもあるし︑例えば私もずっと見て︑私が

局長のときのミグ事件なんていうのはないんですね︒あれなんか
いやもう︑それはその通りですよね︒

佐道

あります︑あります︒

三五〇年︶はありますか？・

︵防衛を考える会事務局編﹃わが国の防衛を考える﹄朝雲新聞社︑昭．

佐道

まあ︑いや︑そういうのも補いながらやっていけばいいなと

それじゃあ︑これを持ってきていただくとお話ししゃすい

はかなり大きなインパクトを与えているんですよね︒
伊藤

伊藤

んですけど︒

思ってね︒

佐道

佐道

いや︑知りません︒

易じゃないですね︵笑︶︒

それじゃあまず⁝⁝なかなか過去のことを思い出すというのは容

あとの話ですけれども︑ミグ事件について最近︑本︹大小田

八尋著﹃ミグ25事．件の真相﹄︺が出たのをご存℃でいらっしゃいま

伊藤・そうですが︑分かりました︒それじゃあいいんですけどね︒

伊藤

そうですが︒いま持って参ります︒︵本を取りに行かれる︶こ

今はなくて︑大学の研究室に︒

すか︒

佐道

このあいだご説明し元中で︑山中︵貞則︶︑さんのとぎの縮小案と
︑いうのがありますね︒あれは︑確か四十九年度の予算編成のときに

︑

伊藤．はあア⁝︒これ︑私も買って読んでみます︒ミグ事件につい

山中さんが言って減らしているんですよね︒国防会議で︑減らすと

れはもともと自衛隊にいらっしゃった方︒

てはかなり正確に書いたのが︑﹃読売新開﹄の記者の原田︵あきらし

い・ワのを了承を取ったか決めていただいたかしているんです︒︐原

本があるかと思うんですけど︑これもいま探してもらうように頼

という人が書いているのがあるんですよね︹﹃ミグ25事件﹄︺︒これ

はあんまり出てないと思うんですけどね︒あります？
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んではいるんですけどね︒

もう記憶がな・いんですよね︵笑︶︒おそらく各幕の防衛課長あたり

同時に政府見解を出していますね︒その政府見解と︑いうのがどう

うふうに引き継いでいくかなんていうことは具体的な問題ですか

伊藤

佐道・はあはあ︑﹁陸﹂﹁海﹂﹁空﹂の︒

が個別にやったんじゃないかなと思うんですけどね︒

も︑まだ分からないんですよ︒これも頼んでいます︒私もちょっと

ら︑私はあるいは立ち会ったことがあるかもしれませんけど︑全部

それからもう一つ︑このあいだご説明した中で︑四次防の大綱と

何だったか︑ぜんぜん記憶がないものですからね︒この二つは︑ま
はい︑分かりましたつ

いてもどういうふうにして運ぶかって︑どうも記憶がないです︒た

に立ち会ったという記憶はないんです︒それから陸上自衛隊につ

そうそう︒だから結局︑例えば激甚の体制をいっからどうい

たあの庁史室で調べてもらっています︒
佐道

それから議長の斡旋案というのは︑私がこのあいだご説明

だ︑このあいだ思いましたのは︑沖縄返還のときにもう一つ︑これ

伊藤

．したのはかなり具体的になbていまずけれども︑そうじやなくて

の所要経費その他というようなときに決まっているんですね︒

変とか︑そういうのは全部︑国防会議に承認してもらえと︑四次防

伊藤

佐道

ええ︒それをこのあいだ︑ユーロのあれから思い出してね︒

そうなんですか1

自衛艦ですよ︒

は非常に興味深いんですけれども︑いまヨーロッパでユーロの紙

それから︑﹁久保・カーチス取極﹂を︑いわゆる﹁協定﹂じゃなく

ああ︑なるほど︑そういうことがあったな︑というようなのを思い

斡旋案はもっと抽象的なんです︒文民統制を強化するというよう

て﹁取極﹂にしろということがありましたでしょう︒あのときもご

出したんです︒

幣と金貨を各国に配るでしょう︒あれは物凄く苦労しているよう・

説明しましたけれども︑やっぱり政府間の協定にして日本政府が

送ったわけですか︒

佐道

お金を送ったんです︒

なことで︑それを受けて所要経費のあと︑例えば予算のときに﹁次

アメサカに対して責任を負うような格好にしたくないというのが

伊藤

ですね︒軍隊なんかを使ってね︒同じようなことが沖縄のときにあ

非常に強い意向だったわけです︒外務省と大蔵省のね︒それで︑い

送ったわけですか︒そうですが︒

のような事項は国防会議に諮らなければならない﹂ということで

わゆる基地を引き継ぐにあたっての手続き的なものを決めなさい

佐道

はい︒だから︑お金を送るということは大変なことなんです

ったんですよ︒それで︑沖縄に日本円の紙幣やコインを送ったのは

というような︐ことで︑﹁取極﹂ということになったんですね︒それ︑は

伊藤

決めてあるわけですね︒それは重要な装備品とか大きな組織の改

この間もちょっとお話ししてあると思いますけれども︒

ね︒やっぱり海賊なんかを心配したんでしょうね︵笑︶︒

こを使いたい﹂ということじゃなくて︑米軍が﹁ここは自衛隊が要

地問題が起きていますが︑その基地はむしろ自衛隊が積極的に﹁こ

伊藤

の近海とか︒

佐道

自衛艦で︑あのときの円とドルの切り替えのための円貨を

それで︑あのときにもお話ししたんですけども︑いまいろんな基

るんなら返すよ﹂というような交渉が始まっているんですね︒私も

備行動というのは︑もともとあれは海賊に対する布石だったわけ

具体的に海賊とか︑検討課題にのぼっていたんですか︒沖縄

ノートに書いてありましたけど︑久保さんがいろいろやった後で︑

なんですよ︒

それはあったと思いますね︒ということは︑海上自衛隊の警

﹁伊藤のところを窓口にしてやる﹂と言うんですけど︑そのあとは

62

防衛出動が下令された場合には︑﹁陸﹂﹁海﹂﹁空﹂ともに防衛

体制に入るということになるわけですよね︒

佐道

そうですね︒

佐道・海上警備行動ですか︒r

伊藤
伊藤

その前の段階というか︑国内治安とか︑警察では対処できな

海上警備行動を発動するのは︑貨物船なんかが襲われたよ

うなときにはそれを救援に行くという︑そのための警備行動︒海上
佐道

ああ︑あの航空自衛隊がやるやつ︑あれと︒

もともとは︒

そうそう︒ただ︑治安出動の場合の議論というのが概念はは

出ていないでしょう︒

たですね︒だから︑例の四十四年の新宿の騒動のときも︑ぜんぜん

か出せないという歯止めというのか︑自己規制みたいなのはあっ

動いているというのを想定していました︒単なる騒動ではなかな

騒乱状態が激しくなったときには治安出動と︒そういうふうなご
︑とで︑やっぱり治安出動の背後には︑どこかの国家の意思によって

使っているんです︒直接侵．略に対しては防衛出動だと︑間接侵略で

っきりしないんですけど︑﹁間接侵略﹂といケ言葉をあの当時︑よく

伊藤

治安出動で︑﹁海﹂でいえば海上警備行動というような形になると︒

いけれどもいわゆる警察権的な問題という場合が︑﹁陸﹂であれば

保安庁で十分じゃないときの︑いわゆる警察権の発動というよう
なことで警備行動というのはできているわけです︒ですから︑領空
佐道

あれは警察権の行使ですからね︒それと同じようなことを

侵犯の警察行動と似ているんですよね︒

伊藤

海賊に襲われたときにやるというのが︑そもそもの出発なんです
佐道

もともと︒それがないもんだから︒実際にはあるんですけど

ね︒

伊藤

︑ね︒例えばマレー半島のあたりは︒とてもあそこまでは行けません
それはそうですね︒

そうですね︒

が︒

佐道

佐道

騒ぎになりましたね︒

それで︑このあいだの北朝鮮の不審船のときにあれを発動

安保のときですか︑六〇年の︒

伊藤

佐道

ああ︑六〇年安保のときね︒あのときもしなかったでしょ

それから︑沖縄返還のときですか︒大統領が来るんで羽田で

初めてということですよね︒︑

伊藤

伊藤

佐道

初めてです︒

したみたいですね︒

伊藤

いわゆる警察活動であれば︑なにかもうちょっと敷居は低

佐道

だから︑普通の警察行動というだけの割り切り方なら︑六〇

そうですね︒あの安保のときに出なかったわけですからね︒

そうですね︒内乱・騒擾というか︑騒擾にはもう違いないで
すからね︒

佐道

年安保のときなんかは出してもいいわけですよね︒

伊藤

・つ︒

佐道

くてもいいのかなという気はするんですけど︑やっぱりそういう
わけにはいかないわけですね︒

伊藤 治安出動と同じような考え方なんじゃないでしホうかね︒
︐海における治安出動︒それから陸の治安出動というのは︑今度は警
︑備出動というのがありますでしょう︒自衛隊の基地と米軍の基地
ね︒あれより治安出動のほっはもっと厳しいですからね︒

だから︑ああいう点から考えると︑どこかの国家意思という
ったような気がしますね︒

伊藤

防衛出動というのがございますよね︒いわゆる侵略的なこ
︑

佐道

︑

ものが背景にある之いうようなことが︑当時の考え方の中にはあ
そうですφ

とが．あったときに命じられるのが防衛出動ですよね︒

伊藤
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佐道

なるほど︑なるほど︒

そんなようなことを︑ちょっと付け加えておきます︒

■﹃わが国の防衛奄考える﹄看執筆する
伊藤

四十六年の十月に西村修正案というのが作られるわけですね︒

ところが実際は︑もう七月頃からやっているみたいですね︒それが

どうも︑このメモを見るとだんだん分かってきたんですけどね︒西

村さんが長官になったときに海原さんは国防会議の事務局長なん

ですけど︑西村さんにいろいろ話をしたんじゃないかと思うんで

すね︒それで︑︹防衛費を︺減らしていこうという気運になってきて︑

んですね︒お金の問題がありますし︑人の問題がありますし︑それ

えるとするならば︑例えば基地を取得できないという条件がある

うようなことを言っているんですけど︑その中にもう少し付け加

ずっと減らしていこうというようなことになって︑それが一つ︒も

伊藤

佐道

だから︑ドルショックと米中接近があったでしょう︒それで

ええ︑四十六年です︒

十六年ですね︒

そこに持ってきて例の⁝⁝ドルショックは四十七年ですかな︒四

から場所の問題がもう一つあるんです︒それをちょウとね︒飛行場︑

それから︑このあいだの速記録で﹁防衛力には限界がある﹂とい

とか演習場とか基地なんていうのは︑もうこれ以上︑取れないから

防︑の二倍以内に収めうっていうのが大蔵省あたりが非常に強く言

う一つ︑どうもこれを読んでみると︑削減する目処というのは三次

っとったような感じですね︒それで結局︑四兆六千三百億で決弍る

限界があるんだというような議論があったんですけど︑そこがち
ょっと落ちているような感じがしましたんで︑．付け足しておきま

おそらく海原さ．んあたりが︑四十六年の四月二十六日に発表した

ら何かいろいろやっているみたい︑という感じがしますね︒だから︑

いうような話がありましたけれども︑それを見るともう七月頃か

で書いた記憶はまったくないんですけどね︒だから︑実は十月頃と

六年の十月頃にかけてね︒どうもその頃のメモみたいでナね︒自分

っと読み返してみると︑五千億削減案というのを作りますね︒四十

それでこのメモを見ていて分かったんですけど︑実はこれをず

めていって︑五千億でもなかなかだめなんですよ︒それで結局︑四

っていって︑五千億減というような格好になって︑それをさらに縮

ょうσそれじゃあいかんというようなことで︑さらに︑どんどん削

四黒八千億というのは二兆三千四百億の倍以上になつちゃうでし

引いたのかな︒なんか︑そんな段階もあったような気がするんです︒

伊藤

佐道

ええ︑四兆八千億案︒だから︑それは五兆二千億から四千億

四宝八千億︒

とがあるんです︒

んですけども︑その前に四兆八千億案なんていうのを検討したこ

いわゆる防衛庁原案ですね︒あんな膨大なものは無理なんだから︑

兆六千三百億というところまでいくんですけどね︒そんなような

す︒

もっと少なくしろというようなことで︑いろいろ検討を始めてい

防衛力﹂みたいなのがこの頃︑集まった方のコンセンサスみた．いに

﹃わが国の防衛を考える﹄というのを読んでみると︑結局﹁平和時の

の防衛力﹂・というのがありますね︒それで実はきょうお話しする

このあいだもお話ししましたように︑田中首相のときに﹁平和時

ことが︑今から考えてみるとあるんです︒

︐

たみたいですね︒それがだんだん五千億という形になっていくの
は︑西村さんが長官になって来ますでしょう︒
．

ええ︒四十六年の終わり頃になるんですかな︒だから︑その

佐道︑西村防衛庁長官︑はい︒

伊藤

頃からどうも始まっているんですね︒かなり早い時期から︒
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十年め七月十五日に次官になっているんです︒これが出たのが︑五

それで︑︑これがまとまる頃︑次官になったのかな？

久保さんが五

ないんです︒久保さんはこの当時は︑確か施設庁の長官なんです︒

なっているみたいですね︒当時︑久保さんは直接これには関係して

といっても︑自衛隊は戦闘行為には一切参加しないで︑輸送・医

待されていると思う﹂と書いてあるんですね︒﹁もっとも国連協力

るのならば区別して考えてもよいだろうし︑これは世界的にも期

﹁自衛隊の海外派兵は禁止されているが︑国連の平和活動に協力す

佐道

そのものですね︒それがいまから三十三年前に行われてお

まったくそのものですよね︒

ったということは︑やっぱり久保理論というのがかなり国民に受

伊藤

療・通信などの分野が主になるだろう﹂と書いてあるわけ︒それは
今の議論そのものなんですね︒

入ってないです︒ただ︑久保さんは真面目な方なものですか︑

しかし︑まとめる作業の過程には直接は関係ないんですよ

﹁十年の九月なんです︒だから︑これをまとみたあたりはもう久保さ
んが次官になっているんですね︒

佐道
ね︒

伊藤

け入れられやすい議論だったんじゃないか︒これはもちろん︑久保

うなことでずっと列挙したんですね︒そして︑それを委員の方々に

約したものを作れということで︑こういう発言があったというよ

にかくここに集まってくだすった委員の方々が発言した内容を要︑

ごとに作って担当者を決めて書かせたんですよ︒その人たちは︑と

それで︑これは確かに私が書いたものなんですけど︑最初は項目

気がするんです︒

上げてあるんです︒だから︑どうもそういうのが背景にあるような

から︑久保さんの書いたものなんかも資料として先生方にも︑さし

NHK解説委員︶さんが異論を唱えたんです︒それは情勢判断のと

いたんです︒それで合意を得たんですけどね︒ただ︑平沢和重︵元

伊藤

ういうふうになるということなわけですね︒

佐道

伊藤

佐道

﹁防衛を考える会﹂の各委員の意見をとりまとめて書くとこ

ないんです︒

これは︑伊藤先生のお考えを博い．たというわけではなくて︒

るとこういうことになったんですね︒

久保さんの論文とかなんとかを読んだ先生方の意見として集約す︑

さんがこういうことを言っているわけじゃないんですよ︒だから︑

見せましたら︑何かこれをまとまった文書にしてくれないかとい

ころでね︒デタントの傾向はあるけれども︑日本の周辺というのは

ら︑この会議をやっているときに施設庁の長官なんですけど︑何回
︑か来て傍聴しているんですっそれは︑私の記憶にあるんです︒それ

うことになって︑結局それをもとに私がこれ︵﹃わが国の防衛を考

まだ南北朝鮮が分かれている．し︑台湾の問題もあるんで︑安定した

佐道

全部書いてます︒これを見ると︑確かに文章なんかはね︒そ

全体を基本的に先生がお書きになったと︒

彼はもう少し︑いわゆるハト派的な意見をお持ちだったみたいで

状況とはいえないということを書いたんですけど︑それに対して

そうです︒私が書いたあと︑全部の委員の方に読んでいただ

える﹄︶を書いて・いるんです︒

伊藤

示されているから︑これを自衛隊の具体的な役割として打ち出す

あゆまして︑﹁国防の基本方針の中に国連の活動を支持することが

は五行ぐらいですから読んでみますとね︒国連協力ということが

と︑﹁そんなら．けっこうだけれども︑自分には多少違う意見がある

たら︑あの人の意見として書いた筆記を見て︑最後に﹁分かった﹂

と言うから︑﹁しかし先生︑それは発言してないんですよ﹂って言っ

9す︒ところが︑彼はそのことを発言していないんですね︒それで︑
私が説明に行ったときに﹁いや︑これはちょっと私の意見と違う﹂

の中で︑﹁国連協力﹂というので非常に面白いのがあるんです︒これ

ことを考えてはどうだろうか﹂という意見があるんですね︒そして︑
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言われて︑これも大変だったんですけど︑頼みに行ったんですよ︒

そうしたら︑実際に書いてくださった方がほとんどだったんです

んだということを書いてくれ﹂と言われたんですね︒

これは﹁四つの注文﹂といテことで︑平沢さんがお話しになった

けど︑ここに書いてありますように︑平沢和重さんと村野賢哉さん

から︑自衛隊が有事と平和時とを通じて常に

伊藤

佐道

そう︒あの二人の方は口述なんですよ︒この中で村野賢哉さ

ケン・リサーチ︹社長︺︒

つてNHKの解説委員︒

のを要約したものなんですけゼね︒その﹁四つの注文﹂というのは︑

てもらいたいというようなこと︒三番目が︑国際協力のできる自衛

んが︑ドイツに行っておられるんですね︒それで︑敗戦のときのド

一つは自衛隊と国民との隔たりをなくせへということですね︒それ

隊になってもらいたいということですね︒これは非常に極端とい

イツのことを訊・いてこられたのなんかがあって︑これは面白いん

になっ

うか︑もっと積極的な意味で平沢さんは言っていました︒将来は︑

ですよ︒

国民奉仕隊

国連軍が創設されたどきには自衛隊もそれに参加すべきだという

これもお話ししたかもしれませんけど︑日本は無条件降伏した

んですけど︑あのときに﹁国体の護持﹂ということを向こうに頼ん

ようなことも言っておられたんです︒その国際協力の問題︒それか

じゃなくて︑とにかく教育制度を変えないでくれということと︑小

ら︑日本の置かれた内外環境に最も敵した効率的な自衛力を作り

さくてもいいから兵力を持たせてくれということを頼んだんです

でいるんですね︒ところが︑ドイツは﹁国体の護持﹂なんていうん

そして︑後記としてこれを付け加えろというので私が入れたの

ね︒それで考えてみると︑あれから四十年も五十年も経つちゃうと︑

なさいと︑この四点を挙げておられるんですね︒
は︑﹁︹平沢氏が︺アメリカに発つ前に大急ぎで口述筆記してもらっ

いぶん抵抗されたんです︒だけど︑私たちは国際情勢の分析につい

が︑時すでに遅しであった﹂と︑こういうことなんです︒それは︑ず

際情勢の分析の部分が私から見て必ずしも適当でないと思われた

伊藤

佐道

だから︑まったくそういう意味のないようなことを一所懸

本当にそうですね︒ええ︒

のです︒

すね︒﹁国体の護持﹂と︑いうと︑国民体育大会のことしか連想しない

今の若い人は﹁国体の護持﹂といったってぜんぜん分からないんで

たのが︑この注文の四点である﹂と︒いま申し上げたことですね︒

ては︑特に委員の方々の発言を集めて要約したんだから︑これを覆

命︑頼んでいるんですね︵笑︶︒ところが︑ドイツ人というのはその

﹁帰ってきてでき上がった報告書を見せてもらったが︑特にその国

すとなると︑またみんなの意見を聞いて回らんといかんから勘弁

点はしっかりしたもので︑教育と兵力︒だから︑ドイツは五十万の﹁

．軍隊を持つことを許可されている︑んですね︒それから教育制度も︑

してくださいということを言ってね︒それで︑これをやったんで
す︒

日本みたいに触っていないみたいですね︒その点は立派だったな

伊藤

うん︑負け方を知っているんですね︒日本なんかは何も分か

佐道負け方を知っていた︒

れているんですね︒

っちゅう勝ったり負けたりしとったでしょう︒だから︑もう負け慣

そういった意味で言うと︑確かに現時点に非常に合うものが多

そうですね︒

と思いますね︒ということは︑考えてみるとドイツという国はしょ
佐道

それで︑この中で特に﹁防衛に関する個別書簡﹂というのが

いなという感じがしますね︒

伊藤

あるんです︒これは坂田︵道太︶さんが︑﹁ただ事務的に意見をまと

めるだけじゃなくて︑各委員の方々の考え方をまとめてもらえ﹂と
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ぜん分からないわけですからね︒そういう違いがあったなという

らんものだからね︒﹁国体の護持﹂なんて言ったつて今の人はぜん

んかしたような記憶もあるんですね︒だから︑おそらく村野さんと

そんなようなことで︑この人々から紹介されてまた行ったりな

かは忘れましたけど︑そんな関係で行ったと思うんです︒緒方研二

緒方さんは同じ科学技術関係で︑そんなことで︑どっちが先だった

これ︵﹃わが国の防衛を考える﹄︶を読んでいただくと︑できたと

さんというのは︑電電公社の理事をやっておりました︒緒方竹虎さ

のを感じました︒

きの経緯なんかも分かりまずけれども︑まずこの中で︑委員を頼ん

んの息子さんですよ︒次黒ですね︒

それから︑村野さんはNHKの方なんですけど︑この人はわりあ

で受けてもらうまでに非常に苦労したのは︑荒垣秀雄さんなんで
す℃﹃朝日新聞﹄の﹁天声人語﹂︹の執筆者︺で七よう︒だから︑物凄

い積極的に参加してくれましたね︒それから高坂さんも︑前の経験

ったですね︒それから牛場︵信彦︶さんが︑いわゆる外交官の中で

く抵抗しま七たね︒ジャーナリストをぜひ入れたいということが

はどちらかというとタカ派でしょう︒そうすると結局︑それに対抗

もあるので受けてくれました︒それから佐伯さんも問題なかった

これは︑例えば荒井︵勇︑元中小企業金融公庫副総裁︶さん

メンバー自体は︑どなたが選ばれたんですか？

ありましてね︒それで︑この頃は﹁天声人語﹂は終わっていました

伊藤

佐道

すると．いう意味じゃないですけど︑ハト派の平沢さんというよう

んですけど︑やっぱりこの荒垣さんを説得するのが非常に大変だ

とか河野︵義克︑元東京市政調査会理事長︶さんは国会にいた人だ

なことでね︒そんなようなこと︒これは︑私もあんまり記憶ないん

けれども︑ずいぶん説得するのに苦労しました︒

と思うんです︒なもんですから︑私はまったく知り弍せんので︑坂

そういう意味からすると︑坂田さんの好みじゃないかと思います

がいい﹂というのは特に申し上げた記憶はないんですよ︒だから︑

佐道

はい︒大蔵省からいらっしゃった方ですね︒

んですね︒

ヒですけど㍉坂田さんだけの意見でもなかったようですし︑私だけの
意見でもなかったようです︒帆−⁝当時の次官が田代︵一正︶さんな

田さんが行きましたね︒それからそのほかの中で︑私も﹁このほう

ね︒

だから︑そういう人なんかも交えながらやったんじゃない

ほう︒坂．田長官を中心に選ばれたということになるわけで

かなというような気がするんです︒・

伊藤

佐道
すか︒

佐道

平沢ざんは三木︵武夫︶さんと大変近い方でいらっしゃいま

伊藤

したよね︒

どうもそんな感じなんですがね︒私も︑高坂︵正尭︶さんと．

か平沢和重さんなんかは知って・いました︒佐伯︵喜一︑元野村総合

伊藤

三木さんのブレーンだと言われていた人ですよね︒

ああ︑そうですねし：⁝︒

研究所長︶さんはもちろん知っています︒だけど︑そのほかの方は
知らないものですから︑説得するのに家まで行って︒これは本当に
苦労しました︒

．角田房子︵作家︶さんなんかは︑坂田さんが言ったんじゃなくて

荒垣さんが言ったんです︒﹁女の人も誰か入れたいと思うんだ﹂っ
て言ったら︑﹁角田さんなんかいいんじゃないですか﹂と言うので︑
角田さんを説得に行ぐわけですね︒

．るんです︒それで⁝⁝中曽根さんのときに出たのかな︒あのときは

そうそう︒ところが︑平沢さんは中曽根さんのときに出てい

そうですが︒防衛とかいう問題では︒

そう︒それで︑平沢さんは最初︑嫌︑が．つたんですよ︒

伊佐伊佐
藤道藤道

入っていませんでしたね︑︑確か︒
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あんたですか﹂ということになってね︵笑︶︒それじゃあ出ましょう

それでやっと会ってくれると言って︑行ったら私の顔を見て﹁ああ︑

でお願いしたときはもう．﹁だめだ︑だめだ﹂と言っていたんです︒

んが言ったと思うんです︒それで行ってお願．いしたら︑最初︑電話

だと反対の立場の人がいいというようなこと︑これは確か坂田さ

れで平沢さんがそういうのを断っていたんだけれども︑牛場さん

んかで講演したことがあるんです︒広報課長の頃だったと思う︒そ

んというのは⁝⁝ああ︑そうかコ僕は︑平沢さんが司会する会のな

伊藤

佐道
なかったですな︒あれはどういうわけか知らんけど︑平沢さ

あのときはなかったと思いますけどもね︒

伊藤

いながらやっていらっしゃるような感じなんですよね︒

はじめで亡くなって七まいますから︑本当にお二人︑同じ議論を補

ら︑七〇年代いっぱいということですかね︒久保さんも八O年代の

じなんですね︒七〇年代のこの﹁防衛を考える会﹂あたりぐらいか

．枢にいらっしゃゆ︑片や防衛問題を中心に言論・学会でやってお
られる方が︑二人で両輪のように同じような話をされるという感

らないぐらいにぴっ盗りと同じような感じで︑片や防衛問題の中

佐道

は似ていますね︒

い出したのか︑ちょっと分からないんですけど︑非常にそういう点

出してみると楽しいんです︒例えば金森︵久雄︑現日本経済研究セ

ているんですね︒だから︑いろんな経緯があって︑これもいま思い

NHKで解説をやっていました︒あの人は終戦後に外交官を辞め

伊藤

佐道

そうですね︑ええ︒だけど︑いわゆる外交評論家ですから︑

平沢さんは︑当時は評論家という肩書きですか︒．

だろう︒それから︑人の面で︑あの頃は欠員が多い時代だったから

の面で︑予算も一％以下で︑ほとんど急激に増やすことはできない

明しましたように︑日本の場合には︑いろんな制約がある︒まずお金

れた時代なんですね︒それで結局︑行き着く所は︑このあいだご説

対立の中で果たす役割は何かというようなことをいろいろ議論さ

の時期なんですね︒デタントの時期だったもんだから︑日本が東西

だからあの時期というのは︑国際情勢から見るとデタント

そうなんですね︒本当にどっちがどっちだというのが分か

ということになったんです︒そんなようなこともありましたしね︒

ンター顧問︶さんなんていうのば今でも活躍していますけれども︑

くると︑いわゆる軍事的な合理性を持った抑止力なんかはもちろ

人を集められない︒募集制度だからね︒それから︑きょう申し上げ

ん持てないんだ︒しかし︑デタントの中で果たす役割は何かという

この人は経済の専門家として頼もうというようなことで︑これは
なるほどという感じがしますね︒

ことになると︑アメリカと一緒になって日本がまったく空白状態

ました基地の問題ですね︒そんな問題から︑持てない︒そうなって

佐道

うん︒だから︑もうだいぶ亡くなった方がいますけれどもね︒

おそらく当時の田代さんあたりから出たのかもしれません︒
伊藤

そうなんですよね︒大変似ているんですよね︒

せるぐらいの防衛力だということだったんですね︒それが久保さ

少火傷をするかも知れないというような気持ちを周辺諸国に持た

じゃないということを目指すべきだと︒日本に手出しをしたら多

それから高坂さんの文章をお読みになっていただくと︑これはや
佐道

というのは︑例えば抑止力なんていうのは日本は持てない

つばり久保理論に似ていますね︒

伊藤

んの理論であり︑高坂さんの理論なんですね︒

というものに三七て︑それに対抗できる力を持つべきだ﹂という発

と言うんですね︒せいぜい持てるのは抵抗力であり︑そして阻止力

はい︒

想ですね﹄これはもう︑軍事的な妥当性からいうとまさにそうなん

ところが︑﹁制服しは違うんですね︒﹁いや︑まず考えられる脅威
佐道

それは︑久保さんが先に言い出したのか︑高坂さんが先に言

だというような言い方をしているでしょう︒

伊藤
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ろんな人の議論が集約できなかった時代じゃないかなという感じ

ようなどころから始まった議論になるわけです︒だから︑どうもい

味で︑いわゆる戦闘力というんですかな︑﹁戦闘力とは何か﹂という

ったということでしょうね︒同時に海原さんは︑もっと戦術的な意

でしょうけれども︑そこらへんで久保さんと﹁制服﹂との葛藤があ

まってなかったということなんですね︒

ラインのそもそものあやふやさといいますか︑ちゃんと本当は決

思って始めたというのがありますよね︒ですから︑アメリカも防衛

いうところがら︑北と︑それからソ連もやっていいんじゃないかと

衛のラインを引いて︑そこに朝鮮半島も最初は入ってなかったと．

時の中共−中国共産党をあんまり買ってないんですね︒なんだ

伊藤︑決まってないんですね︒それで結局︑最初の頃はソ連も︑当

そうですね︒︑

かあの頃は︑もうなんというか︑世の中どうなっているか分からな
﹂いような状況なんですな︒

でみたんです︒そうしたら︑﹁ああ﹂と思いましたのは︑朝鮮が分断

州で育ったも︐のですから︑あの人たちの動きは興味があって︑読ん

のあいだ張倉造が死んだんですけども︑張学良や蒋介石は︑私は満

保阪︵正康︶さんが書かれた﹃蒋介石﹄という本を読んだんです︒こ

ね︒とにかく完全に朝鮮は共産圏に入っちゃうと︒そうすると当然︑

じゃないかという雰囲気があったということを言っていました

聞社の中では︑これはもう共産党に入党しないとやられちゃうん

北朝鮮が釜山まで攻めて来ているでしょう︒あのときに本当に新

．くした原因みたいですねっこれは私︑荒垣さんから聞い元んですけ
ど︑そのときに新聞社はかなり情報を持つとったんですね︒それで︑

そうですね︒

されていなかったら台湾は最初から中国だうたというような感じ

台湾も共産圏に入っちゃう︒日本は共産圏に直接︑接するわけでし

佐道

がしましたね︒それで蒋介石は当時︑物凄く怒っているんですね︒

ょう︒しかもアメリカってあまりにも遠いでしょう︒だから︑早く

それで結局︑朝鮮戦争というものが東西の対決を非常に強

アメリカが助けてぐれないど言って︒アメリカは台湾は捨てるつ

日本でも共産主義者になっていないと危ないんじゃないかという

伊藤

もりでいたみたいですね︒ところが︑朝鮮戦争が始まったでしょう︒

のが︑当時の﹃朝日新聞﹄あたりにあったみたいですね℃だから︑

それから先生はご存じなんでしょうけど︑僕はこのあいだ︑

それで︑﹁これはいかん﹂というので力を入れるようになった︒だか

﹃朝日新聞﹄はその伝統をいまでも継いでいるんですね︵笑︶︒

し︑考えたら恐ろしいですね︒どう歯車が狂って︑北の侵攻が成功

佐道

そうですね︒当時の記録ですと︑結局アリューシャン︹列島︺

いっている状況では本来ないといヶことになるんでしょうけど︑

産主義政権の圧迫を受けるといヶことになったら︑非武装中立と

に日本の周りは全部︑アメリカは別にして近いところはみんな共

して朝鮮半島が全部共産主義の金日成の政権になって︑それで結
︑局︑台湾も生まれずに中華人民共和国の中になるとなったら︑本当

いまでも継いでいますね︵笑︶︒親・北朝鮮でしたしね︒しか

が日本の経済を復興させるきっかけになると同時に︑台湾を現在

佐道

だと︑いヶのは初めて気づいたんです︒

足がかりを得たと思っていた．んですけれども︑いや︑台湾までそう

りましてね︒今まで私どもは︑日本が朝鮮戦争によ．って経済復興の

の姿に生まれ変わらせたきっかけになっているということが分か

ら︑歴史というのは面白いと思いましたのは︑朝鮮戦争というもの

伊藤

■﹃防衛を考える会﹂の発足とそのメンバー

佐道

がするんです︒

、

から始まって日本からフィリピンでという︑そもそもそういう防
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日本もこれはいかんから共産主義が力を得るということになった
んでしょうかね︒どうなんですかね︒

そうでしょうね︒それともう一つは︑例えば終戦のときにソ

だから﹂ということを言ったんです︒そうして彼も多少︑自信を持
ったんでしょうね︒

それでその次に︑﹁自分が防衛問題を知らないということは︑国

民全体が知らないだろう﹂というところから︑これ︹﹁防衛を考える︑

伊藤
連が主張したように︑北海道をソ連が占領しておったら︑やっぱり

門以外の人なんかにもいろいろ防衛問題を議論してもらおうじゃ

会﹂︺になるわけですよ︒それで︑い．わゆる在野の専門家あるいは専

そうですね⁝⁝︒

日本は冷戦時代に共産圏に入っておったかもしれませんね︒
佐道

ないかということで︑この会を始めるわけです︒そしてこの﹁防衛

考える会﹂というのがその後︑流行りましてね︒いろんなところで

それとアメリカにしてみれば︑こんな遠い所の小さな島国

グアムあたりを前哨基地にして︒

できたりなんかしたんですけれどもね︒そんな経緯で私が担当す

伊藤

佐道
そうそう︒

るようになったんです︒

を考える会﹂という名前にしたのは︑最後になってから︑報告書を

伊藤

だから︑おそらく沖縄は離さないんでしょうけども︒

佐道

作るときにこういうことにしようかといったら︑何か﹁なんとかを

佐道

だから︑いろいろ歴史というのは面白いなと思いましたの

をこっちに引き寄せておかなくたって︑ハワイの線ぐらいで守れ

伊藤

しなきゃいけないんじゃないですか︒例えば懇談会にしておくと

ば守れるわけですものね︒非常に極端なことを言うとね︒

は︑ああいうときに日本の政治の選択がちょっと変わっておった

か︑仮称か何か︒

佐道
そんな感じがしますね︵笑︶︒

そうですね︒なんか︑SF小説が書けるような︵笑︶︒

話ししたと思うんです︒

んですけど︑とにかくいわゆる防衛問題懇談会みたいなことでお

伊藤

事務方としては一応なにか名称は考えて︑例えば手続きを

ら︑今の日本の姿はずいぶん変わっていたと思うんですね︒

伊藤

ちょっと戻るんですけども︑この﹁防衛を考える会﹂に先生

だから︑それはどういう名前だったかちょっと記憶がない

佐道

じゃあ発足までの経緯って︑坂田長官の考え︒これもいろいろ知恵

考えてみると︑僕が知恵をつけたみたいな感じですね︵笑︶︒それで︑

それで︑最初に坂田さんの文章があるんですけど︑これもどうも

伊藤

をつけて︑そしてメンバーを選んだ理由なんかも書いてあります

が携わることになったのは︑審議官になられてからですよね︒

で︑﹁審議官は暇だろうから︑長官に対して防衛問題についてレク

けど︑これなんかも私が勝手にあとで理屈をつけたんだと思いま

そうなんです︒坂田さんが長官になつで来たんですよ︒それ

チャーしろ﹂と言われたんですね︒私はしょうがないから行って︑

す︒とにかく自由に議論してもらいましょうというようなことで︑

坂田さんにいろいろレクチャーすみわけです︒そうしたら︑彼が
﹁私は軍隊にも行ってない︑だから︑軍隊のことがまったく分から

ろんなことは全部我々がやるんだから︑ここぞという判断はあな

﹁それはまったく心配は要り．ません﹂と言ったんです︒﹁それで︑い

したんです︒それで私は︑高坂さんを訪ねて京都まで行ったんです

めたものだけじゃなくて各人に書いてもらえと︒これで大変苦労

それで︑坂田さんが確かに政治家だと思ったのは︑事務局がまと

規約も何も作らないでね︒

たの三十年の政治家の経験から見て︑こっちがいいという判断は

よ︒書いてくれというのを︒高坂さんは引き受けてくれましたけど

ないんだ﹂と言うんですね︒それで非常に心細いって言われたから︑

してもらいたい︒そのほかのことは全部︑下に任せておいていいん

70

︑

ああ︑そうですがね︒

番長いんです︑あの人の文章が︒

ひとたび筆・を取ると︑あの人はさすがに偉いと思いましたのは︑一

ね︒それから荒垣さんも最初は渋っていましたけどね︒ところが︑

伊藤−この人は︑参加してからも熱心でしたね︒特にこの人が︑偉

佐道

伊藤

それだげに︑本当に頼むのは苦労したんです︒

るので︒

佐道

角田さんは︑参加してからいかがでいらっしゃいました？

︑

佐道

それで︑これをお読みになっていただくと分かるように︑ま

のところが防衛力としてはいい・んじゃないかみたいなことを上手

ったかというようなことが︑実に詳しく書いてあって︑このぐらい

ったく素人向けなんです︒なぜ自分がこれを引き受けるようにな

佐道 ああ︑そうですね︑はい︒
︑伊藤 それで︑この文章を私がまとめましたでしょう︒そうしたら︑

昔の軍人のことなんかをよく知っていましたね︒

責任者とされた︶さんのことなんかを書いていると思うんですが︑

いと思ったのは︑本間︵雅晴︑元陸軍中将︑﹁バタ﹁ン死の行進﹂の

﹁え︑こういう方が？﹂と思われるような方が入っておられ

伊藤

に書いてくれましたね︒

それから︑意外に積極的にやってくださったのは村野さんです︒

それから平沢さんは︑住所は港区の新しいマンションに住んで

文章を直してくれたりしてくれました︒角田さんのお宅には何回

それで︑割合に冷淡というかな︑あんまり熱意を示さなかったの

おられて︑そこにも訪ねて行ったことがありましたね︵笑︶︒それか

NHKの村野さん︒それから高坂さんはもちろん︒牛場さんが一所

は平沢さんでした︒当時は平沢さんも外交評論家として売れっ子

ら村野さんは︑事務所を北野アームズに持っていたんですよ︒

か伺いましたね︒青山にありましたけどね︒

だったものですから︑非常に忙しかったものですからね︒だから︑

佐道︐北野アームズというのは？

懸命やってくださいました︒

私もあの人の事務所は︑もう今ばなくなったですか︑銀座の東急ホ

伊藤

そうなんですか︒

伊藤

﹁んなんか・もそこに事務所を持っていたんです︒
佐道 そうですが︒

でしょう︒あの向かいです︒普通のマンションですけど︑中曽根さ

ご存じないですか？自民党の本部の裏に大きな通りがある

テルというのがあゆましてね︒
東銀座のほうですね︒

ええ︑それであそこに何度も頼みに行ったりし．ましたね︒

本テレビのそばだったですけど︑ここにも何回も何回も伺いまし

伊藤

佐道

マンションの七階かなんかだったですけどね︒それから牛

ああ・一⁝・それがご自宅なんですか︒

そこにも何回か伺いました︒それから荒垣さんは︑自宅は日

ずいぶんいいところに事務所を構えて︒．

たな︒

佐道

場さんは︑事務所をホテルオークラの中に持っておったですね︒だ

佐道

伊藤

一見州メンバー的には意外だというか︒

そうでしょうね︒そんなようなことだったですね︒

佐道

の関係でしたかな︒

から︑ここにも何回か伺いましたね︒それから金森さんは︑﹃日経﹄

あ︑そうですね︒日本経済研究センダーかなんかですね︒
そうでしまう︒

三木さんに本当に近いということもあって︑三木内閣です
からいろいろなことでお声もかかっ充んでし︑ようね︒

売れっ子だったんですね︒

そうなんですね︒だかちハ当時はやっぱり外交評論家として

そうそう︒あそこにオフィスを持っていましてね︒

伊佐伊佐伊佐
藤道理道藤道
伊藤
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伊藤

で︑そこにも伺いましたね︒それから荒井さんとか河野さん︑

ああ︑河野さんは︹東京︺市政調査会とかなんとかいうのがあそこ

佐道

伊藤

佐道

そうそう︒荒井さんというのは︑どうも私はあんまり記憶な

あの古い建物ですね︒

日比谷︑そう︑公会堂︒あそこにも何回も伺いましたね︒

日比谷ですね︒日比谷公会堂のところですね︒

に︒

伊藤

ないですね︒

不思議なところですね︒

そうですね︒

これは︑会合は都合何回ぐらいおやりになったんですか︒
六回やっているんです︒
六回ですか︒

その間にやっぱり希望がありまして︑部隊なんかを見に行
佐道

いや︑当然あるんでしょうね︒あるけど︑もう今はないでし

これは︑議事録みたいないものはないんですかね︒

っているんですね︒それはどうもこの記録にはないんですよ︒

んは当時︑野村総合研究所の所長︒だから︑総研に何度も伺いまし

伊藤

るんですけども︑一番防衛に関する理論的なのは︑なんといっても

佐道

伊藤

佐道

書かれたもの︑個人のお名前で載っているものは読んでい

はい︒

佐伯さんは昔からご存じでいらっしゃるわけですよね︒

伊藤

佐道

よ︒

発言集みたいにね︒それをまとめて報告書にしようかと思

ああ︑発言集みたいな感じですか︒

いう発言があったというのを各人がまとめているはずなんです

佐道

そうですよね︒全体を読んでも︑これは高坂さんの議論が全

のが︑最初のまとめの中でもかなり柱になっているみたいですね︒

ね︒

伊藤皓文さんもこれに関係しておられたんですか︒

いていただくと︑何かこのへんのことを思い出すかもしれません

だから馬あるいは何か機会があったら︑一度︑伊藤皓文さんには聞

ったら︑いや︑文章にしてくれというので書いたんです︑これをね︒

体をひつばっているのかなという感じがするんですね︒その高坂

佐道

事務局に来ておったんですよ︒このあいだ申し上げました

なんといってもそうですね︒それで︑高坂さんの理論という

さんの議論と久保さんの議論が非常に似ているものですから︑こ

伊藤

ように︑統幕から一人︑﹁陸﹂﹁海﹂﹁空﹂から一人︑それから研修所か

というのはね︒それはよく分からないですけど︑久保さんが

伊藤

︐彼のその後のいろいろな研究に影響があったのかもしれません

ら来ていたのが伊藤皓文さんなんです︒だから︑伊藤皓文さんも︑

ね︒

防衛局長のときにKB︹個人︺論文なんかを書いたでしょう︒ああ
ないと思うんですよ︒だけど︑いろいろ資料は差し上げましたので︑

佐道

佐道

佐道

伊藤

確かに発言集みたいなのがあると︑資料として面白いです

そうですが︒

そうですね︒伊藤皓文さんが書かれたものは︑私どもも一応︑

おそらくお互いに知ってはいたと思うんです︒いろんな会合なん

必読文献ですから︒

係とかいうことはご記憶にはない︒

ただ︑先生のご記憶では特に二人が親しいとかそういう関

かでも顔を合わせているかもしれませんね︒

いうのは個人的な論文だから︑このとき資料としては差し上げて

れはつながっているのかなという感じになるんですけども︒

伊藤

高坂さんですね︒

ような︒議事録というかね︒それよりも︑私がまとめる前に︑こう

た︒

いんですけどね︒そんないろんなことを思い出します︵笑︶︒佐伯さ

伊佐伊佐伊佐伊
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そうですね︒

よ︑ね︒

伊藤

んがある日︑私に言うには︑自衛官は食費と医療費はタダだと書い

てあるんです︑法律にね適ところが︑食費を少し取っていたみたい

︑なんです︒自衛官からね︒それを渡瀬というのがどζかから聞いて
きたんですね︒それで馬それはげしからんというようなことを坂田

これは︑先生を中心に統幕とかから来ているいわゆる﹁制服﹂

の方々と伊藤皓文さんも含めて︑そういう方々が事務局を構成し

さんが言い出して︑そして確か食費代かなんかを︑最初の年の予算

佐道
てやっていたということになるわけですか︒

で三十億ほど増やしたんですよ︒それで経理局が困ってね︒そんな

そうです︒だから︑いわゆる要点を書き取っておったのは︑

伊藤

ことがありましたね︒r

そういう点は︑例の中曽根さんがトイレットペーパーの問題な

その事務局の連中ですよ︒だから︑私は⁝⁝︒
司会役みたいな形で毎回入られていたわけで．すか︒

う︑いうのを真似たんじゃないかと思うんですけど︑食費問題とい

んかを問題にして︑いわゆる生活経費といいますか︑処遇改善みた・

いや︑坂田さんはずっと全部出ていました︒真面目でね︒・

うのがありましたね︒

そうですね︒

そうですが︒ほう⁝⁝︒

佐道

いなことに努力しておったようなことも知っていましたから︑そ

あの人はやうばり真面目な人だったですね︒

一に出たりとか対談とか座談会に出たりとか︑そういうこともけ

んですけど︑もともと文教族で︑ご本人がおっ七やるように防衛問

つこうなさっていますね︒．

も︑おなりになってから後は︑歴代の防衛庁長官の中でも比較的長

佐道

伊藤

何の因果か防衛庁長官におなりになったわけですけれど

ないんですね︒

な意味なんですが︑そんなことをシュレジンジャーの前で言うん．

ていうか︑．本当に弓を放たないで威力を相手に教えるというよう

という言葉があるそうですな︒﹁射る﹂というね︑﹁不射の射﹂︒なん

回したりしてね︒それで︑これがまた面白いんですけど︑﹁不射の射﹂

りました︒

めの任期の方︑在任期間の方で︑いらっしゃいますよね︒七四年から

そうです︒

通訳も困ったでしょうけどね︵笑︶︒

佐道

ですよね︵笑︶︒だから︑これは変わった人だなあと思ったことがあ

伊藤

佐道
伊藤

ンにつながるお話であり︑あとまたちょっと前には防衛計画の大

佐道

伊藤︑困ったでしょうね︵笑︶︒

をやっておった︑役所のとぎは秘書官をやった渡瀬︵憲明︶といケ︑

綱ができると．いうことで︑ここからあと先生も今度は局長になら

日米防衛会談ですよね︒それはあとのいわゆるガイドライ
あとで代議士になった人がいろいろ勉強して︑そして坂田さんに

・れてというところで︑まさに七〇年代の日本の防衛政策の一番大

でしょうね︒特にご存じだと思いますけど︑坂田さんの秘書

レクチャーなんかをしとったみたいですね︒だから︑これも当時︑

きな問題がこれから始まるところでもあるんですけれども︑この

いては︑だんだん話すようになってこられたわけですか︒

やつばり旧本の防衛はこうあるべきだ︑みたいなことにつ

七六年までですから︒

と当時に︑シュレジンジャーという国防長官なんかとも会

伊藤

そうですが︒防衛庁長官の中でも比較的︑雑誌のインタビュ

坂田長官にレクチャーにいらっしゃったということだった

坂田長官とかは︑時々顔を見せたりとか︒

道．藤道心道藤道

題の﹁ぼ﹂の字とも関わりがなかった方でいちつしゃいますよね︒

佐伊佐伊佐伊佐

私はずいぶん経理局長あたりから恨まれたんですけどね︒坂田さ

73

一

2001年11月8日
回
猶

、

会はまさにそういうのをいろいろ理論とか考え方の準備をここで
整えたという形になるんですね︒

そんな感じですね︒それで︑割合にあの人の影響︑力というの

■歴代総理と防衛問題
伊藤

とったような感じもするんですよね︒

ギル・バトリックという人をご存じじゃないですか︒当時は国

防次官補でした︒あれが来たときに︑日本は経済が発展したんだか

ら︑無償援助は打ち切るということを言ったんです︒そのときに池

田さんは﹁けっ︐こうだ﹂と言うんですな︒﹁これからはもう全部有償

でけっこうだ﹂というようなことを言ってね︒そのときに﹁自主防

衛﹂ということを彼が言うんで︑﹁これからは自主防衛で﹂︒だから︑

﹁自主防衛﹂というのはその後︑中曽根さんが言ったとか佐藤さん

が言ったとかいろいろあるんですけど︑一番最初に口にしたのは

は︑あとまで続いているんですね︒それかち︑これはちょっと意外

に思われるかもしれませんけど︑三木さんは二年足らずの在任で

池田さんなんですよね︒

それから今年︑気が付いたんですけど︑自衛隊の殉職隊員は今年

たがったりね︒

それから前にもお話ししたと思いますけれども︑F脳を視察しr

しょヶ︒ところが︑あの人が国防会議を一番多く開いているんです

そうですが︒

よ︒

佐道

で千七百何人かになっているんですよ︒事故で死んでいるんです

佐藤さんなんて七年もやっているけど︑あ．んまり開いてな

いんですね︒だから︑なんか知らんけど︑非常にハト派と言われた

ね︒毎年︑殉職隊員の追悼式というのがあるんですよ︒自衛隊記念

伊藤
人が一番やられているのです︒

日の前後にね︒ところが︑驚いたことには︑自衛隊ができてから昭

そうですね︒日米防衛協力は福田内閣のときにガイドライ

佐道

和の時代というのは︑その追悼式に出席した総理大臣というのは

伊藤

まさにハト派といっていて︑実は日米防衛協力なんていう

そうですね︒

伊藤

佐道

で︑一人は岸さん︒一人は池田さん︒それからその次は︑亡

そうなんですか1

︑三人しかいないんです︒

ンができるわけですけども︑そのレールを敷いたのは三木内閣の

佐道

くなった竹下さん︒この三人なんですよ︒昭和は︒

坂田長官のときですから︒

ことを︑佐藤内閣がやらなかったことを手をつけようとしたとい．

佐道

伊藤

から︑その前の⁝⁝︒

来ているんですよ︒今年はもちろん小泉さんは来てますしね︒それ

伊藤

そうですが﹂中曽根さんとかは行ってないんですか︒

うことですから︑それは本当に大きな変化だと思います︒

は︑池田さんというのは防衛問題についてど・フいう考えを持って

小渕さん︒森さん︒

ええ︑ぜんぜん来てない︒それで平成になってからはかなり

おった人なんだということでね︒私は︑池田さんのときは秘書官を

佐道

小渕さん︑森さんはもちろん来ていますね︒それからその前

そうですね︒この間もどこかで訊かれたんですよ︒というの

やってましたでしょう︒それ．で非常に感じましたのはふ池田さんと

伊藤

佐道橋本︒

の⁝⁝︒

いうのはとにかくいわゆる経済に力を入れて︑防衛問題について
は関心を払ってないというのが一般的なんですけど︑必ずしもそ
うじやないという気がするんです︒あの人は︑かなり一所懸命やつ

74

ん︒平成になってからは割合に来ているんですけど︑昭和の時代と

伊藤橋本さんも来ているんですよね︒それから︑社会党の村山さ
佐道

ね︒

その防衛局長になる前の審議官時代とか︒・

僕はその前は教育担当の参事官だったですから︑その会議には出

審議官時代は︑ほとんど出ていません︒審議官というよ．り︽

念日のメインイベントというのは観閲式でしょう︒観閲式には必

ていませんけど︑防衛局長になってからは出ていまし．た︒

伊藤

ず総理大臣が来るものだから︑その前後は来なかったんでしょう

佐道︑海原さんが︑七二年で国防会議事務局長もお辞めになりま

いうのは三人し．か来ていない︒ということは︑おそらく自衛隊の記

ねゆしかし︑それにしても千七百人の殉職者があるというのは︑や

すよね︒そうすると︑ああいうかなり個性の強い方でいらっしゃい

ますから︑海原さんがお辞めになった後の国防会議は︑やっぱり多

つばり政府の機関としては最高だと思うんですね︒

佐道

少変化があったんでしょうか︒

いや︑そうですよねえ︒平均すると︑毎年けっこうな数が亡

くなっているということになりますよね︒

そうですね︒変化があったというより︑国際情勢については

伊藤

ね︒

そうなんです︒だから︑今年は非常に少なかったんです︒四

そうですね︒

佐道

伊藤

佐道

だから︑いろいろ僕らの知らなかったことがありますね︒私

外務省あたりが割合に説明する機会が多かったり︑いわゆる閣僚

伊藤

ですね︒そのあとについては︑具体的に何か影響力とかそういうの

の勉強会みたいな感じでしたね︒それが海原さんのときには︑何か

はたまたま池田内閣のときに秘書官だつたんです︒そのときに池

は治ありだったでしょうか︒

人だったんですけど︑多いときは二十人なんてことがあります︒と

田さんが来たもんですから︑当然総理大臣というのは毎年来てい

伊藤

を決めるときとかそういうとき以外はあんまり開かなかったです

るものだと思っていたら︑今年の記事を見てびっくりしましてね︒

れとったというような感℃が関係各省庁の中にあったもんですか

いうのは︑大型の飛行機が落っこったりなんかすると︑みんな死ん

ああ︑こういうものかなと思いました︒

ら︑とにかくもう海原時代が終わったので︑安堵感みたいなものが

じゃいますからね︒

佐道︑そうですね︒意外な感じがしますね︒

あったんじゃないでしょうかね︒

それはあまりないと思いますねコむしろ海原さんに牛耳ら

海原さん御自身は結局︑七二年で一応官途は退か．れるわけ

伊藤﹂そうでしょうっ︵笑︶

佐道

官房長から国防会議に行かれたわけですよね︒国防会議に

いらっしゃるあいだは︑存在感というのは相当大きかったです︑
か？

三木さんが特に防衛問題について考えている︑みたいなこ

伊藤

伊藤︑あったですね︒だから︑︑四次防のときに最後の段階で馬超音

佐道

かについて国防会議を開いて︑何度も勉強七とったような気はす

速の練習機を国産するか輸入するかというので︑ずいぶんもめた

とは聞こえてきたりというようなごどはございましたか9

るんです︒

ことがあるんですね︒前にお話ししましたように︑十月九日に最後

いや﹃特になかったですね︒ただ︑三木さんは国際情勢なん

佐道．そのときの国防会議は．先生は出ておられなかったわけで

れで田中さんが﹁うん﹂と言わないものだから︑がっかりして帰っ

の決定をする朝︑増原さんが田中さんのところに行くんですね︒そ

三木さんのときは当然︑出ていました︒防衛局長ですから

すか？︑

伊藤
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てくるわけです︒そして国防会議が始まる前に︑田中さんと相沢
︵英之︶さんと後藤田さんの三人で国産を決めるわけですね︒その

七二年ぐらいで︑今度は﹁平和時の防衛力﹂という問題が出てく

る背景としての不況といいますか︑経済の失速の問題が出てま・い

う︒中曽根さんが通産大臣で︑ヘリコプターを百機買えばいいなん

本の国力が増えて︑もっと輸入を増やせというような時期でしょ

ょうか︒

から前提のような形で議論が進んでいくということになるんでし

たけれども︑この一％というのは︑もう大体出てきた最初のあたり

ときには海原さんは入っていないんですけど︑その前に防衛庁に

て言っていた時代なものですかち︑これはとても輸入をぜんぜん

伊藤

ッと出てくるということで︑前回のお話のところでも出てきまし

しないというわけにはいかないから︑いわゆる対地戦闘機は国産

初から反対しておったです︒それから久保さんは︑一％を越えると

りますよ・ね︑︒防衛の予算がきついと︒それで︑一％という問題がグ

で︑練習機は輸入するという妥協案を持ってきたことがありまし

いうのは現在の国情からいっ︑てほとんど不可能だという感じを持

来て︑官房長官の二階堂さんなんかはかなり輸入に傾いている︒日

た︒ところが︑当時はもう防衛庁は硬かったものですから︑それを

っていましたね︒それから︑国会の中では社会党なんかでも︑一％

この一％については︑まず海原さんは絶対反対でしたね︒最

蹴るわけです︒だから︑そんなようなことで︑かなり彼の影響力と

判といいますか︑これで議論をして欲しいというような形でどん

書かれていますよね︒どちらかというと現在の日本の防衛政策批

佐道

んかで喋っておったんですけど︑彼のそういった意見はあんまり

のときに海原さんは現腰じゃなかったですから︑いろいろ講演な

ならしょうがないかなというのが︑その頃の空気だったですね︒そ

スコミ全体がやっぱり一％以内なら︑それぐらいの防衛費の負担

以内ぐらいならしょうがないかなという気持ちがありました︒マ

どん悪口︑悪口と言っちゃいけないですけど西だいぶ批判的なこと

いうのはあったと思いますね︒

をお書きになり︑本にして出されると︒あれはやっぱり本省のほう

ゃないかと思いますね︒

出ないままに︑一％というのがコンセンサスになっていったんじ

海原さんは︑国防会議にいらっしゃってから本をたくさん

としては︑﹁困ったことだなあ﹂という形になるわけですか？

佐道

海原さんが否定的だったというのは︑その一％という枠を

伊藤

決めるべきではないということなんですか︒

みたいだったですね︒私はあんまりそヶ思わなかったです

けどね︒夏目︵晴雄︶君というのが総務課長をやっていまして︑海
原さんのところに﹁あんまりこういうのを書かないでくれ﹂なんて

佐道

本来︑国際情勢からデタントのときに必要なものというものとが︑

うのも︑今度は物差しがないわけですよ紅︒﹁制服﹂の必要なものと︑

ちどうなるかということなんですけどね︒ただ︑﹁必要なもの﹂とい

﹂伊藤 最初から予算がどれぐらいだというのを決めるべきじゃな
いということでしょうね︒だから︑必要なものを積み上げていった

﹂伊藤 そんなことをいっか彼が言っていたことがありましたね︒
そういうことで︑﹁俺は矛先を多少収めておったんだけれども︑そ

必ずしも国民の納得のいくような説明がなかなかできないわけで

頼みに行ったことがあるみたいですね︒

の頼みに来た夏目が俺に断りなしに防大の校長になった﹂という

す︒そうなってくると︑防衛費がこれぐらいで︑よその国に比べた

ああ︑そうなんですか︵笑︶︒

ので怒っちゃったわけですよ︵笑︶︒

佐道

しゃすいわけですね︒それで︑政府内では一％以内というのが共通

ら日本の負担はこんなに少ないんだというほうが︑説明としては

︵笑︶︒う一ん︑まあ︑それで怒っちゃしょうがないと思いま
すけど︒そうですが︒r
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の意見みたいになってはいましたね︒

■防衛庁の人事と大蔵省

伊藤

違いますねえ︒だから︑いわゆる海原さん︑それから久保さ

ん︒久保さんが・一時︑福島県警に本部長で行きv︹防衛庁に︺帰って

くるわけですね︒そのとき久保さんと田代さんは同期なんですよ︒

十八年の同期なんです︒この頃から大蔵省の影響力が出だと思っ

・たのは︑田代さんを先に次官にするんですよ︒その間︑久保さんが

施設庁の長官をやるわけです︒それで一年で辞めて︑今度は久保さ

防衛庁の中で︑先ほども次官の田代さんのお名前が出まし

佐道

佐道
はい︒

になって片方が出たら︑大体それで片方が終わりということです

んが次官になってくるわけです︒

伊藤

大蔵省からいらっしゃった方で︑初めて次官になられたわ

たけれどもハ大蔵省かちいらっしゃつたわけですよね︒

佐道

よね︒

代さんが次官というような形になっていったのかなというような︑

人事ですからいろいろ巡り合わせもあると思いますけれども︑田

う大蔵省の影響力が強くなってきていて︑それで防衛庁の中でも︑・

テムが六〇年代にでき上がっていきます︒四次防になると︑そうと

も︑二次防・三次防という形で長期計画を決めていくというシス

ね︒これは二次防・三次郎のときもそうだったと思うんですけど

佐道

伊藤

防衛計画を立てるときの財政に対する考慮といいますか

そうですね︒

伊藤

佐道

になったんじゃないかと思うんですねゆ

るんだけれども︑同期なものだから久保さんが譲ったような格好

伊藤

薄かったということなんでしょうか︒

すけど︑久保さんは出られたときは︑．次官として戻られる可能性は

佐道

伊藤

ということは︑いまこんなことを言っていいのかどうか．で

そうそう︒・

通常の人事のシステムですと︑同期の者がいて片方が次官

けですね︒

．印象もあるんですけれども︑実際どういう感じでしょうか︒
伊藤 傾向としては︑海原さんが去ったあと︑．旧内務省系統の影響

を実感として感ずるのは︑私の後任は︑私よけ一年先輩め原．︵徹︶

そうそう︒それで結局︑大蔵省が強くなってきたなどいうの

ほう︒久保次官というのは︑当然そうなるんだということ

いやいや︑薄いというよレ︑そのときは当然︑久保さんはな

力がずっと．落ちてきたというのが事実でしょうね︒

さんがなるわけです︒

で︒

佐道海原さんが去ったあと？

佐道・はい︒

去ったあとね︒海原さんが去り︑．それから三輪︵良雄︶さん

伊藤

伊藤

あの人は︑役人になったのが二十三年越すからね︒私は二十

がいなくなつちゃうでしょう︒そうすると︑あとに来たのが内海

元気なんですね︒

佐道︑︵笑︶︒内海さんはまだお元気なようですね︒

迫力からいうど海原さんに比べると問題にならないですからねα

保するという力が︑その頃は大蔵省にあって︑そして久保さんがい

ほうがいいというごとでやつ元んだと思うんですね︒そういうち
一よつと常識はずれのような人事をやってまでも次官のポストを確

ことは︑彼を次官にするために︑やっぱり防衛局長をさせておいた

四年でしょう︒私の後任に来るわけですよ︑経理局長から︒という

伊藤

やっぱりそれもぜんぜん違いますか︒

︵倫︶さんですね︒内海さんは越中島時代におったんですけど︑まあ︑

佐道
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なくなってからそれに抵抗するような力はなかったということな
層んじゃないでしょうかね︒

伊藤

だから︑四次防の最後の決定の頃なんていうのは︑あの人が

表へ出るというこどは︑まったくありませんでした︒それで︑私な

伊藤

あと︑というか︑私なんかからすると︑本来は先生が防衛局

ああ︑そうですがね︒

佐道

したりしていましたね︒

屋かなんかで待つとってね︒会計課長と一緒に行って結果を報告

んかが大蔵省と折衝して帰ってきて報告するのは︑どこかの料理

佐道

るような形で大蔵省の影響力が七〇年代にかなり大きくなって︑

佐道rウーン：：㌔先生のあと︑三代続きますね︒

長のあと次官のはずだったんだろうと思いますけど︑先生が次官

したからおなりになったということなんですかね︒

さんとか西広さんとか︑いわゆるプロパーめ方もいらっしゃいま

八○年代は大蔵と警察系の人と︑︑一時交代のよヶな形と︑あと夏目

そうですが︒ですから︑そういうふうな馬やや強引と思われ

におなりにならずに国防会議に出られますよね︒ですから︑丸山
︵昂︶次官の後ということになりますね︒丸由次官のあとは三代続
けて大蔵出身になりますね︒

あの人はあんまり主張した記憶はないですね︒

ああ︑そうなりますかね︒

伊藤

四次防の中身を決めていくときに︑予算の面では何千億円

伊藤

佐道

田代さんは︑政策とかそう﹂いうのには口は出さなかった？・

伊藤

削減するとかずいぶんご苦労されたんだと思うんですけれども嘱

ええ︒これは防衛庁で異様なことではないかというような

とか︑経済企画庁の次官とか︑ああいうところの次官もみんな大蔵

装備の中身ですけれども︑装備局長といろいろおやりになると︒

佐道

省がほとんど一人占めにしておった時期ではあるんですね︒それ

伊藤

感じがするんですけど︑七八年︑七九年︒

から︑小田村︵四郎︶さんも︑経理局長から行政管理庁かなんかの

衛局長の頃は︑装備局長が江口︵裕通︑在任昭和五十年八月一日目

佐道

通産からでしたね︒いまでもそうですがな︒

この装備局長はずっと代々︑通産からの？

しかし︑その頃は大蔵省の強い時代で︑例えば国土庁の次官

次官になるんですかな︒だから︑行政管理庁なんかもみんな大蔵省

五十二年七月十二日︶さんという人でしたね︒この人とは一緒にな

やりましたね︒四次防よりもつとあとじゃないかな︒僕が防

で占めておったわけですね︒

いま拓大︹総長︺の小田村さんでいらっしゃいますか？

伊藤

ってやりましたね︒

佐道

そう︒それから会計検査僥の院長なんかもずっと大蔵省で

ただ︑私が広報課長の頃の装備局の管理課長は︑人事院から

伊藤

田代さんは防衛局長をおやりになってない⁝⁝︒

伊藤

いまでもそうだと思います︒

佐道

やってないです︒

来た銅崎︵富司︶さんだつたと思いますね︒

佐道

伊藤

ですね︒経理局長から次官ですね︒これも異例の人事です

すものね︒

佐道

異例の人事ですねえ︒．

伊藤

う方がけっこう多いですか︒︑

先生もそうですけれども︑人事院から防衛庁のほうに︑とい
伊藤

ですから︑逆に言うと防衛行政は分かってないと？

四年に入って︑二十八年から九年にかけて︑いわゆる占領が終わっ

佐道

佐道

それは分かってないですね︒

て各省が人事政策というものをやりたいというような意向が強く

ね︒

伊藤

︵笑︶ということだと思うんですけどね︒

いますね︒というのは結局︑人事院というのは︑僕らが二十

佐道
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噛

なって︑人事院が力を失った時期なんですよね︒それで各省に散っ

︑で役所に残って勉強するわけ︒そうすると︑みんな課員が帰れない
わけですね︒それで私が防衛局長になったときに最初に海原さん

哀想でし売ね︒あの人は真面目な人なものですから︑毎晩一時頃ま

を採ったんでしょうね︒だから︑最初にお話ししましたように︑私

から言われたのは︑﹁おまえね︒どうしても仕事が残ったら︑一度帰

ていった時期なんです︒ぞういう関係があって︑防衛庁は割合に人
は最初︑行政管理庁から話があったんだけれども︑その前に防衛庁

があったですね︒あれは︑海原さんはそういうのを見ておったのか

れ﹂と言うんですね︒﹁そして出てきて一人でやれ︒そうじやないと︑

︵笑︶︒丸山ざんも七〇年代にいらっしゃるわけですね︒

なと思ってね︒

の話があるんだけどどうだと言われて︑まあ︑どこでもいいと思っ
佐道
はい︒

だから︑国会の答弁なんかも︑私は早く帰りましてね︒部員連中

おまえがいたら下の者が帰れないよ﹂ということを言われたこと

僻藤

六〇年代の真ん中頃に一時期ちょっといらっしゃって︑ま

たから行ったわけなんです︒︵笑︶

佐道

と見てね︒そして国会に行きました︒ところが︑丸山さんはその前

てね︒翌日︑朝国会が始まる一時問前に私は登庁して︑それをずつ噛

に﹁書いて机の上に置いといてくれ﹂と言って︑置いておかせまし

ああ︑官房長で来るんですかね︒その前は審議官だったです

た警察に戻られて︑︑官房長で来られる︒︑

伊藤
かな︒

佐道

それは大変ですよねえ︒いやあ︑それは大変だと思います

の晩に書かせたのを全部見て︑それで帰るわけですよ︒だから︑大

警察庁の官房長から防衛庁の官房長になられて︑官房長︑防
その前に来とったということがあるんですかつ

ね︒

佐道
伊藤
いや⁝⁝︒

変だったみたい︒

佐道

ないですよね︒

衛局長で次官になっていかれると思うんですけども︒

伊藤

いや︑総務課長かなにかで一時︑六八年かなんかに一年ぐら

そうですが︒そういえばそういうことがあったな

前に丸山さんにお目にかかってお話を伺ったときに大変印

るのにアメリカと具体的な協力についてはほとんど話がしてなか

象的だったお話が︑防衛庁に来て気が付いたこ匙は︑安保条約があ

佐道

っていなかったんじゃないかなという感じはするんですけどね︒

あるべきかというようなことについての考え方というのは︑固ま

いものですから︑そういう意味では本当の︑いわゆる自衛隊がどう

．伊藤 だから︑ある意味では丸山さんというのは非常に真面月な
人だったですけれども︑防衛政策をずっと︑過去のことはご存じな

佐道

そうですが㎏それ臓売んまり記憶にないですね︒

いおやりに︒

伊藤

ああ1

佐道︑先生が．広報課長をやっておられた時期に一時期︑一年ぐら
い︒

伊藤

．あ⁝⁝︒

これは逆に言うと防衛政策に関しては飛び込みでいらっしゃった

で︑アメリカに行ってもらって︑そこから艮米の防衛の首脳会談と︑

りにされて︑防衛庁に来たときはちょうど山中さんが防衛庁長官

ったと︒だから︑自分はアメリカとやりたかったというお話をしき

みたいな感︑じですよね︒

かそういうことを自分は一所懸命考えるようになって︑それをや

国会のほうに出ておられたということだったんですけど︑

伊藤．ええ︒あの人は官房長から防衛局長になるんですか︒だから︑

ろうとした︒それをとにかく自分の仕事としてやろうとし元んだ

佐道

防衛局長になったときの防衛局の部員連中というのは︑本当に可
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いろいろ制約もあるだろテし︑教育訓練の場所の問題なんかもあ

責任者であったと思うんですね︒それが私がなった頃は︑かなり日

ということをしきりにおっしゃっていたのが凄く印象的だったん

伊藤

本の︑それこそGNPがアメリカに次いで二位になった頃でね︒そ

るだろうから︑できることをやってもらえば︑あとは全部我々がや

は︑最もアメリカとやりあったのは海原さんだと思うんですまね︒

れで︑アメリカもなかなか全体を見るのも容易じゃないという時

ですね︒それで︑なんとかガイドラインまで持っていったというお

あの人は語学もできましたからね︒そういう意味では︑自衛隊をつ

期になってきて︑できることとできないことをはっきりしてくれ

りますという姿勢でしたね︒だからハその時期にまさに海原さんは．

くるとき︑アメリカと協力しながらつくっていった最初の人は海

と︒それで︑アメリカとしてもできることとできないことをお互い

話だったんですけども︑そういう感じなんでしょうか︒

原さんだったと思います︒丸山さんもそれをお考えになったかも

にすりあわせしょうというような姿勢だったと思いますね︒だか

かもしれませんね︒ただ︑アメリカとの関係からいうと︑僕

しれませんけれども︑実際の実績としては海原さんのほうが上じ

ら︑そのへんはある意味では海原さんは︑昔の知識で︑考え方で押

うなことをずっとおっし︐やっていたと思うんですね︒実際︑海原さ

ら︑日本の自衛隊なんてできることはあんまりないんだ︑というよ

で︑アメリカなんてぜんぜん日本には期待していないんだと︒だか

とか日米協力といっても︑日本の自衛隊なんて大したことないん

りにおっしゃっていたのが記録にもありまずけれども︑日米安保

はそういうことだったんでしょうね︒だから︑それぞれの時期を過

こらへんのところの移り変わりをずっと見ていると︑軌跡として

らんといかんなということを感じた時期だったと思うんです︒そ

いうような時期だったと思うんです︒それで丸山さんも︑一緒にや

った頃だと思うんですね︒だから︑アメリカが日本に期待したいと

それから丸山さんの時期というのは︑もう大体日米協力が始ま

し通されているのかなという感じはしますね︒

んがいらっしゃつた時期は︑まだまだ自衛隊の力がそんなに向上

ごされた方が︑その前は知らないし後を知らない人が意見が違う

ひとつ︑これまた印象的なことは︑海原さんの場合にはしき

していませんし︑それこそ三次防が決まったときに国防会議に出

というのは当然だと思いますね︒

体的に日本に協力を求めてきてというのはちょっとなかったかと
それは私が前にもちょっと申し上げたと思うんですけれど

思うんですけど︒

伊藤

とをやって︑あんなことで接触している当時︑年度の防衛計画とか

はね︒その前に防衛課長で﹁久保・カーチス︹取極︺﹂なんていうこ

つくるわけですね︒あのときは︑かなり違っていましたよ︒向こう

伊藤

いますよね︒あれはご記憶ございますか︒

六年ぐらいに横須賀をアメリカの空母の母港に︑という話がござ

佐道

も︑私が防衛局長になったときに︑日米防衛協力のガイドラインを

なんとかを統幕で議論なんかをするようなときの感じとしては︑

かな︒．大河原︵良雄︶大使がアメリカ局長の頃だったんですね︒そ

そうですね︒それと直接つながりはないんですけども︑四十

まさに海原さんと同じように︑アメリカは日本の自衛力というも

ういう話がありましてね︒これは母港というの憶︑何か知らんけど

これはありますよ︒あるというのは︑外務省の安保課長から
のに対しては︑ほとんど期待はなかったですね︒だから︑自衛隊は

■参事官会議とは？

られたりしたわけですから︑確かにその時にアメリカがなにか具

佐道

ゃないかなと思いますね︒

＼
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外務省が総理にあげて︑総理の決断を仰いだんだと思いますけど．

しながらいろいろ話し合った記憶がありますね︒おそらくあれは

治としてはかなり大きな問題だろうということで︑外務省と相談

らすると当然︑受け入れなきゃならないんだろうけれども︑国内政

非常に曖昧な表現なんですよね︒しかし︑基地の提供ということか

話しとったんじゃないでしょうかね︒

ようなことでいろいろ検討して︑あとは外務省の担当官あたゆと・

伊藤

してと︒．

佐道

外務省の安保課長と同じ国防会議の参事官ですからね︒外

先生も直接︑外務省三三をされる？

だ︑防衛庁に関係してくるのは︑その乗組員の住宅の問題が出てく

基地の中で母港化しても別にどうって問題はないわけですね︒た

は聞いてましたけれども︑それに対して防衛庁が考えていたのは︑︑

伊藤

佐道

いや︑特になかったですけゼね︒防衛庁としてはそういう話

防衛庁としては︑なにか意見集約されたわけですか︒

佐道

伊藤

参事官なんですよ︒兼任︒

として？

佐道

じゃあ︑国防会議が開かれるときに参加をされるというこ

務省からの情報というのは︑最初は私のところへ来るわけですよ︒

いや︑外務省から情報があって︑こういう話があるよという

施設庁が先生のところに来て︑先生がまた外務省とも話を

ね︒

伊藤

佐道

るんですね︒そんなことで施設庁あたりの意見なんかを聞いたり

とになるわけですね︒

すよね︒

佐道

伊藤

佐道

伊藤

だから︑このノート︵﹃伊藤ノート﹄︶みたいなのが︒これな

その頃は︑海原さんがいらっ七やるわけですよね︒

はい︒

なるほど︽なる︑ほど︒防衛課長の時代も︑国防会議の参事官

しましたね︒

伊藤

んかを見ると︑その当時の質問に対してこういう回答なんかも書

そうですね︒米軍の基地の関係だとき︑施設庁の関係になりま

が横須賀にあろうがどこにあろうが︑別にどうってことないわけ

いてありますから︒
佐道

ああ︑それはいろいろあったですね︵笑︶︒その質問の一覧表

キツい質問がいっぱいくるんでしょ﹂うね︵笑︶︒．

そうなんですね︒だから︑まあ運用の問題からすると︑．母港

ですね︒

佐道

伊藤

地域の人たちとの関係ということが出てくるわけですね︒

空母という象徴的な存在が︑つまり訓練しているとき以外は常時
伊藤

そうすると︑そういういわゆる﹁アメリカとの軍事体制の一

そうです︒

対する回答案なんかもみんな書いてある︵笑︶︒

もあったんですけど︑それはどうも︑ないみたいなんです︒ただ︑

佐道

佐道

いるわけですよね︒

体化反対﹂という人もいるでしょうし︑またたくさんの乗組員がい

きます︒

ああ：：・・︒それはちょっとあとで楽しみに読ませていただ

・これを見ると︑その質問がみんな書いてあります︒それで︑それに

るわけですから︑その家族の問題とかもくると︒そこは確かにちょ

ますよ︵笑︶︒．

ただね︑自分で読んでみてぜんぜん分からんところもあり

︵笑︶︒国防会議の参事官は︑防衛庁と外務省と？

伊藤
伊藤

佐道

いわゆる専任の参事官は︑防衛庁と外務省と大蔵省でした

っと頭が痛い問題だと︒

窓口が防衛課長だったせいもあるんでしょうかね︒私のところに

伊藤
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来て施設庁の人と話し合ったような記憶がありますね︒
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はあ⁝⁝︒

ね︒

佐道

それから︑大蔵省になったり通産省になったりね︒ただ︑訪

そうですね︒．

−

伊藤

局議じゃない︑庁議ということになるわけですかね︒

庁議みたいの︑そうです︑そういうことですね︒．

佐道
．伊藤

佐道

伊藤

衛庁と外務省は常に参事官がいて︑もうひとりの三人目が大蔵省
から︒︑

局長が兼ねておられるのが大部分でいらっしゃるわけです

になったり通産になった力していました︒大蔵省から参事官が来

伊藤

佐道

そうですが︒

ええ︒それから︑参事官会議には﹁陸﹂﹁海﹂﹁空﹂の幕僚長も

て﹁いるときは︑参事官補は通産からきて︑通産︹省から参事官︺が

出ていましたからね︒

防衛庁の中に渉外担当参事官というのがいらっしゃいます

来ているときは大蔵省から参事官補が来ていました︒・

佐道

ええ︒だから実質︑庁議ですね︒

．佐道

伊藤
はい︑いますね︒

か︒

よね︒

伊藤

大体外務省からいらっしゃっている方が︒こういう方は︑例

それでは﹁制服﹂の方々も意見をどんどん言われるわけです

佐道

伊藤どんどん言うわけですよ︒

それはありますよ︒それで︑庁議と参事官会議はどこが違う

庁議は長官が出るわけですよね︒

官会議も庁議も同じなんです︒

けなんですよ︒だから︑事務次官以下のメンバーというのは︑参事

かというと︑メンバーで長官が出ているか出ていないかというだ

伊藤

ての意見をきちんという場がちゃんとあるということですね︒︐

佐道﹂そうですが︒じゃあ︑いわゆる参事官会議で・﹁制服組﹂．とし

えばこういう空母の母港化の問題とかいう問題のどきには︑どう

あのポストの人は︑具体的には何をやっておられるんでし

そうねえ⁝⁝あんまり関わってなかったような気がします

いうふうに関わられるんでしょうか︒関わらないんでしょうか︒

伊藤
ね︒﹁

佐道
．．

渉外担当って︑今は国際担当になっていますけど︒

ょう︒

伊藤

国際担当参事官ですね︒

我々の頃は渉外担当って言いましてね︒主に︑米軍との窓口

︑佐道

伊藤

みたいになっていましたね︒米軍との直接のやりとりは統幕がや
はい︒リエゾンオフィサーがやるわけですね︒

っているんですけど︒︑

佐道

庁議は長官が出る︒

参事官会議は︑長官は出なくていいと︒
出ないわけですね︒

これは︑開く回数とかは定期的に決まっているんですか︒

から問題があるときは︑それこそ一日おきでやったりなんかして

参事官会議は︑一週間に一回は必ずやっていましたね︒それ

参事官のところに来とったのかな︒あんまり担当参事官の仕事は

いましたね︒例えば機種決定のときなんかは何回もやりましたね︒

そうそう︒その米軍との関係なんていうのは︑やっぱり担当

なかったような気がしますね︵笑︶︒参事官会議で︑いろいろ意見を

な︒

二次防︑三次防︒四次防とかこういうときは︒

それから︑長期計画をやるようなときは︑これも何遍もやりました
佐道

佐道

参事官会議というのは︑具体的に言えば局長会議︑局議とい
うか︑そういヶ感じになるわけですよね︒

言っていましたけどもね︒

伊藤

伊佐伊佐伊佐
藤道藤道連道
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当時はまだ受け入れられないというような形だったと思うんです
が︒

そう︒それから予算のときも何回もやりましたね︒予算のと

きなんかは︑非常に大きな予算については一回で決まらんもので
伊藤

︐伊藤

すから何回か開いて︑参事官会議を開いて決めていって︑最後に庁

まり記憶がないです6それで︑たまたま﹁思いやり予算﹂というの

佐道
いや︑月に一度って必ずしも決まっていませんでしたね︒そ

なるほど︒庁議は月に一度？

それは局長になっておられたときの話ですよね︒

を助ける意味で関わったんですけどね︒

は金丸さん︹が防衛庁長官のときのこと︺だったものだから︑これ

基地経費の問題だと経理局だったと思うんですよね︒あん

議で決めるわけです︒長官のところで︒

伊藤

佐道

も

れこそ重要なことを決めるようなときだったと思いますね︒

そうです︒

じゃあ︑参事官会議はけうこう頻度を高くやっていると︒

それもちょっと問題が大きいのであとで伺いたいんです

■沿岸防備と 大事巨砲主義

伊藤

佐道

伊藤・これは多かったです︒だから︑本当に会議の多いところだな
じゃあ︑例えばあとの話になりますけど︑それこそ防衛計画

と思いましたもの︵笑﹀︒

佐道

の大綱とか︑いわゆる基盤的防衛力構想とかが出たときは︑﹁制服﹂

佐道

が︑ひとつ︑前もお訊きしたと思うんですけど︑六〇年代と七〇年

の方から批判とか出たわけですか︒

伊藤

代に入ってからではちょっと違うのかなと思うのは︑自民党の国

それはすごかったですよ︒その当時︑確か私の記憶では久保

さんが次官ですね︒そして︑統幕議長が栗栖︵弘臣︶さんだつたと

防部会という存在なんですけれども︑これは直接︑防衛庁でどうの

ろんな形で防衛政策をいろいろアピールをしてきたりとかいうこ

思うんですよね︒栗栖さんと久保さんは内務省で同期じゃないで
そうですが︒昭和十八年ぐらいですかね︒

とで接触とかがおありだったんでしょうか︒

こうのということはないと思うんですが︑やっぱり有形無形でい

佐道

うん︑十八年ぐらいだと思うんです︒だから︑ずいぶんね︒

すか？

伊藤

重藤

六〇年代というのは︑私はまだ政治家と接触する機会がほ

特に栗栖さんは﹁俺は﹃制服旨の代表だ﹂というような気持ちがあ

には国防部会に説明したりなんかはしましたね︒ただ︑いまと違っ

とんどない時期ですから︑これは印象がないんですけど︑七〇年代

した︒それから﹁陸﹂﹁海﹂﹁空﹂の幕僚長も︑かなり旧幕の意見を述

て︑すべて国防部会の了承を得なければ予算も組めない︑方針も打

ったんでしょうね︒だから︑かなり意見を言ったりなんかしていま
べて︒だから︑基盤的防衛力のときは︑本当に久保さんが個別に説

ち出せないというような状況じゃなかったですね︒

佐道今︑そんなに強いんですか︒

得したというような感じでしたね︒

基盤的防衛力め問題は大きいので︑またあとでじっくり伺

伊藤

佐道

いたいんですが︑この時期︑同じように米軍の基地経費の肩代わり

いかんみたいですから︑もう夏から始まるみたいです︒

強いらしいですよ︒概算要求のときから了承を取らないと
という問題がそろそろ出てきていると思うんです︒のちに﹁思いや

佐道

ええ一1 いっからそんなに強くなったんでしょうか︒
り予算﹂に︑︹一九︺七八年ぐらいになっていくんですけども︑この
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伊藤

それは分からんですけどね︒私が記憶しているのは︑予算な

伊篠

特にあの人は︑航空自衛隊のジェット機なんていうものに

がしますね︒最後の予算の決定のときに︑いまこういう状況になっ
佐道

きの問題ぐらいでしょうね︒

ついての知識は︑あんまりなかったと思うんですよね︒︹F︺鵬のと

ていて︑最後のこれとこれをがんばりますというようなことで説

んなは何も知らない﹂というようなことをずいぶん力説しておら

んかも概算要求のときなんかはほとんど説明しなかったような気

明をして︑そして了承を取ってね︒その国防部会の人が大蔵省に陳

れましたけど︒

しかしオーラルでは︑鵬の問題でたくさん伺って︑逆に﹁み

情に行ってくれたりなんかしたようなことはありましたね︒

伊藤

これは物凄く勉強してましたね︒それで︑アメリカの雑誌な

佐道

んかを取り寄せて読んだりなんかしてね︒例えば滑走路が二千四

国防部会の関係で印象に残っておられるような方はいらっ

しゃいますか︒

百︹メートル︺要るなんていうのは彼が主張して二千四百にしたわ

それはあんまりないですね︒だから︑大体こちらが説明すれ

伊藤

けですからね︒それまでは︑源田さんなんかは最初は二千メートル

だ︑ファントムのときは私は直接関係なかったんですけど︑どうい

魍までは︑海原さんの勉強にかなう人はいなかったでしょうね︒た

くしましたね︒だから︑︹ファントム以降はともか．く︺ジェット機で

あればいいと言っていたんですからね︒そんなような勉強は物凄

ば︑それで了承してくれて︑特に向こうから意見を述べるというよ

ウーン⁝⁝︒六〇年代までは︑先生はまだ．あまり接触がなか

うなことはなかったですね︒
佐道

ったみたいですけど︑有名な方は保科︵善四郎︑元海軍省軍務局長︶

さんとかいらっしゃつて︒

う議論をしたか︒ファントムのときは︑彼は確か︹国防会議︺事務

私はほとんど接触はありません︒だから︑久保さんなんかが

そうですね︒

伊藤

佐道

だから︑どういう議論があったのか分からないんですけど︑

局長でしょう︒

佐道

伊藤

あったみたいですな︒

か海軍系統の方でいらっしゃって︑どちらかというと自民党の国

あれは割合に︑1問題なしにスッといっちゃっているんですね︒

ああ⁝⁝︒保科さんなんがは︑言うまでもなく旧海軍という

防部会はその系統の方が多い感じがするんです︒源田︵実︑元海軍
自民党から出てくるのは﹁海﹂﹁空﹂重視という話で︑そこらへんは

んでファシトムでいいじゃないかということを盛んに主張した記

と当時め装備局長の江口というのと二人で︑あまりにも高すぎる

それから︑その次のファントムのあとのF15のときには︑実は私

装備のこととか全体のバランスとかを考えるときに︑なにか考慮

憶がありますけどね︒

第三四三航空隊司令︶さんは﹁空﹂ではいらっしゃいますけども︑

に入ったりとかするんでしょうか︒

佐道

いや︑大体四倍ぐらいですよね︒最初の86Fが一億円でしょ

戦闘機の値段というのは︑倍々どころかそれ以上にずっと

伊藤

上がっていますね︒

それは入っていたと思いますね︒いわゆる﹁海﹂﹁空﹂重視と

いうのが当時の風潮だったでしょう︒だから︑陸上自衛隊は非常に

伊藤

う︒それから︑皿が五億でしょう︒ファントムが︑最初のときは二

危機感を持っていましたね︒そして︑陸上自衛隊が危機感を持って
いると同時に︑海原さんもね︒海原さんはやっぱり﹁海﹂﹁空﹂はあ

ﾈんて百億ですからね︒あのときは︒今はレートが上がったのか

十億なんですよ︒すると四倍ぐらいなんですな︒それから今度はF
そうですね︒

んまり力を入れないほうでしたからね︒
佐道

15
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下がったのか︑少し金額はあれですけど百億ですからね︒するとも

をやるとまずいんじゃないかというのがあったのですね︒

悪いということはなかっ．たですね︒それから︑特にあの人は

いかと思いますね︒

もあって︑﹁制服﹂の人たちとは割合に協調しておられたんじゃな

一次防のときのとりまとめの責任者だったでしょう︒そんな関係

伊藤

関係は特に悪いということはなかったですか︒

ども︑もともと﹁制服組﹂の方々とはうまぐいっていたというか︑

久保さん・は︑基盤的防衛力構想とかを出す前の周回ですけ

佐道

先生は︑予算を削減しながら︑しかし翻り振って装備を固め

う四倍ずつですからね︒

佐道
﹂ていかなきゃいけないときに基本的な方針として︑﹁海﹂﹁空﹂重視・

か︑それともいわゆる後方の備蓄とかそういうのを重視するとか︑

いろんなやり方・考え方があると思うんですけども︑どういうこ
私はやつぱゆ後方の問題というのは︑これは侮原さんめ教

﹂とを基本に考えられたんですか︒

伊藤

という形になるわけですね︒

はやっぱり﹁海﹂なら﹁海﹂︑﹁陸﹂なら﹁陸﹂という形で個別にやる

四次防の装備の問題の取りまとめとかをやるときに︑．これ

いました︒それで︑﹁制服﹂の人たちがあまりにも正面装備というも

そうですね︒

佐道

のばかりに気を取られているというような印象はありましたね︒

伊藤

統幕はあんまり関係ない？

育嘘受けたわけじゃないですけども︑どうも配慮が足りないと思

それで︑ご存じの堀江︵正夫︑﹁英霊にこたえる会﹂元会長︶さん

佐道

が参議院議員になるわけですね︒彼が参議院で質問しましたよ︒

それは最初︑統幕にまとめてくれということを頼んだんで

すよ︒そうしたら︑﹁いや︑とてもできないから内局がやってくれ﹂

伊藤

﹁防衛庁は弾薬とか何とかに対する配慮が足りない﹂ということを
質問したわけです︒そのとき私は︑こういう答弁をした記憶がある

というのは︑非常に極端なことを言うと︑各幕僚幹部の情勢見積り

というようなことで︑それで結局︑内局がやるようになったんです︒

弾よりはタンクだとか飛行機だという宅とを非常に主張なさる︒

が全部違うんです︒﹁これはおかしいから統幕で統一してくれ﹂と

一んです︒それは︑﹁配慮が足りないというよりは︑﹃制服﹄の方々は

そうすると︑限られた予算の中でそちらに取られると︑どうしても

言ったんですけど︑それもできなかったですね︒

つまり︑情勢見積りも違えば︑基本的な防衛に関する構想も

佐道

難しいですね︒それは決して日本だけじゃなくて︑アメリカ

それはなかなか調整は難しいですよね︒

伊藤．ええ︒

になるでしょうし︒

違うわけですよね︒﹁陸﹂と﹁海﹂では︑まあ︑極端に違うということ

佐道

弾なんかは少なくなるんだ﹂っていう話をしたことがありました
ね︒﹁もし先生がそういうご意見を持つんだったら︑旧幕を説得し
ほう⁝⁝︒堀江さんは﹁陸﹂の出身でいらっしゃいましたよ

てください﹂っていうことを言ったことがありました︵笑︶︒

佐道
ね︒

伊藤

﹁陸﹂です︒ええ︒それで︑あの人が例の沖縄返還の頃は西部

方面総監なんですよ︒それで︑西部方面から行くわけですね︒彼が

が大変なんですよね︒私が一番最初に招待されていったときに︑あ

伊藤

最初に行って︑とにかく観閲式をやりたいというようなことを言
沖縄で︑ですか︒

にかく陸．海．空軍の予算の調整というのが大変だ．というような

ょうど私が行ったときに予算の関係をやっていました︒それで︑と

とで国務長官になるバンスという人が次官をやっていました︒ち
佐道

沖縄でね︒沖縄というのは当時︑反自衛隊の空気の中でそれ

い出してね︒それを抑えたりなんかした記憶がありますね︒

伊藤

＼
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ょうね︒

ことをボやいていましたね︒だから︑どこにでもそれはあるんでし
そうですね︒でも︑やっぱりそれぞれの︑例えば﹁陸﹂なら

佐道

伊藤

P3Cを百機持っている︑イージス艦も持っている︒これは

もちろんそうでしょうね︒

ですから︑実質的にはアメリカに次ぐ世界ナンバー2の海軍じゃ

ないかなんて感じがしますけども︑潜水艦の問題はありますが︑大

佐道

変なものだと思いますけれどもね︒

伊藤うん︒

﹁陸﹂︑﹁海﹂なぢ﹁海﹂の幕僚長とかの個性で︑その時々の人によっ

伊藤

佐道今は︑多少は満足してもらわないと困るというところはあ

て強くそれが︑出てきたりとかい・フこともあるわけですか︒

はいつも欲求不満でしたね︒もっと大きな船が持ちたい︑もっとた

ると思うんですけど︒

あるでしょうね︒あるんですけれども︑全体的に言うと﹁海﹂

くさんの船が持ちたいというような欲求不満が常にありました

伊藤

もう一つおかしいのは壁書﹂の伝統として大きな船が欲し

ね︒そ江から﹁空﹂は︑僕は比較的満足しておったと思うのは︑常に

いというのがあるんですよ︒結局︑一万トンとか二万トンというの
が持ちたいんですね︒

最先端の戦闘機を持っているんですよね︒
ああ⁝⁝︒

ているんですね︒今の護衛艦というのは昔の駆逐艦みたいなもの

きに︑世界中でF15を米国以外で一番持っているのがイスラエル

伊藤

佐道

伊藤

しかし︑﹁陸﹂はもう基本的には本土専守防衛ということに

そう︒

うな気がしますけども︵笑︶︒

まあ︑・あそこまでいくと︽だんだん歯止めが利かなくなるよ

それはあるんですね︒

やっぱりできれば空母が持ちたいと︒

これがやっぱり寂しいんでしょうなあ︒

みたいなのが︑未だに残っ

佐道

それから﹁陸﹂ば︑とにかく人を十八万にしたいというだけ

大艦巨砲主義

伊藤

でしょう︑大きさが︒

そうですね︒何千トンですかね︒

なんですね︒だから︑地方なんかに回っていくと︑二十年前の装備
品なんかを持っているんですね︒ああいう点では︑とにかく﹁陸﹂

ええ︒中では比較的︑﹁空﹂ほ充足感は︑他に比べればあった

は人︑﹁海﹂は船︑それから﹁空﹂は結局︑新しいものということで
ね︒

佐道

で︑これが一五機か二十機ぐらいなんですよ︒だから︑それは航空

なりまずけれども︑﹁空﹂も日本の領空内の防衛と言われますが︑．

だろうと︒

自衛隊は満足したでしょう︒

すからね︒

海で囲まれているオーストラリアが持っているのが十三機なんで

頃はそんなでなかったです︒百機体制になったんですけど︑周りが

3Cなんていうのは︑百機体制とかなんとか言っていたけど︑私の

さんは﹁沿岸防備に限れ﹂と言うんですね︒ところが︑沿岸防備に

伊藤

のかvその両睨みで装備はやられでいると思うんですけれども︒

とも海上護衛船をやって遠洋まで出掛けていくということになる

佐道

伊藤

敵が来たときにそれを食い止めるための部隊なのか︑そ乳

ありますね︑ええ︒

﹁海﹂は逆に言うと任務があやふやな部分がありますですよね︒

佐道 そうですね︒P3Cを百機も持っているというのは日本ぐ

だから︑それが非常に曖昧なところなんですよ︒それで海原
らいですよね︒

ただ︑﹁海﹂もある程度︑満足していいと思いますのは︑例えばP

あっだと思いますね︒とにかくF15は︑日本が百機決めたと

佐伊佐伊佐
道理道理道
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限ると大きな船が持てないわけです︒

土︑国土防衛という本土防衛中心主義なのか︑臼米協力中心なのか︑

という︑これも路線があったのではないかと思うんです︒

う考え方1これは海原さんなんかの考え急なんですけどねレが中

そうですね︒ますます小さな船だけでいいということにな

心だと思うんですよ︒それから︑久保さんもやっぱりそういっ充思

佐道
伊藤

想は持っておられたと思う︒

伊藤．それで結局︑過去においては本土防衛を主にすべきだとい

からねるそれがもう︑やっぱり帝国海軍出身者としては耐えられな

久保さんもそうだと思うんですね︒︑

りますよね︒

いんですね︒そうすると結局︑船団護衛とかシーレーンとかいうこ

佐道

そうそう︒極端なことを言うと魚雷艇だけでいいわけです

とになってくるわけですよね︒

ところが︑ここにきてあのテロ事件以後は︑何かちょっ︑と流

﹁海﹂﹁空﹂重視という形になると︑航空自衛隊はとにかく

伊藤

佐道

ね︒ということは結局︑国境が見えなくなったということでしょう

れが変わってきているんじゃないかなという感じがするんです

が︑逆に海上自衛隊の場合は︑﹁じゃあ海上護衛のほうをもっとや

ね︒だから︑日本の国だけを守るということじやなくて︑それこそ

﹁新しい飛行機を買ってあげるかち﹂という話でいいと思うんです

りましょう﹂という形での装備ということになってくるわけです
伊藤

な︑ちょっと今は一つの転換点になっているのかなという感じは

のを結ばなければ自分の国自体が危なくなってきたというよう

集団的自衛権じゃないけれども︑集団的自衛の協力関係というも

が海上自衛隊でしょう︒そうすると︑米軍と共同作戦をやるのにど

しますね︒

．ね︒

ういうものが要るかというのが非常に大きなウエイトを占めてく

佐道

なるんでしょうね︒それと︑米軍と一番緊密な関係にあるの

るわけですよ︒P3Cを取ったのも︑載せてある探知機器が共通で

んまり変わんないと思うんですよね︒
伊藤

ああ⁝⁝︒実質的には︑集団的自衛権を行使しているのとあ

あるというのが非常に大きな要素になつ・ていましたからねb

佐道

になると今まではすぐ飛躍して︑﹁アメリカがやられたとき助けに

ね︒そめ中心になったのは︑役割からしても海上自衛隊ということ

本の本土に限らない日米軍事協力体制が実は行われるわけです

ブァイヤー対策とかソ連の太平洋艦隊の封じ込めという形で︑日

根・レーガン関係のときに日本の役割分担ということで︑バック

られる︒ということは︑日本が集団的自衛権でアメリカと協定を結

伊藤

佐道

︵笑︶それで︑外相が先走って照明器を送るなんて言って断

そうですね︵笑︶︒

てないですね︒

今度のテロの事件だって︑日本に﹁助けてくれ﹂なんて一言も言っ

同じだと思うんですがね︒ただ︑﹁集団的自衛権﹂ということ

んですけども︑まさにいま先生がおっしゃった米軍乏の共同とい

いくのか﹂ということを言うわけでしょう︒ところが︑アメリカは

になるわけですね︒

んでおっても︑アメリカの本土が侵されるときに出掛けていくこ

あとでまたガイドラインのときにもお瞬きしたい話になる

うことになるわけですけど︑これは実際︑．八○年代にいわゆる中曽

そうですね︒

乏なんてことはまったく考える必要がない︑んですよね︒ところが︑

・伊藤

佐道︑それをやることは︑ひいては日本防衛にもつながるから︑と

そういう考え方の下で︑日本の周辺で共同作戦をやっている場合

でも﹁アメリカがやられたら知らん顔をしておれ﹂ということにな

いう論理だと思うんです︒逆に言うと︑日米協力を進めていくのか︑

︑日米協力ということはもちろんあるけれども基本的には日本の本
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はするんですけどね︒

ると︑これはちょっと国際的な常識から言うと変だなという感じ

だか何年だかまでに作ろうということをやろうとしていたという

佐道

伊藤

それで中谷長官のもとで研究会を立ち上げて︑二〇〇三年

そうらしいですね︒

く見直そうと︑また︒

そうですね︒確かにそうですね︒その意味では︑ちょっとい

佐道

どうもそのあと︑一応見ているんですけど︑それが立ち上がったと

報道があったんですが︑それをやろうとした矢先にテロがあって︑

ろいろ大きな分岐点に︑いま本当に来ているのじゃない・かなと思
来ていると思いますね︒ということは︑もうある意味では国

いますですよね︒

伊藤

佐道

伊藤

まさにいま日本の防衛政策︑防衛計画の大綱みたいなもの

そうですね︒私も聞いていませんね︒

いうことは聞かないんですよね︒

本当にそうですねえ︒

をきちんともういっぺん練り直して︑冷戦後の国際状況も変わっ

境がなくなった︒炭素菌の問題なんかになると︑手紙でどんどん入
佐道

こうなるともう︑いわゆる地球全体が一つの国みたいにな

ってくるでしょう︒︑﹂

伊藤

そうですね︒特に民主党は中が二つに割れていますし︒

党とか公明党だと思うんですね︒

うふうに議論が展開されていくか︒いま一番困っているのは︑民主

ごちゃになつちゃって困るなと思うんです︒

佐道

伊藤

なんか﹁テロだ︑テロだ﹂でワーッとやっていると︑ごちゃ

そう︑いい機会なんですがねえ︒

ですけども︒

た中での日本の防衛のあり方を考えるいい機会だと思っているん

佐道
そうですねえ︒

伊藤・そうなんですね︒だから︑やっぱりある時期︑整理しなきゃ

つちゃいますからね︒だから︑︑今度のテロ事件をきっかけにどうい

伊藤

ええ︑なかなか⁝⁝︒公明党も︑とにかく政権にいたいとい

いかんでしょうね︒ただ今．のところは私は︑ベトナムの二の舞にな

佐道
うのが一番頭にあって︵笑︶︒

るんじゃないかということ．を心配するんです︒

．．

伊藤．そうそう︒公明党はもう何よりも政権にいたいって︒だから︑

見しているのがあったんですよ︒プーチンに﹁ロシアは軍隊を出さ

今朝︑ABCのニュースを見ていましたら︑記者がプーチンに会

政権についていくしかないという感じですよね︵笑︶︒

ぜんな無理を言ったって離れていかないですよね︒
．佐道

ないのか﹂と掩いたんです︒そうしたら︑﹁出さない﹂って言うんで

だから結局今のような状況だと︑土井さんみたいな意見は

伊藤

す︒なぜかというと︑﹁アフガニスタンに兵を出すと︑アメリカがベ

トナムにまた兵を出すのと同じ結果になる﹂と言うんですね︒﹁ア

だんだん﹁なに言ってんだ﹂ということになると思うんですね︒

佐道

メリカだっていまベトナムで何かがあって兵を出すと言ったら国

いやもう︑そうだと思いますね︒やっぱり未だに﹁じゃあ︑

自分のことだけでいいのか﹂という話ですからね︒

これは︑なるほどなと思ってね︵笑︶︒

民の反対を受けるだろう﹂って︑そういう説明をしていましたよ︒
やっぱりちょっと本当に⁝⁝︒

佐道

伊藤ええ︒
佐道

今度のテロは︑そういう意味では安全保障政策に大きな問

そうですよね︒確かにそうですよね︒

伊藤

伊藤 あのソ連ぐらい慎重に軍事作戦を行う国というのはないで
．すねつ終戦後︑満州の国境を越えてくるときに︑関東軍は二十万ぐ
ええ︒報道によりますと︑九月に実は防衛計画の大綱を新し

題を投げかけたような感じがしますね︒

佐道
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︑

らいしかいなかったんです︒それに百三十万の兵隊を集めて︑入っ

連兵の殺三方が非常に残虐だったみたいですね︒だから︑遺体が帰

・ってきたときに遺族に見せもれなかったというような話も当時︑
聞きました︒

てくるわけですよ︒そういうことを考えると︑おそらくアフガニス

タンに侵攻したときも︑ゾ連としては万全の策を講じて行ったと
佐道
伊藤

はい︑どうもありがとうございました︒

ってきましたので︑ありがとうございました︒

バー︑恐ろしい⁝⁝︒すいません︑じゃあそろそろ時間にな

思うんです︒それが十年間で負けて帰っていくわけですからね︒だ
から︑プーチンは︑とても行く気がないと思いますね︒

＼

特にあのとき問題になったのは︑アフガニスタンの人たちのソ
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第13回

開催日＝2002年2月12日く火）
開催時刻：午後2時05分
終了時刻：午後4時15分
開催場所＝政策研究プロジェクトセンター

〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）

伊藤

隆（政策研究大学院大学教授）

佐道明広（政策研究大学院大学助教授）

記録者：有限会社ペンハウス水野智子

半東京地検に呼ばれて旨々ッキード事件

ね︒それを審査して判定する組織ですね︒

これでみると︑五十一年の一︑一月に例のロッキード事件がアメリ

かったんですけど︑六月に﹃防衛白書﹄を坂田さんが発表している

カの上院で発覚しているんですね︒そして︑これも私は関係してな﹁

俣藤︵圭︶

んです︒中曽根さんから五年経っているんですよ︒それで坂田さん．

審議官から教育担当参事官をやるんです︒教育担当参

事官というのは︑私は仕事についではほとんど印象がないんです︒

が物凄く意欲を燃やして﹃防衛白書﹄を発表するんですけど︑これ

も私はほとんど関係していない．ものだから記憶がないんです︒︑

というのは︑．十ヵ月ぐらいなんですね︒しかも︑そのあいだで何も

教育に関する問題はなかったんです︒それだけ整っているわけで

それが全部︑将か将補になっているでしょう︵笑︶︒びっくりしまし

かを作った頃の校長は︑大体一佐か︑せいぜい将補だったんです︒

部︑一階級から二階級あがっているんです︒私が越中島で校則なん

ただ︑印象どして驚いたのは︑とにかく聾学校の校長の階級が全

ったですけど︑もうみんな整っているわけです︒

伊藤︵圭︶

か？

伊藤︵隆︶ 東京地検に呼ばれるというのは︑証人だったんです

当参事官のときの一番の思い出といヶか︑記憶ですね︒

化の︺白紙還元の頃の状況を詳しく訊かれたん︑です︒これが教育担

に三日間呼ばれましてね︒例の︹次期対置哨戒機︵PX﹂︶の国産

それから︑この六月に︑実はロッキード事件について私は検察庁

た︒やっぱり何というか知らん廿ど︑だんだん時間が経ってくると︑

わば官庁間協力という形ですかね︑あのときは︒﹁明日か明後日は︑

す︒私がかつて部員でいた頃は︑学校をつくるとかなんとか忙しか

下から上がってくるど詰まっちゃうから︑結局は階級を上げてい

時間は取れますか﹂というようなことを検事から言ってくる︒﹁大

証人じゃないんです︒だから調書は作るんですけど︑い

くんだなと思いま七た︒

丈夫です﹂と言うと﹁十時に来てください﹂と言って︑それで地検

重要なポストの割り振り先として︑偉い人がどこに落ち着

佐道

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

取り調べじゃないですね︒取り調べはもっと厳しいと

取り調べといヶ感じじゃないんでしょう？

易じゃないんですよ︒三日間やられましたけどね︒

に行ってつとにかく朝の十時から夜の十時までですから︑これは容

そういうことになるんですね︒まあ︑そんなもんかなあ

ぐかということをゆ

伊藤︵圭︶

時間の経過ですね︑本当に︒

・と思いましたね︒︵笑︶

伊藤︵隆︶

その前の年に三木内業ができて︑そして坂田︵道太︶さんが︹長官

は︹昭和五十年の︺九月の五日に参事官になっているんですけど︑

伊藤︵圭︶

ったんです︒夕方は六時から七時までが休憩なんです︒そうすると

休憩があるんです︒そのとき私は役所に帰って昼御飯を食べて行

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

とにかく十時からやって︑十二時から一−時まで二︑時間

しかし︑そんな長時間は⁝⁝︒

思うんです︒

として︺来ているわけですね︒

その間は︑役所に帰ると秘書が残っていなきゃいけなくなるでし

そうですね︑確かに︒

これはおかしいんですけど︑教育担当参事官が公正審査会の会

ょう︒だから︑晩御飯は要らないからと言って帰して︑それで日比

佐道

長をやるんですね︒公正審査会というのは何をするかというと︑人

谷の検察庁の横で︑日比谷公園の横にあるイイノゼルね︒あの地下

本当にそれは感じましたね︒それで記録を見ますと︑私

事院みたいな仕事なんですよ︒不服のあみ人が訴えてくるんです
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時から十時まで︒いやもう︑これはなかなかきついものでしたね︒

でラーメンかなんかを食べて︑それでまた行くんですよ︒そして七

が後藤田さんですよね︒それで海原さんが︹国防会議︺事務局長で︑

伊藤︵圭︶

佐道

﹁﹁いい﹂という話だったんです︒それでメモかなんかを持っていっ
てね︒﹇どういうことを亡くんですか﹂ということを︑まず最初に柔

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

伊藤︵圭︶

当時のメモなんかを持っていっていいかと言ったら︑

︑

そのときは自分のメモやなんかを持っていくわけです

ず一つと訊かれるんです︒

庁史室にも私はたくさん残してきていますから︑﹁ないか﹂と言っ

それがどうしても見当たらない︒だから︑これから探しますけど︒

入も来るし馬通産の人も来る︒そういう会議が︑もうとにかくやた

伊藤︵圭︶

佐道

私が︹防衛︺課長で︑局長は久保さんかな︒．

︵笑︶これは惜しいんですよ︒本当︒当時は︑官房副長官

ああ︑もったいない︒︑

佐道・もうず一つと訊かれるわけですか︒

いたんです︒そうしたら︑﹁F1戦闘機が国産になったときの経緯

ていま調べさしているんですけど︑どうも見当たらないって言う

そういうときに︑向こうが聴取したものはくれないん

．伊藤︵圭︶ ぜんぜんくれないです︒これはどういうふうにやるか
というと︑まず最初の一日半は検事と雑談ですよ︒それでいろいろ

ですか︒

らに続いたんですね︒その議題を書いたものがあったんですけど︑

そう︑そんなような人が集まって︒それから︑大蔵省の

そうですね︒

をお訊きしたい﹂と言うんです︒それと︑﹁そのあと白紙還元という

んですな︒

し刀

ことになった︑その経緯をお訊きしたい﹂と︒そういう電話だった

伊藤︵隆︶

へ む

んです︒だから︑﹁分かりました︒それじゃあそのへんのところをね﹂
︹と答えました︺︒前にもお話ししたかもしれませんが︑︹四十七年︺

ど毎晩徹夜でやりましたでしょう︒もう夜ど昼がぜんぜん分から

話しとってね︒検事は頭がいいものですから︑そめ当時のことを見

十月九日に四次防が決まるわけですね︒一日から九日まで︑．ほとん

なくなつちゃつたんですよ︒それで私はこれはいかんと思ってと

れから﹁じゃあ︑これから調書を作りますから﹂と言うのでね︒

ながら話をすると︑﹁さっき言ったのといま言ったのとは︑ちょっ

調書は調書なんですか︒

にかく十月一日から︑一日の何時にどこでどういう会議があって︑

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

調書なんです︒それで検事が︑どういう経緯であれに決

とこのへんが食い違うじゃないですか﹂なんて言うんです︒﹁ああ︑

ど︑どうもなくなつちゃつているんです︒それに基づいて話をした

伊藤︵圭︶

誰と誰が出てどういうことが議論されたかってメモを作っていた

んです︒全部ね︒話をしたときに︑それを出してくれと言うんです

まったかという経過をずっと反刃するわけですよ︒そして︑それが

それはこヶいうわけでこうなんだ﹂って説明すると次に進むんで

ね︒﹁いや︑ちょっと私も役人をやめてから回顧録でも書きたいか

決まったあと田中さんの発言で︑いわゆる﹁白紙還元﹂という言い

んですよ︑十日間の︒

ら出せない﹂って言ったら︑﹁じゃあコピーをあげますから﹂ってね︒

方はしていないんですよ︒田中さんは︑こういう言い方をしている

すが︑そんなことで雑談をやっているわけです︒一日半経って︑そ

それは証拠で取られて︑コピーを返してもらったんだけど︑そのコ

んですね︒﹁こういう技術的に細かい問題まで俺のところまで持っ

伊藤︵隆︶それはいつ作ったんですか︒その当時ですか︒

ピーを持っておったんですけど︑これも実は三菱電機を辞めたと

てきて決めさせるのはやめてくれ︒だから︑ちゃんと専門家が集ま

その当時です︒実はそれを一所懸命探しているんだけ

きに全部焼いて捨ててしまったような気がする︒
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です︒

だけど︑物凄く金がかかるんですね︒五億円ぐらいかかっているん

れで︑一応PXLは国産だということになってきとったのがもう

四十七年にロッキード事件があったのかな︑発覚するのが五十

転つて検討した結果を持ってこい﹂ということを言うんですよね︒そ
一回見直すということで︑いわゆる白紙還元なんですね︒だから︑

て︑結局︑結果的にP3Cに変わっていくわけです︒だから︑そう

ただ︑PXLということでずっと走ってきておったのを止められ

んということになつちゃったんですよゆもう一回検討しなおすと
．いう之とになったもんだから︒今までつけてきたやつは︑使った分

伊藤︵圭︶

佐道

一年ですか︒

いう意味で﹁白紙還元﹂という言葉が使われだしているんですね︒

白紙還元をするという文書なんかはぜんぜん残ってないんです︒

ところが︑︹佐道︺先生からいただいた新聞の記事を読んでみる

はしょうがないですけど︑その年についた何億かが凍結されちゃ

白紙還元になったもんだから︑予算を執行しちゃいか

発覚したのが五十一年ですね︒

と︑あの中に︑大蔵省はぜんぜんPXLの予算を認めてなかった﹁と
な記事が︑どこかの新聞に﹁あるんですね︒と之うが︑実際はそうじ

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶︐・佐道．︵納得の頷き︶．

ったわけですね︒

やないんです︒PX﹂を国産するために︑二年ぐらい前からはっき

ているから執行されると思って︑先に作っちゃったんです︒それで

いう記事があるんです︒それで白紙還元になったんだというよう

り国産ということじゃなくて︑国産するための研究費としてずっ

それで川崎が困っちゃったわけです︒当然︑予算がつい

と金を積んできているんですよ︒それで︑あの年が何年になるんで．

﹁なんとかしてくれ﹂って来まして︑私と会計課長といろいろ話し
．たんですけど︑それはなんともしょうがないというんですね︒だか

すかね︑四十入年になるんですかね︑ロッキード事件が起きるの

ろんな形でその中に予算的に潜り込ませる以外に方法はないんじ

ら︑あとはしようがないから︑多少とも新しい機種を作るとぎにい

伊藤︵隆︶事件そのものですか︒

ゃないかというようなことを話し合いました︒そんな経緯もあっ

が︒

伊藤︵圭︶事件そのものがね︒そう︑私が防衛課長のときですから︑

たんですね︒

まずはロッキード事件の話をする前に︑このあいだ申し上げま
した中で間違っているのがありました︒久保さんの考え方に対し

四十七年か八年ですよね︒防衛計画︑四次防が四十六年に決まるん
四十七年ですね︒

ですかな︒四十七年ですか︒・

佐道

て︑栗栖︵弘臣︶さんが物凄く反対したといヶ話をいたしましたね︒

だから︑四十七年までの間に︑これは隠れているんです

伊藤︵圭︶

いわゆる﹁久保構想﹂に対して﹁制服組﹂が反対したんじゃないか

というご質問がありましたので︑栗栖さんが物凄く抵抗したとい

けれども︑実際は十億円ぐらいの金が付いているんです︒国産のた
めのね︒

︑︐

伊藤︵隆︶ ﹁研究開発費﹂ですか︒

当時の統幕議長は鮫島︵博一︶さん︑﹁陸﹂が栗栖さんで︑︑﹁海﹂が︑

れは陸幕長だったんですね︒陸幕長で物凄く抵抗したんです︒その

うんです︒そのとき統幕議長と申し上げている︒違うんですよ︑あ

・伊藤︵圭︶・﹁研究開発費﹂という名前だったと思うんです︒まだ︑装

備までいっていませんからね︒四十七年に川崎重工は当然︑俺のと

ころに来ると思っているわけですね︒それでPXLのモックアヅ これがまた物凄く抵抗したんですけど︑中村悌次さんなんです︒結
プを作っちゃったんですよ︒モックアップというのは木で作るん
局︑﹁海﹂の船の数を逆ないし五群というふうにがんばっちゃつた
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んです︒それから﹁空﹂のほうは平野︵晃︶さんで︑この人は割合に

いうのが毎週ありますでしょう︒そこで大綱についての説明があ

うのは︑私は実際に見ているわけですね︒久保さんの構想に対して

るわけです︒それで久保さんと各幕僚長が遣り合う場面なんてい

それから︹自民党の︶国防部会について︑当時はあんまり印象が

各幕僚といいますか﹁制服組﹂が反発しておったというのが印象に

満足しておったんですな︒あんまり文句を言わなかった︒

ないと︑いうことを申し上げましたが︑国防部会はその当時は防衛

あるのは︑そういう場面を覚えておったということなんですね︒

■防衛庁の参事官のポストとは？

庁に対してほとんど文句を言わなかったんですね︒長い間︑源田
︵実︶さんが部会長をやつとったんです︒あの人は政治家じゃない

ですから噛国防部会なんかに出てきても英語の雑誌かなんかを読
んでいるような人でね︵笑︶︒ぜんぜんそんなこともなかったもん
ですから︑ほとんど問題はなかったみたいですね︒

が︑防衛庁の場合は参事官というのはほかの役所とちょっと違う

ちょっと戻るんですけれども︑この参事官の問題なんです

参事官ハちょっと違うポストになるわけですよね︒

佐道

がありますね︒あれは海上防備だけだったら︑極端にいえば魚雷艇

それからもう一つ︑﹁海﹂の人が大きな船を欲しがったというの

だけでもいいわけです︒それを大きな船を欲しがったというのを

すね︒だから︑ご存じのように旧海軍の潜水艦というのは︑︑ただ敵

以外にああいう船団護衛なんていう考えはまったくなかったんで

れは︑海上自衛隊自身の反省もあったんですっ旧海軍は︑艦隊決戦

担当の参事官ということになるわけですよね︒

防衛庁の場合は別に参事官制というのが敷かれていて︑その教育

とか︑ぶら下がりでいる中二階のポストが普通なんですけれども︑

佐道

はい︒

の戦艦だけをやっつけることで．貨物船をやっつけるなんて︑こと

伊藤︵圭︶そうそう︒だから︑防衛局長も参事官なんですよ︒

r伊藤︵圭︶

はぜんぜん念頭になかったみたいです︒そんなような反省と︑それ

佐道

挺子にする理由として︑シーレーンの問題とか海上護衛ってね︒こ

から大きな船が欲しいというのでシーレーンということを盛んに

伊藤︵圭︶ ．官房長も参事官︒全部まず参事官なんです︒

つまり︑ほかのところだったら︑例えば﹁何々局の参事官﹂

言ったんだというのが︑このあいだの速記につけ加えることかな

佐道違うんですよね︒

そうですよね︒

というようなことです︒

ははあ⁝⁝︒

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

教育担当・衛生担当と︑我々の頃はあったわけですね︒

このちょっと前に戻るんですが︑四十九年の十二月に坂田長官
が就かれるわけですね︒そして五十年の九月五日に私は参事官に

佐道

参事官の中で︑防衛局長・官房長・装備局長︑それから

なるんですけど︑四月に防衛計画作成の長官指示というのを坂田

緒になっているというところが珍しい︒

ですから︑本来はスタッフであるべき参事官がラインと一
さんが出しているんですね︒

実は私は︑大綱について最初に申し上げましたときには︑ほとん

それは大江︵志乃夫︶さんの﹃陸軍参謀本部﹄という本

の中に出てくるんですけど︑陸海軍は軍令系統は参謀なんとかっ

伊藤︵圭︶
っておったということが分かったんです︵笑︶︒というのは︑私は大

て︑参謀課長とか参謀局長みたいな酒そんな形のものが多かったで

どその内容を知らないということを申し上げて︑実はある程度︑知

綱の時期は審議官と参事官なんですよ︒そうすると︑参事官会議と
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仕事が分けられているから︑それのトップということで参事官を

したんじゃないかと思うんですね︒そのスタッフの中でいろんな

しょう︒そういう意味で︑まずスタッフとしての内局の機能を重視

かは︑入事局に制度的には所属しているけれども︑実質的には教育

佐道

伊藤︵圭︶

佐道

けですけれども︑教育局︑人事局というのがございましたね︒人事

佐道

伊藤︵圭︶ ええ︒

けですね︒

担当参事官の指揮の下にいろいろ活動をするということになるわ

実際は︑例えば教育担当の仕事をしておられる課員の方と

分かりにくいですね︒

ちょっと分かりにくいですよね︒

充てるということになったんじゃないかと思うんですね︒

教育局という名前になったりとか︑名前も変わったりとかしまず

伊藤︵隆︶

それで伺いたいのは︑この教育担当の参事官になられたわ

けれども︑あれは別にいわゆるラインとしての局になっているわ

佐道

伊藤︵隆︶

いやいや︑責任は負わないというのは︑例えば何かの問

負わないんですか︒

のは︑ある意味では教育行政についての責任は負わないんですね︒

そうなっているんです︒だから︑教育担当参事官という

そうですよね︒ということは︒

安全なラインですね︒

けですよね︒あちらのほうは︒

伊藤︵圭︶

でも︑参事官も兼ねるど︒こちらの場合の教育担当参事官と

伊藤︵圭︶ そうです︒はい︒

佐道

いう場合には︑しかし実質的にはライン的な仕事にもなるわけで

・伊藤︵圭︶

題が起きて懲戒処分なんていうことになると︑それは人事教育局

すね︒

伊藤︵圭︶

長に行っちゃうわけですね︒

まず越中島の頃は︑教育局というのがあったんですよ︒

それから霞ヶ関のときも教育局というのがあったんです︒六本木

伊藤︵隆︶

やっぱり局が潰されたことによって生じた︑非常に異

うん︒

はあはあはあ⁝⁝︒

に来て︑一局削減なんていうような時代があったでしょう︒そうい

佐道制度的にはそうなるわけですね︒
伊藤︵隆︶

．伊藤︵圭︶

うときにまず教育局が潰されたり︑それから衛生局が潰されたり
教育の直接担当の課長さんとかへそういうのは？

して︑それでそういうのが人事局の中に入ってくるわけですね︒

佐道

常な状態︒

教育担当参事官の下にいるわけですけれども︑いわゆ

伊藤︵圭︶

伊藤︵圭︶

たね︒だけど︑調査を担当しているんだけれども︑運用なんかにつ

長というのは大体調査を担当するとかそんなことになっていまし

は︑業務計画とか長期計画とか運用も責任があるんですけど︑副部︑

なようなことはありましたからね︒だから︑防衛部の中の防衛部長

そうですね︒幕僚幹部でも︑この部を潰して新しい︑例

るなんといいますか︑組織的には人︹事︺教︹育︺局長の部下になる

−

えば調査部を作るために人事部と教育部を一緒にするとか︑そん

そうそう︒

ですね︒ちょっと複雑な関係ですね︒

んですね︒

佐道

r伊藤︵圭︶

そういうことなんですね︒だから︑衛生なんていうのは

伊藤︵隆︶事実上は教育局長みたいなものなんですか︒
伊藤︵圭︶

ﾄは直接は何もしないんですけれども︑例えば課長会議とかな

んとかいうところには出てくるというような︒そういうようなこ

まさに︑人事局長なんて医療のことなんか何も分からんでしょう︒
だから︑衛生局長というのと同じなんですね︒だから︑この組織と

とだったですね︒

い、

いうのは︑やっぱり昔の陸海軍の方式なんじゃないでしょうかね︒
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の頃は﹁渉外担当﹂です︒渉外担当というのは︑外務省でいうとプ

ただ︑この参事官という制度は︑防衛二法が最初にできたと

佐道

ロトコールなんですよ︒だから︑まったくプロトコールのスタッフ

した︒

きからある制度ですよね︒

佐道

そうそう︒

です︒それを事務的に助ける渉外担当参事官室というのがありま

佐道

伊藤︵圭︶

その参事官会議というのは︑定期的に開かれて？

伊藤︵圭︶ ありますね︒はい︒﹁

しょうとか︑一段階落として︑課は室にするとか︑そういう形でや

伊藤︵隆︶

これは一週間に一回︑水曜日に開催して︒

ほかの役所でしたら︑例えば局を潰して局じゃなくて部に

りまずけれども︑防衛庁の場合にはもともとある参事官がその役

伊藤︵圭︶

議題は？

外国の武官が来たりするときの︒

目を担うということになるわけですね︒

伊藤︵隆︶

そういうことですね︒

伊藤︵圭︶

期計画なんかをやるときは毎日でもやりますし︑それから機種決

佐道・これは前から︑できたときからそういうふうな感じになる
そういうことですね︒

定のときなんかも一日置きでやったり毎日やったり︑それは不定

議題はその時々によって違うんですけども︑例えば長

伊藤︵圭︶

でも︑参事官というのは定員があるわけですか︒

期なんですよ︒ただ︑一週間に一回は必ずやっていましたね︒

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

ええ︑定員があるんです︒あれは確か十人ぐらいじゃな

という⁝⁝？

伊藤︵圭︶

佐道

庁議に代わるようなものなんですか？

そんなにあるんですか︒

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

伊藤︵隆︶

ええ︒局と官房で六つでしょう︒そのほかに担当の参事

定するために長官が顔を出すかどうかというだけです︒

いですか︒

伊藤︵圭︶

ああ1

そうですよね︒局長が皆さん出られるわけだから︒

官が四人いるわけですよ︒衛生どか施設でしょう︒それから教育で．

伊藤︵隆︶

長官がいるかいないかというだけで︒だから︑もうあら

ああ︑国際担当参事官ね︒だかち︑四人で十．人︒

れないけど︑当時はほとんどありませんでしたからね︒

す︒長官が最終的に判断する事項なんていうのは︑今は多いかも知

ゆる議論というのは参事官会議でほとんど決まっちゃうわけで

そうですが︒

ただ︑庁議との違いは︑庁議は防衛庁としての意志を決

しょう︒それから⁝⁝︒

伊藤︵圭︶

伊藤︵圭︶

国際なんていうのは下があるわけですか︒

国際︒

伊藤︵隆︶

佐道

伊藤︵圭︶．国際室というのがありまして︑これは本当の庶務的な

伊藤︵隆︶

伊藤︵隆︶

ラインですね︒・

一応担当になっていれば︑ラインなわけですよね︒

佐道

伊藤︵圭︶

すね︒長官が出てくるというのは︒

そうですが︒そうすると御前会議みたいなものなんで

ことをやるんです︒

伊藤︵圭︶

面白いつくりになっているんだな︒

逆に防衛庁における参事官会議というのは︑それだけ重み

そうなんです︒

伊藤︵隆︶

が大きいということですよね︒

そうですね︒でも︑国際なんていうのはあんまり具体的な問

各省はどうなんでしょうね︒やっぱり局長会議という

佐道

のは？

伊藤︵圭︶
それはまったぐね︑今は国際といっていますが︑私たち

題とは関係ない⁝⁝︒

伊藤︵圭︶
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伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

次官が主催して︒

そうでしょう︒次官が中心になるのですね︒

大体局長会議ですよ︒

佐道

伊藤︵隆︶

るんですよ︵笑︶ゆ

旧幕が張り合っておったのなんかも︑いま思い出すといろいろあ

も出席するんですよ︒

でしょう︒

伊藤︵圭︶

■﹁国産﹂決定が﹁自紙還元﹂に至るまで

思い出されて︑大変よかったです︵笑︶︒

見ておられたんですね︵笑︶︒

伊藤︵隆︶

それで大体決まると思うんですコ

そうですね︒いや︑官房長というより何というか⁝⁝説

司会は官房長かなんかですか︒

伊藤︵圭︶

佐道
伊藤︵圭︶

明役は大体課長がやるんですね︒進行は官房長ですかね︒だから︑

みあ⁝⁝︒

調書というのは︑証拠になるんですか？

このときには施設庁の長官も﹁陸﹂﹁海﹂﹁空﹂の幕僚長も統幕議長

佐道

伊藤︵隆︶

なるんでしょうね︒ちゃんと確認して判を押してね︒ま

ず︑﹁どうして私が呼ばれたんだ﹂と訊いたんですよね︒そうしたら︑

︵笑︶それで︑六月にそういうよう旗ことでやりました

伊藤︵隆︶ ああ︑ぞうですか︒

伊藤︵圭︶

全部出るんです︒

座る場所なんかも決まっているんですか︒

伊藤︵圭︶

佐道

・けれども︑しかしとれだけマスコミがP3Cに疑惑があるって言．
っているかち︑一応それはお堰きしておかなければならないと思

﹁P3Cは今度のロッキード事件に直接関係があるとは思わない

事務次官ば出るわけですか︒

う﹂ということを言ったんですね︒

決まっていますっただ︑政務次官と長官が出ないんです

俣藤︵隆︶
事務次官が主催でね︒

それで結局︑そのときにいろいろ話してよかったと思うのは︑そ

伊藤︵圭︶

伊藤︵圭︶

主催するわけです．ね︒じゃあ︑やっぱり普通の省庁でい

ね︒

伊藤︵隆︶

のあと私は防衛局長になってからは︑ずっとロッキード委員会で

すからね︒ロッキード委員会というのは休会中もずっとやったん

うと庁議ですね︒
佐道

ですよ︒私は安原︵美穂︑元検事総長︶さんと二人で︑ずっとそれに

そうですね︒分かりました噂

伊藤︵圭︶普通の省庁でいうとそうでしょうね︒

出ていましてね︒安原さんは途中で代わって︑伊藤︵栄樹︶さんが

じゃあ︑参事官の時代にいろいろお聞きになっていた

伊藤︵隆︶

・

安原さんから﹁絶対秘密にしてくれ﹂って言われたんです︒

それで︑私は三日間︑行きましたでしょう︒そのときに法務省の

ましたサどね︵笑︶︒．

﹁しばらくでした﹂と言ったら︑どうもば．つが悪そうな顔をしてい︑

についてくる検事が︑私に開いた検事なんですよ︒それで委員会で

その伊藤さんに代わったときに面白いのは︑資料を持って局長

なるわけです︒

そう︒どうも私も︑なってすぐなのに︑一ヵ月ぐらいで

ということですよね︒

伊藤︵圭︶

．

あちこちどうやって説明したのかなと思って考えてみますと︒
︵笑︶︒

その頃︑いろんなことを聞いているんです︒だから︑そ

伊藤︵隆︶・佐道 ︵笑︶︒

伊藤︵圭︶

こらへんがちょっと私もゴッチャになっていました︒久保さんと
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そのへんの経緯をずっとお話ししま七て︑そして︹四十七年十月︺

九日に決まるんですが八日の晩ですか︑最終的に防衛庁でいろい

何をですか？．

伊藤︵圭︶

ろ議論するんですけども︑そのときもなお決まらないんですよ︒そ

伊藤︵隆︶

うんですよ︒それで︑秘密に︒だから︑変なんです︒法務省に行って

れで︑相沢︵英之︶さんは当時︑主計局長だったん−ですけど︑八日の

地検で話をしているということを秘密にしてくれと言

も普通のエレベーターで上がるんじゃなくて︑被疑者を運ぶ．エレ

日は休みかなんかだったのかな︒ゴルフに行っていて︑主計官が来

何人かですか？

ているわけです︒それでいよいよ国防会議が始まるわけですけど︑

きて﹁田中さんがウンと言わない﹂と言うんで︑彼は真っ青になっ

中さんのところに行って陳情しようということで行って︑帰って

それで翌朝︑九日の朝ですね︑とりあえず増原︵恵吉︶さんが田

いんです︒

すよ︒彼もまた国産を頑張るわけですね︒彼が頑張ってて︑譲らな

論が出ないんです︒防衛庁は経理局長が小田村︵四郎︶さんなんで

ていろいろ連絡を取ったりなんかしてましたけども︑なかなか結

ベーターが裏にある﹁んですよね︵笑︶︒それで上がって行ったんで
すよ︒
︵笑︶︒

皆さんはぜんぜんご存じないからご参考までに申し上

へえ〜1

伊藤︵隆︶

佐道
伊藤︵圭︶

げますと︑ちょうどこの半分の部屋ぐらいなんです︒そして︑検事

伊藤︵隆︶

ひとり︒そして私がひとりで座って︑それから検察事務

がこっちに座ってましてね︒

伊藤︵圭︶

あのときには︑僕は国防会議に行っていないんです︒久保さんが行

ね︒そんなようなこともあったんですけど︑そのあいだずっと︑ま

聞はみんな先走って輸入だ輸入だなんて書いたのもあったんです

ということを言うのです︒二階堂さんが官房長官でね︒それで︑新

盛んになってくる頃だったものだから︑官邸サイドは絶対譲るな

あるいはF5を輸入するかということでね︒貿易摩擦がだんだん

−たからね︑戦闘機の優劣︒あのときはご存じのように︑国産するか︑

って説明したとかね︒空幕の人なんかが行ってみんな説明しまし

あって︑こういうことを議論しました︒それで︑防衛庁から誰が行

聞いて︑そして久保さんが帰ってくるんです︒記者会見をして︑国

こういう細かいことまで俺に決めさせるのは困る﹂というこ之を

ことで︑国防会議の席でとっさに決めたと︒しかし馬﹁これからは︑

なことをどうも言ったようです︒それで﹁分かった﹂というような

いても国産というのは︑この際︑決めてもらいたくないというよう

うのなら国産でもけっこうです︑ただ︑この次のPXLなんかにつ

しているみたいですね︒それで︑防衛庁がどうしても国産するとい

さん．が三人で相談しているんですね︒そのときに︑相沢さんが譲歩

うすでにご存じだと思いますけど︑．田中さんと後藤田さんと相沢

久保さんが行ったんですけど︑国防会議が始まる前に︑これはも

っているんですよ︒

官が横にいるんですよ︒その人が記録するわけです︒ところが︑最

あ︑いろんなところで会議をやりました︒あんまり見つからないよ

初の一日半はそういう雑談でしょう︒あのときにこういう会議が

うにね︒それであちこちで会議をやって︑大体後藤田さんとか海原

産に決まったと︒

防衛庁は与り知らない﹂ということを言ったんですね︒それで︑後

そのときに何か知らんけど久保さんが︑﹁今度の決定については︑

さんが中心になって会議をやったんです︒それでも結局︑最終的に

5は安いし性能もいいというんで︑海原さんなんかも輸入がいい

藤田さんと相沢さんと田中さんが決めたんだと言ったんですね︒

大蔵省が譲らんわけです︒国産すると︑物凄く高いですからね︒F
んじゃないかという感じですから︑決まらなかったんです︒
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う︒それはもっとあとで︑選挙に出ているときに︑ロッキード問題

そうしたら︑ちょうどあれは後藤田さんが選挙に出る⁝⁝ああ違

二階堂さんあたりがかなり強い口調で言っておったんで︑それで

は僕はまったく嘘だと思うんです︒ただ︑彼はこれ以上こじれたら︑

ノースロップですよ︒海原さんが︑︹F︺鵬の︹選定の︺

どこの回し者ですか︒

言いましたね︒そんなようなこともあったんです︒

ど︑﹁海原は回し者だ﹂というようなことを盛んに大蔵省あたりは

なんとか妥協しなきゃいかんということで来たと思うんですけ

ねえ︒それが問題になったときに︑あの決定については

ああ︑あの⁝⁝はい︒

が出たときかな︒

佐道

伊藤︵圭︶

P3C⁝⁝

げ伊藤︵隆︶

ときにノースロ艶プを推薦しているんですよね︒だから︑その頃か

伊藤︵圭︶

伊藤︵圭︶

ら関係があったんじゃないかというようなこともあったんでしょ

白紙還元されたということについて︑ということ？

いうことを言ったんです︒そうしたら後藤田さんが怒ってね︒徳島

うな︒︵笑︶

一々︑一つずつの発言が政治化するわけですよね︒

佐道

から電話をかけて寄越して︑大騒ぎになρて︒夜の十時すぎにまた

伊藤︵隆︶

そうです︒それについては防衛庁は関知していないと﹁

記者会見をやって︑久保さんが謝るというようなことになったん

そうなんですね︒私はそのあと海原さんに︑本当に田中

さんは知らないで言ったのか︑あるいはその前にニクソンに会っ

伊藤︵圭︶

それは久保さんの単なる勘違いということですか？

です︒そんな騒動があったのが五十一年ですね︒

佐道

て頼まれているのかということを聞いたら︑彼の判断なんですけ

いやいや︑・久保さんは知らないんですよ︒その場所に出

伊藤︵圭︶

どね︒その前に四十七年かなんかにニクソンと会っているでしょ・
︑つ？・

てないわけですからね︒防衛庁はいろいろ陳情はしとったけど︑最

後の決定の場面にはいませんでしたよというだけのことなんです

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

まちがいないです︒海原さんも知らないんですからね︒

そのことは事実としてはまちがいないと︒

たね︒そこのところは分かりませんけどね︒

のが話題になっているみたいだというようなことを言っていまし

伊藤︵圭︶

いかにもありそうなことなんですけどコ

会っています︑八月に︒

その前の晩に長官室で大蔵省とやりあっているときに︑海原さん

伊藤︵隆︶

うん︒だから︑それが事実だとするならば︑まさにいろ

佐道

が来るんです︒そして私は呼ばれまして︑﹁官邸にかなり強い意志

伊藤︵圭︶

よね︒

がある﹂と言うんです︒したがって︑やっぱりどこかで妥協しなき

んなことが想像できるわけです︒

あのときに︑ロッキードから頼まれて︑なんかこういう︐

ゃいかんのだと言うんですよ︒それで︑練習機はF5を買いましょ

いうことで︑海原さんは帰っていくわけですよ︒それがあとでいろ

当時の小田村さんなんかは︑﹁そんなことは受け入れられない﹂と

ないと︑官邸は相当固いそということを言ったんですね︒だけど︑

衛懇話会で最初に呼ばれて行ったのは︑喀和四十四年なんです︒そ

ずいぶん前から試作が始まっているんですね︒それで私どもが防

10﹂というんですが︑それが試作機の名前なんですよ︒これは︑

ーですか︒当時は﹁C﹂1010﹂と言っていましたね︒﹁C﹂10

rもう一つ︑田中さんにとって不幸なことは︑いわゆるトライスタ

いろ︑﹁海原が画策した﹂ということになるんですね︒いわゆるロッ

のときにびっくりしたのは︑ロサンゼルスに着いたらロッキード

う︑戦闘機は国産にさしてくださいと︒そういうふうな姿勢でいか

キードとの関係があるんじゃないかというようなことでね︒それ
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から考えるとあのトライスターなんですね︒僕らとぜんぜん関係

社に招待されたんですよ︒工場にね︒そして見せてくれたのが︑今

ど︑例のトライスターの問題を聞いたのが七月か八月でしょう︒実

伊藤︵圭︶

うような意見を言っておられる方もいるんですけれども︒

ね︒

際に五億円もらっているのが八月ですかな︒四十八年かなんかの

そこらへんについては私も未だに分からないんですけ

ないんですよ︒﹁これが新しくできる飛行機だ﹂って言って︑シート

から何から全部できているんですよ︒そして︑あのときに説明した

ところが︑その年の五月に海上自衛隊の防衛部の副部長の︑もう

のが︑例のコーチャン︵元ロッキード社副会長︶じゃないかと思う
んですね︒僕はちょっとはっきり記憶がありませんけど︑物凄く丁

亡くなりましたけど伊藤︵康夫︶さんという方が私のところに来て

︑﹁PX﹂をやめた﹂と言うんですよ︒それでP3Cを買いたいと言

ね︒︑これは︑ある志まつたく突然なんですよ︒防衛課長室に来て︑

寧にやっていた︒

というのは︑あの当時︑いわゆる防衛産業に関係している人たち

うんですね︒僕はびっくりしたんです︒今までPXLできとったで

がみんな行っているわけですね︒そのほかの人たちも行っている
わけです︒なもんですから︑これは経済界を挙げて来たと向こうは

しょう︒最も必要なのは︑とにかく現場に早く行くためにスピード

が重要なので︑ジェット機じゃないとダメだと言うのです︒それが

思ったんでしょうね︒だから︑この際にPRしょうと思って︒

そのときに私は思いましたけれども︑アメリカではP2Vの生

を．入れておったんでしょうね︒そういう時期だったような気がし

ガラガラなんです︒だから︑トライスターの採用に対して物凄く力

きゃ売らないって︒あれはおそらくニクソンあたりに働きかけた

はロッキードというのもズルいんですね︒中のものと一緒じゃな

それじゃあ機器だけ買えばいいじゃないかって言ったら︑その点

つたんですね︒そうしたら︑載せてある機器が問題だと言うのです︒

ある日突然︑P3Cと言いだしたんです︒﹁どうしたんだ？﹂って言

ます︒それが四十四年で︑四十八年にその問題になるわけですね︒

のかもしらんですね︒それで︑P3Cを買わざるをえないと言うん

産が終わっちゃっているわけだから︑ロッキードの工場は本当に

そして︑五十一年忌それがバレ．て︑私がいろいろ説明を訊かれたと

です︒P3Cは︑当時の最新のシステムを積んでいるのは間違いな

いうことにな一ってくるわけですね︒

かったんですけど︑そういうような一幕がありました︒

しかし︑ガラガラだったのが︑トライスターも買うしP3C

佐道

かんないんです︒だって︑前の日までPXLって言っていたんです

だから︑未だに私は︑なぜ一日でそう変わったのかというのが分

も導入するしというので︑だいぶロッキードからの買い物が凄く
伊藤︵圭︶

からね︒今その頃の話を聞くと︑長い間検討を重ねて方向転換した

なりますよね︒

りかけているときでした︒それで︑ああなるほど︑この航空機産業

ように聞こえますけど︑それは実は違うんですね︒本当にある日︑

そうですね︒だから︑そのときにP3Cが少しずつ始ま

というのは︑軍用機がないと大変だなというのが︑その工場を見た

うと言っていましたね︒

・ら︑搭載している対潜兵器があるんですね︒それがもうぜんぜん違

ほどPX﹂と言っていたのが︑どうして変わったんだ﹂って言った

突然だったんですよ︒それで僕は言ったんですよ︒﹁昨日まであれ

海上自衛隊関係の方にあるときお話を伺ったときに︑PX

私の印象でしたね︒

佐道

伊藤︵隆︶

Lの国産化の問題について︑国産化ということでがんばっていた
けれども︑いろいろ実験とか試験とかしてみると︑どうも国産はう

それは搭載しているものですか︒

まくいかない︑結果的にみるどP3C導入が非常によかったとい
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伊藤︵圭︶

搭載している機器ですね︒いわゆる音を聴くソーナー

ついでにと言ってはあれなんですけども︑防衛装備を国産

ですかね︒

ヒ佐道

推進したり︑C1みたいな輸送機の研究開発がいろいろ始まった︒

それが三次防になって予算化されるわけです︒いわゆる二次防の

間は︑そういう研究開発費は︑正式の研究開発費というよりは︑研

前からある話でハ防衛産業がずっと言っていて︑自民党の国防部会

うな程度だったのが︑三次々になると本当の研究開発費として︑あ

た︑あるいは庁費を流用したりなんかしてやっておったというよ

化するという話で︑PXLにしろ戦闘機にしても国産化はずっと 究開発費全体の中で少しずつそういうのをもらってやっておっ
なんかもそれに乗っかっていろいろ話をしたりとかしていて︑三

とで凍結になります練習機とか輸送機とか飛行艇とか︑そういっ．

そして︑その研究開発費でやっと試作機ができた頃になると︑今

次防で国産化推進という話が出ますよね︒それで︑二次防と三次防
盛り込まれて︑国産化率もそれ以来︑全体的にずいぶん高くなった

度はもうガタガタになってくるわけです︒一方において貿易の不

たものの正式な開発費というのがずっと続いてくるわけですね︒

という傾向になったと思うんです︒これが一転して外国から買う

︑均衡という問題が出てきたものですから︑それで田中︵角栄︑当時

と比べた場合には︑三次防で国産化と・いうことが基本方針の中に

︑ということになった︒もちろん︑海原さんに言わせると︑国産化と

通産大臣︶さんが繊維問題を解決した︒あんなような時期だったも

﹂㍉

だから︑あの人は国産派でありながら︑当時︑四次防をやるとき

ね︒そんなような時期だったですね︒

ってね︒ヘリコプターを百機輸入しろとかなんとか言うんですよ

たものが︑あのあと通産大臣になったら途端に﹁輸入︑輸入﹂と言

面白いのは︑中曽根さんが長官の頃は﹁国産︑国産﹂で騒いでい

．のですから︑なるべく買えといったことで︒

いったって全部日本が作るわけじゃなくて︑何％やるかと︑お金を
幾ら払ったかと．いうそれだけの問題だから︑どいうことなんです
けどもv結局︑全体の経済状況が七〇年代に入って急に悪くなって︑

国産化では財政的に耐えられないという話が一番大きい問題なん
そうですね︒．私の記憶では︑二次防のときも一応国産化

︑でしょうか︒︑

伊藤︵圭︶

というのをやっているんですよ︒例えば61︹式︺戦車とか︑鉄砲と

は通産大臣で国防会議に出席していたんですけ．れど︑ほとんど発

をやろうと︒二次防時代に︑曲がりなりも多少国産したもんだから

頃になって︑いわゆる高度経済成長の時期でしょう﹄ますます国産

﹁なるべく価格を抑えたいというので．戦車にしろ装甲車にしろ︑五
年間で何両作るという量も決めていたんですね︒そして三次防の

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

りして︑発言もできない︵笑︶︒

佐道

か装甲車︑ああいうものは国産をやっているんですね︒そのときは．

やれるというような気持ちがあったんでしょうね︒特に飛行機に

たんでしょうね︒全体としてはコ

言していませんね︒

ついては︑空白の十年間を取り戻そうというような勢いでね︒だか

伊藤︵隆︶

︵笑︶︒

伊藤︵圭︶

︵笑︶まあ︑そういうことでしょうねっ

でも︑事務局長が海原さんで︑発言もしにくかったでしょう

それはそうでしょうね︒

だから︑当時の通産省としては︑輸入のほうに傾いてい

︵笑︶︒

ああ⁝⁝︒発言したら︑前に言ったこととだいぶ矛盾も出た

ら︑二次防の終わり頃になるんですかね︒四十二年から三次防が始

佐道
そうですね︒

まるんですな︒

佐道

伊藤︵圭︶だから︑二次防の終わり頃から︑例えば飛行艇の開発を
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■防衛局長に就任﹂安保協議小委員会の運営

ね︒ずっと話したのを聞いておって︑おかしなところがあったら訂

正してくださいって言うんです︒検事が喋るのを検察事務官が汗

を拭き拭き書いているでしょう︒確かに読んでみると︑そんなに間

違ってはいないんだけれども︑例えばニュアンスが違うわけです

さっきのロッキード事件での東京地検での説明は三日

よ︒だから︑﹁これはストーリーとしてはそんなに間違ってないけ

伊藤︵隆︶
伊藤︵圭︶

れども︑いわゆるドラマとしてはあまりにも平坦じゃないですか﹂

ねコカを入れとったところなんかが平面的になつちゃうわけです

これ以上のことを話しできる人はいませんから︑ほかの人を呼ば

というようなことも言ったこどがあるんですけどね︒だけど︑あん

間で終わって︑それ以後なにもなしですか？

ないでくださいって言ったんです︒だから︑主計官も呼んでいませ

まり直せと言うと︑その頃は︹既に検察事務官が︺書いてま七たか

そのときに私は全部︑詳しく話したでしょう︒だから︑

んし︑国防会議の参事官も呼んでいませんし︑あとは誰も呼ばれて

書き直すんですか1︑︵笑︶

−いや︑消すんじゃなくて︑また最初から書き直すんで

また消して︒

らね︒そうすると⁝︒
伊藤︵隆︶

ないです︒それで終わっちゃったんです︒

伊藤︵隆︶

伊藤︵圭︶

これもしかし一あとで議会でこの問題についての質問

が出るわけですか︒

す︒

私のときには︑あんまりなかったですね︒

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

最初から書ぎ直すんですか︒

佐道

伊藤︵隆︶ そうですが︒r

これはしかし︑証拠として法廷に提出されたものになるん

佐道

うん︑そのぺLジはね︒だかち︑僕は可哀相になつちゃ

伊藤︵隆︶

速記じゃないんですよ︒

じゃあ速記じゃないんですね︒

書いていくんです︒検事はゆっくり話しはしますけど

検事が話すめも書いていくわけですか︒

伊藤︵圭︶

それで終わったところで︑この内容については間違い

伊藤︵隆︶あ︑そうですが1

伊藤︵圭︶検事が文章にするわけですよ︒

先生がお話しになったことを検事が今度は言うわけで

におかしなところはそこで言いますけども︑そうするとやめてい

ね︒私が聞いておっておかしいところは言ってくださいって︒非常

伊藤︵圭︶

佐道

伊藤︵圭︶

ってね︒まあ多少間違ってもいいや︑なんて思っていました︒

伊藤︵圭︶
地方検察庁に証拠どして出したんですね︒だから︑法廷

ですか？

伊藤︵圭︶

問題になれば︑それが証拠になるという類のものでし

そうか︑そうか︒そうですね︒

で問題にならないから︒
佐道

伊藤︵隆︶

そういうものって︑保存されていないのかなあ︒

そうですね︒

よ︑つ？

佐道
伊藤︵隆︶

ます︒

そうなんですよね︒これも一つのオーラルの記録ですけど

佐道

ですよ

すね︒

伊藤︵隆︶

小説

いやあ︑これはキツかったです︒とにかく一日半経って

そうなんですよね︒もっと我々よりキツいオーラルで

ね︵笑︶︒

伊藤︵隆︶
すがね︵笑︶︒

伊藤︵圭︶

から︑文章を検事が語るわけですよ︒これはまさに

104

調書というのは︑そうやって作るのか︒

ありませんということを書いて捺印するわけですからね︒
伊藤︵隆︶

はい︑ぜんぜん違うんですよ︒

佐道違いますねえ︒
伊藤︵圭︶

話を聞いて︑検事が構成した回想録になるわけですね︒

佐道

いやあ⁝⁝︒

佐道

伊藤︵圭︶

ゃうわ．けだ︒

なつちゃうわけです︒だから︑法廷で争うっていう気持

伊藤︵隆︶︵笑︶そうか︒じゃあ凸．下手すると向こうの物語にな・っち

そうなんです︒だから︑僕は﹁検事というのは小説家で

伊藤︵隆︶︑知らなかったな︵笑︶︒かなり速記に近いのかと思って

すね﹂って言ったんですよ︵笑︶︒まさにそんな感じでしたね︒

だって︑それば﹁問い・答え﹂となっていくわけでしょ

そうですね︒

ましたよ︒

佐道
伊藤︵隆︶

伊藤︵圭︶

ちも分かりますね︒

︑つ？・

伊藤︵圭︶ いやいや︒

佐道

伊藤︵圭︶．なりますね︒だけど︑いわゆる取り調べというのはかな．

﹁そこちょっと違う1﹂とか言いたくなりますよね︒

伊藤︵隆▽ならないんですか ？
伊藤︵圭︶

りきついもんだなと思ったのは︑私と雑談しているときにひょっ

ならないです︒問い答えになっているのは︑最初の一日

半はまさにそれですよ︒雑談ですから︒

それ憶なりません︒

ああ︑問が空いているわけですか︒

でいるみたいでした︒私は︑毎日行ったわけじゃないんです︒

すよ︒それはいわゆる被疑者として呼ぶんでしょうね︒翌日︑呼ん

と思い評したんでしょうね︒今から考えると︑全日空の会計課長で

伊藤︵圭︶

なちないんですか1

伊藤︵隆︶

でも︑それは書き物にはならないわけですね︒

伊藤︵隆︶

うん︒で︑それが終わっだあとに今度は検事が喋るんで

うん︑問が空いている︒そうしたら︑明日の十時に出頭

佐道

伊藤︵圭︶

伊藤︵圭︶

と思ってね︵笑︶︒

ようなごどを言っていましたね︵笑︶︒これはおっかないもんだな

そうしたら︑﹁しかし︑すべての用はキャンセルして来い﹂っていう

ね︑向こうもなんか用があるとかなんとか言ってたんでしょうねゆ

してくださいというようなことを電話で言っていました︒それで

すよ︒﹁こういうことでしたね﹂とい・ワ心押しをして︑文章を読んで
いくわけね︒

その場合の主語は検事だけど︑実は伊藤先生ですね︒

伊藤︵隆︶・そうですが︒アッバッハッハ⁝⁝︒

佐道

そう︑﹁私﹂．って︒

﹁私は何々こういたしまして﹂というふうになるわけです

伊藤﹂︵圭︶

佐道

伊藤︵隆︶

被疑者になったら大変ですね︵笑︶︒

ね︒

︵笑︶被疑者になったら大変ですよ︒それで︑被疑者に

ヤクザだって言っていましたね︒これはもう大変だって言ってま

は高級官僚だって言ってました︵笑︶︒それで︑なかなか手強いのは

いましたね︒ちょっと言うと何でも言うって言ってました︒その次

なったときに一番簡単に何でも喋るのは︑会社の役員だと言って

伊藤︵圭︶

佐道本当ですね︒︵笑︶

じゃあ︑この方式とはぜんぜん違うんだ︒

だから︑そのときに集ったのはこういう人でした︑と

主語は伊藤さんになるわけですか︒ほほう⁝⁝︒恐ろし

伊藤︵圭︶そうそう︒

伊藤︵隆︶
い︵笑︶︒

伊藤︵圭︶
︵笑︶︒

伊藤︵隆︶
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ね︒私は防衛局長の問︑ずっとこればかりやらされるわけです︒

伊藤︵圭︶

いらっしゃるので︑山中︵貞則︶さんが防衛庁長官の頃ですか？

先ほどの専門の独立した部会というのは︑防衛課長の頃で

から︑ちょうど夕方︑私はそばでも食べようと思って出てたら︑検

佐道

事も食事に出てきたんですよね︒コ緒に食事しましょうか﹂って

七日は︑私はこの頃は参事官になってるんだな︒参事官だけれども

だから︑いわゆる被疑者として尋問を受けたわけじゃないです

言ったら﹁いや︑それは⁝⁝﹂って言って断わられたですね︵笑︶︒

防衛局長じゃなかったんで︑直接は関係ないんです︒だから︑この

いやいや︑坂田さんになってからです︒五十一年の七月

ああいうところはやっぱり堅いなと思いました︒

ときは防衛局長は︑あの人⁝⁝︒．

普通︑僕らが見ている予審調書みたいなやつは︑大体問

伊藤︵隆︶

伊藤︵隆︶

伊藤︵圭︶

丸山さん︑そう︒丸山さんが坂田さんと相談してやった

防衛局長が丸山さんですよね︒

先生の前任者︒

い答え︑問い答えで書いてますけども︑あれもおそらく作っている

佐道

ああ⁝⁝︒︵笑︶まあ︑そんなことがありましてね︒

んじゃないかなと思うんですけどね︒
伊藤︵圭︶

輸出はできないことになっているんです︒﹁日米相互防衛援助協

んですね︒だから︑おかしな話ですけど︑アメリカに対しても武器

以外の国にも輸出を慎む﹂といっ．て実質的には禁止になつちゃう

年の二月にロッキード事件とは別に国会で﹁武器輸出三原則対象

に小委員会が設置されているんですね︒これで︑三木さんが五十一

す︒ただ︑なった直後に例のミグ事件があったものですから︑これ

らやったというのは︑防衛協力小委員会の仕事が印象が深いので

伊藤︵圭︶︑ええ︑ちょっとの問です︒だから︑防衛局長にな．ってか

伊藤︵隆︶ ええ︑もうちょっとの間ですね︒防衛局長に︒

伊藤︵圭︶ 私はもちろん違います︒で︑このあとですね︒

伊藤︵隆︶

の頃は⁝⁝︒

のが︑この時期なんですよね︒七月七日までずっとやってきて︑こ

定﹂なんかがあるにもかかわら．ずできなくな砿ました︒後藤田さん

がまた非常に印象深いんです︒だから︑ガイドラインとミグ事件が

それで︑この五十一年の六月にそういう問題がありまして︑七月

が後に研究開発の段階だから協力するのだ︑というような答弁に

小委員会ができるわけです︒これはあるいは丸山さんにお聞きに

それで︑そのあと五十一年の七月八日に︑安保協議委員会の下に

ったのがずっとあとまで響いてくるわけです︒

のはやってなかったものですからね︒

ゃうわけですね︑十月に︒そのあいだはあんまり大綱の議論という

よ︒というのは結局︑大綱というのは私がなってからすぐ決まっち

非常に印象に強くて︑大綱というのはあんまり印象にないんです

じゃあ︑これのメンバーではなかったんですか︒

なってくるのは︑結局これが原因なんです︒だから︑三木さんが言

なったかもしれませんけど︑最初は坂田︵道太︶さんと丸山︵昂︶さ

伊藤︵隆︶

でも︑さっきのお話ですと︑大綱だって参事官会議でず

んは︑独立の委員会で防衛分担の話し合いをしょうとしたんです︒

伊藤︵圭︶

っとやっていたわけでしょう？

も別に作る必要はないじゃないか︑日米安保協議委員会があるん

を貰ってそこでいろいろ議論するだけであって︑直接の責任はな

そうしたら︑当時の大平さん︹大蔵大臣︺が反対しましてね︒なに

だからその専門部会としてやればいいじゃないかということで︑

かったわけですね︒

だから︑それは確かにやっていたんですけど︑ただ資料

小委員会がその下部機構としてできるわけです︒最後は日米安保

佐道

さっきの日米防衛協力の委員会を独立したものにするとい

協議委員会に報告して了承されるのが︑五十三年になるわけです
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伊藤︵隆︶

やっぱりそういう場合に︑主導権を持って．いるのは外

う丸山さんの意見は︑そのほうがより権威づけが高いからという

外務省でした︒これは山号︵敏夫︶ざんがアメリカ局長

．でね︒だから︑公式のルートというのは外務省と公使なんでしょう
ね︒いわゆる日米安保条約の責任官庁ということで︑外務省と向こ

伊藤︵圭︶

務省ですか？
そうですね︒だから︑これは実は誤解があるんですけど

ことですかコ

伊藤︵圭︶

究しとったんですよ︒ただ︑それをいわゆる政府レベルというんで

うの大使館ということだったんでしょうね︒

も︑実際に防衛分担については︑統幕と在日米軍の間では物凄く研
すか︑防衛庁と国防省の間にしょうというのは︑この防衛分担の考

佐道

しかし浅官三間の縄張りということからいくと︑特に外務省

え方なんですね︒

というのは︑それまでは統幕と在日米軍の問でやっているのに

ね︒だから︑﹁制服﹂同士がいろいろ研究する程度でよかったんでし

衛庁のやる分野なんていうのはほとんどなかったという感じです

あ．んま︑り意味がなかった︒それは海原さんがおっしゃるように︑防

持ちがあったみたいです︒その権威づけるといっても︑それまでは

たぐらいでしょう︒だから︑それをもう少し権威づけたいという気

ないって︑報告ぐらいは行ったんでしょうけども︑︑担当者が見とっ

ウェーを母港化するなんていうときにも︑すぐ最初に相談に来て

伊藤︵圭γ非常によかったですね︒だから︑例えば横須賀をミッド

伊藤︵隆︶

とは話ができました︒

の片鱗がちょっと出てきたんですけど︑これは割合うまく河こう

近はいろいろあるみたいですね︒それから︑まさにミグのときにそ

伊藤︵圭︶

ってくるのはなかなか面白くないというところが⁝⁝︒

なんていうところは︑日米安保という聖域に防衛庁がいろいろ言

ょうけれども︑この頃︑向こうが乗っ．てきたというのは︑あとで私

いましたからね︒どうだろうか︑というようなことでね︒あの頃は

対して︑国防省のほうはほとんど知らなかったみたいですね︒知ら

が小委員会でいろいろ議論をしているときに感じたように西アメ

大河．原︵良雄︶さんが局長だった︵在任昭和四十七年九月八日〜四

た︵四十九年六月七日〜五十二年九月十六日︶んですかね︒それか

そうですが︑外務省との関係は⁝⁝︒

私がいる頃はほとんどそれはなかったんですけど︑最

リカも全部の面倒まで見きれないとい・ワ時期になってきたんでし

十九年六月七日置ただし二度目︶⁝⁝それから山崎さんが局長だつ

この小委員会の構成はどんなふうになっているわけで

ょうね︒だから︑向こうも乗ってきたんだと思うんです︒

伊藤︵隆︶

防衛庁は防衛局長ですねつそのほか防衛課長︑安保課長︑それから

伊藤︵圭︶

伊藤︵圭︶

佐道丸山さんの前は久保さんですね︒

ちの局長が確か久保︵卓也︶さんだつたと思うんです︒

ら︑その前が東郷︵文彦︶さんが局長だったですね︒その頃は︑＼こっ

統幕の事務局長が入っていました︒相手方は︑アメリカ大使館の公

山さんはあんまり外務省の人とは付き合いはなかったんじゃない

すか︒

使︑それから在日米軍の参謀長︑太平洋軍司令部の防衛部長みた．い

かな︒

小委員会の構成は︑こちらが︑外務省はアメリカ．局長︑

なの︒この三人は必ず来ていました︒そんなところが主なところで

佐道

伊藤︵隆︶

国防省から直接は来ていませんでしたね︑

そヶすると︑むこうの国防省⁝⁝︒

伊藤︵隆︶

伊藤︵圭︶

伊藤さんはその前から外務省との⁝⁝︒

よく分かりませんけどね︒

そうですが︵笑︶︒なるほど︒

だから︑そのあいだもわりによかったですね︒ただ︑丸

す︒あとは補佐官みたいのがいましたけどね︒

伊藤︵圭︶
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リカ局が大喧嘩なんですよ︒それで︑外務省の代表は欧亜局長なん

私も困ったのは︑外務省の中が割れたんですからね︒欧亜局とアメ

らすぐミグ事件なんかがありましたでしょう︒あのときは本当に

いかんとすぐ降下したのです︒だから︑レーダーから消えちゃうわ

よ︒ところが︑下は雲がいっぱいなもんだからとにかく降りなきゃ

えるわけね︒そして︑彼︹ベレンコ中尉︺は千歳に向かうわけです

千メートルぐらいまで上がるわけです︒そのときレーダーが捕ま

ミグは︹高度︶五十フィートぐらいで飛んできまして︑一．度︑七

です︑橘︵正忠︶さんというのがね︒これはもう﹁すぐ返せ︑すぐ返

けですね︒下を見ても雲が多いものだから︑もう一回上がるわけで

伊藤︵圭︶︑私は割合に親しくしとったんですよ︒局長になってか

せ﹂でしょう︒そうすると︑こっそり山綺さんというアメリカ局長

すよね︒そのときにもう一回見るわけです︒それでファントムが追︑

いかけてちょっと見るわけですけど︑そうしたらまた下がっちゃ

が来て︑﹁伊藤さん︑絶対に調査をしてくれ﹂乏いうことを言うんで
す︒もう困っちゃってね︒そんなようなこともありましたね︵笑︶︒

ってね︒

ないわけですね︒ファントムのルックダウン能力が弱いというこ

地上に電波が跳ね返ってくるもんだから︑．飛行機だけを特定でき

というのがダメなんです︒上はよく見えるんですけど︑下を見ると

それからが面白いのは︑ファントムのレーダーはルックダウン

伊藤︵隆︶ はっはっはっ︵笑︶︒・

■ミグ田事件の■部始終

とは前から言われていたんですけど︑そして低空に入って見失っ

それを︑ミグのお話を︑じゃあ︒はい︒ガイドライン関係は

佐道

たのです︒普通の場合には常識として領空侵犯した飛行機は帰っ

ていくわけですよね︒だから︑奥尻島の南のほうの海上を低空で一

あとでゆっくりと︒

伊藤︵圭︶

所懸命探しているんですね︒

はい︒ガイドラインはまたちょっと︑もう少し調べない

といかんですな︒︑

もう行っちゃっただろうと思って︒

伊藤︵圭︶ ところが︑逆のほうに飛んで行っているものだから︑﹁こ

佐道

六日ですね︒最初に一時十一分に四つのレーダーサイトが見つけ

れはまったく捕まらないわけですね︒それで︑ベレンコは︑とにか

ミグは︑ご存じのように経過を申し上げますと︑五十一年の九月
るわけです︒そして︑スクランブルを発令しまして︑九分後にもう

だから結局︑確かにロスはしたんですけれども︑天候がよければ

く低空まできたら︑北海道の海岸が見えるわけですね︒それで海岸

レーダーがキャッチするんです︒そして︑そのファントムを誘導す

目で見つけるという可能性はあったんですけど︑とにかく天気が

飛び上がっているんですね︒五分後にスクランブルの発令が出て︑

るんですけど︑あのときは物凄く雲が多くて︑三十秒ぐらいでまた

悪かったものですから︑そういうようなことで着陸しちゃった︒確

に沿ってずっと来たら飛行場が見えたんで︑もう燃料もなくなっ

いなくなつちゃうんですね︒そうすると︑そのあと今度はファント

か一時五十分に着陸するわけです︒着陸したというのが三沢の北

それから飛び上がって︒そうしているうちに︑今度は二十六分にレ

ムがずっと探すわけですよ︒ファントムも︑一度は自分のレーダー

部方面隊に入ってくるんです︑函館の空港事務所からね︒それです

たんでそこに降りたというのが真相なんですね︒

の中に掴むわけです︒だけど︑す一つと雲に入っていっちゃつたも

ぐファントムに︹ミグが着陸したことを︺言って︑そして七︑八分

ーダーから消えちゃうわけですよ︒そして︑三十五分にもう︼回︑

んだからね︒
＼
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後忙函館空港までファントムが行っているんです︒そ．こで飛行機﹂

題でも何でもないんですね︒ところが函館の連隊の﹁連中は︑ゲリラ

行っちゃうわけです︒そうなると︑これは警察にしたら軍事的な問

も

が着陸しているのを見て︑千歳に帰っていぐねけです︒

伊藤︵隆︶

取り返しというか︑あるいは爆破のためにね︒二︑三カ

取り返しにですか︒

が来ると思ったんですね︒︑

ように︑当時は警察が自衛隊を近づけなかったというので︑この人

伊藤︵圭︶

あのときに︑これ︹﹃ミグ25事件の真相﹄︺を読んでみると分かる

︹大小田氏︺が物凄く憤慨してね︒防衛出動に近い状態だというこ

もんだから︑自衛隊の函館の情報将校が行っても︑﹁これはいまと

ですね︒ただ︑密入国してきた犯罪だと思っているわけですね︒な

だから当然馬警察としては軍事的な問題．とは把握していないわけ

行くわけです︒それで

ということを言うわけです︒

ね︒そのあとすぐにピストルも渡すし何もしないで︑空港の警察に

てくるわけ．です︒そして︑空に向かって一発ピストルを撃つんです

よ︒それをもちろん﹁陸﹂﹁海﹂﹁空﹂に話して部隊に流しているわけ

れんというような情報が入ったということを言ってくるわけです噛

スイスのアメリカ大使館の武官が︑ソ連のテロ作戦があるかもし

発端になったのが︑アメリカの大使館かな︑軍を通じで来たのかな︑

あったんです︒それは僕らも考えたんですよね︒それでその情報の

七日〜七月三日︶︒ああいうことがあるんじゃないかということが

隊が行って︑全部助けることになるでしょう︵一九七六年六月二十

下前にアフリガのエンテベ空港︑︵ウガンダ︶でイスラエルの特殊部

にかく犯人だから︑会わせるわけにいかん﹂というようをことで︑

ですけど︑それが数時間経って﹁あれはまったくの誤報であ︑つた﹂

どを言うんですけど︑あのときの状況は︑着陸をしてベレンコが出

それで非常に怒ρているわげです馬カンカンにね︒

というのが来るわけですよ︒それはもうすぐまた言うわけですけ

亡命したい

結局︑いわゆる自衛隊側が軍事的な問題としてこの事件を見る

ど︑ところがその﹁誤報﹂というのが函館の連隊までは届いてない

みたいですね︒それでずっと走っているわけです︒

・のに対して︑少なくとも警察︑それかち総理官邸は︑単なる密入国
の犯罪だという扱いをしているわけですね︒そこに︑非常に大きな

くはずがないんですね︒

な指示が行かなかったということが起こるんですけど︑これは行

﹁空﹂全体で見ておるわけですね︒だから︑函館の連隊に対して適切

な局地的な問題じゃなくて国際問題だと思って︑それで﹁陸﹂﹁海﹂﹁

部隊から見距問題なんですね︒ところが︑我々東京では函館のよう

ちらの人︹大小田︺は陸上自衛隊の法務官ですけど︑これは函館の

ら﹃ミグ25事件﹄︺を読んでいただくと分かるんですけれども︑こ

それでこの二つの本︹大小田八尋﹃ミグ25事件の真相﹄．︑原田あき

のほうが︑よく書いているんですよ②

のですから︑もちろん新聞記者はシャットアウト︑それから自衛隊

われて︑絶対に外部の者に見せるなというようなことでいったも

いうことなんですけど︑最初とにかく函館の警察は警察庁から言

では結果的に見ると︑ああいう形でいったのがよかったのかなと

隊の部隊が守るという根拠は何もないわけですね︒そヶいう意味

とはありました︒しかし︑だからどいってこの外国の飛行機を自衛

入ってきて爆破する︒そういう可能性は否定しきれないというこ

らいのミサイルがあるんだそうですね︒そういうのを持ったのが

りね︒ただ︑いわゆるA37といいましたか︑トランクに入れるぐ

て動くようなことはまずないだろうと思った︒アメリカがいる限

．だから︑私たちが東京で心配七たの杖︑テロ老いっても部隊が来

というのは︑まずベレンコがアメリカに亡命しちゃうわけです︒．

も断わられるというようなことで︑ゴタゴタがあったわけですね︒

齪鱈があっだと思うんです︒だから︑そのへんのところは原田さん

九日に行っちゃうわけです︒九月の六日に来て㍉九日にアメリカに
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ど︑函館に行ったんだけど﹁自衛隊の人には見せられません﹂とい

衛隊の人たちが北部方面隊から函館に行っているんですよ︒だけ

で来て上がってロストして︒そして着いたというような経過を話

てますからはるかに速いんですけどね︒経過として︑こういう低空

は入っているわけです︒それから同時に︑当時はテレビがすぐ映し

︵事務︶で︑そういう人たちが動きました︒もちろん向こうにも情報

それから梅本︵純正︶という厚生省の次官をやった人が副長官

うので断わられるんでナね︒ところが︑やっぱり警察としても実況

したんですよ︒そのときに三木さんが︑これはおそらくその梅本と

六日にミグ25ということが分かったもんですから︑すぐ航空自

ぐ飛行機なんていうのは見たことない人ばかりですからね︒それ

いう副長盲あた︑りが知恵をづけとったんでしょうけど︑﹁国内法に

検分しなきやならないでしょう︒実況検分するにあたって︑まった

でしょうがないというので︑自衛隊の人が捜査補助員というよう

違反しないようにして処理してくれ﹂ということを言いました︒で︑

ってきてから防衛庁の中でいろいろ議論をして︑とにかくこの飛

﹁分かりました﹂ということを言って僕は帰ってくるわけです︒帰

な名目で三人ぐらい一緒に入って︑そして現場検証をするわけで
す︒

行機については徹底的に調査しようというようなことを言うわけ

というのは︑原田という新聞記者が書いているんですけど︑これ
も本当なんでしょうけど︑例えば飛行機の翼といっても︑どこから

ですね︒

には私は最初は︑官邸に行っていないんですよ︒だから︑途中から

ここのところは私も記憶がはっきりしないんですが︑そのとき

どこまでを翼というのかも警察の人は知らないというんですね︒

そルなこともあって入ったというようなことが書いてあります
ね︒

行って︑三木さんに報告をしたわけですよ︒そのときに三木さんと︑

いうのと二人で︑まず坂田さんに報告をしてそれから総理官邸に

頃帰ってきているんですね︒そして︑私と審議官の渡辺︵伊助︶と

いるんです︒防衛庁のいないところでそれをやっているわけです

ですか㍉この四省が集まってこれに対する対処の方法を会議して

時の内政審議室が中心になって︑大蔵省と外務省と運輪省と警察

そうしたら︑私が帰ったあと︑梅本という副長官が主催して︑当

来たと思うんですがね︒もうその頃は徹底的に調査するというよ

井出︵一太郎︶さんが官房長官ですかな︒それから︑これがちょっ

ね︒それで︑その結果として︑とにかくまず調査をしないでなるべ

結局︑官邸はあくまで密入国事件で処理しようとしたんですね︒

と僕も分からないんですけど︑副．長官が海部︵俊樹︶さんになって

く早く返せというようなこと︒それから︑亡命きせるというごと︒

うな方針が決まっていたような気がするんですね︒だけど官邸で

いるんですね︵在任昭和四十九年十二月九日〜五十一年九月十五

これは外務省あたりですね︒そんなようなことが決まったという

そのときにご存じのように︑当時も言われましたけれども坂田さ

日︶︒ところが︑私の記憶では︑終わったときに僕が言われたのは鯨

ような連絡があったんです︒そこで︑丸山さん以下がいきり立つわ

は︑どうも必ずしもそういう雰囲気じゃないというようなことを

岡︵兵輔︶さんなんですよね．︵在任昭和五十一年九月十五日〜十二

けです︒それで丸山さんは警察庁にねじ込んで︑それから亘理︵彰︶

んは︑名古屋で講演をして帰紅の﹁ひかり号﹂に乗っておったわけ

月二十西日︶︒百里からこっちに運んだときに︑鯨岡さんなんです

さんが官房長ですから大蔵省にねじ込んでね︒それで結局︑﹁おか

話したような記憶があるんです︒

がね︒海部さんじゃないような気がする︒そこのところははっきり

しいじゃないか﹂と︒軍用機が入ってきたのに防衛庁が入ってない

ですね︒それで電話で秘書官から聞いて連絡をとって︑役所に五時

分かりません︒
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で会議するのはおかしいじゃないかというので︑その次の会から

けど︑空幕には物凄く来たみたいですね︒それを見て僕はびっくり

伊藤︵圭︶

在日米軍は︑直接私のところには来てないんですよ︒だ

私が出るようになるんですけどね︒

いろいろ法制的に今までの慣例なんかも調べてみて︑常識的に見

かにもおかしい﹂と︒それは︑渡辺というのが自治省から来た男で︑

早く返す努力はいい︒けれども︑ぜんぜん調査しないというのはい

ども︑これはおかしい﹂と言ったんです︒まず︑﹁なるべく努力して

接会いに行ったんです︒それで︑﹁こういう指示があったんだけれ

記憶がないんですけど︑私と渡辺くんと二人で総理のところに直

れは七日の日だったか︑その翌日だったか︑その日にちははっきり

に強かったんです︒私はこれはおかしいと思ったものですから︑そ

待ってくれと言って︑三月半止めておいたんです︒そして︑航空自

すぐにも函館へ行きたいと言うんですよ︒だけど︑ちょっとそれは

はもう既に三沢に﹁ミグ屋﹂というのが行っているんです︒それで︑

だけど︑ちょっとそれは待ってくれと言ったんですよね︒アメリカ

コ緒に調査させてくれ﹂ということを言ってきたと言うんです︒

ろん私も報告は聞いているんですよ︒まず一番最初に︑アメリカが

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

いや︑h頼む﹂ということを言うわけでしょうね︒もち

直でやつち︑やうわけですか︒それは︒

僚長のところには物凄く来たみたい︒

したんですが︑僕のところには直接は来てません︒だけど︑航空幕

てソ連が言づている不可侵権というのは不法侵入したものに忙し・

衛隊の者だけで函館に行ったんです︒

そのときに︑とにかく調査をしないですぐ返せというのが非常

てはおかしいというようなことで︑調査をしたいということを言

同時にまた︑﹁調査しないで返したって︑ソ連は当然調査したと思

側諸国は﹃日本は何だ﹄と言って怒るでしょう﹂と言ったんです︒

姿を見せたことのない飛行機を何もしないで返したら︑これは西

日本が何も調査しないで︑とにかく今までかつて二回しか西側に

い飛行機みたいですね︒私も実際に︑あとで百里で見たんですけど

たんですけど︑﹃ミグ25事件﹄をみると︑かなり分解するのが難し

るというようなことも言うんですね︒で︑最小限ということでやっ

の要望は︑あんまり細かく分解しちゃって組み立てられないと困

ったんですね︒それでいろいろその方法を考えたんですが︑外務省

函館から自衛隊の基地に持ってきて調査をするということにな

うでしょう﹂って言いました︒だから︑調査をしましようって言っ

ね℃まず千歳に陸路運ぶということは不可能なんですよ︒それから︑

っていたものですから︑﹁これは調査するのは常識なんです︒もし

たら︑いいと言うんですね︒﹁しかし︑なるべく短期間にやってくれ﹂

函館港から船で運ぶというのも︑街の申が通りにくいんですね︒こ

そして︑移すのは︑航空自衛隊の基地に移してもいいけれども︑そ

はね︒それですったもんだして︑結局︑調査の期間は一週間ぐらい︒

すよ℃ところが︑外務省も早ぐ返したいわけです︒欧亜局長なんか

帰って空幕に話しましたら︑調査に最低一ヵ月要ると言うんで

伊藤︵圭︶積んで運ぶんです︒

伊藤︵隆︶

のだと運べるということが分かったんですね︒

ね︒当時の輸送機で︑アメリカのギャラクシーですか︑C5という

れも難しいので︑最後には輸送機で運ぶ以外にな．いと言うんです

り

ということを言いましたね︒それで﹁分かりました﹂と︒

こで調査をしてすぐ返す準備をしてくれというようなことになっ

伊藤︵隆︶

そのままですか︒

どうやって運ぶんですか︒

たんですね︒

伊藤︵圭︶ そのまま︒

今までのお話で在日米軍の話が出ませんでしたけれど

伊藤︵隆︶

佐道

中に入れられるんですか︑こんなものが︒

も︑そのへんはどうですか︒︑
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れが十日に来て︑その後完全に︑航空自衛隊が函館で調査を始める

中に入れられるんです︒凄いんですよ︒

伊藤︵圭︶

わけです︒ところが︑自爆の問題があるでしょう︒そこで︑三沢か

らミグ屋を連れて行くわけですよ︒ミグ屋がいろんな機．械を持っ

伊藤︵隆︶ いやあ⁝⁝︒

こんなデカイのが︒

ていくんだけど︑凄いんですね︒レントゲンで中が全部見えるのな

佐道
伊藤︵圭︶

んか持って行って全部調べました︒そして︑ミグ21までは物凄く細

うん︑デカイんです︒まるで函館空港に降りたら︑とに

かく高い︑上階建ての建物が降りてきたような感じだったって書

は知識があるわけで︑彼らが調べて全部︑自爆装置を抑えまして

かく分解してあるわけですね︒だから︑いわゆるミグ系列について

よく着陸できるんですね︒それでね︒

いてあるんです︒まさにそうでしょうね︒
伊藤．︵隆︶

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

もちろんあったんです︒だけど︑大きなドカンというの

あったということですか︒

ね︒

伊藤︵圭︶

じゃないんですよ︒例えば計器のところが壊れる︒そういうもの全

そうですよね︵笑︶︒

走路でできるんですよ︒これも凄いと思ったですね︒そこで︑最小

佐道

限解体しなきゃいかん・でしょう︑羽を取ったり︒最初︑ベレンコは

部取って︑それで無事に解体したわけです︒だから︑解体したのは

いや︑それはもう着陸も離陸も︑あの二千メートルの滑

﹁危険はない﹂ということは言っているんですけれども︑アメリカ

全部で二十ぐらいって書いてありますけど︑とにかく胴体と主翼

といろいろやって︑その間に輸送計画なんかをいろいろ検討した

のミグ屋の話では︑解体すると必ず自爆装置がついていると言う

んだけれども︑空路以外にないというのでアメリカに頼むわけで

が二つ︑それから尾翼︒そんなのを箱に入れて︑それを全部ギャラ

これはまた実際︑なんといい．ますか︑法匪というのか何か知らな

すね︒二十一日から二十四日までの四日間で解体作業をするわけ

んですね︒最小限計器とかなんとかは爆発するようになっている︒

いけど︑ややこしいことをやっているんです︒法務省の安原︵美穂︶

です︒そして解体作業をして︑全部積み込める状態にして︑二十四

クシーに積み込むんです︒確かどのぐらいかかったのかな︒解体に

刑事局長の名前で︑私に対してミグ25機を移管するという書簡を

日の夜の七時に空港にギャラクシーが着くわけですね︒そして︑長

これはもう︑自衛隊はまったく分からんわけですね︒もちろん警察

寄越しているんです︒この書簡を寄越すについては︑ベレンコがア

くいるとヤバいと言うんですな︒それこそロケットなんかでやら

十日〜二十何日かな︒十一日から航空自衛隊とアメリガのミグ屋

メリカに行く前にこの飛行機については︑日本政府のしかるべき

れるといかん︒それですぐ積み込みを始めて︑そして夜中の十一時

も分からない︒それで十日の日に︑防衛庁に移管されるわけです︒

機関で保管してもらってけっこうだと﹁いうことを書いているんで

に飛びたつわけです︒

に旋回して海の上に出たというんですね︒ということは︑例えばミ

のを積んで︑離陸して高度が二︑三百メートルになったらすぐに右

機の凄さというのを目のあたりに見ています︒二十何トンあるも

いたのが現場に行って見てね︒とにかくギャラクシーという飛行

そのときに僕は行ってなかったんですけど︑広報課長をやって

すね︒

その一筆書いたのも私のところに来ているんですよ︒

伊藤︑︵隆︶ 一筆書かせるわけですか︒

伊藤︵圭︶

ところが面白いのは︑日本語で書いてあって︑﹁ベレンコ﹂ってサイ

それをつけて︑安原さんの名前で私宛てに移管通知︒そ

︵笑︶︒︑

ンだけしてあるんですよね︒
伊藤︵隆︶

伊藤︵圭︶
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もうとにかくびつぐり七たと言うんですね︒飛び上がった途端に

のに狙われちゃいかんというので︑離陸して直ぐ旋回したのです︒

サイルで赤外線を追っていくのなんかがあるでしょう︒そういう

外務大繭が飛行機の取扱について申し入れるんです︒ソ連の外務
︑大臣︑グロムイコかな︒そのときはえらい険悪な状況だったみたい

その前に︑九月二十九日にニューヨークで︑当時の小坂︵善太郎︶．

うに通報するわけです︒

百里について二十五日から調査を始めましてね︒そして︑まず性能

それで︑無事に二十五日の未明に百里︵茨城県︶に着くわけです︒

いですね︒

の交渉が進まないんです︒

な状況になって︑それから交渉を始めるわけですけど︑ところがこ

るわけですねbそして︑十月の十五日にはいつでも返還できるよう

ですね︒だけども︑返還について話し合いをするという合意はでき

右に曲がったって言ρてたかな︒そんなようなこともあったみた

を見るためにはエンジンをかけなきゃいかんわけですね︒そして︑

とにかく向こうは︑返してもらうについては︑何かなくなってた

りなんかするといかんから全部点検したいというわけです︒それ

T間で組み立ておわって︑十月二日にこれが復元されるわけで

す︒

うしたら今度は︑輸送機で百里の基地に行くから︑輸送機で持って

をまず百里の基地でやりたいと言うので馬それは断わりました︒そ

そうですね︒

帰ゆたいど言うから︑それも断わったんです︒そこで︑︹日本側が︺

ええ︒それはやっぱりアメリガの知恵を借りているわ

伊藤︵圭︶

船なら返すからというので︑それで向こうの船を日立港に回して

いかんわけですね︒返すから︒だから︑それを全部出して︑それに

⁝︒燃料も二下ンぐらい残っとったんですけど︑それを使うわけに

ただ︑燃料が航空自衛隊の燃料じゃないんですよね︒非常に似た⁝

ンをかけたと聞いたんですが︑一発でエンジンがかかるんですよ︒

返還の同意書にサインして引き取ると︒そういうことで返したわ

貨物船を入れるから︑三日間点検をやって︑そして問題がなければ

合意できるわけですよ︒そしてソ連のほうから︑十一月の十二日に

ね︒十五日にもう終わっていながら︑十一月の九日になってそれが

それめ合意ができるまで︑とにかく一ヵ月近くかかるわけです

くるんです︒﹁タイゴノス号﹂というのをね︒

似た燃料を探したら︑幸い海上自衛隊のP2Jが使っている燃料

けなんです︒

伊藤︵隆︶︑点検はどこでやるわけですか︒船？

伊藤バ圭︶

ると言うんですね︒そのときに︑これは話すと長くなつちゃうんで

んでからは︑こちらの立ち会いの下に向こうがもう一回点検をす

まず全体の外見は埠頭の上でやるんです︒船に積み込

いろんなご巴が分かるわけですね︒本当は飛ばしたかったみたい

すけど︑面白かったのは︑とにかくその頃は物のない頃で七よう︒

伊藤︵圭︶

ですね︒だけど︑飛ばすとなるともっと厳密な点検をしないといか

でも︑きれいな木の箱に入れて返したんですよ︒そヶしたら︑その

ちょっと古いタイプですか︒質がちょっと違う⁝⁝︒

んでしょう︒空中に浮くわけですから︒それはちょっと時間的にで

木の箱は全部捨てちゃうんですね︒まあ︑シベリアあたりで木がた

そうかもしれません︒違うんですね︒それでかかって︑．

きないというので︑諦めた．んですね︒それで︑十月十五日に検査を﹁

くさんあるからでしょう︒ところが︑﹁ちょうつがい﹂なんかはみん

佐道

ったというのね︒

とほぼ似ていたんですね︒それを積．み込んでかけたら︑一発でかか

．んですけど︑私がそのとき聞いたのは︑アメリカのミグ屋がエンジ

けですからね︒これは航空自衛隊の人がエンジンをかけたという

佐道

伊藤︵隆︶ずいぶん速いですね︒

一

終了して︑十五日になっていつでも返還できるということを向こ
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伊藤︵隆︶・佐道 ︵笑︶︒

な取って持って帰るんです︒

気製品やなんかを買い込んでね︒

町を遊んで歩いているんですね︒それで︑船員なんかはみんな︑電

伊藤︵隆︶ ︵笑︶︒

面白いでしょう︵笑︶．︒それから︑ねじ回しなんかも︑箱

伊藤︵圭︶

伊藤︵圭︶

部調べるわけですね︒それで︑こちらから行っとったのは︑防衛庁

隊さんの技術士官か下士官なんですね︒そういうのがいまして︑全

ジャンパーを着ているのが二十人ぐらいいて︑これはいわゆる兵

て︑明らかに待遇が違うんですね︒船員は汚い服を着ているのに︑

いのは︑十二日に入ってくる船が︑その船の中にも船員と兵隊がい

す︒そうしたら夜の十二時に︑いま連絡があって行ってサインして

す︒それで僕もいつまでいてもしょうがないから︑夕方帰ったんで

れで︑夕方になっても引き取りのサインすると言ってこないんで︑

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶・佐道

れたんじゃないかと︒

ょうね︒だから︑おそらく日本に行くというので︑隣近所から頼ま

手に持って帰ってきてた︒あの頃は︑ソ連もひどい頃だったんでし

たけど︑夕方行ったらバスかなんかで帰ってきてたけど︑みんな両

それで︑僕が行ったときにちようど雨が降っていまし

を壊すために四十︹本︺ぐらい貸してやったら︑返すときは二十
ソ連だなあ⁝⁝︒

︹本︺ぐらいしかない︒みんな持っていかれてね︒

佐道

では夏目︵晴雄︶審議官ですね︒それから航空自衛隊の稲葉︵由郎︶

きたって言うんです︒で︑翌日朝︑出港するわけです︒だから結局︑

そういうとζうがありましたね︒それからさらに面白

どいう運用課長︒それから︑外務省は欧亜課長が来ていました︒こ

あれはどうしてそういうことをしたかと思うんですけど︑モスク

伊藤︵圭︶

の前のソ連の大使だった人︒誰だろう︒

ワに対するアピールだつたんじゃないかな︒三日間︑充分調べたと

ましたけど︑とにかく日立の町で遊んでいたというのね︒︵笑︶そう

それで茨城県警は︑彼らの行動を全部調べて︑あとで言ってくれ

いうことを言いたかったんじゃないかと思うのです︒

ストーブとかなんとかやたらに買って来ましたね︒そ

︵笑︶︒

都甲︵岳洋︶さんですか？

佐道

都甲さんじゃなくて⁝⁝

丹波さん︒丹波さんの前︒

今は丹波さんですよね︒

伊藤︵圭︶

佐道
伊藤︵圭︶

いうひどい時代だったんですね︒

そのときに︑百里から夜中に港まで運ぶわけでしょう︒その運ぶ

誰だろう：⁝臥

伊藤︵圭︶

のも︑トレーラーで運ぶわけですが︑あれは確か九百万円ぐらいか

佐道

れで十二︑十三︑十四と立ち会っていますよ︒それで私も︑十四日

かっているんですよね︒そんなのも請求したんだけど︑ぜんぜん反

欧亜局にいた課長さん︒その三人が行ったんですね︒そ

の日は確かちょうど日曜だったものですから︑現場を見てみよう

ただ︑これは変な話ですけど︑僕はこの事件があったあとイギリ

応はなかったですけどね︒そういう時代だったですね︒

ね︒きょうは向こうがぜんぜんやらないって︒理由は部品が足りな

スの大使館のパーティでソ連の武官に会ったときに︑ソ連の武官

と思って行ったんです︒そうしたら︑もうイライラしているんです

いって言って文句を言っていると言うんですね︒部品が足りない

しいものじゃありません﹂って︒同時に︑調べるのはしようがない

がこういうことを言っていましたね︒﹁あの飛行機は︑そんなに新

持ってきているわけでもなんでもないですから︑それはおかしい

けれども︑何も新聞に対して﹁細かく調べる﹂なんて言わなくても

って言ったって︑全部返しているわけですからね︒その部品の表を
なと思ったら︑その間は何をしておったかというと︑彼らは日立の

、
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んです︒・それが新聞に出て︑あとで僕はそれは困ったと思いまし

記者会見で︑﹁切り刻んで調べる﹂というようなごどを言っている

いいでしょう︑というような言い方をしたんですね︒それは僕も実
ノ
は困ったんですけど︑防衛庁で調査すると言ったあと丸山さんが

上がっているんですからね︵笑︶︒西側のはツルツルでしょう︒とい

体が船の構造みたいなんですよ︒溶接してあるところなんて盛り

・それかちもう一つ驚いたのは︑西側の飛行機と違って︑まるで機

実際はマッハ三︑飛ぶかどうか分かりませんね︒

見ましたが︑三以上のところには速度計はなかったですね︒だから︑

た︒

くというような感じですね︒それでダーツと高度三三フィートぐ

うことは︑物凄くエンジンの馬力が強くて︑空気も一緒に持ってい

︵笑︶そういうことを言ったようです︒

らいまで上がって︑滞空時間が短いんですね︒遽押して帰ってくる︒

切り刻んで調べる︵笑︶︒

伊藤︵圭︶

︵笑︶飛行機はブラックボックスになっているところが

佐道

伊藤︵隆︶

そういうような飛行機だったみたいですね︒だから︑航続距離が短

い上に低空五十フィートで飛んできたから︑北海道に着いたとき

あるわけでしょう？
伊藤︵圭︶

は燃料が足らなくなって︑千歳まで行けなかったということです

あるんですね︒だから︑それなんかはどういうふうにし

て調べたか知らんのですけど︑とにかく調べてレントゲンの写真

だから︑僕は考えてみると︑ベレンコというのはバカだと思うん

ね︒

ミグ屋さんだったら︑それはできるわけですね︒

に撮ったのでしょうか︒
伊藤︵隆︶

いろんな資料があったって言ってましたね︒あのあと航空自衛隊

ちゃったと思うんですよね︑知らん兆してね︵笑︶︒だから︑日本の

三沢だと米軍の基地でしょう︒米軍がさっさとあれを持っていつ

ですよ︒もう少し気の利いた楽なら︑三沢に降りたと思うんですね︒

は非常に有効に使って︑もちろんアメリカとの情報交換でいろい

基地に降りたためにね︒

できるみたいですね︒それで︑トラックに二台分ぐらい

ろ渡したし︑向こうからもいろんな情報を貰ったりしてですね︒ほ

伊藤︵隆︶．．基地じゃないでしょう？

．伊藤︵圭︶

かの大使館の連中なんかともいろいろ︑そういうことでだいぶ得

伊藤︵圭︶﹁そうそう︑函館ね︒結局︑日本が主体的に調べるという

なんですよ︒みんな函館に飛んだんです︒

たでしょう︒その翌日︑一番先に行っているのは外国大使館の武官

伊藤︵圭︶

伊篠︵隆︶

ええ︒あのときに非常に驚きましたのは︑ミグが着陸し

やっぱり大変な財産なんですね︒

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶ そうですが︒

んですね︒

てきた飛行機をどうしているかどいうと︑西側は大体返している

ことになったから返還することになった︒ああいう場合に亡命し・

普通の一般の飛行場︒

したみたいですね︒

伊藤︵隆︶．各国のですか︒

朝鮮と北朝鮮ね︒あの間を亡命してきたやつはぜんぜん返してな

ただ︑返してないのは中国と台湾との問ね︒それから南

伊藤︵圭︶ 各国の︒

いですね︒あとは返しているんですね︒ただ︑全部調べて返してい

バー⁝⁝︒やっぱり速いなあ︒

伊藤︵隆︶

体制がなってないということね︒ところが︑実は七年前にアメリカ

それから︑あのときに非常に問題になりましたのは︑日本の防空

るみたいですね︒

結局分かったことは︑あの飛行機は完全なる遂撃戦闘

佐道・やっぱり最先端の飛行機ですから︑重要な機密が︒

伊藤︵圭︶

機なんですね︒だから︑マッハ三といいますけれども︑私も行って
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ね︒

ミグが降りたという知らせが届いたのは︑いつでしたか︒

で同じことが起きているんですね︒マイアミにホームステッドど
それはソ連のですか︒キューバ？

伊藤︵圭︶

これは防衛局長でいらっしゃる伊藤さんのところに︑この

伊藤︵隆︶

キューバから来て︑着陸して亡命しているんですよ︒こ

佐道

伊藤︵圭︶

ましたね︒

いう空軍基地があるんです︒そこにミグー7が着陸しているんです︒

のときに︑ちょうどそこの航空基地に例の大統領の専用機が止ま

佐道

伊藤︵圭︶

それはどこから来るわけですか︒

はい︒

じゃあ︑もう同時に︒

これはだから︑一時半頃︑航空自衛隊に来た時点で聞き

っていたんですな︒

伊藤︵隆︶

空幕の防衛部からきましたね︒

伊藤︵隆︶・佐道 ︵笑︶︒

伊藤︵圭︶

伊藤︵圭︶

それは問題になるでしょうね︒

その横に止まっているんです︵笑︶︒それでこれがアメ

リカの議会で問題になりましてね︒

すると︑空幕にはどこから来るんですか？・

佐道

それはやっぱり追っていた結果報告ですね︒

空幕には北部方面隊︒

伊藤︵隆︶
︐伊藤︵圭︶
伊藤︵隆︶

そうそう︑それが着陸しているということをすぐ報告

防空体制というのはどうなっているんだということで

非常に問題になるわけですよ︒そうしたらまた︑アメリカの国防総

伊藤︵圭︶

伊藤︵圭︶

省も相当なものだと思ったのが︑とにかく﹁単機低空で侵入してく

して︑それが来るわけですね︒それがミグ25と来るのは︑空港事務

ん放映を始めた頃ですからね︒

る飛行機に対しては対処できない﹂ってことを言っているんです

伊藤︵隆︶

伊藤︵隆︶

所から三沢にも報告があるんですな︒それで三沢から来ている︒だ

伊藤︵圭︶下からのレーダーですか︒いや︑捕・まえられるのは捕ま

たわけですか？

ね︵笑︶︒これはもう当たり前だって言うんですな︒確かにそれはそ

えられるんですよ︒だけど︑下からのレーダーというのは︑上は割

伊藤︵圭︶

から︑それはちょっと遅れているわけ︒その頃は︑テレビがどんど

合にいいんですけど︑高度五十フィートぐらいで来るでしょう︒そ

なにか作業をしておったんですな︒作業員が近寄って行ったら空

うなんですよね︒近いところがらね︒

うすると︑山なんかにぶつかっちゃうとだめなのね︒それから︑水

に向かって一発撃ったわけで︑みんなびっくりしちゃってね︵笑︶︒

下からのレーダーもそうなんですか︒

平線の下からスーツと来ると︑これは見つかってももう遅いんで

それで遠のいたら︑そうしたらあとは撃たないで降りてきて︑亡命︒

最初︑近づいて行ったのは新聞記者じゃなくて︑空港で

降りて飛行場にいる限りは︑新聞記者も最初は近づけ

すね︒

それで︑ロシア人と分かったものだから︑通訳を連れて行ったんで
見つかったときにはもう︑すぐ近くに来ているということ・

佐道

すな︒そうしたら﹁亡命したい﹂ということを言ったんで︒

そのときに皆さんもご記憶があるかもしれませんけれども︑ソ

ですか︒

そうそう︑だから︑ほとんど見つからないですね︒それ

連側が文句を言ったのは︑まずとにかく人権を無視していると言

伊藤︵圭︶

を見つけるためには︑例の上から見る⁝⁝︒

ということに文句を言うんですが︑これは本人が顔を見られたく

うんですよね︒それで︑ベレンコに頭から何かかぶせて移動させた

E2Cとかああいうのが要るということになるんです

ああ︑E2Cオライ オ ン ︒ は い ︒ −

佐道

伊藤︵圭︶
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行くときは︑アメリカもさすがだと思ったのは︑そこでやられちゃ

て︑そこで亡命の確認をするわけですね︒それでノースウエストで

と思ったから︒大使館の連中がね︒だから︑ある距離を置いて会せ

すよ︐︑五︑六メートルは離した︒というのは︑これは殺すといかん

ころで会わせたといって文句を言うんだけど︑そんなにないんで

ういうことはない︒それからもう一つは︑三十メートルも離したと

のときに︑麻薬かなんかを打っていたと言うのです︒それは絶対そ

がぜひ会わせうというのでハ︹東京︺水上署で会わせたんですよ︒そ

ないというから警察がかぶせたわけです︒それから︑ソ連の大使館

佐道

審議室が中心になって︑いわゆる関係各省の会議︒

伊藤︵圭︶

佐道

伊藤︵圭︶

ていましたけれども︑窓口としては？

ですね︒外務省はさっきの欧亜局と北米局がもめたとおっしゃっ

佐道

伊藤︵隆︶

たもんだからね︒そんなようなことで取り調べをやった︒

そこには︑外務省から欧亜局長が出てきていて︒

これは何回もやりましたね︒．

このための会議みたいな形になって︒

最初は直接︑官邸とやったんですけど︑そのあとは内政

実際は︑官邸と先生は連絡をされていたわけですか︒

窓口は欧亜局になるんです︒ソ連だからね︒

これは防衛庁の側は伊藤先生が窓口にすべてなられるわけ

罪状はそれですか︵笑︶︒

うといかんというので︑同じ服装をしたのを二人︑別々に載せてい

伊藤︵圭︶

佐道

るんですね︒それでハワイに運んで連れて行ったんです︒︑

この事件のときによく言われるのは︑最初の警察が入れな

伊藤︵圭︶

佐道

いようにしたという話もありまし．たけれども︑消極的権限争いが

メリカ局長は防衛庁に来たり︑電話をかけてきたりして言うわけ．

もあって︑どうするんだと︒みんな抱えるのは大変だか5というこ・

警察もあれば法務省もあれば郵政もあれば外務省もあれば防衛庁

伊藤︵圭︶

佐道

ですな︒

そうそう︒それでアメリカ局長せ来てないんですよ︒ア

いろいろあって︑主管官庁をどこにするのかと︒関わっているのが

とでモメたという話がいろいろ伝わるんですけれども︑最終的に

でしょうね︒いろんな情報が入ったということとハそれから結局︑

いわゆる下を見る能力は足りないからもっとそれを強化しろとか

結局︑この事件で割合に得したというのは︑航空自衛隊

ウ﹂ン︒﹁なんとかしてくれよ﹂と︒

それは防衛庁になるわけでしょうか︒
伊藤︵圭︶

ね︒それから︑﹁レーダーを強化七うとか︑そんなようなことがあっ．

そうそう︒それで面白いのが︑結局どういケことでこれ

を処理するかというと︑こんな法律を適用するどいうことになっ

て︒

佐道

たんです︒まず︑出入国管理違反︒密入国︒その次は三三刀類所持
取締法ですか︒これは拳銃を持ウておったのでね︒それから︑火薬

わけですね︵笑︶︒

・

航空自衛隊の︑要求するときの非常に有利な根拠になった

取締法︒これは拳銃の弾を持っておったからね︒

．際は防衛出動だったというんですけど︑これは防衛出動じゃない

そうそう︒﹃ミグ25事件の真相﹄にありますように︑実

伊藤︵圭︶

んですよ︒しかし私どもは︑何か事態が悪化した上きは防衛出動の

伊藤︵圭︶

嚇する罪︑そういうのがあるんですが︑それ︒それから航空法の規

可能性があると判断したんですね︒そこで︑﹁陸﹂﹁海﹂﹁空﹂の自衛

︵笑︶︒

定で︑飛行機の発着に不安を感じさせるようなことをしたという

隊に防衛出動が下令される︑あるいはその準備命令が出る︑それに

伊藤︵隆︶

ので︑そんな問題︒それから航空法で︑無許可で着陸したって︒こ

すぐ対応できるように準備をしておくように指示したわけです︒

それから︑刑法の二二二条に︑人を威嚇する︑拳銃で威

の六つの罪で彼は起訴猶予になるわけです︵笑︶︒出ていっちゃっ
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一

︑

積極的にいっちゃいけないということになっていましたね︒だけ

ど︑それじゃああまりにもパイロットが可哀想だと言うんですね︒

そこでまず︑函館の駐屯地にL90という高射機関砲を展示用と
して持ってきておったんです︒その翌々日かなんかが記念祭で︑展

たものは撃ち落とせと言ったんですよね︒ただ︑これは文書にする

それで﹁分かった﹂と言って︑函館を中心に五十マイルの円を描い

と大変な周題になると思ったものですから文書にしないで︑内局

示するので持ってきとった︒それから戦車も持ってきとったんで

それから海上自衛隊は結局︑津軽海峡の中は海上保安庁が警戒

といいますか長官の承認を得ているからパイロットは撃ち落とし

たんです︒この五十マイルの円の中にソ連の飛行機らしいものが︑

に当たって︑海上自衛隊はその外側を︑いわゆる訓練を兼ねた監視

すね︵笑︶︒それを置いとけということを言ったんです︒同時に︑実

活動というよいつなごとで︑ずっと二十四時間なりつけて︒それから

てもよろしいということを︑私の独断でしたが︑空幕の防衛部長の

函館に阿かって飛んでくるような場合は︑スクランブルに上がっ

最後には︑百里に持つでぐるときには艦艇を八戸から並べてね︒み

名前で連絡しなさいといつことを言ったんです︒それを連絡した

弾を運んだんです︒いざというときにこれは使うかも知らんから︒

のへんから何か来るかも知らんというのでね︒

そのときに私が思ったのは︑現在の状況でこういうことを長

んですね︒そういうことをやりました︒

五分待機というのが二機︑あとの二機は一時間待機なんです︒それ

官・総理に話をしても︑おそらく﹁それはやめろ﹂と言うと思った

それから航空自衛隊はずっと︑普通︑スクランブルに上がるのは

をほとんど全機とまでは言わないけれども︑大部分の飛行機は直

んです︒やめうと言われたら︑パイロットが可哀想だと思ったんで

わなきゃいかんと思って︑僕は誰にも言わないで防衛部長と二人

ちに飛び上がれるような状況に整備しておくようにというような
それで︑全員がずっとその間︑とにかく函館から百里に来るまで

だけでそれを決心したことがあるんです︒だから︑これはずっと誰

す︒それで︑国際問題になった場合には︑やっぱり誰かが責任を負

の問は︑﹁陸﹂﹁海﹂﹁空﹂の最寄りの部隊は全部︑待機状態に置いた

にも言わなかったことなんですけれども︑あれからもう三十年半

指示をしたわけです︒

わけですね︒陸上自衛隊の人は︑何もすることがないのにずっと待

らい経ちますからね︒︵笑︶

当に働けるような状態を作ってやれる政治判断ができるかどうか

ゆる﹁制服組﹂の勢いこんだ気持ちを抑えるよりは︑﹁制服組﹂が本

あのとき私は︑シビリアン・コントロールの問題点として︑いわ

機させられて非常に苦痛だったということなんですけど︑これは

私どもが一番心配したのは︑飛行機が飛んできていわゆる爆撃

﹁海﹂も﹁空﹂も状況は同じなんですね︒

というか︑ロケット射撃によって飛行機を壊すんじゃないかと思
が私のところに来て︑パイロットが自分の判断で相手を攻撃する

うなことだったものですから︒一方は︑とにかく軍事的な問題だと

からして︑官邸の意向がとにかく犯罪者として取り扱えというよ

ということが︑極めて重要な問題だと思いました︒その最初の発端

のは非常に難しいと言うのです︒だから︑一つ︑の指針を出してくれ

いうので張り切っているわけです︒この勇み足とこの間をどうい

ったんですね︒航空自衛隊のなまため生田目︵修︶という防衛部長

と言われたんですよ︒それで一応︑ご存じのように︑向こうから撃

うふうに持っていくか．というのが︑非常に私が悩んだところでし

伊藤︵隆︶ 要するに官邸は﹁事勿れ主義﹂ということですか︒

た︒

たれたときは撃ち返していいということ︒自分の防衛のためにね︒
・それから︑緊急避難の場合もいいと︒例えば爆弾を落としそうにな

ったときに︑それはいいというようなことで︒あとは︑こちらから
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た︒だから︑僕が非常に心配したのは︑日本の政治家は大丈夫かな

いや︑事勿れ主義というよりは︑外交問題なんかに発展

伊藤︵圭︶

という感じが当時しましたね︒

政治家まであんまりいけいけドンドンになったら︑それは

ろは料断しないと︒

困りますけども︑しかしだからといって︑きちんと判断すべきとこ

佐道

するのを恐れたわけですね︒
だけど︑外交問題というのはどことどこと．の外交問題

ソ連之日本の︒

伊藤−︵隆︶
ですか︒

伊藤︵圭︶

伊藤︵圭︶

あれも何だか関連があるような気がするんですね︒﹁現地のことは

そう︒きちんと判断すべきところねつそれから︑やっぱ

伊藤︵隆︶

りミグ25事件の防衛出動のあれを見ると︑満州で関東軍が動いた︑

いですか？

俺が一番知っているんだ﹂といヴような意気込みで動き出すわけ

ソ連とのあいだですか︒しかし︑これはアメリカとの関

係もこれあり︑そんな外務省は簡単にできるわけはないんじゃな
伊藤︵圭︶私もそう思うんですよ︒だから︑アメリカ局長なんかも

ソ連の怖さと炉うのは︑日本政府はとにかく怯えていましたから

ていた人たち︒

佐道

です︒

ね︒・

伊藤︵圭︶

絶対それは困るということは言っていました︒しかし︑あの当時の

伊藤︵隆Yそれはそうかも知れませんけれども︑すると安保の問

佐道

ら︑こういう点は難しい点︒その点で私は︑この本︵﹃ミグ25事件の

う問題ですね︒日本の場合でも実際はかなり動いていますね︒だか

あるんでしょうね︒それを押さえられるかどうかとい

共通の心理があるんでしょうね︒

そうそう︒

ああ︑こういう︵﹃ミグ25事件の真相﹄を指して︶現地でやっ

題にももちろん響いてくるでしょう七︑そもそもどう考えたんで

伊藤︵圭︶
だから︑そのことは僕が三木さんに申し上げたのは︑

すかね︒

伊藤︵圭︶

﹁それはもし何もしないようだったら︑日本はバカにされますよ﹂

ルーマンが即座に切るところなんて立派だと思いますね︵笑︶︒あ

真相﹄︶を読んでみてつくづく思ったのは︑マッカーサーの首をト

佐道

あいうことは日本では絶対できないと思いますね︒

ということは言いましたね︒

害の問題ですからね︵笑︶︒

佐道

そうですね︒基本的には︑外国の飛行機が無断で来て主権侵

伊藤︵圭︶そうそう︑それで︑ずうずうしくも向こうは︑主権があ

金丸︵信防衛庁長官︶さんがとったというのがありましたけど︑こ
伊藤︵圭︶

うん︒栗栖さんの首というのは︑ある意味では私も責任

またちょっと違う意味で︑栗栖︵弘臣統幕議長︶さんの首を

るんだから飛行機に触っちゃいけないということまで言うんです

れはま光ちょっと違うんですね︵笑︶︒
︵笑︶︒

からね︵笑︶︒
伊藤︵隆︶

があるんですよ︒責任があるというのは︑金丸さんが﹁どうするか﹂

よ︒それは︑あの人はあの発言じゃなくて問題が攣るって言ったん

︵笑︶人の領土に入っておいて︑何を言うかということです

︵笑︶盗人猛々しいというのは︒

です︒というのは︑彼が言ったことによって︑暗号の解読に物凄い

佐道

伊藤︵隆︶

うん︒しかし︑一般論としてはまさにそうでしょうが︑

と言うんですね︒僕は﹁首を切ったほうがいい﹂って言ったんです
伊藤︵圭︶

支障が出ているわけです︒彼は﹁アントノフー2が飛んできた﹂とい

けどもね︒

当時の政府の雰囲気はそうじやなかったですね︒非常︑に怖れてい
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ど︑大型機とか小型機︒それで︑﹁アントノフー2﹂ということを言っ

ノフも何も分からないですからね︒飛行機ということは分かるけ

号以外に分かりっこないんですよね︒レーダーで見たってアント

うことを言うわけです︒アントノフー2ということが分かるのは︑暗

だ﹂ということは言ったことがありますね︒

号解読の人が可哀想だと思ったんで︑金丸さんに﹁辞めさせるべき

よ︒これはぜんぜん表に出ませんでしたけれど︑私は千人以上の暗

ですね︒これはまさに秘密に属することを言っちゃったわけです

︑佐道 栗栖さんの問題はあとの話にもなりますので︑また別の機
会に︒きょうはこれで︒

たために︑ソ連はすぐその暗号を変えちゃっているわけです︒それ
をまた解読するために︑．二部別室の暗号解読員はずいぶん苦労し

す︒

メリカに行ったときにべレンコ中尉の消息なんかも聞いたんで

ミグ事件というのは後日物語があるんですよ︒僕はア

伊藤︵圭︶

演習があって輸送機が飛んできた︒その﹁輸送機﹂と言

それは北方領土に基地が建設されるとか演習があったとい

ているわけです︒

佐道
・つ︒

伊藤︵圭︶

ヶだけならいいのに︑﹁アントノフー2﹂ということを言っているん
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第14回

開催日：2002年3月5日（火）
開催時刻＝午後2時00分
終了時刻＝午後4時10分
開催場所＝政策研究プロジェクトセンター

〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）

伊藤

隆（政策研究大学院大学教授）

佐道明宏（政策研究大学院大学助教授）

記録者＝有限会社ペンハウス戸部芳珠子

■ 不法入国 か 軍事行動

かーミグ事件のその後

・は会議で話しておったはずなんですけど︑陸幕が下まで流してお

つたのかどうかは分からないんです︒あれをみると︑もの凄くはり

というふうに憎いであったものですから︑﹁いや︑実質的に防衛出

きってやっているんです︒それで︑実際に防衛出動をやっておった
伊藤︵圭︶

動するような事態ではなかったんだ﹂ということをちょっと書い

﹁きょうは︑大体防衛計画の大綱を中心にお話ししょう

と思いますが︑その前に速記録を読んでまして︑私は勝手に一人で

たら︑凄い反響がありました︒ここに書いてあるんですが馬まず︑

の情報にあまりにもこだわり過ぎたのではないかとみられる﹂な

﹁納得できない部分もある﹂と書いてあります︒﹁現地の部隊が最初

rしゃべっているみたいで︑ああいう内容でいいのかなと︒先生方が
調べたいと思っておられることと合っているのかな沸どうかなとつ
いや︑合い過ぎているんです︒

んていうのは︑スイス大使館から情報が来たんだけれども︑だが︑

伊藤︵隆︶

佐道

数時間後一これは数時間後かあるいは翌日だったかは分かりませ

十分合っております︒まったく問題ないです︒

伊藤︵隆︶私どもが予想しないことをいろいろお話しいただいて︑

にかく戦う意思も何もなくて︑ただ︑﹁アメリカへ行きたい﹂と言っ

んけど渚間違いだということが来たわけです︒ベレンコ中尉はと

きょうは︑最初︑ミグ事件のその後ということだったで

本当に嬉しく思っております︒
伊藤︵圭︶

ただけなんですね︒当時︑我々も考えたのは︑アフリカでその前に︑

うとおかしいんですけど︑この資料のように︑私は﹃朝雲新聞﹄の

いうのがあるんじゃないかと思うたんですけど︑まず︑僕は﹁アフ

エンテベ空港にイスラエル︐の軍隊が行ってやったでしょう︒ああ

しょう︒ところが︑実は︑その後︑大事件がありました︒大事件とい

宴?に書いたんです︒そうしたら︑当時の北部方面隊の関係者か

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

ええ︑二月七日です︒だから︑先生からいただいた本を

これはつい最近ですね︑

推し量るのはげしからんというなかに︑・ソ連とドイツと協定を結

慨してきたんです︒なんと言うんですか︒相手の意図というものを

はしないと思ったんですけど︑そんなことを書いたら︑．もの凄く憤

リカと日本とは違う﹂と思ったんです︒日本に部隊を投入してくる

読んで︑そのあと書いたんですdそうしたら︑もう凄いんです︒当

んでいながら︑それを侵してドイツが攻め入ったじゃないかと︑そ

ら︑抗議の手紙が来ているんです︒佐道洗生にいただい充本を読み

時の関係者からいろいろ投書が来まして︑﹁けしからん﹂と言うん

んなこともあったんじゃないかと言うんですけど︑考えてみると︑

と︑アメリカと対決しなきゃならんでしょう︒そういうばかなごど

ですな︒

日米安保条約を結んでいる日本を攻撃すると︑アメリカと敵対す

あれは核なんてない時代でナね︒核の報復力のある時代に︑ソ連は

伊藤︵圭︶

るどいうことになるわけです︒そういう危険まで冒して日本に侵

全部けしからんですよ︒大小田︵八尋︶という︑書いた

人なんかがあります︒それから︑高橋という連隊長とか︑十一師団

ただ︑あのときの政府の姿勢というのは︑これは総理大臣の三木
︑さんの意向もあったんでしょうけど︑あの本にも書いてあります

−ういうことに対して︑物凄い反応がありました︒

略して来るというのは︑ちょっと常識的でないと思ったんです︒そ

ないという情報が入ってきたんですけれども︑まもなく数時間後

れを書いたのは︑スイス大使館を通じて奇襲攻撃があるかも知れ

長．なんかから︑とにかく﹁俺たちは命を賭けてやったのに﹂と︒こ

伊藤︵隆︶ ﹁けしからん﹂ですか︒

ましたでしょう︒

」コ

かその翌臼かに︑それは誤報だというのが来たん・です︒そういうの
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と︑やっぱり国内法的にみると︑

だと言うんで

ルを渡して︑亡命したい乏言っただけじゃないか︒そうなってくる

んじゃないと言うんです︒ピスドルは一発撃ったけど︑すぐピスト

満を抱いているんです︒三木さんが言ったのは︑まず︑︹ベレンコ中
︑尉が︺兵隊であることは間違いない︒しかし︑敵意を持って降りた

ように︑国内法でやるということでしたが︑それに対して非常に不

と︒たまたま先生からいただいた本を読ませていただいたものだ

と思います︒ただ︑古い体質というのはこの時代にもあったのかな

かなというような感じがしたんです︒今の防大生は変わっている

ね︒これは昔の陸海軍もそうでした︒そういう体質が残っているの

鎖社会というのはよそからの批判に対して物凄く反発するんです

ますのは︑私がずっと防衛庁におって感じましたのは︑ああいう閉

体質を持っていたんじゃないかなという感じがしました︒と言い

た人が師団長になっているわけです︒だから︑当時は︑昔の陸軍の

不法入国の犯罪

す︒したがって︑国際的に問題にならないような手続きを経て︑亡

衛隊を関与させないのはげしからんというところから始まってい

的な行動

これがいい機会だからと思って︑三月で書くのをやめることにし

伊藤︵圭︶

佐道

から︒r

命させるべきだというのが政府の方針だったわけです︒

るのです︒それで︑当時は誰が書いたか分からんわけですけど︑﹃朝

たんです︵笑︶︒

軍事

雲新聞﹄ともあろうものがそんな捉え方をしておったのは誠にけ︑一

伊藤︵隆︶

ところが︑現地の十一師団とか︑北部方面隊とかはあれを

しからんというような手紙なんです︒それで︑私は実は﹃朝雲﹄に

伊藤︵圭︶

いや︑あの本が逆にご迷惑をかけて︒

あまり迷惑をかけてもいかんと思ったものですから︑私の名前を

ぶ年を取って来たというのが一つと︒

というふうな捉え方をしたわけです︒だから︑まず︑自

出しまして︑編集局から返事を出してもらったんです︒それがこの

伊藤︵隆︶

軍事行動として捕まえてないという批判ですか︒

このコラムを︒四十年近く書いていたんですけど︑だい

何をですか︒

いや︑僕自身は別に迷惑じゃないんですがね︒とにかく

内容で出しました︒これもこ必要だったら︒

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

どうも最後はそこにいくみたいです︒それともう一つ

ほとんど全部それに尽きている？

ですね︒

このとき︑これを書いたのは私だというこどで︒

はね⁝⁝︒

伊藤︵圭︶

伊藤︵圭︶

これはコ﹂がない︒

伊藤︵隆︶事実認定の問題もあるんですか︒

じゃ︑コピーを︒

伊藤︵隆︶

うちに置いて来たんだな︒ないです︒それじゃ︑一枚目

佐道

伊藤︵圭︶

伊藤︵圭︶

だと言うんです︒早く知らせるべきだというのは︑会議の席でやつ

事実認定の問題は︑誤認であったら︑早く知らせるべき

はありますから︑この次に︒一応これもご覧になりますか︹抗議の

ええ︑いいですよつそれは抗議文なんです︒これが師団

これもコピーをとウていいですか︒

手紙を示す︺︒

佐道

伊藤︵圭︶

﹂てますから︑そこには陸幕長か﹁陸﹂の防衛部長かなんかが出てい
るはずですから︑分かっているはずです︒

伊藤︵隆︶ じゃ︑流してないということですか︒

長からの手紙です︒高橋って確か連隊長だと思います︒
伊藤︵隆︶

伊藤︵圭︶

やっぱり反応というのは凄いんですね︒

伊藤︵圭︶凄いですね︒だから︑私はこれを見て思ったんですけど︑

かだと思います︒だから︑そこのところは︑私はよく分かりません

流してないか︑陸幕長まで上げてないかですね︒どっち
彼らは︑旧軍の幹部じゃないんですよね︒しかし︑．旧軍の経験をし
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から︒

でもするんじゃないかと思って︑警戒なんかに．あたったわけです

部太平洋岸に艦艇を並べて︑そして︑向こうの船が来て︑艦砲射撃

隊はずっと輸送機を援護して飛んできましたし︑海上自衛隊は全

なんですね︒僕ら東京から見れば︑運んで来るためには︑航空自衛

んですけれども︑﹁陸﹂の︑しかも函館の部隊のサイドから見た想定

なに命を賭けてやっておったのにけしからんという言い方をする

けど︑そのことをやっぱり非常に問題にしています︒俺たちがあん

佐道

たのは事実なんですね︒いろいろおもしろい経験をしました︒

自衛官が警戒というか︑情報収集活動みたいな格好で動いておっ

津軽海峡のなかは︑海上保安庁がやつ℃ましたけど︑その外側は︑

に警戒してましたし︑原田︵曝︶さんが書いてますように︑例えば

伊藤︵圭︶全然ないわけじゃないんです︒だから︑そのことは十分

ですね︒

伊藤︵隆︶

から︑そこに齪鱈があったのかなという感じです︒

それは分からないんです︒陸幕からなんかの指示がい

動を出さなかったということなんですよね︒それがけしからんと

政府が軍事的な対応を十分にしなかったと︒ということは︑防衛出

伊藤︵圭︶

なり違いますね︒

佐道

︐これで怒ってね︒

り歩きをするのは怖いというようなことを書いたものですから︑

っていないとするならば︑それはやっぱり⁝⁝︒それで︑情報が独

考えたの．かも知れないし︑ただ︑もし誤報であったという連絡がい

っても︑いや︑俺たちの判断のほうが正しいというふうに向こうが

伊藤︵圭︶

に大きな問題があったんじゃないかという感じもしますが︒

そうすると︑陸幕から現地の部隊への指示︑命令︑情報伝達

場合によっては︑可能性は全然なかったわけじゃない

伊藤︵隆︶ その限りでは軍事行動︒
．伊藤︵圭︶﹁軍事行動というよりは︑防衛出動が下馬されてないん・
ですよ︒

伊藤︵隆Vですから︑その前段階だというふうに先生はおっしゃ
だから︑まったく何もしなかったということはないん

ったでしょう︒

伊藤︵圭︶

ですよ︒しかし︑まず︑捉え方がソ連の動きが軍事行動であったと

いうんですけど︑私どもは防衛出動が下令されるかも知れないし︑

人がいろんな方面で取材して︑それで︑この附差し上げました本を

いうところから出発しているわけですよね︒それに対して︑日本の

防衛出動待機命令が出るかも知れないから︑そのために準備はし

ご覧になると分かるんですけど︑間違いなくかなり事実を書いて

違うでしょうね︒実は︑原田さんという﹃読売新聞﹄の．

誤報であったというのが伝わってなかったら︑やっぱりか

ておきなさいということは言っているんです︒しかし︑これは命令

うものはそのまま留めておきなさい︑ということは言いました︒そ

車も持ってきとった︒あそこは戦車もないところで．すから︑そうい

で︑﹂90という高射機関砲を持ってきとったんです︒それから︑戦

った︒したがって︑たまたま函館の部隊で記念祭かなんかをやるん

度の情報だったんですね︵笑︶︒

分かったものだから︑別に気にもしなかったんでしょうね︒その程

を知らないはずはないと思います︒ただ︑すぐその情報は誤報だと

です︒恐らく新聞記者がいろんなことを取材しておって︑全然それ

るかもしれないという︺情報があったということは書いてないん

いるんです︒そのなかに︑スイス大使館を通じてめ．︹奇襲攻撃があ

れと同時に︑万一の場合に備えて︑弾を運んだわけです︒そういう

佐道

じゃなかったんですね︒それで︑各幕に頼んで︑そういう態勢をと

ことを陸幕に頼んで送致したわけです︒それの受け止め方として︑

伊藤︵圭︶．それが一つ︒決してこれだけで僕はやめるという気に

それがずいぶん大きくなつちゃったんですね︒

いよいよ防衛出動だというふうに現地では考えたみたいです︒だ
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しなさいと教えるところがあるんです︒そのなかに︑ある若い女の

なかで︑若い学生がいろんな自分の好きな詩を選んで︑ここで朗読

いるんです︒あの人はもう九十四だそうですね︒その朗読の仕方の

たんです︒そのなかで︑﹁自由学園﹂で朗読の仕方を月に一回教えて

ませんけども︑長岡輝子さんのテレビのドキュメント番組があっ

なったんじゃなくて︑実は︑この間先生方もご覧になったかもしれ

伊藤︵圭︶

しょ・つ︒

伊藤︵隆︶

ではないんですけど︑四十年近く︒

伊藤︵圭︶

佐道

伊藤︵圭︶

むのと我々の世代が読むのと全然違うんです︒

と思ひけり﹂というので始まるのがある︒この読み方が若い人の読

髪の

そんなに違うんですか︒

佐道

．んです︒︑．

伊藤︵圭︶

伊藤︐︵隆︶

すね︒

いやいや︑最初の十年間のは一つまとめたものがある

そうですね︒それはなんかにまとめられたんですか︒

だから︑あれを読むと︑一つの自衛隊の歴史にはなりま

しかし︑その時々の問題をかな．け扱っておられるんで

そうです︒広報課長の最初からですね︵笑︶︒四十年ま

広報課長の時代から︒

四十年近くですね︒

学生が島崎藤村の﹁初恋﹂を選んでいるんです︒﹁わがあげ初めし前

伊藤︵隆︶

長岡輝子さんが﹁その読み方は︑やっぱり若い人なんだ

そうそう︒あれだけですね︒あのあとは面倒臭いからや

は︑やっぱりある情感があるでしょう︒ずいぶん違うなと思って︑

に乾いた読み方なんですね︒ところが︑藤村に対する僕らの感じで

は想像もつかないような︑情感なんてまったくないんですね︒非常

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

いや︑若い人の朗読の仕方というのはまったく僕らに

それはちょっと短絡ではありませんか︵笑︶︒

佐道

は分かりません︒

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

差し上げます︒

ある程度はあるんですけど︑全部揃っているかどうか

その前の部分まではあります？

ちゃってますから︑このニカ月ぐらいはないですね︵笑︶︒

伊藤︵圭︶．いや︑取っていたところもあるし︑最近はもう全然やめ

切り抜きを取っておられるでしょう︒

そんなのが一つの契機になって︑四十年近く書いてますから︑毎週

伊藤︵圭︶

これは畳字ですか︒

−伊藤︵隆︶

ということはかなり行動を制約されるんですよね︒旅行をしてお

伊藤︵隆︶

これは十一字で五十七行ぐらいですか︒最初は︑二枚︑

花ある君

伊藤︵圭︶

聞社︑昭和五〇年︶︒

前にさしたる花櫛の

から︑個性があるんですね﹂と言うんです︒で︑﹁私が読んだらこう

伊藤︵圭︶

林檎のもとに見えし と き

読みます﹂と言って朗読したのがまさに僕がぴんとくるんですね︒

めちゃったんですけどね︒あれをまとめた時には︒

まとめておられます︒﹃小さな窓−朝雲寸言の十年﹄︵朝雲新

ああ︑やっぱり時代が変わったなと思って︑もうここらへんでそろ

ってもね︒これからもう女房もいないんだし︑少しゆっくり旅行な

伊藤︵圭︶

そろ筆を置かないと︑ということを考えましたね︒

んかもしようと思ったもんだから︑断りました︒とにかく二月目末

八百字だったんです︒少しずつ字を大きくしたものですから︒だか

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

そうですが︒それだったら差し上げます︒取ってありま

それは是非ちょっと読ませてください︒

揃っている分だけでも︑もしあれば︒

に︹コラムの執筆をやめると︺言って︑すぐやめるとあとを探すの

ら︑なかなか短い文章でまとめるというのは難しかったです︒

四十年ですか︒

ったんです︒ちょうどいい潮時になりました︒

も大変だと思って︑三月いっぱいは書きますからということでや
佐道
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すからね︒

言うんです︒まず︑私が旧いたのは︑﹁中尉ぐらいの人が亡命して来

そういうようなところを回るんです︒僕はそこに何度も行ってま

の戦略空軍の司令部とか︑それから︑ノーラッドの防空司令部とか︑・

ったあと︑あの人たちはいろんな基地を回るんです︒例えばオマハ

と翌々年だったですかね︒その時に︑ワシントンで大体行事が終わ

さんと金丸さんのお供をしてアメリカへ行っているんです︒翌年

と思いましたのは︑ミグ事件があったあと︑私は二回三原︵朝雄︶

伊藤︵圭︶

味があったというような意味だと思います︒それで︑必ずしも無駄

知っていたと思うんです︒しかし︑それをコンファームするのに意

分かったというのは︑恐らく僕は米軍の情報としてはある程度を

ていると︑いろんなことが分かったと言うんです︒いろんなことが

かをするわけです︒そういうのを長い時間かけて記憶を呼び戻し

の基地にはこう﹁いう飛行機が何機あったんだ﹂とお互いに話なん

は︑ロコミというのが盛んらしいんです︒それで︑﹁俺がいた今まで

は︑情報が統制され︑ているでしょう︒管理されている社会において

たって大して情報はないだろう﹂と言ったんです︒そしたら︑﹁いや︑

すかち︑その間ワシントンに残って︑いろんな人と話し合ったりな

ではなかったということを非常に強く言ってました︒それから︑割

﹃朝雲新聞﹄で気を利かせてまとめてくれると︑本当はいい

んかしたんです︒その時に︑どういうわけか知らんけど︑こういう

合に自由にさせているというのをこういう言い方で表現しておっ

佐道

ことがありました︒これはどっちの時だったかはちょっと記憶が

たんです︒﹁私がこれから話すことをあなたが聞いて判断してくだ

必ずしもそうじやない﹂と言うんです︒ああいう閉鎖社会というの

ないんですけど︑CIAの長官がご馳走してくれると言うんです︒

さい﹂と言って︑﹁実は先週の週末︑彼はドライブに行った︒そして︑

ですよね︒それだけずっとお世話になっていたのに︒

どういうことかと思って行ったら︑なんかしらんけど︑いろいろお

あるアメリカめ若い女性と仲良くなって︑ドライブインに泊まっ

それから︑もう一つ︑ミグ事件のその後でご報告しよう

世話になってますからということで︑ベレンコのことを盛んに言
それから︑調査をする時にかなり米軍の協力を得まして︑ミグ屋さ

伊藤︵隆︶

させているんだなという感じがしました︒︑

た﹂というようなことを言ってました︵笑︶︒だから︑これは自由に・

んなんかに来てもらったわけですけども︑そんなことだろうと思

しているわけですね︵笑︶︒

ってました︒亡命に協力してくれたという意味なんでしょうかね︒

うんですけど︑いろいろそういう雑談をしながら晩ご飯をご馳走

伊藤︵圭︶．まあ︑監視している︒今はどこにいるかは分かりません

のはどうしているかを知りたい﹂と言ったんです︒そしたら︑いる

たときに返還までいろいろお世話したので︑現在ベレンコという

食事をしたいと言うので行ったわけです︒私は﹁実はべレンコが来

れるということもまったく知らないんです︒突然︑空いておったら

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

いや︑長官も何もまったく知らないんです︒そこに呼ば

そ︑れは前からご存じなんですか︒

伊藤︵隆︶

思うんですがね︵笑︶︒

基地に降りていたらそのまま持っていって大変な財産になったと

けど︑彼の一つの失敗ば︑函館に降りたこどです︒もし三沢の米軍

伊藤︵圭︶

佐道

けど︑だから︑生活なんかは保障しているんでしょうね︒

自由にさせていると言ったって︑それはちゃんと監視

になりましたρ

場所は教えてくれませんでした︒それで︑ただ︑監視下においてい

でしょうからね︒・

そしたら︑アメリカはやっぱり飛行機は返さなかった

だから︑この間もちょっとお話ししたかもしれません

それはそうでしょうね︒

るのは間違いないと思ったのは︑﹁彼は非常に自由にしてます﹂と
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伊藤︵圭︶

返さないでしょうね︒ただ︑あのときにうちが返す判断

をしましたのは︑ヨーロッパでは一カ月ぐらいたって大体返して
ますね︒その間に全部調べて返しているんです︒だから︑そのへん

下書されるときの形式とか︑手続きとかを全部調べてくれたんで

省から来た人で︑非常に法律に詳しい人で︑あのときに防衛出動が

と渡辺︵伊助︶君というのがやってくれた︒渡部君というのは自治

って︑それから困各省と話し合ったり︑当時の国防会議のメンバー

に決定になるわけです︒その間は︑ご承知のように︑ミグ事件があ

うに︑防衛計画の大綱というのは︑私が防衛局長になって︑三カ月後

r伊藤︵圭︶︑きょうは︑防衛計画の大綱についてお話しするんです
けど︑これは大変申し訳ないんですけど︑前にもお話ししましたよ

問題

す︒それから︑外国では︑こういう場合にどうしているかというの

である外務大臣とか︑大蔵大臣とか︑そういうところに説明に行っ

ポスト四次防

を全部調べてくれた︒そうしたら︑そのなかに大体返しているとい

たりなんかしておったものですから︑ずっと時系列的にどういう

■

うことだった︒返さないのは台湾と韓国が返してないんです︒これ

ふうに動いておったかということが分からなかったんです︒それ

も︑私が局長で︑ミグ事件を担当する審議官として夏目︵晴雄︶君

は敵対しているからですかね︒
伊藤︵隆︶

来ましたでしょう︒あんなものは︑アメリカは前に持っ

前にアメリカにミグが︒

いろんなことを思い出したわけです︒それで︑・前に申し上げました

が佐道先生からいただいた新聞の記事を追っていきますと︑大体

︑

伊藤︵圭︶

になっているんですが︑ずっと整理したのがこれなんです︒そして︑

審議官から参事官会議に出ているものですから︑そこらへんが多

このなかで︑例えば長官が作成の指示なんかを出しているという

ているんです︒調べたら︑ミグー7ですからね︒

伊藤︵圭︶

少自分がやったことと︑ただ︑人がやったのを聞いたのとこつちゃ

で降りてますから︑21までは完全に全部知ってました︒だから︑ミ

のは︑恐らく指示というのは公式の文書で出ているとすれば︑防衛

佐道古いやつですものね︒

グー7なんかは返したかどうかは知りませんけども︑あんまり役に

庁の旧史室にあると思うんです︒ただ︑奪回は︑なかなか行く機会

古いんですよね︒アメリカはミグ21まではヨーロッパ

立つものではなかった︒

がなかったものですから︑まだもらってませんから︑いずれ聞いた
上でまたご説明いたします︒

伊藤︵隆︶ 価値がない︵笑︶︒

機体自体に関心もないと︵笑︶︒

それで︑結局︑防衛計画の大綱というのが最初からあったわけじ

佐道

伊藤︵圭︶

ゃないんですね︒大綱を作るということじゃなくてハ五十一年で終

そうそう︒ただ︑ミグ25はご存じのように︑それまで西

側に姿を見せたのは二回しかないんですね︒モスクワかなんかの

わる四次防のあとをどうするかというところがら始まっているん

という概念が先に出て来ているわ

エアショーとパリのエアショーでちょっと飛んできただけで︑だ

ポスト四次防

です︒だから︑

けです︒その間︑どういうことがあったかというと︑ご存じのよう

、

から︑関心が深かったですね︒だから︑各国の武官が翌日函館へ行．

つたということがあります︒以上がミグ関係でございますけど︑何

は四十八年になるんですけど︑その前にも物価がどんどん上がっ

んです︒どんどん物価が上がっておったんです︒それで︑狂乱物価

に︑四十五︑六︑七年という頃は︑いわゆる高度成長の真っ盛りな
今のお話で十分尽きていたような︒

かご質問がございますか︒
伊藤︵隆︶

t28

ているんですね︒そういう状況のなかで︑田中さんが﹁四次防で
︐︹正面兵力の︺量は打ち止め﹂というようなことを言って︑久保さん

が反発したということをお話ししましたけど︑そういう問題があ

ﾈいかと．いうことは︑政府部内で議論されたと思います︒それで︑

山中さんが﹁ポスト四次防について防衛力の整備の構想を検討し

なさい﹂ということを四十九年の四月に言っていると思います︒そ

ように︑四十八年の六月になると︑かなり物価が上がってくるもの

て︑久保さんなんかがいろいろ意見を言っている︒そして︑五十年

そして︑この間︑﹁防衛を考える会﹂をやっているわけです︒そし

して︑五．十年になると︽この時には︹長官が︺坂田さんになってい

ですかち︑新聞で見ると山中長官が﹁単年度方式に切り替える﹂と

七月︑久保さんが次官になるわけです︒次官になってから︑坂田長

ったわけです︒そこでやっぱり最初の大綱ができる出発点という

いうことを言っているんです︒これは恐らぐこの時期にう山中さん

官が﹁久保さんの構想に基づく防衛力整備計画を作りなさい﹂とい

るんです︒そして︑坂田さんはやっぱりそれを引き継いで︑長期的

の意思で︑護衛艦を一隻とか飛行機を皇居かと・いう四次防の計画

う指示をしているみたいです︒これもなんか文書があるかどうか

のは︑四十八年二月に予算委員会で増原︵恵吉︶さんが﹁平和時の

にある数字を訂正し︑国防会議の議員懇談会かなんかで話して決

する会じゃないんですけど︑いろいろ話し合ってそのことを了承

なも︑のをやろうということで︑四月に指示が出ているみたいなん

︑めてもらっているんです︒だから︑この頃になってくると狂乱物価
の時期になってくるものですから︑五年後までの予算規模を見通

を得ているわけです︒そこで︑ポスト四次防について何をやるかと

防衛力﹂を説明します︒それに対して︑社会党が反発して︑田中．さ

すことは不可能だという感じになったんだ之思います︒それで︑四

いうのは︑四次防の取り残し分と︑それから︑損耗分を補填すると

です︒だから︑もしこれが長官の正式な指示であったら︑文書が残

十八年の六月に︑﹁山中長官が単年度方式に切り替えるということ

いう考え方なんです︒それがこのもう一つの表にあるんですけれ

んが﹁あれは撤回する﹂ということをまた言うんです︒そこらへん

を示唆した﹂となってますけど︑恐らく記者会見かなんかで言った

ども︑四次防の整備計画の主要項目の達成状況と︑いうのがありま

っていると思います︒私はまた庁史室に探してもらおうと思うん

と思います︒そして︵十一月前なって︑これは山中さん．のときです

すね︒これを見ますと︑例えば戦車なんかについては︑達成できな

ですけど︑だから︑あったら︑またお届けいたします︒

かな︒石油危機が出たものですから︑四十九年以降の計画を縮小す

かったのは三十一両あるとか︑装甲車は六十両とか︑いろい．ろある

rから大綱という考え方がだんだん﹁制服﹂内で出て来たのかなとい

るという検討をしなさいということを事務的に下ろしてきた時期

わけです︒そういうのを合わせまして︑そして︑これをまず埋めて

うのが︑いま思い出す一つの印象なんです︒そして︑これを見ます

ではないかと思います︒というのは︑新聞記事があったものですか

いこうというようなことから始まっているわけです︒それで︑今度

は︑そ．れだけではいわゆる政策的な構想がないということで︑久保

はちょっと追っ掛けます︒国防会議の議員懇談会というのは決定

ら︑ああ︑そんなことがあったのかという感じです︒
それから︑﹁結局︑この問にどういうことがあったかというと︑単

さんのいわゆる 基盤的防衛力整備構想 というのが大綱という

次のページをご覧いただきますと︑それをやらざるを得なくな

なるわけです︒

年度方式でいくということについては︑四次防のときに長期計画
っちゃうわけです︒それで︑大騒ぎになったもんだから︑なんかや

形になって現れるわけですけれども︑それでいこうということに
っぱり長期計画的なものを作っておかないとまた問題になるんじ
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員の陳情の急なんです︒例えば沖縄の施設でこういうものを作っ

です︒分科会というのは各省に分か．れてや．っている︒これは大体議

になってないんですけど︑予算委員会の分科会というのがあるん

ど︑五十一年四月というんですから︑この時には私はまだ防衛局長

考えて︑その最初の初動というか︑小さな動きに対して対応できる

本の防衛として必要な機能はどういうものであるかということを

画の大綱と言いますか︒現在のような状況が続く限りにおいて︑日

できないだろうということになったわけです︒そこで︑いわゆる計

﹂必要なんだけれども︑今までの四次防までのように︑五年間に︑こ
ういうものを作って︑こういう金をかけますという形ではとても

るという事実があったのかどうかは僕もよく分からないんですけ

てくれとか︑そういう会なんですけど︑その席でこういう答弁があ

です︒それで︑久保さんが常に言っておられたのは︑今︑KB︹個

ような機能を持っておこうというのが基盤的防衛力の発想なわけ

画を全部集めると︑十二兆六千億円になるということを言ったか

人︺論文なんかにもたぶん書いてあると思うんですけども︑まず︑

ったというふうに新聞に出ているんです︒三幕の次の五年間の計
どうかは分からないけど︑まあ︑議事録を調べると分かると思いま

が問題だと言うんですけど︑限定的な小規模の侵略に対しては︑独

核戦争については日本は何もやる余地はありませんと︒これは全

この十二兆六千億円というのは何年分ですか︒

自で対処するということを言うわけです︒﹁限定的な小規模な侵略﹂

す︒こういうようなことがあったもんですから︑非常に世論が動い

伊藤︵隆︶

五年分︒だから︑この頃はまだ防衛計画の大綱という考

部アメリカとソ連に︑抑止力に任せる以外にない︒その次の大規模

伊藤︵圭︶

というのはなんだということで︑海原さんはいろいろ評論家とし

たわけです︒動いたというのは︑物価がどんどん上がってくる︒そ

えがありませんから︑ポスト四次防というのは当然五年計画で考

て言うわけですけれども︑それに対しての考え方はこれだけ偵察

な日本に対する武力侵攻があった場合には︑日本はできるだけは

えておったわけです︒五年を益益の要求だけを単純に集めますと

衛星も飛んでいる時期であり︑日本に対して大規模な侵攻をする

して︑防衛力整備計画を見ると︑一次防以来︑五年ごとに倍倍にな

こうなりますというのがこの数字だと思います︒そこで︑びっくり

ためには︑兵力を集めなきゃいかんわけです︒それから︑日本の場

努力するけれども︑アメリカの協力なくしてはできませんという

しちゃうわけです︒それで︑これも新聞なんですけど︑大蔵省がポ

合には海がありますから︑ウラジオストックなどの港に兵力を送

っていると言うんです︒しかも︑最後の愈愈六千三百億が四次防な

スト四次防の五十二年度の発足に反対すると言ヶんです︒こんな

り込むため船が集結するはずだと︒そういうのは全部偵察衛星で

ことを言っているわけです︒だから︑大規模なものについては︑ア

大きなものをやったら大変だと︒今は来年のGDPもよく分から

探知できるわけだから︑大規模な侵攻については︑ある程度前から

のに︑その次になると︑年並を超えるんじゃないかというのが問題

ないような状況でとても五年先のことまで決められないというこ

予知できるだろうと︒そうなってくるど︑ソ連に対して米軍も対応

メリカに支援を頼みますと︒そして︑これがあとで海原さんなんか

とで︑五十二年からやめるということを言うわけです︒しかし︑一

策を考えてぐれるだろう︒

になってくるわけです︒

方︑何か決めておかないとまた問題になるぞというような雰囲気

いうのば限られるだろうというふうに思ったわけです︒ここらへ

そこで︑そういっだ情報が得られないまま侵攻して来る兵力と
それで︑長期計画はやっぱり必要なんじゃないかというのがコ

んからまた﹁陸﹂﹁海﹂﹁空﹂の見方が変わってくるわけなんですけ

もあったわけです︒そこで非常に迷うわけでしょうけどね︒

ンセンサスになρてきたわけです︒そうなってくると︑長期計画は
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てくるわけです︒それで︑統幕でそれを統一しなさいということを

ところが︑情勢の見積りは各自衛隊に有利なような見積りになっ

潜作戦が必要﹂というようなことをそれぞれ言ってくるわけです︒

はあまり︹情勢の見積りが︺なかったかな︒﹁潜水艦があるので︑対

は来るだろう︑それに対してどう対恋するか﹂と︒それから︑﹁海﹂・

官道隊は﹁いろんな基地にある飛行機の数からいって︑五︑六百機

たのは二個師団ぐらいは来るというような話です︒それから︑航空

百両も要るのかという問題があるものですから︑確か﹁陸﹂が言っ

うなってくると︑陸上自衛隊の兵力は十八万も要るのか︑戦車が八

船で日本に侵攻して来られるのはソ連しかないわけですから︑そ

ですから︑アメリカとの協力関係が中心になっていたと思います︒

なんと言っても︑あのときは東西の対立の険しいときだったもの

わけです︒四群でいいというこ之でずっと来るわけです︒それで︑

ど強く海上自衛隊が言った護衛隊群が五つというのを下りちゃう

かと断定しちゃうわけです︒したがって︑四次防のときに︑あれほ

うことに対して︑四次防で整備する程度であればいいんじゃない

けど︑では︑そういったものがどの程度の規模と見ているのかとい

模な侵略に対処する能力を持つ︒それから︑これがおかしいんです

けですけども︑平時に必要な警戒態勢を取っていて︑限定的な小規

然防止と侵略の排除という普通の国防の基本方針を唱えているわ

そんなことでう大綱が出てくるわけなんです︒だから︑侵略の未

まあ︑その気持ちは分からんでもないですね︒沿岸防備だけだった

言うわけです︒だけど︑統幕はそれを統一できないわけです︒そこ

ただ︑日本の周辺ではいろいろ問題があると思うんですけれども︑

ど︑それは常識的に言って︑一個師団ぐらいが精々じゃないかとい

で︑変なような格好になるわけですけれども︑あまり数字を出さな

情勢分析のなかで︑私ももう一回読んでみて︑なるほどこの点だけ

ら︑大きな船ば持てないというのがあるものですから︑その二つ・の

いで︑例えば侵攻があるかも知れないということを監視する能力︑

は間違っておったなと思うのは︑ソ連ど中国は将来にわたって仲

う見方もありますし︑それだと︑陸上自衛隊の戦車の数とかという

今の言葉でレーダーサイトとかスクランブルという能力とかそう

が悪いだろうということを当時は予測しているんです︒しかし︑︑最

理由でそれを言ったんじゃないかという気がするわけです︒

いうもの︑それから︑たまたまミグ事件で暴露ざれたように︑ルッ

近はかなり中ソ関係が改善されてますからね︒ただ︑このちょっと

のが少なくてもいいんじゃないかということになってくる︒当時︑

クダウン能力がないからそういうものをつけるとか︑いろんなこ

前ですかな︒例のダマンスキi島の事件なんかがあった頃ですか

伊藤︵隆︶

単年度主義 と長期計画のはざまで

を守るなんていう思想はほとんどないわけです︒その思想が出て

かったのを補充するというお話でございましたけれども︑四次防

■

ら︑そういう判断もあったんだど思います︒

とが機能的なものとして出てくるわけです︒

ここで今から考えると㍉﹁海﹂が盛んに言っておった対潜作戦と

いうのが可能かどうかというのは︑常に海原さんが疑問を呈する
ところなんですが︑これは実際は分からないわけです︒ただ︑これ
だけは言えると思いますのは︑太平洋戦争においては︑︑帝国海軍は

くるのは十八年の終わり頃なんです︒だから︑そういう能力もない

はなぜ達成できなかったんですか︒

対潜作戦というものはほとんど考えてないんです︒潜水艦から船

頃になって気がついて騒ぐわけです︒そういう反省があって︑いわ

伊藤︵圭︶

これはご存じのように︑四十六年以降︑非常に物価が上

ちょっとよろしいですか︒さっき四次防で達成できな

z回

ゆる対潜水艦作戦が必要だということを海上自衛隊は主張する︒
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は防衛課長だったと思うんですけど︑大蔵省はつける気になって

削減しようと決めました︒これも実は困ったんです︒私はこのとき

のですから︑それで︑山中さんが先頭に立って︑とにかく護衛艦は

プしたんですね︒そんなようなことで人件費に食われちゃったも

ベースアップが凄いときだったんです︒だから︑三十％ぐらいアッ

がりましたでしょう︒特に︑四十八年は物価が上がるのと同時に︑

伊藤︵隆V単年度主義でいって大綱があるというのは︑今までの

うな時代だったんでしょうね︒

境としても︑こういうほんわかとしたものを作ることができるよ

伊藤︵圭︶

佐道

でいたら反対したと思います︒

うことだったんですけれども︑これは恐らく海原さんが事務局長

佐道

いだったですかね︒そういうことだったんです︒

りとれた年がある︒あれは確か山中さんがおられた四十九年ぐら

員のための予算とか︑後方支援の予算とか︑そういったものがかな

あるんです︒．それまでなかなか要求しても取れなかったような増

ことになりまして︑海上自衛隊はそれでだいぶ得をしたところが

けど︑金が余っちゃって︑なんか金のいるものを探して来いという

ら︑大蔵省は慌てまして︑結局︑初年度はそのうちの一・部なんです

るというなかで︑警戒態勢のなかで現在の欠陥と目されているも

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

もリンクしないという意味ですか︒

伊藤︵圭︶

ですね︒

多少はリンクするんですか︒

伊藤︵圭︶ そういうことです︒

伊藤︵隆︶

結局︑大綱で目指している︑例えば警戒態勢を十分にす

何次防というやつは一応予算と防衛計画とがリンクしていたわけ

そうです︒海原さんが辞めておられたものですから︑環

大綱については︒

いたんです︒そしたら︑防衛庁のほうか．ら下りると言ったもんだか

もそも背景にあったということですけども︑もともと長期計画を

のはどういうものかということですね︒それから︑例えば護衛隊群

そうすると︑今度︑大綱とこれ︹単年度主義︺は必ずし

そうです︒

作るときに︑大蔵省はそういう長期計画に縛られるのはそもそも

のなかでも︑ヘリコプターを積んだ船が必要かとか︑単なる駆逐艦

でいいのかというような議論もあって︑そういうものを考慮．して

単年度方式にしょうとか︑物価が上がってという状況がそ

反対なわけですか︒

伊藤︵圭︶

やるということになる︒したがって︑大綱のなかに書かれている︑

それはもう一次防のときからあった︒それで︑一次防が

五年が三年に︒

伊藤︵圭︶

局元に戻ったような感じがします︒というのは︑大綱を作っておき

どうかというのは︑私の立場から言うのもおかしいんですけど︑結

日本の防衛に必要な機能を高めるためにはどういうものが必要か

どうにもならんという感じはありました︒ただ︑もちろん大蔵省が

ながら︑五十三年度になると︑53中業というものを作るわけです︒

この時期に大蔵の意見というのはさらに強くなったような

主張したのは事実なんですけどね︒昭和三十二年のときに︹一次防

これは結局五年計画なんです︒とにかく船だってできるまでに三

佐道

に︺反対したような雰囲気はなかったです︒だから︑︹防衛庁として

年もかかるわけです︒だから︑全体を見ながら予算を配分していか

ということは当然あるわけです︒ただ︑これが最終的に成功したか

は単年度主義を︺受け入れましょうというようなことになったわ

ないと︑長期計画を持ってなきゃだめなんだというので︑これは防

感じもするんですけれども︒

けです︒だから︑結局︑﹁防衛計画の大綱﹂というような形で︑ふん

衛庁の見積りであって︑政府の案としないけれども︑一応予算の編

いや︑これは大蔵の意見というより︑政府全体がとても

わりしたものを作っておいて︑そして︑︹単年度方式で︺やろヶとい

＼
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成の際には考慮するということで︑53中業ができるわけです︒それ

伊藤︵隆︶・でも︑単年度でやって︑さっきお話のように︑船を造る

いや︑そうじやないです︒これは例えば駆逐艦のDDK

場合なんかですと︑今年度はここまでというあれですか︒

伊藤︵圭︶

から︑三年ごとに見直すことにして︑56中業になってくるわけです︒

?業の頃になると︑なんだか知らんけど︑また︑これは国防会議

︵対潜水艦型︶．を造るということになると︑これを一隻造りますよ

ということははっきりします︒だから︑全体の予算はそこで決まる

で議論して決めるべきだというようなことになって︑大綱が片一

方にありながら︑56中業以降はいわゆる国防会議の決定事項にな

ただ︑そのやり方でいくと︑物価が上がってくると︑予算よりもつ

わけです︒で馬その年に支出するのはここまでというやり方です︒

は︑単年度主義というのが無理なんだということなんじゃないで

ど高くなる可能性があるわけです︒そういう問題はありました︒

ってくるわけです︒だから︑結局︑もともと防衛力整備というもの

しょ・つか︒

伊藤︵隆︶

それで︑戦後の体系制度でも︑繰り延べという制度は一

戦前でも︑繰り延べというのでしば七ばやっておりま

伊藤︵隆︶

すが︑結局︑そういうことになる︒

それは逆に言えば︑大蔵のほうもなんにもなしでやる

というのがまた大変なんですね︒

伊藤︵圭︶

つだけあったんですね︒それは土木作業かなんかであるんです︒そ︑

そうなんですね︒それで︑大蔵はまた何も拠り所がなく

て喧嘩をした場合に︑軍事的な知識というのは防衛庁の方がある

れを最初に使ったのは艦艇の予算なんです︒艦艇の場合には︑全体︑

伊藤︵圭︶

わけですね︒それから︑米側との接触もあるわけですから︑いろい

の額を決めてお一きながら︑毎年毎年支出する金額はそのときの予

よりは増えるんです︒ところが︑航空機の場合にはF4までですか︒

算で積み上げていくわけです︒だから︽大体二︑三割は最初の予定

単年度というわけにはいかんのじゃないかという雰囲気もありま

全体をまず一括して注文するわけです︒だから︑そこまではず．つと

ろ議論をすると︑必ずしも大蔵が勝てると．いうわけじゃないわけ
︐です︒だから︑アメリカが長期計画を持っているのに︑日本だけが

した︒

はどのぐらい上がるか分からんというような状況ですから︑これ

とにかく五十二年度なんかなもうすぐ来るでしょう︒それで︑物価

伊藤︵圭︶

わけではない︒

伊藤︵隆︶

そのどきにまた次をやるというふうに変わってきたと思います︒

機なら二十機分で幾らで︑それが一︑二年後に入ってくるわけです︒

毎年度同じ金でいぐわけです︒確か︑F15ぐらいから︑また︑それ

山中さんがそうおっしゃった時には︑単年度やむなしとい

は五十二年度はしょうがないかなというような雰囲気はありまし︑

伊藤︵圭︶ それはないです︒ただ︑契約は︑終わるわけです︒

佐道

た︒しかし︑一方に︑それが国会で問題になったとい︑つ意見もある

伊藤︵隆︶

が船と同じような形式になったんでしょうかね︒最初の年に二十

わけです︒ところが︑私なんかにしてみれば︑昭和三十六年度の予

かで考えていると︑発注したらその年の内に入らないといけない︒

う感じに一応はなったわけですか︒

算案は︑長期もなにもなくて︑単年度でやっているわけです︒やっ

伊藤︵圭︶

いや︑それは必ずしもそうじやないと思います︒ただ︑

てやれないことはないとは思ったんですけど︑やっぱり当時の政

ができるのは大体三月三十一日なんです︒それ弍で揉み合って︑そ

なるほどね︒だから︑例えば船とか飛行機かんかの契約

契約が終わればいいわけですね︒我々は普通大学なん．︑

発注したものが年度内に入らなければいけないという

府どしてはそれは怖かったんでしょうね︒四次防の生．々しい記憶．

こで契約して︑そして︑入ってくるわけです︒
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ング方式﹂が導入されたような形になるわけですか︒

だけど︑物品が入って来て当然支払いですよね︒だから︑前

佐道

がそれを採っていたみたいです︒だから︑最初から﹁ロ﹂リング方

そうですね︒﹁ローリング方式﹂というのは︑アメリカ

伊藤︵圭︶

前払いもないわけはないんだけども︒

払いということはないわけなんですけど︒
伊藤︵隆︶

伊藤︵隆︶

それは自衛隊の場合には︑我々の頃は︑単年度である程

次年度に入る分を前年度に支払うどいう︒

うようなことになったんじゃないでしょうかね︒﹁ローリング方式﹂

で三年ごとに見直すと︑非常に忙しいでしょう︒だから︑五年とい

式﹂というのはあったんです︒ただ︑日本の場合には︑ローリング

伊藤︵圭︶

はずっと前からありました︒恐らく二次坪あたりから︑そういう考

基本的には︒

度の金を払うわけです︒それがだんだん少なくなって︑最近は最初

え方はありました︒

佐道

の契約の年の予算というのはゼロということがあります︒飛行機

佐道

それは相手との関係︒

うことをいろいろ言い出して︑そこらへんから来た話なんですよ

マクナマラが国防長官になって︑予算の効果的な管理とい

は買う︑しかし︑その年はゼロというのが出てきました︒
伊藤︵隆︶

ね︒

伊藤︵圭︶

相手との関係ですね︒

佐道

私はたまたま広報課長で行ったんですよね︒そのときに予算を責

伊藤︵圭︶

義でやるとすると︑契約はするわけですよね︒その契約というのは

任を持ってやっておったのはバンスなんです︒この間死にました

かもしれませんね︒それで︑マクナマラが長官のときに︑

この船を幾らで造るという契約ということになるわけですか︒︑

ね︒国防次官で︑私が行った時にはちょうど予算の査定をやってま

した︒︑一月だったですかね︒それで︑歩軍の予算の要求でたまらん

例えば船は二年とか三年かかって造るとしても︑単年度主

伊藤︵圭︶ そうです︒

伊藤︵隆︶

というようなことを言ってました︒

トータルでですか︒

伊藤︵圭︶ はい︒トータルで︒

ということは︑防衛計画の大綱というのは︑大綱という防衛

力整備の基本的な考え方を示した文章があって︑それに防衛力整

佐道

伊藤︵圭︶

備の目安となる﹁別表﹂が付いていて︑それに従って整備をしてい

三年間かかるけれども︑この船一隻はこの金額でと︒

になって︑例えば非常に物価が上がったとすると︑またそれを訂正

くという話ですよね︒一方で︑これはいろいろな本には書いてある

佐道

するというこ乏はあります︒最初の予定価格というのはこうなっ

けれども︑﹁別表﹂を見ると︑書き方が全然曖昧になっていて︑例え

それが最初の計画はそうなんですよ︒だけども︑次の年

ているということはあります︒

ば護衛艦も営養作るというような形になっているけれども︑数や

いろ裁量できるし︑しかも︑同時に決定された防衛費のGNP一％

中業方式︑53とか56とかありまずけれども︑先ほどのお話に

れた昭和四十年に︑五年計画だったのを六年計画とかにして︑三年

というのが当時○・八五とか○・九とかいう状況だから︑そうす

佐道

ごとに見直しをしていくという﹁ローリング方式﹂ということを言

ると︑まだ上限があるわけで︑実は防衛力増大のための文章ではな

種類まできちんと書いてあるわけじゃないから︑そのなかでいろ

い出しますよね︒結局︑実現しなくて︑このオイルショックの頃に

いかどいう言い方をしている人もいるんですけれども︒

もありましたけれども︑これは松野頼三さんが防衛庁長官になら

も話題になったりしたけれども︑結局︑またすぐに導入ざれるわけ

伊藤︵圭︶

それは確かにそうかもしれませんね︒だけど︑結局︑大

ではなかったという話なんですけども︑事実上において︑﹁ロ⁝リ
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一つありました︒それから︑同時に︑三次防のときに大綱というの

れから︑もう一つ問題があったのは︑募集の問題がありました︒景

日本のなかでは取れないわけです︒その問題が一つありました︒そ旨

の防衛力を抑えなければならないというのは︑経済的な問題が一

を作ったでしょう︒それで︑四次防がそれを踏襲するわけです︒あ

気がいい頃でしょう︒人が全然採れないわけです︒だんだん青年男

綱という形が出てきたのは︑いま申し上げましたように︑物価が上

あいyつ文章があったものだから︑結局︑もうこれからはこの程度し

子が減っていくでしょう︒とてもこれは大きくはなれないという

つ︒もう一つは土地の問題があったんです︒膨大な土地というのは

か言えないんじゃないかという気持ちがあって︑あの大綱という

よヶなことが背景にありました︒それで︑とにかく大きなものは持

がっておったから︑五年の予算規模を設定できないということが

言葉になってきたと思います︒だから︑恐らく四十八年の狂乱物価

つべきではないという空気は非常に強かったです︒

伊藤︵圭︶

■新﹃防衛計画の大綱﹄の特色

の時期までは︑大綱というよりはポスト四次防︑いわゆる五次防と

いう形で新防衛力整備計画という形でいこうとしておったわけで
す︒それで︑今︑佐道先生がおっしゃったように︑防衛力が大きく

なるん℃やないかというんですけど︑それに対しては︑結局︑eN

はずはないじゃないかということを盛んに説明するわけです︒

これは﹁久保理論﹂だと思いました︒久保さんの考え方ですね︒そ

Pの一％以内というのがあると︑あの物価高のなかで大きくなる
我々もしましたしねdそのことが一つあります︒それで︑結局︑ま

のついでに︑平成八年にできた新しい防衛計画の大綱を読んでみ

まず︑わが国の防衛力の整備につい・ては︑二十年前とほとんど変わ

たんです︒読み比べてみて︑ずいぶん違ったなと思いましたのは︑

それで︑私も今度もう一度読み返してみまして︑まさに

ず︑大綱をやるについて重視した点というのは︑坂田さんが常に言
っていたんですけど︑防衛費が増えたって︑防衛力というものは強

大になるんじゃないということをよく説明しなきゃいかんという

んだというところが防衛力整備計画の目標だったわけです︒それ

それが攻めてきたときに︑対抗するためにはこれだけの力が要る

威対処論なんです︒それで︑日本の周辺にはこれだけの兵力がある︒．

それから︑今までは防衛力の整備という主張は日本に対する脅

体制の確立というものが非常に重視されるとするならば︑今の憲

立というような方向にいくんじゃないかと思います︒集団的安保

くと︑集団的自衛権じゃないかも知らんけど︑集団的安保体制の確

重点が置かれているわけです︒私はこれをだんだん押し進めてい

対する協力ですね︒外国で起こった地震とか︑そういうのに非常に

ってないんですね︒違っているのは︑国際協力とか︑大規模災害に

をやめて︑そして︑機能的にこういうものに対処できるような一応

法のままでい﹂いのか︒あるいは︑何か手を加えなきゃならないのか︒

ようなことは言ってました︒それが一つの点ですね︒

の能力を作っておいて︑情勢が緊迫してきたら︑そのなかの必要な

そこらへんの問題にだんだんなってくるんじゃないかという感じ

今度の新しい防衛計画の大綱を読みながら︑ずいぶん海外の協

ものを伸ばしていこうということで︑大綱の考え方をまとめてい
それから︑非常に物価が上がっておったものだから︑とにかく情

力が増えているんですね︒あれを見るだけで︑カンボジアもあるし︑

はします︒

勢もそんなに急変するような状況ではないから︑防衛力の拡大は

ルワンダもあるし︑東ティモール︑ゴラン高原もあるでしょう︒そ

こうということです︒

冨回

極力抑えて︑そして︑内容を充実するというようなことでした︒そ
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れで︑ああ︑なるほど︑こヶいうところに金がかかるなと思ったの

防衛力整備計画の原案﹂とほとんど中身は同じなんですね︒

え方が書いてあるとか︑ただ︑全体を読むと七一年四月に出た﹁新

事行動に対処する脅威対処論でいくと︑これは物凄く金がかかっ

は︑あそこに派遣する隊員というのは︑日当が凄いんですね︒日当

ダでしょう︒だから︑給料は全部もらえる︒赤道を越えると︑なん

て︑︑日本の一％前後の防衛費ではとてもいかんということが一つ

伊藤︵圭︶ と私は思うんです︒それで︑脱脅威論というのは︑結局︑

か普通の手当て以外にも手当てが付くんですね︒そんなようなこ

ありました︒そうは言っても︑﹁制服組﹂はあくまで脅威対処論です︒

は︑一番高い人なんかは一日二万円ですよ︒少な一い人でも三千円︒だ・

とで︑一財産できるらしいんです︒それから︑硫黄島に二年ぐらい

それに対して︑ある程度軍事的な合理性を示しながら︑一方には︑

彼が好んで使っていたのは︑日本の防衛力というのは軍事的な合

行っていると︑これまた一財産できる︒お金を使うところは何もな

そういった社会的な情勢に対応できるような考え方を模索するの

から︑南極観測と硫黄島のことを思い出したんです︒借金して困っ

いでしょう︒借金した人がよぐ行くと言ってたけど︑今の海外協力

が﹁久保構想﹂であったと私は思ってます︒

理性と社会的な妥当性のバランスをとらなきゃいかんということ

隊も相当金がかかるもんだなと思いました︒そうなってくると︑例

佐道そうすると︑一番最初のやつではなくて︑七二年に出る先生

を言ってました︒したがって︑ソ連が臼本の隣国である限りは︑軍

えば日本の自衛隊における人件費というのは非常に多くなるわけ

からいただいたKB個人論文の二番目の﹁平和時の防衛力﹂という

は半年ぐらいで行っているでしょう︒その間︑衣食住がまったくタ

です︒だから︑パイが増えるわけじゃないですから︑ますます正面

のから︑かなり

た人が希望して南極なんかに行くというんです︒そうすると︑あれ

兵力とか︑後方支援とかの金というのが窮屈になってくるんじゃ

力というのでやっていては膨大になり過ぎるから︑とにかく相手

が来たときに抵抗できると︒相手が日本に侵略することによって︑

拒否力 という考え方を入れて︑日本は所要防衛

ないかなという感じはしました︒

佐道

痛みを感じるのであればいいという防衛力があればいいんだとい

さんがまだ局長の時代に﹁これからの防衛力整備の考え方﹂という

和四十六年︶︑だから︑まだ中曽根さんが防衛庁長官の時代で︑久保

彼はそういうような発言をしたのを私は覚えてます︒そんなこと

曽根さんのときの﹁防衛庁・自衛隊を診断する会﹂の議論のなかで︑

の影響を受けていると思います︒高坂︵正尭︶さんが一番最初の中

その﹁久保理論﹂なんですけど︑久保さんの考えも最初から

できあがっていたわけじゃなくて︑徐々に形成されていったと思

伊藤︵圭︶

う考え方がそこで出てきているんですけども︒

のを書いておられるんですよね︒そのあとに︑これは先生からもい

からいわゆる

だから︑それは︑久保さんの発想が出るときに高坂さん

しておられますよね︒それで︑一番最初に出されたのが七一年︵昭

うんですけれども︑久保さんが幾つかKB個人論文というのを出

ただいた﹁平和時の防衛力﹂を書かれているんですけれども︑今の

うだけでは︑またかなりの力が必要だというようなことで︑﹁新防

という形になってくるんです︒拒否力とい

最初のほうのやつに注目をしている．人がいて︑これが﹁久保構想﹂

衛力整備計画﹂平成八年では﹁軍事的空白を作らない﹂というよう

な表現になってます︒軍事的空白を作らないというのは︑私たちが

拒否力

の走りだというこどを言われているところもありますが︒
どういう点ですか︒

いた頃からあった思想ではあるんです︒日本がまったく軍事力が

伊藤︵圭︶

佐道

なかったら︑例えばソ連じゃなくても︑韓国とか北朝鮮とかが来て

脱脅威認識があるとか︑常備兵力ということを考えていて︑

それが危機になったときに所要防衛力に転位するというような考
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ないためには︵軍事的空白を作るべきじゃな．いという議論があり

いと思ったら︑すっと引き揚げていくかも知らん︒そういうことの

本が大事だと思ったら守ってくれるかも知らんけど︑．どうでもい

れるかも知れないじゃないかと︒そのときに︑アメリカが本当に日

も︑︑なんにも抵抗力がなければ︑日本を占領するという誘惑にから

衛力整備計画の原案が昭和四十六年にできるわけです︒そのとき

に言い出したのは中曽根さんで︑その中曽根さんのところで新防

自主防衛とい．う話はもちろん前からありますけども︑より積極的

常に出ている︒中曽根さんが言い出したいわゆる自主防衛ですね︒

ギリギリのところまで日本が自分で頑張るんだというところが非

出てきたんだとか︑話題になったということがよく言われるんで

佐道

伊藤︵圭︶

ですけど︒

が最初の大綱のなかにも非常に色濃く出ているような気がするん

の担当局長が久保さんだったわけですけども︑自主防衛という話︑

すけれども︑それはやっぱり﹁平和時の防衛力﹂を境に議論されま．

佐道はい︒

ということです︒

したか︒

伊藤︵圭︶

拒否瀧力

伊藤︵圭︶ぞうですね︒﹁平和時の防衛力﹂のときに︑いろいろ議論

佐道

ました︒それがいわゆる

があって︑物凄く﹁制服﹂が抵抗した記憶があるんです︒だから︑そ

とはそのあとのガイドラインの話になるわけで︑まだガイドライ

防衛庁のなかで︑久保さんの考え方が︑あっ．︑こんなものが

れからじゃないでしょうかね︒それで︑反対するなかには︑もちろ

ンの話なんかは全然関係なくて︑とにかく日本は自主的に頑張り

日米の防衛力協．力体制で︑何か具体的にこうやるというこ

そうですね︒確かにそれはあったかもしれませんね︒

五十一年十一月に決まつだ大綱ですか︒

ん海原さんの発言なんかもありました︒

ますというのが出ている適r

ぎたという感じが︑あるのかなあというような感じさえするんで

いというのは︑やっぱり内心︑あれはあんまり大きなものを持ち過

ス艦みたいないいのを持っていながら︑アラビア海には派遣しな

なかから出てくるのかなという感じがするんです︒それで︑イージ

が見ると︑例えばイージス艦なんていうのは︑どうしてこの大綱の

伊藤︵圭︶

因としてあるんでしょうけども︒

伊藤︵隆︶

力というほうがずっと出てきたなと．いう感じを持ちました︒

読んでいて︑﹁新防衛計画の大綱﹂では薄くなって︑いわゆる対外協

やっぱりそういった色彩が出てくるんでしょうね︒だから︑それを

思います︒ただ︑将来の日本の防衛力のあり方ということになると︑

それが五年間の目標であると︑とてもあそこまで書けなかったと

大綱のような行き方になると︑やっぱりハードの面の

伊藤︵隆︶

伊藤︵圭︶

すa持っていれば︑何も遠慮することもないわけですね︒だから︑

伊藤︵圭︶ あるんでしょうね︒

それは確かにそうだと思います︒だから︑結局︑例えば

強化ということが少し抑制されるということになるわけですか︒

極端なことを言うと︑久保さんのときにファントムの給油装置を

佐道

大綱は所要防衛力の考えではないわけですから︑﹁制服組﹂

伊藤︵圭︶

そういうことだったんでしょうね︒ところが︑私なんか

外すという問題が起きましたね︒あんなのはバかみたいな話なん

の方に批判を受けたりとか︑あるいは情勢認識の問題で批判を受

まあ︑ソ連の脅威がなくなったということが大きな要

ですけど︑なんかちょっとそこらへんは私には分からんところが

けたということが伝えられたりしてますが︒

各幕違ってはいましたけれども︑﹁制服しサイドの考え方としては︑
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あります︒

佐道

それはありました︒なんと言うか︑情勢認識そのものが．

ているのが︑日米安保体制が前提であるけれども︑とにかくできる

最初︑久保さんが作られた大綱を読むと非常にはっきりし

冨凹
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舘

いんですね︵笑︶︒だから︑これも空振りに終わっているわけです︒

ときに言っておったのは﹁アメリカの軍事力というのは二＋世紀

最悪の場合を考えるんです︒だから︑最悪の場合に備えるものとし

に日本に対して侵攻できる能力があるのはソ連しかなかったわけ

それで︑結局︑施設とかを全部潰したって︑山のなかの穴に入って

一

です︒中国も︑陸上兵力を船で運ぶ能力というのはなかったし︑飛

いると分からな小んじゃないかという感じがするんです︒今度の

の文明生活を破壊するあらゆる力を持っている﹂と言うんですけ

行機そのものも古いものしがなかったわけです︒だから︑そういう

アフガン攻略だウて︑もうあれから半年たっているでしょう︒それ

ては︑生温いじゃないかというような感じはありました︒なんと言

ような意味では︑ソ連ということを意識した場合にな︑最も最新の

で︑尚かつ︑オサマ・ビン・ラデインが生きてるか死んでいるか分

ど︑ベトナムはアメリカが考えるような二十世紀の生活をしてな

兵器で最も効率的に対抗できるものでなければというのはあった

からんし︑だんだん不満が出てくるんじゃないかと思います︒たま

っても︑あのときは仮想敵はないとは言ってましたけれども︑現実

でしょうね︒

味がよく分からないんですけど︑私たちがやっておった四次防︑あ

という言葉が盛んに出てくるんです︒コンパクト化というのは意

死ぬということに対して︑アメリカの世論というものは寛大だつ

は変わってくると思います︒まだ︑ベトナム戦争のときは︑兵隊が

うのがこれから何回か続くと︑やっぱりアメリカの世論というの

たま昨日︑ヘリコプターが撃墜されて何人か死にましたね︒ああい

るいは防衛計画の大綱の初めの頃というのは︑もちろんコンパク

たと思います︒しかし︑あのベトナム戦争でいろんな悲惨な目にあ

で︑今度の﹁新防衛計画の大綱﹂はそれに加えて︑﹁コンパクト化﹂

ト化というこ乏は考えてはおったわけです︒いわゆるコ．ンピユト

ータなんかを入れますと︑今度はそれをメンテナンスするための

効果というのはないんですね︒例えば非常に精度の高いコンピュ

ようなことを言ってましたけど︑結果的にはあまりその意味での

なっていると思います︒だから︑成果を上げないと︑ブッシュは本

うなことになりましたね︒ああいうようなことで非常にシビアに

しても︑三カ月後かなんかに見直して︑議会のほうの指示に従うよ

﹁って︑戦争というか︑外地に行って戦争をするどいうことに対して
ば︑非常に厳しくなったと思います︒だから︑大統領が戦争を発動

タを入れることによって︑人力が少なくなるんじゃないかという

人が要るわけですよね︒そうすると︑非常に高い技術を持った人が

当に危ないんじゃないかと思います︒

伊藤︵隆︶

■旧﹃防衛計画の大綱﹂の作成過程

たくさん要るというようなこともありまして︑人をどんどん減ら
せるというようなもんじゃないなという気はいたしました︒
ただ︑今のアフガン戦争を見てますと︑やっぱりどんなハイテク

の時代になっても︑攻略できない分野というのはあるような気が
しょう︒ソ連という国の性格からすると︑絶対に勝てる．戦争以外︑

ると︒海軍もそうですし︑空軍もそうですし︑陸上部隊もそうです

するんです︒例えば二十年前に︑ソ連がアフガンに侵攻しましたで

自分のほうから決して仕掛けないですよね︒それが仕掛けていっ

けれども︑特に北方沿海州よりももっと北のほう︑オホーツクのほ

それは脅威と考えてました︒というのは︑あの当時の情

そうでナね︒当時︑ソ連の極東軍がかなり整備されてい

て︑十年間戦って︑結局︑負けて帰ってくるわけでしょう︒そうな

うはかなり脅威として感じられたと思いますが︒
伊藤︵圭︶

ってくると．本当に完全な防衛というものはあるのかなという感
じはするんです︒例えばマクナマラがベトナム作戦をやっている

カの衛星で撮ったのなんかを見ても︑原子力潜水艦なんかを進水

方いるとか︑そういうような情報ばかりでしょう︒それで︑アメリ

勢を見ると︑飛行機だって何千機あるとか︑それから︑兵隊が何十

伊藤︵隆︶

も︑それはそのままでいいじゃないか﹂と言われました︒

臓でもいいから︑いろいろ議論があったということを残す意味で

の数です﹂ど言ったら︑﹁そんなものはいいじゃないか︒四群でも五

伊藤︵隆︶

しかし︑そこ．でそのまま平和時の云々というふうにつ

﹂伊藤︵圭︶．そうですね︒

にとっても利益だどいう考えのようだったと思いますが︒

が必要であり︑そしてまた︑二本の軍事力の整備というのは︑中国

だけど︑中国としては︑ソ連と対抗するためにa米安保

させているのなんかもありましたから︒それがあんなような状況
−になっているとはまったくあの頃は考えてなかったから︑大変強

いま見ると︑とんでもないことになってますけどね︒

力な軍事力だと思ってました︒
伊藤︵隆︶

佐道︑今は船も錆び付いて酷い状況みたいですけどね︒ソ連が第

ので︑すぐに日本に侵攻どいう話じゃないと思いますが︑七二年に

ょうつ中国はもちろん船とかをたくさん持っているわけじゃない

かね︒しかし︑日本がアメリガと安保体制をつくっているというこ

伊藤︵圭︶

よ・つと︒

ながつでいかないように思いますが︑づまり︑軍備をもっと拡充し

日中共同声明で国交が正常化して︑その翌年に日米安保を認める

と︑それから︑日本のできる範囲で︑防衛力を持つということにつ

一の脅威であることは間違いないと思いますが︑中国はどうでし

とい︑つ話も中国からあったりしましたけども︑そういう状況は防

いては容認すると︒もっと増やしてもいいという言い方じゃなか

中国のほうは︑そうは言ってないんじゃないでしょう

衛庁のなかもかなり情勢の見方に大きぐ反映したんでしょうか︒

中さんが帰ってきて︑そのこどを聞いたとは当時おっしゃいませ

な感じがします︒防衛庁内部でもそれを積極的に推進しようとい

佐道

ったと思います︒

．んでしたけども︑四次防をやろうと言ったのは︑日本の防衛力整備
と西側安保体制については容認するということを向こうから心証

う感じだったんですか︒

それは反映してます︒というのは︑結局︑あのときに田

を得たということから始まってます︒だから︑結局︑そんなのが背

伊藤︵圭︶

伊藤︵圭︶

景にあるので︑田中さんはだんだんいわゆる四次防でもう規模は

ちゅう来るようになりました︒だから︑その頃から非常に親しぐな

私が防衛局長の時には︑中国の大使館の武官がしょっ

に置いたりとか︑日中の防衛交流は一歳位盛んになっていくよう

一方で︑そのすぐあとぐらいから︑日本は防衛駐在官を中国

打切りにしようじゃないかと︒﹁平和時の防衛力﹂という考え方が

の二月の﹁平和時の防衛力﹂を発表するわけです︒発表するときに

っと待ってください︒研究させてください﹂と言うので︑四十八年

中さんはおっしゃい弍した︒で︑久保さんはウッと詰まって︑﹁ちょ

保さんと私に対してハ四次防で打ち止めにしようということを田

はこれはどこで言われたのかははっきり記憶はないですけど︑久

新聞に発表する一週間前ぐ疹いに駐在武官にやるんです︒物凄く

おもしろかったのは︑例えば﹃防衛白書﹄なんかが出ますでしょう︒

れで負けたんだというようなことを言ってました︒だから︑非常に

ベトナムはアメリカの兵器をぶんどったから︑性能がいいんで︑そ

り具体附に話してくれました︒というのは︑中国の兵器は古いが︑

れで︑負けちゃうんですよね︒その負けたときの状況なんかもかな

ったんでしょうね︒あのときにベトナムと戦争をやるでしょう︒そ

田中さんのところへ持っていったら︑﹁これでいい﹂と言うんです︒

喜ぶわけです︒それを恐らぐ本国の本省に報告するのでしょう︒一

出てくるんだと思います︒だから︑非常にはつきり言いました︒私

ただ︑﹁防衛庁で調整がつかなかったのは︑海上自衛隊の護衛隊群
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週間たてば︑全部新闘に載るようなのをとても喜んでました︒

恐らく参事官会議なんかで作っていったと思います︒

伊藤︵圭︶．それはまず最初ですね︒それで︑各幕の要求に対して︑

各幕の要求が中心になっているんですね︒

いや︑これはちょっと無理じゃないかというような議論でした︒内

伊藤︵隆︶

韓国の議員団が来たんです︒それで︑日．本の防衛の予算について説

それから︑これは私の経験で言いますと︑私が広報課長のときに︑

明しましたら︑国会議員の団長が最後のあいさつに言ったのは︑

んでした︒

局のほうから積極的にこうしなさいということはあまり言いませ

ございます﹂とお礼を言っている︒どんどん出ているようなことな

佐道

﹁秘密にあたるようなことまで教えていただいて︑誠にありがとう
んですけどね︒やっぱりよその国は軍事的な問題については︑非常

え方というのを示されるわけですけれども︑基盤的防衛力構想と

伊藤︵圭︶ただ︑それは機能的にはまさにそうなんですよ︒だけど︑

なりに想定した必要な防衛力というのを持ち込んできて︑それで︒

衛力自体は︑各幕がこれまでの従来通りの考え方に基づいて︑各幕

そうすると︑久保さんが大綱でこれからの防衛力整備の考

にナーバスになっているという感じはありますね︒だから︑今でも︑

いうのを示されるわけですが︑しかし︑それによってつくられる防

最初の頃︑中国に行った人たちの話だと︑中国の軍隊と

やっぱり日本人なんかに見せるところは限られているんじゃない
ですかね︒・

伊藤︵隆︶

いうのはいかに装備が悪いかということを言ったわけですけれど

四次防を超えるものについては︑かなり厳しいという︒

はあるわけです︒

﹁量は四次防で打ち止め﹂というような感じですから︑そこに違い
伊藤︵隆︶

そうです︒だから︑四次防を超えるものとして︑ある程

も︑今︑中国は大変な軍事力を持っているわけですね︒今度︑そっ

ちのぼうが脅威になってきているという感じがしますけども︑当

伊藤︵圭︶

すか︒それから︑航空自衛隊の飛行機なんかはむしろ減ってたと思

．度当時考えておったのは︑﹁海﹂の船なんかがあったんじゃないで

時としてはまったく︹脅威にはなっていませんでしたか︺︒
当時はそれはまったく考えてませんでした︒

当時も︑中曽根さんの頃なんかに︑中国が盛んに﹃人民日報﹄

伊藤︵圭︶

佐道

・なんかにも軍国主義復活批判を行ってましたけれども︑これに対
伊藤︵圭︶

から︑あのへんで私は今でも思うのは︑ナイキ・ハーキュリーズに

キュリーズにかえるとか︑それから︑ホークも新型のホーク︒それ

います︒非常に高くなってますからね︒ただ︑ナイキなんかはハー

常に日本の防衛力の増強に対して敏感になっているということは

なったときに︑なんか知らんけど︑かなり低空も︹迎撃︺できると

しては︑どういうふうに受け取っておられたんでしょうか︒

感じてました︒だから︑結局︑佐藤さんが辞めるまで四次防の主要

いうような話で︑ホークなんかは要らなくなるんじゃないかと思

いや︑特にあまり関心を持たなかった︒ただ︑中国が非

項目を決められなかったというのは︑そういう見方があったから

った時期があるんですけど︑それはやっぱり︑﹁陸﹂と﹁空﹂がそれぞ

佐道

別々ですからね︒基盤的防衛力構想という考え方自体につ

れ持つことになる︒

かも知れません︒田中さんが行って︑容認の感触を得たので︑一気
に走り出すわけです︒

一方で︑大綱の話に戻るんですけども︑さっきも出た防衛計

いて︑﹁制服組﹂からのそういう批判があったのは理解できるとこ

佐道

ろもあるんですけれども︑内局のなかではどういう受け止め方だ
ったんでしょうか︒

画の大綱の防衛力整備の目安となる﹁別表﹂ですが︑あの表は誰が
これはもちろん幕︹僚監部︺と久保さんも入っています︒

書かれたんですか︒久保さんご自身が関与して︑こういうものを︒
伊藤︵圭︶

140

は感じだけで申し訳ないんだけども︑久保さんが本気になって防

内局のなかでも︑批判的な人もいました︒例えば外務省

久保さんが直接の部下としては西広さんをお使いになっ

伊藤︵圭︶

佐道

衛局長と相談したとはちょっと考えられないですね︒

ったんじゃないかな︒

から来ておった︑今︑博報堂の特別顧問のあの人なんかは批．判的だ

て︑ほとんど独力でおやりになったという感じですか︒

伊藤︵圭︶ 西広君のカウンタレパrトが伊藤という施設庁から内

佐道 岡崎︵久彦︶さん︒．︐

局に来ておった国防会議の参事官でしたから︑その二人で話し合

岡崎さん︒あの人なんかは反対をしておったんじゃな

伊藤︵圭︶

って︑そして︑内海︵倫︶さんがこの時事務局長だったですから︑．そ

いかな︒あの人は当時自分の意見を書いたものを私にくれたりし

こらへんと話し合いながら︑大綱を決めていったんじゃないかな

ましたρ

佐道

と思います︒だから︑私もあのときはミグ事件なんかもあったんで

外務省から渉外担当の参事官ということでいらっしゃった

わけですね︒

する人だったですから︑それは個人的な勉強で︑いわゆる組織とし

伊藤︵圭︶

佐道

りで得た知識を持って︑各省と話し合ったというのが実態でした︒

すけど︑大綱の説明はあまり聞かないまま︑それも参事官会議あた

そうです︒だけど︑あの人は非常にいろんなことを勉強

てやったわけじゃないですけども︑いわゆる参事官の一人として

伊藤︵圭︶

会﹂で︑いわゆる常識派と言われるような人たちの考え方が︑とに

支持しとったと思います︒というのは︑﹁防衛を考える

坂田さんは久保さんを全面的に支持していた︒

ね︒

かくあまり防衛力というのをこれから増やそうということは無理

岡崎さんは従来よりは活動の範囲が広かったという感じで

︑なんじゃないかという雰囲気があめましたから︑それを受けてお
つたということと︑それから︑防衛力が拡大されるということで馬

佐道

それはありました︒参事官会議なんかでも︑意見をよく

すか︒積極的に︑防衛政策について意見を言うとか︒
伊藤︵圭︶

国民が不安を持っているということを彼は非常に気にしてました

言っておられました︒

佐道

からね︒そういう状況があったと思います︒

伊藤︵圭︶

なんでしょヶか︒

持っているけど︑動けるのかという︒その問題はこの時点ではどう

ね︒今︑問題になっている有事立法なんかで︑要するに︑ハードを

ただ︑久保さんが次官でいらっしゃるわけですよね︒で︑伊

藤先生がなられる前は丸山︵昂︶さんが局長だったんですよね︒丸

伊藤︵隆︶

思います︒丸山さんが非常に力を入れておったのは︑例の防衛分担

伊藤︵圭︶

それは防衛力という場合に︑かなりハードの面ですよ

山さんなんかはどういう︹意見をお持ちでしたか︺︒

のガイドラインのほうだったと思います︒だから︑実際．は︑久保さ

ただ﹂この頃︑一つだけ問題がありましたのは︑四十六年かなんか

僕は︑丸山さんはあんまり大綱にはタッチしてないと

んは西広︵整輝︶君を使ってやったと思います︒西広君が防衛課長

に︑美濃部さんが都知事のときに︑戦車を持つで来ようとしたら︑

この時点では︑それはほとんど考えてなかったですね︒

ゃないかなというめが私の印象です︒丸山さんは︑私が防衛局長に

ですからね︒だから︑丸山さんはあんまりタッチしてなかったんじ

少そんなことが話し合われたことはありました︒

︑都内を通過させないという問題がありました︒あんなことから︑多
に反対だ﹂と言いましたものね︒僕は﹁反対なら︑参事官会議で言

佐道
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なって︑彼が次官になったときは︑﹁俺は本当は基盤的防衛力構想
うべき．じゃないですか﹂と言ったことがありました︒だから︑これr

有事立法問題は栗栖︵弘臣︶さんの問題︹昭和五十三年七月︑
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米防衛協力というのが具体的になってきて︑じゃ︑日本はどうする

統幕議長を解任された︺もありますけど︑ガイドラインなんかで日

緊急時に自衛隊が．超法規的に行動することもありうるど発言して

ましたか﹂というふうに伺うと︑﹁いや︑そんなことはありません︒

のなかで︑﹁﹃三矢事件﹄はやっぱり相当あとにも大きな影響を残し

︑佐道

伊藤︵隆︶

かえって︑宣伝になった﹂．と︑そんな話をされていたんですけども︑

﹁三矢事件﹂なんですけど︑海原さんは海原さんのオーラル

そういうことはありますね︒．

んだという話が出てきてからという感じですか︒・
伊藤︵圭︶

今︑お伺いすると︑かなりあとあと尾を引くような︒

そうですね︒だから︑むしろ私の記憶では︑私が局長で︑

金丸さんあたりの時代から︑いわゆる有事立法というのないろい

伊藤︵圭︶

それはあったと思います︒で︑その頃は海原さんはいら

ろ議論されてきたような感じです︒金丸さんは非常に極端なこと

っしゃらなかったですから︒金丸さんが意欲を示して︑そして︑福

田︵趨夫︶さんも有事法制についてやる必要があると言って︑研究

を言いますから︑国会で︑﹁日本の防衛力は相手に脅威を与えるよ
うなものじゃなければ意味がない﹂ということを言うんです︵笑︶︒

をしなさいというところまではいったんです︒しか七︑あの﹁三矢

■大綱をめぐる議論一軍事的合理性と社会的妥当性

それはやっぱり尾を引いたと思います︒

事件﹂があってかち︑その間はずっと何もなかったわけですから︑

そんなことを言ってました︒それには︑軍事行動を含めて︑自由に
一

それはぞうでしょうけども︑基地のなかだけで動ける

できなきゃいかんということを言ってました︒

伊藤︵隆︶

そういうことがあより問題にならなかったわけです

そういうことですね︒

ような状態では︑幾ち防衛力と言っても︑おもちゃになつちゃうわ
けですね︒

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

佐道

金丸さんのお話は︑あとのガイドラインのときにまたじっ

か︒

いらっしゃいますけども︑お話を伺いたいと思うんですが︑坂田さ

くりと︑いろいろと防衛庁長官の山下︵元利︶さんとか︑いろいヶ

十年︶のときに︑そういうのを二週間以内に国会で解決してもらう

んという方は先生からご覧になってどういうふうに思われました

伊藤︵圭︶．問題になぢなかったというよりは︑﹁三矢事件﹂︵昭和四

というようなことを研究で発表されて︑世の中は騒然となつちゃ

か︒

伊藤︵圭︶

つたでしょう︒あんなことがあったもんだから︑大事なんだけれど
も︑今︑ちょっと持ち出せないなという感じでした︒だから︑これ

あるということはどういう意味かというと︑国民から浮き上がっ

どちらかというとやはりハト派でしょうね︒ハト派で

は私が防衛庁に来た頃︑もう憲法改正はすぐあるような雰囲気だ

あって︑もう少しソフトの面でも考えておかないと︑いつ起きるか

ないでしょうか︒ただ︑今になって︑いろいろテロの問題なんかが

佐道

最優先に考えろという姿勢だったと思います︒

ね︒だから︑国民に理解されるためには何をすべきかということを

た自衛隊ではいけないというのが彼の基本的な姿勢だったです

分からないようなことになってきたもんだから︑真剣に考えるよ

てやっていたと︒

ったです︒それから︑五十年たったって︑同じようなことなんじゃ

うになったんじゃないでしょうか︒日本人の通弊で︑なんかがない

俣藤︵圭︶

そうですね︒だから︑その背景にあるのは︑やっぱり

基本的な政策の方向性については︑久保さんと一体になっ
と︑ものを考えないということがありますね︒
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たでしょう︒だから︑かなり自信もお持ちになったんじゃないでし

坂田さんは久保さんと一緒に大綱を作るのと同時に︑﹁坂

−﹁防衛を考える会﹂というのがあったと思います︒﹁防衛を考える会﹂

佐道

ょうか︒だから︑私の記憶するところでは︑﹁防衛を考える会﹂の報︐

・

には︑前にもお話ししましたけど︑久保さんは全部出てますからね︒

︑

告については︑百％彼は満足してました︒

⁝時代から︒

施設庁長官⁝︒

佐道

田・シュレジンジャー会談﹂とか︑そののちのガイドラインにつな

坂田さんは︑もともどは防衛問題はそれほど関係がな

より具体的にやられてます．けど︒

伊藤︵隆︶
伊藤︵圭︶

伊藤︵圭︶

がるような日米防衛分担というか︑その問題も坂田さんの時代に

すが︑あの人が長官になって来て︑私が審議官でご進講したんです︒

佐道

い方でしょう︒

そしたら︑彼が最初に言ったのは﹁私は軍隊にも行ったことがない︒

伊藤︵圭︶

丸山さん︒．

丸山さんとやっておられました︒

あなたのところに持ってきます︒それについては︑各部局から具体

伊藤︵圭︶

ドライン路線と二つの路線が動いたように見えますが︒

防衛庁は久保次官のラインと丸山さんと︑・大綱路線とガイ

的な説明をいたしますから︑最後にどちらにするかという決断は

があったもんですから︑それこそ防衛分担じゃないですけども︑仕

関係ないというか︑これは前にもお話ししたと思いま．

︑防衛問題も全然分か与ないんだ︒どうずればいいんだ﹂と言うから︑

佐造

それはむしろ久保さんというよりは︒

﹁そんなことは心配いらない︒必要なことは全部事務的に整理して︑

あなたがしてください︒その最後の決断というのはあなたの三十

事の分担みたいな格好にはなってましたね︒

うかは知らんですけど︑隊員の食費を一部集めていたのを全部予

わゆる指導力を発揮したのは︑中曽根さんの影響を受けたのかど

た︒だから︑最初はまったく不安だったんですけど︑彼が最初にい

います﹂ということを言ったら︑﹁分かった﹂ということを言いまし

伊藤︵圭︶

あんまりやられてなかったと思います︒

なかったんですか︒

うことは︑双方の連絡とか︑意見交換とかは実はあんまりやられて

想はどっちかというと反対だということをおっしゃっていたとい

佐道

丸山さんはそれは反対だとおっしゃったのはなんの意

そうですね︒あのときの仕事としては二つ大きな仕事

年の政治家としての経歴のもとで判断していただければいいと思

算化しろというので︑当時︑亘理さんが経理局長で︑大蔵省にだい

伊藤︵隆︶

やっぱり軍事的な合理性というものをもっと重視すべ

防衛政策とか︑防衛力整備計．画自体はほとんどやられたこ
とがなかったわげですね︒

佐道

り各幕の意見に則ったんじゃないでしょうかね︒

ったかというのは︑愚な確かめたわけじゃないですけども︑やっぱ

きだどいうことだったんでしょうね︒丸山さん﹂のどういう意味だ

伊藤︵圭︶

丸山さんは大綱のことはよく知らないし︑基盤的防衛力構

ぶやられて︑ずいぶん苦しんでました︒確か三十億ぐらいのお金を

味なんでし﹂ようかね︒

やっぱり防衛庁長官になられるときはずいぶん勉強さ

付けたのが彼の一番最初の仕事でした︒．

伊藤︵隆︶
れた︒

勉強したと同時に︑自信も持ったですね︒

ええ︒というのは︑例えば荒垣︵秀雄︶さんとか︑角田

後半になると︒

伊藤︵圭︶
佐道

伊藤︵圭︶

︵房子︶さんとか︑牛場︵信彦︶さんとか︑高坂︵正尭︶さんを含めて︑

伊藤︵圭︶ もちろんそうです︒
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んな一様にとにかく大反対だということですか︒

で主張の違いとか︑特に際立って反対というのはあるんですか︒み

佐道 大綱に反対をしたのは︑﹁制服組﹂のなかでも︑﹁陸﹂﹁海﹂﹁空﹂

いのなかで︑こっちが下りたりなんかする︑そういうようなことで

というのはしょっちゅう﹁予算がない﹂と言いますからね︒その戦

減らされでいくわけです︒﹁予算がない﹂︑﹁予算がない﹂と︑大蔵省

視しているんじゃないかというような意見でした︒だから︑ここで

社会的な妥当性に配慮するあまり︑あまりにも軍事的合理性を無

なかったですね︒ただ︑全体の考え方自体がおかしいと︒いわゆる

軍基地の対策費とか︑そういうものが決まっていました︒正面の勝

う時には︑むしろ正面兵力じゃなくて︑例えば施設庁のいわゆる米

の最後の席で決まったりすることもあったんです︒だけど︑そうい

最後の予算閣議は大体十二月三十日の明け方までやるんです︒そ

す︒それで︑結局︑最後は︑今はあんなことはなくなりましたけど︑

船を何隻増やせとか︑そういう議論じゃなかったですね︒いわゆる

負というのは大体事務的に大蔵省と防衛庁の間で決着がついちゃ

特にここが反対だということを言ったのは︑あんまり

ものの考え方︑﹁脱脅威論﹂というのが気にくわないというところ

うんです︒それになかなか抵抗ができなかった︒向こうはもう﹁予

．伊藤︵圭︶

から始まっているんです︒

欲求不満を抱えているよりは︑一度そこで立ち止まってみて︑そし

てくると︑これは﹁制服組﹂にとっては︑常に欲求不満ですね︒常に

のが完全に達成された長期計画はまったくないんです︒そうなっ

きなかっただけじゃないんです︒一次防以来︑目標として掲げたも

けに縛られておったらね︒表にもありますように︑四次防が達成で

ですけど︑脅威を全然考えないわけじゃないんだけれども︑脅威だ

ことを言ったものですから︑非常にポピュラーになつちゃったん

んじゃないかと︒﹁脱脅威論﹂というのは︑新聞記者がよくそういう

伊藤︵圭︶

伊藤︵圭︶

庁に批判の論文を個人的にお出しになったりということは︒

佐道

やすべきじゃないかと頑張っていたわけです︒

た︒それから︑﹁制服﹂のほうからは︑正面に見合う後方をもっと増

のほうは減らしてもいいんじゃないかという議論が出てきまし

原さんかなんかから言わせれば︑もっと後方のほうを上げて︑正面

う格好で︑非常にいびつな格好になってくるわけです︒それで︑海

てくるし︑今度は正面兵力を維持するために︑後方を抑えようとい

どこか下りざるを得ない︒そういうようなことで︑正面兵力は減っ

算がない﹂﹁予算がない﹂と言いますからね︒そうすると︑こっちは

て︑できるものを順次やっていくほうがもっと気持ちが落ち着く

す︒

いや︑評論としてはずいぶんおやりになってますよね︒

脅威はちゃんと厳然としてあるし︑しかも︑脅威は⁝︒

んじゃないかという考え方は久保さんにあったんじゃないかと思

伊藤︵隆︶

それで︑あるとき︑夏目君が総務課長をやっておって︑

佐道

います︒本当に四次防までというのは︑一次防から目標を達成した

伊藤︵圭︶

．それはありません︒ただ︑いろいろ本に書いてありま

ことがあるというようなことを︑いっか海原さんが回想しながら

だから︑脅威に対処する防衛力じゃなきゃ意味がない

ことは一度もないんです︒そういった雰囲気があったんじゃない

あまり批判することを書かないでくれということを言ってやめた

海原さんは国防会議をお辞めになったあとも︑例えば防衛

かと思います︒

伊藤︵隆︶

話してくれました︒

さっき︑四次防のお話を伺ったんですけども︑その前も

達成できなかったというのは︑やっぱり給与の問題とか︑そういう

が﹃日本防衛体制の内幕﹄とか︑それから︑非常に話題になったの

全然おやめになってないような気がします︵笑︶︒海原さん

佐道
いや︑それは単年度の予算のやり取りのなかで︑結局︑

ことなんですか︒

伊藤︵圭︶
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は﹃私の国防白書﹄ですね︒ああいうのを出されたりしたことにつ

抵抗勢力としては意味があるものになるよということだったんで

ただ︑状況は変化しますから︑﹁別表﹂は変わるわけで

す︒

伊藤︵隆︶

いての防衛庁内での反響なんていうのはあったんですか︒
伊藤︵圭︶
すよね︒

あったのかも知らないけど︑私はあの人の書いている

のはずっと読んでみると大体同じことですから︑仕舞いには読ま

そういうことですね︒

佐道

伊藤︵圭︶

発言問題などがあって︑一年間で結局次官をお辞めになりますよ

ないようにした︵笑︶︒

佐道

久保ざんは結局昭和五十年に次官になられて︑翌年に例の

久保さんご自身も防衛計画の大綱とか︑基盤的防衛力構想につい

ね︒だから︑これは防衛庁にとっても異例のことだったと思います

久保さんと海原塔んはかなり考え方が違うと思いますが︑

て︑かなり批判をされたと言うんです︒例えば軍事的合理性という

けど︑そういうのは防衛庁のなかでの反響はあったんですか︒

ですね︒基盤的な防衛力

問題でいえば︑

伊藤︵圭︶

エクスパンション理論

を掲げていて︑脅威が起こった時には︑それを必要な規模に拡大す

めていなかったです︒ということは︑前の田代さんも一年でしょう︒

一年で辞められたのは︑それほど異例だと私は受け止

るということがすぐにできる．わけがないという︒

のは︑久保さんに﹁今の財政状況︑経済情勢からみると︑できるの

意味があったんでしょうね︒そこで僕が久保きんと意見が違った

かと︒そういう議論が非常に強かったです︒それはまたそれなりに

ゆる専守防衛の立場としても︑そんなごどはできないんじゃない

個師団に増やすというのはその前の段階でできるけれども︑いわ

は︑こっちが計画してやっているわけですから︑二十個師団を三十

いうのが特に反対派の意見ですね︒今までの日本の戦争というの

はちょっと言い過ぎなんですけど︑例えば長官が外国に出張する

中に︑防衛庁長官は十三人替わった﹂とゆ十三人替わったというの

な︒私がアメリカへ行ったときだったかな︒﹁私の国防長官の在任

伊藤︵圭︶交代が多いんです︒だρて︑マクナマラがいつだつたか

ですね︒なんか失言しても︒

伊藤︵隆︶

か︵笑︶︒

佐道・長官はほとんど皆さんを意識してなかったんじゃないです

だから︑そんなに急に辞めたという感じはありませんでした︒長官

はこれしかないんだから︑必要があれば︑また必要なところを増や

と︑総理大臣が代理をやる︒ああいうのもどうも含まれていたんじ

すぐにできるわけがないというのは︑日本は常に受け

すという余地を大綱のなかに残しておいたほうがよくないか﹂と

ゃないかと思います︒というのは︑マクナマラだってせいぜい六年

伊藤︵圭︶

いうことを私は言いました︒そしたら︑彼が言ったのは︑﹁いや︑と

か七年ですかね︒その間︑十三人替わるというのはあり得ないです︒

が毎年替わってましたからね︒

にかくやっぱりこれで一応の完結性を持たせないと︑これをつく

だから︑代理なんかも含めるとそういうことなんですね︒

身でしょう︒受け身だから︑それを伸ばす期間がないじゃないかと

る意味がないということになるから︑それはとらない﹂ということ

佐道
大綱は一応その完結性だということですか︒

己︶さんもすぐ辞めて︑で︑江崎︵真澄︶さん︒

さんがすぐ辞めて︑あれは事故のあれですから︒その次の西村︵直

特に七〇年代は失言もあうて︑田中内閣の最初は増原︵恵吉︶
伊藤︵隆︶

そうですね︒ということは︑これだけを持っておれば︑

へ

防衛庁長官が一番閣僚ポストのなかでは交代が多いん

は言っておられました︒

伊藤︵圭︶

145

2002年3月5日
聖■凹
薯二

伊藤︵圭︶

伊藤︵康成︶君ですか︒あれはよく知っているんです︒

伊藤︵隆︶

あの人はこういう経歴があるんです︒谷川︵和穂︶長官の秘書官を

増原さんはもう一回失言で天皇陛下のところでね︒だ

から︑増原さんも西村さんもそヶです︒

やっていたんです︒それで︑その谷川さんというのは防衛庁長官の

本当に頻繁にコロコロ替わられる︒だから︑その点でいうと︑

佐道

現役時代に落選しているんです︵笑︶︒﹁お前︑なにしとったんだ﹂

と︹伊藤康成氏に︺言ったことはあるんですが︑だから︑よかった

坂田さんはちょっと長くおやりになったなという︒
伊藤︵圭︶

と思います︒

坂田さんは二年やったんです︒だから︑あれは珍しかっ

たんですね︒二年やったというのは坂田さんと中曽根さんしかな

佐道

そうですね︒だから︑当分は生え抜きが続くんじゃない

久保さんは政治家の方で親しかった方というのはいらっし

それはあまりなかったと思います︒久保さんが特に親

ゃるんですか︒例えば中曽根さんとはよく相談をしていたとか︒

佐道

でしょうか︒

久々の生え抜きですね︒

いんです︒有田︵喜一︶さんも一年ですからね︒それから︑松野さん

伊藤︵圭︶

そうじやないですか︒二年にはならなかったんじ々な

でも︑松野さんは一年ぐらい︒

が比較的長かったかな︒
佐道

伊藤︵隆︶
いかな︒

伊藤︵圭︶

しかった政治家というのは記憶はありません︒

昭和四十年六月から︒
あっ︑あれが比較的長かった︒増田さん︒

佐道

佐道
伊藤︵圭︶
増田甲子七さん︒

究所︶をお作りになりますよね︒

久保さんは今の六本木にある平和安保研︵平和安全保障研

伊藤︵隆︶

伊藤︵圭︶

伊藤︵圭︶

人的な系譜でいくと︑猪木正道さんとか︑高坂さんとか︑久

保さんと考え方が非常に近い方がどっとあそこに入っていかれ

私は広報課長は松野さんのときになりまして︑それか

ら︑有田さんですか︒それから︑増田さん︒五年やっている問に四

佐道

あれを作ったのは丸山さんです︒丸山さんの時代です︒

人ぐらい替わりました︒最後は︑中曽根さんでした︒

伊藤︵隆︶

る︒︑

みんな入りますから︑国会との関係においてはいい点もあるんで

もあるんです︒そういう人が今度は︹自民党の︺国防部会なんかに

伊藤︵圭︶

伊藤︵圭︶

が︑そういう訳でもなかったんですね︒

佐道

さんで︑︹久保さんは︺確か理事長です︒﹁

でも︑防衛庁長官をやる政治家が多いというのは︑あと

あと防衛庁を理解する政治家が増えるという意味では︹よいこと

伊藤︑︵圭︶

す︒ただ︑結局︑今のように︑政高官女の時期になると︑やっぱりな

言問題で責任をとらされたという感じでもないと思います︒ただ︑

そうですね︒久保さんが最初の理事長です︒会長は猪木

ではないですか︺︒

かなか官のほうが大変でしょうね︒あの頃は官高政低みたいなこ

後藤田さんは物凄く怒りました︒

そういう点も確かにあるんです︒だから︑むしろいい面

とで︑官のほうで準備すると︑政治家たちも大体それでやってくれ

佐道

さんは次官になられるものだという感じだったんですか︒

いという話は最初あったとお話をされましたけれども︑当然久保

久保さんは次官になられるときは︑田代さんに譲る譲らな

そういう印象杖私はありませんでした︒それで︑あの発

久保さんは一年だから異例だったのかなと思ったんです

ました︒その点は︑割合に役人としてはいい時期だったと言えるで
今度次官になられる方は直接ご存℃ですか︒

しょ・つ︒

佐道
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伊藤︵圭︶
伊藤︵圭︶

佐道

あの頃はなにをやっておったんだろうな︒

夏目さんは別のことをやっておられたんですか︒

夏目君は︑私が審議官になったときの防衛課長ですね︒

夏目さんは当時︒

保さんが二年ぐらいやるものだと最初は思ってました︒同期で先

そして︑そのあとが西広君なんです︒だから︑私が防衛局長のとき

そうですね︒だから︑むしろ田代さんがならないで︑久

に一年やったものですから︑彼も一︑年で辞めたのかなという程度

は西広君が課長だったんです︒

佐道

でした︒

田代さんという方は︑こういう議論にはほどんど関与して

伊藤︵圭︶

佐道
いないんですか︒

だから︑私も局長時代の印象で残っているのは︑ミグ事

どでき上がっていたわけで︑そうすると︑今度は︑ガイドラインの

先生は局長になられて︑大綱はもうなられたときにほとん

伊藤︵圭Yそうですね︒確か関与してないと思います︒

佐道

問題と︒

いろんなのをあとで拝見しても︑あまり田代さんのお名前

は出て来ない・ので︵笑︶︒田代さんはまだご存命でいらっしゃいま

伊藤︵圭︶

佐道
すか︒

ろうろして︑警察の保護を受けて︑奥さんが迎えに行ったと言いま

ちが逗子なんですが︑浜松まで行っちゃった︒ところが︑そこでう

のあと︑顧問かなんかしていて︑東京駅で帰りの電車に乗って︑う

ったようです︒長期信用銀行かなんかの会長をやったでしょう︒そ﹁

伊藤︵圭︶ そうです︒

伊藤︵隆︶

もいろいろやってくれました︒

伊藤︵隆︶ ガイドラインをおやりになったときの部下は︒
ほうしゃま
伊藤︵圭︶﹁課長は西広君だったと思います︒宝珠山︵昇︶というの

防会議へ行くわけですからね︒

件とガイドラインです︒ガイドラインができ上がったところで︑国

す︒そのわけは︑あの人は︑大蔵省に入って初めて税務署長になっ

じゃ︑次回はそのお話を伺いましょう︒

いやいや︑亡くなったと聞きました︒あの人はぼけちゃ

たのが浜松の署長なんだそうです︒そんなことを思い出したん℃

伊藤︵隆︶

全体で何回かはやってますから︑それを少し調べてお

伊藤︵圭︶

やないかと︒．それで︑ぼけちゃつたという話でした︒それから︑あ

伊藤︵圭︶

ちょうど時間で︑だいぶよく分かりました︒

大体その線でおやりになったということですか︒

のあとの人もずいぶ．ん亡くなっているんです︒大蔵省から来てお

話しいたします︒

佐道

った原︵徹︶さんも亡くなったんですね︒そのあと︑もう一人誰か
亡くなってますね︒だから︑あの当時の防衛局の関係を知っている

人というのは少なくなりました︒久保さんも西広君もいなくなつ
ちゃったですからね︒
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第15回

開催日＝2002年4月5日（金）
開催時刻：午後2時00分
終了時刻：午後4時05分
開催場所：政策研究プロジェクトセンター

〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）

伊藤

隆（政策研究大学院大学教授）

佐道明広（政策研究大学院大学助教授）

記録者：有限会社ペンハウス

水野智子

■中業奄政府案にしたのはなぜか

伊藤︵圭︶

最初に私はこういう方針で出したんだということを︑

新聞記者かなんかに発表したと思うんです︒それでこういう指示

をしましたというのが︑その次の指示︹﹁⁝⁝長官指示﹂︺になるわ

けですね︒そしてそのあとにもう︸回⁝⁝︒

このあいだの一枚目の手紙に対する返事みたいなのが

伊藤︵圭︶

正式の文書はこっち︹長官指示第2号︺︑なんですか︒

んで︑おそらく久保︵卓也︶さんが作ったものじゃないかと思うん

伊藤︵隆︶

伊藤︵圭︶

です︒長官が発言して︑そして指示として︒ですから︑その指示の

来て︑佐道先生に差し上げたんですけゼ︑大体おさまったみたいで

で︑いわゆる大綱が始まったのが五十年目四月のはじめからとあ

中には︑情勢判断とか作業の方針︑これからどういうふうにしてや

こちら︹長官指示第2号︺です︒︑これ︹﹁昭和52年度以

りましたね︒そのときに坂田さんが長官指示を出すわけです︒この

るかというようなことですね︒

伊藤︵圭︶

ときの資料がなかったんですけど︑防衛庁に訊さましたら資料が

その中で︑︹長官指示第2号︺三ページに﹁防衛の構想﹂って書い

す︒

出てきたんです︒これ︹﹁昭和52年度以降の防衛力整備計画案の作

てあるんですが︑﹁防衛の構想﹂という文書そのものはないんです︒

降の防衛力整備計画案の作成指示について﹂︺は長官の発言要旨な

成指示について﹂以下︻資料11︼参照︺が︑ポスト四次防を作る際︑

大綱の中に﹁防衛の構想﹂といヶ文章があるんです︒それをどうも

伊藤︵隆︶ そうですが︒

の方針というのを示しているみたいですね︒それで︑坂田さんがこ

取ったみたいですね︒四次防を作るときです︑四十七年ですからね︒

それからもう一つのほうは︑このあいだのご説明の中

ういう方針でやるといって︑長官指示みたいな格好で同じ日に文

そしてそのあと︑今度は︹昭和五十年︺十月二十九日にまた﹁昭

んです︒だから︑﹁構想﹂という文書そのものはないんですが︑文書
の中の一部に﹁構想しというものがあるんですね︒

防から﹁情勢判断﹂と﹁構想﹂というのが入って︑それを受けている

そのときに﹁防衛め構想﹂というのが出てきているんですよ︒四次

これは作成を指示するという意味ですよね︒

5

書を各幕僚長に出しているんです︒
伊藤︵隆︶

そうです︒
誰が？

伊藤︵圭︶
伊藤︵隆︶

防衛庁長官から各幕僚長とか統幕議長︑それから技術

和52年度以降の防衛力整備計画案の作成に関する第2次長官指

伊藤︵圭︶

研究本部長宛てに︑こういう方針で作りなさいということを指示

はなかったんですけどね︒おそらくこれは︑﹁防衛を考える会﹂の答

示﹂というのが出ているんです︵︻資料13︼︶︒こんなのは︑その前に

これは︑誰から誰へというのは︑この文書にはないわけ

するわけです︒だから︑﹁指示﹂ですから﹁命令﹂ではないんですね︒

伊藤︵隆︶

申が九月に出ているんで︑それを受けて前の指示に加える形で出

したものみたいですね︒私自身はこのとき防衛局長じゃなかった

ですか？

伊藤︵圭︶

ものですからよく分からないですけど︑大体そんなような内容に

出てます︒これの次の︹長官指示第②号﹁昭和52年度以

降の防衛力整備計画案の作成に関する長官指示﹂資料12︼︺が出て

てポスト四次防が作られたということがはっきり分かると思うん

だから︑この二つの文書を見ると︑いわゆる﹁久保構想﹂によっ

なっているみたいです︒

すると︑これが指示のもので︑これはその説明になるわ

います︒同じ日に出ているんです︒その次に出ていますでしょう︒
伊藤︵隆︶
けですか？
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伊藤︵隆︶

これは防衛課でやるんです︒だから︑防衛課で作るんで

こういう指示というものは︑実際に起案するのは⁝⁝︒

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

これは庁史室で探させたんですよ︒そうしたら︑どこか

これはどうなすったわけですか？

そうですが︒．

伊藤︵圭︶

から探してきたんです︒

佐道

すけれども︑おそらくこの文章なんかを見ると︑久保さんがかなり
佐道

です︒

意見を言って︑それにしたがって作ったものじゃないかと思いま

伊藤︵隆︶

これが簿冊になっているということは︑下にナンバリ

庁史室の方々もだいぶ⁝⁝

すね︒担当課は防衛課です︒

ングが振ってあるからね︒81とか︒

この最初の一次が五十年の四月ということは︑久保さんは

佐道

伊藤︵圭︶

佐道

そうですね︒この四月一日のほうの長官指示の五ページ目︑

はちょっと違うんじゃないかなと︒・

こっち︹長官指示第2号︺とこっち︹長官指示第5号︺

ああ︑そうですね︒

まだ施設庁長官ですね︒

伊藤︵隆︶

だから︑これを踏まえて︑十月のときは久保さんが次官にな

伊藤︵圭︶ そうですね︒

佐道

っておられるので︑こちら︹長官指示第5号︺のほうに久保さんの
伊藤︵圭︶

案の作成に際しては5か年固定方式を前提として作業を進め︑ロ

方式については︑今後引き続き検討するものとする﹂と︒﹁当面︑原

一番最後なんですが︑ここに﹁昭和52年度以後の防衛力整備計画の

想﹂みたいなのが出．ているのは︑この頃︑﹁防衛を考える会﹂が二月

ーリング方式への移行に際しても柔軟に対応できるよう配慮す

色彩がより︹濃厚に表されている︺︑ということですね︒

頃から始まっていますでしょう︒だから︑そんなのを受けて︑おそ

る﹂と︒大綱を作るのは︑これまでの長期計画方式を改めて単年度

そうそう︒この四月のときにもしかし︑かなり﹁久保構

らくね︒

伊藤︵隆︶

する基本的な目標を定めるということでしたよね︒これは何か⁝

で考えるということを前提に大綱ができて︑﹁別表﹂で大綱で整備

そうですね︑二枚目のところも︑﹁﹃防衛を考える会﹄な

ど︑広く識者の意見を聞くとともに﹂と書かれていますね︒

：．o

伊藤︵圭︶︑この時期は︑五十年いっぱいぐらいはいわゆる﹁大綱﹂．

伊藤︵圭︶ そうです︒

伊藤︵隆︶

という考え方じゃなくて︑﹁ポスト四次防をどうするか﹂という考

こういうデータは︑長官指示みたいなものがきちんと

ファイルされて残っているものなんですか？

え方なんです︒だから︑ポスト四次防という考え方は︑いままでと

と思います︒本来なら残っていなきやならんと思うん

いうようなことで︑五十一年になってから大綱に切り替えるわけ

伊藤︵圭︶

それは防衛庁の中に︒

です︒そこらへんのところが︑五十年から五十一年にかけての動き

同じ五ヵ年計画というものを考えておったわけですね︒そして︑だ

伊藤︵隆︶

防衛庁の総務課がそれをやっていると思うんです︒今

ですけど︑私も調べたことがないんです︒それは全部︑残っている

伊藤︵圭︶

だったと思うんです︒

んだん物価なんかが高騰してきてもうどうにもならなくなったと

は文書課というものができたんですかな︒だから︑庁史室なんかは

伊藤︵隆︶

と思いますね︒

確か文書課の分室でしょう︒だから︑そういうところで保管してい

それはやっぱり

五次防

を考えていると︒

タイトルが﹁防衛力整備計画案﹂になっているからね︒．

ると思います︒ただ︑庁野臥そのものには来てないみたいですね︒
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んにしとったような記憶があるんです︒﹁五次防﹂そのものがあっ

あんまり使わなかったです︒﹁ポ入ト四次防﹂という言い方を︑きか

伊藤︵圭︶

で56中業というのを政府レベルで決定して︑そして持っていくわ

いんじゃないかというようなことがあったんですね︒そんなこと

るときの土産みたいな格好で︑政府案という格好にしないとまず

国防会議におったんですけども︑鈴木さんが総理にな？て訪米す

五次防なんですね︒﹁五次防﹂という言葉をこの当時は

たかどうかということは記憶してないんです︒

だ馬そのあとに出てきた問題は︑そうは言っても長期計画がないと

やめようというようなことだったんじゃないかと思うんです︒た

しょうかね︒それで︑とても見通しがっかないというようなことで

会議の参事官会議あたりでいろいろ議論をしとったんじゃないで

見合わせようというのは記事があるんですね︒だからこの頃︑国防

なって大蔵省がポスト四次防については五十年度︑発足するのを

理になるでしょう︒︹佐道︺先生からいただいた表を見ると︑六月に

伊藤︵隆︶

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

そう︒三年ごというんですかな︒

それで二年ごとに見直すと︑こんな感じなんですか︒

五年計画なんです︒

中業というのは五年計画なんですか？

係があったような気がするんです︒

という気がするんです︒どうもそこのところは︑確か鈴木訪米と関

業というのが動いていくというような格好になったんじゃないか

端なことをいうと大綱というものはこっちに重いといて︑結局︑中

結局︑それがあとで五ヵ年計画みたいなごどになっていって︑極

けですね︒

また混乱するといかんというようなことで大綱というようなこと

伊藤︵圭︶

それで︑査十一年になってから︑ゴタゴタがあって三木さんが総

になったのでしょう︒西広︵整輝︶君なんかが動いたんじゃないか

佐道

結局︑三年ごとに見直すには︑二年号ったら見直すとい

うようなことですね︒だから︑その中業というものの性格は︑今は

伊藤︵圭︶

三年ごとですねえ︒

と思うんです︒．

それからもう一つの問題は︑大綱のところでもちょっと申し上︑
げましたけれども︑結局︑五年計画というのは過去の四回を通じて
いう時期でもあるんです．ね︒だからこの際︑いま防衛費がまた倍増

リカ側が前倒しで達成してくれというようなことを要求してきま

佐道

ちょっとどうなっているか︑私もよく分かりません︒

して防衛力が多くなるというような批判を回避するには︑いわゆ

すね︑八○年︑八一年ぐらいに︒

一回も達成されたことがないわけです︒イライラが募っていたと

る固まった五ヵ年計画じゃないほうがいいんじゃないかというよ

伊藤︵圭︶

53中業も早ぐも防衛庁限りの計画だったはずなのに︑アメ

うなことを︑誰が考えたのか知らないんですけど︑そんな雰囲気が

佐道

伊藤︵圭︶

そうですね︒

という形で変わっていたのかなと︒

それでどんどん︑性格も少しずつ︑アメリカの要求に応える

そうですね︒

だいぶあったんじゃないかなという気がするわけです︒
．それから︑この前のご説明で︑これも記憶していないんですけど︑

結局︑大綱が決まったあとも五年計画みたいなのができるわけで

佐道そうです︑八一年の︒．

すね︒53中業︑56中業を三年ごとにコ最初の53中業というのは︑防 伊藤︵隆︶鈴木訪米というのは︑例の問題を起した？

衛庁限りの計画だったんです︒56中業から国防会議と閣議の了承

伊藤︵圭︶

ゃないかというようなことで︑防衛庁から頼まれて国防会議を開

そうそう︒なんか土産を持っていかないといかんのじ

を取るような格好になってくるわけですね︒〜

これは何だったかなと思っていま考えてみると︑私はそのとき
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・

いたような記憶があるんです︒

たんだから影響はないよ﹂というような言い方じゃないかと思う

んですよ︒ところが実際に有事法制の研究というのは︑あの﹁三矢

そんなものを持っていって﹁軍事同盟じゃない﹂なんて

伊藤︵隆︶

事件﹂でずっと遅れちゃうわけです︒みんなビビっちゃつて︑誰も

やらなくなった︒それで福田さんになってから﹁やろうか﹂という

言ってね︑そんな︵笑︶︒

伊藤︵圭︶

ようなことになったわけですから︑その間︑ずっと何もやってない︒

いや︑それはねえ︑これはもっとあとの話なんですけど︑

本当に鈴木さんという人は気の毒な人ですよ︒

佐藤さんからね︒だから結局︑ぜんぜんないというわけじゃないと
そうでしょうね︒

■ガイドラインができるまで

佐道

思うんです︒

伊藤︵隆︶ そうですが︵笑︶︒

あの人はとにかく魚のことしか知らないわけでしょ

それが総理大臣になると︑半分以上は外交・防衛にな

︵笑︶︒

伊藤︵圭︶
︑つ？・

伊藤︵隆︶

伊藤︵圭︶
分かるのは漁船ぐらいで︵笑︶︒

つちゃうんですよ︒分かるはずがないですよね︒
伊藤︵隆︶

．ました︒

そんなことをちょっと︑速記録を読んでみて思い出し

伊藤︵圭︶

それからもう一つ︑次官が二年というのはまさに先生がおっし

伊藤︵圭︶

カイリが出てきたんです︒そのときにいろいろ︑安全保障の問題が

ゃる通りで︑調べてみたら︑普通は大体二年なんです︒私が不思議

︵笑︶そうですね︒

農林水産委員会で議論されるわけです︒私はしょっちゅう出席し

に思わなかったのは︑田代︵一正︶さんと久保さんが︑十八年︹内務

佐道

ていまして︑答弁させられた記憶があります︒私と外務省のアジア

省入省︺で同じ年次なんです︒それで分け合ったのかなという気持

だから︑鈴木さんが農林大臣のときに︑漁業水域二〇〇

局長の中江︵要介︶さんね︒この二人がし・よっちゅう行って︵笑︶︑

ちがあったものですから︑おかしくないと思ったんでしょう︒しか

し実際は︑先生がおっしゃったように︑やっぱり一年で辞めるのは

農林大臣なんかは何も答えられないわけですね︒
︵笑︶︒

久保さんにとっては無念の思いがあったでしょうね︒あの人は︑も

伊藤︵隆︶

う少しやっていたかったというのが本音だろうと思います︒しか

そうでしょうね︒委員会に出ている政治家の先生方だって︑

佐道

ね︵笑︶︒

しまあ︑とにかく当時は後藤田さんが物凄く怒っていましたから

実はよく分かってない︵笑︶︒
そうですね︑．いわゆる農林族ですからね︒

農林族ですよね︒

伊藤︵圭︶

佐道

佐道

そうですね︒まさにぎょうお話しいただくガイドラインに
伊藤︵圭︶

関係して︑久保さんの考え方と丸山さんの考え方はかなり違って

︵笑︶︒それから︑私がこのあいだお話ししました︑﹁三矢

事件﹂が有事法制に何か関係があったかというご質問があって︑私

と思いますね︒

いたんじゃないかというところがありまして︒
伊藤︵圭︶

は﹁あった﹂と言ったら海原さんは﹁なかった﹂と言うんですけど
ね︒実際問題としては︑海原さんの﹁なかった﹂というのは︑こうい

佐道

防衛大綱をお作りになって︑決定されると同時に久保さん
う意味だと思うんですね︒﹁有事法制がなくてもずっと平和が続い
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はお辞めになるわけですよね︒

というのは︑久保さんもそうですけど︑久保さんも私も統幕と在／

日米軍との問のいわゆる軍事協力のやり方についての会議なんか

に︑時々出席しとったんですよね︒だかち結局こういうことは︑た

伊藤︵圭︶ そうです︒

佐道

とえ政府レベルになったって公にすることはできないわけで︑ま

で︑丸山さんに替わってガイドラインの路線が敷かれてい

くんですけども︒だから︑例えば久保さんが一これも仮定の話で

さに作戦の手の内を見せることになるわけですからね︒そうする

あって︑本当の意味の作戦協力というものは軍人同士で決めてお

すからあれですけどもーレもう一年おやりになっていたら︑少し
伊藤︵圭︶

いて︒そして︑それまでだって結局︑﹁制服﹂と米軍との間でやった

と︑ガイドラインみたいなのを作っても結局ふんわかしたもので

や似ているところがあると思うのは︑あの時期にガイドラインと

また状況も違うのかなとか︵笑︶︒．

いうような防衛分担みたいなことを︑あれだけ時間をかけてやる

のは︑必ず長官まで上がってくるわけです︒我々も参加しています
し︑我々も知っているわけですからね︒それで置いといて︑いざと

状況はおそらく違ったでしょうね︒久保さんと私はや

必要があるだろうかという気持ちは︑最初ありました︒だけどもう

いうときに発動しても︑そうおかしくないんじゃないかというの．

うんですね︒だから︑久保さんはあんまりガイドラインは熱心じゃ

決まっていたから︑結局︑私は九回かなんかのうちの八回︑ガイド

ということは︑きょうお話ししているガイドラインにつきまし

なかったわけです︒ところが︑坂田さんと丸山さんが国会の答弁の

が私の気持ちにはありましたし︑おそらく久保さんもあったと思

ては︑同じようなことはもうすでに統幕と在日米軍の問でやって

中でいろいろやっているうちに︑日米防衛分担というような雰囲

ラインができるまでやったわけです︒

いるわけですよ︒それを政府レベルに格上げするというんですけ

気が出てきたわけですね︒

﹂方︑海原さんに似ているかも知らんのですけど︑﹁分担すると

れども︑最近は日米安保協議委員会も向こうの国務長官やなんか
が出る会議になったんですけど︑当時は日米安全保障協力委員会

歩きですからね︒僕は︑最初は米軍にもあったと思うんですよ︒米

いったって︑自衛隊の分担するところなんかあるだろうか﹂という

在日米軍ですか︒

軍も最初はあんまり乗り気じゃなかったんです︒ところが︑アメリ

ですか︑安保協というのは︑こちら側は外務大臣と防衛庁長官です
伊藤︵隆︶

在日米軍司令官ですからね︒だから︑やつばり格が違う

カはカーター大統領になるわけです︒カータq大統領になって在

ような気持ちが私どもにはあったんです︵笑︶︒まだまだヨチヨチ

伊藤︵圭︶

韓米軍の引き上げをやるわけですね︒そうなってくみと︑やっぱり

けど︑向こうは大使とあれですか︒

わけですよ︒そういう場でコンファームしても︑どれだけの意味が

それで今度は︑アメリカの軍事サイ下からの要望が強くなって

あるだろうかというような感じはしました︒同時にまた︑アメリカ
務省の人が入るというのを非常に嫌うわけです︒そうすると結局︑

きまして︑結局︑ガイドラインというのが両国政府によって非常に

ちょっと慌てたんでしょうね︒

決めるということ自体が漠然としたものしか決められないというr

注目されるような経過を辿ることになるんです︒それ︑によつ．て日

も日本もそうなんですけど︑﹁制服﹂サイドは軍事的な作戦面に外

ようなことが最初からあったものですからハそれだったら今まで

本も防衛力を増強しなきやならんということになって︑そんなご︑

とを踏まえた結果だと思うんですけれども︑例のF15とかP3C

ずっと毎年やっている研究でもいいじゃないかというような気持
ちが私にはありました︒
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とかね︒そのあとになってくるとイージス艦なんか︒これは私は知

かは知りませんけど︑内閣委員会で航路帯を設けるというような

じはちょっとしましたね︒しかし︑それは前にも申し上げましたよ

比べると四倍ですから︑﹁どうしてこんなのが必要かな﹂という感

ったりしました︵笑︶︒一機百億円でしょう︒今までのファントムに

最も性能の高い飛行機です︒こんなのを持つ必要があるのかと思

す︒だから︑私は考えてみると︑当時︑F15なんていうのは世界で

いうのが︑サイパンから東京までというのであったわけです︒関西

防の頃からあるわけですね︒数十隻の船団を護衛しながら来ると

護衛方式というのが︑それは海原さんがやっておった一次防︑二次

この考え方は︑ぜんぜんないわけじゃないんですよ︒いわゆる船団

ンに二本の線とかなんとかいうようなことを発言するわけです︒

ンを︑一つは東京からサイパンまでですか︑一つは関西からサイパ

りませんけどね︒私が局長時代に決めたのがP3CとF15なんで ことを言うわけですね︒航路帯︑シーレーンですね︒そのシーレー

うに大綱の方向が決まっていたものですから︑もうそのときには

んかではそんなのがちよっと出ているみたいですね︒

すでに機種の選定作業も進んでいましてね︒F14かF15か︑という からというのはその後︑どうして出てきたのか知らんけど︑答弁な
ような時代だったですから︑結局それに行くわけです︒それから︑

十五日に日米防衛協力を検討する基本原則としてこういうことが

例の白紙還元のあとP3Cがいいということで︒P3Cを百機持 そして︑先生からいただいた新聞記事の中で︑五十一年六月の二
っている国は︑アメリカと日本以外にはぜんぜんないわけですね

してこういうふうにしようというのが︑いわゆるガイドラインを

決まったというようなことが出ているんですね︒その基本原則と
︵笑︶︒

︵笑︶︒

伊藤︵隆︶

作るにあたって︑両政府が新たな義務を負わないということ︒それ

から文民統制を徹底してやるとか︑憲法上の制約を考慮するとか︑

そうですよねえ︒

伊藤︵圭︶

公開を原則とすると︒こういうのが新聞に載っているみたいなん

佐道

五機︑確か持っていたんです︒だから︑そういうような方向に行っ

ですけど︑私もあんまりはっきり記憶がないんです︒当時はまだ参

F15だってそうですよね︒当時ではイスラエルが二十

て︑ガイドラインの存在は日本の防衛力を向上するのにはそれな

事官だったものですからね︒こんなのが国防会議の議員懇談会あ

たりで話し合われたのかもしれませんね︒こんなことで進めたい

りの役に立ったかなという感じはするんです︒︵笑︶

それできょうは︑持ってまいりましたのは︑ガイドラインがどう

らここに書いたのは︑私が七月十五日に防衛局長になったからで

究・検討することについて了承を得られたというような記事があ

それを︑七月十五日の議員懇談会で︑基本的にガイドラインを研

というようなことだと思うんです︒

す︒だけど︑このあいだもお話ししましたように︑これは五十年頃

るんです︒そういう流れがずっと出てきとったんかなという感じ

いう格好で進んだかということなんですけど︑五十一年の七月か

がら動いてい﹁ましてね︒そして︑前にお話しした資料としてここに

そして今度は︑八月に﹁三木・フォード会談﹂がありまして︑こ

がするんですね︒

それでこの間︑この四月の一日の後︑五月三十日に三木さんと坂

れからさらに一層親密に協力しようというようなことがあって︑

持ってきたわけですね︒

田さんとのあいだで話し合って︑もっと防衛分担について研究し

そして九月に﹁防衛を考える会﹂の報告が出てくるわ．けです︒

その前に︑﹁三木・フォード会談﹂があったあと﹁坂田・シュレジ

たいというようなことで︑総理も了承するみたいですね︒そんなこ

とで話が始まっていって︑そしてこれは丸山さんの考え方かどう
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ンジャー会談﹂というのがあるんです︑八月の二十九日に︒そこで

それで私が十五日に防衛局長になってから︑直接担当すること

で決まるわけです︒

．会かなんかだと思うんですね︒そんなようなことで︑十六回の会議

当時︑確か審議官なんです︒それで来いということで︑﹁防衛を考え

一層協力をやろうと︒この会談に︑実は私も出ているんです︒私は

る会﹂をやっていたせいですかね︒覚えていますけど︑そのときに︑

になるわけです︒七月の二十七日に基盤的防衛力構想によって大
．綱を定める方針が決定したというのが新聞の記事にあるんですけ

んだか分かったような分からないような顔をしていました︒私も

というようなことを言うんですね︒それで︑シュレジンジャーもな

ですけれども︑従来アメリカと軍事面を含めた包括的な協力体制

まず︑防衛協力小委員会の目的なんですけれども︑これは一般論

ど︑これはあんまりはっきり記憶がないんです︒

坂田さんがわけの分からんようなことを言うん−です︒﹁三岳の射﹂

内容的にはあんまり大したことはなかったと思うんですけど︑た

的には従来もいろいろあったわけです︒だけど︑日米防衛協力関係

の研究協議が行なわれていない︒しかも︑そういった場もないとい

そして今度は五十一年になると︑防衛問題について三木さんが

というのが進んでいるんだという印象を与えたいという気持ちが

だ︑これから協力を進めるために研究しようじゃないかというよ

シビアなことを言い出すわけですね︒内閣委員会とか予算委員会

坂田さんにはあったと思うんです︒坂田ざんは︑とにかくなんでも

うようなことから︑防衛協力の目的を達成するために協議する委

で︑武器輸出三原則は紛争当事国とかなんとか三つぐらい制限が

かんでも公表して国民の理解を得なければ︑防衛問題というのは

うなことを話し合ったのは記憶があるんです︒だから︑実質的な出

あるでしょう︒それ以外の国についてもやらないというようなこ

進展しないという気持ちがありましたから︑﹁︹防衛を︺考える会﹂︑

員会を設けるんだというようなことになったわけですけど︑実質

とを言うわけですね︒これが実質的に武器輸出が不可能になる原

次にガイ下ラインというような格好でいったんだろうと思うんで

発点はそのへんからかもしれませんですね︒

因になってくるわけです︒そういうことが二月にあったわけです︒

す︒

談﹂があって︑新聞発表でさらに今後︑緊密にやっていくというよ

そして︑先ほど申し上げましたように八月に﹁三木・．フォード会

そして︑このいただいた記事によると︑六月頃になって大蔵省が︑

とても五十二年度から発足できないというようなことを言ってい
るみたいなんです︒

ず書いてありますように︑これは私が︹防衛局長に︺なる一週間ぐ

こなうというようなことを新聞発表しているみたいですね︒

いて︑関係当局が日米防衛協力安保協議委員会の枠内で協議をお

うなことを発表するわけですね︒両国が一緒にとるべき措置につ

らい前ですね︒日米安保協議委員会の十六回︹の会合︺で日米防衛

そして八月二十九日に︑さっき申し上げました﹁坂田・シュレジ

今度はいよいよガイドラインになってくるわけです︒ここにま

協力小委員会の設置に合意するわけです︒

ンジ㍗1会談﹂があって︑有事の場合に効果的な作戦行動を実施す

るために︑日米防衛協力の諸問題についてやりましょうというよ

これはその前に私も記憶があるんですけど︑最初︑坂田さんと丸

山さんは独立の機関として日米防衛協力を検討する委員会を立ち

これが八月の二十一日で︑その前に安保協議委員会で設置が決

うなことになったわけですね︒

臣で︑せっかく日米安保協議委員会があるんだからその下部機構

まって︑第一回の会合が五十一年の八月三十日にあるわけですね︒

上げようどしたわけです︒そうしたら︑確か大平さんが当時外務大
でいいじゃないか︑というよヶなことを発言したのです︒議員懇談
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ですから︑ガイドラインで決めたことは全部公表しましょうとい

うようなことだったんです︒そのことについては︑アメリカ側もあ

士がやるんであって︑向こうだって﹁制服﹂の連中は大使館の公使

■防衛協力小委員会で何を詣し合ったか
これはどういう構成になるわけですか︒

なんかに喋る気がないものですから︑そんなようなことで合意し

んまり文句を言わ復かったのは︑どうせ具体的なことは﹁制服﹂同
伊藤︵隆︶
防衛協力小委員会ですか？

伊藤︵隆︶

伊藤︵圭︶

伊藤︵圭︶

か︒

たんだろうと思いますね︒それが最初の顔合わせなんです︒

ね︒それから防衛庁が防衛局長です︒﹁制服﹂は統幕の事務局長︒こ

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶ はい︒

の三人が日本側です︒アメリカ側は︑アメリカ大使館の公使と在日

しょうね︒国務省と国防総省が一緒に来るし︑こっちは外務省と防

ではないですね︒いわゆる国務省の代表ということで

じゃあ︑公使というのは別に防衛関係ではないんです

米軍の参謀長なんです︒だから︑日米安保協議委員会より少し下の

衛庁が一緒にやるということでやったんでしょうね︒

その構成は︑まず日本サイドは外務省が北米局長です

段階ですね︒だから︑実務家︒この中に入ってないんですけれども︑

そして︑第一回をやったあとミグ事件が起きるわけですね︒そん

とをやっていこうかというようなことで意見を交換するわけで

オブザーバーとして太平洋軍司令部のハワイから作戦部長な．んか

オブザーバーでも発言はするわけですか︒

す︒ガイドラインの性格そのものが︑両国の政府を束縛するものじ

な状態で︑ゴタゴタやっているうちに十月に第二回目をやるわけ

伊藤︵隆︶
発言するんです︒

ゃないというようなことね︒それから︑軍隊の行動についてはそれ

が参加しとったんです︒これはいわゆるメンバーじゃないけれど

伊藤︵圭︶

じゃあ︑一応三対三ですね︒

です︒第二回のときは︑これからの研究・協議についてどういうこ

伊藤︵隆︶

ぞれの軍隊の指揮官が命令権を持っているというようなこと︒そ

も︑オブザーバーとして常時来ておったというのが実態ですね︒

伊藤︵圭︶そうです︒だから結局︑決定のときはこの五人で決めて︑

んなようなことをいろいろ話すわけです︒

そのあとすぐ防衛計画の大綱が決まるわけです︒そして︑この大

決定権の中には入らないんですけど︑意見を交換したり︒そんなよ
うなことでずっと進めてきました︒

炉藤︵圭︶

かというのを決めるときに︑﹁当面の防衛力整備について﹂という

はどういうことかというと︑主要項目で来年度どんなものをやる

綱の後︑十一月の五日にGNPの一パーセント以下に留めるとい

初の︑八月三﹂十日は顔合わせなんです︒これからどういうふうにし

項目があるんですね︒その中で︑GNPは当面一パーセント以内を

やっぱり第一回は︑これからどうやってやっていくか．

てやっていくかって︑意見を交換して調整していこうというよう

目処として編成するというようなことが決まるわけですね︒だか

伊藤︵隆︶

なこと︒それから︑ガイドラインで決めたことは全部公表しようと

ら馬一パーセント以下というのはこのときに︑どうも決まっている

うことが国防会議で決まるわけです︒国防会議で決まるというの

いうようなことを言うわけです︒ということは︑結局︑日米安保条

みたいですね︒私もあんまりはっきり記憶がないんですけど馬そう

という話でございますか︒

約でいろいろ秘密の約束があったというようなことで国会で叩か

いうようなことがあったみたいです︒

そうです︒それからだんだん話を進めていきますが︑最

れたことがありましたでしょう︒そんなようなことがあったもの
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とき︒︹そして︺日米安保条約には︑極東の平和安定のために米軍がノ

れから極東で何か事件があって日本に波及してくる可能性がみる

含んでいるわけですね︒だから︑日本に直接攻撃があった場合︑そ．

当に攻撃を受けた場合ですね︒それから︑﹁その恐れのある場合﹂も

・のときに内容として三つに分けましょうということで︑一つは本

そして︑十二灯の六日に三回目の防衛協力小委員会があって︑そ

うようなことを研究しましょうというよヶなことだったですね︒

ら︑後方支援体制についてどういうふうな調整をするかと︒そケい

です︒そういうものの調整をどうするかというようなこと︒それか．

日本は持っていますけど︑戦略情報というのは持っていないわけ

いうようなごと︒それから情報では︑いわゆる戦術情報的なものは

けですね︒そのために作戦上︑どういう概能をどう調整し合うかと

それからもう一つは︑これ以外の極東における事態で何か問題

が起きて︵我が国の安全に非常に影響を与える場合にどういう問

行動するというのがありますね︒そのときにどういう協力ができ
るかというのは︑その次の問題︒それを効果的におこなうために共

題が起きるだろうかということを研究しようということだったん

ですけれども︑実はこのときはほとんどやらなかったんです︒とい﹁

同訓練とか演習をやっていこうというような︑大体三つのカテゴ
サーに括って研究しましょうと︑いうようなことで了解されたわけ

協力してどんなことができるかなんていうことを検討するだけで

うことは︑当時は非常に厳しい状況であったものですから︑日米で

てね︒日本の場合にいろんな制約があσます︒憲法上の問題がみる︒・

も︑大変な議論になる可能性があったものですから︒

です︒了解するにあたって︑まず前提条件というのを話し合いまし

それから政策的には非核三原則とかそういう問題がある︒そうい

のを承認曾てもらって︑それで終わるわけです︒あとは具体的なも

告して了承を得るということなんですけど︑ガイドラインそのも

それから︑この研究を討議した結果は安全保障協議委員会に報

それは結局そういったいろんな当時の情勢から見て︑社会党の勢

うようなことを言ってきたのを︑第︸回目は断わっているんです︒

ワイでありましたでしょう︒あのときに︑最初に参加してくれとい︑

関係あるかどうか分かりませんけども︑リムパックというのがハ．

この頃の問題で覚えていますのは︑いわゆる極東の安全と直接

のについてはふ秘密の程度が高いものでいわば作戦面ですからね︒

力が強かったですからとても無理だろうというので辞退しまし

・うものを越えるような研究はやりませんと︑いうようなことです︒

それは結局︑︹安全保障︺協議委員会まで上げるようなことはしな

なるんです︒

た︒確か二回目．か三回目ぐらいからリムパックに参加することに

ということは︑かなり具体的なこともここでやったと

かったと思います︒その後もしてないと思いますね︒

伊藤︵隆︶
伊藤︵圭︶

らその後︑航空嘗衛隊がグアムなんかに行って一緒にやったりし

やろうということで︑これはかなり盛んにやりだしたんです︒だか

その次の第三番目の項目にあります協同演習とか訓練を一緒に

事項として多少具体的なものとしてこんなことをやっているんで

たこともあって︑そんなことで役に立ったのかなという感じがす

いや︑ここではやりませんでした︒ただ︑その後に研究

すよ︒我が国に直接武力攻撃がなされた場合︑またその恐れのある

るんです︒

rいうことですか︒

場合に︑どういうこ之を研究するかというのでね︒それに対してま

伊藤︵隆︶
伊藤︵圭︶

それは︑・この能書防衛協力について実際の運用につい

ことができるんですか？

そういケ協力の場合は︑どこがOKを出せばそういう

ずどういヶ形で対応ずるかという基本構想ですね︒それから︑米軍︑
戦略

といいますか︑守るほうで︑打撃面は米側にやってもらうわ

．の機能と自衛隊の機能というのは違うわけですね︒自衛隊は

守勢
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ては防衛庁長官に任せてくださいということを︑坂田さんが議員
伊藤︵圭︶

安全云々ですね︒実際問題︑朝鮮半島と台湾は念頭ですか？・

するということで︑直接一緒に共同作戦なんかはなかったわけで

そうです︒そのときに結局︑やる項目というのはどうい

懇談会で言っているんです︒それで了承を取っているんですねっ

うことかというと︑今度のテロ対策特別法かなにかで決まったよ
︑うに︑米軍に対する補給とか基地提供とかそういうのを速やかに

だから結局︑防衛庁の長官がその責任を負うというこ

伊藤︵隆︶ そうですが︒

伊藤︵圭︶
とになっています︒

ようなことですね︒

す︒だけど︑それでもそヶいうことに対してすら︑当時は基地反対

伊藤︵圭︶

佐道

長官の指示があればいつでも協力というか︑合同演習

きまして︑長官の承認を得て実行していましたからね︒前からそれ

うことなんですよね？

伊藤︵隆︶

はずっとそうやってきとったわけです︒特に海上自衛隊とネイビ

伊藤︵圭︶

運動というのが大変強かっ．たものですから︑やらなかったという

ーなんていうのは︑盛んにやっていました︒ただ︑このガイドライ

結局これを踏まえてその後おこなわれたわけですね︒ところが︑テ

とかそういうことはできると︒

ンができてから︑陸軍がハワイかち来て一緒に北海道で演習なん

ロ対策になると周辺じゃなくなつちゃったものだから︑慌ててテ

そうですね︒だから︑全部その後は業務計画で上がって

かをやったりね︒それから︑横浜の港で上陸作戦みたいなことをや

ロ対策法というのを作ったわけですね︒だから︑これから考え方は

そうなんです︒だから︑周辺事態における後方支援は︑

これは︑今で言うところの周辺事態における後方支援とい

るゆあんなことは活発にやるようになりましたね︒

とかそういうものを使うので︑一緒にやるということはあんまり

ましたから︑それこそ日本は防空作戦だけ︒アメリカは戦略爆撃機

なかったですね︒それは︑航空の場合には非常に任務が限られてい

ロというのはいつどこで来るか分からんから︑いわゆる戦闘区域

ども︑あれを見ると︑とにかく物凄く緊張しているみたいです︒テ

デオを撮ってきたのを﹃クローズアップ現代﹄でやっていましたけ

一昨日ですか︑たまたまインド洋に行った海上自衛隊の人がビ

どういうふうになっていくのですかね︒

なかったです︒ただ︑日本で防空作戦をやるときに︑日本の航空自

とかそういうのがまったく関係ないんですね︒

それから航空自衛隊は特に㍉一緒にやるということはあんまり

衛隊の手に負えないのはアメリカが手伝ってくれるということは

佐道

伊藤︵圭︶

そうですよね︒

ずっと決まっていますから︑そんなことのたみに一緒に訓練をや
ったりなんかすることはありました︒三沢なんかの基地を使って

う︒あんなようなことが起きるんじゃないかということまで心配

ソマリアかなんかの海岸でもテロ事件があったでしょ

やるとか︑あるいは沖縄でやるとか︑そういうことはありました

銃とかなんとかなんです︒結局︑テロ対策だからね︒引率していっ

懸命やっているんです︒射撃訓練といっても大砲じゃなくて機関

してね︒テレビで見ますと︑イン下洋の上で射撃訓練なんかを一所
そういう個々の事柄は︑防衛庁長官の指示ですべてで

ね︒

伊藤︵隆︶
きると︒

た司令官なんかも言っていましたけれども︑とにかく日本で生活
そうですね︒それはそういうふうになっていました︒第

伊藤︵圭︶

うなことを言っていますけど︑それはそうだろうと思いますね︒

している人にはまったく分からない環境の中で苦労したというよ
三回目がそんなようなことでした︒
︑伊藤︵隆︶ 二項目めの︑実際に議論されてなかったという極東の
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佐道

テロというのは︑今までとぜんぜん違う次元の問題で

しかも︑自分を守る術というのはあんまりないわけで

そうですねえ︒

伊藤︵圭︶
すからね︒

伊藤︵隆︶

事法制というめが始まるわけですね︒﹂この五十二年の一月末に政

府の予算案が決まっているんです︒これは福田内閣に替わってか

らやって︑確か予算が遅れた年なんですね︒そして四月になって︑

防衛協力小委員会の四回目が︒このときは︑いわゆる当面︑我が国

るわけです︒しかし︑テロ自体にアメリカが手を焼いているでしょ

伊藤︵圭︶

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

はい︒そうです︒第一の議題︒それからまずやりましょ

これは第一の議題ということですね︒

りましょうということが︑第三回で了解されているわけですね︒

に対する武力攻撃があったときには備えるということを中心にや

う︒べ・トナム戦争みたいになってきているわけですね︒そうなっ

うというようなことであったわけです︒と．ころが今度は︑それをや

すから︒

てくると︑あれは二年の時限で行ってるんですけど︑二年経ってま

るについても︑やっぱりもっと細部に亘ってやらんといかんとい

そういうことですねえ︒今度は派遣部隊の期間が伸び

だこういう状況が続いたらどうなるのかな︑というような感じが

うようなごとで下部機構を作ろうじゃないかというので︑その作

戦とか情報︑それから後方支援とい・うそれぞれ部会を作るんです

しますね︒

佐道

ね︒そして︑部会を作ってどういケことをこれから研究すればいい

それに︑下手してアメリカが︑北朝鮮だイラクだなんていろ

いろやりはじめたら︑大変じゃないかと思うんですけど︒

この作業部会のメンバーは︑どういう方ですか︒

これは主として在日米軍の司令部の作戦部長とか情報

﹁制服﹂同士なんですね︒

部長なんか︑こっちは統幕の第三部長とか第五部長とか．いわゆる

伊藤︵圭︶

佐道

作るのを四月の第四回で決めるわけです︒

かという内容を検討しようということで︑三つの部会︑作業部会を

︵笑︶いやあ︑本当にどうなっていくのかと思ってね︒だ

伊藤︵隆︶ 今はそれだけの︑力がないでしょゾつ︵笑︶︒

伊藤︵圭︶

そうですね︒パレスチナの問題を解決できれば︑いろん

って︑アメリカはパレスチナの問題一つ︑解決できないんですから
．ね︒

伊藤︵隆︶

なご．とがほとんど解決しちゃうんですけどね︒︵笑︶

佐道 もう﹁制服﹂が中心で︒
．伊藤︵圭︶ そうです︑﹁制服﹂が中心なんです︒それ全体を統括す

そうですねえ︒あれも大変ですね︒とにかく私がびっく

りするのは︑確かに戦時に敵艦を目標にするのと︑平時に一般市民

るような格好をしたのが︑栃衛庁でいうと防衛課長なんですね︒そ

伊藤︵圭︶

を無差別に殺画するのでは基本的に違いますが︑ムスリムという

れから︑外務省の安全保障課長︒その二人が幹事営みたいになって

さっきから伺っている防衛協力小委員会の北米局長と

んですか︑マホメット教徒というのは︑自己犠牲という点では神風

伊藤︵隆︶

やるというようなことだったですね︒
︵笑︶︒

特攻隊みたいなもんですから︑あれはどうにもならないですね︒
伊藤︵隆︶

防衛局長︑そのあいだでは事前にいろいろ打ち合わせをするわけ
本当ですよね︒昨日今日︑高校を卒業したばかりの女の子が

佐道

なんですか？

・
自爆したりするんですからね︒

伊藤︵圭︶

これは直接はほとんどやらなかったですね︒ただ︑この

伊藤︵圭︶

ときは確か︑最初の頃は︑安保課長が今の国連の佐藤︵行雄︶大使

その通りです︒それで︑︹五十一年︺十二月の二十四日

に福田内閣ができるわけです︒福田内閣になってから︑いわゆる有
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なんです︒そのあとは丹波︵実︶さんなんです︒それでよくそうい
伊藤︵圭︶

伊藤︵圭︶

まさにその通りですね︒そういうことです︒

この頃はいわゆる役人がどんどん仕事を進めてお膳立

︵笑︶︒

伊藤︵隆︶

すると︑防衛課長なんかとやっていたということです

う人が私のところには来ていましたね︒

伊藤︵隆︶

長官の坂田さんなんかには︑説明しますけどね︒

てをして︑そして報告するというような形でした︒もちろん防衛庁

伊藤︵圭︶

佐道

か？

れで局長になると︑ご存じのように当時は半分ぐらいは国会なん

すね︵笑︶︒．

そうですね︒防衛課長同士はよくやつ︑ていましたね︒そ

ですね︒なもんだから︑事務的なことはほとんど課長がやるんです︒

伊藤︵圭︶

だから結局︑三木内閣というのは︑国会がゴタゴタしと

ああ︑そうですね︒

いるんですよ︒

ところが三木内閣というのは︑国防会議を一番開いて

だけど︑三木内閣自体がそれどころではないという感じで

それでこういうことでやってきたというようなことを聞いていま
した︒

伊藤︵隆︶

これはしかし︑作業部会を作って︑しかも統括で防衛課長や

佐道

伊藤︵圭︶

ったから︑そのあいだ暇もあったんじゃないかなという感じがす

安保課長が上に門補いるとしても︑具体的な話はもう専門的です
から﹁制服﹂にならざるをえないと︒

一

るんですね︵笑︶︒

︵笑︶︒

議会に︒

伊藤︵圭︶ そうです︒﹁制服﹂同士ですよね︒

伊藤︵隆︶

伊藤︵圭︶ そうそう︑仕事は進みましたね︒

そうすると︑防衛庁はともかく︑外務省では余計話がよく分

佐道

佐道

分かりにくくなるんでしょうね︒

伊藤︵隆︶

︵笑︶だから︑仕事は進んだと︒

かりにくくなるということですか︒
伊藤︵圭︶

分かりにくいというか︑分かちないんじゃないですか

このときの防衛懸案はないでしょう？

伊藤︵隆︶

そうですよね︒防衛問題で国会でトラブルになるというこ
とはないわけですよね︒

佐道

伊藤︵圭︶ それはなかったですね︒

︵笑︶︒

伊藤︵圭﹀ ああ︑分からない︵笑︶︒

佐道

伊藤︵隆︶

分からないですよね︒

佐道それと︑これは五十一年の中からバーツと進んでいきます

佐道

やるはずですよね︒ぜんぜんそれがなかったです︒結局︑

一つの流れの中でいい点があったのは︑例の田中内閣のときに﹁平

．伊藤︵圭︶

防衛問題どころではな．いという︵笑︶︒本来では日米防衛協

挙党協ですから︵笑︶︒

けども︑八月に第一回の︹防衛協力︺小委員会ができて︑十二月中
の真っ最中で︑国会審議なんていうのはほとんど

力とかこういうお話だったら︑それこそ社会党も含めて相当⁝⁝︒

三木おろし

福田内閣ができますけども︑国政全般ではこれはもう例の挙党協
で

止まったような感じになっている︑そういう状況の最中ですよね︒

寄ってきているんですよね︒そういう時期だったものですから︑そ

和時の防衛力﹂を出しているでしょう︒あれに社会党がかなり歩み

佐道

ういう中でやっているんだというのは一つの安心感もあったんで

︑伊藤︵圭︶ ええ︑そヶですね︒

けれども︑国会ではもうそれどころではないという形でやってい

しょう︒だから︑あんまり攻めなかったですね︒

それから︑これはもう粛々として事務方で進めておられる
たわけですね︵笑︶︒
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佐道

GNTの一パーセント枠どいうことも決めたし︒

伊藤︵圭︶ そうですね︒

非核三原則もあるし︑だんだん振り上げた拳が少しず

いうものについてどの程度理解していたかということはちょっと
私も分からないんです︒

というのは︑こヶいうエピソードを申し上げると失礼かも知ら

んけど︑やっぱりあの人は責任を感じて︑﹁具体的なことは私は答

伊藤︵隆︶
つ落ちてきて︵笑︶︒

弁しますから﹂と︑復るべく自分がやろうと努力するわけです︒ど

こ．うが︑その答弁がぜんぜん分からないんですね︒ですから︑速記

伊藤︵圭︶ そうそう︒

どこへ持っていけばいいんだという⁝⁝︒

者が来て﹁今の答弁の内容はどういうことなんですか﹂って言うん

佐道
伊藤︵圭︶

です︒

楢崎︵弥之助︶さんなんかが言っ．ていました︒﹁平和時

の防衛力﹂は︑それなりに評価できるけど︑社会党が評価するとす

伊藤︵隆︶・佐道

そうですが︑速記というのはそういうものなんですか︒

それで速記者に教えてやって︑そうして直しちゃった
伊藤︵隆︶

だって︑分かんないんだもの︵笑︶︒

伊藤︵圭︶

問をして︑﹁日米で防衛の役割分担なんかを決めているということ

伊藤︵圭︶

︵笑︶︒

︵笑︶︒

ぐ憲法改正になるからダメだというようなことをね︵笑︶︒
伊藤︵隆︶

があるど思うけども﹂という発言をしたら︑坂田さんが﹁いや︽実

伊藤︵隆︶

りしたことがありましたね︒

は何も決められていないのです︒しかし︑今︑おっしゃったのば大

伊藤︵圭︶・だから︑速記者が分からんのだから︑答弁を聞いた質問

この日米防衛協力の話は︑社会党の上田哲さんが国会で質

変重要な問題なので︑これからそれを進めていきたいと思う﹂と︑

者だって分かるはずがないんですね︵笑︶︒

．佐道

上田さんの発言を逆手に取ってやったということらしいのです

佐道それはもうぜんぜん意味不明なことをお話になるというこ
となんですか？

︵笑︶︒

が︒

そういうことがあったでしょうね︒

伊藤︵圭︶

伊藤︵圭︶

佐道

んだからう脈絡がなくなつちゃうんですね︒︵笑︶

佐道

しかし︑基本的に坂田さんのときに決められたわけですよ

たけどね︒

︐と言うから︑私がこうだと言うとそれでちゃんと直していきまし

﹁こういう吋容だったんですけど︑これはどういう意味なんですか﹂

伊藤︵圭︶︐私もあれは初めて経験しましたけどね︒速記者が来て︑

︵笑︶︒

いや︑意味不明というより︑あっちこっちに話が飛ぶも

なって三原︵朝雄︶さんが長官になられるわけですね︒

伊藤︵隆︶

じゃあ︑そういうこともあったわけなんですね︒福田内閣に

伊藤︵圭︶ はいゆ

三原長官というのは︑どういう感じの方だったですか︒

■強まってきたアメリカの要望
佐道

ね︒日米安保協でその小委員会を作って日米防衛協力を進めてい

三原長官とい．う人は︑私は直接仕えたからよく知って

伊藤︵圭︶

そうです︑踏襲ですね︒もう動いていますから︑それを

くという︑この方針はもう踏襲と︒

伊藤︵圭︶
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いるんですけど︑物凄く真面目な人なんです︒だけど︑いわゆる右

翼的な考え方の人であることは間違いないですけど︑防衛政策と
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、

ゆる後押しするような︑挺子入れの材料．にも使えたわけですね︒だ

が自衛隊ももう少ししっかりやってくれというのに対して︑いわ

けですよ︒結局︑こういうのをうまく利用して︑その頃はアメリカ

すぐやめうというようなことはなかったですね︒そのまま行くわ

伊藤．︵圭︶

れからいうとそんなに別に何も変わったことはないかなと︒

たんだと︒要するに三木内閣から︑ということなんですけども︑流

伊藤︵隆︶

伊藤︵圭︶

だから︑外側から見た色はハト派からタカ派に変わっ

そうですね︒必ずしもそうじやなかったですね︒

︵笑︶︒

︑佐道

そうですねり

伊藤︵隆︶

そうですが︒

池田さんを批判するためにいろいろおっしゃっていたの

伊藤︵圭︶

佐道

︵笑︶︒これは海原さんも同じ︹意見︺ですね︒

ニャグニャになつちゃつたというような印象のほうが強いですね

じがするでしょう︒あの人は︑首相になった途端にもうぜんぜんグ

変わったことはないですね︒むしろ私なんかがずっと

から︑福田さんもそういう観点から進められたんだろうと思いま

見ておって驚いたのは︑佐藤さんというのはかなりタカ派的な感
福田さんはどっちかというとタカ派ですから︑こうい

すね︒

伊藤︵隆︶
うのは問題ないんですね︒

伊藤︵圭Yええ︒だから結局︑福田さんはこの前のときは外務大臣
かなんかをやっていだんですかな︒三木さんのときはコ

三木さんのとき︑最初は入閣してたんじゃなかったつ

入閣していましたね︒

伊藤︵隆︶
け︒

佐道

・がへ結局ご自身は舌守つだけ言って何もしなかったという︵笑︶︒

なんか︑そんなような感じもあったですね︒だから︑割

伊藤︵圭︶

伊藤︵圭︶

それはありましたね︒

合に反対はしませんでしたね︒

こうやって防衛協力小委員会も個を重ねていくわけですよ

佐道

先生のお立場として︑首相にお会いになるということ

伊藤︵隆︶

衛協力のためのこういうことをやっていこうということを進めて

ね︒防衛庁の中の参事官会議などで︑大綱を決めてそのあと日米防

伊藤︵圭︶

れたんでしょうかb

おられるわけですけれども︑それについては何か議論がおこなわ

もあるんですか？
伊藤︵隆︶．それはどういう場面でございますかを

防衛局長ですか︒それはありましたね︒

伊藤︵圭︶︑これは三木さんのときなんかは︑よく具体的な問題や

伊藤︵圭︶ 防衛庁の中で︑ですか︒

佐道はい︒

質問を受けて説明なんかに行きましたゆ三木さんは面白い人でね
︵笑︶︑日曜日なんか突然うちに電話がかかってくるんです︒それで︑．

こういう日米防衛協力のあり方がいいのか悪いとか︑もっ

いや︒

伊藤︵圭︶

佐道

﹁明日︑記者会見するんだけど︑これはどう答えたらいいだろうか
ねえ﹂なんていう質問を受けたことがありました︒

でしたけど︑例えば予算全体のことについて前もって考え方を説

伊藤︵圭︶

これの報告は︑一応参事官会議ではあるわけですか︒

いや︑それは特になかったですね︒

そういう⁝⁝︒

とやるべきだとか︑もうちょっと控え目にしなきゃいけないとか︑

明する機会を作ったり︑そんなこともありましたですね︒

伊藤︵隆︶

これは一回ごとにしておったかどうかどいうのは︑あ

それから︑福田さんになってからはそういうことはありません

伊藤︵隆︶

伊藤︵圭︶

三木さんはハト派だと言われていますが︑必ずしもそ
んなことではないでしょう？
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1

丸山さんのお話を以前伺ったときに︑日米防衛協力という

んまり記憶がないんです︒あんまりした記憶がないんですよね︒

．佐道
ガイドラインがやがて決まっていくこれを進めるにあたっては︑
丸山さんの言い方ではだいぶ自分自身ひとりよがりのところがあ
って︑自分がひとりで跳ね上がってやつでいた面もあるというよ
うなことをおっしゃっていたんですね︒そうすると︑防衛庁の中で

その帰りに寄ったと思うんです︒それで﹁三原・ブラウン会談﹂が

︑あってから非常に米軍の日本に対する要望が強くなった︒そうい
う感じはありましたね︒

その前にハビブという国務省の次官が来て︑外務省で外務次官︑

それから防衛次官・アメリカ局長・防衛局長︑そういうのが集ま

って︑在韓米軍の撤退計画について説咀を受けたことがあるんで

みで臨んだというわけではなかったわけです︒ただ︑この過程の中

だから︑必ずしもみんなが﹁さあ︑やろう﹂というような意気込

ですかな︒

うような感じはありましたね︒それを言っておられるんじゃない

ましたし︑どうしてこういうのをいま作らなきゃなちんかなとい

さんとか私なんかにしてみれば︑前からそういう会議にも出てい

彼にとっては非常に新鮮な感じ．がしたかも知らんけれども︑久保

なりますが︑防衛局長時代からこれを始めるわけですね︒だから︑

事してきた者はね︒だから︑彼が官房長になってきて︑後に次官に

感じていなかったですからね︒現実の問題として︑我々いままで仕

伊藤︵圭︶

ですけど︑︑長官は帰りに必ず戦略軍基地とかなんとかに寄ってく

がおりました︒私は三原さんにも金丸さんにも随行して行ったん

す︒そのときに︵モートン・︶アブラモウイッツという国防次官補

に今度は︑九月に三原さんと一緒に私はワシントンに行くわけで︑

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

かなりの部分は︑元に戻っちゃうわけです︒

画になっているんですね︒それで四年で変わっちゃうものだから︑

に引き揚げるような計画になっていないんですよ︒計画ば五年計

思ったんですけど︑カーターの任期が四年でしょう︒四年のあいだ

思ったのは︑こういうのがアメリカ式の官僚の一つの抵抗かなと

形で﹂︑一個師団を引上げる計画だと説明がありました︒面白いと

す︒それで︑﹁いま韓国とやりあっているんだけれども︑大体こんな

で私が非常に感じましたのは︑アメリカの自衛隊に対する期待感

るわけです︒私はそういうところに何遍も行っているものですか

︑は意外と冷めて見ていたのかなと︒

というのが︑私が防衛課長の頃までとまったく違ってきたという

ら︑一日か二日︑ワシントンに残って次官補とかそういう人たちと

とになりまして︑自衛隊ももっと実質的な能力を高めてもらわん

たんですね︒﹁去年︑あ．なたは在韓米軍の前方展開というのは絶対

そのときに︑アブラモウイッツに﹁おかしいじゃないか﹂と言っ

﹁ああ︑こういうものかな﹂と思ってね︒そして︑その年

と困るというような気持ちが出てきたんだと思うんですね︒向こ

減らさないということを言っていたじゃないか︒どうしてこう変

それはそうでしょうね︒いままでの研．究でそう不便を

感じはしました︒それは︑カーターが大統領になって︑いわゆる前

実務的な話をしてたんですね︒

︵笑︶︒

方展開の兵力を減らすわけですね︒それで︑これは大変だというこ

ヶは後半になってから非常に熱心になってきました︒

えばカーター大統領が朝鮮半島から米軍撤退を指示するのです︒

して当選したのだからしょうがないと言うんです︒どうずれば一

や︑実はそれで悩んでいるんだ﹂と言って︑とにかく大統領が公約

わったんだ﹂って言ったら︑物凄く彼は不愉快そうな顔をして︑﹁い

五十二年になって﹁三原・ブラウン会談﹂というのが東京でありま

番影響力が少なくて済むかというような撤退方法．を研究している

特に福田内閣になった頃から非常に熱心になってくるのは︑例

した︒これは確か︑プラウ・ンがソウルで黒影安保協力会議を終えて︑
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のあとハビブが来て説明の中で︑五年計画になっていたので︑﹁あ

ところなんだ︑というようなことを言っていましたね︒それが︑そ

と言って︑非常に喜んだです︒

行ったときに︑金丸さんが﹁思いやり予算﹂でいろんなことをやる

伊藤︵圭︶

そうそう︑諸経費がね︒それで翌年︑金丸さんと一緒に

あ︑なるほど︑こういうことかな﹂と思いましたけどね︒

それで変動相場制になったからそうなったんですけどね︒

もともとと言えば︑ニクソンがドル防衛でいろいろやって︑

伊藤︵隆︶

佐道

カーターの評判が悪いんですね︒カーターは︑とても再選は無理だ

その頃︑私もワシントンに行っていろいろ訊いてみると︑物凄く

ろうというような雰囲気のときだったです︒そんなことがありま

伊藤．︵圭︶ そうそう︒︵笑︶

伊藤︵圭︶

最初はブラウンが来て︑今度は措待を受けてワシント

﹁三原・ブラウン会談﹂はワシントンと書いてあります

って基地においているガードマンがいるでしょう︒そのガードマ

る高度経済成長で︑円高になつちゃったものだから︑日本政府が雇

佐道 アメリカのせいなんですけど︵笑︶︒
︑伊藤︵圭︶ そうなんですよね︵笑︶︒ただ︑この頃は日本がいわゆ

︵笑︶︒

した︵笑︶︒

ンに行くわけです︒だから︑七月に来てワシントンと二回やってい

ンの給料が︑アメリカの軍隊の中佐の給料と同じだって言ってい

伊藤︵隆︶

るわけです︒それで金丸さんのときにば︑今度はこっちから行くわ

ましたね︒だから︑外でなんか物を買えないって言っていました

その次にワシントンに行ったときに︑ブラウンさんがこぼしとっ

が来たときに︑撤退問題なんかを話していったわけです︒それから

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

はい︒だから︑私が記憶していますのは︑ブラウンさん

東京に来たときも同席なさるんですか？

ええ︑これは私︑ついていきました︒全部︒

これはいずれも同席なさるんですか︒

衛協力の関係と︑それから日本がもう少し防衛負担をしてくれと

3Cが四十億というのが決まるわけですね︑これなんかは日米防

けです︒金丸長官が就任して︑例の予算のときにF15を百機とかP

防衛協力委員会のほうは作業部会でまたいろいろなことをやるわ

伊藤︵圭︶

ね︒

伊藤︵隆︶

ね︒

が︒

けですね︒

たのは︑日本の在日米軍の駐留経費が高くついてかなわんという
ぐらい置いていたわけでしょう︒それよりも日本のほうが高くつ﹁

伊藤︵隆︶

これは直接関係ないんですけどね︒ただ︑そういった協

ウーン︒これは直接には防衛協力ではないですよね︒

いうようなのが効いとったんじゃないかと思いますね︒

そうなんです︒そして今度はブラウン長官が終わって︑

︵笑︶兵隊の給料やなんかは変わらんわけでしょうから

ことを盛んに言っていましたね︒それであの頃︑ドイツには一．一十万

くということを言っていましたね︒

伊藤︵圭︶

力をしょうというのは︑ずっと進んでいましたからね︒流れとして

それは何でですか︒

伊藤︵圭︶

そういうことになったんでしょうね︒それで四回で三部会ができ

伊藤︵隆︶

のに︑例えば一億ドルかかっとったのが何もしないでも一億二千

て︑五回のときにそれぞれの作戦部会でどんなことをやるかとい

非常に円高が進んだときなんです︒それで何もしない

万ドルとか︑二割アップしちゃったというようなことを言ってい

うことが合意されるわけですね︒

まず作戦部会においては︑指揮及び調整︑それから作戦準備︑陸

ましたね︒
伊藤︵隆︶ 諸経費ですね︒
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係︒それぞれ専門家同士で問題を詰めていきましょうというよう

上作戦︑海上作戦︑航空作戦︒それから通信電子ですね︒そんな関

凄くナーバスだったですからね︒だから︑僕らの知らないようなこ

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶ 情報が漏れるとコ

伊藤︵隆︶

ともずいぶんやっていたかもしれませんね︒

特にアメリカ︑米軍は︑情報漏れというものに対して物

なことだった︒それから情報部会は︑その情報交換のシステムとか︑
︑情報活動するについての協力関係ですね︑そういうもの︒それから︑

これは当時︑日本には秘密保護法がないでしょう︒これを向こうは

やっているわけですから︑それがもつどブラッシュアップするど︑

・いうようなことなんでしょうかね︒

さっきのお話のように︑前からずっとそういうことを

気にしていまして︑秘密の保全ということについてどうするかと
いうようなことが中心になっていましたね︒

るときにいろいろ協力するのはどうやるか︒それから︑日本の武器

と同じなんですけど︑在日米軍は自衛隊の力なんかほとんどゼロ

にも何回か申し上げたと思いますけども︑これは海原さんの持論

と思いますね︒だから結局それまでのと違ったのは︑前

をアメリカから輸入するときにどうい．う協力ができるかとか︑そ

に近いと思っていたわけですね︒だから︑日本が攻撃を受けるよう

伊藤︵圭︶

れから日本での作戦の場合に︑アメリカの現地調達というのが増

な場合には︑全部俺たちがやらなきゃいかんというような気持ち

それから後方支援の関係では︑アメリカが日本でモノを調達す

えるわけです︒そういうものにどうやって応えられるか︑そんなよ

・

なんていうことは一言も言わなかったですね︒米側は﹁分かった︒

明するんですよ︒それに対して﹁もっとこういうことをやってくれ﹂

んですけれども︑自衛隊側がこういうことをやるということを説

を持っておったわけですねるそれに基づいて︑私も出た経験がある

だけど︑これは非常に具体的な問題になると︑統幕とい

うなことを研究しようというようなことだったですねゆ
伊藤︵隆︶

︑

ったってもっと下のほうの人たち︑具体的なことが分かる人たち
が参画しなければ分かんないわけですね︒

それだけやってくれ﹂と︑あとは全部俺たちがやるって︑そういう

だから︑もちろん作業部会というのは︑下の人もたくさ

伊藤︵圭︶

それがこの頃からは︑やっぱり自衛隊ができるということにつ

姿勢だったですね︒

防衛庁の中だけでやったみたいですね︒だから︑その作業部会の結︑

いてもある程度︑注文がついたんじゃないかと思いますね︒それか

ん入ってやるわけです︒作業部会というのは結局︑これはほとんど

果の報告みたいなのがあるときに︑防衛課長とか安保課長が来て

ら︑それに対してどういうことをやるというようなことでまた自

聞いて分かるかどうかですね︒︵笑︶︑㌧

聞くどかいうようなことだったですね︒
伊藤︵隆︶

・から︑それなりの意味はあったと思うんです︒

った一つの視点からの研究というのがなされたと思いますね︒だ

衛隊側もいろいろ努力はしたと思うんです︒その結果︑今までと違

意味はあったんですね︒

伊藤︵圭︶ いや︑分かるかどうかは別にしてですね．︵笑︶︒

佐道

伊藤︵隆︶

はい︒それで︑九月二十九日の第六回で中間報告という・

一応そのどきに聞くぐちいで︑実質的にはもう﹁制服﹂にほ

とんど任せていたと︒

伊藤︵圭︶

そういうごとですね︒だから︑本当に具体的なものをど

のがあったといいますが︑これも私はあんまり記憶がないんです︒

・伊藤︵圭︶

こまでそこで報告したかどうかどいうのは分からないですよ︒と

︵笑︶︒

どんな中間報告があったかね︵笑︶︒
伊藤︵隆︶
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いうのは︑特に外務省から来てるでしょう︒外務省の人に対しては
米軍も自衛隊も非常に警戒していましたからね︒
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■金丸長官の政治力
それで今度は︑十一月に金丸長官が就任するわけでし

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

ええ︑自由に使えるお金︒自由に使えると．いうのは︑

自由に使えるお金？

﹁本当に欲しいものにこれだけ使っていいってもらってきたから︑

なんか必要なものがあったら言え﹂と言うのでね︒それで﹁陸﹂﹁海﹂

になってから金丸さんが行ぐわげですね︑アメリカに︒このときも

策費なんかもそういう中からどんどん出て行くわけですね︒

申に入れて成立させたりしましたからね︒だから︑いわゆる基地対

﹁空﹂で欲七いものなんかを予算に計上して︑そしてそれを予算の

私が一緒に行ってたんです︒そうしたら︑経費分担なんかについて

伊藤︵隆︶ やっぱりこういう政治力のある人が大臣になると⁝
：●o

いつでいうことをアブラモゥイッツが私に言ったんです︒それで

日本の状況からいって︒それがついたというのは非常にありがた

で予算がつくなんていうのは想像もしてなかった﹂と言うんです︒

があったと思うのは︑答弁はほとんど私がしましたからね︑国会で︒

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶ 分からない？

伊藤︵圭︶

ただ︑金丸さんは防衛問題というのは︑それまでどうな

伊藤︵圭︶ それはもうぜんぜん違うんですね︵笑︶︒

伊藤︵隆︶

特にここに書いたんです︒おそらく予算化できたのは︑金丸さんの

野党も大臣の答弁なんていうことをあんまり要求しないんです

伊藤︵隆︶

物凄いですよ︒だって一機百八のを百機でしょう︒もう

物凄く高い買い物ですよ︑これね︒︵笑︶

伊藤︵隆︶

だから︑彼はただ座ってね︒それで時々立ち上がって

へえ一1

よ︒

伊藤︵圭︶

伊藤︵圭︶

なことを言うわけです︒そういうのが新聞のネタになるわげです

﹁敵に驚異を与えないような防衛力なんて意味がない﹂というよう

るみたいだけど︑このときは百億だったですからびっくりしちゃ

けどね︒それでも相手は別に怒らなかったですね︒凄いなと思っ

凄いですよね︒防衛庁長官としての金丸さんはどうですか︒

と思ったのは︑例えば大出俊代議士︵社会党︶︒ああいう人なんかを

ただ︑いわゆる政治家として﹁ああ︑こういう手法もあるのかな﹂

た︒

アバウトではあったけれども︑政治力というのはあ．つ

佐道

伊藤︵圭︶

題になっているけど︑政治とカネの問題なんですよ︒やっぱり面倒

手なづけるというのはどういうことかというと︑これはいま問

手なづけていましたね︒

ね︒

の大臣折衝で自由に使える枠として十億円︑取ってきましたもの

た人ですね︒大蔵省に対しても︑物凄く力があったんですよ︒最後

すからね︒︵笑︶

ったんですよね︒それを︑百機買うというのを決めちゃったわけで

八十五億ぐらいになっているみたいですね︒もっと安くなってい

大変なものですよ︒この当時の直島ですから︒今は実際問題として

それは分からんけれども︑やっぱり政治家として威力

分からんですよ︒

力があったんじゃないかと思うんですね︒

です︒というのは︑﹁私は実際のと一ころ︑F15とP3Cが五十三年度 んですかね︒

そのとき彼が最初に言ったのは︑﹁非常にありがたい﹂と言うん

イッツに会ったんです︒

のあと金丸さんが基地の視察に行ったあど︑私はまだアブラモウ

金丸さんが積極的にやるというようなことを言うわけですよ︒そ

ょう︒これは私︑特にここに書いたのは︑その翌年です︒五十三年

伊藤︵圭︶

〆
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ダメなんですかつ．

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

／を見ておったみたいですね︒だから︑例えば私なんかが大出さんの
ところに頼みに行って︑F15の問題のときなんかは︑質問はここま

んかには非常によくしてくれました︒いろいろやるんですけども︑

ダメだったですね︒だけど︑石橋さん之いう人は︑私な

でやってこれ以上はやらんでくれと言うと︑守ってくれましたか．
伊藤︵隆︶

ぜんぜんないというこどについては︑非武装中立は現実的な問題

をすると︑﹁君たちの苦労も分かる﹂と言うんですね︒﹁俺も軍備が

トコ干ン追及しないんですよ︒．石橋さんの部屋になんか行って話

伊藤︵圭︶︑︵笑︶だから結局︑委員会とか国会というのは一つの表

じゃないということは分かる﹂と言うんです︒しかし︑社会党が自

ああ⁝⁝そうですが︒

の舞台であってね︑日本の政治というのはどこもそうかも知らん

民党の政府に賛成したら憲法改正になると言うんですね︒だから︑

．らね︵笑︶︒

けども︑裏というのがあるなという感じがしましたね︒

ダメなんだって︒そんな話までしてくれましたね︵笑︶︒

大出さんなんていうのは︑一番そういう問題について︑

伊藤︵隆︶

伊藤︵隆︶

じゃあ︑海原さんと同じ︒伊藤先生も︑ずいぶん社会党

うるさい人ですよね︒

の議員さんたちと︒

ともやったですよ︒

それが結局︑F15を採用するということについてトコ

伊藤︵圭︶

．伊藤︵圭︶

んと料亭に呼んで︑それで一緒に飯食って︒話合うのです︒

伊藤︵隆︶ 共産党もですか︵笑︶︒

私は社会党の議員さんとか︑それかぢ共産党の先生方

トン追及しないんです︒質問がある一週間か十日前ぐらいにちや

伊藤︵隆︶ はあ⁝⁝︒

いわゆる

はしなかった︒ただ︑私はこれは努めましたね︒当時の国会の雰囲

ええ︒だから︑共産党の先生方も︑そんなにひどい質問

伊藤︵圭︶
根回し ですね︒

気からすると︑政府の対応として︑社会党の先生には丁寧に答えろ

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

そういう点は︑三原さんはぜんぜんできない人ですか

というんですかな︒

伊藤︵圭︶

と︑共産党には答えなく．ていいというようなスタンスがありまし

根回し

らね︒あの人はまっすぐな人ですからね︒

たよ︒だから︑共産党の質問に対してはわりにそっけなかったです

金丸さんみたいにお金がなかったですよね︒

伊藤︵隆︶

けど︑私は割合に親切というか︑誠意を込めて答弁はしたつもりな

んです︒それを買ってくれたんですかね︒正森成二さんですか︑あ

佐道．そうですよね︒
伊藤︵圭︶

の先生なんかが私が辞めたときに電話をくれまして︑﹁ご苦労さま

それはそうですよ︒持ρてないですよ︒

伊藤︵隆︶料亭に呼んでご馳走するだけの話じゃないんですから︑

足していることは︑私がやった二年間の防衛局長のあいだに︑防衛

﹁その通りだ﹂と言うんです︒そういう点で︑私が一つだけ自分で満

何もとことんまで喧嘩する必要はないじゃないですかと言ったら

とね︒だけど︑富士山に登る道が違うようにそれぞれ違うんだから︑

し上げていたんですけど︑日本という国を愛する気持ちは同じだ

国会というところは︑私は社会党の先生も共産党の先生にも申

でした﹂というようなことを言ってくれましたね︒
そうかも知れません︒というのは︑食事が終わってから

きっと︒

伊藤︵圭︶

N

﹁ちょっと政治家同士の話があるから席を外してくれ﹂と言うんで
すね︒僕が部屋を出ると何か二人で話してい．ました︒
伊藤︵隆︶．まあ︑政治家同士の話だったら︵笑︶︒

伊藤︵圭︶．だけどね︑そのときに石橋︵政嗣︶さんばそういう席に
来ない人でしたね︒
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︑

問題で国会が止まったことはないんです︒それだけはよかったな

伊藤︵隆︶ ああ⁝⁝︒

中曽根さんが防衛庁長官になったときよりも金丸さん

ほう⁝⁝︒

佐道

伊藤︵圭︶

がなったときのほうが︑力としてはあったんでしょうね︒

久保さんは非常に答弁のうまい人だったですけれどう久保さん

と思っているんです︵笑︶︒

伊藤︵隆︶

そうですよね︒

あったでしょうね︒あの人は闇の力があるから︵笑︶︒

のときは止まっているんですね︒上田哲議員の給油装置撤去問題．
佐道

とかで止まっているわけですね︒その点ではよかったと思ってい

伊藤︵圭︶

あの人は辞めた後も︑何度も僕らを呼んでご馳走して

何で止めるかというのは︑向こうの事情ですからね︒

くれたんですよ︒そのときに金丸さんが︑その頃はいわゆる副総裁

るんです︒︵笑︶

伊藤︵隆︶

そうなんですよ︒だから︑それは結局︑﹁ここで止めな

から﹁いや︑ぜんぜん思いませんでした﹂って言ったこともありま

ましたね﹂って言ったら︑﹁俺がこんなになると思ったか？﹂と言う

か何かでもの凄く羽振りのいい頃ですから︑﹁ずいぶんお偉くなり

伊藤︵圭︶

︵笑︶︒

いでくれ﹂って頼んでおけば止めないわけですよね︵笑︶︒
伊藤︵隆︶

その点は︑海原さんは横路︵節雄︶さんなんかとは連絡

した︵笑︶︒

伊藤︵圭︶

を取っていました︒横路︵孝弘︶さんのお父さんね︒だから︑本当に

伊藤︵隆︶ ︵笑︶ほう︒

しかし︑金丸さんは防衛庁長官をお辞めになったあとも︑

のような感じにおなりでしたね︒

そうなったわけですね︒だから︑彼は自分が分かってド

を集めたりしてやるということだったんでしょうね︒

ンというわけじゃなんですよね︒そういうのでいろいろ金なんか

伊藤︵圭︶

ドン

八○年代に防衛なんとかセンターとかいろいろ作って︑国防族の

佐道

あのお父さんも信義を重んじた人でした︒その意味では︑今の横路

それはあんまりやらなかったですね︒あの人はいわゆ

久保さんは︑あまりそういうふうなことはなさらない？．

さんの息子さんのほうがむしろダメですね︒
佐道

伊藤︵圭︶

．

る信念を持っていますからね︒﹁千万人といえども我行かん﹂︑とい

うようなところがありましたからね︒

伊藤︵隆︶

やっぱり防衛族というのはお金になるんでしょう？
佐道

もちろん︑こういうF15とか︒

︵笑︶︒

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

伊藤︵隆︶・︑佐道

ことなく説得しました︒それから︑国会の場でも正論を吐いておれ

それはなると思うんですよ︒というのは︑私が三菱電機

防衛産業とうまく⁝⁝︒

ば必ず通るというような信念がありましたから︑それはあんまり

伊藤︵圭︶

に入ってびっくりしたんですけど︑金丸さんの秘書に飛行機のこ

だから︑﹁制服﹂の人なんかの反対があっても︑ひるむ

おやりにならなかったみたいですね︒
伊藤︵隆︶

ととか船のことなんかを頼みに行ぐと︑﹁ちゃんとお金を用意しろ

金丸さんが長官になられたときは︑どんな受け止め方・

だったんですか︒やっぱり有力者が長官になったなあと︒

よ﹂というようなことを言われたなんていう人もいましたね︑部長

の中に︒だから︑やっぱり金になったんでしょうね︒

伊藤︵圭︶．それはありました︒それは︑いままでの長官というのは︑

佐道

金にならないのに金丸さんが一所懸命やったとは思えませ

いわゆる

んしね︒

と言われていましたでしょう︒それで金丸さ
んが来たんでね︒その前に中曽根さんがいましたでしょう︒中曽根

伴食大臣

さん以来の大物が来たという感じはありましたね︒
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伊藤︵隆︶

まあまあ︑そうだね︒でも︑本当に政治乏いうのはよし

の中身

あしのところで︑力はあるけど危ない人とか︵笑︶つ立派だけど力が

協力

ないとか︒

■

伊藤︵圭︶

考えられないですよね︒昔の私が知っている頃のDD

︵駆逐艦︶なんていうのは︑大体三十億とか四十億ですからね︒

ええ︒本当に兵器というのは進歩すみと思いましたね︒

ゼロが二つ︵笑︶︒

伊藤︵隆︶ ︵笑︶︒

佐道

・伊藤︵圭︶

同時にまた考えてみると︑今の政治とか日本の経済状態からみる

と︑日本の防衛力というのは意味があるのかというようなことを︑

ドンじゃないですけど︑ミサイルが一発どこかに落っこったら︑日

ちょっと最近感ずるようになったんですつというのは︑例えばテポ

まさに坂田さんなんかは本当によく勉強をしていたの

本人はびっくりしちゃつてすぐ白旗をあげるんじゃないかと思う

伊藤︵圭︶

の人は︑私も聞いたんですけど︑総理になってくれと頼まれたこと

んですね︒だから︑防衛力を持っていても︑それを活凧することな

で立派なんですけど︑やっぱり力がなかったんでしょうね︵笑︶︒︑あ

があるでしょう︒大平さんが死んだときですか︒あのとき彼は断わ

ね︒

伊藤︵隆︶

そうですよ︒撃たれて相手を撃ちかえすことができな

くすぐ手を挙げるんじゃないかなというような感じさえします

でも︑坂佃さんは．だいぶいろいろ物事を進めた長官で

っているんですね︒やっぱり総理にはちょっとなれなかったんで
／

しょう︒

伊藤︵隆︶

伊藤︵圭︶

．︑

伊藤︵圭︶

佐道

いわけだからね︑︵笑︶︒

中でずっと生きていみわけです︒未だにね︒いわゆる軍事的な合理

伊藤︵圭︶ そうです︑そういうことですね︒

すね︒

性だけで防衛政策が進むということに対して歯止めを掛けた︒そ

佐道

やっぱり⁝⁝︒

に行ってとにかく日本は絶対に核兵器は持つべきじゃないと思っ

結局︑活用しないごとを考えていたから︑隊員全体もぞ

マ

の知恵袋であったのが久保さんということでしょう︒その意味で

伊藤︵圭︶

・

はやはり功績があったんでしょうね︒だから︑いま考えてみると︑

ういう感じですね︒だから︑今度みたいにインド洋なんかに行くと︑

︑

軍事力がどんどん︑増えてばかりいったら︑今ごろそれこそどうに

隊員はびっくりしちゃうわけですね︵笑︶︒二十四時間緊張してい・

そう︒

もならなかったと思うんですね︒だから︑控え目︑控え目で行って

るということがどんなごどかということを︑初めて体験するわけ

そうですね︒いわゆる﹁坂田路線﹂というのは︑大綱の

今ぐらいの力を持っているのが適当じゃないでしょうかね︑日本

です︒私はそのことを︑実は広報課長のとき感じました︒アメリカ

なんとか活用しないことを考えていたわけですから︒

の状態から言って︒

伊藤︵隆︶

たのは︑戦略核兵器を持っている限りは永久に戦時体制ですよ︒ア︑

飛行機にしたって艦船にしたって更新していかなきや
ならんわけでしょうし︑諸機械すべてそうですよね︒

メリカの戦略空軍というのはね︒これは二十四時間︑常に緊張して
その更新をするために︑物凄く金が高くなっていくわ

伊藤︵圭︶

も無理だと思ったんです︒いま日本で唯一︑二十四時間緊張してい

いるわけでしょう︒あの緊張している姿を見たら︑日本人にはとて
千二百億ですね︒・
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佐道

、
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︵笑︶

伊藤︵隆︶ ︵笑︶︒

るのはスクランブル体制ですよね︒これだって私はずいぶん大変
だと思いました︒だから︑スクランブル体制を取っているレーダー
佐道

的な問題もあるでしょうけども︑そういった緊張感というものを

というんですね︒働ける寿命がね︒というのは︑そういうのは肉体

よく言われるのは︑本当．の第一線のパイロットは寿命が十年だ

伊藤︵圭︶

いう感じでおっしゃってたということになるんですか？

てというところだったと思うんですけども︑もっとやれとかそう

つばり丸山さんが日米防衛協力をもともとやりたくて︑やりたく

このあいだ︑先生が防衛局長で丸山さんが次官ですよね︒や

サイトと基地の隊員の負担は︑そうと︑つ大変だと思いますね︒・

克服しなきゃならんという努力が︑やっぱりパイロットの寿命を

を作るとこまでで︑次官になるわけです︒そしてそのあとを私が引

いや︑丸山さんは安保協議委員会で防衛協力小委員会

制限しているんじゃないかという感じはするんですけどね︒

き継ぐわけですか与ね︒これは既定の事実になつ．ていたものです

まあ︑ストレスが溜まってくるでしょうねつ・

伊藤︵隆︶

防衛協力の中身については︑具体的に何かおっしゃったり

丸山さんはぜんぜん言っていませんね︒だから︑彼が言
っていたのは⁝⁝︒

伊藤︵圭︶

したんですか？

佐道

からね︒

ないでしょうね︒一番多かったのは︑やっぱりあの頃で

でも︑前ほどスクランブルをかけるチャンスはないで

伊藤︵圭︶ はい︒

伊藤︵隆︶
すか？
伊藤︵圭︶

しょうね︒東西の対立状態が非常に緊張しておったときでしょう

スタートしてからあと︑丸山さんの名前がぜんぜん出
てこなかったから︵笑︶︒

伊藤︵隆︶
今はソ連の飛行機が︑ということはないでしょう？

伊藤︵圭︶

ね︒

伊藤︵隆︶

今はほとんど飛んでないんじゃないかなあ︒

佐道

じゃあ︑具体的なことになったらもうお任せという感じに

いませんからね︒

常に抽象的なことだけであって︑あとはもうほとんどタッチして

それは出てこないのは︑丸山さんが言っていたのは︑防

伊藤︵圭︶

衛分担という言葉で言っていて︑シーレーン防衛とか︑そういう非

そうですよね︒中国の古い飛行機じゃ︑日本のあれじゃ問題

伊藤︵隆︶ 飛んでない︵笑︶︒

佐道

にならないでしょうし︵笑︶︒

伊藤︵圭︶そうですね︒だから︑そうなってくるとF15というのは︑

なっていると︒
そうですね︒

﹁あんな飛行機が要るのかな﹂という感じがするわけです︒

伊藤︵圭︶

しかし︑F15というのは︑やっぱり貿易アンバランスを

伊藤︵隆︶

伊藤︵圭︶

でも︑しかし⁝⁝︒

んです︒

伊藤︵隆︶

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

何とかしょうということが背景にあるんでしょう？︵笑︶

なんですけども︑高坂︵正尭︶さんなんかが言っている﹁抵抗力が

ょうし︑防衛局長としてだってどうです？

お任せというか︑内容が詳しく分からんかったと思う

あるんだよ﹂ということをショ⁝アップするためのものであって︑

そうでしょうね︒だから結局︑言うなれば非常に抽象的

私もよく講演なんかで話しとったんですけど︑大体アクセサリー

具体的・技術的なことになったら⁝⁝︒

なんだかんだ非常に

だんだん具体的になればなるほど分からなくなるでし

というのはそのもの自体が高いんだということを言ったんです︒
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そうなんです︑だんだん分からなくなってくる︒私は昔

伊藤︵圭︶．それはそうですね︒

じゃあ︑もうやっぱり﹁海しの人たちが熱心であったと︒

伊藤︵圭︶

佐道

でいて課長でいて局長でいた︒そんな関係があるから︽ほかの人よ

にいろんな兵器なんかも諭しいのをリリースしてくれるのは︑米

あ軍隊の経験がありますし︑防衛局に十数年いたわけですね︒部員
りは自衛隊についての知識はありましたけどね︒だけど︑内局の人

海軍だったみたいですね︒

それはそうですね︒だから︑陸海空軍の中で一番自衛隊

は具体的なことは分からなかったと思います︒それで︑これは久保

伊藤︵隆︶

ですかね︑警察から教育担当の参事業で佐々︵淳行︶さんが来たり

あとは︑ちょうどこの頃．例えば防衛庁の国際問題渉外担当

〆

さんの教育のせいか知らんですけども︑統幕と在日米軍との会議

佐道

﹂

なんかも︑できるだけ参加するようにしていました︒オブザーバー

参事官に三崎︵久彦︶さんが来たりとか︑それからこのちょっと前︐

ああ⁝⁝︒

としてね︒

ああ︒内局の人も︑ですか︒

とか︑外様ではあるけれどもこういう問題に熱心な人たちが入っ︑

伊藤︵隆︶

伊藤︵圭︶

てこられますよね適岡崎さんはもともと外務省のご出身ですけど

私が出とったんです︒だから︑﹁三矢研究﹂なんかも私

は聞いておるんですよ︑実際はね︒だから︑﹁三矢研究﹂で問題にな

も︑日米協力には殊のほか熱心な方だと思うんです︒ああいう人が

こういう問題で意見を言ったりとか︒

ったときに︑どうしてこんなのが問題になったのかなと思ったぐ
らいですからね︒

伊藤︵圭︶

なことを言うと︑海上自衛隊は﹁陸﹂﹁空﹂の自衛隊よりも米海軍の

伊藤︵圭︶．協力関係が強かったのは︑海上自衛⁝隊でしょうね︒極端

﹁空﹂のそれぞれでの温度差というのはどうだったんでしょうか︒

せんけどね︒だから︑そこのガイドラインを作っているときに︑例．

ラインが出た頃は︑もういなかったんじゃないかな︒よぐ分かりま

べるということはなかったですね︒おそらくあの人は︑このガイド

たけれども︑具体的に︹防衛協力︺小委員会なんかに出て意見を述

参事官会議では意見なんかも言われたことはありまし

佐道 ︵笑︶︒日米防衛協力を具体化していくにあたって︑﹁陸﹂﹁海﹂︑

ほうが親しいって言われていましたからね︒いわゆる船乗り仲間

の論文を︒

伊藤︵圭︶

佐々さんとか岡崎さんとかは︑どんなふうにご覧にな

うん︑あんなのは寄越しましたね︒だから︒

はい︑個人論文︒

伊藤︵隆︶

佐道

というんですか︑この意識は非常に強いですね︒

そうですね︒

それから﹁陸﹂は︑アメリカの実動部隊が日本にはいないわけで
す︒

佐道

伊藤︵圭︶

っていたわけですか？

んは非常に熱心に勉強している方だなと思っていましたけどね︒

司令部があるだけでしょう︒これはほとんどなかった

けれども︑ガイドラインができてからまた一緒にやる機会が出で

あんまり接点はないんですか︒

伊藤︵圭︶

きました︒それから︑空軍は情報の交換は非常にやっていましたけ

伊藤︵隆︶

あんまりなかったですね︒私はもうすぐ国防会議に行
伊藤︵隆︶

︑

先ほどからお話を伺っている防衛協力小委員会と有事

っちゃいましたからね︒

佐々さんは僕はあんまりよく知らないんです︒岡崎さ

れども︑具体的な作戦は分野が離れていましたから︑そういう意味

伊藤︵圭︶
実質的に︑海上自衛隊は第七艦隊の一部隊ではないかとい

では一緒に共同演習とか共同訓練は断然︑﹁海﹂が多かったですね︒

︑佐道

うような感じになりますよね︵笑︶︒
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立法の問題は︑必ず絡んでくることになるんですか︒それともぜん
ええ︒有事法制が出てくるのは金丸さんになづてから

ぜん別な形で出てくるわけですか？
伊藤︵圭︶
ですから︑これとはほとんど関係はなかったみたいですね︒福田さ

んが︑有事法制って有事立法の問題を検討しなさいということを

福田さんがそういうことを言い出したその背景は何な

言うわけですよね︒そんなことから始まったんだろうと思います
ね︒

研藤︵隆︶

さっきのお話だと︑金丸さんというのは防衛問題はよ

おそらく金丸さんあたりが何か話したのかもしれませ

んですかね︒これは防衛庁の申から言っていたわけではなくて？．

伊藤︵圭︶
んね︒

伊藤︵隆︶

伊藤︵隆︶

伊藤︵圭︶

かもしれませんね︒

じゃあ︑やっぱり誰かが囁いたということ⁝：・︒

まあ︑もちろん分からないんですけどね︒

く分からないと︒

伊藤︵圭︶

しか考えられないですね︒

海原さんがよく︑政治家が何か言うときには新聞記者がい

伊藤︵隆︶

佐道

ろいろと入れ知恵しているとおっしゃっていたんですけども︑例
えば金丸さんとかこういう人にこの防衛問題とかを含めていろい
金丸さんにもあったと思いますね︒金丸さんが何か書

ろ熱心に言っている記者とか︑そういう方は？．

伊藤︵圭︶

あれは誰かが書いているんですよ︒新聞記者がね︒誰だ

はい︑はいはい︒

いているんですよ︑本かなんかね︒
佐道

伊藤︵圭︶

ほう︑新聞記者が書いているんですか︒

ったろうな馬あれ⁝⁝︒

佐道

確か﹃読売﹄の記者だったと思いますがね︒
ほう⁝⁝︒

伊藤︵圭︶
佐道

伊藤︵隆︶

ええ︑防衛庁に︑︹記者︺クラブにいた人じゃないかな︒

それは防衛問題についてですか？．

伊藤︵隆︶

出ている︒

金丸さんの名前で本が出ているわけですか︒

いやいや︑もうずっとあとの人︒ちょっと名前は忘れま

堂場︵肇︶さんとかではなくて？．

伊藤︵圭︶
佐道

伊藤︵圭︶

伊藤︵圭︶

じゃあ調べてみましょう︒

したけどね︒

伊藤︵隆︶

なんか出ていると思いますね︒

どうします？

ちょうど四時ですけど︒

あります︑あります︒はい︒

伊藤︵圭︶
佐道

伊藤︵隆︶

五十二年のところまで伺ったどいうことで︑五十三年

佐道まだ五十三年のやつが：⁝・︒

伊藤︵隆︶

から次回は始めるというのはどうですか？．
はい︒

その次また栗栖さんの問題とかいろいろ面白い問題が

はい︑そうしましょうかゆ

よろしいですか︒

伊藤︵圭︶

佐道

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

︵笑︶それからこのあと私は六年間︑国防会議の事務局

そうですね︒

︵笑︶︒面白いって言っちゃ変だけど︒

佐道

伊藤︵圭︶

長をやったんですけど︑これは具体的に防衛政策そのものには関

わってないんです︒ただ︑その頃の総理とはよく話し合う機会があ

ったんで︑総理との関わりみたいなことぐらいしかお話しできな
いんですけどね︒

それは面白いですよ︒

ええ︒福田ざんのあとが大平さん︑鈴木さん︒

伊藤︵隆︶

佐道

そうなん一ですよ︒

となっていって︑総合安全保障論とかいろいろな話もあり

伊藤︵圭︶

佐道

♂
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︑

−

面白そうですねえ︒いやあ︑そうですが︒それは伺いた︐

ますので︑ぜひちょっと伺いたいです︒
伊藤︵隆︶
い︑ぜひ︑もう何がなんでも︒

﹁伊藤︵圭V福田さんが総理を辞めるときなんていうのは︑本当に

保守党の党首の扇千景さんなんか分姿も見ましたしね︒あの人が

泣いて総理の部屋から出てくる姿なんかが︑いろいろそういうエ

エピソードが面白いですからねえ︒

いえいえ︑いえ︒

ピソード的なことぐらいしかないんですけど．もね︒
佐道

伊藤︵隆︶

／

僕らは見てびっくりするぐらい︑﹁ああ⁝⁝政治家というものはこ
うなのかな﹂と思うぐらいの光景なんかもありましたね︵笑︶︒今の
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第16回

開催日＝2002年5月14日（火）
開催時刻：午後2時00分
終了時刻＝午後4時00分
開催場所：政策研究プロジェクトセンター

〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）

伊藤

隆（政策研究大学院大学教授）

佐道明広（政策研究大学院大学助教授）

記録者：有限会社ペンハウス矢沢麻里

■官僚のあり方をめぐって

伊藤︵圭︶

あの報告書も︑今朝新聞に載つでいたので読んでみた

のですけれども︑あんまり具体的な事実を述べていないみたいで

戦前だったら大変な話ですけれどもね︒

伊藤︵圭︶

︐佐道

すね︒

・先生方もご記憶にあると思うのですけれども︑鈴木内閣のときに

んだりカナダ大使館に逃げ込んだりしたのはみんなちゃんと保護

伊藤︵圭︶私は今の川口︵順子︶外務大臣をよく知っているのです︒

総合安全保障室というの・を作ったのです︒そのときの室長という

してやっているでしょう︒きのう川口さんの会見をテレビで見て

大変な話ですね︒同じ時期にアメリカ大使館に逃げ込

のが︑後で韓国の大使になった後藤パ利雄︶さんな﹁んです︒その下

かトラブルがあったという感じだったと︒それはそれで分かるの

おったのですけれども︑最初は亡命したという感じではなくて何

︑に川口さんが︑通産から赴任してきて総合安保室の一員でした︒か
わいいお嬢さん⁝⁝といっても四十ぐらいだったでしょうが︑今

ですけれども︑二人が入り込んでいるわけですから︑その人たちが

当然亡命の意思を言っているはずですね︒その後で︑おかしいじゃ

は六十ぐらいですか︒

六十ちょっとですね︒

ないかと︑まずその二人をそこにおいておいて︑その三人もこっち﹁

佐道
伊藤︵圭︶

によこせということが当然言えると思うのです︒ところが︑新聞記

四十四︑五だったのでしょうけれども︒国防会議の事務

局と総合安保室で懇親会なんかをやりまして︑外務省のパーティ

者が会見の場でそれを突っ込まないですね︒新聞記者どいうのは

その一︐方で有事法制については新聞とかでもぼちぼちいろ

ーなんかをやるところが麹町にあるでしょう︒

佐道

どうしたのだろうかと思いました︒r

﹁霞クラブ﹂というのですか︒あそこで懇親会をやって︑

伊藤︵隆︶ ﹁霞クラブ﹂ですね︒

伊藤︵圭︶

ぎりでは︑もう少しやりようがあったのではないかなという感じ

憶があるのです︒今は大変ですね︒しかし︑どうもテレビを見るか

読んだわけではないのですけれども︑やっぱり分かりにくいとい

な細かいことになっているでしょう︒私も有事法制の問題を全部

伊藤︵圭︶

いろ議論されていますね︒．

がするのですが︒︹藩陽領事館の︺あの玄関だけの問題なら別です

うのはしようがない点もあるのです︒・

川ロさんは女の人なものですから︑帰りにお宅までお送のした記

けれども︑中まで入ってきているでしょう︒

伊藤︵隆︶分かりやすいわけがないですよ︒
伊藤︵圭︶

そうですねの有事法制の議論というのが非常に具体的

伊藤︵隆︶・中まで入っていますね︒

佐道

も︑私がアメリカに行ったときに︑ペンタゴンで︑﹁日本はいろいろ

きょうも後で栗栖︵弘臣︶さんの話が出るのですけれど

なるのでしょうけれども︑印象的に言テと中国のほうが細かくい

制約がある﹂と言ったら︑﹁どこの国だってある︒だけど︑いざとな

事実関係は日本も違うと︑中国も違うと言って水掛け論に

ろいろ出していますからね︒

ったらやっぱりやらなきやならんことはやる﹂と言うのです︒そう
きのうの中国の再反論したのなんかだと︑中国は旦一体

伊藤︵圭︶

︐

いうものかなと思って︒結局︑日本という国はまだ戦前の軍閥の犯

した罪を背負っているということでしょうね︒

的に書いている︒

佐道

佐道

179

どうも日本は分が悪いような︒今までの外務省の報告書と
かいろんなものから見てもまずいところが︒

有事法制を議論すること自体が戦前の国家総動員体制にす
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伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

それではよろしいですか︒実はこれ︹御厨貴著﹃オーラ

意識して言っているのでしょう︒

かとは本質的に官僚としてのスタンスが違うなという感じがして

の態度︑石原︵信雄︶さんの態度なんかをみると︑やっぱり私なん

伊藤︵圭︶

んです︒それでああいう形になっているのですが︑実際のあれは違

ル・ヒストリー1現代史のための口述記録1﹄中公新書︑二〇〇二

いるのです︒あの人たちはやっぱり戦前の選ばれた官僚意識とい

ぐにいくということを言う人がいますから︑私は不思議でたまら

年︺を拝見いたしまして︑私もちょっと反省いたしましたのは︑こ

うのがあるんですね︒私が最初に入ったのは戦後にできた人事院

います︒

ういう私のようなやり方がよかったのかどうかというのがまず一

でしょう︒人事院をつくったのはアメリカなんです︒最初から我々

ないのですけれども︒

点なんです︒これを拝見しますと︑先生方の質問に応じて説明を求

が受けた教育というのは︑役人というのは国民の公僕だというと

このなかに書いてある後藤田さんの態度とか鈴木さん

められたことを説明するというのがオーラル・ヒストリーの本質

ころから始まっているのです︒ところが昔の人の役人像というの

は︑世の中の指導者でエリートだという感じなんです︒これを拝見

ではないかという感じがするのです︒
伊藤︵隆︶

しまして︑そういうスタートの違いというものがあるのかなと感

いえ︑そんなことはないです︒それではまるで政府委員

みたいじゃないですか︒

じました︒どちらがいいか悪いかは別にして︑それでよかったのか

いやいや︑私が勝手に自分でこれは話したほうがいい

伊藤︵圭︶

って都合があるわけでしょう︒それを︑﹁俺のことも考えないで勝

言うのですね︒こういう感覚が私には分からないのです︒相手にだ

が何か用があって三日前か何かに持っていったらとても怒ったと

を言っているわけです︒ところが︑一週間前に出す約束を︑先生方

これを読んでみて︑例えば後藤田さんが質問を出せということ

なという感じがするわけなんです︒

それでいいんです︒

と思うようなことを付度して話しすぎたんじゃないかと︒
伊藤︵隆︶

それでいいんですか︒どうもこれを見ると︒

例えば︑オーラル・ヒストリーが最初に重視され始め

いろんなパターンがあるんです︒

伊藤︵圭︶

佐道

伊藤︵圭︶

手に遅らせるのはげしからん﹂︑これがやっぱり昔の官僚かなとい

たのはベトナム戦争の後だと︑これはまさにそうだと思うのです︒

それは質問ではなくて︑まったくヒアリングだけをやったものだ

う感じはしました︒

その意味では︑海原︵治︶さんという人は非常にパブリックサー

と思うのです︒一方に︑鈴木︵俊一︶さんの話とか後藤田︵正晴︶さ

んの話を読んでみると︑やっぱり官僚というのはその辺は非常に

バントというような精神を大事にしておったような気がするんで

も通じるという感じがしました︒最近の一連の外務省の説明のな

きちんとしていて︑問われたこと以外は言うべきではないという
あれは整理したからそうなったんですよ︒

かで︑大使夫人が物凄く威張っているというようなことが書いて

す︒私が最初に人事院の研修で受けたものがそのまま海原さんに

伊藤︵隆︶

私はなんだか余計なことばかりしゃべっていて︑先生

毅然とした姿が見えるわけです︒

伊藤︵圭︶

ありましたね︒これは私も実感として知っているのです︒警察官僚

たような人は必ず夫婦揃って本部長のところへあいさつに行くと

の人は︑県警本部に行きますでしょう︑そうすると警務部長で行っ

方が必要ではないようなこともしゃべっていたのではないかなと
いやいや︑ぜんぜん違います︒あれは編集者が編集した

いう反省をしたのです︒
伊藤︵隆︶
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行く︒私は役人になって一回も女房のことを上の人に紹介したこ

なんかになりたいと思いません︒

ポストなんだなあと思って︒しかし︑今の川口さんをみると︑大臣

ったみたい︑です︒やつばかああなると大臣というのは魅力がある︑

どはないのです︒海原さんもそういうことにはまったくこだわち
佐道

いうのです︒正月や何かは夫婦揃って上司のところへあいさつに

ない人でした︒そういうところは非常にありがたかったと思いま

かですよね︒川口さんは外務大臣でメインのところですから︑これ
伊藤︵圭︶

だから川口さんはやっぱり苦労しますね︒

はもうレベルが違うというか︒

だけど︑同じ大臣でも︑山東馬子さんは科学技術庁長官か何

す︒変な昔の官僚臭のある人だったらそういうことも気にしたの
・かなという感じがします︒
しかし︑戦前の官僚だっていろいろだと思いますよ︒

佐道

．伊藤︵隆︶

伊藤︵圭︶

伊藤︵圭︶

それは間違いないでしょうね︒通産省の審議官︵平成四

そうでしょうね︒前からおできになっていた人というか︒

っているというのはこういう経験があるんです︒私は防衛庁に行

年六月︶までなられた方ですし︑アメリカの公使︵平成一︑一年二月︶

ときに大使夫人に仕えられるかということを非常に心配七た︒と

ようなあれだけの有名な女優さんが二等書記官の奥さんになった

の結婚に反対したんですね︒その反対七た理由の一つが︑李雷害の

婚するときの外務省の人事課長だったのです︒外務省としてはあ

この人は亡くなったのですけれども︑李香合が大鷹︵弘︶さんと結

ジがないで七ようのそういう人に対する議員の風圧というのは非

たらご苦労はなさるだろうと思います︒特に川ロさんは議員バッ

ああいう永田町の雰囲気のなかで女の人がああいうポストについ

伊藤︵圭︶

う時代になってきていますね︒

伊藤︵隆︶一そういう優れた女性がそれぞれの地位に出てくるとい

もやっていますし︒

ころが︑あの李香蘭という人は利口な人だから︑非常によく仕えた．

常に強いですよね︒なかなか大変だろうなと思います︒

そうですが︒それから︑外務省の大使夫人が非常に威張

つたときに教育課に入ったのですけれども︑そのときの教育担当
．の参事官というのは外務省から来た都村薪次郎という人でした︒

らしいです︒と同時に彼女が反発したのは︑これでは．おさまらない

た︒

それはいなかっ︑たです︒自衛官しかいなかった︒内局に

はいたけど︑それは庶務︒いわゆるキャリアの人はいませんでし

伊藤︵圭︶

先生が防衛庁に在籍しておられるときの女性職員というの

私はそれは結構なことだと思ヶのですけれども︑ただ︑．

と思って参議院議員になったんじゃないかと思うのですね︒参議

は︒

佐道
〆

院議員になると大使夫人だって何も言えませんから︑そんなこと
それは面白い話ですね︒

もあったのかなと︑これはまったく雑談ですけれども︒
伊藤︵隆︶

それもありえますよね︒

まだ時期があれですからね︒

︑佐道

伊藤︵隆︶

ええ︑私がいなくなってからです︒

あの人は加藤派にいたでしょう︒加藤派は宮沢派です

伊藤︵圭︶

伊藤︵圭︶

この前︑キャリアの女性の方がお辞めになって本を出ざれ

かな︒鈴木恒夫さんという河野洋平さんを慕って代議士になった

佐道

たのです︒新書で︑我が愛すべき防衛庁みたいな︑問題も愛すべき

﹃毎日新聞﹄記者がいるのですが︑彼が言っておったけれども︑山ロ

淑子さんの最大の痛恨事というのは大臣になれなかったことみた

そうですが︑何といヶ新書ですか︒

ところも含めて︒
伊藤︵圭︶

いです︒同じ参議院議員でも山東昭子は大臣になっているでしょ
う︒あの人がなって︑どうして私がなれないんだという気持ちがあ
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伊藤︵隆︶

そうでしょうね︒

佐道
佐道

何といったかなあ︒今はどこかの大学の先生になられて︑ま

だ若い︑そんなに年ではないです︒だから︑防衛庁もそうやって女

あんまり実質いろんなことはおやりにならなかった︒

が三木さんに知恵を授けておったと思うんです︒だから最初から

やっていないです︒ミグ事件のときは梅本さんあたり

例えば三木さん．のときは官房長官は井出︵一太郎︶さんで︑

性のキャリアの方が活躍するようになっていたんだなと思ったの

伊藤︵圭︶

防衛庁に対する風当たりも最近はどうも強いですね︒

ですけれども︒

伊藤︵圭︶

もやっているでしょう︒私どもの印象としては︑あのころ官房副長

八年もやっているでしょう︒今の古川︵貞二郎︶だって六年も七年

証拠には︑例えば官房副長官です︒石原信雄なんていうのは七年も

いまずけれども︑私はある意味では政治も悪いと思うのです︒その

伊藤︵圭︶

伊藤︵圭︶

があるとそこが割れる︒

伊藤︵隆︶

よね︒

務省のなかで欧亜局とアメリカ局の意見が分れたということです

のですけれども︒あのときもお話ししましたが︑一番困ったのは外

うなことを三木さんが言いました︒それに対して我々は抵抗した

非常に弱気な姿勢を示しましたからね︒最初はすぐ返せというよ

官というのは二〜三年で替わっていま七た︒ところが︑総理も官房

自分の担当している地域のことを真っ先に考えるから

伊藤︵圭︶

政務の副長官というのはあんまりそういう場合は関係な

上がりで役所のことを抑えられるから︑副長官なんか誰だってよ

務の副長官も全然記憶にないですね︒

いわゆる官僚支配というものがいま非常に批判されて

長官も自信がないものだから︑事務の副長官をずっとそのまま引

でしょうね︒

外務省ほどではないでしょうけれども︒

きずっているでしょう︒私が国防会議の事務局長をやっておった

佐道

佐道

頃は︑後藤田︵正晴︶さんが官房長官でした︒それから︑宮沢︵喜こ

い︒

それはいつでもやられることですね︒何か大きな事件

さんが官房長官だったこともありました︒こういう人たちは役人
かったわけです︒ところが今は︑どういうわけか知らんけれども必

佐道

関係ないですけれども︑後で報告はするんです︒私は政

ず副長官が七年も八年もやるでしょう︒だからあんな機密費の問

伊藤︵圭︶

Xトライキのことをやっていたでしょう︒だから全然こっちの

海部さんの記憶がないのは︑海部さんはもつばら国鉄

あのときは海部︵俊樹︶さん︒

題なんかも出てくるんじゃないかという気がするのです︒
牛耳られる元ですね︒

話は聞かなかったんじゃないかな︒

伊藤︵隆︶

佐道議会担当というか︒

今でしたら︑石原さんのときもそうですけど︑いろんな事務

佐道

伊藤︵圭︶

伊藤︵圭︶

きょうは五十三年からのお話ということだったのです

■ガイドラインた総括すると

でしょうね︒

方からの情報はひとまず官房副長官が全部集めて︑事務次官会議

ないですね︒だから︑直接官房長官のところへ行ってお
ったんじゃないかな︒

伊藤︵圭︶

ときでもあまり印象はなかったという︒．

いけないのですけれども︑ああいういろんなできごとが起こった

すね︒そうすると当然官房副長官というのは印象が強くなければ

とか︑それで官房長官なりに上げているという形がとられていま

の．
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・けれども︑あと一回ガイドラインをやっているのですが︑ガイドラ

インの内容なんかをお話ししても︑あれはみんな資料があります
一から特にお話しすることはないのですけれども︑ガイドラインを
やってみた総括的なことをお話し申しあげます︒

このガイドラインを作るということに一番熱心だっためは坂田

た︒リムパック︵RIMPAC・環太平洋合同演習︶がありますね︒

あれなんかも︹アメリカから︺言ってきたのですけれども︑最初の

ときはまだ機が熟していないと断っているんです︒リムパックと

いうのは私が国防会議に︑来た五十三年頃から始まったのでしょう．
か︒

訓練自体はそうですね︒

伊藤︵圭︶

佐道

木さんに話をされて了承をとって始まるわけですけれども︑現実

れが事実効果があったのは︑かそドラインができた後︑﹁ヤマザク

︵道太︶さんと丸山︵昂︶さんでした︒その当時︑直接坂田さんが三

問題としては︑アメリカ側も防衛庁の内局もいま必要かどうかと

．ラ演習﹂か何かといって︑アメリカの陸軍まで来て陸上自衛隊と一﹁

ところが非常に意外だったのはハ実際に始めてみると一番熱心

総理がそういうことをおっしゃったので始まったわけです︒

ということに対しては多少の抵抗感もあったのでしょう︒しかし︑

は俺のところが担当だと思っていますから︑防衛庁の主導でやる

です︒特に外務省はそういった基本的な安全保障の問題について

伊藤︵隆︶

かけたとありましたで七よう︒

たけれども︑米軍に頼んでイージス艦の派遣を要請するよう働き

は元々昔から熱心で︑この間もちまっと美馬をにぎわせていまし

ていますね6そういう訓練なんかもできるようになりました︒﹁海﹂

緒にやる︒空軍は三沢で共同訓練をしたり︑グアムなんかにも行っ

共同急心というのを非常に言うようになりました︒こ

いうことについては比較的冷めた目で見ておったという感じなの

になったのはア・メリカだったのです︒どうして熱心になったかと

伊藤︵圭︶

太平洋軍司令部から計画担当の部長なんかが来ていました︒それ

にこれをやろうということで︑正式のメンバーではないのに毎回

可能だと考えたのではないかと思うのです︒それから非常に熱心

までのような力で極東に対して軍事力を行使するということは不

自体が非常に混乱しておった時期だったのです︒これはとても今

在韓米軍を含めて削減するということを公約していて︑国防総省

に第七艦隊とはしょっちゅう話し合いをしています︒防衛部長が︑

ないかという感じがするのです︒それぐらい綿密に米海軍とは︑特

チャード・L・︶アーミテージが言うようなことになったのでは

うのです︒そんなのが向こうの側でもまた上に上がっていって︵リ

したいと思っているというようなことは会話のなかにあったと思

政治的な問題があってなかなか難しいが︑海上自衛隊としては出

ないと思うのですけれども︑イージス艦なんかについては非常に

私は︑あれは圧力をかけてくれ乏頼んだということは

出ていましたね︒

いうと︑ちょうどカーター政権ができたものですから︑在日米軍︑

が反映したのだろうと思うのですけれども︑例えば飛行機なんか

る電子機器が共通だと︑同じような情報交換ができるわけです︒そ

う気持ちがあったんじゃないかと思うのです︒P3Cに積んでい

うことを言い始めたのは︑やっぱり情報を共有してお巻たいとい

佐道

でしょうか︑そういう絆が非常に強いということでしょう︒

頻繁にやっています︒それは︑いわゆる船乗り仲間の意識というの

幕と在日米軍司令部が行き来するのとほとんど変わらないぐらい

でもF15や︑P3Cを勧めたりしました︒どうしてもP3Cと
横い
須賀に行ったり︑横須賀がこっちに来たりするということは︑統．

んなことから非常に熱心だったのかなということ︒

八年号すね︒ガイドラインができて︑・今のお話のようにアメリカも

防衛計画の大綱が七六年に策定されて︑ガイドラインが七
もう一つは︑共同訓練︹の必要性︺を非常に言うようになりまし
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2002年5月14日
。凹
餐二

海上自衛隊だったのではないかと︒

訓練もありまずけれども︑やっぱり一番日本側で熱心だったのは

ガイドラインに熱心になって︑陸上自衛隊とか航空自衛隊の共同

が︒

すから軍事作戦上の意味が入ってくる用語が使ってあるのです

域における海洋支配という︑その連絡線を全部保つのだという︑で．

伊藤︵圭︶

周辺海域というのはそうですが︒

伊藤︵圭︶

佐道

そうですね︒海上自衛隊はこれがあるなしにかかわら

ず最初からずっとやっていました︒通信訓練とか︑給油訓練とか︑

とっては︑英文によるとアメリカ海軍とかなり共同行動がしゃす

それは最初からそうでしょうね︒

いものに作られているのだなと︒

この七八年のガイドラインだけを読んでも︑海上自衛隊に

あんなのをしょっちゅうやっていましたからね︒

防衛計画の大綱における海上自衛隊の位置付けと︑ガイド

伊藤︵圭︶

佐道
ラインに書かれている海上自衛隊および米海軍の位置付けがかな

佐道

防衛計画の大綱でありますと︑日本列島があって．これに例

り違うような気がするのです︒

要港湾︑主要海峡などの防備︒周辺海域については︑海上防衛など

とに常時少なくとも一個云々といろいろ書いてあります︒あと︑重

域の警戒および防備を目的とする艦艇部隊として︑所定の海域ご

くとも云々と書いてあるのですけれども︑範囲なのですが︑沿岸海

態に対応し得るよう機動的に運用する艦艇部隊として︑常時少な

体制﹂が書いてあって︑海上自衛隊は︑海上における侵略などの事

ほうのやつですけれども︑これで︑﹁陸上︑海上および航空自衛隊の

佐道

わゆる周辺海域という意味のなかに一千海里というのがあります

の船団護衛の海域とするということを言っていますでしょう︒い

さん時代から︑周辺海域というのは︑一千マイルは我がほうで航行

伊藤︵圭︶

佐道

伊藤︵圭︶ 最初のですか︒

のことしか書いてないのです︒

いのです︒周辺海域については︑船のことは書いてなくて︑飛行機

ての防衛と︑それからあと若干の海峡ということしか書いていな

えば敵が侵略しようとすると︑その上陸しようとするものに対し

の任務にあたり得る固定翼対潜機部隊︒だから︑基本的には日本本

から︑飛行機だけではなくて当然船も含まれていると考えておっ

そうですが︑私は気がつきませんでした︒

土に敵が攻めてきたときに対する防衛と︑若干その周囲はあるけ

たのでせないかな︒私どもの認識は︑飛行機と船を区別して︑飛行

伊藤︵圭︶

れども︑それを超えた周辺海域については書いてあるのはほとん

機は一千海里ぐらいまで行っても船は行けないというようなこと

それはどういうことかな︒もうその前に中曽根︵康弘︶

当なんです︒ただ︑例えばマラッカ海峡まで船が行くなんていうこ

前大綱です︒防衛計画の大綱がございますね︒これは最初の

ど飛行機の話なんです︒ところがガイドラインになりますと︑これ

は全然考えていなかったです︒意識していなかったというのが本

はい︑七六年の防衛計画の大綱には︒

が一気に最初から周辺海域の海上交通保護になるのです︒
伊藤︵圭︶

とはありえないというような感じはありましたけれども︒

／ゴ

それは私も意識していなかったのですけれども︑海上

交通保護というのは・一次防︑二次防に既にあるのです︒船団を組ん

う話が議論されていますし︑それが話のなかで出てくるのは三次

まで守れるか︑サイパン辺りまでとか︑それからあとは米軍にとい

か︑航路帯がいいとかいろんな話がありまずけれども︑それでどこ

昭和三十年代から︑統幕の資料とか︑アメリカの船団防衛と

佐道

ただ︑それの英文を見ますとシーレーンズ・オブ・コミュ

でくるのを飛行機と自衛艦で守ってくるというのが︒

佐道

ニケーション︵SLOC︶と書いてありまして︑アメリカ海軍の軍
事用語でいうと︑ただ海上のいわゆる船団保護だけではなくて︑戦
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を見ますと︑それが本当に日本列島中心で︑自主防衛的な要素が非

防ぐらいからだと思うのですけれども︒ただ︑この防衛計画の大綱

伊藤︵隆︶

佐道

書いてないですね︒︐

になって日本の防衛にあたって︑米軍は補完だというような感じ

どきに︑これはかなり中曽根さんの影響がありまして︑自衛隊が主

伊藤︵圭︶

話を︑ガイドラインができて︑その後に日米共同の話になった後の

いてありまして︑中曽根さんのとき以来︑いわゆる日米共同という

はあらゆる手段を使って日本がまず防衛するのだということが書

佐道．℃の七六年の防衛計画の大綱には︑敵が攻あてきたときに

艦艇のことが書いてない︒

そうなんです︒飛行機のことしか書いてないのです︒

常に強いものなんですね︒

が出ていますね︒そういうようなことからだんだんそういう傾向

九五年に新しいガイドラインができますが︑そのときにはその話

大綱ですか︒それはあると思います︒いわゆる四次防の

が出てきたんじゃないかという感じがします︒だから結局︑日本の

は全部なくなっているのです︒つまり︑日本がまずやるのだという

になるんです︒なんか︑そういう経緯があるのかなという⁝⁝︒

領土・領海・領空を守るためには︑行動としては公海・夕空上も
いますね︒それが周辺海域という言葉でいうと一千海里というこ

伊藤︵圭︶

話は何もないのです︒いきなり﹁安保条約によって⁝⁝﹂という話

とだと言い始めたのは中曽根さんです︒そんなようなごどからだ・

私は最初から関わっていないのです︒ある程度できたところで外

行動する必要があるし可能性があるというごとは前々から言って

んだん︑一千海里︑周辺ということが定着してきたような気がしま

た対する説明なんかの仕事が多かったも．のですから︑そこまで具

弁解するわけではないのですけれども︑大綱のときに

す︒

体的に議論した記憶がありません︒幽

中曽根さんのときにその議論が国会でも出されたんですよ

佐道

佐道

︑■栗栖発言と暗号解読

すみません︑私がしゃべりすぎました︒

ね︒その議論のなかで周辺海域というのが出ていますので︑おそら

くその話ももちろんないわけではないのだと思いますけれども︑
それがガイドラインになるとより明確な形になっているという気

がするのです︒先ほどのSLOC︵航路帯︶という問題も含めて︒
大綱はもちろんその整備計画という問題もありますので飛行機の

それでは︑五十三年にはどういうことがあったということを先

いえいえ︒

ドラインになりますと︑一番最初にとに︑かく周辺海域における海

生の資料から拾ってみますと︑福田首相が有事立法の検討を三月

伊藤︵圭︶

上交通線の保護のために日米が共同して作戦をするのだというこ

頃指示しているのです︒これはどうしてこうなったかという経過

問題とかいうのが書いてあったのかも知れませんけれども︑ガイ

とが書いてあるわけです︒だから︑なるほどなと︒その書き方だけ

はよく分かりませんけれども︑あるいは金丸さんあたりと話し合．

ょう︑そういうときに有事になったときにこういうことが困りま

ないのですけれども︑おそらく﹁制服組﹂がいろいろ説明するでし

がいたのでしょう︒私は直接金丸さんにそういう話はしたことが

つたのかも知れないです︒金丸さんあたりに知恵をつけている人

は大綱に書いてある陸上自衛隊とか航空自衛隊の書き方とちょっ

れども︒

そうですね︑周辺領域のところでは飛行機のことしか・

そうですが︑あんまり意識はしていなかったのでナけ

と違うという気がしました︒

伊藤︵隆︶
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伊藤︵圭︶
●回

2002年5月】4日
琶誕

すというような説明があったかもしれません︒そこのところは分

に思わなかった︒アメリカがそれが重荷になってきてなんとかし

です︒今でもそうでしょうけれども︒だから︑それは断らなければ

てくれと言ったときに︑それはもうできないよというようなこと

五十三年の四月頃から始まっているのが︑日本側が在日米軍の

いかん︒その次にアメリカが望んだのは退職金なんです︒アメリカ

かりませんけれども︑とにかく三月に福田さんがそういうことを

費用をどの程度負担できるかという問題が大きくなってくるわけ

側にしてみれば︑働いたことに対する報酬としての給料は︑多少直

になったのは︑ここでま・た日本側が従業員の人件費まで負担する

です︒私が六月に金丸さんのお供をして行ったときに︑米側の希望

接経費的なところがありますからしょうがないかなという気はあ

言って︑それから実に二十年ぐらいたって︑やっと今またどうして

というのは︑日本人の労務者の人件費をもってもらうのが一．番あ

るのですけれども︑退職金というのは︑辞めていく人にどうしてア

となると大変な政治問題になるという当時の雰囲気があったわけ

りがたいということを言っていました︒日本の人件費は当時オイ

メリカのドルを払わなきゃいかんのだという︑そういう感じはあ

こうなったのかは分かりません︒

ルショックの後に物凄く上がった︒これが一つ︒それから必要な施

ったのです︒そのほかいろいろあったのですけれども︑日本側で検

討した結果︑退職金というのは日本的な考え方からするとやっぱ

設なんかについてもやってくれと︑そんなようなことが記憶にあ
ります︒その経費分担についても行く前からいろいろ議論してお

リカがもっということはどこにも書いてないのです︒ただアメリ

きたわけです︒ところが︑地位協定に日本の労務者の人件費をアメ

がっくとか︑調達庁時代からの手当てなのでしょうか︑外人のとこ

てというものが彼らにはあみのです︒例えば英語何級だと手当て

負担できるものというのは︑一般の公務員にはない特別な手当

り給与の一部だというのです︒これはなかなか負担できない︒

カの直接経費はアメリカが負担するということ︒人件費は︑アメリ

ろに勤めるとどうこうとか︑超過勤務手当てとかも高かったのか

ったのですけれども︑労務者の人件費はアメリカがずっともって

カの直接経費なのか︑あるいは日本政府が負担するものかという

しょう︒会社にもあります︒あれは日本でもちましょうというので︑

な︒それともう一つ︑公務員の健康保険の負担するのがありますで

記事なんかをみると七十億ぐらいそれを用意したというのですけ

のははつきのしないわけです︒ということは︑あの日本人の従業員
元々そうなんですか︒

の雇用主は日本政府なのです︒
伊藤︵隆︶

れども︑実際は最初の年は六十軽量だったと思うのです︒もう一つ

は︑大平さんが外務大臣のときに国会で答弁して︑アメリカに施設

施設庁が雇っている︒

伊藤︵圭︶

を作ってやらないということを言っているのです︒地位協定にも

佐道

ていたわけです︒それで提供しているような格好になっているわ

施設を提供するということを書いてあるのだから︑それはやりま

そうなんです︒施設庁の労務部というのが対策をやっ

けですから︒

わけですけれども︑そういう検討が四月頃から始まっていました︒

すというので︑二百億ぐらいのお金を出しますという約束はする
伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶ それは︹アメリカに︺行く前ですね︒

伊藤︵隆︶ その金は︒

ばれた頃のGDPの比率というのは十対一ぐらいでしょう︒その

伊藤︵圭︶

金はアメリカなんです︒というのは︑日米安保条約が結

時点ですから︑アメリカがそんなものはこっちで出すというよう

佐道

それがいわゆるお土産になると︒

行く前からです︒

なことが慣行になつちゃったと思うのです︒だからそれは不思議
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大いに努力しますということを言って帰ってきて︑そして翌年の

うが非常に困っているから︑負担してくれと﹂いうことに対しては

伊藤︵圭︶

佐道

ないか︑だから金も要るのだという︑そんな思想でした︒

のは︑悪い言葉でいえばアメリカの兵隊を傭兵として使うんじゃ

ないという気持ちがあったわけです︒アメリカのために金を払う

金丸さんは︑具体的な話はしていませんけれども︵向こ

予算のときにそれを実現するわけです︒私は︑﹁金丸・ブラウン会

おられたわけですか︒

︵ハロルド・﹀ブラウンさんという方は︑印象ではぜんな感

伊藤︵隆︶
いから︒

伊藤︵圭︶

それに︑ほかの人がそう思ったってできるわけじゃな

とにかく私が金丸さんが凄いと思ったのは︑新聞なん

かを見ても︑国会や何かで相当いろんなことを言っているのです

ね︒先生からいただいたこれなんかを見ると︑日本と韓国と台湾は

運命共同体だなんて言っているのです︒翌日それを否定している

のですね︑あれは間違っていたと︒それが国会で問題になった記憶

一回か二回ぐらいしか会っていないですからあんまり

伊藤︵圭︶

そうなんです︒取り消して︑それで済んじゃっているん

．したりしています︒

そうですね︒結構いろんなことを言って︑後で平気で取り消

伊藤︵圭︶

その後も一応従業員の給与は︒

佐道

が全然ないんです︒

伊藤︵隆︶

もう今や従業員の給与は全部日本がもっているみたい

佐道

ですね︒あれは凄いなという感じがするのですけれども︒
まだその段階はその点は︒

伊藤︵圭︶

抵かの人だと︑そうはいかない︒

伊藤︵隆︶

断ったんです︒退職金も断った︒現在は従業員の全部か

あのときに台湾が運．命共同体だなんて言ったら︑今な

伊藤︵圭︶

らやっぱり大臣の首が飛ぶでしょうね適中国も第一黙っていない

でしょうから︒あの頃は中国もあんまりそういうことは問題にし
なかったのですね︒

伊藤︵圭︶

今のお話が﹁思いやり予算﹂ですか︒

らしいですね︒

交流が進んでいたんですね︒

頃から日本の自衛隊のほうが防衛駐在官で中国に行かれて︑日中

今はかなりの金額ですね︒

伊藤︵隆︶

﹁思いやり予算﹂です︒そのときの金丸さんの思想とい

これはもう七八年ぐらいですから︑郡小平も復権して︒この

伊藤︵圭︶

伊藤︵圭︶

佐道

うのは︑米軍が極東に展開しているということの意義というのは

ていました︒﹃防衛白書﹄を毎年出しますでしょう︒あれば一週間前

その頃最初の駐在武官なんかも︑私のところによく来
非常に大きいというのです︒だから︑もしアメリカがいなくなった

に︹記者︺クラブに配るのです︒

佐道

です︒だから非常にふくらんできています︒

どづかは知らんけど︑少なくとも退職金や何かはもうているはず

ですよ︒

伊藤︵圭︶

こういう点が困るんだということをはっきり言う人でした︒

印象はないですけれども︑非常に親しみのある人でした︒具体的に

じですか︒

佐道

とだろうと思います︒

がそういう努力をしてくれているということを感謝したというこ

はやはり︑いわゆるアメリカの前方展開部隊の縮小に伴って日本

算化されているというこどを非常に高く評価していました︒これ

与たときに︑この五十三年度の予算で御存じのF15とP3Cが予 伊藤︵圭︶ そういうことは言っていました︒

それは金丸さんがいらっしゃつた最初の頃から．そう言って

談﹂でついて行って︑ちょっとワシントンで残って国防次官補に会

、

●凹

ときの日本の防衛努力なんていうのはこんなものではとてもいか
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2002年5月14日
搬

一週間前に配るのですか︒
うことですか︒

伊藤︵圭︶・そうでしょうね︒あとは結局︑大綱とか長期計画がある

佐道

伊藤︵圭︶

わけですから一応決まっているわけですね︒そのうち予算でどれ

クラブの人もそれを勉強して記事にしなければいかん

から︒それで︑国防会議と閣議に報告した後に公表してくださいと

くらいできましたということを報告するぐらいであって︑毎年出

す意味があるのかなという感じがします︒

いうことを書いて渡すわけです︒それで勉強するでしょう︒新聞に
載る少し前に武官を呼んで︑﹁今年の﹃国防白書﹄はこれだ﹂とやる

佐道

﹃防衛年鑑﹄というのがございますね︒あれも大変重宝する

と︑物凄く喜んで︑それをすぐ報告しておったみたいです︒防衛庁

便利なものなのですけれども︑あれ自身はもちろん防衛庁が出し

ているものではないと思いますけれども︑でも若干の関係は︒

最初の﹃防衛白書﹄は先生がお書きになったりとかいろいろ

﹁は非常に協力してくれたと︑非常に喜んでいました︒

佐道

伊藤︵圭︶

が︑個人的に各部局をまわって︑部員に頼んで書いたり資料をもら

いや︑若干の関係って︑あの原稿なんかはほとんどが私

されたわけですけれども︑あれは書くセクションはもう決まって

たちが部員の頃はみんな書かされたんです︒あれを作っている人

坂田︵道太︶さんのときからです︒私のときには︑何人

いたわけですか︒

伊藤︵圭︶

佐道

いや︑それはちょっと分かりませんけれども︒

ったりして︒あれはただ集めたものですね︒

ただ内局が主になってやって︑必要な資料を見せてもらうという

伊藤︵圭︶

半分官製みたいなものですよね︒

か来ていましたけれども︑プロジェクトチームでも何でもなくて︑

程度でした︒ところが坂田さんのときから毎年出すことになった

伊藤︵隆︶

けただけであって︑あとは︑これが今に関係してくるのですけれど

体的な話というのは︑この間お話しした三つの部会から報告を受

伊藤︵圭︶結局︑七月目防衛協力小委員会があるのですが︑この具

というか︒日誌みたいなものも書いてあるので︒

そうですね︒﹃防衛白書﹄がない時代はあれが大変役に立つ

いま現在もやっぱりそういうふうな感じですか︒

ものですから︑白書室という組織を作って︑常時︑一年かけて書く

佐道

逆に︑要ば個性がなくなるわけですね︒

そうです︒あの白書室というのはずっと続いているの

一年がかりで︒

ようになったようです︒
佐道

伊藤︵圭︶
です︒

伊藤︵隆︶

も︑︹安保条約︺六条に基づく極東の安定のために米軍が行動する

ときにどういう協力ができるか︑これをどうするかというのを議

どの程度防衛政策が反映するのか︒

伊藤︵圭︶

論したのです︒今これをやったら相当大きな政治問題になるから

佐道

と言ったときに︑毎年書くことがあるのかと思ったのです︒という

先延ばしにしましょうというのが結論なのですけれども︑それが

私がどうも分からなかったのは︑坂田さんが毎年やる

のは︑私が驚いたのは︑防衛課長のときに防衛力整備の問題で問題

七月なんです︒

そうしているうちに例．の栗栖︵弘臣︶さんの問題が起きるわけで

になったことが︑局長になったときにまだ解決していないような
ことがたくさんありましたから︑こういう息の長い防衛政策とい

す︒栗栖さんが︑どういう場で 超法規発言

をしたのかというの

うものを毎年白書にしてどうやってやるんだろうという感じはし

のは間違いないです︒海原さんなんかが出ておbた日本テレビの

は私は具体的に覚えていないのですけれども︑ただテレビに出た
国際情勢の変化は若干ありまずけれども︑それぐらいとい

ました︒

佐道

・v
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それで新聞記者が会見を求めてきてそういう話をしたのかな︒そ

竹村健一の番組に出て何かしゃべったのが最初じゃないですか︒

立つ人．がそういう姿勢ではおか﹂しいなという感じはしました︒

んでしたし︑誰にも話しませんでしたけれども︑やっぱりトップに・

はたまらんことだったと思ヶのです︒これは︑当時は発表もしませ

栗栖さんご自身は︑ご自身のその発言がそういう問題があ

ったということは御存じだったのでしょうか︒

佐道

れがニュースになって︑どうするかということになったのです︒

その前に︑栗栖さんはソ連が北方四島で軍事演習をしていると
いう説明をその竹村さんの話のときか何かにやっているのです︒
ども︑輸送機で落下傘部隊を連れてきて北方四島に降下させて軍

かったのかどうか分かりぎせん︒ただ︑私はそのために﹁制服﹂の

はその点だけでもアウトだと思いました︒だけど︑私の判断が正し

いや︑そこは分かりません︒分かりませんけれども︑私

事訓練をしているというようなごとを言うわけです︒そのときに︑

人から物凄く恨まれたみたいです︒あいつが言って辞めさせたん

伊藤︵圭︶

演習をやった事実はあったのですけれども︑それを報告に来た人

だというようなことになってσ

・これは輸送機でアントノフー2という飛行機だったと思いますけれ﹂

が︑記者会見か何かをやっているとき．にその報告を持ってきたの

佐道

栗栖さんご自身は﹁制服﹂のお立場で従来よりも積極的に外

かな︒そのときに報告にもってきたのをちょっと見て︑今やってお．

は物凄く困ったわけです︒私は︑これは許せないと思ったのです︒

ゃうわけです︒だから︑今まで暗号解読をずっとやっておった連中

ら︒それで︑その後アントノフー2を表す︹ソ連の︺暗号が変わっち

からんわけです︒レーダーで飛行機の機種までは分かりませんか

フー2という飛行機が飛んできたということは暗号解読以外では分

事に出たわけです︒私は︑これは問題だと思ったのです︒アント・ノ

言ってしまったのですっそれで︑アントノフー2というのが新聞の記

があ．つたでしょう︒超法規というのは何でも法律を破るとい﹁う概

らです︒例のハイジャックの事件︵ダッカ事件︑一九七七年九月︶︑

というのは︑超法規と言えば日本人には非常に悪い印象があるか

要な行動をするだけのことなんです︒それをわざわざ

法規も何もないのですよね︒それは超法規ではないんです︒ただ必

のは現実に起こり得ると思うのです︒日本が戦場になったときに︑

伊藤︵圭︶

ろが︒

でご発言されていたわげですよね︒やっぱり若干確信犯的なとこ

千三百人の人がいろいろ暗号解読で日夜苦労しているのに︑こう

念が日本人にあるというのにわざわざ超法規ということをいうこ

って︑アントノフー2が運んできてやっているというようなことを

いうことをトップの人が言うのはげしからんと私はそのときに思

とが︑センスがある人の言葉かなという感じがします︒．
無法規なんですよ︒

超法規

あるのでしょうね︒ただ︑私はこの超法規的問題という．

ったのです︒金丸さんから私に栗栖さんをどうしょうかという話

伊藤︵隆︶

伊藤︵圭︶ 無法規なんですよね︒

−がありましたが︑私は解任すべきだと言ったのです︒結局︑超法規

問題で解任されたのでしょう︒おそらく金丸さんもそれを重視し

佐道﹁侵略してくる億うが且本の法律を守って攻めてくるわけで

はありませんから︑それを日本の法律を守りながらやるというの︐

たのだと思うのですけれども︑私自身は︑超法規の問題では︑アン
トノフー2のことのほうが重要だとそのときは判断したのです︒

伊藤︵圭︶

ぽ本来ありえない話です︒

が変わってしまうわけです︒せっかく暗号を解読したのにすぐ変

の場でやっているから︑ますます分からなくなるわけです︒

あの頃いろんな事件があったものですから︑しょっちゅう暗号
わっちゃうというのは︑第一線の二部別室にいる人たちにとって

189

結局︑法律のないどきの話なんですね︒それをいま国会︑
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佐道

後の締めくくりになったわけですけれども︑それについては特に

ども︑十一月一日に私が国防会議に行ってしまうものですから最

もっとも︑そういう単純なことがなかなか理解されている

のかいないのか分からないような議論が未だにされている気がす

お話しするようなことはないような気がいたします︒

もし法律がないような状態になったときに行動するこ

先生が移られたときの国防会議どいうのはどういう状況で
したか︒

佐道

■国防会議とは？

るのですけれども︒

伊藤︵圭︶

とまでいま決めておく必要はないじゃないかと言ったら︑これは
もう政治的に大変な問題になるわけです︒これは日本の政治風土

が戦後そうなつちゃったからしょうがないんじゃないでしょう
か︒

この頃あんまり都心に出ないものですから︑きょうバスに乗っ

私は久保さんの後に行ったわけです︒久保さんはああ

各省間でいろいろ調整なんかもやられたのですけれども︑久保さ

伊藤︵圭︶

んのときには国防会議の事務局のなかで各省から来ている人がみ

てきて渋谷あたりでっくつぐ思ったのですけれども︑日本という
いうことはいかに難しいかということを改めて感じました︒今度

んな集まって安全保障問題を研究しようというような雰囲気でし・

いう方ですから非常に勉強しておられまして︑海原さんのときは

だって︑今月の終わりから来月いっぱい︑私はなるべく出ないよう

国は人間が多いな︑これだけの人間の生活の秩序を守っていくと

にしょうと思っているのです︒サッカーの大会の問︑何に巻き込ま

ろ講師の方に来てもらって話を聞いたり︑そういうことはやりま

た︒私もべつにそれは悪いことではないと思いましたから︑いろい・

そうですね︒

れるか分からないですからね︒
佐道

も申しあげましたように︑池田︵勇人︶さんがF脳を見たいと言っ

に対して消極的であるという気持ちは分かるのです︒それは︑前に

あれは私も記憶がないのですけれども︑大平さんがそういうもの

いということを言っているというのが新聞に載っていましたね︒

ことをしていました︒評論家なんかにも来ていただいた記憶があ

の︑大使をやった方なんかに来ていただいて話を伺ったり︑そんな

の人でソ連のことに詳しい人︑そういう人たちに来ていただいた

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

例えば︑宮内︵邦子︶さんという防衛研修所におった女

どういう人が講師になったのですか︒

した︒

たときに官房長官だった大平さんが止めているのです︒そんなこ

ります︒そういう謝金というのがありましたから︑勉強するという

もう一つ︑大平︵正芳︶さんが十月に有事法制は要らな

ともありますし︑大平さんが総理になったときもやっぱり︑﹁総合

感じでした︒

伊藤︵圭︶

安全保障研究グループ﹂というものを作ったりして︑もっとソフト

私も︑考えてみると六年近くやっているわけです︒六年近くやり

んどなかったわけです︒特に私のときには︑福田さんの後︑大平さ

ましたけれども︑防衛庁時代のような現場の仕事というのはほと
ったという記憶ははっきりないのです︒

ん︑伊東︵正義︶さん︑鈴木︵善幸︶さん︑中曽根さんとなって︑大平

な印象を国民に与えるような安全保障政策と言っていますから︒

これは偶然なのですけれどもAガイドライン案というのを決定

さんは先ほどちょっと申しあげたような感じだし︑鈴木さんはあ

ただ︑私は有事立法がなくても対応できるということをおっしゃ

して︑これが十一月に国防会議と閣議で了解されるわけですけれ
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三魚大福ですか︒

んまり分からない方だったし︑︑大福何とか・ガ⁝︒
伊藤︵隆︶

その流れのときでしたから︑安全保障問題そのものが

中身は大蔵省とか防衛庁で折衝したものを持ってくる

しかし中身は︒

いうのは事務局が作るのです︒
伊藤︵隆︶

伊藤︵圭︶

わけですから︑それを形式的に国防会議の決定事項として作る場

伊藤︵圭︶
あんまり大きな問題にならなかったと思うのです︒ただ︑私のいる

合には事務局で作るわけです︒だから極端なことを言うと︑私がや

っている六年間で国防会議というのを開いたのは五十三年が二

問に大きな問題になったのは︑韓国の飛行機がサハリンの上で撃
墜されたことがありましたね︒

が三回︑五十八年が一回でしょう︒本当は仕事があるのはこのとき

回︑五十四年が三回︑五十五年が二回馬五十六年が三回︑五十七年

みれは私のおわり頃だったと思います︒

だけなのです︒懇談会というのをまた別にやっていまして︑私は少

大韓航空機事件︒

佐道
伊藤︵圭︶

−

ものですから︑今は安全保障室というのがあって︑防衛そのもので

官房長官だったでしょう︒あの頃は今のような組織ではなかった

詳しいと思います︒彼が次官をやっていましたから︒後藤田さんが

伊藤︵圭︶

明するのはいわゆ・る懇談会という形でやっていました︒

あると︑それについて米側の考え方についてとか︑そういうのを説

から軍事情勢を説明してもらうとか︑米軍の撤退の問題なんかが

らいは︒例えば国際情勢を外務省から説明してもらうとか︑防衛庁

なくとも年に四阿はやるべきだと思ったのです︒三ヵ月に一回ぐ

．

はなくてもああいう大事件に対することについてはみんな安全保

佐道

佐道・八三年です︒

障室でいろいろやっていますでしょう︒それがなかったものだか

それは国防会議のなかではなくて︒

辞め6前の年ですね︒その辺は夏目︵晴雄︶君あたりが

ら︑比較的国防会議自体としては直接やらなければならんという

伊藤︵圭︶事務局のなかです︒国防会議というのは︑これはまた私

先ほどおっしゃった外部の講師をお招きしてというのは︑

ことのない時期だったのです︒

しているのは︑当時は︑内閣官房でしょう︑内閣法制局でしょう︑

はないのです︒︹内閣官房とは︺独立している．のですね︒内閣を構成

もどうしてああいう組織を作ったのか分からない︒今から考えて

伊藤︵圭︶

それから国防会議なのですね︒そういう意味からすると︑結局いわ

僕もよく分からないのですが︑国防会議の事務局とい

ときに︑国防会議︑閣議に上げるときの最後のチェックという仕事

ゆるシビリアン・コントロールをやろうということで︑防衛庁の

伊藤︵隆︶

がありますね︒それから︑毎年度の予算をやるときの国防会議にか

ほかに何かを作るという昭和三十一年頃の考え方で岸内閣のとき

みるとおかしな話ですけれども︑これは内閣官房︹の下位機関︺で

けなきやならん事項というのが︑例の田中内閣︑佐藤内閣の最後の

うのは日常業務みたいな．ものはあるのですか︒

ときにはいろいろ問題になって︑増えましたでしょヶ︒そういうも

にできたものだと︒そういう確たる方針なくして生まれた組織な

上げるといっても︑自分のところで⁝⁝︒

総合安全保障会議そのものば鈴木内閣のときにできるのですけれ

いてありまずけれども︑総合安全保障会議がまさにそうなんです︒

日常業務はないんです︒ある意味では︑長期計画を作る

のを整理して国防会議で決めてもらう事項を上げるということで
伊藤︵隆︶

いや︑材料はもらうのですけれども︑起案は事務局でや

ものだから︑結局そこにいる者は困ってしまう︒それはここにも書r

伊藤︵圭︶

ども︑結局これは最後には消えてしまうのです︒性格的には同じよ

す︒

るのです︒それで国防会議に上げるのです︒国防会議の決定事項と
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うでした︒

伊藤︵隆︶誌いものを買うということは︑要するに最初に買うと
伊藤︵圭︶

最初に買うということは開発費も含めて買っているわ

そう︑最初に買うということです︒

いうことでしょう︒

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

専任の参事官とかもいらっしゃるわけですか︒

省から一人︑この三人です︒

けですよね︒

佐道

伊藤︵隆︶ヒれも常務はないわげですね︒

伊藤︵圭︶ もっとも開発費というのは全部にかかってくるので

いるんですよ︒防衛庁から一人︑大蔵省から一人︑外務

伊藤︵圭︶ ないです︒

す︒

伊藤︵隆︶

伊藤︵隆︶事務局長もない︒

計算しているわけでしょう︒その機数を超えれば安くなるじゃな

それはそうですけれども︑ある程度の機数を想定して

伊藤︵圭︶

常務はないけれども︑事務局長は︑時々総理に呼ばれる

のです︒質問なんかを受けて説明するというようなことがあるの

いですか︒

伊藤︵圭︶

ですが︑その幾つかをここに書いてみました︒

伊藤︵隆︶・説明を求められるというときに︑情報をもっていなけ

ナイキも︑最初に国産するときはライセンス料は要るのですけれ

それがちょっと分からないのですけれども︑ホークも

れば話にならないですね︒

ども開発費は要らなかったのです︒二度目のときかなんかには開

はい︒だから︑こういうことを聞かせてくれと言うと︑

伊藤︵圭︶

だけアメリカも苦しくなった頃なんでしょうね︒

費なんていうのは十分終わった後だと思うのですけれども︑それ

発費まで負担しろということを言ってきました︒それはもう開発

ではやはり︑総理のスタッフみたいな感じだったので

防衛庁へ訊いたり外務省に訊いたりして集めて︒
伊藤︵隆︶
すね︒

佐道

これも︑参事官補といって︑大体課長補佐クラスが来て

常時専任の参事官が三人ぐらいいて︑あとは事務員とか︒

伊藤︵圭︶

伊藤︵圭︶

総理が訪米するでしょう︒そのときに防衛問題なんか

で一応防衛庁からも説明するわけです︒そのほかに局長なんかが

ｽんです︒だから地位が割合に高かったです︒本当に若い人なん

している国は世界中にないはずだから︑何もシュリンクする必要

3Cの話をして︑こんなにアメリカのもっとも優秀な兵器を装備

威張っていいと言ったんですゆなぜかと言うと︑例のF15の話とP

かれたことがありました︒私は︑これはアメリカにもっとはっきり

言っているようだけど︑本当にそうなのかというようなことを訊

して︑どうもアメリカは日本の防衛努力が足りないということを

曽根さんが訪米なさるときに防衛庁から聞いた後に私が呼ばれま

ました︒そのときは何も資料なしですよ︒ただ行って︒例えば︑中

になっていきまずけれども︑その前は国防会議には諮らないわけ

ろいろやって︒大綱ができて︑56中業ぐらいからは国防会議マター

を審議するということがございましたね︒事務局︑参事官会議とい

佐道

に貴重な時間なのだから勉強しろと言ったんです︒

伊藤︵圭︶

・しょうとい・ワ感じの役所ではないのですね︒

伊藤︵隆︶

かはいませんでした︒大体課長補佐クラス以上でし元︒

呼ばれて︑こういう問題はどうなんだということを訊かれたりし

はないので︑堂々と努力していると言っていいんじゃないですか

ですね︒防衛庁内部のもので︒そうするとますます仕事が︑総理の

これは︑二次防とか三次防とか年次防があるときにはそれ

ないです﹄だから私は︑これは役人生活のなかでは非常

地位は高いけれども︑情熱を込めて何かそこで仕事を

というようなことを言ったことはあります︒

、い
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御下問とかはあるかもしれませんけれども︑具体的な何かではな
いということですね︒

伊藤︵圭︶

大平さんのときなんかも行きました︒そんなことで大

平さんはよく存じ上げていました︒

すけれども︑大平さんが秘書官を通じて訊いてぎたのは︑非核三原

伊藤︵圭︶

佐道

りませんけれどもね︒

伊藤︵圭︶いやあ︑ハト派だと思われていたのか︑どうもよく分か

伊藤︵隆ソじゃあ︑やっぱり伊藤さんはハト派だと思われていた

則のなかで核の持ち込みについての解釈を変えてやったらどうな

衛局長とかと定例的に接触をするということはないわけですか︒

総理からの御下問というのは︑国防会議の事務局長だ

るだろうかということです︒私は︑これはおそらくアメリカが喜ぶ

伊藤︵圭︶ ありません︒

伊藤︵隆︶

だろうと言ったのです︒アメリカにしてみれば︑核の持ち込みとい

佐道

ということですね︒

うのは日本に核の基地を作るという理解だったんじゃないかと︒

伊藤︵圭︶

からなのですか︒それとも伊藤さんだからなのですか︒

それが︑船が寄る元びに持ってきたんじゃないかと騒ぎになるの

ーラルにあるのですけれども︑これは石原︵信雄︶さんが言ってい

必要に応じてということになるわけですか︒

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

うん︒それは喜ぶだろうと︑しかし国内的には相当政治

それは言わないわけですからね︒

国防会議の事務局として説明することはほとんどないのですけれ

ていますが︑その会議には国防会議の事務局長が毎週出るのです︒

会が毎週ある︒それも大きな仕事だったというようなことを言っ

国防会議の事務局長の仕事の一つにあるのは︑このオ

的な問題になりますよと言ったら︑そうしたらそれきり言ってこ

ども︑防衛庁かちの説明︑通産からの説明︑外務省の説明︑それか

それは半々でしょうね︒ここにもちょっと書いたので

ではかなわんから︑いいよと言ったらおそらくアメリカは喜ぶで

るのですが︑いわゆる官房の仕事のなかで各省と情報を交換する

国防会議の事務局長として︑日常的に防衛庁の次官とか防

しょうと言ったんです︒持ってきているかどうかは別にしてね︒

なかったです︒それなんかはやっぱり私だから早いてきたのかな

そのレベルの情報はそこでとれるということですよね︒

ら農林省の説明Aそういうのは一緒に聞いていました︒
伊藤︵隆︶

という感じはします︒

前々から大平さんは御存じでいらっしゃって︒

それ以外にいろんな情報を持つことは制度的にはないわけです

佐道
伊藤︵圭︶

か︒

国防会議の？

ないですか︒

伊藤︵隆︶

大平さんは私が防衛課長で四次防をやるときの外務大

臣だから︑説明に行きました︒国防会議に長期計画を出すとぎには︑

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

国防会議に例えば四次防を上げるでしょう︒そうする

ないです︒

国防会議の議員の先生には個別に事前に説明に行くのです︒
伊藤︵圭︶

伊藤︵圭︶

とはしないのです︒だから︑ある意味においては非常に宙に浮いて

で大統領といいますか閣議に上げるところでしょう︒そういうこ

報を集めて︑いわゆる安全保﹁障問題についての方針を起案し︑それ

それはまったくない・です︒その点がアメリガの国家安

例えば在日米軍とのネットワークとかそういうものも

と︑国防会議を構成している大臣に憶全部︑個別に説明に行くので

全保障会議︵NSC︶と違うのです︒NSCというのは︑各省の情
予め︒いわゆる

じゃないですか︒

す︒

伊藤︵隆ソ

まあ︑根回しでしょうね︒

根回し
伊藤︵圭︶

御進講ですね︒

．回

佐道
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む

佐道

﹁議論が逆立ちじゃないか﹂とか︑いろいろ責められている

様子が︒

も

そうですね︑情報がなければ宙に浮きますよね︒

伊藤︵圭︶

へ

伊藤︵隆︶

だから︑国防会議の事務局というのが非常に働いたよ

ヘ

伊藤︵圭︶

︑こに行くと参って帰ってきていました︒

レるとレ・つ力

うに見えるときと︑何もしないときがあるわけです︒海原さんのと
佐道

ことはほどんど理解するのです︒ところが︑彼の言うことが全然分

は︑意識はかなりしっかりしてきたような感じなんです︒私の言う

ら連休に見舞いに行ったのです︒本当にかわいそうだと思ったの

その海原さんが⁝⁝︒私は︹家内の︺納骨が終わってか

海原さんは大変なエネルギーですね︒

それは凄かったですよ︒﹁制服﹂の連中なんかも︑あそ

きなんかは非常に各省の印象が強いと思うのです︒これは彼の強

伊藤︵圭︶

お茶汲

い性格もあるでしょうね︒大蔵省にもすぐに文句を言ったりして
ちょうど四次防もありましたから︑中曽根さんに

いましたから︑そういう点もあったと思います︒

佐道
と言われて怒ったということもありますし︒

からないのです︒半分口が動かないせいでしょうか︑言っているこ

み

とが全然分からないわけです︒だから奥さんがいろいろ私と話す

海原さんのときとはちょっと状況が違うわけですね︒

言うのです︒そこで私はもう帰ってきました︒というのは︑自分一

です︒﹁便所へ行きたいんですか﹂と奥さんが多いたら︑﹁うん﹂と

・命言うのですね︒私も分からない︑奥さんもよく分からなかったん

わけです︒十五分から二十分たったときに何か海原さんが一所懸

伊藤︵隆︶

海原さんのお話しを伺っていたら︑かなり実務もあっ

伊藤︵圭︶ 違います︒

伊藤︵隆︶
伊藤︵圭︶

人では行けませんから︑介護人が来て︒そういうような状況を見て︑

て︒

は︑あの人も六年やっているのですが︑この人なんかは半分ぐらい

ところが︑海原さんの前の北村︵隆∀さんなんていうの

病院から通っていたのです︒昼過ぎじゃないと出てこないという

の海原さんが︑ちょワと宙を見るような︒こっちの言うことは分か

昔の海原さんからすると︑寂しい感じがしました︒あの鋭い目つき

北村さんのときは二次防と三次防をお決めになったわけで

ような人だったのですから︒

佐道

伊藤︵隆︶

ていないというか︑うつろな感じですね︒表情がないんです︒

るのですから痴呆ではないのですよ︒だけどやっぱり︑目が据わっ

伊藤︵圭︶

すもの︒

すね︒

せんけれども︑どういうことをやっていたのか分からないです︒た

伊藤︵圭︶

その頃︑私は全然関係していませんからよく分かりま

だ海原さんが四次防をやっているときは︑これは仕事があった︒毎

海原さんが⁝⁝というだけではなくて︑その後の制度

ていて︑事務局もピリッとした感じがしました︒

ただ︑海原さんの個性でそのときは事務局が全部動い

そうですね︒私が行ったときだって表情がなかったで

日国防会議事務局に説明をしてやるのですから︒それがたまらな
．いというので大綱にしょヶというのが西広︵整輝︶君あたりの感覚

伊藤︵隆︶

の改革︑変化で︑伊藤さんのときにはやろうと思ってもそんなこと

のなかにあったようです︒

はできないでしょう︒

あのときの海原さんからお借りした資料のなかにまとめた

もうやることがなかった︒いわゆる長期計画も決まっ

たばかりのときですから特になかったのです︒

炉藤︵圭︶

佐道

そうなんですよ︒

議事録みたいなものもちょっとあるのですけれども︑﹁この意味は
何だ﹂とか︒

伊藤︵圭︶
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佐道

です︒日本の官僚組織というのはこうなっているのかと思ってね︒

それを審議するというわけではなかったわけですね︒先ほ

ど情報交換の会とかにお出になっていたということですが︑そこ

とで開かれるわけですね︒議題が確か⁝⁝︒

伊藤︵圭︶

これとちょっと数が違うのです︒これは国防会議を開

国防会議自身は五十三年に二回︑五十四年に三回というこ

には内調︵内閣情報調査室︶とかいろいろ出でいたのでしょうか︒
内調も説明する機会があります︒

いて決めたことを中心に書いているでしょう︒これは決めたのよ

伊藤︵圭︶

佐道

りもっと多いと思うのです︒決めない国防会議もあったような気

何かあったとぎのいわゆる危機管理室といいますか︑内閣

安全保障室みたいなそういヶ役目も何かあるときには国防会議が

がするのです︒基本的には︑何か決めるときには 国防会議 であ

って︑単なる了解を求めたり情報交換をするときには 懇談会

負うことになるということになるのでしょうか︒
それは聞いているだけでしょう︒

いう名前で呼ぶというのが慣例だったのですけれども︑どうもこ﹁

と

伊藤︵隆︶

そのときは何もないです︒そのときに責任を持つめは

えば国防会議を開いておいて説明庖求めて︑これはこの次の会議

伊藤︵圭︶
では︑官房についているわけですね︒

で決めようとか︑そういうことになったのかもしれませんね︒

れに載っているよりも一応国防会議を開いたのが多いんです︒例

伊藤︵隆︶
いや︑ついていないのです︒

官房であり︑官房長官なんです︒

伊藤︵圭︶

ただ︑決めるときには国防会議にしなければいかんわ

けです︒だから︑議員懇談会をやっておって︑じゃあこれを決めよ

伊藤︵圭︶

いでしょうかち︒

一つのことを決めるのに一回目会議というわけではな

伊藤︵隆︶

直属上司というのは総理大臣なんです︒

佐道首相直結︒
伊藤︵圭︶
伊藤︵隆︶ そうすると妙な感じですね︒・．

妙な感じなんです︒

うということになると︑そこで国防会議に切レ替えなければいけ

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

ない︒その国防会議で決めたことについては︑確か通産大臣は署名

その会議に出ているというのはどういうあれなのでし

ょヶか︒﹁おまえ買いとれ﹂と︑こういうことつ・だって報告するこ

伊藤︵隆︶︑オブザーバーというのもいるわけですか︒

しないのです︒正式のメンバーではないですから︒

報告することは何もないですよ︒だから︑ただ行ってお

とはないじゃないですか︒
伊藤︵圭︶

とがあるのですね︒通産省が正式のメンバーかどうかは分かりま

おかしかったなと思うのは︑通産省の通商局長が来て説明したこ

佐道

のメンバ︸ではなくて︑経企庁長官は正式のメンバーです︒

ずっと出ていました︒どういうわけか知らんけど︑通産大臣は正式

オブザーバーはいました︒通産大臣はオブザーバーで

せんけれどもそのときに来て︑ちょうどその頃は中曽根内閣の頃

とですか︒

そうでしょうね︒

伊藤︵圭︶

でしたか︑日米貿易摩擦があったでじょう︒あの頃の話で︑これは

伊藤︵圭︶

昔の企画院だからね︒︑

っただけですけれども︒その聞いていたときにいま思い出しても

私もびっくりしたのですけれども︑通商局長が︑﹁私も実は驚いた

伊藤︵隆︶

・の事務官だけが知っているような規制もある︒アメリカが文句を

に三回と書いてあって︑五十三年は書いてなくて︑五十四年が二回

佐道確かにここに出ているのとは回数が違いますね︒五十二年

それはやっぱり長期経済見通しの問題があるからというこ

んだけど︑私なんかも全然知らない規制があるんだ︒本当の第一線
言うのも分かるよ・7な気がします﹂と︑これを担当の局長が言うん
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ということですから︒
それは決めたことが書いてありますね︒

そうです︑決定事項ですね︒

伊藤︵圭︶
佐道
これは会議の問題ではないんだな︒何を決めているの︒

いうことになるわけですbだから︑私なんかから見ると︑これなん

かは本当に意味がないことだなと思っていました︒今はどうなっ

ているか分かりません︒だけど︑そのときはそうでした︒

これは福田さんのときかな︑私が防衛局長の頃だったと思うの

ですけれども︒国防会議は予算閣議の前ですからすぐ決まっちゃ

伊藤︵隆︶

うわけです︒そうすると予．算閣議まで時間が空いてしまうわけで

例えば昭和五十四年つまり七九年でしたら︑五十四年度に

す︒一時間ぐらい問がありました︒福田さんが︑﹁これですぐ決まっ

佐道

たというのもおかしいから︑少しダベろうじゃないか﹂ということ

おける防衛力整備内容のうちの主要な事項について︒
伊藤︵圭︶

で︑﹂国防会議を開いているというようなことにしてそこで雑談を

それは︑いわゆる四十七年︹二月︺の例の国会の審議が

ストップになったとき︑議長裁定でこういうものは決めようとい

しておったことなんかもありました︒

長時間の審議をしたということですね︒

■ヨーロッパ奄視察する

伊藤︵隆︶

うようなことを後で決めるわけでしょう︑それを受けているわけ
これはそうですね︒今のが五十四年の一月で︑十二月にもあ

です︒例えば主要な装備については国防会議で決めるとか︒

佐道

って︑これはその次の︑五十五年度における防衛力整備内容のうち
の主要な事項について︒五十五年の十二月︑一年後に︑五十六年度

における防衛力整備内容のうちの主要な事項について︒結局こう
いう話︒

伊藤︵圭︶

に行くわけです︒ここにも書いておいたのですけれども︑福田さん

伊藤︵圭︶

福田さんのときには先生はまだ防衛局長ですか︒

算は︑国防会議の決定事項としてそこで決めて︑予算閣議に持ち込

は私が行ったときに非常に喜んでくれたのです︒﹁ひとつ一緒に防

佐道

むわけです︒これはおかしいのですけれども︑大蔵省は予算閣議だ

衛問題をやろうな﹂と言ってくれましたが︑一ヵ月後に辞めてしま

伊藤︵隆︶ 予算も︒

けでいいということを主張したのです︒だけど︑それではいかんと

うわけです︒

防衛局長です︒福田さんの最後のときに私が国防会議

いうことで︑国防会議で決めて︑そして予算閣議に持ち込むという

佐道

予算閣議の前には必ず国防会議を開くのです︒防衛予

ことになったのです︒そうむってくると︑その間が空いてまたいろ

伊藤︵圭︶

後任の防衛局長のことですか︒

ります︒渡辺さんは非常に心配していました︒

ら︑﹁私がいなくたって後の人がやるでしょう﹂と言った記憶があ

に行ったら︑﹁防衛庁は国会でちゃんと答弁できるのか﹂と言うか

雄︶さんのところに事務局長になりましたということをあいさつ

当然ですよ︒その後で︑私が当時農林大臣の渡辺︵美智．

そのときは予備選で勝つつもりでしたからね︒

いろ議論なんかがあると大蔵省が困るというので︑予算閣議の直
前に開こうということだから︑予算閣議のあるたびに必ず一回や
予算閣議の前にやるといったって︑もう防衛庁のほう

つているのです︒

伊藤︵隆︶
で︒

伊藤︵隆︶

だからそれはまったく形式的なんです︒国防会議で決

伊藤︵圭︶

佐道

実際︑・これは先生に伺ったほうがいいのかどうか分かりま

めたという形式をとって︑それを予算閣議で予算として決めると

i96

わけですね︒

しかも防衛局長の経験がない方がなられて︑素人の方が行かれる

せんけれども︑︹防衛事務次官は︺三代大蔵︹出身︺の方が続いて︑

佐道福田さんとはいつぐらいから︒

伊藤︵圭︶︑本当に涙を流して出てきましたよ︒

佐道本当ですよね︒

人ですからね︑それが防衛局長になってきたので渡辺さんがそう

長の後に来たのが原︵徹︶さんでしょう︒あの人は私より一年上の

伊藤︵圭︶

いう人は何も知らない人でしょう︒福田さんと食い違った答弁を

はある程度勉強しておったかも知らんけど︑とにかく金丸さんと

でずっと一緒だったんです︒前にお話ししましたように︑福田さん﹁

伊藤︵圭︶

福田さんは私が防衛局長のときに総理ですから︑国会

言ったのだと思います︒大丈夫かと言ったので︑大丈夫でしょうと

しちゃったんです︒そうしたら国会の予算委員会で問題になって

ここのところが非常におかしかったのは︑私の防衛局

言った記憶があるのです︒

しまって︑今の答弁はおかしいと言うのですね︒私も困ってしまつ．

三高ったら︑金丸さんが︑﹁おまえ︑総理のところへ行って言ってこい﹂

もう一つの首相の執務室というのは︑とれは辞めるときの話な
福田さんが辞めるときつ

と︒それから福田さんのところへ行って︵・﹁今のはこういうふうな

て︑金丸さんのところへ行って︑﹁こういうふうに説明してくれ﹂と

伊藤︵隆︶

福田さんが辞めるときです︒一ヵ月前に喜んで手を握

のですが︑私が福田さんのところへあいさつに行ったのです︒∴
伊藤︵圭︶

ってくれ﹂と言うのです︒しょうがないから立ち上がって行ったら︑

説明をすればいいと思う﹂と言ったらハ福田さんが︑﹁君︑それをや

わ．けでしょう︒それで︑大変残念ですとあいさつに行っ．たのです︒

これはギヤーギヤー言われましたよ︒おまえに響いているんじゃ

って新聞記者の前で写真なんかを撮って︑その一ヵ月後に辞める
そのときにちょっとあいさつに来る人が途切れておったのかも知
務室で二人だけで話をしたんです︒﹁伊藤君︑俺はこんなになると

を言ったんですが︑それで通ったのです︒そういうことがあったの

からお話しします﹂と言って説明したんです︒なんとか勝手なこと

・ないというようなことをね︒だけど︑﹁私は委員長から指名された

思わなかった﹂と私にこぼすわけです︒一番困るのは︑外国の大使

で︑特に私は最近テレビの中継を見ておってあわれだと思うのは︑

れないけれども︑福田さんが︑﹁まあ︑座れ﹂と言うのです︒あの執

があいさつに来たときに︑なぜ俺が辞めなきゃならんかというの

今の政府委員というのは秘書官ですよね︒だって政府委員の答弁

と言︑

を説明するのが難しいと言うのです︒あの頃は

する場なんてまったくないでしょう︒防衛庁長官とか外務大臣が

世界の福田

われていたでしょう︒だから大使がみんな表敬に来ているわけで

答弁している八割ぐらい昔は政府委員がやっていました︒︹ところ

に時代も変わったなと思って︑いいときに辞めたと思っていまし

す︒大使とも仲がよかったんですね︒これが非常に辛いということ

そ︑のときに私が行く前に入っておったのが今の国土交通大臣の

た︒それから驚くのは︑参議院にいたっでは大臣の答弁席と政府委

が今は︑答弁席に︺全然出ないでしょう︑．ただしゃがんで大臣に説

扇さん︒扇さんが出てきたのですが︑もう︑涙をボロボロ流してい

員の答弁席というのは違っているでしょう︒前に出てこられなく

を言っていました︒私もそう言われて困ってしまって︑大変残念で

たんです︒福田派ですかちね︒女の人はこういうものかなと思って

て︑政府委員は隅のほうでやる︒あんなばかなことがあるんですか

明している︒あんなのは昔は秘書官がやったことです︒だから本当

入っていった記憶があるのですけれども︒あの人が今﹁しゃん﹂と

ね︒政府を代表して答弁する者が︒

すというようなことを言って帰ってきたのです︒

●回

してしゃべっているのを見て馬立派になったなあと思ってね︒
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伊藤︵隆︶

佐道大平さん︒

ちょっとはっきりしないのですけれども︒

が起きたときは田中内閣で︑外務大臣が宮沢さんですかな︒これは

渡辺美智雄さんがそういうことを言ったというのは︑

ずっと防衛局長としてやっておられたお姿を見ておられたという

ませんけれども︑私が防衛局長をやった二年少しの問︑防衛問題で

誠意説明しておったものですからね︒前にもお話←したかも知れ

・もそれほど強く突っ込んでこなかったのです︒私もなるべく誠心

伊藤︵圭︶

会で問題になるのです︒﹁金大中事件﹂に自衛官が絡んでいたと︒覚

すが︑防衛局長の五十一年か二年か忘れましたけれども︑これが国

事件﹂があったとき︑そのときには私はあまり関心がなかったので

たのですか︒これはちょっと記憶にないのですけれども︑﹁金大中．

伊藤︵圭︶

大平さんですか︒それで︑政治決着するときはどうだっ

ことですね︒

国会が止まったということは一度もないんです︒そんなことを渡﹁

えていますか︒

その頃は割合に社会党の先生とか共産党の先生なんか

辺さんは見ておってくれたのですかね︒それでそんなことを言っ

を見たんです︒これを見ると完全に自衛隊が関与しているという

伊藤︵圭︶ 絡んでないということを私は答弁して︑それでずっと
︑通したわけです︒﹃KT﹄という映画がありますが︑たまたまあれ

はい︒r

佐道

これも先生にお訊きすることではないのかも知れないので

てくれたのかなという感じがします︒

佐道

すけれども︑そうするとちょっと異例の人事のような気がするの
ですね︒

のときに︑彼は田中︵角栄︶さんに近かったでしょう︒私が︑﹁国防

が少しあるのです︒あの映画では︑﹁三島由紀夫事件﹂に感動した三・

官がまったく関わっていなかったかというと︑関わっている部分

私の知っている限りでは確かにブイクションなんです︒では︑自衛

ことになっているんですね︒しかも︑防大一期生の三佐が関与して

会議に行くことになりました﹂と言ったら︑﹁それはおかしいじゃ

いると︒これはフィクションだと最初に断りがありまずけれども︑

異例の人事のような感じがすると︑これは海原さんも

ないか︒俺が田中さんに言ってやろうか﹂と言ってくれたんです︒

佐の人が探偵会社をつくって︑そして見張って︑最後は自衛隊のヘ

伊藤︵圭︶

でも︑それはやめてくれと言ったんです︒田中さんに言えば何かや

リコプターが金大中を殺さないようにということで飛ぶというの

言っていました︒君が︹次官に︺なると思っていたけれどもと︒そ

ってくれたかも知れないけれども︑やめてくれと断ったんです︒結

ったような気がするのですけれども︑そのときには海原さんがそ

す︒それは警察庁の公安部の仕事でしょう︒もう一つは︑情報の観

第一︑自衛隊が金大中の監禁事件に直接関係するはずがないので

が映画のストーリ⁝になっていますけれども︑事実は嘘であって︑

ういうことを言ってくれました︒だけど︑その頃役人が田中さんの

点からすると︑内閣調査室の仕事です︒内調とか警察の公安部が関

果的には国防会議で六年間ゆっくりさせてもらってかえってよか

ところに通っていろいろ頼んだりしているということを言われて

ただ︑これが変な格好で関与することになるんです︒というのは︑

与しているということは間違いないのですけれども︑自衛隊が直

内調から頼まれたのか警察庁から頼まれたのか知らんけれども︑

いたものですから︑そんなことまでして⁝⁝というような感じは
ついでに申しあげますと︑これは福田さん︹が総理︺で私が防衛

ある探偵会社が金大中の行動を見張っているんです︒探偵会社か

接関与していないのは事実です︒

局長のときに問題になったことがあるのですけれども︑﹁金大中事

ありました︒

件﹂です︒これは四十八年八月八日に起きていますね︒﹁金大中事件﹂
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もなんでもないですよね︒たまたま見習いのためにやっているだ

ね︒そういうことはあったんです︒ところが︑これは直接の関与で

グランドホテルの周りかなんかで先輩・の社員と見ておったのです

あるので︑見張りというのを勉強するためにおまえ行ってこいと︑

るというのが研修のために行っておったのです︒こういうことが

何か知りませんけれども︑その会社に﹁曹﹂の自衛官で来月退職す

大平内閣で記憶にあるのは︑さっきの非核三原則の問題です︒就

がら見るとね︒それはちょっと余談みたいなことですけれども︒

しかし︑あれは実に面白かったです︒特に当時のことを思い出しな

ではないでしょうか︒そんなようなことがあったのですけれども︑

CIAか何かが殺しちゃいかんということを韓国に伝えてあるの

けれども︑米軍のヘリコプターが行っているみたいです︒おそらく

まったく嘘なのです︒ヘリコプターが行ったのは事実みたいです

任のときの様子を申しあげますと︑大平さんが二年ぐらい在任し

けでしょう︒それをどこで知ったのか︑共産党が追及してきたわけ
です︒結局︑そういうことはなかったということで最後までがんば

だ秘書官を通じて非核三原則の問題を豪いてきたことはあったの

たのですけれども︑あの人が御機嫌よく笑顔を見せておったのは

このときに映画で出てくる三佐の問題があるのですけれども︑

ですけれども︒あとは︑国防会議で決定するようなときに︑明日こ

ったのですけれども︒ただ︑︹関与した人物が︺二人いまして︑この

共産党の先生がある陸上自衛隊の三佐の人のところに様子なんか

ういうことの議決をお願いしますということを事務的に言っただ

就任のときだけなんです︒あとは抗争で明け暮れていたでしょう︒

を置きに行っ︑ているのですね︒そのことはすぐ私のところに連絡

けであって︑そのほかのことで行ったことはないのです︒国防会議

二人から出るとこれは問題になるというので︑二人に対して絶対

があったものですから︑国会で︑国会議員の先生が直接陸上自衛官

の開催につい．てお話しに行くときに︑いつ行っても本当に苦虫を

だから︑大平さんに直接御進講に行ったことは一度もないです︒た

の三佐のところへ行くのはやめていただきたい︑びっくりするじ

噛み潰したようなような顔をしていました︒あの人は総理大臣に

に口外するなということを陸幕に頼んだ記憶があるのです︒

ゃないかということを言ったのです︒そうしたら︑物凄く怒られて︑

ですが︑そういうところで三佐というのが出てくるのです︒そうい

ども︑言うべきことは言っておこうと思ってやったことがあるの

わけです︒それを受けたのが後の鈴木内閣になるわけですけれど

ないです︒それで総合安全保障問題研究グループというのを作る

︑なって命を縮めた人ですね︒防衛問題について関心があったとい
うのは︑もっとソフトにしたいという気持ちがあったのは間違い

そんなことは聞いていないというようなことを言われましたけれ

うとこ・うから思．いついたのかなんか知らんけれども︑あの映画は

大平さんが亡くなる直前に︑あれは五月の・三十日かなんかに倒

も︒

この三佐自身はまったく関係はしていないわけですか︒

本当によくできていますね︒

佐道

れるわけでしょう︒あの前の晩に中国大使館でレセプションがあ

ったのです︒そのレセプシ旨ンに私も呼ばれていたので行ったの

第一おかしいめは︑あんなことはありえなかったので

すけれども︑﹁三島事件﹂があったときに︑その三佐が白い菊の花か

ですけれども︑普通︑ああいうところに総理大臣が来ると︑十分く

伊藤︵圭︶

何かを持ってきて︑総監室の前に置くところなんかがあるのです

らいいるとすぐに帰るのですね︒なぜか知らんけど︑その日は帰与

帰りたくてもなんだか帰るのは悪いような気がして︑長くいるな

ないのです︒一時間ぐらいいました︒大平さんがいる間はこづちも

ね︒そんなのはなかった︒もちろんその三佐は関係ない︒それから︑
︑最後にヘリコプターが飛んでくるところがあるのですが︑これが

ちゃんと日の丸がついた自衛隊のヘリコプターなんです︒それは
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うと思うのですけれどもいいでしょうか﹂と言ったら︑﹁大丈夫だ

閣官房長官だったものですかち臨時代理になられてY﹁行ってこよ

に行く予定をしておったものですから︑伊東︵正義︶さんが当時内

と思ったら︑翌日に倒れるわけです︒私は六月十一日にヨーロッパ

思ったのは︑ソ連の飛行機のアエロツ心門トでユーゴに行ったの

なこともあったのですが︑あのときに本当に窮屈なところだなと

ですけれども︑モスクワで︑電話が盗聴されておったりというよう

伊藤︵圭︶

佐道

伊藤︵隆︶

ただの視察です︒軍事情勢の視察︒だから今の出張と違

このときはなぜ行くのですか︒

いたお客さんが手を叩いて喜ぶのです︒シーンとしておったのが

ですけれども︑飛行機が飛び上がるでしょう︑上空に行くと乗って

二週間ぐらいだったと思います︒そのときに思っ︑たの

何日問ぐらい︒

から行ってきたまえ﹂と伊東さんが言っていました︒
伊藤︵圭︶

途端に元気になつちゃって︑ウォッカでも飲むのかなんか知らん
佐道

って全然気楽でした︒モスクワに行って︑ベオグラードに行って︑
向こうの人たちに会うわけですか︒

伊藤︵圭︶

けれども︑こういう国かなどいう感じがしました︒

俣藤︵隆︶

もちろんソ連は会わないですよ︒ソ連は大使館に行っ

ウイーンに行って︑ロンドンに行って︑それで帰ってきました︒

伊藤︵圭︶

局長のときに行ったときに感じましたのは︑パリからプラハに飛

それは︑無事に飛び上がって喜んだという︒

て︑アタッシェ︵駐在武官︶にソ連の軍事情勢を訊くわけです︒そ

行機で行きましたら︑パリの空港の騒音と違って︑当時のチェコの

ェコの人の荷物は全部調べられるのです︒厳しいものだな︑共産圏

外国人はお金を換えてスーツと通してくれるのですけれども︑チ

いや︑国を離れたということでしょうね︒その前の防衛

れはいつかお話ししましたように大使館の地下の部屋で驚いたの

プラハの空港はまったく静かなのです︒そして︑入っていくときに︑

これはお一人でということですか︒

です︒だから︑今の外国出張と違って実に優雅でした︒

佐道

というのはこういうものなのかなと思いましたけれども︑本当に

このときは一人で行きました︒そうだ︑このときだな︒

最後にフランスに寄ったときに︑フランスの調達庁の長官みたい

静かな感じがしました︒今はどうなっているのか︑ぜひ行ってみた

伊藤︵圭︶

な人にブローニュの森でご馳走になったのです︒日本は武器輸出

春の次に

が出ましたでしょう︑あの年なんです︒非

いような気がします︒ちょうど私が行ったときには︑例のプラハの

ても喜んでご馳走してくれました︒というのは︑当時フィリピンあ

常に厳しい頃でした︒

をしないのかと言うので︑おそらくできないだろうと言ったらと
たりがいろいろ飛行機を買う話があって︑日本が割り込んできた

佐道

二千語宣言

ら困るなという感じがあったのでしょう︒そんなようなことがあ

下元利さん︒

山下さんのときは私は知らないのです︒金丸さんのど

ちょっと戻るのですけれども︑︹長官は︺金丸さんの後が山

りました︒

伊藤︵圭︶

きにもう︹国防会議事務局へ︺行ってしまいましたから︒

大平さんが︑五十四年四月に︑総合安全保障研究グループを作り︑

亡くなった高坂︵正尭︶さんたちが安保政策の検討をやったのです

佐道

ヴに着いた日に大平さんが亡くなって︑防衛庁から来ておった参

佐道

伊藤︵圭︶

それはよく知っています︒

一応防衛庁長官ですから︑国防会議の事務局長としても︒

ね︒伊東さんが首相臨時代理のときにヨーロッパに行って︑モスク
事官に弔問に行ってもらって︑電話をしたら︑選挙中だから終わる

伊藤︵隆︶

防衛庁長官とはどういう関係になるの﹂ですか︒

どんな感℃かなと思って︒

まで何もないというのでずっと回ってきたのですけれども︒
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特に関係ないんです︒防衛庁長官は国防会議のメンバ

伊藤︵隆︶

お話を伺っていると︑どうも国防会議というのは離れ

小島みたいな気がするのですが︒︑

︑伊藤︵圭︶

ーであるというだけです︒こっちはその事務局という︑その関係だ
伊藤︵圭︶

まったく離れ小島です︒だから私は︑もし本当に国防の

けです︒

問題そのものを調整するのなら︑あれだけのスタッフではとても

では︑頻繁にお会いになるということもない︒︑

佐道

とか六十人ぐらいのスタッフがいて︑︑各省と常にコンタクトしな

う︒アメリカみたいにそこまでいかないにしても馬やっぱり五十人

足りないですよね︒アメリカは九十何人か百人ぐらいいるでしょ

国防会議のときにお会いになったりとか︒

伊藤︵圭︶ ないです︒

佐道
個人的にもそうなんですか︒︑

本はそういうのは馴染まないと思ヶのです︒少なくとも我々の時

伊藤︵隆︶

︑伊藤︵圭︶ 私の場合にはその前に防衛局長をやってずっと国会に
行っていましたから隅それは個人的には非常に親しかったです︒た

代までは︒だって︑大蔵省とか外務省のなかでも局あって省なしと

がらやっていくというやり方をしないとだめですね︒ところが日

だ︑この人が防衛政策についてどういう考え方を持っているかな

いうような状況でしょう︒まして︑各省が集まって一つの問題を議

論するなんて雰囲気はまったくなかったですね︒

んていうことまでは訊く機会はあゆませんでし元︒あの人は防衛
族でも何でもないですから︑比較的知識はなかったんじゃないか

佐道

佐道防衛族として印象にあるのは︑やっぱり三原︵朝雄︶さんと

があるわけですか︒

いろ教えてほしいとかというときには︑防衛庁側に定まった窓口

国防会議の事務局長が︑国防会議どして防衛庁に何かいろ

なという感じがしまずけれども︒

かそういう方になるわけ︑ですか︒

伊藤︵圭︶

もあんまりありませんし︒安全保障調査会というのが後でできま

治力のある人でもなんでもないですから︑特に頼みに行ったこと

のが長い間源田︵実︶さんがやっていましたから︑あの人も別に政・

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

部会はもちろんありました︒その部会の部会長という

でも自民党に国防部会はあります︒

連盟みたいに作って動くというような感じはなかったです︒

いましたけれども︑防衛に携わった人たちが集団で行動して議員

して︑その頃からだんだん防衛族らしいような雰囲気が出てきて

て︑あの頃造船関係の会社の人たちが国会議員に頼みに行った臥

すね︒

佐道

な︑象徴天皇みたいなものじゃないですか︒．

ないですけれども︑やっぱりシビリアン・﹂コントロールの象徴的

作る必要があったのかというのをさかのぼって考えなきゃ分から

は︑官房にも入っていない事務局ですから︒どうしてああいうのを

設置されたのが内閣でしょう︒しかもそのなかで事務局というの

伊藤︵圭︶

すか︒

伊藤︵隆︶

いや︑定まったのはないです︒だから例えば︑私のとき

伊藤︵圭︶

には防衛局長が夏目︵晴雄︶君のときでしたから︑夏目君に直接言

すね︒坂潤︵道太︶さんがなったりなんかしています︒その頃私は・

伊藤︵圭︶ そうです︒

あの頃はいわゆる防衛族というのはあんまりなかった

んじゃないでしょうか︒むしろ私が防衛局長になった後︑五十一年

って説いたりすることはありました︒

2002年5月14日

もう国防会議に行っていましたから︑直接⁝⁝︒

組織上はまったく離れ小島です︒国防会議そのものが

参事官とか課長補クラスの方は各省庁から来られるわけで

︑
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あたりに不況になり︑船なんかが非常に少なくなったことがあっ

●凹

そういうのはやっぱり元々の人間関係でどいうことで

蝕

伊藤︵圭︶

事務官の交代なんかは︑防衛庁から来ている参事官が

佐道

防衛庁に行って防衛庁の官房と話し合っていました︒参事官クラ

もっと下の庶務とか事務官とかがいらっしゃるわけです

ね︒全体で十何人︒それは⁝⁝︒

スになると︑各省の秘書課長が私のところに直接来て︑こういう人

全体の二十人のうち十人がいわゆるキャリアです︒あ

伊藤︵圭︶

防衛と大蔵は常にいたのです︒外務から来ていること

防衛と外務と大蔵が指定席で三人いらっしゃった︒

伊藤︵圭︶

佐道

を預かってくれませんかと︒これは秘書課長と事務局長でした︒

そうなんです︑絶対多いですね︒

比率からしたら︑キャリアの比率が大変な数ですね︒

との十人置ノンキャリアです︒
佐道
伊藤︵圭︶

もあり︑通産から来ていることもあるんです︒通産から来ている人

そうすると︑そのノンキャリの人たちは総理府とかそうい

伊藤︵隆︶

佐道

の人が来るのは分かるのですけれども︑外務と通産の間では一体

なんかでは次官になった人もいたんじゃないかな︒

伊藤︵圭︶

どうやってやっていたのですか︒

指定席が決まっていて︑交代しますというので向こう

防衛庁に帰っていく人もいました︒庶務をやっている事務官なん

伊藤︵圭︶

例えばタイピストなんかは防衛庁から来ていました︒

かは︑防衛庁から来て︑また帰っていったりしました︒総理府とは

うところがら来られるわけですか︒

あんまり関係なかったです︒ただ︑予算の執行とかなんかというの

せんでした︒通産は課長補佐が来ていましたから︒
伊藤︵隆︶

課長補佐も来ているのですか︒

では︑参事官にいないときには参事官補とか︑そういうタス

参事官補というのが︒

佐道

伊藤︵圭︶

これば分かりませんけれども︑私のときは通産はいま

は総理府の会計課が代行してくれていました︒
不思議な組織ですね︒

国防会議の人員配置とかはどこが考えるのですか︒人事に

伊藤︵隆︶

佐道
ついては︒

キがけが行われたりしたわけですかゆ

人事については︑国防会議で採用になってずっと国防

伊藤︵圭︶

参事官補が来ていました︒

伊藤︵圭︶警察庁かちも参事官補が来ていました︒運輸省からも

国防会議採用という人もいるわけですか︒

会議にいる人もいる︒

佐道

佐道

参事官補は何人ですか︒

伊藤︵圭︶

伊藤︵圭︶

掴防会議が採用というか︑そのときは総理府あたりか

ら来たのでしょうかな︒女の人なんかいましたよ︒庶務の事務官な

く十人ぐらいいるわけですから︑参事官が三人の下にまた二人ず

だけど︐そういう人事を誰が決めるのですか︒

佐道

伊藤︵隆︶

それでキャリアは十人ぐらい︒

伊藤︵隆︶

さあ︑誰が決めたんで七ようかね︒一番最初に決まった

佐道

つぐらいいたわけです︒

三人の下に四人ぐらいついたんじゃないかな︒とにか

んかは大体防衛庁から来ていました︒ドライバーなんかは︑これは

やっぱり当時の総理府なんかから来たんじゃないかな︒ドライバ

伊藤︵圭︶

伊藤︵圭︶

ーなんかはみんなずっといました︒

ものをずっと踏襲しておったのでは⁝⁝︒あ︑防衛庁とのやりとり

かに数えておりましたから︑だから絶対に譲らないわけです︒

しかし︑構成としてはずいぶん立派な︒

ですか︒

佐道

そうですよね︒ポストが一人減ったら大変ですよ︒

各省がこの参事官のポストを本省の課長のポストのな

主要官庁をちゃんとカバーしている︒

伊藤︵隆︶ ええ︒
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伊藤︵圭︶
ら︒

人事のローテーションのなかに入っているものですか

佐道

久保さんは行ったり来たりだから特別だということなので

しょうか︒

影藤︵圭︶

防衛庁のなかに︑久保さんはやっぱり防衛庁の人だと

佐道

いう意識がありました︒警察にもそれはありましたね︒だから︑警

久保さんなんていうのも六十年代に国防会議の参事官をや

られたのですね︒ただ︑久保さんは防衛庁と警察を行ったり来たり

あったのではないかと思います︒

察に帰っている問は少し骨を休めるどきだというような気持ちが

伊藤︵圭︶

佐道

されましたねゆああいう場合はどうなのでしょうか︒

らすぐ局長にできないので︑その間⁝⁝︒そういえばあの人は神戸

おうと︒

防衛庁と警察ですか︒それはおそらく︑防衛庁で課長か

に庵行きましたし︑福島の本部長になって︑それから帰ってきまし

伊藤︵圭︶

佐道

四次防の最初の頃は確か福島県の本部長でした︒

じゃあ︑骨休めをして︑また防衛庁に帰ってがんばってもら

たね︒

佐道

すね︒

だから︑そのときに六月か七月頃︑私は四次防の内容に

そうですね︑七〇年の十月かなんかに戻って来られるので

会議の参事官になられて︑また警察に戻られるのですよね︒それで︑

伊藤︵圭︶

防衛ド課長をやられて︑警察に一度戻られて︑それから国防

防衛局長で戻って来られるのですね︒そういう場合は一体どこか

次防︑三次防のときの話でも轟きに行ったのかな︒そうしたら︑温

ついて久保さんに教わりに行ったことがあります︒私ど何人か︑二

本籍地はどこなんですか︒

泉に連れて行ってくれて︑泊めてくれたことがありました︒

rらポストをやられているのかなと思ったのですけれども︒
伊藤︵隆︶

久保さんの場合ですか︒久保さんは警察です︒内務省⑳

そう︑好きだったですね

伊藤︵圭︶

伊藤︵圭︶

佐道・久保さんはお酒がお好きなんですね︒

そうすると︑警察が動かしているわけですね︒

採用ですから︒

伊藤︵隆︶

佐道

佐道

それから﹃出船﹄か何かの歌を歌ってね︒﹂

時間になりましたので︑続きはま．た次回に︒

伊藤︵圭︶

そういうときに憶︑温泉に行くと必ず一杯飲んで︒

もちろんです︒

本来は防衛庁の指定席である国防会議参事官の席が︑その

伊藤︵圭︶

佐道

・

まあ︑そういうことになりますね︒

ときには警察がとったという︒
伊藤︵圭︶

︐
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第17回

開催日＝2002年6月14日（金）
開催時刻：午後2時00分
終了時刻：午後4時00分
開催場所＝政策研究プロジェクトセンター

〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）

伊藤

隆（政策研究大学院大学教授）

佐道明広（政策研究大学院大学助教授）

記録者：有限会社ペンハウス矢沢麻里

■■干海里防衛一

帯

と

面

ちで︒

伊藤︵圭︶

そうですね︒実はこれ︹黄色い冊子︺に書いたのですけ

書いてくれと言われて書いたのです︒その頃まではいろいろ防衛

れども︑これは六十一年に立正佼成会職員の勉強用の資料として
伊藤︵圭︶

政策関係なんかについてもかなり調べていたのですが︑もう後半．

きょうこんなことでよければと思って考えてきました

のは︑こめ問お話ししたながで付け加えることもあるのですけれ

になるとせいぜい新聞を見るぐらい．になつ・て︑問題点を資料で調

国防会議事務局長をおやめになった後は︑防衛庁の側

べたりするという意欲をなくしてしまったものですから︒

ども︑国防会議と︑その後の安全保障会議は︑調べてみるどほどん
．ど変わりていないのです︒私は国防会議しか知ちないものですか

伊藤︵隆︶

からいろいろな情報は全然ないのですか︒

︐ら︑きまうでお仕舞いになるのかなという感じで来たのです︒

伊藤︵隆︶国防会礒をおや葡になつ売ところで公務が全部終わり

伊藤︵圭︶

ないですね︒防衛庁もありません七︑国防会議にもあん

でございますか︒

まり顔を出しませんでした︒

そうです︒私は役所をやめてから︑役．所の世話になって

伊藤︵圭︶

伊藤︑︵隆︶

個人的にも情報をいただけるような人はあんまりいら

就職もしていませんし︑全然役人の生活と別の生活をしてきまし
た人たちが後に行ったところの給料なんて凄いですね︒大体千五

たと思うのですが︒私が防衛局長とか防衛課長のときの部下がい

伊藤︵圭︶

っしゃらなかったのですかの

百万とかもらっているんですね︒凄いなあと思いました︒私はたま

る頃は︑頼むど資料なんかをくれました︒その資料なんかもある程

たが︑﹁天下り﹂というのが冊題になっているけれども︑役所をやめ

たま知っていたものだから顧問にしてもらったのですけれども︑

度は持っていたのです︒例えば53中業とか︑56中業とか︑安全保障

一いましたけど︑あんまり熱心に読んでいませんでした︒というのは︑

会議とか︑いろいろな資料を持っておっためです︒資料はもらって

いや︑後輩がいましたから︑希望すればいろいろもらえ

最初の二年間は月に五十万円もらいました︒ずいぶん優遇されて
いるんです︒それが終わってから二年間︑今度は月に三十万円もら

防衛問題の専門家になるつもりもなかったですし︒やめてから︑六

いました︒それから後はずっと月に二十万円ですから︑それ・に比べ

ると年間で千五百万とかなんとかもらうというのは︑長くはない

も︒い・つかお話ししましたように︑そのときのテレビを見てあまり

ときには︑また頼んでいろいろ資料を集めて勉強しましたけれど

十一年春二年にNHKで防衛問題をやるから出てくれと言われた
その公的なお仕事をおやめになってから後も︑﹃朝雲

でしょうけれども︑凄いものだなと思いました︒

伊藤︵隆︶

︹新聞︺﹄ですか︒

にも老醜を感じて︑もうこれからテレビに出るのはやめようと思

はい︑あれだけ轍書いたのです︒実はやめたときに﹃朝

伊藤︵圭︶

ったんです︒それから全然やめちゃったんです︒テレビというのは

大映しになるから︑自分の顔を見てがっかりしましてね︒

雲新聞﹄の会長になってくれと言われたんです︒だけゼ︑﹃朝雲薪聞﹄

の会長なんかになると︑また防衛庁に頭．を下げなき．やいかんでし

伊藤︵隆︶

これは︑評論家を目指す人はやっぱりやっています︒そ

新聞記者の人たちも︑そういう職を離れたら全然関係

ょう︒だからもう当分何もしたくないからと言って断ったんです︒

伊藤︵圭︶

なくなつちゃいましたか︒

一応︑その後もずっと防衛問題については関心をお持

けれど﹁寸言だけは書くよ﹂と言づて書いてはいたのです︒一︑

．伊藤︵隆︶
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交・防衛というのは非常に絡んできているものですから︑そうい

家になったという人もあんまりいないんですけれども︑ただ︑外

のほかはほとんどやっていないみたいです︒防衛問題専門の評論

の勉強用に書いてくれということでした︒だから︑話をしたときは

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

どういうふうに使ったか分かりませんけど︑ただ職員

それにしても︑立正佼成会とも書いてないですね︒

中を見せてもらったら︑凄いものですね︒宗教というのは金持ちだ

のがありまして︑そこで話をして︑教会というのですか︑大聖堂の

中野のあの会堂に行って話をしたんです︒横に事務室みたいなも

講演なんかにはよく行かれたのですか︒

う意味で関心を持って勉強している新聞記者の人はいたと思いま
す︒

佐道

なと驚いたことがありました︒それが終わってからはずっとお中

講演は︑平成元年でらいまではよく行っていました︒そ

でも︑まとめるいい機会にはなったということですね︒

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

そうですね︒今度読んでみてよかったなと思うのは︑中

元とお歳暮を何年か贈ってよこしました︒
伊藤︵圭︶

の頃はまだ勉強しておったのです︒

曽根︵康弘︶さんがあのときに外国から評価されたでしょう︒それ

どういうところですかっ・

伊藤︵圭︶

はこういう点じゃないかと私の考え方を書いたわけです︒それは

海原︵治︶さんが理事だった内外情勢調査会︑共同通信

がやっている政経懇話会が主．で︑青年会議所にも行っていました︒

それなりに意味があったのかなという感じがしました︒海原さん

．伊藤︵隆︶

そんなところでした︒それから︑これは立正心成会でもやりました︒

す︒どうして立正佼成会かというと︑ご存じの長谷川仁という政務

けだったのですけれども︑多少見解を盛り込んだのを書いたので

うものを出さないで︑防衛政策の推移というのはこういうことだ

もやめていたものですから︑現役の頃はあんまり自分の意見とい

というのが何年かたって私のところに来たんです︒そのときは私

立正坐成会の職員に勉強させたいからまとめて書いてくれないか

伊藤︵圭︶

しまいましたけれども︑きょうの追加のお話を︒

伊藤︵隆︶

ようなことを書いたのです︒

のは事実なんです︒それはこんなところではない︑だろうかという

リカとかヨーロッパの国から彼の発言に対して評価されたという

さんという人はあんまり好きではありませんけれども︑当時︑アメ

は非常に中曽根さんのことを批判しておられますし馬私も中曽根

立正佼成会の職員に対して話をしてくれというのが現役の頃にあ

次官がいましたでしょう︵在任昭和四十一年八月二日〜四十二年

ことというのはもう私の次の世代の話になってくるなという感じ

ったんです︒現役の頃に話をしましたら︑これからはああいうのを

二月十七日︶︒あの人を応援していたのが立正佼成会なんです︒そ

がしました︒たまたま今スキャンダルめいたことで大変問題にな

きたものですから読んでみましたら︑いわゆる冷戦真っ盛りの頃

海原さんという人は偉大な人だったなと思うのです︒今︑こういう

していたという問題︶︑このときに私が感じましたのは︑やっぱり

っていますけれども︵防衛庁幹部が情報公開請求者リストを回覧

この間の速記録を読んでみまして︑大体これから先の

おやめになってからのことを先にちょっとお聞き七て

んなことで頼まれて書いたのです︒私も今度これがたまたま出て
ですからずいぶん時代は変わっているのですけれども︑きょうお

問題が起きたときに司令塔がないんです︒官房長︑長官︑それから

話しする国防会議の問題とか︑総合安保の問題とか︑そんなことに
ついて少し書いてあったものですから持ってきたのです︒

しちゃっている︒例えばあんなことは海原さんが官房長なら絶対

事務次官︑勝手にそれぞれ言っているでしょう︒だから余計に混乱
そうです︒私が書いて︑書いた原稿を印刷したんです︒

伊藤︵隆︶・これは立直言成会が作ったものなんですね︒
伊藤︵圭︶
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で通すのか原本を出すのか︑どっちかだと思うのです︒ああいう姿

ならそんなことをしてもだめだと言うべきだと思うのです︒要約

ょう︒あ・んなばかなことはないですよ︒どうせ出さなきゃならんの

ほうがいいと言われて︑やめて要約を出して︑また本物を出すでし

にありえないと思うのは︑党の三役に説明に行って︑あれはやめた

も︑千海里のなかの行動というのはそう不自由なくできるという

いな高性能の兵器を持っているわけですから︑船自体は小さくて

ご承知のように駆逐艦そのものが︑かつての戦艦とか巡洋艦みた

航続距離をもった艦艇というものを造っているわけです︒それでふ

復め船団護衛だって千海里なわけですから︑それに見合うだけの

要だということではなかったと思うのですっ例えばサイパンの往

のが実態だと思います︒

勢そのものが背筋が通ってないなという感じがします︒・

それから︑この前のときにご質問があった一千海里の問題です

とを結ぶ船団護衛というのがあるでしょう︒あの距離が確か一千

ものは一次防でも一︑一次防でもあるのです︒それは︑サイパンと東京

うことになって︑それでギクシ㍗クしたわけです︒それがずっと尾

れが問題になったということを知って︑あれは公約じゃないとい

をアメリカに行ったときに言うわけです︒帰りの飛行機の中でそ

鈴木︵善幸Yさんが航路帯の千海里について努力するということr

百海里ぐらいなんです︒その間は護衛するというのでいわゆる一

・を引いておって︑中曽根さんが今度行ってやると言ったものだか︑

ね︒あれも私はずっと前のことから考えてみますと︑一千海里その

千海里の思想というのがあったのです︒それが︑船団護衛というの

ら︑中曽根さんが評価されるようになったというようなことなん

航路帯かと︑いう思想になりました

ではなくて馬ある幅をもって︑

て︒

る旧米同盟︑それには軍事的な意味はないなんていうことを言っ

鈴木さんが︑いま先生がおっしゃった日米共同宣言にもあ

でしょう︒

として一千海里全体

佐道

ね︒その幅をもつたものもやっぱりサイパン︹まで︺ということで

一千海里ということだったんです︒それできておったのですけれ
面

ども︑中曽根さんのときに変わったのは︑その千海里というのはい
ではなくて︑︑

伊藤︵圭︶

帯

について行動するのだというようなことで︑海上自衛隊の行動範

たんですね︒それは知っておったのだけれども︑航路帯まで問題に

わゆる航路帯という

囲が日本の本土から︹半径︺千海里ずっとやるというようなことに

なっていることを彼は知らないで飛行機に乗っているんです︒飛

それは既にそのことを言った段階で問題になつちゃっ

なってぎたのではないかなと思うのです︒

行機の中で新聞を見てびっくりしちゃつて︑あれは公約じゃない

今のお話のときにですけれどもハつまりそれに見合う・

伊藤︵隆﹀

佐道

というようなことを言ったわけです︒だから︑さらに問題が大きく

伊藤︵圭︶

か︒

艦船の任務といいますか︑この前にちょっと伺っていたのは︑それ

を出ると︑戦前は積んでいる武器とか食料とかで三ヵ月ぐらいは

伊藤︵圭︶

なつちゃったということなんです︒

港へ帰る必要がなかった︒今の船は大体二週間なんです︒まあ︑今

外務省だけではなくて︑少なくとも防衛庁か︑あるいは国防会議の

の配備がないんじゃないですかということなのですよね︒

はもっと大きくなっているかも知れません︒二週間というと︑やっ

者を連れて行けば︑あの記者会見であんなばかなことを言うはず

私が思ったのは︑本来ならああいう会議に行くときに︑

そういうときは国防会議に何か相談な．どあるのでしょ︑う

ぱり千海里までは行かないかも知らんけれども︑日本の周辺は行

がないのです︒ところが︑あの記者会見に立ち会っておったのは当

そうおっしゃいまずけれども︑艦艇そのものは︑一度港

動できるわけです︒だから︑千海里だからそれに見合う船がすぐ必
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ても全部武器を持っている人の責任になっていくわけです︒その︑

ことが非常に困るということを言っているのですけれども︑そう

時の外務審議官の鹿取︵泰衛︶さんなんです︒例えば鹿取さんじゃ
なくて︑・アメリカ局あたりで防衛政策なんかについても多少知っ

いうことを考えると︑この有事法制の全般も︑あいまいなところを

のです︒

残したまま作ってもあんまり意味がないのかなという感じがする

ている人が立ち会っていたらあんなことにはならなかったと思う
のです︒鹿取さんという方は経済関係の人なんでしょう︒だから気
がつかなかったのでしょうね︒

伊藤︵隆︶．しかし︑憲法で︑﹁交戦権はこれを放棄する﹂と書いて

しかし︑外務省の役人が乗っていて︑外務省で一番大事

伊藤︵隆︶

いますからね︒ここからなんとかしないことには︑もう︒

よということで説明すると言うのです︒だから︑そのときに外務大

たのは︑この間︑開発費の問題がありましたね︒ある一定の数が終

伊藤︵圭︶

■国防会議の法的根拠

な日米安保についてちゃんとアドバイスをできないというのも本
外務大臣が一番最初に外務省の事務当局からレクチャ・

当に不思議な話ですよね︒
伊藤︵圭︶

1を受けるのは日米関係だというのですね︒これはずっと歴史的

臣がそこにはいなかったのでしょうね︒それで︑帰ってきて問題に

わると開発費を払う必要がないのではないかと︒私は︑これはやは

な経緯があるものだから変なことを言ったら一番問題になります

なって伊東︵正義︶さんがやめるわけでしょう︒

り時代の流れがあると思うのです︒アメリカもそういう時期があ

そうですね︒もう一つ︑今度読んでおって私が感じまし

佐道うがった見方をすると︑八一年の五月ですから︑防衛庁から

も大蔵省から行かれた方が三代続いているわけですから︑防衛の

かれてということになるど︑先生もご承知のように︑防衛事務次官

を始めるときにそのR＆Dを言ってくるわけです︒最初の国産の

なってきたというので︑前にもお話ししましたけど︑ホークの国産

される時期になったときは︑アメリカ自体も非常に苦し・い時期に

ったし︑日本でR＆D︵研究開発︶というのですか︑開発費が要求

中身をよく知らない方々がなっておられる時期ですので︑外務省

ときはその開発費の請求はなかったのが︑二回目のときかなんか

誰かが出るということになっても︑防衛局長か次官かが一緒に行

の方と防衛庁の方と並んで両方ともよく分からないという話にな

困ってしまって︑森田︵三喜男︶という通産から来た装備局長が自

に来るわけです︒大蔵省はうんといわない︒それで防衛庁としても

あるいはそうかも知れませんね︒

りかねないという時期ではなかったかなという気がするのです︒
伊藤︵圭︶

問題だと私は思うのです︒というのは︑あの人の遺書にはそのこと

殺するわけです︒あの人が自殺した原因というのは︑この開発費が

は書いてありませんけれども︑昨夜来のいろんな折衝で錯乱状態

非常に微妙な時期かも知れないです︒︑

伊藤︵圭︶

に陥ったということが書いてあるのです︒防衛庁側はそれを飲ま

佐道

の第二巻を読んでみて︑防衛政策のこどが書いてありました︒いろ

ざるを得ないと考え︑大蔵省︹の要求︺は断れと指示され︑その間

なるほどね︒櫻井よし子さんが書いている﹃日本の危機﹄

いろ﹁制服﹂の一佐の人なんかの話を疑いている中で︑﹁制服﹂の人

みれば︑開発費というものをずっと乗せていくということはそれ

で苦しんだんじゃないかという気がするのです︒アメリカにして

が望んでいるのは︑有事法制は当然なんだけれども︑それよりも
﹁交戦規定﹂がないのが困るということを言っているのです︒﹁交戦

規定﹂がないということになると︑例えば武器の使用なんかについ

O
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うことが出ていましたね︒これは一つだけ例を申しあげますと︑こ

国防会議の開催が私が申し上げたよりも多いんじゃないかとい

いかなという感じがいたします︒

り予算﹂を要求してくるようになる︒それと似たような経過じゃな

かも全部アメリカがもっていたという時期から︑いよいよ﹁思いや

と感じます︒最初の頃の︑例の駐留軍の労務者の人件費の問題なん

だけ儲かるわけですから︑それでがんばってきたんじゃないかな

き遺後藤田︵正晴︶さんが官房副長官ですね︒官房長官が︑二階堂

しないですね︵笑︶︒海原さんがいつも笑うのですけれども︑あのと

原さんも警察出身なんですけど︑あの人がやめるときに誰も世話

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

そういうことですね︒．だかち海原さんと．同じような︒海

実態というか︑本籍が移ったみたいな感じなんですね︒

人というよりは防衛庁の人だと・いうのが実態だろうと思います︒

を作って︑あそこの理事長になったものですから︒だから︑警察の

ると思ったら何もしてくれない﹂と言っていました︒

︵進︶さんでしょヶ︒．︹海原さんは︺﹁俺は当然後藤田が世話してくれ

九月三十日に中国から帰ってまいりますね︒それで︑主要項目を決

佐道

ういうことがあったのを思い出しました︒田中さんが四十七年の
めるぞと言って始めるわけです︒十月一月から始まって︑九日に決

とでしたけど︑防衛庁上いう投所は︑内局のそういう重要な役職を

先生も防衛庁の世話にならないで顧問になられたというこ

めるわけです︒そのときに︑あの頃は閣僚の予定を調整するのに手

務められた方の後の転進先とかそういうのは︹面倒︺見ないのです
か︒

間取りまして︑．九日しかないということになったんです︒九日を過

ぎると外遊なんかがあってできないので︑九日までに決めなけれ

協会とか︑弘済会とかいろいろあるでしょう︒

﹂．−

伊藤︵圭V今はずいぶんいろいろ作ったのです︒例えば防衛技術

rばいかん︒ところが︑九日の一回の国防会議で決めたと言ったらい
かにも拙速じゃないかど言うので︑六日の日に一回開こうじゃな

佐道

伊藤︵圭︶

ああいうところの理事長とか理事でいくと︑それこそ

い並んでいますけれども︒

﹃︹防衛︺ハンドブック﹄の後ろを見ると︑関連団体といっぱ

いかと︒それで六日の日に一回開いて︑発こういう状況でございま
すということを報告して一回目の国防会議を終わって︑そし．て二

回目にそれを整理して決めたという形をとった︒これは実際にあ

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

前のほうも国防会議です︒原則的には何か案件を決定

その前のほうも国防会議︒

はないですから古い六法全書を取り出して読んでみて︑﹁なるほど

さようはまず国防会議というものについて︑私も自分で事務局
長をやっていたのに誠に申し訳なかったのですけれども︑もう今

一千万円ぐらいもらえる︵笑︶︒

するとぎが国防会議だということを申しあげました︒そのほかは

これは凄いな﹂と思ったのは︑最初はアメリカでいう国家安全保障

るんです︒

議員懇談会だというのが原則だったのですけれども︑必ずしもそ

会議と同じようなつもりで作っているみたいですね︒
つもりですか︒

一

伊藤︵隆︶

ただ︑おかしいと思うのは︑国防会議の設置の根拠が防

す︒ここのところは未だに私もよく分かりません︒しかし︑防衛庁．

てその防衛庁設置法に載っているかというのが分からないんで

衛庁設置法によっているんです︒昭和二十九年に︒これは︑どうし

伊藤︵圭︶

・うではないのです︒国防会議を開いたということにしてやったと
いうようなこともあったということです︒

﹁久保︵卓也︶さんが警察の人か防衛庁の人かという問題ですが︑
久保さんという人はやはり警察の人というよりは防衛庁の人にな
っていたんですね︒というのは︑久保さんがやめた後の就職の世話
は警察はしていないのです︒防衛庁が﹁平和問題研究所﹂というの
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い出してみると︑この間にいろんな問題が出ているんですね︒例え
ば︑このときに国防会議の議員をどうするかという問題が︒これは

なんです︒この周にはどうしておったのかというのをいろいろ思

ればいかんでしょう︒ところが︑これができたのが三十一年の七月

設置法に載っているのだったら当然昭和二十九年にできていなけ

が決まっているんです︒

添う内閣総理大臣が必要と認める国防に関する重要事項というの

などの調整計画の大綱﹂です︒そして︑四番目が﹁防衛出動の可否﹂

針﹂︑二が﹁防衛計画の大綱﹂です︒三が︑﹁前号の計画に関する産業．

諮らなければならないと書いてありまして︑一が﹁国防の基本方

そういう内閣に関することが防衛庁設置法の中に入っ
てくるのですか︒

伊藤︵隆︶

なんです︒だから︑まさに防衛に関する重要事項なんですね︒その

政府とか︑あのときは民主党と自由党だったのですかね︒
昭和二十九年ですか︒

最初は改進党と自由党と日本自由党です︒

伊藤︵隆︶

佐道

重要事項について必要に応じて内閣総理大臣に対して意見を述べ

書いてあるのです︒さらに︑﹁国防会議は国防に関する

ることができる﹂となっています︒だから︑まさにアメリカのNS

伊藤︵圭︶

いるんです︒最初は︑その中に民間人を入れうというような意見も

C︵国家安全保障会議︶と伺じなんですね︒そして︑いろいろ紆余

そこらへんで構成員をどうするかということで揉めて

あったような記憶があるのです︒これは佐道先生なんかに調べて

曲折があって三十一年の七月二日にできているのです︒確か発効

伊藤︵圭︶

いただくと分かると思うのですけれども︑民間人を入れうと︒とこ

る法律ができたのです︒その中でまず︑国防会議の議員は議長と議

がこのときだと思うのですけれども︑国防会議の構成などに関す

員からなるというようなことで︑議長は総理大臣だということが

ゃないかというようなことでいろいろ議論があって︑防衛庁設置

書いてあるのです︒﹁議長は会議を総理する﹂と書いてあるんです︒

ろが︑こういう機密問題を取り扱うのに民間人が入るといかんじ

ょう︑その発足ナるにあたって国防会議の構成などに関する法律

法があるにもかかわらず︑国防会議が発足するのは三十一年でし

議長がいないときは副総理ですね︒その四条に議員として指定さ

いてあります︒五条で議員は非常勤であるということが書いてあ

れているのが︑副総理︑外務︑大蔵︑防衛︑それから経企庁長官と書

というのを作っているのです︒この構成などに関する法律が成立

国防会議自体の設置法は︒

して︑そして三十一年の四月に国防会議が発足することになるん
です︒

伊藤︵隆︶

大臣を出席できるとあるのですが︑その中に統幕議長が入ってい

これはよくできているな﹂と思ったのが︑．必要があれば関係の国務

る︒そして︑守秘義務というのが書かれています︒これは当然のこ

設置法の中にあるのですか︒︑

るんです︒︑関係の国務大臣および統幕議長その他関係者の意見を

国防会議そのものは︑国防会議をおくというこれはも

伊藤︵隆︶

防衛庁設置法の中にあるんです︒

聞くことができるとなっているのです︒だから︑専門家として統幕

伊藤︵圭︶

伊藤︵圭︶

そうすると︑防衛庁の中ですか︒

議長の地位は非常に高いわけです︒

となのでしょうけれども︒それで︑この六条を見て私が﹁なるほど

伊藤︵隆︶

いやいや︑ところがその内容が︑防衛庁設置法の中に︑

うできているのです︒二十九年に︒

伊藤︵圭︶

来︑こういうものをもっと積極的に活用すれば︑いわゆるシビリア

そういうことを私もあんまり知らなかったのですけれども︑本

国防に関する重要事項を審議する機関として内閣に国防会議を設
置すると書いてあるんです︒これは私も今度読んで驚いたのです
けれども︑そして︑内閣総理大臣は次の事項については国防会議に

2

21

﹂

硬にいろんなことをさせたというのは︑ごれに基づけば何もおか

す︒だから︑海原さんが︑大蔵省︑外務省︑防衛庁に対して非常に強

ン・コントロ﹂ル．なんていうのももっと円滑にいったと思うので

た組織の予算は防衛庁予算を請求するときにそこで来て︑実質の

佐道

うようなごどになっているのです︒

仕事になっているのだけれども︑それはほかでやってもいいとい

事務は総理府でと︑一体どこに本当は所属しているのだろうと︒

考えたらおかしいものですよね︒総理直属で内閣に置かれ

しいことではないんですね︒﹁

今から考えてみると︑国防会議にしろ︑議員懇談会にしろ︑話を

長が全部後ろの席に説明員として座るわけです︒そのときに統幕

の他の所要の職員を置くとなっているんですゆこれが結局︑海原さ

知ったのですけれども︒その前に隅事務局に馬事務局長︑事務官︑そ

どになっているなと思いました︒八条には︑これもまた私も初めて

議長もそこに座るわけです︒考えてみると︑本当は統幕議長という

んが佐藤内閣のときにやめてくれというのを断った根拠になるみ

伊藤︵圭Y分からないんですよね︒だから︑これも実際おかしなご

のは大臣と同じいすに座ってもいいはずなんです︒通産大臣が関

たいなのです︒というのは︑事務局長というのはいわゆる官職と職

するときには︑大臣の席がありますね︑その大臣の席に官房長官と

係の閣僚として入っているわけですから︒そういう点なんかも︑国

務が同じなんですね︒事務局長をやめさせるということは︑官職も

国防会議の事務局長がその席に座るわけです︒それから各省の局

防会議の構成に関する法律からすると︑そういう待遇を与えてお

奪ってしまうことになるわけです︒そうすると︑役人は何か悪いこ

とをした覚えはないとがんばったらハ誰もやめさせられないので

けば﹁制服﹂．の不満なんていうのもなかったんじゃないかなと今に

もう一つ︑事務局のことが書いてありますσ﹁国防会議の事務﹂と︑

す︒国防会議の事務局付きにもできないです︒ところが︑後のほう

とでもしないとやめさせられないですね︒だから︑私は別に悪いこ

そのほか﹁国防会議に関する事務﹂を行うために事務局を置くと書

は国防会議事務局に事務局長および事務官を置くとなっているで

なって私は反省するわけです︒

いてあるのです︒

てあるのです︒これはどういうことなのかなと思って考えてみた

伊藤︵圭︶

と首にしなきゃいかんということになるわけです︒これは各省の

す︒単なる事務官でね︒だけど︑局長だけは局長をやめさせられる

して事務官にして国防会議事務局付きとすることができるわけで

しょう︒そうすると︑例えば参事官で来ている人は︑参事官をはず

のですけれども︑国防会議の議題を決める事務︑そういうものは国

事務次官がそうなんです︒事務次官とそのほかの職員ということ

伊藤︵隆︶え︑ちょっと待ってください︒国防⁝⁝︒．

防会議の事務局なんですね︒それと同時にもう一つ国防会議に関

になっているので︑同じようなシステムなわけです︒

国防会議の事務と︑国防会議に関する事務と︑二つ書い

する事務というのがあるのは︑国防会議の事務局に関する費用と
いるんです︒それで︑この﹁関する事務﹂については事務局がやら

の事務を掌理するということになっています︒それから︑部内の職

総理大臣になっているのです︒局長は総理の命令を受けて事務局

もう一つ︑私も驚いたのですけれども︑事務局長を任命するのは

んでもいいということも政令か何かに書いてあるのですね︒だか

員の任免権も持っているんです︒これは大変な権限だと思いまし

かいろいろあるでしょう︑そういうのをやるということになって

ら︑予算関係は︑国防会議の予算は防衛庁の予算の中で一緒に要求

て︒それから︑進退を行い︑かつその服務についてこれを監督する

となっているんですね︒各省でいうと︑．任免権を持︑っている大臣と

することになるん︐です︒それから馬会計の事務を処理するのは総理
府の会計課に頼んでいるわけです︒結局︑﹁関する事務﹂も事務局の
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本来は国防というのはそれだけ重いという︒

ストだったんだなと改めて感じるのですけれども︵笑︶︒

同じような立場なんですね︒私も︑今から考えるとずいぶん偉いポ

卓四郎さんを採用する︑しないというのが新聞に出て︑それで話題

できてすぐに︑当時の新聞によりますと︑国防会議の参事官に服部

ご記憶されているということだったのですけれども︑国防会議が

いうのを格好．だけ作ったけれども実質はやらなかったというのが

たんでしょうね︒三十一年になるとアメリカがいませんから︑こう

で作ったのが結局瓦解していくわけですね︒同じようなことだっ

事院が役人の人事行政を一括してやると︑いうのでアメリカの命令

織を作って︒だけど日本は非常に各省の力が強いものですから︑人

とを本当にやらせるのだったらアメリカのようにちゃんとした組

伊藤︵圭︶

れは飲まなかったということみたいです︒同時に︑その頃は海軍は

義の復活というのを非常に恐れていた時代だから︑吉田さんもそ

やしたということは記憶にあります︒だけど︑当時はやはり軍国主

用に反対したという話も聞きました︒服部さんが非常に意欲を燃

時代に一緒にいた人が言ったみたいです︒その人が服部さんの起

田︵茂︶さんの軍事問題のアドバイザーみたいな人で︑なんか満州

伊藤︵圭︶

のですけれども︑そういうことはご記憶ですか︒

になって︑それはまずいという意見で結局おなりにならなかった

佐道

一つある︒同時に︑最初の頃はある程度機能しておったと息うので

そういうことなんでしょうね︒だから︑本来そういうこ

す︒F悩とグラマンのときに︑あれは国防会議が主導権を握ってや

海軍でまたいろいろ動いておったでしょう︒そんなようなことも

それは記憶にあります︒それに反対したのは︑あれは吉

っているんです︒ところが︑あのときにいろいろな問題が起きてし
び腰になってしまったのではないでしょうか︒だから隅その当時に

すね︒各省大臣と同じように内閣総理大臣直属の組織だった︒その

国防会議についての主任の大臣というのは内閣総理大臣なんで

いろいろ考えてへ省こうということになったんですね︒

海原さんみたいな人がおってやっておったら︑もっと国防会議自

もとにある政令によって︑監事を十人以内置くということが決ま

まったものですから︑それで結局︑国防会議の事務局長なんかも及

体が別の形になったのではないかと思います︒

北村︵隆︶さんがあったでしょう︒六年もしておったのですけれど

か広岡さんは池田︵勇人︶さんと親交があったんですね︒その後の

伊藤︵圭︶

をやると議長の名前で事務局長は何でもできたんです︒だから︑決

必要な協力を求めることができると決まっているんですね︒これ

きは︑関係の行政機関の長に対して資料または情報の説明︑その他

これまた凄いのは︑その政令によると︑議長が必要あると認めたと

省の次官です︒それから︑参事官は九人と決まっておって︒それで︑

っているのです︒これは各省の次官です︒事務局長と︑それから各

も︑昼から出てくるような人だったみたいです︒北村さんの後が海

して海原さんが横暴なのではなくて︑海原さんは職務に忠実だつ

最初から海原さんのような人だったら︒

原さん︒海原さんが非常に猛威を振るったのですけれども︑その後

佐道

に内海︵倫︶さんが来て︑内海さんの後が久保さんでしょう︒久保

たというのが正しい見方ではないかと思います︒

そうそう︒一番最初の人が広岡︵謙二︶さんですか︒確

さんは学者ですね︒私もなったときには大綱も決まっちゃってあ

伊藤︵隆︶

国防会議そのものの設置が何で防衛庁設置法の中に入

んまりやることもなかったから︑結局そんなようなことだったん

これは分からないですね︒

っているかですね︒
伊藤︵圭︶

不思議ですね︒そういう独立した︑総理に直属する機関

ですね︒

佐道

伊藤︵隆︶

先ほどの国防会議の構成に関する法律ができるまでの問に
民間人の議員を入れるかどうかというのが問題になっていたのを
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にするかだけが折り合いがっかなくて︑所属とかいろいろ揉めた

は決めようと位先生がおっしゃるように︑ただ︑どういうメンバー

つて︑それで自由党と揉めるわけです︒自由党と揉めて︑設︑置だけ

佐道

なっているのでしょうね︒一項目形の上でそういう諮問というよう

まって︑結局そういうのも全部閣議で決めるというような格好に

伊藤︵圭︶そうすると︑︑今はもうそれが本当に形式．的になってし

佐道

ならんということを決めたわけですね︒

例えば防衛出動なんかについては首相が国防会議に諮らなければ

上で︑作るのだけは決めようと︒でも︑防衛二法はまずやらなくて

なことをとるわけだけれども︑今は安全保障会議になって官房の

だとしたら︑防衛庁の中の一つの機関とし℃というのは︒

はいけないから︑防衛二法の成立と国防会議を作るのだというこ

防衛二法を作るときに︑改進党が国防会議を作りたいとい

とだけは決めましょうということで二十九年にできるのです︒そ

ども︒

中に入ってしまいましたから総理は何でもできるのでしょうけれ

国防会議については今お話ししたようなことをちょっ

とおさらいしてきたの．ですけれども︑あとは総合安全保障政策で

伊藤︵圭︶

■鈴木首相と総合安全保障政策

そうです︑そうです︑そういうことを決めようと︒

れで︑構⁝成メンバーについてはまた別途決めましょうと︒これはそ

んなに時期をおかないで決めるはずだったのが︑その後保守合同
になったりしましたので︑それでズレていって︑改進党もなくなつ

てしまいますめで︑改進党の考えとはだいぶ変わってきたという
ような経緯があるみたいです︒いずれにしても非常に複雑な感じ
その頃の改進党の総裁というのは︒

㌦がいたします︒

．伊藤︵圭︶

については︑先生もご存じのように︑大平内閣のどきに︑あれは九

すね︒総合安全保障会議というのができるわけですけれども︑これ

伊藤︵圭︶

つですか︑グル﹂プを作りました︒その中の一つに総合安全保障研

重光さんね︒重光さんなんかはやっぱり軍部の横暴の

時代を知っているものだから︑何かそういったシビリアン・コン

究グループというのができて︑猪木︵正道︶さんが座長になるわけ

r伊藤︵隆︶ 重光︵葵︶ざん︒

トロールのシンボルみたいなものは必要だということを感じてお

ずっとお書きになったみたいです︒私はメンバレもはつぎり記憶

です︒報告書を書くのが︑亡くなった高坂︵正尭︶先生︒あの先生が

これは芦田︵均︶さんみたいです︒

られたのでしょうね︒
佐道

していないのですけれども︑ずっと勉強していました︒ところが︑

芦田さんですか︒

伊藤︵圭︶

五十五年の六月に大平さんが亡くなってしまうわけです︒そして︑
佐道

すぐに報告が出たんですね︒

この報告書が出てくるのが七月二日ですぐ後です︒

佐道．芦田さんが︑これはしなければということを言っていたみ
−たいです︒

︑伊藤︵隆γ再軍備論の最先端ですからね︒

伊藤︵圭︶

整備については自助の努力が必要．である︒だかち︑必ずしも一％に

そうですね︒私もそれを読んで思い出したのですけれ

佐道

ども︑グループの報告というのは日米関係が一番大事ですよとい

吉田さんに権限が集中しすぎるのはよくないと︒首相にす
べての権限が行き過ぎる︒そのために民間議員というのも考えよ

うようなことが最初に書いてあります︒その次に︑これから防衛力
そうですが︒それで︑こういつた重要事項については︑

うというのが芦田さんの日記の中に頻繁に出てぐるのです︒．
伊藤︵圭︶
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から難しいのは︑中国に対する外交︑ソ連に対する外交だというよ

す︒それから︑この当時は東西の冷戦たけなわの頃ですから︑これ

年の総理は誰ですか︒

ところが︑この会議が平成五年になって廃止になるのです︒平成五

ですね︒それで十二月に閣議で決定するのです︒

いうことになりました︒︑五十五年︑鈴木内閣が七月に発足するわけ

うなことが書いてあります︒ここまでは外交防衛が書いてあるの
佐道

こだわらなくてもいいのではないかということが書いてありま

ですけれども︑その次に書いてあるのはエネルギー対策なんです︒

伊藤︵圭︶

細川さんのときに︑いわゆる関係閣僚会議みたいなの

一九九四年︑細川さんです︒

エネルギーについては︑備蓄を増やさなければいかんということ︑
ます︒その次に出てくるのが食料対策なんです︒日本ではこれから

は今年の﹃︹防衛︺ハンドブック﹄に出ています︒あ㊨を読んでみる

総合安全保障政策について︑どういうことをやったかというの

を全部ご破算にするのですね︒

自給自足だけではとてもやっていけないから︑確実に輸入できる

と︑結局︑ただなんとなしに石油はどのくらい備蓄があるとか︑食

それから輸入先を分散しなければいかんということが書いてあり

先を決めておかなけれぜいかんというのが書いてあります︒最後

料はどこから輸入しているとか︑通産大臣が○○会議に行って帰

ってきて︑その報告とか︑すぐ行政に役立つような話でも何でもな

に︑大規模災害については危機管理を確立しておかなければと︒こ
の頃︹こう︺言っていながら︑阪神大震災までは何もやっていない

は︑国政のほとんどをカバーすることになります︒おそらく大平さ

んな入ってくるわけでしょう︒そうすると総合安保政策というの

ども︑アメリカに行って総合安全保障政策をレーガンに話してき

ろに呼ばれたのです︒これも前にお話ししたかもしれませんけれ

伊藤︵圭︶

佐道

鈴木さんは五十何年かにアメリカに行きますね︒

うのですけれども︒

合安全保障会議というのは実際問題としては機能していないと思

いです︒なんかそんなことで話を濁しているわけです︒だから︑総

ただ︑この報告を見ると︑私は総合安保という概念を．ここまで広

わけですね︒そういうようなものなのですけれども︒

げてしまうと国政そのものではないかという感じがするのです︒

んはあんまり軍事色が強く出ないような内容にしてもらいたいと

食料とエネルギーも入ってきた︑地震まで入ってくると︑警察もみ

いう気持ちで言われたのだと思うのです︒それに応える形でこう

たい之思うということを言いましたから︑私は︑それはあなたのお

五十六年です︒

いう中間報告が出たんですね︒

考えだから結構ですけれども︑ただ一つだけ注意していただきた

五十六年ですか︒行くときに︑実は私は鈴木さんのとこ

ところが︑この報告を伊東さんが受けて︑鈴木︵善幸︶さんにな

まったのですね︒一番最初にこれがニュースになるのは︑岩手日報

ませんけれども︒そうしたら鈴木さんがすっかりそれにのってし

かったというようなことだったのですが︑これが全然分かってい

しなさったほうがいいですよということを申しあげたのです︒分

外交努力︑この二つを中心に話しているということを前提にお話

止め方として︑軍事問題と軍事的な脅威に対してそれを回避する

いのは︑安全保障政策とあなたがおっしゃったら︑レーガンの受け

の社長とテレビで対談するのですが︑そのときに総合安全保障政

なか．つたのでしょう︒

ったときにそれを読むわけですね︒これを誰が説明したのか知り

策でいくということを言うのです︒書いてあることは食料政策と

帰国後また呼ばれまして︑﹁レーガンに話したら︑非常によく分

か何とかまで書いてあるものだから︑彼の得意のところもあるの
でしょうね︒そんなことで総合安全保障会議というものを作れと

6
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らなかったと思うのです︒ただ︑日米関係を大事にするとか︑自助

さい﹂と言っているんです︒だから︑おそらくレーガンは全然分か

たの言っていることは分かった︒しかし︑もっと防衛費を増やしな

が来ました︒それを読んでみて︑レーガンが言っているのは︑﹁あな

それはよかった﹂と言っていたら︑外務省から私のところに議事録

・かったと理解を示してくれた﹂と言うのです︒﹁ああ︑そうですが︒

佐道

起案したのがそのまま自動的に来るというわけではないのです︒

の中で必要なものはこっちに来るわけです︒だから︑アタッシェが

伊藤︵圭︶

は︑大使だけではなくてアタッシェの︒

伊藤︵隆︶

もあるみたいです︒

ループの報告の中の全体を鈴木さんは強調したつもりなのだけれ

ことだから防衛費を増やしなさいと︒だから︑先ほど申し上げたグ

佐道

伊藤︵圭︶

転回先は外務省が決めるのですか︒

いというようなことはリクエストできないものなのですか︒

そのアタッシェの方が防衛庁とか国防会議に送ってくださ

アタッシェが起案して︑大使の名前で来るわけです︒そ

外務省の大使の報告が場合によっては来る︒その中に

の努力をするなんていうことがあったものだから︑それは結構な

ども︑レーガンは前の二つだけを受けとめたのだという感じはす

伊藤︵隆︶

やっぱり外務省が︒

できないんじゃないでしょうかね︒

るのです︒

そう思います︒

かみ合ってなかったわけですねっ

伊藤︵圭︶

佐道

伊藤︵隆︶

伊藤︵隆︶

伊藤︵隆︶

伊藤︵圭︶

国防会議の事務局長としてば︑防衛庁のほうからはそ

そうですが︒あるいはあるのかな︒

出先の大使館なんかは︑自分で帯電先を決めて転回し

伊藤︵圭︶

ているのではないですか︒

伊藤︵圭︶．︑これはアメリカの大使から外務省に対する報告です︒

ういう情報は来ないわけですか︒

全然かみ合ってないですよね︒だって︑軍事同盟ではな

いということを言うぐらいですから︑かみ合うはずがないんですゆ

その写しが回ってくるわけです︒大使から外務大臣に対する報告

伊藤︵圭︶

今おっしゃった議事録というのはどこから︒

の中で防衛政策に関するものは事務局長には回っできていまし

をやっていますね︒報告は内調︵内閣情報調査室︶と外務省と国防

これは来ますよ︒例えば防衛庁から︑防衛庁で暗号解読

た︒だからそれを読んだのです︒

会議には来るわけです︒

じゃあ︑まったくっま億じきではないですね︒いや︑こ

伊藤︵隆︶

伊藤︵隆︶

撃墜されるという︑あれは自衛隊が傍受していたというのがござ

後のことになりまずけれども︑一九八三年に大韓航空機が

じゃあ︑ずいぶん来るんですね︒

の前のお話を伺っていると︑なんとなくそんな感じがしたもので

佐道

その情報は自動的に来るわけですかコ

すから︒

佐道

伊藤︵圭︶

いましたね︒

務省でやるわけです︒だから︑本当に欲しいものが全部来ているか

んでした︒防衛庁でキャッチしたものが全部は入ってきてないの

これを防衛庁に渡す︑国防会議に渡すという判断は外

どうかというのは分からないのです︒それは防衛庁にも行ってい

です︒後藤田さんがあの一蔀を発表しましたでしょう︒そういうも

伊藤︵圭︶

るのです︒昔は駐在武官の報告というのは直接︑陸軍省馬海軍省に

のは来るわけです︒ところが︑読んでお分かりのように︑あれは向

こうが言っていることは大体書いてあるのです︒ところが︑こっち

ただ︑あの場合には情報が全部ストレートには来ませ

行ったものらしいですね︒それが今は全部外務省を通じて来るわ
けです︒結局︑こんなのはやめておけなんていって抑えられること

7
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いでしょう︒というのは︑こっちのも入れると例えば通信の範囲が

が問い合わせたものに対する回答というような格好になっていな

だから︑その担当の局長だったからというような関係でよこして

的に来たというのは︑たまたま私が防衛局長をやっておったもの

今度は中曽根内閣になるわけですけれども︑中曽根さんという

おったという点があるのかもしれませんね︒

時は事務局長だったのです儲れども︑こっちがどういうことを言

のが非常にアメリカとかヨーロッパから評価されるわけです︒私

分かるとか言うので︑一方的なものになっているはずです︒私が当

って︑向こうがどういうことを言ったかというところまでは来な
佐道

きの彼の態度というのが︑今までの総理と違う一つの姿勢として︑

んに︑韓国に行ったり︑アメリカに行ったりするでしょう︒そのと

ておきたいのですけれども︒まず︑中曽根さんが総理になったとた

は︑実はこれを読んで思い出したものですからちょっと申しあげ

月に行かれて︑そのあと大村︵裏治︶さんが防衛庁長官で︑同じよ

俺は防衛問題を避けて通らないのだという︑そういった意向を伝

かったですの

うに訪米されて︑レーガンさんとかワインバーガーさんにお会い

防衛庁長官が訪米されますね︒鈴木さんの後︑鈴木さんが五

になったのですけれども︑そういう記録は事務局長のところに回

えているみたいです︒例えばアメリカなんかに行ったときに︒そう

もう一つは︑今までの総理というのは︑防衛問題に対しては何も

いうのが評価されたのではないかという気がするのです︒

ってくるのですか︒これは防衛庁の人がついていっていますよね︒
それはすぐには来なかったですね︒生の情報はすぐに

記録も取っていると思うのですけれども︒

伊藤︵圭︶

んに言っておった佐藤総理ですら︑非核三原則だの何とかでネガ

自分がリーダーシップを発揮していないんじゃないかというの

伊藤︵隆︶

ティブな方向ばかり言っておったじゃないか︑と︒ところが︑中曽

は来なかったです︒こういうごとがありましたというようなこと

うみたいな感じで伺ったのですが︒

根さんは国内で批判されるぐらい︑はっきり︑﹁不沈空母﹂と言った

が︑ヨーロッパ︑アメリカの不満であったわけです︒自主防衛を盛

伊藤︵圭︶︐それは︑まったく取り残されたというわけではないの

り︑何か言ったでしょう︒だからリーダーシップを発揮してい惹︑

は来ていましたけれども︒

です︒だけど︑防衛庁と同じもの︑あるいは外務省と同じものが常

この二つの点を評価したのではないかと思うのです︒

この前のお話だと︑情報の流れから取り残されてしま

に来ているかというと︑そうではないのです︒

例のアメリカに対する武器の技術供与を決定するわけです︒官房

もう一つ具体的な問題として︑中曽根総理になって一ヵ月後に︑

長官の談話で︑これもはっきりしているのですけれども︑日米相互

そういう意味ですか︒

佐道

防衛援助協定というのが元々あるわけです︒これは相互防衛援助

伊藤︵隆︶

ではなくて︑それは積極的に国防会議のほうがやらなければなか

何か重要な事項で調べたいと思ったらすぐに手元にあるの

なか手に入らない︒

協定ですから︑日本からも当然行くし︑アメリカからも来るわけで
必要な資料を求めることができるということになって

伊藤︵圭︶

ろが︑三木さんのころに武器輸出三原則がさらにしぼられたもの

いたわけでしょう︒こ・つちから当然出していいわけなんです︒と．こ

ら供与したということがないわけです︒全部向こうからもらって

す︒ところがハ日米安保条約ができてからずっと︑一度もこちらか

ええ︑やったわけでしょうね︒だけど︑通信情報が比較

四次防なんかのときには︑海原さんはそれでおやりになつ︑

いますが︑自動的に来るというシステムではないのです︒

佐道
たと︒

伊藤︵圭︶
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だから︑ここで困って︑後藤田さんは︑武器輸出三原則の枠外で技
術を供与するというような談話を発表してやるわ．けでしょう︒こ

れはアメリカとしては非常に評価したと思うのです︒アメリカに

■情報の管理奄どうするか

もう一つ中曽根さんが評価されたと思うもので︑それ

に行動しておって︑アメリカの軍艦が弾を受けて沈みかかっても︑

伊藤︵圭︶

これを助けないというのが原則だったわけです︒これに対して中

してみれば︑相互防衛援助協定があるにもかかわらず︑どうして協

っていたわけです︒そういう時期でもあり︑鈴木さんのときからそ

曽根さんは非常にはつきり言ったわけです︒それを助けるのは当

までは日本として武力侵略の脅威にさらされたときにアメリカと

の申し入れがあるにもかかわらず︑鈴木さんは逃げておったわけ

︑共同作戦をとっていると︒そのときに︑海上自衛隊と米海軍が一緒

です︒それを中曽根さんが︑一ヵ月後にやるわけでしょう︒そうい

然だ︒それ鳳集団的自衛権ではなくで個別的自衛権の範疇に入る

レーダーが非常に日本は進歩していたのです︒アメリカは欲しが

うのが非常に評価されたのだという気がいたします︒確かに鈴木

ということを言うわけです︒そういうのは非常に評価されたと思

力してくれないのだと︒というのは︑フェーズドアレイなんていう

さんのときにもそういうことを言って何度も会議をやっているの

り︑弾薬を運んでくるときに︑それを海上自衛隊は守れないという

うのです︒もう一つ︑有事に我が国に外国の船で食糧を運んできた

国防会議を開かれて︒

ですけれども︑鈴木さんがうんと言わないのです︒
佐道

のが今までの解釈だつたのですが︑それは個別的自衛権に入ると︒

いや︑国防会議ではなくで︑防衛庁に言ってきていると・

伊藤︵圭︶

曽根さんの言っていることは非常にはっきりして心強いというこ

この二つの点は非常に評価されたのだと思います︒だから結局︑中

うんと言わないのです︒防衛庁と外務省はいろいろ連絡をとって︑

とになったのではないかと思うのです︒

いうことで防衛庁から鈴木さんのところに行くわけです︒だけど︑

外務省も積極的だったのですけれども︑鈴木さんがどうしてもう

佐道

しかし︑それは鈴木さん自体の判断ですかね︒．﹂

いうふうな感想を︒

が新聞報道で出たわけですけれども︑先生はそれを読まれてどう

就任されてアメリカに行かれて早々に例の不沈空母の発言

んと言わなかった︒
伊藤︵隆︶

鈴木さんは結局︑その総合安全保障政策とい・うよりも︑

あの不沈空母というのは前からよく言われておったの

伊藤︵圭︶

伊藤︵圭︶

です︒だから︑私は別に新しい考えではないと思ったのだけれども︒

︑とにかく彼がアメリカにすぐ行っていろいろ問題を起こしちゃっ

たでしょう︒とにかく防衛関係は触りたくないというのが彼の基

すけれども︑不沈空母という言葉自体が一︑般的には非常に衝撃を

防衛庁にいる者としては︑そう驚くほどの問題ではなかったので

地があるということは︑まさにこれは不沈空母なんです︒だから︑

結局︑みんながびっくりするほどのものではなく︑a本に米軍の基
触れたくないというっ

本的な姿勢になってしまったわけです︒
佐道

傷になつちゃったんですね︒

トラウマですね︒

伊藤︵隆︶

佐道

与えたみたいですね︒

私は中曽根さん︹が首相︺のときに︑五十九年にやめるわけです

けれども︑その前に非常におもしろいと思いましたのは︑石橋︵正
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ちやんと憲法をきちんとしたほうがいいというような議論になる

というと︑じゃあその合憲ということが誰にも疑われないように

んていうことは思ってないと言うのです︒しかし︑社会党が合憲だ

話したのです︒彼自身も自衛隊そのものが今すぐ必要ではないな

から午後五時に来てくれと言うので︑五時に行って一時間ばかり

に石橋さんが︑私がごあいさつに伺いたいと言ったら︑話をしたい

きに︑私が各党の党首に全部ごあいさつに行ったのです︒そのとき

さんが言うのが五十八年なのですけれども︑翌年私が退官すると

うことを発言するわけです︒このことが問題になるわけです︒石橋

嗣︶さんが自衛隊というものを違憲ではあるけれども合法だとい

伊藤︵圭︶ さあ︑ちょっと⁝⁝︒

本の防衛政策の問題をどんなふうにお考えでしょうか︒

あるいはお書きになっておられて︑現在を見ていて︑これからの日

伊藤︵隆︶

んなところで私も退官したわけなのです︒

ら︑ありますと言って黙っちゃつたのですけれども︒まあ︑大体そ

うものを監視する組織だと︒共産党だってあるでしょうと言った

は︑自衛隊の中が撹乱されると困るから︑組織防衛のためにそうい

質問に来たりしました︒私がはっきり言ったのは︑調査隊というの

のに注目しておったみたいです︒いろいろ私のところなんかにも

は私が防衛局長の頃︑共産党がかなり自衛隊にある調査隊という

その後︑一番最初にお伺いしたような形で︑多少評論︑

といかんので︑違憲だけれども合法だという非常に苦しい表現を

梺?断︶

伊藤︵圭︶

したんだというようなことをお話ししてくださいました︒
改憲論につながらないようにということですねゆ

隊の場合は計画を立てて戦闘行動をやるといヶ暇はないわけで

先ほど先生がおっしゃったように︑交戦権がない自衛

伊藤︵隆︶

そうそう︑それは言っていました︒あの人は元々全駐労

のが可能かどうかという問題は別問題として︑どの程度のものが

す︒よく海原さんがいう有事即応というのですね︒有事即応という

来るかというのは誰も分からないわけです︒ただ︑かつての第二次

したがって︑日本に対して行動を起こす場合には︑察知されないよ

が非常に発達しているわけです︒通信情報なんかもあるわけです︒

大戦の頃のように地上で見る情報以外に︑空からの情報というの

えてみると︑土井︵たか子︶さんなんかよりは理解してくれていた
それはそうです︑全然違いますよ︒

土井ざんは︑これはちょっと︒
ちょっとヒステリックですからね︒

うな範囲の軍事行動しかできないと思うのです︒そうすると︑これ

は当然限られてくるわけです︒それがど﹂の程度のものであるかと

もう︑まったく受け入れまぜんからぬ︒

伊藤︵圭︶

いうことを想定して︑それに対して備えておかなければいかんわ

共産党の不破︵哲三︶さんのところにも挨拶に行きまし

たけれども︑共産党の考え方自体というのは︑軍事力は現在必要だ

そういう暇はな．いと思うのです︒だから結局︑大災害のときのよう

と思うのです︒そうなってくると︑土地を収用して陣地を作るとか︑

陣地を作る暇がないと思うのです︒一週間とか二週間ですぐ来る

ではないものですから︑例えば陣地を作るために行動を起こして

そうなってくると︑こっちが計画して︑ある軍事行動を起こすの

けです︒

共産党が人民の軍隊を作ったら︑赤軍と︒

今︑例の情報公開で問題になっていますけれども︑あれ

もう大変ですよ︒

伊藤︵圭︶

佐道

伊藤︵隆︶

ではないのでしょうね︒そんなようなことを︒

軍隊じゃなきゃいかんというようなことで︑ま︑あれは人民の軍隊

というのですね︒しかし自衛隊はけしからんというのです︒人民の

佐道

伊藤︵圭︶

佐道

伊藤︵隆︶

んじゃないかと思います︒

︵全駐留軍労働組合︶の出身ですからね︒あの人は割合に︑今から考

伊藤︵圭︶

（一
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もいいとか何とかいうことを決めておっても︑物凄いエネルギー

には︑いわゆる有事立法というよヶな形で︑道路交通法を無視して

なことで︑とっさに動かなければなぢないと思ヶのです︒そのとき

ところに五人怪しい人が上陸したらしい乏いう情報が流れただけ

佐道

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

私もそう思うのです︒

むしろ問題はそっちのほうなんですね︒

︑︑

を費やして法律的に整備しておいても意味があるかな︑どうかな

でも大変なことになるんじゃないかと思うのです︒
﹁伊藤︵圭︶

そうですね︒だから︑私は防衛力の整備というものは︑

テポドンだけではなくて︑例えば新潟のほうの原発がある

・

という感じはするわけなのです︒

今︑去年の同時多発テロ以来︑有事立法が必要だという機運にな

で︑隣すぐ有事立法というものが今のような形で必要かどうかな

も︑決めなぎやならんことはこの二年間にやるというようなこと

何もしていなかった︒しかも︑今度の国会のやりとりを見ておって

うことなんです︒そういうものをある程度性能の高いものを持つ

ーでしょうね︒アクセサリーというのはやっぱり金がかかるとい

笑われたのですけれども︑ある意味ではやはり一つのアクセサリ

明するものであると同時に︑私が一番最初に申しあげて先生方に︑

これは高坂さん魯んかも言っておられたように︑抵抗の意思を表

というのは︑私はやや疑問を持っているのです︒

・ておって︑そして︑抵抗の姿勢はあるんだぞということを常に海外

ってきていまずけれども︑それまで二十五年間ずっと研究だけで

伊藤︵隆︶・想定されることが︑大規模な軍隊の移動による戦争と︑

るなんていうのはとても考えられないですね︒そうなってくると︑

に向かって示すためにはそれなりの努力は必要だし︒特に今度の

伊藤︵圭︶

国家というものを守るには何が必要かということになると︑現在

いうふうなことはちょっと考えられないですね︒ですから︑いま考

争の状況を考えな．がらやっていると︒軍人というのは元々︑戦争を

の技術的な面をみると︑軍事力というものをまつ弾く省くことは．

サッカーのワールドカップを見ておっても︑人類が︑少なくとも二・

考えるときに自分が経験した歴史の中の戦争の発想からくるの

できないんじゃないかなという感じがするのです︒

えているのはなんとなぐ冷戦のときの延長線上で物事を考えてい

で︑非常に保守的だということを言われているのですけれども︑ど

・ただ私が感じておりますのは︑海原さんに怒ちれながらいろい

十一世紀とか二十二世紀の間︑国家がなくなって世界国家がでぎ

うも有事立法の根底にあるのは二次大戦のような気がしてしよう

ろやっておった時代というのはゼロからの出発でしたね︒武力と

るという感じがするのです︒

がないのです︒非常にシビアな言い方をすると︑沿海州にも中国に

いうもの︑これをどういう形でもっていくか︒それから︑どうやれ

私はむしろ︑冷戦のときというよりは第二次大戦の戦

も中距離弾道弾なんかがあるわけです︒核ではなくても︑それこそ

ば健全に国民に理解してもらえるかというために非常な努力をし

るのを恐れるような姿勢になってきたのはあんまり好ましい方向

テポドンではないけどあの一発が︑東京じゃなくても︑例えば関東

これはパニックになりますね︒

ではないと思うのです︒

たわけです︒ところが︑ある程度整ってしまうと︑今の防衛政策の

伊藤︵隆︶

パニックになったとぎにどうそれに対処するか︑そう

平野のどこかに一発落ちたって︑日本人はすぐびっくりしちゃう

伊藤︵圭︶

ただ︑大事なことは秘めなきゃならんのが︑そういうようなこと

やり方というのは非常に秘密主義というのですか︒一般に知られ

いうことも十分考えておかないといかんのではないかという感じ

は︹表に︺出ていくわけです︒例えば今度の個人情報問題にしたっ

と思うのです︒

がするのです︒

2
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力して情報を集めるということはありうることだと思うのですけ

いうのは気になるところですね︑気になるところはそれなりに努

て︑これはどこの社会だってどういう人が関心を持っているかと

ら︒

告しておったみたいです﹁︒そんなようなことがあったものですか

たのです︒何時に行って何時に迎えに来たというのを公明党に報

さんを送り迎えしておった自衛官のドライバーが創価学会員だっ

隊内で思想なんかを調べちゃいけないということは︑基本的に

れども︑そういう大事なことがどんどん社会に分かっていって︑ど

うでもいいというとおかしいのですけれども︑あんまり大事では

は﹁今そういうことなんでしょうね︒思想・信条によって職業を⁝

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

そこが分からないのですけれども︑ただしかし︑それは

一般的にはそうでしょうけれども︑どうなんですかね︒

：●o

ないようなことを一所懸命隠して︒例えばその訓令にあるように︑

調査隊の任務というもの少しはっきり先生方に見てもらおうと思
日ぐらいかかったのです︒訓令ですから︑ただ印捌すればいいよう

ある程度は把握するように努力しているのです︒

って︑それでそのコピーをほしいと言ったら︑これをもらうのに三
なものなのに︒ま︑ちょっと説明はついていますけれども︒だから︑

佐道

自衛隊員は国防の最前線で︑つまり非常に危険な武器を持

そういうようなことが非常に煩わしくなってぎているのではない

ですから︑それは逆にちゃんとそういうのを調査するということ

つわけですよね︒この人たちが非常に危ない人たちだったら大変

今︑アメリカで問題になっておりますね︒情報というものが正確

のほうが必要なことであって︑大事なことだと思いますけれども︒

かなという感じがするのです︒

にかつ必要なものが政策を決定するレベルまで上がっているかど

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

憲兵と違うのは︑憲兵は部外の人に対してもやったで

これはいってみれば昔の憲兵ですか︒

．とだろうと︒しかし︑個人情報を取り扱っている人がそれをやると

ているそうです︒今度の問題は︑自衛隊としてはある程度当然のこ

今度の問題について曽野綾子さんが﹃産経新聞﹄に書い

うかというのも問題なんですね︒

伊藤︵圭︶

須賀にある病院で︑当時は医者が足りなかったものだから︑お医者

私も実際に驚いたことがあったのですけれども︒海上自衛隊の横

に流しておったのです︒公明党が野党の頃にいろいろ質問が来て︑

せんが︑昔は創価学会が自衛隊についてのいろんな情報を公明党

として感じましたのは︑これも最初の頃にお話ししたかもしれま

カでもそうだと思うのですけれども︑調べるというか︑そういうの

から︑それにアクセスしょうとする人についてはやっぱり︑アメリ

ね︒今度の件も︑どういう人がというのは︑国防に関する情報です

佐道

か︑そういうことはやっていますね︒

常に反戦的な自衛官なんていうのは重要な部署にはつけないと

いうのがおかしいのだと︒必要があればほかの部署でやるべきじ

さんによそから来てもらっていたのです︒ところが︑お礼が少ない

をちゃんと知らなければいけないというのは︑これは国防全体を

しょう︒これは原則として部内の歪なんです︒というのは︑やはり

わけです︒それで︑半日来ていただいているのに一日分の謝礼なん

考えたら当然というふうに思いますけれどもね︒

ゃないかというようなことは︑あるいはそうかもしれませんね︒非︐

かを渡していたのです︒それが国会で質問されまして︑いろいろ調

伊藤︵隆︶

ある程度知っておかなければならんということも私が実際の問題

べたらまったくそのとおりなので︑これは申し訳ありませんと謝

佐道

問題はそうなんですよ︒曽野さんがおっしゃっているよう

いや︑それがなんで漏れるかなんです︒

反戦的な自衛官が最前線に行かれたら困っちゃいますもの

ったのですけども︒それはどうして分かったのかというと︑お医者
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に︑情報公開をやっている人がそれを調べたのはいいかという問
題ももちろんありますし︑それがまた漏れちゃったというのがや

が来るそうです︒だから非常に注意していないと危ないというこ

るようになってから︑局長やなんかに対して直接いろんなメール

伊藤︵圭︶実は私も驚いたのですけれども︑最近パソコンができ

りますねゆ

ですね︒実質的に湾岸戦争が終わった後に機雷掃海に行ってへその

掃海の話︒それから︑九〇年︑九一年の湾岸戦争のときと出たわけ

さないという話が︑一九八六年イラン・不ラク戦争のときの機雷

生が退官された後になりまずけれども︑現実的に自衛隊を出す出

佐道二点ほど伺いたいのですけれども︑この問題ではなくて︑先

■平和は努力して守るべぎである

とを言っていました︒私なんかが一緒に飯を食おうと言つでも︑こ

後カンボジアにPKOで行ってということになって︑実質的に自

つばり︑自衛隊︑防衛庁の組織として大丈夫かなというところがあ

の頃は全然断られるのです︒︐誰と食事に行ったというのを知って

衛隊が訓練以外で海外で活動するということになったわけですけ

−協力するということになっていますね︒そうすると︑国連の活動に
協力するためにはやっぱりある程度必要じゃないかなという感じ

日本の安全保障政策の根底にあるのが︑国連の活動に

れども︑こういう問題について先生はどういうふうに思っておら

いると︑メールに書かれたりなんかするんだと言っていました︒
住みにくくなりますね︒

れますか︒

佐道

伊藤︵圭︶

伊藤︵圭︶

情報化社会というのば︑ある意味では常に裸で監視さ

れているという感じになるのですね︒

官なら長官の秘書かなんかがやって︑コンピューターに打ち込ん

はするのです︒湾桿戦争のときの協力の内容は具体的には知らな

スケジュールなんていうのも︑スケジュール管理を長

で情報を複数の人が共有すれば⁝︒

いのですが︑やや危険だったなと思うのは︑掃海部隊をあそこまで

伊藤︵隆︶

伊藤︵圭︶ そうそう︒

出すというのは︑これはあの小さな船でインド洋を乗り越えてい

それがネットの上に乗ってしまうから︑外からアクセ

伊藤︵隆︶

くというのは大変なことですよ︒だから乗組員にとっては大変過
酷であったとい・っ気がします︒

スして取るというのは可能だと思うのです︒

伊藤︵圭︶

湾岸戦争のときに行って非常に緊張しておったということもあ

そうか︒昔は必要な部署にプリントして配っていただ

けですからね︒

リラにやられたでしょう︒あんなようなこともあって物凄い緊張

つたし︑今度行ったときもソマリアかなんかでアメゆカの船がゲ

佐道

を強いられているわけです︒そうすると︑これは憲法の解釈で行っ

伊藤︵隆︶ ﹁秘﹂なんていうのを﹁押してね︒

ていないかだけになりまずけれども︑ああいうパソコンみたいな︐

ちゃつたからしょうがない．のだけれども︑個別的自衛権というも

こういう紙だけになっていれば︑これを持っているか持つ︐

のは違います︒スススッと入っていって︑できる人はできることに

のをどう解釈するかという中に＼とにかくああいうところに行っ

たら︑自分のために必要ならば武器をある程度自由に使えるよう

なりますからね︒

伊藤︵隆︶

な裏づけをしてやらないとかわいそうだなという感じがします︒

どんなに防衛をかけていても馬それは敗れる可能性は
あるようですね︒

佐道．今の延長ですけれども︑いま個別的自衛権という問題を出

︵
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ているわけですね︒限界なのでしょうか︒

ないという法制局解釈ですけれども︑そこがいろいろ縛りをかけ

しましたけど︑集団的自衛権は保有はしているけれども行使でき

気がするのですけれども︒

憲法の解釈から始まっちゃつているからどうにもならないという

レがしまずけれども︒いろいろ議論がありまずけれども︑そもそも

本当の意味で憲法の解釈からすると︑やっぱり自衛隊

伊藤︵圭︶

私は思うのですけれども︑集団的自衛権というのが︑条

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

も威張って合憲といえるかどうかというのはちょっと難しいです

伊藤︵圭︶

よね︒

少なくとも公海上・公空上において行動をともにしている同盟

とで一番必要なことは何かと言われていつも答えておったのは︑

どいうことは今の憲法からいうと難しいと思うのですけれども︑
国︑あるいは︑アメリカではなくてもいいです︒たまたま海賊︹対

私は憲法解釈上国論が二つに分かれるような憲法はおかしいと言

約を結んでいる︐︹同盟国の︺国土・領海・領空まで行って援助する

策︺なんかでシンガポールあたりと一緒にやっておって︑そういう

ったのです︒一番いいのは︑最小限必要な自衛力というのは憲法上

だから︑自民党の先生方が何か自衛隊にやってやるこ

いやあ︑難しいんですよ︒

のを救うのまで集団的自衛権︹の行使に相当するの︺であるのかど

も持てるのだということをきちんとしてもらうのが一番自衛隊に

うかということになると︑これはちょっと疑問だと思うのです︒ち
ょっと小沢︵一郎・現自由党党首︶さんの考えに似ているのかもし

みんな︑いや︑それは難しいと︒

とってありがたいのではないかと言ったのだけど︑それを言うと

伊藤︵隆︶

佐道

れませんけれども︒

とを言い出したのはそんなに古いことではないんじゃないです

伊藤︵隆︶

そもそも集団的自衛権とか個別的自衛権とかというこ

か︒前はそんなことは言わなかったように思うのですが︒あれはい

な矛盾が出てくるから︒

それをおいたままでいろんなことをやっても︑いろん

そこに行っちゃうわけですか︒

つですか︑法制局の︒

伊藤︵圭︶

結厨︑矛盾が出てくるということが﹁制服しの第一線に

佐道

出る人にとっては大変な心の負担になっているわけです︒シビリ

この解釈が定着したのは八0年代に入ってからのような感

じです︒

いる人たちが︑自分の任務に対して︑危険を顧みず云々と宣誓にあ

アン・・コントロールで一番大事なことは︑そういった前線に出て

るのですけれども︑そういう姿勢で臨めるような環境を作ってや

そうでしょう︒

佐道

伊藤︵隆︶

るということを林︵修三︶法制局長官とかが言っているのですけれ

ることだと思うのです︒

岸内閣のときに︑限定的な意味で集団的自衛権を行使でき

ども︑それがいつのまにか行使できないという話になったのです︒

今のところで質問の二つ目に実はつながるのですけれど

佐道
日本を攻撃したらその基地を叩けるというようなこと

伊藤︵隆︶

初︑何を言っているかよく分からなくて︑皆さん大変ご苦労されて

ントロールという概念がアメリカかち輸入されたわけですね︒最

つくるにあたって︑警察予備隊からですけれども︑シビリアン・コ

いう問題について先生はどのようにお考えなのか︒戦後自衛隊を

も︒まさにその︑戦後日本にどってもシビリアン・コントロールと

急に縛りがだんだんきつくなってきているなという感

安保改定のときですか︒

あれは安保改定のとき︒

を政府答弁でやっていたのは︑あれは︒
佐道

伊藤︵隆︶

佐道ええ︒
伊藤︵隆︶
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統制であるというような批判もこれまたあるわけですけれども︒

治が軍を統制しているということではなくて︑日本の場合は文官︑

今の制度ができあがっていったわけですけれども︒これは﹂面︑政

未だにそういった感じはあります︒

とを書いてあったのを見てびっくりしたのですけれども︑やはり︑

滅亡にいったわけですね︒その呪縛から解かれていないというこ

して︑そして政治を支配する︒その流れがずっときちゃって日本の

私なんかは現実的に軍隊を経験しているのですけれども︑特攻

︑

しかし︑政治がこれほど防衛に関心がない中で︑シビリアン・コン
トロール︒じゃあ︑官が担わなくてどこが担うのかとか︑そういう

のについての私自身の考え方も変わってきていると思うのですけ

伊藤︵圭︶

印象は子ども心にありますものね︒そういったのを踏まえて考え

隊というのはずいぶんよその国に来て勝手なことをするなという

かは知りません︒しかし︑少なくとも私は満州で育って︑日本の軍

隊におったものですから︑軍の中枢がどういう動きをしていたの

れども︑最初に防衛庁に来て自衛隊が発足して十年から十五年ぐ

ると︑前半自衛隊がああいう形できたというのはやむをえなかっ

いろんな問題があると思いますが︑先生ご自身は︒

らいの問というのは︑中曽根さんも言っていましたけれども︑自衛

たし︑またそれが必要であったという感じがするのです︒

時代の流れの中でシビリアン・コントロールというも

隊というのは旧軍の負の遺産というのを背負ってきているわけで

恐怖心というのがずっと続いてきておったと思うのです︒その中

いた時代というのがあったわけです︒そして負けたわけです︒その

です︒じゃあ︑それは啓蒙によって可能かというと︑これはなかな

が︑日本人はどうしてもその呪縛が未だに解けていないと思うの

かつその心配があるかと言ったら︑私はないと思うのです︒ところ

ところが︑防大卒業生が防衛庁長官になった現在において︑な却

で︑必要に迫ちれて予備隊から自衛力を持つことになってくるわ

か難しいと思うのです︒今後どういうふうにもつていけばいいの

す︒その負の遺産どいうのは何かというと︑軍部が政治を牛耳って

けですね︒そのときになし崩しにきちゃつたでしょう︒私はこれが

に︑米軍が占領している間にある一つの方向づけをしておけばよ

伊藤︵圭︶

伊藤︵隆︶

そテなんでしょうね︒平和どいうのを努力して守るべ

逆の啓蒙は非常に盛んに行われていますからね︒

か︒

かったのではないかという気がするのです︒吉田さんが防衛大学

きものだという感覚はまったくなくなっていますからね︒この間

一つの失敗だと思うのです︒本当ならば︑警察予備隊ができたとき

校に行って︑君たちは将来軍隊の中核となるんだよというような

の藩陽の領事館に入ったあれを見てみんな怒ったわけですね︒と

怒っていないのです︒北方領土は盛んに言うわ廿ですけれども︒だ

ころが︑竹島には韓国の軍隊がいるわけです︒あれに対しては何も

ことも話しているのです︒それは言葉だけであってハ実際にはそう
はいかなかったわけです︒というのば︑左翼の勢力が強くなったも
．のですから︑改憲ができなくなってしまったわけです︒そういう意

から︑非常にチグバグなところがあるなという感じがします︒最近

ていますね︒あの中にこういうことが書いてあったのです︒日本の

の論文の中で︑マサチューセッツ工科大学の先生かなんかが書い

ました︒その後長官になった山中さんから聞いた話ですが︑彼は︑

そして中国と国交を結ぶことが四十七年︹九月二十九日︺に決まり

ただこういうことはありました︒日本が台湾と国交を断絶して︑

ば尖閣諸島にもずいぶん中国の艦艇が来ているという︒

安全保障政策は山県有朋の呪縛からまだ逃れていないということ

台湾と国交を断絶したら︑台湾が尖閣諸島に攻めてくるのではな

最近私がびっくりしたのは︑ニュ︑ーズヴィークの日本版の巻頭

味では不幸だったのですけれども︒

を言っているのです︒凄いなと思ったのは︑山県さんが陸軍を支配
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まあ︑できないでしょうね︑たぶんゆできるとしたらあ

れですよね︑ヨ︑ーロッパで中立国を周辺諸国が認めるという形で︑

伊藤︵隆︶

あいう国境問題に対しては︑日本人は北方領土は非常に熱心だけ

オーストリアとか︒

いかと心配したということでした︒結果的になかったのですが︑あ
ど︑そのほかについては割合に悟淡としているのですね︒
伊藤︵圭︶

それは非常に小さい国ですよね︒

佐道

伊藤︵隆︶ 日本はそんな︑ソ連と中国とアメリカ︒

佐道

伊藤︵隆︶ 夢のようなことを考えて︒

非常にぼうっとしているというか︒いま先生がおっしゃっ

たように︑あのときに台湾が尖閣諸島に人を上げていて︑あそこを

佐道

伊藤︵圭︶

すけれどもね︒

いや︑とてもそんなことができる状況ではないですよね︒

実効支配しても何もできないわけですね︒

う言葉が正しいのかどうか分からないのですけれども︑とにかく

伊藤︵隆︶

明治になってからはないですね︒

と︑一体防衛問題はどういうことになるのだろうかと︒

きましたね︒当分の間これは︑憲法改正も難しいだろうし︒となる

やっぱり自民党の中にも護憲論者がだんだん増えてい．

伊藤︵隆︶

こういうのが普通だという感覚になっているからね︒

伊藤︵圭︶

おそらく何もできないでしょうね︒結局︑平和ボケとい

五十年間も戦争をしなかった時代というのは馬鎖国を除いては︑明

普通に考えたらできないというのはすぐ分かるはずなので

治になってからはないでし ょ う か ら ね ︒ r
伊藤︵圭︶

憲法のおかげだなどと思っている人がいるわけですか

何か進歩があったかというと︑ほとんどないわけですね︒

私がやめてから二十年ぐらいになるのですけれども︑

伊藤︵隆︶
らね︒

そういう感じですね︒今︑この有事立法の問題で非常に

伊藤︵隆︶

そうでしょうね︒ところがおかしいのは︑憲法が批准さ

伊藤︵圭︶

かったということだけでも評価できるか︑それとも︑それが中途半

細かい議論をやっていますけれども︑いずれにしても議論が出か

そうなんですよね︒

れるときに︑あれはみんな反対しているのですね︒
佐道

端に終わったということがマイナスになるかですね︒

二十年ぶりの宿題をやろうという意思が出ただけでもいいのかも

独立国家として軍隊を持たないというのはおかしいと

伊藤︵隆︶

佐道

そうなんですよ︒

そうですね︒これから見てみないと分かりませんけれども︑

共産党が言っているのですからね︒
伊藤︵圭︶

しれませんし︒

でも︑あの防衛庁長官の説明もちょっとお粗末だと︑僕

芦田さんだって︑軍隊なしで︑国連に要請された場合に

伊藤︵隆︶

伊藤︵隆︶
困ると︒

は本当に驚きました︒

公明党が国連軍にしろというようなことを言ったこと

伊藤︵圭︶

佐道

伊藤︵隆︶

それと︑私が最近の国会もおかしいと思うのは︑みんな

それは難しいですよ︑確かに︒

ちょっと荷が重かったんじゃないですかゆ

があるんですよ︒だから︑どうもよく分からないのですね
伊藤︵隆︶

伊藤︵圭︶

我々の︹生きて︺見られる限り︑国連軍ができるという︑

ことはないでしょう︒やっぱり集団的自衛権で同盟を作って自己

政治家に答弁させるでしょう︒細かいことなんか分かるはずがな

いですよね︒我々の頃はみんな政府委員が説明していたようなこ

防衛していく以外に手はないと思うのですけれども︒
伊藤︵圭︶

とを長官︑大臣がやっているわけでしょう︒私が本当に情けないと

よく社会党あたりが言っておった集団的安全保障体制︑

あんなものが極東でできるはずがないですものね︒
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臣のそばへ行って︑膝を屈めて説明しているだけでしょう︒自分が

思ったのは︑今の政府委員というのは秘書官だというのですね︒大
から︒︑

．佐道

私の頃だって︑防衛問題を勉強していたのは野党のほ

防衛みたいな大事な問題を考えている人は少なかったです

答弁席に立つということがほとんどないのですから︒

で︒

の頃は野党も節度を持っていたような気がします︒ま︑そんなこと

レつですからね︒だから野党に説明するほうが大変でした︒ただ︑あ

伊藤︵圭︶

﹁伊藤︵隆︶ まあ︑そういうシステムにしたわけですから︒野党にと
っては攻めやすいかも知れませんけれども︒

少しは政治家にも政治や政策を勉強してくださいというこ

佐道﹂どうもありがとうございました︒

佐道
となのですけれども︒

伊藤︵隆︶

だいぶ長い間︑ありがとうございました︒

伊藤︵隆︶ 慣れるまでは大変だ︒︑︑
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本書は伊藤圭・一価︵元国防会議事務局長︶のオーラルヒストリーの記録である︒政策研究大学院

大学￠q巳オーラル・政策研究プロジェクト﹂でお話をうかがった防衛官僚では海原治氏︵元国防

会議事務局長︶に続いて二番目になる︒海原氏のオーラル終了時に︑誰か次の方を紹介して下さい

とお願いしたところお名前が挙がったのが伊藤氏であった︒その後︑インタビュアーの調整等に手

間取り︑少し時間をおいてお願いしたにもかかわらずオーラル開始をご承諾くださり︑第一回を行

ったのが二〇〇〇年一一月一〇日であった︒ただ当初は︑オーラル終了後に海原氏が病でお倒れに

なったこともあり︑オーラルでの質問はかなり厳しいのではないか︑自分もオーラル終了後は病気

になるのかもしれないと警戒気味であら札たことが懐かしく思い出される︒実際は︑オーラル開始

後三〜四回ごろには最初の不安も消え︑回を重ねるうちに伊藤氏自身も積極的に語ってくださるよ

うになった︒当初は質問項目もわれわれの方で準備していたが︑やがて伊藤氏ご自身が︑ご経歴に

沿ってお話してくだざるポイントを事前に書いたものを持ってきてくださるようになった︒われわ

れインタビュアーは︑その伊藤氏の資料を基に︑年表等を参照しつつお話をうかがって行った︒全

体で一七回︑一一〇〇二年六月一四日に終了し︑結局一年半以上にわたってお話をお聞きしたことに

なる︒インタビュアーは︑伊藤隆︵政策研究大学院大学教授︶︑河野康子︵法政大学教授︶︑佐道明

広︵政策研究大学院大学助教授︶の顕名で︑速記は有限会社ペンハウスの矢沢麻里氏．水野智子氏．
戸部芳珠子氏に担当していただいた︒

伊藤氏は一九二二年旅順に生まれ︑大連で小中学校を出て五二︑九大に学び︑海軍に入﹂っている︒

特攻要員として訓練をしているうちに終戦を迎え︑その後秋田で女子高の洗生をしたのち官界に入

るという少し変わった経歴である︒伊藤氏自身によれば︑学生時代は文学や芸術に関心を持ち︑官

僚になることなど考えなかったということであるが︑人事院を経て保安庁に入ってからは防衛政
策・行政の中心にずっと位置して来られた︒
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伊藤氏はかなり率直にご自身の経験をお話下さり︑防衛庁草創期から八0年代初頭までの防衛政

策や関連問題でこれまであまり明らかになっていなかったこどもうかがうことができだ︒それは大

別すると二通りであり︑第一は︑伊藤氏の職務経験上のお話で︑﹂藤枝泉介防衛庁長官秘書官︑広報

課長︵五年という長期間務められた︶︑防衛一課長︑防衛局長など防衛政策・行政の中心的位置で仕

事をされていた時代にかかわられた諸問題に関するお話である︒防衛庁が本格的に広報活動を行い

始めた時期の広報課長としてのお仕事は多彩であ刀︑三島由紀夫との交流なども含めて貴重なお話

である︒また防衛︻課長時代の四次防︑防衛局長時代の﹁防衛政策の大綱﹂﹁ガイドライン﹂の策定︑

ミグ25事件への対応なども︑貴重な記録となっている︒

第二は︑第︸のお話しとも関連するものであるが︑海原各氏や久保卓也氏などを中心とした重要人

物に関するものである︒一九六〇年代から七〇年にかけて︑防衛問題で重要な役割を果たしたのは前

記の海原氏︑久保氏をはじめ︑中曽根康弘防衛庁長官︑坂田道太防衛庁長官など様々であり︑実際に

それらの方々がゼのようなことをなさったのか︑伊藤氏ご自身の視点から語っていただいた︒とくに

海原氏と伊藤氏の関係は長︽︑今現在も交流を続けておぢれるし︑海原氏と対立した中曽根氏とも伊

藤氏はきわめて良好な関係であった︒われわれも何度も伊藤氏にお会いし︑お話をうかがっているう

ちにその人柄に惹かれていったが︑個性の強い防衛関係者の中で伊藤氏が多くの方と良好な関係を保

っておられるのは︑その人柄のなさしめるところであろう︒長期間にわたってわれわれのオーラルヒ
ストリーに応じていただいた伊藤氏に︑この場を借りて改めて御礼を申し上げたい︒

本書は︑政策研究大学院大学qqEオーラル・政策研究プロジェクトの小林淑三三が編集を
担当された︒行き届いたご配慮と丁寧なお仕事に心から感謝申し上げたい︒

政策研究大学院大学

佐道明広
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【資料1】
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【資料2】
質問項目・（第3回）

2001年1月16日

前回は、防衛局防衛第一課時代を中心としてお話を伺いました。今回は、主として防衛
庁長官秘書官時代についてのお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。

1、
、

はじめに、前回のお話との関連で、補足すべき部分や追加などがあればぜひお願
いします。とくに、安保国会での岸問題について、前回と重複しても結構ですの
で改めてお話頂けるでしょうか。

2、

さて、その後安保問題が一段落した時期に秘書官になられるのですが、そのいき
さつについて伺いたいと思います。

3、

秘書官の任if

．

というのは、当時具体的にどのようなものだったのでしょうか。

4、

長官としての藤枝泉介氏について先生から見てどのようなご印象をお持ちですか。

5、

前回のお話の最後で、秘書官就任の当籾、毎晩徹夜のようになってしまった、と
いうお話がありましたが、どういう経過だったのでしょうか。

6、

1962年（昭和37年）当時、防衛庁では退職になった幕僚長などの将官ク7
スを処遇するために防衛参事官（仮称）制度の検討に入ったとの報道がありまし

たが、これについてご記憶があればぜひお願いします。

7、

同じ年の5月、ラオス問題で在日米軍機がタイへ出動したことについて、事前協
議の対象になるかどうか、という問題が起きています。政府答弁は事前協議の対
象ににならないが、遺憾である、というものだったようです。このようなうごき
について先生はどのようなお考えでいらっしゃったのでしょうか。

8、

同じ

年の6月には、防衛庁とアメリカとの間で、「防衛技術資料交換計画」に関す

る協定を準備中という報道がありましたが、その内容や背景などについてはいか
がでしょうか。

9、

池田内閣の頃の防衛庁を全体としてご覧になっていて、難しく、苦労されたのは
どのような問題だったのでしょうか。また、防衛庁と首相官邸との関連について
当時どのような状態だったのでし」「うか。

今回は以上です。次回は1962年（昭和37年）後半以降の時期についてお願いします。
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【資料3】

質問項，目（第「5回・）
2001年3月16日
1．、

前回は防衛一霞から防衛施設庁時代の頃を中心としてお話頂きました。何か付け加
v
えることなどありましたら、よろしくお願いします。

なお、前回の質問項目の中で、触れられなかった点がありましたので、よろしけれ
ば今回の2、3でお話≠さい。
その後、主に広報課長時代以降のお話を中心としてお願いしたいと思います。

2、

防衛一水におられた63年IH；第3回の日米安保協議委員会が開かれています。

．ここで＼目算間に中国大陸の脅威に対する認識の差があったことが報道されています。

この点について、どのように思われますか。また、中国問題に限らず、下米安保協議委

員会の実態について、ですが、どのように運営されていたのでしょうか。議題などは
どのように決めたのでしょうか。意見交換などはあったのでしょうか。

3、

翌64年秋には池田内閣から佐藤内閣への政権交代がありました。池田内閣の防衛
長官としては志賀さんの後、福田篤泰さん、小泉純也さんが続きましたが、この方々
について何か印象に残っていることはございませんか。

4、

65年10月には、広報課長で防衛庁に帰られます。前回のお話のなかでありまし
たように、それまでの広報課長というのは、自衛隊のことをよく知らない人が多かっ
たということでした。先生が防衛局での経験を持って広報課長になられた背景には、

安全保障政策全般を、世め中に開かれたものにしようという流れがあったように感じ
られますが、ご自身ではどのように受け止めておられた②でしょう。また、着任の際
に抱負などお聞かせ下さい。

5、

又、前回のお話の中で、70年安保に引きずられて広報課長を5年おやりになった、
ということがありました。この点をやや詳しくお話頂けるでしょうか。

6、

実際、先生が広報課長になられる頃から、70年安保問題への関心が高まってきま

す。例えば、66年頃には野党のなかに安保条約の全面改訂論、有事駐留論ζ等の主
張が出てきます。与党内部では、条約継続について、自動延長論と10年の固定延長
論が議論されていたようです。これらについて広報課としての対応、防衛庁全体の空
気など、お話下さい。又、外務省条約局との連絡はどのようなものだったのでしょう
か。
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7、

67年4月『には、いわゆる武器輸出三原則が政府から出されています。これは衆議

院予算委員会での佐藤首相の答弁ですが、この答弁は防衛庁としてはどのように受け
止められたのでしょうか。特に、防衛庁内の兵器国産化との関連はいかがでしょうか。

8、

同じ年の12月には、やはり佐藤首相の国会答弁として非核三原則という発言があ
りました。これについて当時、どのような印象を持たれましたか。特に、3番目の「持
ち込ませず」という項目には、当時から議論があったようですが、いかがでしようか。

9、

広報課長になられた頃、佐藤内閣のもとで、防衛長官は松野頼三さんでした。松野長

官は自主防衛力充実、兵器国産化などについてマスコミで発言していましたが、松野
さんについて印象た残っていることはございませんか。

10、

防衛庁のPR映画として「日米安全保障体制」が作成され、「科学の脅威」とタイ

トルで全国封切りされています。この映画のアイディアは、伊藤先生ということでし
ようか。製作過程でのお話を含めて伺いたいと思います。

11、

広報課長時代に実現した沖縄返還について、防衛庁内部での関心などほいかがで

したでしょう・か。返還への動きの中で、基地問題研究会が作られていますが、これに
ついて何かご記憶はありますか。．研究会の中心は末次一郎さん、軍事評論家の久住忠

男さん等でした。又、米側（ワシントン、那覇それぞれ）との連絡などはいかがでし
たでしょうか。

今回は以上です。次回から、人事教育局人事第一課長の頃のお話を伺いたいと思います。
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【資料6】

自衛隊の沖縄配億計画と問題点
経緯

ユ

白和

5年5月工9自の簾ユ2回日米安保協議委

Kbいて、
年の臼栄共同声明に述べられている
「総理大臣はb復帰後は沖縄の局地防衛の責務は日
本自体の防衛のための欝力の一匹として徐々にこれ
を負うとの白本政府の慧図を明かにした」という内
容に基づき、自衛隊の配下計画を円滑に実施するた
め、日米双方め防衛庁局者聞で交渉を始めるべきこ
とが同等rされ，た0

2

この合遼に従って防衛庁防衛局長と未大使館に派
遣されている瀞趣交渉団首鰭軍事代寂カーチス中将

の閻でb45年5月26日以降折衝が開始された。
3

45年6月ユユ日の舛務・防衛閣僚会臓で、、陸上
自衛隊1，ユ00入（陸上下刷、民生安定のための普
通科2中隊、施設科ユ中隊、ヘリコプター隊、地連

等）、海上自衛隊800人（沿岸哨戒用P2三下
型艦艇を刷く基地隊）、航璽自衛隊i．1400人（要

撃戦闘機y一ユ04J隊、レーダーサイト連絡員）
計q300人を当初配置することで了承された。
e 45年6月ユ9日の宍戸・一カーチス会談でb防衛
庁の方針を提示し、その後数回の三三を重ね左g

5
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4月上旬の久保一円ーチス会談で米側から沖縄の
防衛責務を日本が引受けるについて政府間協定を結
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びたい旨の申入れがあったが、日本政府としては久
保一カーチス閥で政府聞協定を締結することは不可

能であb、また沖縄防衛の貴任は本来日本政府の貴
任で馬脳するものであるから政府閲協定ほ必要と：考
えないと主張した。

6

その結果、政府聞協定とせしないが、現に防衛責
任をもつている米軍と防衛庁との聞で自盛隊が実施
ナる防衛任務の引継ぎを円滑にするための嶺務弓取
極として日米両薗の軍事当局者間で取極を結ぶこと
になった。

7

しかし：をがら、盗衛隊の沖縄配傭については政府

の方針として決定ナる必要があったので5月28日
の外交・防衛追絡協議会に大蔵大臣を加えた4相会
議を開き、沖縄配傭の計画と久保一カー一

fス閥で必

、憂な欺極を紬ぶことについて了承を得九。

8

その後、久保一カーチス間の取極の内容について

外務・大蔵等関係各省と調整し6月29日第15回
日米安保再販委員会で内容を承認した上で久保燭長、
カーチス中

9

将が取極に艶名した。

以上の経緯によb、久保一力」チス聞で「沖縄の
局地防衛責務の日本による引受け」に関ナる取極め
が締結されたが、，その性格は日本政府が法的に実抽

麟務を負うものではないが、道義的には爽薗の旧任
を負ったものと解している。
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沖縄の配傭計画

1

自衛隊が実施する防衛任務

返血日から6カ月以内
a、陸上防衛㌔
b 海上櫛歯

c

：』ユ00人

㌘OO人

防空のうちR一ユ04
による要撃任務

］一，る00人

昭和48年ワ月■日までの閥
防空任務のうちナイキ部隊、ホーク三三
警i戒管制隊の任務
2

昭和4，；，年度の配備計画

陸上自衛隊
第工混成団

普通科中隊x2
施設中隊x1
飛行隊（V一■OVX

×2

e、

MU−2×2、

HU一ユ：B

）

高射特科群（ホーク部隊）Xl
地方連絡部等

i．，825入

海上自衛隊
沖縄航空隊（P2−JX6）
沖縄基地隊（掃海艇x2、小型上瞳用三三
X2）
665人

1
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航空自衛隊

南西航空混成団
薦9航空隊（■一ユ。る」×25）
南西航空替血管制止（レー・〆一）

臨時高射訓練隊（ナイキ部隊）

2，940人
計q450人

澗題点
ユ 沖縄返選聞題に対する米国民と日本人の考え方の

相異
＆ 沖縄の意床について米国は極東の平和を総持す
るためe軍導的重盗性に：深い仁心を：有しているの

に対し、日本側は施政権遮量の際Kは米軍蕃地の
機能をで瞠るだけ縮小することを癒猛している。

従って、米軍の強い要薙によb日本側の期待どb
りに行かないことが多い。
鰹視
b 自衛隊の沖縄直傭についても米軍の期待を実・観

できlt

h点もあP、そOために生ずるトラブルも

考えられる。

2

自衛隊の配傭については、新たに差回を取得でき

ないので米軍から返還された基地を使用することK
なるが、沖縄県民が民謡用地として使用したいと希
犠している場所と競合する面が多分にあるため問題
が発生する可能性がある。

5

一方、米軍は自衛隊が使用する前提で返還を決定
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したものであるから単に国内聞題として自衛隊の使
用をやめることが許されない場所が多いため摩捺が
生ずることになろう。

盛

旧軍に対する沖縄県民の反感がそのまま自衛隊に

向けられる可能性が強い。

5

一般に、回縁防衛のための白衛隊配穂が多過ぎる
のでは：ないかという疑問がある。

6

自衛隊の配億について米軍と取極めを紬んだこと
に対する疑問が麹かれている。
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月本国による掬穐七型・翌朝・懇の引受け殉︑闘ずる興野︑
日本国防衛庁及びアメリガ．倉一衆．国国防省の代表は︑沖縄の日本

国への復帰後における沖縄の局地防衛のための自衛隊展開につい
ての日本側計画に関連した両防衛当局間の必要な調整に関する事
項を討議してきたので︑

この取極に述べられている前記の討議の結果は︑日米安全保障

協議委員会の一九七一年六月二九日の会合において承認覧れたの
で︑

よって︑これらの代表は次のとおり合意する〇

一 日本国による局地防衛責務の引︐受け
日・本国は︑ 次項に掲げる日程に従い︑沖縄の局地防衛の任務︑

すなわち︑．陸上防衛︑防空・︑海上哨戒及び防衛庁がそめ任に当

たる捜索・救難を引き受ける︒

一7脚2−t
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伯．添愚薙黛驚信書驚慰塗輿駄︐

懸勤受け擁膿︐沖魚復帰日後︽一

九七三年七月一旦以前の実施可能な最も早い日までに完了するo
a 当初展開

日本国・は︑復帰日後約六箇月以内に︑約三︑二〇〇人から

一

7

司・令部︑普通科中隊二︑施．設中隊一︑航空・弓

なる次の部隊を︐展開．する︒

陸上自衛隊

一

．ω

三一︑支援三一︑その他の部隊

︶
② 海上自衛隊・．基地塩田 対潜哨戒機隊一︑その他の部隊
㈹ 航空自衛隊 司令部︑要・撃戦闘機三一︑航ノ空警戒管制隊

日本国は︑更に︑一九七三年七月一日までに︑地対空ミサ

追加展開

一︑航空基地三一へその他の部隊

、

イ．ル防空を実施し．︑及び航空．警戒管制組織を運用するために刃
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、

三

施・設

・区域

の

ﾓ難繊

・海︐上自8衛隊の部．隊︒層桟橋

生玉の施塩町・︐の海上自衛隊に．よる使用のた．め︑︐地位

ω邪︑チ・イ窟キ趣・こホ磨製護並び・航F空警戒管制．隊が使用中の施設及び

憐協定・第∵二条四脚須④．に基づく必要な取極を行eなう︒

．集荷場そ︐

㈲蛭．・ボ㎞．夙轡感・舞噺下血懲罰ぴゼ那覇港

ω瞭那配覇．・ホκ蕉ゼー一叢．．陸い〜上．自衛．隊．の部．隊由．及び必要に応じその他

齢麟鰯舞謹

陸幅上鞍囎．轟艦脚窪誉田正夢自衛隊あ肺対暫﹂哨・戒無慮も那覇空

ω ・那 覇暁窪港ヴ 航幽門︑泊が衛〆隊の要盤戦闘機隊その他の部隊及び

a ．防衛庁はへ︑．ヤ・次爪鹸工部雄筆隊を・配置︐する■意図を有する︒

｝．

7−4
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9擁7一優︑テイ妙忍辱桝馬三三紙︑毯︑

自衛−出撃りの．．受M係4及．び︐送信施設匹散皆︑幡協力．するも

♂展葡∀昭．指込篠鴨

防空．

これらの遡信施設．を受け入れることを考．罪する︒

のとし︑かっ︑可能攻場合︑合衆国軍隊の施設及び区域内に

合衆函は︑

︐︐制・謄

b

匹

一九馳七三年・七﹁月︐一日︑までに航空奮孜管制組織の達用を引

a 航空自衛隊は︑
m 復帰日又けその直後に轟隊を却覇空港に展開し︑
似 復帰日から六箇月以内にF1一〇匹﹂航空梅による防空
警戒待機を肌き受け︑及ひ
佃

き．受け・る︒

b 航空自衛隊のナイキ群及ひ陸上門衛隊のホーク群・は︑ 一九
七三年七月一日までに地対空ミ噛サイル防空任務を引き受ける
ように沖．縄に展開するo
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自．衛脂隊㌔及隊ひ．合町衆い鼠．軍隊に対する指揮は︑・それぞれ

︒襲︑毯㌃審邊掘養鯉飛一㊥絢豫ゴ箸 汐外着！D落

．ただ．し

の国の指揮系統を通じて実施される〇

防山鼠はこれ

五 地対空ミサイル及ひ航空．警戒管制組織
ちヘヘ
ロ ロ
沖縄の防空の早期引き受︑け︒を容易にするため︑双方で合意す
ウ
ノ
ゐ基本的な航空・肇戒書証︑組顧織及びナイキ・ホしクの地対空ミサ
イル組織．について︐媒ハ認別個．に定ある条件に従い︑

を購入する意図を有し︑合衆国政府は⁝国防省を通じてその売却
を申し出る〇

六
陸上防衛︑ 海よ哨．戒一及び捜索・救難
自衛隊は︑沖縄に慶・い︑てξ復．帰．日から︑．六箇月以内にその部

隊の運用が可能と妄るに従い︑陸上防衛︑海上哨戒及ひ防衛庁

がその任に当たる捜索／漁救い藤を引き受け．る︒自衛隊及び合衆国

軍隊の．代．表は．︑協力9し・一て︑濠ζ︐れらの機能を遂行する部隊の沖縄

一一

7−6

一
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護︐

讐むげ詳愚計︐．面急襲準．備︑ヂる︒

七 詳細な実施計画
上記の自衛隊による防衛任務の引き受け及びその展開計．画を

保

卓

也

実施するため︑防衛庁と・国．防・省の代表は︑詳細な実施計画及び

調整のための手統をとりまとめる︒

日本国防衛庁
防衛局長 久

在日アメリカ合衆国大使館

ウォルター・L・カーチス・ジュニア

251

沖縄交渉団首席軍事代表
海軍中将

一「 V嶋7一・

一

第四次防衛力整備五9か年計画の主要項目

︵醐三嘆緯灘棚

両ヘケぢ新型装甲車．一三六両︶︑自走火・

火力を向上するたり︑戦車二八O両へ︐ち9新﹁型・戦車

第四次防・衛力・整備五か年計晦φ主−要面目．は次点・とか・Pとする︒

陸上︑串衛隊
磯．動力お3よ︒び

．学⊥ハ○・両︶︑装甲・車戸七︐○

油気︒︑門を整嬉す．乃ほかさヘリコプタ㍗・一画面舞辱作戦硝航空械一．
五九棲を整︐備・する︒！

酬部隊三・詳を堆強する・

@また−︑幽空・態力を酋化●する瓦め︐︑地対空翻意．唱曲ーノ舜装備する

81

252
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二 海上自衛隊

周辺海域の防衛能力お︐よび海上交通の安全確保能力を向上するた

．め︑ヘリコプターとう載磯回艦二隻︑艦対空誘導弾と皇・載護衛艦輔

三三自衛■隊

るほ か ︑ 対 潜 航 空 機

入七機等作戦潤航空槻九二恢を整備す﹁る︒

愛および補給鰭﹁同等各櫨継四五幽．珊瑚六九︑六〇〇トンを建造す

弩︑焼身艦言納弾之う載観衛艦憂を含む調下灘三隻︑糖水艦五

三

さらに一群の畿成を・．準傭するとともκ

︑

製撃戦醐識︵F

防空力を．強化すみため︑地；紫野い麟導・弾ナ．．イ●キ了を装備す・る部厳二

群を増強し︑

− E﹂︶四六機を整備するほか︑鋒．戒智制能力の向上・近代化
を図る︒

253

四

254

また︑偵察機︵RF14B︶一四機．︑高等練習槻︵712︶五九

機︑支援戦闘．機へ翌slTβ改︶六号．機︑輸送機へ︒ール〜幽二四機
を整備する等航空機の更新︑近代化を推進．ずる︒．

技術研究開発

空︐対一艦．誘導弾を・含む二各種齢h導樋なら・ぴに．砂潜哨戒わ上び与期・警戒

機能向上．の弓ための電子槻器等の研究開発を行・な．ラ︒

を積極的に実施する︒

@の施設作業能ヵを増︐強して災害派遣その他の民生協力のだめの活動

防衛・力をさらに広く国民的基盤に立脚し．たものとするため︑部隊

五・ 民生協力

資

︻

81
料

三

六 ■計画の実施︒に際しては︑長期的見通しκ留恋しつつ︑随︑時再検討
するものとし︑︐必壁ある場合はすみやかにこれを修正■する0︐

自衛隊員の生活静境の︐整備充実︑狡能訓練の拡充等処遇改讐

そ︑0時ルめ経済財政事情を書案し︑他の一般

諸・施策との均衡︐を考慮しつつ︑これを決■定するものとする︒

匿ごと．の予・ 算 は ︑

総額ぼお●・おむね四兆六︐︑・三︑OO徽学歴度と見込まれるが 三年

2．第四次．防．爆撃整備五か年●書の実施に．必要躍層関係経費の

のための施策を推進．するも．の・とする︒・

1

︵備考︶

@
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81
三

∠
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ｾ一そ戸

昭和四八年二月

調書竺聖汐にして努傷で．事なく︑笛次防傍整備五か年計画の策

第二に︑この﹁平和時﹂において騰︑青物が必要盗．由溜あ吻ます協︑﹁防︑

考えてみました︒

日米応保体制が有効に維持さ．れるという前提に立って︵今後とも続くものと

わが国及び関係国の解和外交努力が続けられ︑巖諸施策が推進され︑かつ︑

態を﹁平和時﹂と規定するご之といたし鳴した︒とのような﹁平和時﹂は︑．

．蒙講書淫緊張感謝傾心にあるもの乏想定し︑この考零日の釈

笹液︑．富和時﹂薄味でありますが︑防衛庁としては︑．二二■の爆情

た壌にっ箆ぞ鋭明痛し四望す︒

﹁平和時．﹂の防衛力について︑・ζれまでk栃衛庁トにおいて検討いたしまし

一

防．衛庁長官発言要旨

14

258
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定の際・の情勢判断にもあるよゲに︑国際情勢は︑本来︑流動的であり︑﹂将来

にわたって限・定された武力紛争の可能性を否定することができない．以上︑﹁平

和時﹂に夢いても︑わが国が適切な防衛力の整備を行なケことは︑独立国と
して当然のことであります︒

・︑こ・のよう宏h平和時﹂．の防衛力の果たす湿雪については︑まず︑日米安保

体制とあいまって︑鼠際関係の安定に寄占するとともに︑わが国の独立と平

和を守る決意を表附し︑容島には︑わが国に対す︐る侵略の意図が発生しない

よう抑制しうるものであります︒発︑こ事を保持することによつて︑結果

的には︑日米安保体制が有効に維持されるこ老になるものと考えて塾﹂9ます︒

第三に︑このような﹁平和時﹂の防衛力の性格としイは︑．わが国の防衛上

︑また︑二塁の近代化を進め︑後方支援態勢を整備するなど︑与

必要とされる基本的な機能︑組織を備え︑配備について間隙のない有効な防
衛力であb

259
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えられた条件の下でば︑最も効率的な防衛能力を発揮できるものであること

﹁平和時﹂において︑力点をおくべきものとして︑教育訓練が十分

が望ましいと考えて封﹁ります︒

また︑

に実施でき︑災害︐派遣その他の民生協力に寄身できる態勢を整腸するととも︑

に︑隊負の処遇改善に努力して士気の高倉を図り︑研究開発を推進して技・術

進歩のすう勢に適応すべきものと考えます︒

第四に︑ ﹁平和時﹂の防衛力については︑憲法よや政策よの制約があるほ
馬

か︑特に︑縫養がGNPの一パーセントの範囲内で︑適切に規制されること

を予想し︑人員募集や施設取得が引き続いて困難であるような恩威の下で︑

無理な︐く整備されるものでなければならないということを前提とするもので
あります︒

最後に︑以上の考え方に基づく﹁平和時﹂の防衛力整備のめどとしては︑

260
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基幹部隊の数については︑か・夢むね第四薩防衛力整備五か年計画完成時まで

に整備されることとなりますが︵前記の制約条件の下に︑な夢欠けている機

能の付与及び装備の近−代化等内容め充実を図るものといたします︒

亡の﹁平和時﹂の防衛力を数量的に示せば︑久のと由りであります︒︵以
下略︶
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昭和52年度以後の防衛力整備計画案
の作成指示について
，50・

4・

ユ

奉日・第4次防衛力整備5か年計画に続く防衛力
整備計画の防衛庁案の作成に着チするよう・二三のと
夢！IJ事務当局に対し指示した。

ユ我が国は・従恥「通常兵器による局地戦以下の
侵

ｪ事解対レ・騒有効關回し．うる効率的嫡

勘」を目標とし・漸進的に防衛力鰹備に努めて
きたios

．，複雑な国際情勢のもとに旧いて、国の独立

岬三幅保するvaたる防振蹴確立するには至、
9ていない。
2

当面、我が国に対して差し迫った具体的：な軍事的

脅威が顕在化する可能性は少ないものと考えられる
しかし左がらi一現在の国際社会における安定化への
努力は、一集団安全保障体制を背景とし、軍事力の均

謡うk一

va立つ雛めら糎いるものであり・

a

tc

騨力の建設附三間回する．ので・そρ晦の
情勢のいかんに：かかわらずt

万一の事態に備えて平

素から計再的にその整備に努める必要がある。
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一方、国内的・には、．経済財疎事情の変化等防衛力

整備に種々の制約があり、自衛隊をめぐる環填は厳
しさを加えている。

3

このためs従来のような考え方で今後の防衛力整
備計画を策定することは困難な状．況にありs我が国

の防衛力整備は転換期に直面していると考える。

このような転換期に語ける防衛力整備計画の選め
方としては、防衛力整備を計画的に進めると一vaう基

本線は貫きながらも、この際、先ず種々の角度か
ら防衛めあり方、すなわち、安全保障政策の中に於
いて防衛力を保持することの意義、国力、国情に応
じ七整備すべき防衛力の体制等を見直す必要がある
と考える。

4

これらの見直し作業は、

「防衛を考える会」等広

く識者・の意見を聞くとともに適当な機会に国防会議

に諮りたいと考えているので、な蔚相当の期間を要
する。このため、事務当局に対する指示も何回かに
分けて行うこととし、今回の指示は作業開始にあた
つて、当面必要な作業方針にとどあた。

5

防衛庁原案は、5ユ年8月末を目途k作成し、そ
の後、国防会議等の審議を期待したいと考えている。
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長官指示第「
50．．

4e，

Q号
．

t

長長長

三部

遠回畦

倉引

幕攣

合術
血統技

弓

防

衛

庁

長

官

三和52年度以後の防衛力整備計画案の作成に
関する長官指示

第4次防衛力整備5か年計画に続く坊三三整備計画
の三三三三の作成作業を別添の情勢及び作業方針

にそ

って開始せよ。
なお、安全保障政策の中・va

k・いて防衛力を保持する

ことの意義、国力、国情に応じて整備すべぎ三三力の、

体制等あ鮪のあ妨については・追って示す・・

添付書類；．ユ

2
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ユ

情勢

現在の国際情勢は、多かれ少なかれ、米ヅ両国の
影響の下にある。両国は・対話をはじめあらゆる手
段によって諸般の問題の処理を図っているが・相互
の公使角を含む直接衝突は何としても回避しようと

する姿勢にありs緊張緩和の基調は変らないものと
考える。

欧州の緊張は・・NAT・亡国と7ルシヤワ条約諸
国が大きな兵力を山高させているこ．とに由来してい

るが、その中で進行中の中欧兵力・軍備相互削減交
渉、全欧安保略序会議等に誇いては曲折を経な1がら
も何らかの成果を期待できるものと考

える。中東に

おいては、三々の和平への努力にもかかわらず、戦
争再発の危険が遠のいたとはいえず、石油問題のか
らみは同素を一層複雑にしている。米ソ両国は、イ

Xラエル・アラブ間の軍事的均衡を考慮しながら援
助を続けるとともに和平への外交努力も続けるもの
と考える。

アジアに詮いては、前述

のような米ソ関係に加え、

て、中ソの対立関係や米中関係のからみもあり問題
p

1

v一．
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を複雑にしている。現に継続中のインドシナ半島の
武力紛争は、米ソ中の軍事

・経済援助仏かんによつ

・ても左．右されるであろうが、近い将来に旧いて解決

を見るとは思われない。また、朝鮮半島にto

hては

韓国≒北朝鮮が強力な早隊を対峙させている中で、
現実に越境事件等が続発，している。

ｵかし、米国は

鯛防衛の意思を・明確して駒・米．ソ中ともこの
；地域にtoける急激な現状変更を望まないものと考竣．

られるので・韓国及び北朝鮮による三二的な武力衝
突の事態昏の発展は神制され』ている

烽ﾌと考える。

以上の翻を剰るva・当面核を含む．三三争ま

たはそ旅賑する恐れのあ欲糠姻力紛争が
生ずる公算は少ないであろ

､が、な澄限定的な武力

紛争が生ずる可能性を否定することはできない。
このような情勢下にあ．つて、国連￠！平和維持機能

は依然として＋分でなく・大多数の恥は・集団安
全保障体制に依存する方向にありs

增Xの経済的制

約に直下しながらも、自薗の安全のため軍備の増強
ま．たは近代化め努力を続けているのが現状である。

一
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2

作業方針
（・）国際情勢は、この層ように複雑かつ流動的であ．る

が、当面我が国に噛して差し迫った具体的．な軍事
的脅威が顕在化する可能性は少ないものと考え．ら
れる。

しかレながら、現在の国際社会に知ける安定化
への努力は、集団安全保障

俸制を背景とし、軍箏

力の均衡の．上に立って進められてbるもの1であり、

また、防衛力め建設にa長期彫要するので・そ
の時々の情勢のいかんltc

P・かわらず・万一⑱事態

に備えて平素から計画的にその整備に努める必要
がある。

（2）

昭和52年度以後の防衛力整備計画の防衛庁案

を作成するにあたつでは、

ド国防の基本方針」

（昭和32年、明2？礪議決定）及び「購の
構想」（昭和4

i

年ユ0月9日閣議決定）を前提

とし、第4次防衛力整備5か年計画及びその歳果
につい一（．

＆密な評価分析を行い、防衛力の欠陥の

明確かつ現実的認識のうえに立つで、次の各項に
留意して作業を行うものとする。

一一

3
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ア

創意工夫により業務の合理化に努め、自衛官

等の増員を極力抑制するとと。
イ

陸・

．海・空自、衛隊の統合的：運用体制の整備に

配意すること。
ウ

良質．の隊員を確保し、士気の高揚を図るため、

募集体制の整備．．勤務。居住果件の改善ζ健康

管理、就職援護の即実等の総合的人事諸施策を
推進する．こと。

干

隊員及6

部隊の教育嶺1練体制を充実すること・

オ

装備品の更新、近代化等に際しては、費用対

効果分析を行い、その効率的な整備充実に努め
．ること。

力

正面防箏力と後方支援体制の均衡を図6．とと

もに、抗たん性の向上等に熊葛すること。

キ長期細視解立ρ姻ち騨漉し熾盛
品等の研究開発を計商的に推進するどともに、
装備の適切な国産，va配意するビと。

ク航空安全知略に聴す
ケ

と・

防衛施設の有効な整備を図るとともに、騒音

苅策等環境保全に配意し、周辺との調和た努め

一
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ること。

コ

災害苅処等の民生協力体制の整備に努めるこ

と。

（3）

昭和52年度以後の防衛力整備計画の方式につ

いては、今後引き続き検討するものとする。

当面、原案の作成に際しては5か年三三方式を
前提として作業を進め、ローリング方式へO移行
に際しても柔軟に苅応できるよう配意するζとと
する。．

一

5

一一一
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各

幕

僚

10．

Z9

長

統合幕僚会議譲三殿
技術研究本部長
防

衛庁長

官

昭和52年度以後の防衛力整備計画案の作成
に関する第2次長官丁丁

■ 昭和52年度以後の防衛九整備計画案の作成に関
・する長官指示（昭和50年4月■日長官指示第2号）
において、追って示すこととした「安全保障政策の
中に旧いて防衛力を保持することの意義．国力国情
に応じて整備すべき防衛力の体制等の防衛のあり方」
については、別紙のとtsりとする。

2

．．

一

昭和52年度以後の防衛力整備計画の防衛庁案は，
今後別紙に示すt常備すべき防衛力」を漸進的に整
備することを目標と．して、編制，要員及び装備の充

足，即応体制，教育訓練，装備の調達方式等のあり
方を検討，の上作成せよ6

添付書禁：別紙
写送付先：官房長、各局長及び参事官
附属機関の長（技術研究本部母を除く。）
防衛施設庁長官
27f
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別紙
ユ

防衛力を保持する意義
我が国が防衛力を保持する意義は、
（侵略の未然防

止）

自らの国の独立と平和は自らの手によって守ると
va

う決意を具体的に明示し阪武力侵略を容易に行わ

せない体制をとるとともに米国との安全保障鯛
の有効な維痔を図ることic

よb．澗瞭のない防衛体

制・を構成して、我が国に対する侵略を未然に防止す
ることにある。引

このような体制を保持することは、アジアに知け
る国際政治の安定的均衡の維持に寄与し・ひいでは
世界の平和と安定に貢献することど、なる。

（侵略対処）
幽万一．侵略が発生した場合には、間接侵略につい
ては置綿に事態を収拾し・直接侵略．に、ついては・ま

ず独：カで対処して極力これを排除し・それが困難な
場合、・c．teいても侵略者の不正な意図に『回せ弘米国
からの協「 ﾍを照して・これ静ド除する『とVCある・

（災害救援等）

272
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天災地変その他の災害の発生に除して迅遠な救援
活動を実施する等民生の安定に寄与し得ることにあ
る。

2

常備すべき防衛力
我が国の防衛力は、通常兵器による限定的左三略
事態に対

L

．

日米安．全保障体制を基調として，有効

に対応し得る効率『 Iなものでなけ≠・ぱならない。

今日の国際情勢を見ると・時．に局地的な緊張・の高
まりは見られるもののt，大勢として緊張緩和への努・

力がなされており、国際世論も武力行便を抑制する
方向にある．

また、日米安全保障体制ぼ．アジアにL寿ψナる国際
政治の基本・的構造の不可欠の要素として，その平和

と安定に貢献するとどもに，我が飼に対する侵略を
．抑制する力として強く働吟ている。

我が国が整備すべき防衛力を考えるに当たっては、
このような状況が今後、とも継続するとい・う判断に立
つものとする。

：なk・、経済財政事情、要員友ぴ施設確保の問途等

防衛力整備上の誌制約を併せて考慮する。1

273
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以上の前提に立って、三炭常回すべき防衛ガは・

鵬上蝋とされる各種の機旧び組謙激・配
備にみいても均衡のとれた基盤的なものとし・以下
の態勢を蘭議するととも｛tc・．日米安幽采確体制を有、
効に機能．させ得るものとする。
t1

i

12｝

周到な教育訓練を実施し得ること。
必要友警戒監視及び情輯活動を常時行うととも

に、間接環略及び領空侵犯その仰の軍事力をもつ
てする不法行為等に対しては、迅速かつ適切に対
応

し得ること。

・3｝小戦の直盤面態關Pては・騨とL・

（

独力で対論＿早期噂彫収拾しそ尋る一eと・
｛・4）

前記の事態を越える侵略事−態に対しては，情勢

の変化に応じて、有効に対処できる防衛力に移行
し得るこど。
t5）

天災地変その．他の災害の．発生に即応して救援活

動等を実施し得ろこと◎
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