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海部俊樹オーラルヒスト
築20園 中曽根内閣成立

巻

目次

醸金丸氏と北朝鮮
■中曽根政治1︵函鉄民営化問題︶
︐中曽根政治2︵防衛費︸％突破と靖国参拝︶
繍中瞥根政治3︵総理と幹事長︶
磯三光汽船の倒産と河本派1︵三光汽船の倒産︶

■定数是蕉闘題

■創敏会の旗揚げ2︵田中氏倒れる︶
雇渓社覚の世代交代

匿創政会の旗揚げ一︵竹下氏の心の準備︶

●筆頭副幹事長3︵醐幹事長の選妊︶
薩筆頭翻幹事長4︵醐幹事長の役割︶
懸筆頭副幹事長5︵金丸幹事長︶
■栽自由クラブとの連立2︵肉蔚労相入閣︶
■金丸氏と黒用総評議長の会談

圏現在の政局から︵イラク戦争︶

◆質糊項霞

第22回 中曽根内灘時代烈︵一九八四〜八五︶：：・：・：・

︐筆頭副幹事長2︵参議院幹事長︶

■二階堂擁立劇
瓢筆頭副幹事長1︵金丸幹事長と門筆頭﹂︶

翼二曹根・教育臨調
疇韓圏・金斗燥大統領の来日

下

顯三光汽船の倒巌と溝本派2︵河本氏と中曽根氏︶

67

◆質問項目

圏現在の政局から1 ︵保守薪党︶
謹現在の政局から2 ︵保守合同の可能性と解散風︶
継日申教科書問題1 ︵中毒訪問︶
膿日中教科書問題2 ︵教科書問題︶
懸鈴木後継総裁戦1 ︵河本氏の立候補︶
臓鈴木後継総裁戦2 ハ総裁戦の様相︶
繊中曽根内閣の成立1 ︵海部疵と中重根氏の関係︶
■中雪根内顯⁝の成立2 ︵中選挙区事情︶

闘中刈⁝郎の自殺
■中蟹根内醐の成立3︵首相訪韓︶
■中瞥根内閣の成立4︵不沈空母発言︶
匿初の地例代表制・参議院選挙︵一九八三年六月︶

第21園 中碧根内翻時代涯︵㎜九八三〜八囚︶：：：：：・
◆質問項目
田現在の政局から︵イラク戦争︶
鑛ロッキード事件︑闘中実飛判決

■北朝鮮との関係
蟹薪自由クラブとの連立1︵薪自由クラブの位置づけ︶
■政治倫理協議会
ロ野党との関わり一︵石皿・社会党︶
■野党との圏わり2︵民枇党︶

39

（一

續ｪ五一八六︶：：・：：：99

■文部大臣！︵就任の経緯︶

墜世界政治フォ⁝ラム

第23回 中蓉根内閣時代W

125

■リクルート事件2 ︵藤波孝生氏の動き︶
曝消費税の導入2 ︵税制改革特煕⁝委一橋△苅︶
團消費税の導入3 ︵三％の税率︶
扇三木派の帰趨1 ︵三木元首相の轡虫︶
繍三木派の帰趨2 ︵河野金昇氏のことなど︶
臓三木派の帰趨3 ︵河本敏夫と河本派︶
臓昭諏か≧り平成へ

︵︻九八九︶

鍾寧野内閣1
︵竹下内潤の総辞職と宇野内閣の成立︶
日宇野内閣2
︵宇野総裁選出の経緯︶
■宇野内閣3
︵参議院選挙︶
■宇野内閣4
︵組閣と幻の悪運長官︶
擬寧野総理退陣と後継総裁戦

第25剣 海部内閣1
◆質問愚筆

︵二〇〇三年総選挙︶

ﾌ守懸幽兄の自酬昆党へのムロ流︶

︵中から見た自︑昆党︶

︵小泉内閣の現状︶

︵橋本・河野・海部会談︶

︵三木派河本と家族の反応︶

︵派閥の力学︶

︵海部・林・石原の総裁戦︶

︵宣蜀長嘗︶

畷現在の敏局から1
臓現在の政局から2
顯現在の政局から3
穫現在の政局から4
■総裁戦への経緯1
瀟総裁戦への経緯2
網総裁戦への経緯3
匿総裁戦への経緯4
墨海部内閣組閣！

願海部内閣組腿2 ︵女性入閣︶
臓海部内閣組期3 ︵党三役人事︶
顯海部内閣組閣4 ︵官房長官辞任︑各派閥の勲き︶
剛海部内閣組閣5 ︵各省次官︑官房副長宮︑秘書官︶
圃訪米1 ︵ブッシュ大統領とのチータ・テート︶

圭57

◆質問項員
議文部大箆2 ︵入試改革1︶
璽文部大臣3 ハ入試改革2︶
露文部大駆4 ︵いじめ事件︶
趨文部大臣5 ︵教育基本法期題︶
顯東京サミット
國文部大臣6︵教科書問題︶
霞八六年嗣日選挙1︵死んだふり解散︶
■八穴年間日選挙2︵閣僚としての解散・総選挙︶
璽八六㍍†嗣門口選挙3 ︵中曲謝根三選︶

穰文部大軍以後1︵藤尾正行氏に交替︶
劉文部大臣以後2︵教育改革基本問題調査会長﹀
臓新切密クラブ解党と三川誠︸
顯藤尾正行文棺罷免︵㎜九八六年九月﹀
■文部大臣以後3︿やるなら通産大臣︶

第24圃 竹下・宇野内閣時代︵一九八六〜八九︶：：・：：
◆質問項羅
穰現在の政局から︵自昆党総裁前哨戦と解散総選挙∀

園売上税法案の廃案
臓竹下内閣の成立ーハ申着根後継︑安竹宮の争い︶
﹁連A鐙の結成

澱竹下内閣の成立2︵中曽根か ら 竹 下 へ ︶ ．
闘労働運動．の統一︑

匿消費税の導入1︵竹下内閣の課題︶
匿リクルート事件1︵事件の経緯︶

（備

（一

懸訪米2︵全体会議︶

第26圓 海部内閣豆︵一九八九〜九〇︶：：：・：：・：：・
鷺環在の政局から︵畠衛隊イラク派鹿環︶

◆質問項鼠
凹訪米3︵霞米構造協議︶
凹訪米4︵カイフ？フ⁝？の払拭︶

■訪米5︵メキシコ︑カナダ訪問︶
匿目米構造協議1︵大店法関連︶
翻曝米構造協議2︵独禁法の強化︶

蟹PLOアラファト議長来日
匿参院補選勝利と総裁再選︑政治改革
■二八一言紀に向けて目摺すべき社会を考える懇談会
■ベルリンの壁崩壊1 ︵冷戦の終焉︶
瓢ベルリンの壁崩壊2 ︵体制の選択﹀
︵東西ドイツの統︸﹀
︵ヨ本外交への影響﹀

︵ポーランド︑ハンガリー︶

臓ベルリンの壁崩壊3
顯ベルリンの壁崩壊4
雛消費説の見直し論議
請取︸ロッパ臨腱訪

第27回 海部内閣狼︵︻九九〇︶：：：：：：：：：：：：
◆質問項目
賑九〇年総選挙1︵年内解散か翌年解散か︶

■九〇年総選挙2︵党首公開討論︶
■九〇年総選挙3︵選挙戦︑応援言説︶
覆九〇年総選挙4︵選挙期掌中の総理職︑花押︶
膿第二次海部内閣発足1︵悪口武夫と加藤六月︶
議第二次海部内閣発露2︵竹下氏と金丸氏︶
■第二次海部内閣発足3︵官房長宮・坂本三十次︶

驚第二次海部内閣発足4︵蟹会との麗係︶

贋日米構造協議ーハ霞米首脳会談﹀

璽霞米構造協議2︵コメ問題など︶
墜日米構造協議3︵国内での反幾︶
謹敷治改革1︵小選挙区比例代表並立制︶

圏政治改革2︵小選挙区の藤豆︶

第28園 海部内閣W︵一九九〇︶
◆質閥項翻

膿湾岸戦争3︵陛下への内奏︶

●湾岸戦争2︵経済制裁の決定︶

◆質闘項庭
藤環在の政局から︵国罠年金未納澗題︶
■湾岸戦争1︵イラクのクゥェ⁝ト侵攻︶

第29回 海部内閣V・溝岸戦争1︵︻九九〇〜九︻︶

闇南西アジア諸国歴訪1 ︵外交課題として︶
臓南西アジア諸口歴訪2 ︵大屡インド︶
臓南西アジア諸醒歴訪3 ︵インドの印象︶
■南西アジア諸国歴訪4 ︵バングラデシュ︶
隔南西アジア諸濁歴訪5 ︵スリランカ︶
■漸西アジア諸国歴訪6 ︵インドネシア︶
懸盧泰愚・韓国大統領の来日1︵盧泰愚大統領︶
雛盧泰愚・韓国大統領の来呂2ハ天皇のお言葉問題﹀
順カンボジア和平東京会議1 ︵タイ首相チャチャイ︶
■カンボジア団平東京会議2 ︵ポルポト派の出席﹀
雛ヒュ⁝ストン・サミットー ︵サッチャーについて︶
臓ヒュ⁝ストン・サミット2 ︵冷帖戦後のヨーロッパ事嬉︶
繍とユ⁝ストン・サミット3 ︵対中借款再開問題︶

249

275

189
221

︵貢献策第二弾・物資輸送︶

︵在留邦人の保護︶

臓小沢一郎幹事長の辞任

欄東京都知事選︵鈴木囎磯村︶

繍﹁即位の胤﹂と式典外交
●訪韓・盧泰愚大統領との会談

︵貢献策第一弾・十億ドル髄顔︶

︵アメリカの要請︶

懸湾岸戦争︽

︵党内情勢と人的貫献問題︶

圏湾岸戦争5
謹湾岸戦争6
□湾岸戦争7
︐湾岸戦争8
︵国連平漁協力法案11意図︶

◆質問項羅
騙中翻・モンゴル訪間

︵損失補填︑佐翔急便事件︶

︵政治改革法案の廃案︶

︵宮澤派︑YKKの動き︶

︵政治改革法案の閣議決定︶

第32園 海部内閣鞭︵一九九︻︶

ロヨ本・￡C首脳会談

■ロンドン・サミツト

賑雲仙・普賢緩の火砕流災害

■麗連軍縮京都会議

■安倍晋太部の死と安倍派の帰趨

穰中曹根康弘の自践党復党

獲ASEAN歴訪1︵マレーシア︑シンガポール︶
縢ASEAN歴訪2︵ブルネイ︶
田ASEAN歴訪3︵フィリピン﹀

瓢ゴルバチョフ大統領国勢1︵末次一郎氏の役劇︶
團ゴルバチョフ火統領訪日2︵二間声明と詫方四島︶

圏．湾岸戦争9

︵国連単坐協力法案2一起案︶

欄 愛 知 参 院 補 選 ︵一九九〇年十 一 月 ︶ な ど
風湾岸戦争−o

︐湾岸戦争11 ︵国連平和協力法案31廃案︶

第30画 海部内閣畷・湾岸戦争2︵︻九九〇〜九ご
◆質問項目
圏子供のための徴界サミット︵ニューヨーク︶
羅湾舞戦争12︵ブッシュ大統領との会談﹀

︵戦端︶

顯ソ連邦解体の始まり

●政治改革の周辺1
澱政治改革の周辺2
繍政治改革の周辺3
巖政治改革の周辺4
繊首相の惰報源

謹海部内閣の最後1 ︵﹁重大な決意﹂発言︶
璽海部内閣の最後2 ︵竹下派の動向︶
■海部内閣の最後3 ︵続投せずY

361

雇 湾岸戦争13︵中東歴訪︶

鷹湾岸戦争14

︵開戦と支持表明﹀

■対北朝鮮交渉1︵仲介者︶
議討北朝鮮交渉2︵正式乙名︶
蘭対北朝鮮交渉3︵韓蟹の対悠など︶
瓢湾岸戦争欝

繍湾岸戦争16 ︵危機対策本部の設置︶
願湾嵐戦争17 ︵被災民移送︶
賑湾岸戦争18 ︵九十億ドル追加支援︶
騰日来書造協議 ︵九一年四月訪米︶
闘湾岸戦争19 ︵掃海艇派遣︶

第31回 海部内閣可︵﹇九九一︶：：：：・：：：：：・：：
◆質問項目
圃現姦の政局から︵二〇〇四年参院選︶

303
329

繍噺進党10︵解覚︶

臓環在の政局から門名古屋市長選﹈

臓薪進党11︵新進党の評儀︶

第35回 現在まで︵︻九九八〜二〇〇四︶：・：：・：・：：

◆質問轟轟
■選挙匿・支持者・後援会
監護警護の会

膨小渕内閣時代1︵小罪恵三の思い出1︶
繊小渕内閣時代2︵小渕占奪の思い出2︶

劇小渕内閣時代3︵小渕内閣について︶

■自由党へのム下流と白一白一連詣逸−

日自由党への合流と自自連立2
■自自公連立
闇保守党の結成
賑森内瀾から小泉内閣へ
■保守新党
■二二党への合流
璽自罠党の変化

■過表から未来へ一︵総理のリーダーシップ∀

繍過去から未来へ2︵世界の中の日本︶
臓過芸から來来へ3

あとがき：⁝・：⁝・：・：・：：：・：・：：・：：：楠精一郎螂

439

第33圓 宮沢内閣〜五五隼体制の崩壊︵一九九一〜九四︶
◇質問項暦
■内閣総辞職以後
腿自艮党分裂への序葭1︵宮沢内閣の成立︶
賑露蔑二分製への序紬2︵竹下派分裂︑羽韻派結成︶
縢環境問題への取り組み一︵地球環境行動会議︶

■環境闇題への取り組み2︵公害対策の演習︶
璽環境問題への取り組み3ハ地球規模の環境問題︶
■五五年体制の崩壊1 ︵宮沢内閣不信任案可決︶
腿五五年体制の崩壊2 ︵新生党と新党さきがけ︶
懸五五年体剃の崩壊3 ︵細川内閣の成立︶
贋五五年体制の崩壊4 ︵自昆党内の動き︶
議五五年体舗の崩壊5 ︵羽網内閣の成立︶
鷹自畏党離党と首班指名選挙1ハ引き金︶
胴自昆党離党と欝班指名選挙2︵擁立︶
●自晟党離党と首斑捲名選挙3︵決断︶

︵九七年党首選︑小沢鴨鹿野︶

︵小沢一部党首の保保路線︶

︵基本政策に関する全議員会議︶

︵九六年総選挙での議席減︶

︵像専問題に対するピケ戦術︶

︵九五年党首選︑小沢㎎羽圏﹀

︵明日の内閣︶

ハ九五年地方選・参院選での躍進︶

︵結成〜党首就任︶

第34醸 新進党︵一九九四〜九七︶
◆質問項嘗

■新進党1
●薪進党2
■薪進党3
階新進党4
澱漸進党5
鷹新進党6
嘱新進党7
匿新進党8
圏薪進党9

385
413

上

：：：：

：：．：：：■：：：⁝：：：：：．：

懸政治との出会い
鑓皐稲田大学法学部に編入︵︸九五一犀︶
瓢溝野金津議員の学生秘書として
■あっせん利得罪について

■空襲下での生活
■少年航空兵を難指す
鐘一九四五年八月幸五目
麓弁論を始めたきっかけ
闘弁論大会で優勝
﹈弁論の心得と練習法
薩中央大学専門部に入学︵一九四八年︶
璽六人の兄弟姉妹の中での﹁突然変異︸
口海部姓と海部郡
璽中央大学﹁再臨学会隔

響蟹一瓢愛発動機への勤以力融口貝

臓名古屋の葛藤館に生まれる︵皿九三︸年︶
覆南久屋国厩学校時代︵一九三七〜四三年︶
躍暇舗東海中学に入学︵一九四三年︸

誕生から早大編入まで︵一九三一〜五二︶

略歴：：：：

海部俊樹オーラルヒストリー

C．O・総オーラル政策研究ブ目ジェクト

海部俊樹

第等園

第2園

衆議院初鎖選まで︵﹇九五二〜穴○︶：：：の：：
薩河野金工氏についてーー中野正剛の心酔者
薩河野金昇氏についてHi演説上手
薩一政治家への士聯

麓河竪金昇議員の秘書としてーー後援会づくり
鵬早稲醸大学雄弁会

巻︽目次︾

捻

第3﹂團

臓選挙演説の心得．
議大学時代の弁論大会
塵水玉模様のネクタイ
﹄三木武夫既との交流⁝﹁県会には外交がない﹂
匿一期待て⁝溝野金起炎人の立候補
■三木武夫氏の人物像
翻職場結婚
鷹河野金昇議員の秘書としてH一公設秘書
鳳衆議院選挙に立候補

藤議．畳秘書として見た安保改定︵一九六〇年︶

賑一庫生議員として王⁝議席は︸丁重︸番地
澱︸年生議員としてH一自慰党青年局学生部長
篠︸黛生議員として皿一商工委員会︑農林水産委員会
顯︸年生議員としてW⁝圏会対策委貫会

︸︑二年生議員時代︵︻九章○一六玉︶：：・：：

●現在の政局から︵森内薄弱僑任案否決︶
盧ロバ⁝ト・ケ・冬デイの来臼
︵︸九⊥ハ凶年八月︸
■ドイツ行き

︵︸﹂兀六三年十︸一月﹀

糟アメリカ行き︵㎜九六二年九月︶
溜海外視察の総括
議珈再年局次長

螢青年海外協力隊の構想
■二隊露の選挙︵︸九六三年十︸月︶
．■アフジカ行き︵︸九六四年五月︶
贋韓国行き︵一九六四年十︸月︶

●地元後援会との関係と三木派

■雛議運・本ム筑議幽畢進行担当州︵一九歴遊衰年LT二月︶
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姐

第4回

第5詞

鷺自疑党商工部会の副部会長
繍選挙資金と応援
欝選挙の変化︵小選挙区欄︶
纔Xハ五年八月〜

︶

労働政務次官磯一代 ハ﹁九穴六〜六八︶
懸環在の政局から︵自昆党総裁婚前︶
臓労働劣政務次宮1 ︵ 政 務 次 官 の 什 二 畢 ︶
匿労働雀政務次官2 ︵敢務次窟の位置づけ︶
鳳労働省政務次官3 ︵労働大臣・覇王崇︶
顯労働省政務次官4 ︵王LQ総会に出席︶
●労鋤省政務次数5 ︵ 縣 覚 対 策 ︶
醸労鋤省政務次富6 ︵海外事情視察︶
屋労鋤省政務次官7 ︵祝β敬正法案︶
曜労働省政務次官8 ︵ 保 革 対 決 ︶
髄労働雀政務次官9 ︵アジア労働大濠会議︶
腿労働省政務次官10 ︵衆議院祉労委︶
塑労働省政務次官11 ︵ILOでの演説と労鋤貴族︶
圓労鋤省政務次官12 ︵マイスタ⁝制度︶
塑自罠党青年局長1 ︵青年局と地方雲鶴部V
■自昆党青年局長2 ︵覚の組織について︶
憂自昆党青年局長3 ︵沖縄遊説と津雲國利氏︶
●三木武夫と総裁選1︵連想されること︶
顯三木武央と総裁選2︵佐藤三選と三木票︶

議一網委員長時代︵︻九 六 九 〜 七 二 ︶
賑環在の政局から︵自論議総裁滅後︶
匿大学紛争〜大学立洪一2九六九〜七〇年﹀
糟国三二委臨輿長・議運理事工︵国対副委員長の仕事︶

■国対当委員長・議煙理事2︵各党の国対︶
螢国対副委員長・議運理事3︵議運と国対の閣係︶
鋼現在の致局から︵自公保連立政権︑二〇〇一年︶
鐵国対副委員長・議運理事4︵国講副委員長の仕事V

第6画

闘劉頬副四国貝長・議灘理事5︵社会党の鍵対︶
魑圏対副委員長．議運理事6︵法案を﹁つるす﹂︶
匪よど号事件と山村新治郎二九七〇年三月︶
脳労働問題調査会副会長︵︸九七〇〜七四年︶
臓種々の委員会︑議連での活動︵一九七〇〜七二年︶
縢佐藤首根四選問題︵一九七〇年︶
鷹衆議院議員運営委員会委員長︵一九七二年十二月︶

田中内閣時代︵㎜九七二〜七四﹀・：・：： ：．：．
●現在の政局から︵元首蓋付SP︑いわゆる入権派﹀
囚現在の政局から︵小泉政擁の誕生︑二〇〇一年四月︶
匿現在の政局から︵購中外棺とアーミテージ︶
溺田中内購の成立勲夜︵ 九七二年︶
鋼田中内閣の成立︑三木副総理の入閣︵一九七一 年七月︶
臓自色党人事局長︵一九七三年︶
胴五礒員の当選と選挙応援
凹自動党選挙対策委員会幹事
薗四十七年十二月の総選挙
層通年略述の議論
匿金大中事件︵︸九七三年八月﹀
圏小選挙区制への動き
鷹愛知三区の事情
︐エジプト︑クウェート訪問︵一九七四年︸湾︶

厳日ド米繊維阻父渉との凹閃わ恥ワ ︵一九七四年六鍔﹀

鷹三木副総理辞任と三木派内の序列
●三木謝総理辞任から椎名裁定まで

第7團 三木内閣時代12九七殴〜七五︶：：：・：：：

■現在の政局から︵都議選・防衛省昇格問題︶
匿三木内閣の成立1︵官房長官から副長官へ︶
圏副幹事長の経験︵照中内頬嚢期︶
■三木内閣の成立2︵組閣事情︶

ユ49

177

g7
125

（｝

簗8圓

籏9圓︑第10毬︑第11璽．︵掲載省略︶

第12園 濃木内閣時代獲
ハ︻九七五〜七六︶ ：：：・：：：㎜
圏新自由クラブ結成への動き1 ︵発端﹀
震凝自由クラブ結成への動き2 ︵伏線︶
礁新自由クラブ結成への動き3 ︵萩党結成︶
●新自撰クラブ結成への動き4 ︵藩党の意味︶
■ロッキ⁝ド事件1 ︵発端︶
ロロッキ⁝ド事件2 ︵フオ⁝ドへの親書︶
圏ロッキ⁝ド嘉件3 ︵稲葉修法招︶
臓ロッキード政局1 ︵挙党協の動き︶
臓ロッキード政局2 ︵臨時国会醤集か解散か︶
■ロッキード政局3 ︵松野政調会長︶
圏ロッキ⁝ド政局4
緕ｵ穴年十二月の総選挙︶

覆うンブイエ・サミットー︵サミットへの招請︶
■ランブイエ・サミット2︵国内の対応︶
璽ランブイエ・サミット3︵スポークスマンとして︶
薩ランブイエ・サミット4︵購時通訳とシェルパ︶
繍ランブイエ・サミット5︵G7︑組食支部︑三木発言V
匿天皇皇后弼陛下初訪米1︵訪米の決定︶
ロ天皇皇后弼陛下初訪米2︵政治的な意味︶

第13叢 三木内閣時代Wハ︻九七蕊〜七六︶：：：：：・：

膿ミグニ五強制着眼事件︵一九七六年九月︶
鳳三木内閣退陣
■外交・危機管理問題
︵金大中事件の敢治決着︑クアラルンプール事件︶
闘総裁選への予備選挙溝入

鳳防衛費GNp一％棒問題

（㎝

馴ソ連グロムイコ外相来日︵一九七穴年一月︶
︐環代中華論1︵台湾問題︶
圏現代中転遷2︵通貨︑艮・王化問題︶

2S5

麗三木内閣の成立3︵三木氏のブレーン︶
稠三木内閣の成立4︵閣僚への自薦︑他薦︶
鷹三木内閣の成立5︵閣僚繰補と派閥の推薦︶
﹇三木内閣の成立6︵中塁壁幹事長︶
■三木首根と民主主義
凹官房副長官時代1︵初閣議と川轟副長官︶
臓官房副長官晴代2︵閣議と事務次嘗会議︶
匿豊房副長富時代3︵閣僚懇談会︶
●重席副長窟時代︽︵議選でのヨ々︶
賑官跨副長官時代5︵井出〜太郊営房長官︶
︐官房副長官時代6︵議運理事兼圏対委員長︶
■官房鰯長宮時代7︵宮房長官代理︶
臓宮殿醸長宮時代8︵夜の三木邸︶
獺三本内閣の仕事︵独禁法︑政治資金規蕉法の提案﹀
三木内閣時代∬念九七五︶・：：：・：・：・：・：
藤独禁法と公職選挙法改正1︵初閣議での畳案﹀
鋼独禁法と公職選挙法敗正2︵法案︶
墨独禁法と公職選挙法改圧3︵根回し︶
■独禁法と公職選挙法改正4︵難航した独禁法敗正︶
翔独禁法と公職選挙法改正5︵参議醗と党議拘束︶
騰佐藤栄作驚総理の国艮葬︵︻九七五年六穆︶
■目米首脳会議1︵準備﹀
履ヨ米首脳会議2︵馬木・フォード単独会談︶
欝日米首脳会議3︵シナリオ︶
糊躍米首脳会議4︵議題と共同声明︶
瓢クアラルンプール事件への対応
璽三木総理の靖国神社参拝1︵公的と私的︶
闘三本総理の靖国神社参拝2︵法倒局の見解など︶
磁スト権スト三︵労働側︑富塚三炎︶
翻スト権スト2︵食糧輸送対策︶
翼スト権スト3︵社会党と毘社党︶
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■環代中翻論3︵靖屡神社問題︶
●目本・モン．灘ル国交樹立三十周差−︵工○〇二年︶

コプエルト・リロ・サミットーハサミットの概要︶
墜プエルト・ヲコ・サミット2︵サン・ファン︶

﹇福田内閣時代﹈

・：：：：・：・踊

鵬文部大臣鴛︵国立大学と入試制度2︶
懸文部大臣11︵主妊翻度と学歴纒重瓜破︶
臓文部大歌12︵霞教組との対立︶
繕文部大臣13︵心の教育のために︶
騰派閥解消と三本派
闇文部大臣羅︵役所と秘書官︶

第16回 福困内閣時代∬︵一九七七〜七八︶：・：・：・：：

◆質腿項目
●総裁公選と党員獲得1︵党員獲得競争︶
国総裁公選と党員獲得2︵党員︑党友︑職域支部︶
■総裁公選と党員獲得3︵田中蟹団︶
贋河本敏夫について一︵三木派の後継か︶
匿河本敏夫について2︵笑わん殿下︶
圏中道懇派と三本派
■自由社会研究会
蓬一二本派とマスコミ

薗元号法舗化問題
穰有事法鰹の観題
匿日中平称条約問題1︵覇権問題と台湾問題︶
讐日中平額条約聞題2︵靖国問題︶
薗松野頼三氏とグラマン腿顯

第17回 大平内閣時代︵一九七八〜八0︶

◆質問項鶏
團一般消費説導入論と七九年総選挙
︐四ナ日銃争玉
︵三派連携︶

凹四十目抗争2 ︵癌霞・大平密約﹀
層四牽日抗争3 ︵主流派と中問派︶
鳳四牽引抗争4 ︵分裂の回避と財界︶
臓四十日抗争5 ︵東叢冷戦との関連︶
■西十日抗争6蓮立葉権構想と組合︶
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第14罎 三木内閣時代V〜福田内閣時代1︹︻九七六〜七七︶
◆質問項霞
糟現在の政局から一︵辻元溝美と田中頁紀子︶
雛環在の政局から2︵加藤紘一︶
匿三本武夫のアメリカ観
日防衛費⁝％枠問題
層鬼頭史郎のニセ電話事件
層国会封策委員長1︵議運と蟹対︶
ロ圏会対策委員長2︵野党対策︶
匿翻会対策委員長3︵国対への適性︶
謄鷹防会議と日米首脳会談
闘エリザベス女王からの勲章
願三木内隠最後の選挙戦
鵬文部大臣1︵就任︶
鵬文部大臣2︵敢務次官について︶
顯文部大臣3ハ文教族︶
繍文部大臣4︵文部大臣としての仕事︶

◆質闇項国

第 1 5園 福田内賜時代∬︵︸九七 六 〜 七 七 ︶
懸福阻内閣の匿議と閣僚懇談会
繍文部大臣5 ︵ゆとり教育の始まり︶
瓢文部大臣6 ︵学習指⁝導要領の改正︶
雛文部大臣7 ︵聖教緯と社会党︶ ・
圏文部大臣8 ︵芸徳︑文化関係の仕事︶
鋼文部大臣9 ︵国立大学と入試麟度1︶
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懸党広報委員長1︵広報委員会の位置づけ︶
醸党広報委員長2︵広報委節会の仕事︶
懸八○年総選挙
賑韓国との三歎
鷹貝独議運会長として
賑三木派党員数の増減
●自畏党欄栽連盟
︐大平内閣不儒任案の可決

︶

︵調査会と部会︶

︵高等教育の充実︶
︵地域特性の活罵︶

・：：・：・：：餅

︵週休ニヨ捌と初任者教育︶

︵戦後教育の見盧し﹀

鈴木内閣時代H念九八一〜八二︶

馨憲法調査会

謹資粉の保穿につい．て

●文教謂度調査会長1
︐文教制度調査会長2
顯文教制度調査会長3
鑓文教制度調査会長4
闇文教舗度調査会長5

◆質聞項目
●対北朝鮮交渉について︵⁝九八九年頃︶
闘鈴木警幸内閣の成立1︵後継総理︶
籔鈴木善幸内閣の成立2︵組閣︶

第 1 8團 鈴 木 内 閣 時 代 互 ︵ ︻ 九 八 Q 〜 八

第轡園

◆質問項目
圏現在の政局から一︵自虫党と畏主党︶
墜鈴木・レーガン会談と﹁目米同盟﹂
鎗褒在の政局から2︵イージス艦派遣﹀
鐵自畏党︑中選挙区事陵
圏非核三原則についての議論
耀第二次臨調の始まり
騒参議院への比例代表制導入
議党国罠運動本部長1︵位置づけ︶
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瓢党圏民運動本部長2 ︵佳事︶
鋤党国民運動本部長3 ︵劉本部長﹀
獺党國民運動本部長4 ︵派閥と入脈︶
闘党国民運動本部長5 ︵労働紐合講策︶
馴ワインバ⁝ガ⁝来飼防長官の来日
鑛フォ⁝クランド紛争
澱ロッキード事件の判決1︵判決と反響︶
魑ロッキード事件の覇決2︵灰色高宮︶

第20回
中曽根内閣成立（1982〜1983）

【2◎03年胴2◎日（月）14：15〜16：15】

於：TBRビル10F・海部俊樹事務所

［インタビュアー］

伊藤
楠
佐道

（肩書きはインタビコ．一の時点）

隆

（政策観究大学院大学教授〉

精一郎

（棄洋1英和女学院大学教授）

明広

（政策研究大学院大学助教授）

亙記録、編集」

鶏羽

清隆

海部俊樹先生

第20圓

オーラルヒストリー…質閣填匿
（2003黛・1

月20Eヨ）

1．前口の最後に教科書問懸についてお聞きいたしました。82年7月から問題は紛糾するわけで
すが、この過程で先生は中国に行かれたというお語がありました。その点を含めて、教科書問
題に寵して先生がどのような関わりをされたのかお願い致します。

2．82年IO

H、鈴木首柑が退陣を表明し塞す。鈴木退陣についてはどのように見ておられたので

しょうか。また、その後党首脳による候補一本化調整が失敗し、11月24Bに総裁候補決定選
挙（予備選）が案施され、中蓉根氏が5フ90を獲得します。そして翌25臼に臨時党大会が開
催され、中曽根総裁が誕生しました。予備選には河本氏の立ち、二位となったわけですが、こ
の一連の経緯についてお願いしますe

3．11月27獲、第一次中瞥根内閣が成立します。嘗房長官に霞中派の後藤霞氏が就任したのをは
じめ、田中系が7名を占めて「穣中曽根内溺」などといわれました。先生は発足した中警根政
権についてどのようなご印象でしたか。

4．83年1月、宙民党の若手り一ターの一一人であるlJII一郎氏が塑殺しました。これについては
どのようなご印象でしょうか。

5．土留根首相は首相就任後簸初の外遊先に韓国をえらび、また韓国訪問の竃後訪米しま：した。最
初の外遊は米團が多い申で中蟹根首相が韓国を選んだ点、さらに訪韓の成果などについてはど
のようにお考えでしょうか。

6．上の質問とも関連しますが、訪米した中曽根氏は、「日本獺島不沈空母」発言などをなさり呂
本国内で論議を呼びます。こういつた中曽根発言や防衛力増強への取り組み方を先生はどのよ
うにご覧になっておられましたか。

7．83年6鳳参議醗選挙がありました。全國区ははじめて比例代表鋼が導入された選挙でした
が、国民運動本部長として選挙の事前活動等に先生はこ潜躍されたと思います。自民党は安定
多数を維持、ミニ政党が躍進したこの選挙についてご記憶の点をお願いします。

8．9欝、大韓民航機撃墜事件が発生しました。先生ご自身に塵接関係のある問題ではありません
が、この事件についてお聞きになったときのご印象はいかがでしたか。また、対ソ関係では重
要な間題ですが、この事件をめぐって自民党内で何か議論などなさいましたか。あるいは自民
党の遊説のなかで問題にされたりということはございましたか。

9．10月、東京地裁でuaッキード事件丸紅ルート裁判が行われ、田中元首相に4年の懲役および
5億円の案刑判決がありました。これはどのようなご印象ですか。また、政界へはどのような
影響があぢましたか。
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10．

10

R．ビルマのラングーンで北朝鮮のテll事件があ琴ました。また環本関係でもng

18富

士由曳の撃捕、紅粉船長らの榔留事件がH月に発生しました。北朝鮮との関係について先生
はどのようにお考えでしたか。また国会内で対北朝鮮閤題の議論はどの程度なされていたので
しょうか。

IX

12月、総選挙があり、自昆党は大幅に議腐を減らし、無駈属8人の追加公認で過半数維
持という与野党伯仲状態となりました。この選挙についてこ詑幡の点をお願いします。

※今園は以上のような点を中心にうかがいたいと思います。

一プ4．

蟹現在の政局から一︵保守新党V
海部 ご機嫌うるわしいですか︒
俘藤 まあ︑どうでしょう︒先生も年來は予測通り︑解散ではあり

ませんが︑いろいろゴタゴタがございましたね︒大政局ではありま
せんでしたが﹇二〇〇二年十二月保守党に︑畏主党を離党した熊谷
弘︑佐藤敬夫らが諏わり保守萩党を結成︒隅時に野田毅党首が鎧貌
党に漠り︑熊谷氏が党首となる﹈

海部 全然︑全然︑大政局じゃないんですが︑志の低いやつがおっ
て ︑ 駄 目 で す︑あれは︒

伊藤 侮か畏主党から少し来たと思ったら︑突き出されるように自
民覚のほうにちょっと行きましたね︒

海部 あれは拠って立つ基盤が違うし︑話をしておってもルールが
違うから︑全然駄目なんです︒少し増えるとか増えんとかいっても︑

も僕はあのためにえらい迷惑を食ったんですからね︒どうしても党
首をやらせてくださいと言うから︑扇さんがいやがるのに︑理霞を
泣いてもらったわけですね︒

つけて引きずり降ろして辞めさせたんだから︒
俘藤

海部 そうそう︒ ﹁あのときのセリフや︑あのとき手をついて物を
言った態度はどうしたんだ﹂と書って怒った︒だからあれは志が低

やっぱりそういうものですかね︒

いわ︑みんな︒要するに自分の選挙が弱くなると駄圏だな︒
憐藤

海部 現爽にそうじやないですか︒
伊藤 それはそうですけれども︑弱いといっても立場というものが

そういう名誉の意識とか名誉の感覚が︑あいつらからはなく

あるじやないですか︒

海部

なっているな︒

伊藤 そんなに選挙は危ないんですか︒
海部 このあいだの熊本の市長選挙が惨憺たる結果でしょう囎⁝○

伊藤
結局プラスニでしたね︒

プラスマイナスは︑プラス一ぐらいですか︒

伊藤

それを見て︑アッというものですか︒

を⁝六︑四二四票差で破り当選﹈︒

で三選を冒指した三角保之氏行自民︑公明︑保守推薦︑社厩支持ほ

〇二年十一月十日投器票︑無齎属盛人の毒山薬︑・更氏が︑無所属現職

海部
十 ぐ ら い増えるとね︒

ああ︒だからそんなものは︑それを乗り越えてやっていくと︑

あんなことでは大した変化はないです︒

伊藤

海部

海部

俘藤

応援に行って街頭演説をやったんだ︑一緒になって︒あそこ

応援にですか︒

は．行ったんです︒

俘藤 まだ選挙まで時問がありますからね︒
海部 そうそう︒だからあのときも︑最初︑三角市長の選挙のとき

また開けるものなんだ︒

海部 法案提出麺までは行かせたかったんです︒そうすると︑物を
言 う と き に 迫 力が出ますね︒

伊藤 そうですね︑法案提出権がないというのはちょっと寂しい限
りですね︒

海部 法案提出権がない敷党は︑政党であっても寂しいわけです︒
それよりも釘よりも寂しいことは︑選挙鼠の事情で当選できないか
ら頼みに行って︑了解してくださいということだ︒お前の立場はな
本 当 に 立場ですね︒

んだい︑と思う︒

伊藤

海部 ほかのものならみんな観念して︑追放してやるけれど︒しか

には昔からの仲間やほかの筋の人もおるから︑合わせて集めてやっ
たんですが︑何か萎縮しちゃって︑これで選挙は駄目になりますと
いう︒やってみて︑落ちたときにそういうことを考えればいいわけ
で︑そのときが来るまでは楽天的に︑勝てる︑必ず勝てるという必
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勝の信念を持ったら勝てるんだ︒まだ済んでおらんのだ︒ ﹁だいた
いお前は選挙匿に帰って︑人の中に入って︑手を握って︑心の通い
路を求めたことがあるか﹂といって聞いたら︑ ﹁いろいろ帰ってや
ﾄおりますが﹂と言っていたけれど︒
あ の 人はお役人ですね︒

役 人 です︒大蔵省だもの︒

やっぱり地元罠との触れ合いが少ないんですかね︒
少ないわけだ︒ほとんどないんですね︒
役人から転出した人には︑そういう人がかなりいるわけです

まあ︑ひとのことだから︒

議員さんにはいろいろなタイプがあるんでしょうけれどね︒

いろいろなタイプがありますが︑どんなタイプでも︑山分の
後援会に懊を打ち込んで︑その拠点と心の遇い路さえあればいいん
だ︒白 畏党に頭を下げて入っていかなければこの次の選挙で嚢選で
きませんなんて︑そんな清けないことを書うぐらいなら︑初めから
出 て 来 な け ればいいんだ︒

伊藤 自評党に入ったら当選できるかといったら︑そんな保証はな
いでしょうね︒

海部
門当選﹈できない︒だんだん悪くなっていくんだからね︒も
う首を括って死のうというやつのそばに行って足を引っ張ろうとい
う役をやるわけだ︒徐々にそうなってきたでしょう︒だから改革と
いうのはもう少しきちんとやらなければならん︒ ﹁君は麹民党を改
革しようというので︑改革特別委員会の委員長までやってくれたん
じゃないか隔と言ったら︑ ﹁そういう話はいま聞いても一︑まあ
その通りです︒返す言葉がございません﹂とか言っている︒ ﹁もう
艮の賄に来ている選挙のことを思うと︑この揚で頭を下げていくの
が一番いいと思う﹂という︒それでみんな仲問の議員も怒っちゃっ
怒るでしょうね︒だっていちおう自分たちの親玉でしょう︒

たんだ︒

僻藤

海部

いちおう党首にしたんだ︑みんなで︒それから大臣ポストの

割り当ても党で持っていたんだから︒⁝扇千景は︑おれがやるやると

いうものだから︑あの頃はえらい恨みに思っていたみたいだけれど︒
門な〜によ︑海部先生︑このていたらくは︒先生も人を見る目がな

﹁まあまあ︑一杯飲んで︒そんなことは言うな﹂と言ってね︒
でも溺さんはいいじゃないですか︑ちゃんと大箆のポストは

いね﹂なんて言われちゃって︒さんざん言われた︒
ｹ 返す言葉がないですね︵笑い︶︒
海部
撰藤

あるし︒

海部 それは彼女は御の掌ですよ︒
伊藤 野田さんはあのとき替わりたかったわけでしょう︑党首にな
海部

それで今度の危しい党首はどうですか︒

そう︒

ったんだから︒

伊藤

海部 あれはまたちょっとクエスチョンマーク付きだから︑いまよ
く注意して見ていますわ︒いろいろなことがあるんだ︒僕一人も一
つ接点があった︒海部内閣のときに︑小沢一郎が﹁ソ連に行かせて

ください︑そしてなんとかというのと裏交渉をやってくる﹂と言っ
たんだな︒ ﹁まあいい︒その代わりお前︑約束は守ってくれよ︒四

島返還が大前提だから︑そこを閲違えなければ︑おれはそれをやろ
うと思っているから︑行っていいから︑やってらっしゃい﹂と言っ

た︒そうしたら︑そのとき見せた電報が︑熊谷が向こうに先行して

打ってきた電報なんだ︒向こうのなんとかというのと裏話をして︑

例の二千八百億ドルの金を出してくれたんだ︒それで四島を返すと

は号⁝際わないけれど︑それが全部の条件緩和につながって︑いい結果

淋出る︑なんていうことをやっておったんですね︒僕は懲きちんと
紙に書いて残して来いよ︒しかも四島だよ︑二島じゃ駄目だ隔とい
った︒それに騙されて小沢は飛んでいって︑赤っ恥をかいた︒会っ

たそのヨになんとか閣島で行けるという何かをもらえると思ったら︑
木で鼻を括ったように会談は終わって︑ゴルバチョフにもう一圓会
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佐．

つ．

海俘海か修｝海伊海伊
部藤部ね．藤部藤部藤

た ︑ そ の 通 りでしたという︒

今度基本に行って総理と話をすることになっているんだから︑とい
う言い方をされた︒すぐに電話をしてきて︑申し訳ありませんでし

顯現在の政局から2︵保穿合同の可能性と解散風︶

ときの僕の議論の つでした︒

海部 そんなことをやるぐらいなら︑もういっぺん呼んで︑もっと
陽の当たる場所で大同団結をして︑保守再編成をやって︑保守合同
をやろうと︒全部〜緒になって参棄するならいいというのが︑その

ってくれと言ったら︑なんべん会ってもいいけれど︑話をするのは

伊藤 それは誰が電話してきたんですか︒
海部 それは熊谷本人︑二度羅のときは小沢本々だ︒それはそうだ
よ︒あれだけ大きなことを言って出て行って駄目だったんだからね︒

俘藤 何とかの筋を通って︑というものですね︒いまの麹朝鮮もそ

がいっぱいおるから︑いまは駄霞です︒雑然たる中からは侮物も生

伊藤 いま保守倉同の可能性はどうですか︒
善部 いま現段階は︑選挙が目の前にありますし︑いろいろなもの

だから危ないんだな︑日本のああいう外交は︒
うですけれどね︒

楠

ようなキーマンはいますか︒

今度保守合同なんていうことになった場合︑三木武吉に代わる

まれてきません︒

海部 そうだよ︒だから何とかの筋だとか︑誰がこう言ったからい
いとか︑誰がこう雷うというけれど︑そんな正式な立場じゃないや
つ が や つ で も駄霞だな︒

俘藤 結局詐欺に等しいことになるでしょう︒お金なんか渡したら︒
海部 お金なんか渡しているから︒通産省もそれに噛んでおったん

すか︒

海部 出て来るでしょう︑そのときになれば︒
楠 こいつかな︑という入は先生の中にいますか︒
伊藤 それがあれば︑もう半ばできたような話だから︒どういうふ

佐道 熊谷さんはもと通産宮僚ですからね︒
海部 そうだ︒まあ︑複雑怪奇なことがあるけれど︑さわやかじゃ

海部

だ︒外務省の鼻を明かそうと思ったのかな︒

ないな︒

勝藤 かなりお年寄りが蹴られるかな︒
海部 辞めた方がいいと思う︒

選挙の結果でどれぐらい淘汰されるか︑それもありますね︒

うに物事が転ぶのか全然見えないというのがいまの現状じゃないで

楠 一番腹が立つのは︑創価学会への態度が一八○度変わったこと
ですね︒熊谷さんは践主党の中で批判の先鋒に立っていましたね︒
何か土下座しているとかいう話ですね︒

ほかの宗教団体に支持してもらって︒
撲藤

佐道 みなさん︑いつあるかわからないけれど︑解散ということで
浮き足立っているという感じになっているんですか︒
海部 まだまだ︒栽聞が先走っているだけだ︒一番先走って浮き足

立っているのは新闘で︑いままだ地象的みんな落ち着いています︒

そうそう︑反省文を財布に入れて持ち歩いているんでしょう︒
反省しますといって︒あれも長くないわ︒

今日の本会議なんかでも定足数に欠けるなんていうことはまるつき

楠
海部

海部党首という話はないんですか︒

伊藤 やっぱり浮き足立ってくると一︒
海部 ⁝1本会議なんか来なくなります︑弱いやつは︒

り心配無いですからね︒

撰藤

海部 いや︑頭からお断わり申しあげたんです︒小さい政党のあれ
で︑さんざん苦労して駄目でしたから︑やるときはやっぱり法案提
少数派醐でずっとやってきましたからね︒

出権があってね︒

極藤
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海部

伊藤
それは一つの屋安ですね︒

そうです︒

そうすると定足数も割れるということがあり得るわけですか︒

解散風というのは︑そういうことなんですね︒

俘藤
楠

海部 それこそ︑みんな背に腹は替えられなくなるから︑心配にな
ってきて︑あそこの村が弱い︑この町が弱いといえぱそこに行って︑

本当に人が集まってくれるかどうか︑後援会の基盤はしっかりして
い．るかどうか︑みんなやってくるじゃない︒

佐道 その風は︑議員先生方は肌で感じて︑だいたいわかってくる
ものですか︒

ど う で しょう︒

ことでお前ら喜んでいたら駄馨だ︑と言ったんだけれど︒
俘藤 いろいろ変化があるでしょうから︑それはまたそのときにお

話を伺うことにして︑また元に戻ります︒

■日中教科書問題1︵中国訪聞︶

極藤 鈴木内閣のときのお謡で︑八二年中鈴木内潤が退陣するちょ
っと前ですが︑教科書間合がありまして︑中国とのあいだでもめて︑

先生はそのときに中事に行かれたんですか︒

小川平二さんの代わりみたいな格好で行ったんです︑

当時︑三木武夫さんは周恩来さんを非常に評価しておったんです︒
周恩来さんとのやりとりも二時はずいぶんあったんですね︒僕は横
におって︑いろいろ闘いておりました︒当時中國は︑百家争鳴みた
いなことがあったけれど︑最後のまとめをやるときは周恩来さんが
深夜代表団を呼んで︑有名な﹁忘れるけれど許さないよ︒けれども︑
それは前向きに乗り越えてやっていこう隔という非常に高い次元で

と思った︒

ません臨

なければならんというときに︑ 後ろ奇きの問題でやっていてはいけ
と言った︒そして︑ここで 発中国をほめなければいかん

悠久の來来を自指しでいる︒ 譲申両型がこれからきちんとしていか

門あんたの方はいまえらいガタガタ言っているけれど︑ われわれは

それでお出かけになって︑どうでしたか︒
どうもクソもない︑麗質暴という向こうの当時の文部大玉に︑

当時僕は文教制度調査会長か何かを覚でやっていた︒

文部大臣の代わりとして行ったんですか︒

文部大麗です︒

小川さんは侮ですか︒

部藤部藤部藤部

物事を片付ける決断をされたので︑日中平和条約ができるきっかけ
になったんだということですね︒それは三木さんからも前に聞いて
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海部

楠 風邪だから︑うつつちゃうんでしょう︒
海部 風といっても貝に見えないものですからね︑その入の志が低
いというか︑心が弱い人は︑怖れおののいて浮き足立つわけだ︒水
鳥の羽音に驚く平家の群集心理みたいなものが働く︒だからやたら
にポスターを財ってみたり︑やたらに帰って︑人を集めて物を配っ
たりし始めるわけです︒いまでもそうだ︒
伊藤 これからしばらく︑お話を伺っているあいだにいろいろ展開
があると思いますが︑このあいだのは小さな波乱ですね︒

海部 あれはちょっと︑波乱といってもきっかけにしては小さすぎ
るσ

伊藤 そうですね︑広がるものではない︒民主党も︑あれから漏れ
てぐるという可能性はあまりないでしょう︒

海部 いや︑漏れてくる︑漏れてくる︑とさかんに強がりを書って
おるんですが︑漏れてきても︑ちょろちょろと水が漏れるぐらいの
こ と で 大 し た変化はありませんわ︒

伊藤 そうですね︒保守党に行ったからといって風が吹くわけでも
ないですからね︒

海部 ありません︒ただ⁝つ言えることは︑保守新党になったら︑
いままで世論調査で○％であったのが︑○・一％になった︒そんな

海曹海俘．海俘海

い た こ と が あります︒

それからあのころ︑日本と中国のあいだを取り持って一所懸命走
り園っておった︑孫平化さんという入がおりましたね︒あの孫平化
さんは文部省までもときどき來ましたよ︒僕のところにも上がって
きた︒周恩来・三本会談の通訳をやったのが王数賢さんという︑豪
時β中友好協会の副会長か何かの女性で︑その人が背景を説明して
ブリ⁝フしてくれると言うから︑それを聞いた︒どっちの誰がどう
言ったか︑詳しくは忘れたけれど︑全体の人の話を聞いていると︑
周恩来さんは﹁とにかく昔話はやめにして︑手を握ろう︑それが両
国のプラスになるんだ﹂といって︑その点では一致した︒
それで僕が行ったときに︑ ﹁あなたの国が小川平二文部大聖の訪
中を断ったから︑僕が来たんだけれど︑せっかく僕は中国を尊敬し

ておったのに︑どうしてあんなおかしなことをやるんですか﹂と言
った︒

むしろ中國は︑僕がまだ⁝年生︑二年生の議員の頃は︑招待する
前に誓約書に署名捺印させたんですね︒ヨ申箪和三原劉をあなたは
認めますか︑認めませんか︑というやつだ︒あのとき窓霞をやって
おったのが︑先輩の翔崎秀二という入です︒いまの周醗二郎磐のお
父さんだ︒これは三木先生の弟分みたいな関孫だったんだ︒申蒙根
さんもそうですよ︒当時の三木派の朝食会は︑三木さんがおって︑

茎崎︑中暫根︑という評者が来ておったんです︒その川崎秀二さん
が︑若いわれわれを中露に連れて行きたいから︑ 門勉強させてやっ
てください︑三木先生︑いいですね﹂という︒三木さんは門いいで
すよ︑行ってらっしゃいよ﹂というわけだ︒さて行こうと思ったら︑
誓約書だ︒羅中平稲三原鋼を認めて︑それに従うかどうか︒いまか
ら思えばそう大した問題じゃないんですよ︒内政不干渉の原曲を守
るとか︑なんとかかんとか書いてあった︒

その頃︑西圏﹇武夫﹈は﹁それでよろしい︑行こう﹂と言うんだ
ね︒けれども門私は﹈︑ ﹁初めから手を縛られて︑これに約束して
署名捺際しなければ許さないとまで言われるなら︑もういい﹂とい

ってやめたんです︒ ﹁そこまで君︑頑なに権まなくても︑素直に行
って向こうを見て︑話を聞いてくるだけでも中国という蟹がわかる
よ﹂と三木先生は雷われた︒ ﹁それは駄霞だ︑そういうようになっ
たらまた行きますから扁と言った︒ここにお使いに来ておったのは︑
孫纂化と掛向潮といったかな︒そしてその肖向前さんがいろいろ曇
ったけれど︑とにかく僕は署名捺醸しないからこれは持って帰って

くださいと書って︑やめになった︒極書さんのほうは行きました︒
西岡もそのとき確かついて行っているはずだ︒それからあと︑畠毫
厘青年局の若手が二︑三人おりましたね︒僕はそういうことが前に

門結携だ

一つあった︒ ﹁中国はいろいろそういうことを覚えておって︑いつ

までも尾を引くかもしれんぞ﹂と繁った人がおるけれど︑
よ﹂と書っておいた︒

﹁それはそうだ︑あなたの魍も原則だから︑

そうしたら案の定︑覚えていました︒それで︑文部大臣の代わり
に僕が文教制度調査会長として行ったときは︑ ﹁海部先生は今臼こ
うしておいでいただいたけれど︑初めのときはなかなか原則を強硬
に雷われた﹂という︒

日本は曝本の原審があって︑臨本の国会議員に来いといって呼んで

くれる以上は︑そんなに縛らないで︑あるがままの申国を見てくれ︑
そして何でもいいから聞いてくれとならなければね︒あれを欝って
いいとか︑これは見ちゃいかんとか︑これはこうだという方向挫の

決まったことでは行きません﹂と言った︒そうしたら︑ 門あなたは

民族自決︑棺互不一渉︑平和共存には反対なんですか﹂というから︑
呪いや抽象的にそういう言い方をされると︑その精神はみんないい

ことだから︑反対しませんよ︒ただ行く前から︑どうなるかわから
ないのに︑この三原則を私が認めて︑それを守りましょうという署

名捺印までさせるということが︑どうも私には許せなかったんだ︒
けど︑いつまでもそんな古い謡はやめましょう︒いま古い話をして

いるどころではない︒教科書問題で是下に火がついてしまっている︒

私は言わなければならんことがあったから来たんだ﹂と当った︒
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忌日φ教料書問題2︵教科書問題︶

けですね︒教耕書裁判でずいぶん頑張った家永﹇三郎﹈さん︑ちょ

うどあれとは︑いろいろなところで交差してダブっていましたけれ

変えさせたという誤報をしたんですね︒
海部 それ﹇﹁侵略﹂を﹁進出﹂に変えさせたこと﹈はやったこと

どね︒

海部 そういうやりとりをしていたが︑そのとき︑その上の人は誰
であったか︒碍中友好協会を代表して趙安博といったかな︑肖向前
の親分で︑何曝も二本に来たことがあるでしょう︒その入ともいろ

がありません︒絶対にありません︒

あれはどれだけ調べてもありません︒ただ︑敢えて雷えば︑

ワ⁝ッと広がっちゃったんですね︒火をつけたんですね︒

ないんです︒だけど朝霞が先走って報道したものですから︑

﹁侵略﹂を門進出﹂に

いろな詣をして︑当時の文教の関係で話をした︒

伊藤

伊藤あのときはたしか︑朝ヨ﹇新聞﹈が︑

教科書闘題でどうしてそんなにい・忌んだ︑あなたの圏は検定教科
書をやつ光ことがあるか︒もちろん匿定教科書しかあなたの国には

海部

それまでも二十何種類あった社会科の教科書の中には︑ ﹁中国本太

へ進出した﹂と書いてあったのもあったし︑ ﹁侵略した﹂と書以て

あったのもあるし︑いろいろあったんです︒だからそれを捉えて︑

変えたとか変えないとか︑変えさせたとかいうことは︑日本の検定

ない．でしょうけれど︑身屋は闘定教科書ではないんだ︒ただこうい
う枠の中でつくりなさいよという方向性と範囲を狭め︑そして業者
に投げかける︒そうすると︑我と思わん業者が著者をピックアップ
してくる︒著者がまとめて書いた本を白表紙と欝って︑誰が書いた
かわからんような状態にして︑文部省の教科書調査官が検定する︒

剃度から霞ってありませんよ︒あのとき僕らも歯がゆいなと思った
のは︑ここはこうしたいという申請があって初めて判断の対象にな

途中ではね︒

俳藤

党の代表です︒党の調査会を翻いて︒もちろん中には︑部会

それは党の代表ですか︒

を雷ってきたんですね︒

権限を待っているわけじゃないけれど︑党の文教制度調査会長とし
て来た︒みんながこの問題は注視しているから︑爾屡は今後とも︑
それア踊そ﹃艮楽友妊子々孫々﹄というのは︑あなたの国の最も信頼
する周恩来先生が言った言葉じゃないか︒子や孫の代まで友婦を続
けていこうというのなら︑教科書の問題で︑もうそろそろこのへん
で了解するところは了解してもらわなければいかんよ﹂ということ

海部 はい︑そういう途申の経緯なんかも説明して︑ ﹁私は丁目は
大受の代理で来たんじゃないから︑別に有権的なやりとりができる

侵藤

ですからね︒

るわけで︑申講がなければ︑変えろとも変えるなとも言えないわけ

あれもずいぶん細かいことをつけたんですね︒テニヲハに翌るまで︑
ああだとうかこうだとか︒けれども一冊の臼表紙の本に︑侮百ヶ所

となるような要請がついたんです︒そこで問題になるのは︑検定を
受けたいと需って出して臼表紙の本をつくるまではまったく自由な
んです︒言うなれば︑左の方の人も右の方の人も︑みんな出て来る
わけですね︒その中にこれが書いてある︑これが書いてないと書っ
て怒られたのでは︑これはいかん︒陰本の検定の測度はそういヶこ
となんだ︒検定をして︑なおかつ出来上がる教科奮について︑最終
判断が出たあとで︑なおどうしてもいかんというときは︑近隣準規
之のあいだの相互の信頼関係を損ねてはいけないとか︑いろいろな
ことで教科書の訂正ができるんですね︒
伊藤 あれは検定の過程でやるはずだと思います︒
海部 検定の過程で︑文部省が何貰ヶ所かつけるでしょう︒それに
どうしても従えないと書われたらどうするかというと︑もう⁝母上
の裁判になるわけですから︑そこに行く葡にだいたい片が付いたわ

海部
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のメンバーもダブっているということを申しあげましたが︑部会の
代表も入っています︒そういうときは門文教合飼﹂と号振いました︒

よ﹂と言った︒小弼平二という文部大臣が来たいといったら︑向こ
うは招待もしたんだから︒ ﹇素蔵に陣んでみせてもらったらどうで
しょうか﹂というような話までそこではやったんですが︑完全合意
には蚕らなかった︒

伊藤 雷いっ放しでも︑とにかく書つたわけですね︒
海部 雷いっ放しで書ってきた︒その代わり︑帰ってからいろいろ
なことがありました︒たしかあのときは再検定で︑検定というほど
大きな修正ではなかったけれど︑部分的にどこかちょっと無したは
ずですね︒けれども︑そんな小手先の作業で片が付くような問題で

伊藤 文教部会と調査会の合嗣ですね︒
海部はい︒そこへもってきて︑超ウルトラ・コンサバティブみた
いな人がおって︑教科書問題に関する特別委員会なんていうのを党
内でつくって︑そちらもまた光を当てて︑これは右寄りから出てい

はない︒

伊藤

誰ですか︒

るわけですね︒

海部 これは奥野誠亮あたりだ︒そしてそれをバックしたのが聖駕

はないけれど︒

伊藤 あとあとずっと尾を引くんですね︒でもそのときはそういう
形で︑一溶決着させたということですね︒お互いに合意したわけで

修さんとかね︒

伊藤 電撃さんもそっちですか︒
海部 われわれから見ればそうだ︒特に教科書闘題で大きく分けれ
ば︑奥野誠亮︑稲葉修︑大阪の原郎憲︒漂霞憲は文部大臣経験者じ
ゃないのに︑特に志課して文教翻度調査会に参加してきた︒

俘藤

それで持って来たんだ︒

中霞の教科書はひどいですからね︒

海部文書を書くような仲でもなかったけれど︑その代わり向こう
も︑今度日本にお帰りになるときに︑中国の教科書をみんな持って

海部

馨本の悪口ばかり書いてある︒これが子々孫々の平準か︑と

かなり議論したわけですね︒

伊藤

俘藤

向こうは誰が対応するわけですか︒

撰藤
文 教 部長です︒

思うような︒

行ってくださいという︒

海部
政 府 の入でしょう︒

海部

はい︒

伊藤

そうです︒文部大臣ですから︒

すと︑これはキリがありませんから︑そういう不毛な論争をやめて︑

海部

海部

こちらが覚の代表が行っても︑向こうは共産党ではなくて︑

それで中翻側では︑例えばこちらが党の代表として行ったら︑

伊藤

本当にひどいことが書いてあるね︒そういうことまでやり出

政 府 が 対 応 するわけですか︒

前向きに來来志向で︑守るべきものは侮で︑︸番大事なことは何で︑
お互いに内政不干渉の原則もありますからね︒教育というのは︑き

海部 そうです︒その筋道や手続加減は︑僕もよくピンと来ないけ
れど︑事実そうで︑その中でやってきたんです︒それで︑これは余

わめて︑それぞれの圏の主権の問題だと思っていますからね︒だか
ら表現をああしろとかこうしろと遣われて変えたりすることはでき

ないという立場でずっと一貫しておりました︒それがいつか︑嘗澤
内閣のときに河野洋平宮房長宮の談話でガラッと変わっちゃったか

計なことかもしれないが︑周恩来醐下を褒める﹁に如かずと思って︑

に︑こんなことであなたの蟹に横を向かれたのでは鮒えられない︒

らね︒洋平も昔は文教部会におりながら︑なんだ︑お前はといって︑

﹁われわれはみんなそう思ってやってきたの

せっかく壊れそうなものを壊さないで︑大事に大事にやっていこう

いろいろ議論があったことが思い出されますね︒

さんざん褒め称えて︑

としているときだから︑あなたの方もそのぐらいやってください
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伊藤 そうですが︒それはまたそのときに伺います︒
海部 あとから出て来ますからね︐
佐道 もう一点だけお願いします︒先生は中耳にいらっしゃったわ
けですね︒教科書問題のときには︑韓国の方でも闇題があって︑韓
国はもっと具体的に詑述の訂正まで覚え書きにして︑外務大臣が日

本の大使に渡す︒つまり外交折衝を申し入れるわけですね︒これは
普通の外交常識的にいうと︑かなりひどい詣なんですが︑これはい
かがでしたか︒

海部 あの頃はまだ中属だけの窓隣になって︑中蟹をやりましょう
ということでやっていましたが︑このあいだのときは韓蟹は︑また
いまおっしゃるようにやるんです︒政府に対してものを持ってきて︑
申し入れをして︑何十項鶏かこれを訂正してもらわなければ受けら
このあいだもやりましたが︑この時もやったんですか︒

れません︑とかね︒

俘藤

佐道 この時もやったんですね︒
海部 それは行き過ぎだ︒内政不干渉という大原則に立って︑教育
というのは優れて国家の基本に属することだから︑いちいち外国の
教科書の︑ここを訂正しろ︑ここを改めろということを︑はいはい

とですね︒そもそも鈴木さんがお辞めになることは︑だいたいわか

撰藤

海部

唐突のような外への漏れ方でした︒あれは︻週聞か十日前に︑

侮か弊常に突然のような︒

あまり前からはわかっていませんでした︒

っていましたか︒

海部

三木さんのところへ行ったら︑夜︑新聞の番記者が帰ったあとで︑

ﾐょっとしたらこれは政変になるぞ﹂という︒三木さんは誰かか

やっぱり三木さんというのはずいぶん翠玉なんですね︒

ら情報をとって︑連絡が来ておったんでしょうな︒
伊藤

海部 早葺です︒それで︑ ﹁書うなよ﹂といった︒言ってはいかん
ことは必ず口誌めされるから︑私はそういうときは絶対に旧いませ
んでした︑縛りが解けるまではね︒それが政治家の財産だというこ
便藤

﹁寳うなよ﹂と言うから︑ ﹁わかった﹂といって旨いません

信頼の問題ですからね︒

とですからね︒

海部

この時に予備選が行なわれるわけですね︒予備選のときに河

でした︒

伊藤

本さんもお立ちになるわけですが︑二位になって︑結局本選挙に翌
らずに終わり︑そして落忌根さん﹇が総裁﹈になるということです

が︑河本さんが予備選に立つというと︑海部さんは必死になって働
かなければなりませんね︒

海部 必死になって働かなければならなかったし︑また環にやりま
した︒ただあのときの聞違いは︑僕らの立場をもうちょっと考えて

と聞いて改めておったらキリがありませんからね︒
静藤 よその圏ではそんなことは受け付けないですからね︒
海部 それはそうですよ︒ただそのとき僕は︑韓国とはそういう直
接のことはやっていなかった︒高弟議連の誰かがやったんでしょう
な︒．中国はとにかく何東昌を相手に︑いろいろやりました︒

前からやってくれればいいけれど！︒そのときまで僕らは︑自分
の支涛者であっても現金を配ってものを頼むことは︑買収につなが

拶藤

そう︑僕の選挙区︒僕の選挙区に行って︑立替分は全部出す

それはご自分の選挙匿ですね︒

布陣がくずれても煮る︒

るからやってはいけないと︒それをやったら金の切れ目が縁の切れ
鷺で︑落選したら困るし︑せっかくこっちが築き上げてきた鉄壁の

凹鈴木後継総裁戦1︵河本氏の立候補︶
傍目 ではまたあとで荷います︒そしてその﹇一九八二﹈年の÷月
に︑鈴木さんが退陣します︒結局そのあと中曽根さんになるわけで
すが︑その選挙のときに河本﹇敏夫﹈さんがお立ちになるというこ

海部
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「

から名簿を出してくれ︑ということなんだ︒自分の後援会を二つに
きちんと分けるわけですからね︒そんなことまで僕はできんわ︒
﹁とにかく菱面切って頼んで︑票をつくるだけはっくります臨と書
つたから︑そんなにたくさんはできなかったんだね︒
横藤 結局党員による投票ですからね︒
海部 党員による単純投票です︒党費がたしかあのときは三千円だ
つたかな︒

一万票をつくるためには一︒

伊藤 河本さんはずいぶん﹇党員を﹈おつくりになったわけでしょ
うね︑

海蔀

俣藤 1⁝万×三千円ですね︒
海部 二千円だったかもしれないか︒二千円か三千円か︑どちらか
です︒とにかく三千円でやったときは︑バックペイがあったんです
よ︒だから職域支部だとか地方のグループをつくって︑そこにどん
とお金を持っていって︑党本部にお金と票の名簿を持ってくるわけ
だ︒そういうことは︑あのとき僕は後援者には言いにくかったし︑
そんなことを言ったら︑きょうまで一所懸命演説と説得だけでやっ
てきた五更ぐらいの票がありましたが︑後援会の組織がガタガタに
なる︒お金をこっちから出すという癖をつけたら︑この次に何かを
するときに駄目になりますからね︒
俘藤 しかし河本さんは︑ほかの選挙区でそれをやっていて︑それ
が闘こえたりしたら具合が悪いじゃないですか︒

海部

僅藤

しかし河本さんもだいぶお金を使ったん・でしょうね︒

そ れ は ありません︒

だいぶ聞こえたんじゃないかな︒
なんでうちの先生は︑となりませんか︒

海部

俘藤

海部ずいぶん使ったよ︑それは︒
楠 その本選挙に入る前に︑立候補する際にはたしか議員の推薦人
が必要ですね︒ どのぐらい外から集められたんですか︒飽派閥︑あ
るいは無所属からということですね︒

海部

俘藤

思りなかったので︑しょうがないから︑よその派の人で訪ね

三木派だけでは足りないですね︒

﹇楠氏を見て﹈ここのお父さんに推薦人になってもら

たしか父も︑そのときに推薦人にさせていただいた︵笑い︶︒

ていけるところは正攻法で訪ねていって頼んだわけです︒
楠
本当︑

それは︑ほかの派閥の場合もあったわけですね︒無派調だけで

っているんだ︒

海部

楠

はなくて︒

海部 ありましたよ︒三木派だけではとてもできませんでしたから︒
それぞれが︑かわいがってもらっている人や親しい人や︑口の利け
る人のところへ︑それこそ夜討ち朝駆けで誠意を示して頼んだんで
すよ︒

舟中蛍根派︑鋼中派︑鈴木派︑こういうところは頼んでも駄目で
駄員ですよ︒

すよね︒

海部

俘藤中曽根さんのところは駄目でしょう︑中善根さんが出ている

そうすると︑鈴木派あたりの忠誠心の抵いところに頼むわけで

んですからね︒

楠

俘藤

海部

伊藤

公表しますよ︑新麗が聞きに来るから︒それから︑たしかあ

推薦入というのほ別に公蓑されるわけではないんですか︒

まあ︑それはちょっとなあ︒いろいろなことになるから︒

まあ︑かなり機微な間題だけれど︒

すか︒

海部

のときは︑三十人とか五十人とかだったんですよ︒

楠 何回か数が変わりましたね︒
海部 選挙のたびに変わっているんだ︒とにかくそれが満杯になっ

ておらなかった︒三木派だけで︑三冬人にちょっと足りなかったん
だな︒それで足らんところを埋めうということで︑それぞれ頼みに

河本さんはこのとき当選できると思って立候補したんですか

行ったんです︒

伊藤
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ね︒

海部本塩の心の中にはあったでしょうね︑未必の故意ぐらいのも
のは︒落ちるかもしれん︑落ちてもしょうがない︑しかしやってみ
よう︑やれば行けるかもしれない︒それからやるならば︑惜しまず
三木さんとはだいぶ違いますね︒

に要るものは使ってくださいと︒
伊藤

海部感じが違う︒三木さんはどっちかというと︑呼んで︑
人を説
得する．︑蓉い時問をかけて説得して︑せいぜい料理屋に行って飯
を食いながら頼む︒説得して蕾示ずつ取るというほうで︑あの人に
今日会うから呼んできてくれとか︑ここへ連絡してくれとか︑いろ
俘藤
そう︒

大きな網を広げて︑ブワソと集めるんでしょう︒

いろやりましたよ︒︑河本さんの場合はそうじやないもの︒
海部

蟹鈴木後継総裁戦2︵総裁戦の様相︶
楠あのときは︑安倍門三太潮﹈さんとか中捕﹇﹁郎﹈さんも出て
いるんですね︒

横藤あとでち・つと出棄ますが︑需さんが懇なんですよ・
綾道 単純に考・兄ますと︑串曽根さんを銀中派が応援しているわけ
ですね︒本選挙になった場合︑予備選の段階で落ちたところとうま

くA口従連衡をして︑二︑三位連合をやって︑という計算・長だつ
たん︑ですか︒

楠それよりも︑出ないと草刈り場にされてしまう・そうすると派
閥として奨がなくなってしまう︑ということがあったんじゃない
ですか︒

海部いまの話で︑そうしたら中曽根派に五億行けば・中葉は立
寿ろ︾うな裏の話があったわけです︒どこまでそれが本当か︑

無慮溜どまぞ︑中学派は芋プンの草刈り場に喜重
力

伊藤

嘩はいろいろありました︒

導はいろいろあったんでしょうね︒

よその派閥のことまでは晃たり触ったりしたわけではないけれど︒
溝部

綴あとになるといろいろなことがわかるでしょうが・そ霧に

これは墓場まで持って行かなければならんような話もだいぶ

・いたら︑どの噂が本峯なのか一︒
海部

﹇資料を見て﹈この当時︑推薦議員は五÷人ですね︒

あるんですよ︒

楠

しかも︑候補者が囚人いないと公選にならない︒それで中糾さ

海部 それが大変だから︑三十入にしたのか︑二十入にしたのか︑
だんだん少なくしてきたんですよ︒

楠

んが出て来たんですね︒

俘藤 出たんだ︒あれは福田派のi︒
楠 一別働隊ですね︒

海部 そこであのとき中川が︑出ろ出うといったって人がおらんか
ら︑推薦人を貸してくれと言って︑安倍近太郎のところに頭を下げ

に行ったり︑そこで何入か渡したとか渡さんとか︑そんなことも闘
題になっていた︒

伊藤梁さんは︑どこかからゴソ・と︑というわけではないんで
すか︒

しなければならないので︑それぞれが手分けして︒

海部ゴソ︒ととは借りてきませんでしたが︑足りない分簗埋め

綴でも︑ぎ沓と天ひとり集めても瞥でしさつ・どこか
ら借りてこなければ︒

海部 いや︑しかしそれでやったんです︒
楠 まとまって貸してくれるところは︑考えてみるとないですね︒
佐道 その立候補者からするとそうですね︒河本さんの場合︑三木

派で梁さんの選挙のための選挙参謀といいますか・参嚢はどな

井出一太郎と松浦周太郎じゃなかったかな︒

たですか︒

海部
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極藤 海部さんは？
海部 僕は参謀長じゃないです︒まだ第 線の斥候小隊長ぐらいだ
らね︒

佐道 そのための議論だったとか︵笑い︶︒
海部 あのとき河本さんには︑〜位になるつもりがあったんですか

あとヨ大とか︒

伊藤

だいぶ違っちゃったな︒

こと志とだいぶ違ったわけですね︑結果としては︒

党員の投票で決めればいいんだという︒

勢拡張といった︒われこそはという志の高い党員をたくさん集めて︑

きれないぐらい重いお金を持っていったんだから︒だから全部が全
部︑山木流の選挙ではなかったと思いますけれどね︒
伊藤 全部が全部というか︑まるで︑というか︵笑い︶︒どうして
三木派がこういうことになるのか︑よくわからなかったですね︒
佐道 予備選は︑そもそも三木さんの提唱ですからね︒
海部 三木さんが言い出して︑それをすることによって︑最初は党

海部 亜大は応援國長がここへも来て︑ヨ大は組織を挙げてやる︑
これだけやりますという︒日大なんかには本当に︑河本さんは待ち

伊藤

間違いありません︒特に三光汽船の閑係で︒

撰藤 そうですが︒先生がごらんになっていて︑どうでしたか︒
海部 いや︑いろいろなところに広く広く手を打っておったことは

な︒バッハッハ︒

僧藤 斥候ということはないでしょう︒だけど︑あまりそういうや
り方には騨染んでいないですよね︒
海部 そうです︒だから私にとっても初めての体験ですからね︒お
そらく三木さんにとっても初めての経験でしょうね︒
伊藤 そうでしょうね︒三本さんもびっくりされたんじゃないです
か︒

海部 それはびっくりした︒ 門もうちょっと政治が本当にきれいに
なって改革するためには︑多くの人が有権者にならなければいかん︒
いまのように︑翻会議員だけが有権者だから︑裏ですぐにこういう
ことが起こる︒それなしにして︑広いところで訴えて︑士民が投票
するようにしなければならん﹂という発想だったんだ︒じゃあ誰に
やらせるか︒街頭演説をやって︑誰かわかった人がここに集まって︑

名簿を書いてください︑それだけでそれが総理大臣を決める選挙の
最初の入口ではちょっと困るから︑やはり自由民主党の党員に限定
する︒それから党員じゃないけれど︑あのとき初めて党友というの

海部

楠 前に伺ったかもしれませんが︑どうも先生の話を伺っている限
りでは︑三木さんと河本さんは政治スタイルがずいぶん違うような

をつくりましたな︒たしか︻万円でしたよ︒党員になるのは三千円
か侮かだったんだけれど︑党友になると︸万円︒その代わり投票権
は︑党友も︸票ずつしかない︒そういうことになったんだな︒

海部

楠 ただ︑どこかでやっぱりつながっていたんじゃないかと思うん
ですが︑思想的にというか政治思想というのか︑考え方としてはど

違う︑違う︒

気がするんですね︒

楠 この時︑ 門総総分離論﹂があって︑中着根総理︑池田総裁でし
た︒ところがそれを中嘗根さんが拒絶して予備選に突入したという

海部 あのとき総総分離という話は︑ほうぼうでありました︒そし

うなんですか︒

経緯が︑私のメモにはあるんですが︒

て中でも最も珍案は︑有権者の投票の一位を総裁にしろ︑二位が総

まるっきり違っていたことも間違いない︒いっか三木さんが︑おれ
に烈火の如く憤って﹁海部鴛︑あのね︑河本が沼中角栄のところに
頭を下げていった︒あんなちんちんしては駄罵だ鳳と書つた︒ちん

いや︑どこかでつながっていたことは竃違いない︒それから

海部

⁝位でいい︑ということになる︒そんな話も︑みんなで

理になれ︑というものだ︒そうしたら誰も真剣に争わんじゃないか︒
いやおれは

二位が総理なら︑河本内合ができたじゃないですか︵笑い︶︒

真剣にやった︒

俘藤
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たわけです︒

だから︑時の与党からすると型破りだったことは間違いないんだ
な︑素直に来てやれば︑計癒造船で金を貸すじゃないか︑利子をつ
けないじゃないか︑といろいろ書っても︑それは結構です︑それを

ちんしてはというのはどういうことかと思ったら︑犬がちんちんし
たという言い方だったな︒ ﹁あれは最も恥ずべきことだ﹂なんて護
っていた︒そういう政治黄緑の違いもあるわけだ︒明らかに聞いた
の は ︑ そ の と き︑そのことだ︒

んですという︒

借りたらいろいろな規則で縛られたり︑行きたいときに動かせない

全然︑合うところがないじゃないですか︵笑い﹀︒

佐道 政治思想が違って︑政治手法も達っていると⁝︒
楠

伊藤

その蒔ではたしかに三木さんと通じますね︒自由主義という

海都

﹁河本のやっておることは︑あれはすごいことだよ︒よほどの

そういうところに人生︑意気に感じた．んだろうな︑三木さん

伊藤

いやいや︑それは三木さんがやろうと思った陰中堅交寄州化︑

これなどは河本は一所懸命支持をした︒その代わり拠って立つ岸が
違っていたかもしれんけれど︑中国とは協力して仲良くしていかな

は︒

海部

楠 三木さんは團協党のほうから来たわけですね︒いわば修正資本
主義といいますか︒だけど河本さんは財界人ですね︒そのへん橡ど

か︒

け れ ば な ら ん という︒

うですか︒資本主義というか︑経済に対する考え方として逓じると

から﹂と言った︒︑

海部

か︒

伊藤 河本さんの誰はわかりましが︑三木派の中で河本さんを非常
に積極的に支援していたのは︑さっきおっしゃっていたお二人です

﹁門三木氏の声音で﹈官に向かって︑あれだけ楯突いたんだ

それは雰常によくわかる話ですね︒

度胸がないと︑ああいうことはできない﹂と言っていた︒

こ ろ が あ っ た んですか︒

海部．はっきり言うと︑河本さんは財界童流じゃないでしょう︒河
本の話をいろいろ聞いてみたこともあったけれど︒船舶利子補給法
というのができて︑当時の運輸省のあれに従えば︑船会社を計簸造
船の枠の仲に入れてやる︒そうしたら船会枇が︑我も我もとみんな
そこに寄っていったわけだな︒そういうことは将ましいことではな
いというのが︑三木さんの政治手法とも合ってくるわけだ︒

幌藤

海部

やっぱり︑海部先生みたいに違和感を感じる人と︑必ずしも

﹇うなずく扁

海部 上の方では井出︸太郎と松浦周太郎︒この二人は国民協同党
といったころからの三木さんの参謀であって︑特に井鵡一太郎さん
の如きは︑ ﹁極まらば 鰻つむりて 谷底へ 飛んで果てんと 誓
いてし仲﹂なんていう歌を残して︑三木さんが決断ができなかった
ときには︑やりましょうといってやったぐらいだから︒松浦周太郎

社があれだけ大きくなってきたのも︑官の金を両手を出してもらわ
なかったからだ︒富の金をもらうと︑今度は船の総トン数から︑い
ろいろなことについて規制をされる︒そんな規制をされておったの
では︑十分四海に羽ばたいて商売ができない︒だからその金は喉か
ら手が出るほど欲しかったろうけれど︑取らなかった︑借りなかっ
た︒その代わり香港に行ったり︑ニカラグアに行ったりして便宣置

そうではない人とがいたわけですね︒

それで対岸に旗を立てて歯を食いしばって自分が蕉しいと思うこ
とをやっていくのが政治家の一つの資質であって︑河本さんの船会

籍船がおけるような会社をつくったり︑譲国の方からとてつもない

海部

俘藤

それはそうです︒

そういう入たちが河本さんのために一揖懸命やった︒

りが大きかったんじゃないかな︑三本派にとっては︒

倒は︑井出さんのお酒の上がりではなくて︑松浦さんの材木の上が

さんは︑ご承知のように北海道の由持ちですね︒だから資金的な面

金持ちが香港にはおるから︑そういう人から金を借りたりしてやっ
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伊藤

このあたりはあまり隣しく伺えないので抽象的に伺いますが︑

そうですね︒二位になった︒前園二位だったということは︑

そういうことですね︒結局この時二位になったということは︑将来
への権利を確保したというふうに評価されるんですか︒
海部
だからこれはよかった︑ということですか︒

はあるんでしょうが︑直接的な接触というのはどうですか︒

腹をやつちゃったんだから︒そういう序列の中に中立根さんも入っ
ておって︑当時は青年将校という書葉の走りなんですね︒
伊藤 昔の中盤根さんの議会での演説を見ていると︑本当に後年の
中善根さんとはだいぶ違いますね︒左翼張りというのとも違うけれ
ど︑右翼張りというか︑とにかく過激ですよ︒その頃からご存知で

俣藤
よかったということです︒

もう軟道に乗ったと︑われわれはそう評価をした︒
海部

海部 その頃からよく知っておったということです︒それは議員会
館が隣同士でしたから︒中漕根さんの部屋と私の親分の河野先生の

俘藤 結果的には中瞥根内閣ができるということになりますね︒先

俘藤

海部

伊藤

それはいまと同じところですか︒

衆議院の一番古い︑第一議員会館です︒

それは︑場所はどこですか︒

部屋が︒

生は中曽根さんとは︑それまでどうですか︒

繊中善根内閣の成立1︵海部疑と申蛍根氏の関係︶

海部 それまで中蕾根さんは︑三木派の青年将校でしたから︑朝食
会にもいつも来ておったんですよ︒

すね︒

﹁ここにお祀りしなければならない人がまだいっぱいある︒

よく知っております︒そして︑あの入は靖国神社の前に行っ

海部 いまの第三議貴会館のあるあたりですかな︒木造の二階建て
のガタガタの診療駈のようなところです︒
傍藤 そうですが︒じゃあ若き貝の中三根さんもよくご存知なんで

三 木 派 ですよ︒

楠 三木派ですか︒河野2郎﹈派でしょう︒
海部

海部

ては︑

上は弁俳掃竜頭ハかもんのかみ︶から︑下はそのへんの家事で殉職
した消防央の人まで︑全部ここはお祀りしていいところなんだ︒だ

会議員に当選する前から行っていましたから︒その代わり序列は︑
松浦︑共出のもっと下だ︒けれども州塒秀二がおって︑それから中

だ﹂というようなことを︑街頭演説で浴々とやっていたんだから︒

のは︑翻に対してこれだけ将来に向かっての手厚いあれがあるん

伊藤 河聾派になる前︑青年縛校と呼ばれた時代ですね︒
楠 ああ︑自民党ができる前の話ですね︒
海部 いや自画党ができてからも︑暫時三木派におったんです︒石
田博英とか︒僕はよう忘れませんが︑朝食会には︑まだこっちが醒

養根さんがおった︒そのちょっと下がったところに毛利松平︑丹羽

僕はそれを聞いておって︑覚えていますよ︒

から畏れ多くも天皇皇后両陛下も頭︵こうべ︶を戴れて尽くされる

兵助︒

でも政治的には︑この時点までそんなに接触はないわけです

狸藤

はい︑ありますね︒

ことがあるんですよ︒

海部 その時点は︑議員会館が隣局士だった︒ 一番あれ﹇接触﹈が
できたのは︑中曽根さんの本会議での演説が全文取り消しを食った

ね︒

それから私が初めついておった河野金子さんという入は︑中曽根
さん︑川崎さんと当選圓数は同じくらいですよコ戦後初めからだか
ら︒そして中腎圧剛の直系の家来だったわけですから︑東方会の人
が三木派には入っているわけですね︒だから︑⁝つ間違うと日本刀
を抜くような組だよな︒黒シャツを着て︑中野正剛は露分で本曇に

俘藤
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海部 あのとき河野金倉さんは︑兄弟分みたいなものですからね︒
三木派の中で兄貴的で︑中養根さんが弟みたいな立場だった︒それ
で全文取り消しを食ったりしたときに︑ちょっと動いたんです︒速

海部

それは戦うけれど︑

中蕾根さんはこういう人だな︑と思って見ておりましたね︒

俘藤

海部

絶対に相容れない人もあるでしょう︑それは︒

絶対に相容れないんですか︒

それはあるよ︒

楠 先生の話をずっと伺っていると︑あまり敵がいないというか︑
いろいろな関係が良好にみえますが︑絶対に相容れないという関係

門しかたがないな︑あれは﹂

﹇おまえ︑今ヨはひどいことを書ってお

ったな﹂と電話がかかってくるから︑

俘藤 でも中瞥根さんが河野□郎﹈派に行き︑やがて真前の派閥
をつくるというプロセスでは︑あまり接点がなくなってくるわけで

海部

という︒

すね︒

そうです︒

楠

記録から名誉回復をしてやらなければならんといって︒そのときに

海部

＝⁝木内閣の時に︑先生は嘗募翻長宮︑実質官房長宮で︑中繭目

差し支えなかったら

もあるんですね︒

佐道

︒

根 さ ん は 幹 事 長ですね︒

スト権ストの時なんかは︑・毎晩のように党と内閣が連絡をと

海部 いやいや︑そんなことは言わないけれど︒そこは三木さんを
なんとか︑と思っているときには︑中鷺根さんだって︒

海部
っていた︒

楠 それは︑部分部分の局颪では︑絶対に掘容れない関係がある︑
割り切った上での相容れない関係があるでしょうが︑人格的とか︑
そういうことも含めて︑絶対にこいつだけは︑というのは︑やっぱ

俘藤 中醤根さんに対して︑あまり悪い感情をもっておられないん
ですね︒

りあるんですか︒

バッハッハ︒ないことはないけどね︑誰だか言えといわれる

局面が変われば︑相許せない人とも握手しなければならんと

それはそうでしょう︒それから変な話だけれど︑NHKの討

けはやめておこうやな︒情報を透明にして︑おまえの方はどれぐら

論会で各派の若手とか斬込み縁の参謀長が写るというと︑たいてい
竹下ざんや安倍さんや︑そういうのが出て来るわけだ︒ときには渡
辺美智雄になったこともあった︑中螢根派は︒そういうのと︑ああ
いうところではバンバカやるけれど︑夜になって︑ 門本当の裏の話
を教えろ﹂なんていって︑会って裏の謡を聞く︒それはきれい事を
了うわけではないけれど︑こんなていたらくではわれわれの時代が
来たときに函っちゃう︒底なしに金を使ったり︑底なしに裏の方か
ら応援団が出て来たりしたら悪くなってしょうがないから︑それだ

海都

いうことでしょう︒

俘藤

と︑忘れちゃったな︒バッハッハ︒

海部

海部 それは︑なんというか︑私の仲人ですもの︒仲人というと言
い方が悪いけれど︑表向きの仲人は三木武夫さんになっていますが︑
︒

そうそう︒

それは議員会館の関係ですか︒

実質的には

楠
海部

初 め て 伺 いました︒

そんな話はあまり政治には闘係ないけれど︒

楠

海部
いや︑それが実は

︵笑い︶︒

佐道

曲芸 でもこの時は︑中雷娘に馨して戦っていたわけですからね︒
海部 そうですよ︑政治の樵界というのは︑割り切って戦わなけれ
ばならん︒奔常に奔縫な面がある︒特に哲下さん︑安倍さんと僕の
関係というのは︑ときどき上の親分が仲良くなったり︑分かれたり︑
組み合わせが変わったりしますでしょう︒そうすると︑戦わなけれ
敵になったり︑味方になったりしますね︒

ばならんわけだ︒

偶藤
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い手を打ってあるかとか︑どれぐらいあるかかとか︑物の相場を決
めるためにはどうしたらいいかとか︒・特に河本さんなんかは︑照中
角栄でさえ︑ ﹁河本は銭金︵ぜにかね﹀にかけてはおれよりもやる
かもしれんぞ︑探ってこい﹂と欝うわけだからね︒

バッハッバッハ︒いや︑それは次元が低いよ︒

楠 絶対に相容れない人の名前は敢えて伺いませんが︑たいてい政
治家の場合︑岡じ選挙区の人と根容れないというのがありまずけれ
どね︒

海部
すいませんでした︵笑い︶︒

楠 久次米健太郎さんとやりあったんですね︒
海部
﹁﹇三木さんの声音で﹈ひとの選挙区に暮夜秘かに泥足で入
って来るのは強盗だ隔と言った︒ 門後藤珊漏をもじって﹁強盗だ﹂
というんだな︒

俘藤 それは相許せないですね︵笑い︶︒
海部 あのときはもっと激しい選挙をやりましたよ︒
俳藤 やっぱり中嘗根内閣に対して︑三木派としては︑ある意映で

そうではなくて︑三木さん自身な︑心の底で相通うものを持

は干されたのかもしれませんが︑ちょっと距離を置いたわけですか︒

楠

海部

思い繊したか知らないけれど︑そんな護をしていた︒そういうとき︑
﹁鴛なんかはもう天下がそこまで来ておるような詣をよくしておっ

解けて︑鍋を突きながらいろいろな話をして︑ ﹁あの頃はみんな貧
しかったけれど︑心は豊かだったな﹂と言っていた︒何の頃の詣を

海部 少数派でずっと一緒にやってきたわけで︑いつ頃だったかさ
だかではないけれど︑三木さんと中撃壌さんが飯を食いながら打ち

中盤根さんも少数派魏ですからね︒

ってらっしゃつたはずですから︒

俘藤

門田中肋根内閣﹂なんて言わ

それで中善根内閣ができて︑官携長官が後藤醸さんになって︑

︐中曽根内閣の成立2︵中選挙区事情︶
俘藤
閣僚もかなり多くが曝中派で弾めて︑

れていますが︑中隔爾根内閣ができたときには︑中瞥根内閣に対して
どういうご感想でございましたか︒

ないですか︒

たな﹂と言っていた︒だから天下を取るような話をしていたんじゃ

る ほ ど な ︑ と思ったんですね︒要するに︑

揮藤 お二人とも天下をとられたわけですからね︒先生ご自身は︑
中普根敵権に繋してはどういうスタンスだったんですか︒肖民党の

海部 それは霞申曲園根内閣といわれたことに全部現われているじゃ
ないですか︒そして官房長官を後藤賑さんにしたということが︑な
後藤田はみんなの裏を全部掴んでおる﹂という︒
俳藤 それは嘩じゃないですか︒

門﹇三木さんの声音で﹈

海部 三本さんもそう思い込んでおったんだからしょうがない︒僕
はその情報をとったときに︑ ﹁宮房長官は後藤雷ですよ隔と言った
ら︑徳島の嗣じところで︑いまの門間じ選挙区という﹈話だ︒塵分
﹁決まっ
﹁間違

けれど︑中瞥根派に対するスタンスも︑そこから話をとって︑三木
さんにも全部伝えてある︒三木さんのところは︑そんなことをやっ

たのは︑渡辺美智雄と藤波孝生だから︒この二人が濠たちょっとニ
ュアンスが違うものだから︑両方の話を闘かなければならなかった

総裁に落するごく嶺たり蔚のスタンスですか︒
海部 ごくあたり前の関孫ですよ︒向こうは向こうで︑警察出身者
を大事にしたり︑事大閥だから東大を大事にしたり︑それはします
でしょう︒それから︑中曹根派で当時われわれに接触してきておっ
﹁間違いないな﹂

﹁そうか︑誰がそう欝っておる一と言う

のあれをやられて︑最も心を許しておらん相手だけれど︑
たよ﹂とおれが教えたら︑

か ら ︑ こ う いうところで闘いたと答えた︒

後藤細さんは徳島だからね︒

いありません﹂︒

伊藤

て心配しなくても︑例の稲葉修さんとか︑森清さんとか︑そういう
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筋からもいろいろな話が入っておったはずだ︒

見る躍がない︒藤本ちゅうのはな︑こういう男やから︑あんなのと

畢稲閏大学雄弁会の岡期ですから︒

﹁ひとの選挙区を

伊藤

全然根に持たない︒そして︑これは飛びますが︑僕の名前が

それはそうでしょうね︑お互い様の詣ですからね︒

﹃そんなものは私は﹄と断わっちゃうと駄馨だから︑ ﹃考えさ

先ほどの予備選のときの候補者の一人の中川さんが自殺され

雷うから問達いないと思うんだ︒

海部 いろいろな嘩がありましたね︒最も有名な嘆は︑田中角栄が
翻倒本人を呼んで︑ 門お前︑おれのところの池の鯉を見てみろ︒威
勢のいいのが飛び出すと︑鵜違えて岸に乗っちゃったら︑それで羅
干しだぞ︒おとなしくしておれ﹂と脅かされた︒そんな話は本人が

ますね︒これは政界にかなり衝撃を与えたのではないかという気が
しますが︑当時いろいろな噂があったんじゃないですか︒

伊藤

繧申周一郎の密殺

っと続かないんだけれど︒

楠 それが一番初めの情報ですか︑先生が総理になるという︒
海部 そうだよ︑一番初めの情報だ︒話はそれっきり︑その後はず

だ︒

せてもらいます﹄と︑こう書つとけよ隔というんだ︒侮の語だろう
と思ったら︑それは各派閥で集まって︑海部俊樹にしよう︑ほかに
タマがおらんじゃないか︑溝去法でやっていくと︑という話をどこ
かで国村さんが耳にしてきたんだ︒それをちょっと教えてくれたん

ら︑

から︑おまえびっくりしてな︑断わらんようにしなさいよ︒初めか

チラチラ出始めたとき︑田村元さんは︑そのへんで会ったときに︑
門ここ来い︑もうじきな︑上の方からフ⁝ッといい話が流れてくる

海部

めて︑いろいろ書われたものだ︒田村発と福家俊一の二人にはさん
ざんそれを言われたが︑しかし根に持たなかったよ︑二人とも︒

あんまりつき合おうと思わんほうがええで﹂といういやなことを絡

海部
何かというと親しい間柄なんですか︒

伊藤 藤波さんと先生は一︒
伊藤

﹁君は将来︑総理大臣になろうという夢もないかい﹂という

案じ選挙区ですね︵笑い︶︒

海部 はい︑だってあれの初めの選挙から応援に行って︑街頭演説
から何から全部やっているんですもの︒そのために︑田村元がいっ
かおれのところに来て⁝︒
佐道
海部
門できた

門そうしたらな︑あんまりひとの

いやな号副い方をしてきたんだね︒ピンと来なかったんだ︑

らなりたいですね﹂と言ったら︑

函るような所へ一ああそうか︑このあいだおれ行ったな⁝演説
にやってくると︑評判が良くて困るんだ︒うちの先生よりもっと若
い﹄︒田村元は当時まだ若かったからね︒そうかな︑そういうこと
になるのかな︑と思ってじいっと闘いておったことがあるな︒

同じことは福家俊一にも言われたよ︒福家俊︸が匹国の香川で選
挙をやったときに︑おれは藤本孝雄の応援に︑三木さんに言われて
行ったんだ︒三木派の︻年後輩ということだね︒そうしたら福家も

岸さんなんかと関孫溝深かった人ですね︒

どういう邸象の方ですか︒

大陸浪人だ︒

橿家俊⁝というのは変わった経歴の入ですね︒

それをどこで聞いてきたのか︑見たと雷うが︑見たはずはないんだ︒
楠
海部

楠
俘藤

海部 それで︑岸さんたちと大睦時代は嗣じ頃ですが︑岸さんなん
かは興山院といいましたか︑ああいうところの生え抜きで正統派だ︒
蕩家俊一はそのころは︑大陸新報論説委員とかいっていた︒大陸霧
報論説委員だから︑あの頃の岸さんやなんかより︑おれは羽振りが

﹁何がですか﹂と言 っ た ら ︑

よかったんだということを︑われわれにはよく言うんだ︒そして
﹁海部鴛︑君はな︑三木派の中で弁も立つし︑見た目もいいし︒け
れ ど も 惜 し い わな﹂
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佃藤

先 生 ほ︑中m川さんとの接点はどう で す か ︒

海部あったんだ︒だから聖像をつくらせた︒
鋼像が建っていますね︒

掛藤 じゃあ中川さんは︑前々からご存知のわけですね︒
海部 はい知っております︒中川とは︑そのうちに中川がいろいろ
な場所に出て来るようになると︑官僚政治はいいか悪いか︑派閥政

楠

悪い腕っ節だけは強そうな︑ごついやつが大野伴睦さんの秘書だな

治はいいか悪いかということで︑意見がまったく対立するんですよ︒

海部 彼は初め大野伴睦の秘書だったんです︒大野舞睦の家来で︑
僕の方が﹇期早く国会に当選しておったんですね︒大野伴睦の秘書
で︑北海道開発庁の水産部長か釘かから来たんだな︒えらいガラの
と思っていた︒

私は官僚政治は駄目だというんだけれど︑中川は富僚の代弁をする︒
公の場所では言わんけれど︑

﹁あんなきれい事ばかり畠醸っても派閥

﹇私が﹈派閥政治はいかんというと︑いや派閥でなければという︒

ちょっと背景が必要ですが︑大野伴睦さんと私とは選挙区が隣同
士で︑まったく合わないわけですからね︒大野伴睦さんは三木さん
が大嫌いだから︒だから伴睦さんが︑最初の選挙のときに︑中川も

がなかったら︑海部さん︑あんただって当選できっこなかったんだ
よ︒おれだってそうだから﹂と雷って︑派閥で当選したようなこと

を言っているから︑ 門それもいくらかあるかもしれんが︑中凋 郎

待望論が北海道にもあって︑あのへんでは珍しく頭が良くて︑大学
を卒業した有為の青年がおるからということでおまえは送り出され

秘書で当時ついてこようと思ったそうですよ︒まだ役入のくせに︒
ところが大野伴睦さんの演説というのは︑びっくりしたのは︑ ﹁今
ヨは頼まれてここに応援に来たけれど︑疲れ果てて岐阜から居異り
しながら来たら︑車が急に揺れだした﹂というんです︒それで運転
手に︑

俘藤 ですけれども︑役人なんですね︒
海部 申入で︑気は本当に小さいんだ︒本当に気の小さいやつだ︒
僕はそういうことで︑中規を知っておったから︑何派でもいいから︑
議運にはなるべくそういう若手の威勢のいいのを入れておいた方が

門先生︑

ここから愛知県になりました︒︑岐阜ほど道路がよくありません漏と
言われた︒それで﹁愛知県の代議士は誰だ﹂と言ったら︑江崎真澄
と河野孝子ですという︒まあやっぱり政絵家はいいのを出さないと︑
というんだ︒それで加藤という︑ミカドという名豊麗のパチンコの
親分が立ったでしょう︒あれが大野派に入っておるんですよ︒それ
で立候補することになっていたわけだ︒その応援ですからね︒だか
ら加藤を代議士にすれば︑こんな愛知県の道は岐阜県の道と同じよ

いいということで︑浜田幸 を入れたのも申規一郎を入れたのも︑

﹁これ︑どうしたんだ︑気をつけろ﹂と言ったら︑

うに車の中で眠っておられるような道になる︑ということだ︒わか

みんな僕ですよ︒それから︑これは見損なって申し訳なかったが︑

わかりやすいですね︒利益誘導みたいな話だけれど︒

極藤

野人だ︒

写真を見ると︑精澤な感じですね︒

このあいだ話題になった鈴木宗男は︑中州さんのところの秘
書をやっていたわけでしょう︒

俘藤

けですね︒

中魯根派の暴れん坊は森下元晴だと思っていた︒みんなそういうの
を集めては︑議運の理事を構成させておったんですね︒けれどもそ
ういうところでつき合ってみると︑またまた違った面が出て来るん
だけれど︑それはあまり政治の本流とは関係ない話になってくるわ

海部

たんだよ﹂と︑そんな藷をしたことがありました︒

りやすい話だ︒

俘藤

利益誘導の最たるものだ︒

そ の も の ですね︒

海部
楠

海部 そうでしょう︒そんな頃︑あのへんの道は︑まだ舗装もされ
ていない±砂道路が多かったから︑それはガタガタでしたよ︒もう
岐阜羽島の駅は︑本当に大野伴睦の圧力でできたんですか︒

四十七︑八年前になりますからね︒
楠
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海部 津川の秘書だ︒あれはたしかに︑中剰も最後は手こずったね︒
俳藤 申川さんがなんで自殺をしたのかというのは︑いまでも一︒

た出て来たんだ︒あの謡は昔はちらっと聞いたことがあったけれど︒
．伊藤 そうですが︑峯時から雷われていたことなんですね︒

持って︒

海部 そう有名でも有能でもなかったと思うよ︑僕は︒
侵藤 議員になる前からご存知でしたか︒
海部 知っていました︒秘書としてついてきているんだもの︑鞄を

ですか︒

鈴木宗男氏自身は︑秘書時代からかなり有名な人だったわけ

海部 いまでも真相はわからない︒僕らもその揚におったわけでは
佐道

な い わ けです︒

な い か ら わ か らんし︒
幌藤 政界の中でも定説というのはないわけですか︒
海部

佐道 中川さんは︑小なりとはいえ﹁中擢グループ﹂と言われるも
のがあったわけですね︒その申那グループの実態はどういうものだ
ったんでしょうか︒本嶺にまとまりがあるものだったんですか︒

海部 さあ︑それは中川グループの人に聞いてもらわないとわから
誰が代表的な人ですか︒

んと思うけれど︒

狸藤

楠

それはそうだ︑その代わり得難い経験ができたと思うな︒

石 原 慎 太 郎ですよね︒

海部

立ち駆れたかどうか︒

楠

伊藤 のちのち旗揚げした青嵐会が︑あるときまでは中点グループ
の中核だったんですね︒石原慎太郎は﹁理論的な指導者がおれだ漏
と言っておったけれど︑たしかにそうだったかもしれん︒
楠 中用派のあと︑ほんの一時だけ石原さんが継ぐわけですね︒
海部 石原がやったんだ︒それで森下元晴が一時期︑中川グループ

佐道

それで今ごろは︑あなたは正盗な後継者としてやってくださ

楠 こんな個人的なことを言うのもなんですが︑私は父が青嵐会だ
つたものですから︑中川さんとも関孫があったんですね︒さっきの
話じゃないですが︑
見大胆岡胆に見えるけれど︑雰情に細心なと
ころがあって︑ ﹁大胆にして細心だ﹂といって父が評価していたん
です︒それだけに︑私が大学を出るときに︑ 門おまえ︑政治の幽界
にもし進むんだったら︑中州の秘書になるように口を利いてやる﹂
と言われたんです︒もしそれで行っていたら︑だいぶ人生が変わっ

の 資 金 を 出 す係にもなったんだ︒

海部

そして鈴木宗男の弟分になっているな︒
弟分というか⁝⁝︒

でも中川さんの患子がいまやっているじゃないですか︒

今ごろは刑務所か何かに入っている︒

餌藤

顕はいいんです︒いわゆる社会の評緬は︑頭がいいというこ

政治家としての力量の問題ですか︒

とになっているけれど︒

海部

しよう︒

海部 あれは全然線が細いもの︒鈴木宗男とは太刀打ちができんわ︒
俘藤 だけど︑中亀嵩︸さんというのは︑なかなかよくできる人で

伊藤

楠

海部

たと思うんですが︒

俘藤 結局中川さんは︑予備選に出てすごいお金がかかったわけで
しょう︒借金の問題は非常に大きかったんじゃないかと言われてい

いといって︒

︒ここから先はわからんことだから︑よそで

ますが︒

海部 そのときに

調べてからにしてください︒あるはずだと思ったやつがない︒誰だ︑
というようなことで怒った︒中捌がどこかの料亭で荒れちゃつて︑
そうですが︒その当時ですか︒

鈴木宗男をぶん殴ったという話は︑あの頃から伝わっておったんだ︒
俘藤

海部 おお︑そうだよ︑その当時︒それは思わぬたくさんの金があ
るはずだったものが︑なかったんだ︒申燐はああいう大雑把な男だ
から︑どうしたんだといった︒それがこのあいだうちブツブツとま
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糟中曽根内閣の成立3︵首相訪韓︶
俘藤 中碧根内閣ですが︑普通の内閣は総理になるとまずアメリカ
に行く︒申曽根さんは初め韓翻に行きましたね︒これについては何
か ご 記 憶 が ございますか︒

海部 あります︒申蕾根さん㎝流の人生経験則から来て︑目立たな
ければならん︑世間の注目をとらなければならん︒そして︑ ﹁海部
︑君︑これからはアジアの時代だよ︒アジアが大事だから︑まず賢聖
に行ってやってくるよ﹂という︒僕はその話は︑どこかの酒の席で︑
みんながおったときに聞いたんですね︒そしてそのとき︑なるほど

だな︒中雪根さんはそういうことを最初に実銭したんだな︑と思う︒
だからどこに行っても︑そこの籔の歌を覚えていって歌ってやると︑

たしかに心の通い路はポッと騰ける︒

これはベルリンを行っても間じことでした︒ライン川を下るとき︑
中讐根さん本人が総理になって行ったとき︒ライン川の上が寒かっ
た︒コール首相以下︑向こうの首脳もいるんですよ︒それで門海部
看︑なんかやってくれ﹂という︒ラインはワインの女王が出て来て︑
こんな大きい門漕手を三〇〜四〇センチ開く﹈ワイングラスに注ぐ
わけだ︒それを飲めないのにまず飲んで︑そしてこれは歌でいかな

くてはいけないけれど︑ドイツ語の歌なんて難しくて僕は知らない
から︑ ﹁非常に日本では高く翠蔓されており︑誰でも知っているド

イツの歌を歌うから鳳といって通訳をやらせて︑ ﹁ロ⁝レライ﹂を
山本語で歌った︒ラインを下りながら︒そうしたら︑コール以下が
みんなで笑う︒ ﹁これは日本では教科書で教える歌だ︑小学生がみ
んな習ってくる歌だ﹂と言ったんですが︑あまりピンと来ていない
んだ︒日本の教科書でドイツの歌を臼本人が歌っているかわからな

なと思ったのは︑その場で︑韓国の当時たしか﹁黄色いリボン恥

いったら歌ってくるんだ﹂という︒なるほど中雪避さんというのは︑

い︒それでまあ︑陰本とドイツの関係は霞独習三国同盟から︑と書

歌だ︒忘れたけれど︒それもちやんと練習して覚えて︑

﹁青墨台に

う﹈テンチリンリン︑シリニシマルロ︑シジリマルロ♪﹂とかいう

門﹇歌

そ う い う ふ うにパッとやる︒

門﹁黄魚いシャツ﹂か？﹈という歌が流行っていたんだ︒

極藤 いわゆるパフォーマンスですね︒先生も少しはおやりになる
じゃないですか︒

結局︑韓国に行って︑ ︸応成果をあげて︑それをもって今度

まずロシアがあって︑ですね︒

か三番霞には韓国が顔を出すんだよ︒

海部 新しい手法だし︑ややもするとあのころはまだ外国の申で︑
あなたの最も嫌いな国を三つ挙げなさいというと︑たいてい二番冒

はアメリカに行くということですね︒これは新しい手法というかi︒

申楽

ないんですよ︒あれにはいささかがっかりしたな︒

伊藤 その歌自体がわからないんですか︒
海部 わからないんだ︒ローレライの歌だよ︒もちろん︑そこまで
言うとわかっている髄行員もおったけれど︑トップのほうはわから

いたかったんだけれど︑そんなことを言ったらまずいから需わなか
ったけれど︒それにしては︑ドイツは知らないんです︒ ﹁なじかは
しらねど﹂の歌を円本語で替え歌を歌っても︒

海部 バッハッハ︒中醤根さんの影響じゃないけれど︒
傍藤 それは政治家として大事なことでしょう︒
海部 大事なことだ︒韓国の慶煕︵キョンヒ︶大学に行ってスピ⁝
チをやったときに︑学盆が言うことを聞かずにいろいろ質問をする︒
門あとから質闘は全部聞いてやるから︑静かにしとってくれ﹂と言
ったんだけれど︑収まらなかった︒けれども︑そのβのあと︑学生
がさらに謡を続けたいという︒ 門ここで議論をしてもしょうがない
から︑おれが覚えてきた韓国の歌を歌うから︑君らも知っておった
ら︑一緒に歌え﹂といって︑その﹁黄色いジボン隔を歌った︒いまで
も﹁黄色いリボン﹂というのは︑地層の非常にポピュラーな歌なん

俣藤
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の パ フ ォ ⁝ マンスですね︒

海部 だから真っ先にそこに行ったということは︑中遊動さん一流
俣藤

というのがあるんだ︒

海部

佐道

一月十七日ですよ︒けれども手筆ヨとは言わずに︑ 門いろい

実際︑一月牽七日でしたからね︒

力のいい人だと思いましたね︒

年前の湾岸のとき︑ ﹁開戦の時期は︑向こうの月夜の日で︑静かな
夜がいい︒それを星で調べると︑だいたい一月の十五日から二十日
前後のところが︑潮の退き加減︑満ち加減︑明るさ︑何から言って
も誰もそこを考えるでしょう漏というようなことを言って︑これは
忘れられんわ︒そんな話をボツッ︑ボツッと話された︒すごく配憶

後ちょいちょい︑いろいろなところで出会うようになった︒だから
総理になった贋には︑裏からコソッと入って来た︒ああいうことが
あの人は得意だな︒そして非常に説得力のある話し方をする︒十二

らそれをえらく褒めてくれて︑ご馳走になったりなんかして︑その

はい︑属台経済会︒

伊藤 韓国の側も非常に多としたでしょうね︒首相の最初の訪問團

海部 岡台経済会へ来て︑こういう話をしてください︑と言われた
んだ︒それで僕は行ったんです︒そこでぶち上げてきた︒そうした

そ れ は そうです︒

としてくれた︒

海部

佐道 今回の質闘の範躍の中ではないんですが︑あとで臨調の所で
よく出てくるの伺おうと思っていたんですが︑この中曲律根さんの韓
国訪問のときなどに︑総理の特命という形で瀬島龍三さんがよく動
いたりということが︑中瞥根さんとの関係で出て来るんですね︒
伊藤 たしかこの時も瀬島さんなんだね︒
佐道 この時も瀬島さんだと言われているんですが︑瀬島さんとか
が動いているというのは︑お耳に入っておられましたか︒
海部 いや︑瀬島さんを使って動かしなさいということは︑中曽根
さん以外の人からも雷われたんだ︒瀬嵩さんを使って羅際的なこと
をやったらいい︑ということは︑いろいろな人が知っておった︒だ
から私のときは︑初めはわざと︑と言ったら悪いけれど︑瀬島さん
を使わないで︑正式の線で行け︒瀬島さんはあまりにもいろいろな

ろなものを見ると︑山水の関係から︑月の出︑水の満ち干︑そうい
うものからいって︑十五臼から二十日頃が︑誰が考えても作戦を起

こすのにいい時期だ﹂という︒それは瀬島さんに教わったな︒

派閥のいろいろな人々の裏を知りすぎているから︒

だからもうちょっと紙しい感覚でいくときは︑それこそ外務毎夏
を呼んで︑外務省に︑おまえら正面攻撃でやってこい︑と言ったこ

中曽根さんがアメジカに行って︑例の﹁日本興島不沈空母﹂

膿中曽根内閣の成立4・︵不沈空母発書︶

やっぱり瀬島さんは︑瀬島さんの筋ということなんですね︒

海部

あの頃は中金日根さんがそういうことを書つた︒けれども僕は

に対して︒

といったような話をされる︒それだけではなくて︑一般的に防衛力
の強化︑安保条約を実質化するというか︑もうちょっと瞬盟として
強化するという方尚を指示するわけですね︒こういう行き方に対し
ては︑海部先生の側はどうなんですか︒中程根内閣のそういう姿勢

伊藤

とがあるぐらいだ︒

俣藤

あれはたしか陸軍三富学校の関係だから︒

海部 民間の筋があって︑瀬島さんが動いてくると︑だいたいのこ

とがi︒事前のPR係としては最高だとみんなが評価しておった
先生は瀬島さんとはいつごろから︒

んだな︒

俘藤

海部．湾岸戦争の始まるもっと前からです︒瀬島さんと最初に親し
くなったのは︑中盤根内閣の文部大臣のとき︑教育改革のときだ︒

瀬島さんが︑軍のOB上がりで特に陸軍士宮学校の同台なんとか会
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あの頃︑溺の角度からのものの考え方で︑誰に教わったのか忘れた
けれど︑アメリカの戦後の予算を調べてみると︑日本に勒するガリ
オア・エロアを含むいろいろな無償の援助資金は︑そのときの儀殺
で四千五異事でしたか︒数字は間違っているかもしれません︑僕も

近隣諸翻に対して︑劉本に対する﹁ビンの蓋﹂論を持っていった︒
アメリカがビンの蓋だから︑おれが蓋をしているから安心しておれ
という説得をしたはずです︒旨本はその申におるんですから︑さあ

というときはアメリカに︑あんたの方でやってくれよと言えるし︑

力はする︒それがヨ本の平和と安全を守っていくことになるんだ︑

霞わなければならん︒そのためには︑多少のことは一という言い
方をしたかどうかは別にしても
出せるものは出すし︑できる協

詑隠だけに穎っているから︒そしてそれをずっと続けてくれた︒そ
のアメリカは︑しかも戦勝国だ︑いやな言い方だけれど︒ところが
戦いに敗れた国に︑食料でも飼でも惜しみなく与えた︒そして何よ
伊藤

よかったら区切りのいいところで︒

圏初の比例代表制・参議院選挙︵一九八三霜穴鍔︶

海部

もう少しよろしいですか︒

わかりました︒さでどうしましようか︒四時になりましたが︑

というふうに︑僕は僕なりに割り切っておりましたから︒

りもかによりも︑敵視しなかった︒だから戦後︑ヨ本が立ち上がっ
た妊条件がいくつかあるが︑その一つは︑占領された相手がアメリ
カというきわめて警意がある團だったことだ︒アメリカには善意と
いうものがあるんだ︑と誰か喬つた人がおりますね︒
僕もなるほどなと思って︑その話を聞いたことがある︒善意に導
かれて日本の類比のことをやったから︑畏童主義というものが駄本
に持ってこられたんだという︒そういうアメリカだから︑僕は別に
敵 視 す る 必 要 はない︒

伊藤 ではもう一つだけお願いします︒ 鷺九八三年穴月に﹈参議
院選挙がありまして︑全無事で初めて比例代表制導入ということに

なりました︒参議院選挙でこういうことになりますと︑圏畏運動本

俘藤

まだ名前投票だったんじゃないですか︒

この時には︑全国籔というのは残酷区と言われていて︒

動だというけれど︑眼光紙背に徹すれば選挙に勝利するための事前
の準備工作ですから︑全国を遊説して回っておりましたよ︒

部長としてはいろいろ関わりがあったのではないかという気がしま

うもロシアじゃないみたいだ︑もっと恥いところにあるんじゃない
か︑というようなことから︑ヨ米安保条約の存在というものは︑日
本の防衛のために︑最悪の事態が起こったときの防衛のために必要
だ︒僕は僕なりに︑あのころばそう割り切っておりました︒霞本だ

海部

零時にそんな曖は︑いまほどひどくなかったけれど︑目の前の朝
鮮半島が無常に不安定要素であった︒確シアがどうだというような
ことで︑われわれが代議士になった頃は教育されてきましたが︑ど

けで何もできんように︑手足はあるけれど舗約されていますから︑

海部

国劇運動本部長というものは半分以上は全国を回る︒国民運

この時は完全に政党名だけですね︒

この中正根内瀾のときはそうでしたか︒

これは手違いありません︒これで父が落ちましたから︑よく覚
揆藤

政党名だけですか︒

えています︒

楠

楠

海部

すが︑いかがでございますか︒

アメリカが及ばないところは協力するんだ︒バンデンバーグの決議
の唯㎝⁝という言い方をしておったが
の例外が日米安保条約
である︒これは間違いかもしれません︑日本語としては︒けれども
よく討論会でもそういう言葉を僕は使ったことがあります︒
そして双務条約なら︑日本がもっともっと負担しなければならん
ものが多いはずなんだけれど︑そこはやっぱり二つの面からそうい

う政策がとられたと思う︒というのはアメリカは︑中国やアジアの
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楠

ええ︒拘束名簿式比例代表制です︒

じいさん︑おばあさんとの関係も壊しました﹂ということだ︒それ

渡免税にしましたね︒あれは国会が始まって法律をつくらなければ
なりませんが︑三党が合意しておれば通るんです︒それが不動産売

からもう〜つは︑いまようやく三党合意で︑二千五蒼万陽までは譲

た︒変わり霞というのは︑そういうことがあったんだな︒

買に関達してくると︑さらに一チ万を上乗せ︑三千五頁万が行く︒
そうすると滞っておる一千縢百兆のお金が音を立てて動き出すよう

海部 だから安西愛子さんだったかな︑ ﹁安西愛子という名前を書
かせてくださったら︑当選確実だけど﹂なんとかんとかと書ってい
伊藤 そうすると運動の仕方もちょっと変わってくるわけですかね︒
要するに﹁自由民主党隔と書いてもらわなければいかんわけでしょ
俘藤

バッハ︒そう思ったら︑それは駄圏ですけれどね︒

そううまく動いてくれるかどうかわからないですけれどね︒

になる︒

楠 だから上の方は金野運動しなくなつちゃいますね︑名簿が癸表

海部

顎つ︒

された瞬間から︒下の方もやってもしょうがないから運動しなくな

この参議院選挙で︑慮民党は安定多数を維持したんですが︑

楠

陳平は︑早稲鑓の上下の闘係もあった︒あれの街頭演説を間

それは少し前ですよ︒東海道ベルト地帯が革新知事になってい

ときどき先複返りして︑北海道と福爾がそうなったんですね︒

くのは︑もうちょっと前の佐藤政権の頃の謡ですね︒
梯藤 このころまで残っていたんじゃないですか︒

楠

いうようなことがさかんに．流布された頃でした︒

海部 ショックだったでしょうね︒その頃東海道線の当時︑急行が
停車するところはだんだん革親系になるでしょう︒東京を企て横浜︑
それから静岡も危ない︒名古屋はもちろんだし︑大阪も京都も︑と

にとってショックでしたか︒

佐道 この選挙のちょっと前ですが︑統︻地方選挙があって︑福岡
と北海道という北と南で革新知事ができるんですね︒これは自蔑党

なかったですね︒

きに言ったら︑変な三角巾を被って︑花咲爺さんの頭巾だと言って
いる︒ 門おい陳平︑侮をやっとるんだ︑おまえは﹂と言ってからか
っておったことはありますが︑真面目に応援しようという風潮では

海部

憶はないですか︒

佐道 II圭胃木茂のサラジ⁝マン新党とか︑八代英太の福祉党とか︒
伊藤 野末陳平の税金党とかができましたね︒このときはあまり記

このときのミニ政党というのは一−1︒

俳藤

そのへんだけが運動したんだな︒

る︒ボーダ⁝ラインのところしか運動しない︒
海部
︸位は林健太郎さんだったかな︒

そうです︒

俘藤
楠

海部 あのときか︑林健太郎が一番になったのは︒
楠 あのときだけは︑みんなトップに学者を据えたんですね︒社会
党も公開党も︒

俣藤 だから選挙のやり方としては︑いままで全国区でやっていた
んだったら︑みんな自分の名前を書いてもらわなければどうしょう
もないわけですから︑必死になって全國を駆けめぐっていた︒それ
で先生のような魍会議員には︑あんたの選挙区で何票とってくれと
やらなければならないわけですね︒ところが今度は門自由魔睡党隔
と書いてもらうわけですから︑選挙のやり方はずいぶん違ってくる
だ ろ う な ︑ と 思いますが︒

海部 いわゆる︑なったばかりの党は一番厳しいですよ︒
伊藤 でも新しいものは珍しいということもあり得るな︑と思った
んですが︒

海部 思い切った身近なパフォーマンス︒経済政策で︑僕が街頭に
出て行って 番拍手が多かったのは︑このあいだうちは﹁利子をも
ういっ︒へん戻しましょう︒六法全書の﹇渓法の︸西〇四条に五％と
書いておきながら︑いま○％じゃないですか︒それは家庭の中のお
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悌藤
薪 幹 線の最終駅なんですけれどね︒

だから今度は癒幹線のところじゃないんですね︒

さんという知事が︑十二年の多選批判と︑豪華庁舎を建てたという

﹇福岡県は﹈亀井﹇光﹈

佐道
ことで批判された︒

ってくるやつがおるし︑

伊藤 参議院選挙ですから︑自分の選挙はないわけですからね︒
海部 けれどもそういうことを一所懸命やったということは︑その
ときは何も思いませんでしたけれど︑やがて︑じわっじわっと思い
出すことがあります︒いまだに︑ 讐いっかの選挙でどこどこの路上
で先生にあって︑あのとき握手してもらって﹂なんていうことを言

楠 九州大学の教授のi﹇奥賑八二が毫下した﹈︒
海部タナカケンゴという九州大学の学者を候補にしたことがあっ

ってくる人もおる︒そういうことが意外に残っていると思います︑

﹁あのときの写真がこれです﹂といって送

たんだ︒負けちゃったけれどね︒
全国に︒

門北海道の﹈横路．

佐道
伊藤

田 中 健 五︑文蕃の前の社長と同じで す ね ︒

さんは︑いまの畏主党の横路﹇孝弘﹈さんですね︒

海都 面自いです︒だからやっぱり木下藤吉郎のように︑そのこと
に全力を挙げて真藤目にやっておけば︑お返しはあるものだという

しばらくあります︒

︿以上﹀

伊藤 なかなかみんな忘れないんですね︒わかりました︒それでは
次回を決めて︑終わりにしたいと思います︒まだ中養根内閣の謡が

颪白いですね︒

海部 いまの横路さんが北海道で知事になった︒
俘藤 ちょっと自民党は長期低落だということで︑この参議院選挙

のが僕の実感ですね︒

︒

でちっとは格好がついたわけですね︒ということは︑圏民運動本部
長 と し て は ちょっと

﹁よし漏といっておくと︑候補者がちゃんと来
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海部 それを命じられて︑全困︑特に大都会の盛り揚で知太郎をや
って歩いたりね︒前後に旗を立てさせて︑こちらが演説をやる︒い
まの参議院議員でも︑ ﹁当時︑あそこのところを先生にマイクを持
って歩いてもらったですな﹂なんて雷うやつが︑まだおるわ︒
俘藤 海部先生はそういうことをかなり積極的におやりになったわ
けですか︒

やったんです︒

それは候補者が頼むんですか︒

ておるわけです︒

ます鳳というので︑

海部 それは地域の先輩︑党の支部が讃画して︑ 二緒にお願いし

俣藤

こ と も よ く しましたよ︒

ちょっと長いところは︑候補者を連れて皿緒になって歩いたりした

国民運翔本部長というのは大変なんですね︒
それをやらなければならんのだ︒それから商店街なんかでも

は い ︑やりました︒

宣伝力⁝の上に旗を立てて︑上に乗って︒

海佐海伊海
部道部藤部
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（2003隼3月12臼）

1．1983年9月、犬韓国航機撃墜事件が発生しました。先生ご自身に直接蘭係のある問題
ではありませんが、この事件についてお聞きになったときのご印象はいかがでしたか。
また、対ソ関係では重要な問題ですが、この事件をめぐって自民党内で何か議論など
なさいましたか。あるいは自民党の遊説のなかで問題にされたりということはござい
ましたか。

2．10月、粟京地裁でllッキード事件丸紅ルー一iト裁判が行われ、敵中光無相に4年の懲役
および5億円の案刑判決がありました。これはどのようなご閣象ですか。また、政罫
へはどのような影響がありましたか。

3．10月、ビルマのラングーンで北朝鮮のテq事件がありました。またH本関係でも第18
富士山丸の集捕、紅粉船長らの揮留事件がll月に発生しました。北朝鮮との閲係につ
いて先生はどのようにお考えでしたか。また睡会内で対北朝鮮問題の議論はどの程度
なさ飽ていたのでしょうか。

4．12月、総選挙があり、自民党は大幅に議鷲を減らし、無所属8人の追加公認で過岸数
維持という与野党伯仲状態となtJ

＊した。この選挙についてご記憶の点をお願いしま

す。

5．84隼2月6B、衆議院政治倫理協議会が発足しました。議長の諮問機関で与野党代表
で構成されるわけですが、先生はこれには最期なさいましたか。2月目、踊躍問題を実
質棚上げにしたうえで、審宴会設置に向けて、倫理綱領劃定、懲罰対象の拡大、議競
証言法の改正という三つの優先課題が決定されます。そして翌奪紐月に薦院政治倫理
審査会ができるわけですが、協議会および審査会ができた意義や役翻についてはどの
ようにお考えでしょうか。

6．2月27臼、社会党第48園大会が開催され、「自衛隊違憲・合法」という運動方針をめ
ぐって激論がありました。結局、石橋委員長の「非武装中立論」確認で決銘しますが、
社会党の現実路線化は波紋を呼びます。一方で昆社党は4月の大会で佐々木委員畏が
霞民党との連合を提案したりするわけですが、こういつた野党の動きを先生はどうご
覧になっていたのでしょうか。

7．2角1日、首相直属の「教育脇調」設置が決定され、3月27El、臨時教訓審議会設置
法案が提出されます。文教族の有力者として。この教育臨調に先生はどのように関与
されたのでしょうか。

8．教湾臨調に周調して、反W教養のr全日本教職員連盟」が結成されます。この結成に
当たっては、先生は何か関与されたのでしょうか。また、善相の私的諮問機関である
「文化と教畜に関する懇談会」が3月22H、戦後教責批判、中等教育入試の多様化、
試補調度導入などを内容とする報告を提出しました。この報告などを盒めて当時の教
育麟度改革の動きについてはどのように見ておられましたか。

9．9月6臼、韓国の全斗換大統領が麟賓として来Hしました。宮中晩餐会で、天皇陛下が
不幸な過去に「邊憾」の意を表明されたわけですが、韓国や中国との関係でいつもこ
の「お言葉」の問題が議論になります。全斗換大統領訪ヨならびに天皇「お欝葉」闘
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題については先生はどのように見ておられたのでしょうか。

1◎． 9月ごろになると総裁選をにらんだ動きが活発になってきます。田中元首相が中曽
根再選を支持する一方で、憲沢既が出馬を表明し、安倍、珂本両翫も意欲をみせます。
このときの総裁選に向けだ政治状況はどうだったのでし＊う。とくに、前回漏本氏が
立候補して存在感を示した三木派としてはどのような心積もりだったのでしょうか。

11． 上の質問とも蘭係しますが、このときの総裁選では、田中派の二購盤劇総裁を擁
立する動きが急浮上します。二階堂擁立劇についてはいろんな見方があると思います
が、先生はどのようにご覧になっておられたのでしょうか。また、結局案力者会談や
公明・民社の連立問題などもあって申盤根再選で落ち着きました。この間の経緯はど
のようになっているのでしょうか。

12

11月第二次中善根改造内閣が成立しますく蔵根；竹下登、外枢：安倍留任、親脅

由クラブ山ロ幹箏長入閣）。先生はこのとき筆頭副幹事長に就任されます（幹事長＝金
丸信、総務会長：窟沢喜一、政調会長＝藤尾蕊行）。金丸幹事長についてはどのように
見ておられましたか。また、ag ：次中蓉根改造内閣が成立しましたがこのときの中曽
根嘗相については、リーダーシップ、繊中派との闘係、安定度、政策など、どのよう
なご印象ですか。

※今［藪は以上のような質問についてお願いします。
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口現在の政局から︵イラク戦争︶
海部 ⁝・雑溺が多くてね︒ああいうことを突然考えて起こしたり
ブッシュさんとの会談はいかがでしたか﹇海部氏は渡米し︑

ね︒大きな筋から言ったら︑雑用だ︒
佐道
二月二十日にブッシュ・シニアと会談した﹈︒

〜つだけどうしても僕が疑問に思っていっことがある︒あのとき
イギリス︑フランスは貝本に来て︑ ﹁あの悪の象繊のサダム・フセ
インのために︑武力行使をして協力したのは︑われわれではないか
一しかも真っ先に出撃したのがイギリスとフランスなんです一︑
だから霞本も︑アメリカばかりに金を出さずに︑われわれにもいく
らか出せ﹂といった︒遅ればせながら︑今朝の会議に外務省の連中

れわれだったら割り切らなければいかんのかもしれんが︑サダム・
フセインは︑湾岸のとき︑アメリカと仲裁してくれといった︒隊を
引き揚げるから退路を追撃しないでくれ︑とプリマコフが言いに来
たのは本濁なんです︒そういうふうにフッと気が弱くなったり︑國

海部 バッハッハ︒あれは雑用ではないですけれどね︒ただどうな
るか︑まだちょっと揺れておるようだな︒
俘藤 どうなりますか︑非常に危ない状況ですね︒
海部 しかしどうしても僕には解紗ん疑問が︸つあるんですね︒わ

あのときの態度︑あのときの考え方が︑いま一八○度変わっている

ればいかんと書っておった︒しかもこちらに強烈なカウンターパン
チになったのは︑ ﹁山本に出て行けとは書わないけれど︑われわれ
はすでに出て行ったんだ︒だからいくらか出しなさい﹂ということ
で︑押したんです︒フランスにもイギリスにも出した︒フランスは

フランスは︑いまになっていろいろと迷ってらっしゃるけれど︑
あのときの立論は福二に整然としておったはずだ︒あれを叩かなけ

そ れ も雑用ですか︒

達を大事にしていこうか︑という気持ちに翼ることもあるんですね︑

わけでしょう︒

撰藤

サダム・フセインという人は︒

伊藤 拒否権を行使すると雷っていますからね︒
海部 まあ︑本当にはしないだろうと思うけれど︒フランスが本当
に擁否権を行使したら︑これから先ずっと︑国連の場を通じてアメ

が来たものだから︑ ﹁君ら帰ったら︑資料をいっぺんひつくり返し
て見てみろ．おれの記憶に間違いなければ︑そんなにたくさんでは
ないけれど︑フランスにもイギリスにも節したんだ︒二連の平漁囲

僕はその経験がある︒今度もそれを期待しているし︑この前でき
たんだから︑それができんはずはないじゃないか︒今度やったら︑
あんたのところ︑駄目になつちゃうよ︒アメリカは武器やなんかを

アメリカが単独でもやつちゃったらどうするのか︑と思いま

いや︑単独ではやらんでしょう︒

すけれどね︒

伊藤

られるかと思うんですが︒

復協力活動資金とかなんとかいう名函で﹂と言っておいた︒

だ い ぶ 開 発 しましたからね︒

このあいだうちも︑久しぶりに︑アーカイブスというのかな︑N
頁Kが記録に残っているから来てくださいというので︑行った︒湾

リカとの対決が続くわけですからね︒それではフランスの権益も駄
目になる︒いまドイツがああいう体たらくですから︑フランスもあ
あいうことが言えると思うんだけれど︑もしドイツが転遷のドイツ
でちゃんとしておったら︑フランスはEUの中でもどうなるか︒孤
立問題が出て来ますからね︒いつまでああいう強いことを言ってい

岸の頃の︑わが若き日の姿も出て来たけれど︑あの頃の古い資料を
見ると︑停戦ができたら︑したいという気持ちが︑僕はあったんじ
ゃないかと思う︒みなさんはどうか知らんけれど︑姓の単はこのご
ろ︑悪いのはアメリカだということになつちゃっているわけだな︑
い ろ い ろ な 本でも何でも︒

海部
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侵藤イギリスや︑その他を含めて連合軍をつくって一iI︒
海部 単独ではやらんと思う︒そして四十﹁徴︑パパ・ブッシュの
ほうは︑ ﹁国連を無視してやらないで︑国連の決議をとってきちん
とやれ﹂ということをいろいろ言っておるわけだからね︒そうしな
いとアメリカ自体が︑今度は変なところで颯立させられたりして︑
大変なことになるだろうと思いますよ︒

伊藤 しかしアメリカに無視されたら︑國連自体が危ないですから
ね︒

海部 はい︑もう国連麹体も一︒日本もこのごろちょっと考えが
変わって︑今朝の八時からのわれわれの会議のときには︑ ﹁いった
い日本は圏連にいくら出して︑どういう相談をされているんだ︒こ
ちらの意見は醐いてくれんのか﹂ということで︑ちょっと変わった
風 が 吹 き 始 め ておる︒
っ て 問 題 な った人がいませんか︒

撰藤 むかし︑国連というのはどこかの儒燭組合のなんとか︑とい

あれは西村直己さんです︒

﹁圖舎の信期組合﹂ですね︒

海部
西 村 防 衛庁長官ですね︒

楠

佐道

伊藤 いまの国連を見ていると︑そういうことかな︑と思いますけ
れどね︒臼本はすごい拠幽金を出しているんでしょう︒アメリカは
海部

そのわりには発雷力があまりない︒

日本は二番目の拠出露ですよ︒

滞 納 し て い る みたいだけれど︒

俳藤

海部 はい︒そのことを言うと︑また欝本は金だけか︑と書われる
けれど︑しかしそれも㎝つの協力ですからね︒平和維持活動の協力
ですから︒シュワルツコフの書いた園想録を読んでみても︑ 門砂漠
の盾作戦が成功したのは罠本の湾岸協力基金のおかげだ﹂というこ
今度出すお金は︑もうないから︒

とをはっきり書いておるんだもの︒
揆藤

賑臼ッキード事件︑田中実鋼鯛決

俣藤 それでは本題に入ります︒ここm玉戸項属Hには︑先生とは
あまり関辱ないかもしれない事柄が並んでいると思いますが︑思い

口九八三年九月の﹈大韓航空機撃墜事件ですか︒これはサ

出されるだけでもお護しいただけますか︒

海部

はじめは撃墜なんかしていないと言っていたのに︒

ハリンの領空を通過した後で︑繋墜したという話でしょう︒
伊藤

︒

佐道 あとで露量が傍受したテープを出して⁝︒
海部 日本のあのへんのレーダーサイトの性能が葬常に窩かったと
いうことを

伊藤 暴露しちゃったんですね︒
海部 B本のほうがよく知っているじゃないか︑といって︒
伊藤 いやアメリカも知っているはずなのに︒
海部 それで鐸本の門レ⁝ダー﹈で︑ということにして︑やったん
だと思いますよ︒アメリカが知らないなんていうことはないと思う

けれど︒ただあのときは︑われわれのほうにも﹁種の爽快噛みたい
なものがあった︒

櫛箱 そうですが︑ああ︑やってるじゃないの︑ということですか︒
海部 ああ︒いままで何もやってない︑全然役に立たないやつらだ
と思ったら︑そうでもないんだな︑そういう感じがあったことは事

晦部

俘藤

これは︑乗客の申に霞本人もいたんですね︒

あまり記憶はありません︒

この間題自体には︑あまり記憶はありませんか︒

実ですね︒

伊藤

でもあまり当時もそのことは報道しなかったですね︒

楠だいぶいました︒
伊藤
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俘藤 ではこ番費ですが︑ 驚九八三年十月に﹈岡引さんの実刑判
決がありました︒そうなるだろうと思っておられたのか︑どうか︒
海部 これは気をつけて物を言わなければならないけれど︒
俘藤 そうですが？
海部 そうですよ︒稲葉﹇修﹈さんと三木﹇武夫﹈さんの関係が後
ろにずっと流れている︒そこだけは話を闘いておったのか︑という
ことになってもいけないし︒例の鬼頭﹇史郎扁糊事補のニセ電誕事

佐道 芦潤さんの裁判も長かったですね︒
俘藤 これは贋申さん自体が︑この時点でまだ政界において大きな

最大派閥を依然として維持していて︑それに門二三﹂という

重みを持っていたわけですから︒

海部

何科の医者でも全部揃っているから︑来るやつは来い﹂ということ

名前を新醐がつけるほど︑戦う集団にして︑ ﹁ここは総合病院だ︑

これは裁判で実刑判決が出たときですね︒

言葉じゃないかな︒ 門政治は数だ︑数はカだ︑カは金だ﹂というこ
とを言いながら︑数を増やしてやっていかなければならんと︒だか
ら金も要ったんだな︑と思ったわけですね︒

門田申軍訓﹂というのはそのころの

伊藤
最後に案刑判決があったわけです︒

佐道

でやっていたところですから︒

海部
やはり実刑判決になるだろうと﹇お考えでしたか扁︒

件も︑裏から掬揮権発動みたいなことを言わせようとしていた︒

俘藤

とがあるわけですが︑この時点で︑田中派︑繍中軍団の中での田中
さんの地位・立場というのは︑よそからごらんになっていて︑こう
いう潤決があっても揺るぎないものだと思っていらっしゃったんで

あとでは︑国中ざんも竹下さんに取って替わられるというこ

海部 いや︑そんなことは想像億測の感心ですから︑なるだろうと
かならんだろうとか︑そんなことは思っていませんでしたけれど︑
これは明らかにならなければ事件だと︒とにかく三木さんが政治生

しょうか︒

たことがあったでしょう︒ 門生かしておかなければ︒ここで死んで
は駄湊だ︑うやむやになってしまう︒きちんと覇決が出るまで︑生

らね︒

たしか二階堂門進﹈さんが会長なんですね︒

とかおるでしょう︒ちょっと上には竹下登とかがおるわけでしょう︒

命を賭けたわけですから︒途中で︑判決が出る前に︑国中さんが喉
に引っかかったとか死にそうになったとかいって︑救急車で運ばれ

きていてもらわなければな﹂という︒あれは執念だな︒そういうや
りとりがあったことを思い出すな︒
掛藤 総理大臣が裁判にかかって実刑判決を受けたというのは︑進
上初めてではないですか︒違いますか︒
海部 あまり昔話は知りませんが︑西尾宋広さんは首相じゃないな︒
とにかく首相が実刑判決を食うなんていうことは︑われわれの記憶

俘藤

はい︒二階堂さんは﹁趣味は鑓中角栄だ﹂と言う入だから︒

海部 判決が出ても揺るぎないものだと思った︒それは︑あの頃私
どもの周辺には胸中派の若季というのは︑渡部恒三とか橋本龍太郎

に は な い と 思うんだけれど︒

海部

でも︑こういうことがあって︑霞中派がどうかなるのではな

そういう感じはありましたが︑そうすると︑

いかという感じはなかったんでしょうか︒

海部

﹁弱﹂と言われたわれわれの方は︑ ﹁一強隔がガタガタになれば少

コ強五弱﹂で

そうとう上からの締め付妙があったというか︑上の意志が下に降り
ていたと思いますね︒その証拠に︑あのころ︑網中さんがああなっ
ても︑陽中派はしょっちゅう集まって︑いろいろやっていましたか

そういう連中の誰を間いたりしておっても︑ 門必ず復権するために︑
いまみんなで臥薪嘗胆だ隔ということを公書しておりましたから︑

俘藤

俘藤

芦霞さんは最後は無罪になったんですね︒

元門首相﹈ということでしたら︑芦圏﹇均﹈さんもそうですね︒

大きな事件でもありましたからね︒

だからこれは三選に大きなシ3ックが政﹂界にあったんじゃな

いかと思いますが︒

海部
楠
伊藤
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しは︑と思ったら︑そうでもなかった︒選挙のたびに向こうが力を

い う こ と に なるんでしょうか︒

を持ち上げたりしているところがたくさんありましたね︒

として︑第⁝八富士山丸の傘捕は日朝間の厳然とした事実ですから
当然なんですが︑最近でこそマスコミもこぞって拉致問題を含めて
北朝鮮はテロ国家だ︑縣題の園家だ︑ということでみんな認識は︻
致しているわけですが︑この当時ですと︑マスコミの中でも北朝鮮

を︑次々と起こしたころではなかったですか︒
僧藤 拉致なんかもこの前後なんでしょう︒
佐道 このちょっと前ですね︑七〇年代綬半ですから︒素朴な疑闇

海部 そこまで長い目盛りでものを考えて︑そこまで行けばああな

縛ってきたということでしたね︒
佐道 実際には︑これは高裁に行って︑それから最高裁に行って︑
ということになるわけですね︒嗣中さんがこのあと倒れるというこ
とはどなたも予想していなかったと思いますが︑政治家の方々は︑
どうせまた高裁や最高裁があるから︑という感じで見ておられたと

る︑こうなるという見通しを確固として持っている入はいなかった
一審でも判決が出て有罪と決まった

海部 そう︑ ﹁北朝鮮は地上の天国だ﹂と言っておったし︑±共た
か子なんかは︑北洋鮮は天國だというのを一所懸命応援していたん

ろうと思うね︒いずれにしろ︑

それはもっと後になってからですか︒

たけれど︑いろいろな意味で北朝鮮というのはわけのわからん国だ︑

佐道 例えばビルマのラングーン事件をお憂きになったときに︑本
当に北朝鮮がテロを起こしたんだということをスッと信じられたも
のなんでしょうか︒自政党の方︑先生などはいかがでしょうか︒
海部 私に関する限りは︑ああいうことを言われると︑わけのわか
らん国だな︑と思いはしますね︒それはテロをやるかもしれん︒そ
してまだ拉致事件のことについては具体的な話は出て来ていなかっ

だからね︒拉致なんかあるはずがないと欝っていた︒

八筋

もちろん︑もっと後になってからです︒

ということになれば︑それは真っ白ではない︒
伊藤 今頃になって︑熱中さんは無罪だったんじゃないかという人

海部

賑甲問題はまだしばらく続きますので︑また綱います︒

たぐらいだから︒

海部 だって︑閣議でもそういうことを善溝つた人がおったんだ︒墾
壁を買ってすぐに門この話は外へは出すな﹂と書われたことがあっ

も 出 て 来 て い ますね︒

揮藤

説朝鮮ないしは朝鮮総連との接点はございましたか︒

憎おまえ．はどこを見てきたんだ﹂

海部 僕は灘南的にはありません︒かなり後にならなければ⁝︒
うちでは当時︑塩谷一央というのがおって一楠さんのお父さんは
よく知っている
︑そいつが初めて北朝鮮に泣女議員として招か
れていったときに︑行って帰ってきて︑その報告を朝食会でやらせ
たんだ︒そうしたら感激して︑素晴らしい国だという︒ ﹁だいたい
子供たちの目が澄んでおった︒あんな済んだ目をした子供が育って

俘藤

ゃないかと︒

わかりにくい國だといった方がいいかもしれません︒闇に魍ざされ
たわかりにくい面が多いという印象は持っていました︒ただ︑それ
を地上の楽園だとかいい国だとか︑社会党が喬うから︑おかしいじ

護北朝鮮との閣野
掛藤今度は誕が変わって︑北朝鮮になりますが︑このころいろい
ろな事件があります︒ ﹇八三年牽︻月の第一八富士山丸の扁紅粉
﹇勇﹈さんの話とか︑ラング⁝ンで大きな爆発があって︑たくさん
の高官が髭んだということもありましたね︒
佐道 韓藍の金芽換政権の有力者がかなり亡くなるという事件でし・
た︒

海部 あれは北朝鮮がテロ隠家と言われても仕方がないようなこと

いく被会は素晴らしい﹂という︒
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︑ と 言 っ た ら︑

﹁あなた方は行っておらんから信じられんだろうけれ

ど︑信じなければ駄目ですよ﹂というようなことをさんざっぱら言
われたことを思い出すね︒それは初めのころ︑北朝鮮に行った人た
ちですよ︒僕らはその報告については︑てんから︑これは何かされ
てきたな︑と思いました︒まさに北朝鮮天国説が︸部でポロポロ言

海部

伊藤
やっぱり行くと洗脳されるのかな︒

そうですよ︑三木派の中の一部です︑おかしかったのは︒

それは自民党の中でしょう︒三木派の中ですね︒

わ れ て お っ た ころですよ︒

僅藤

海部 洗脳されるんです︒洗脳されて︑そういうふうにおかしくな
って帰って来るから︒刻印の捺してない延べ棒か何かを内緒でもら
ってくる人も出てくると︑これは一つ︑ということになるんじゃな
いですか︒

海部だって︑田中派の土建屋のおやじだもの︒
俘藤 クノチュゥさんは︑北朝鮮で土建屡か一︒
海部 それがさつばり北朝鮮一辺倒になったから︑驚きましたけれ
どね︒その久野さんが︑いろいろと︑このへんの許宗萬あたりとも

連絡があったんじゃないですか︒許宗萬あたりに呼ばれておいしい

ことを言われると︑すぐに走って連絡にいらっしゃる︒

僕もあの当時は国交正常化というのが大きな錦の御旗でしたから︑
北朝鮮との国交正造化ができるとすれば︑それはいいことだ︑やる

べきだと思っていた︒そうしたら︑この前話したこととダブるかも
しれんけれど︑国会に出入りしているある萩聞社の有力な幹部が僕

のところに来て話すには︑ ﹁北の政府はいよいよ翻交正常化︑前提

条件なしでぶつかって話したいというメッセージを持ってきた﹂と

いうことだ︒ ﹁それならそれでいいけれど︑どうしたらいいんだ﹂
門それはヨ本の方も︑それがわかったという返事を漏という︒まだ

さ も し い謡ですね︒

掛藤

あの頃は国交も何もありませんから︑手紙を書くわけにもいかん︒
だからわかりやすく言うと︑豪しい総理が国会で︑正式の場で活字

．つ︒

俘藤

朝鮮民・王主義人立共和国です︒

い︶︒

佐道

そうか︑朝鮮昆主主義人民共和国だな︒そういう正式の呼び

それは先生が総理になられてからですか︒

海部 はい︒最初の総理の演説にそれを入れてくれと欝うことでき
たんだから︒そのころは向こうの交渉の窓口は︑金冠淳という入だ

伊藤

きは北朝鮮と君わずに︑たしか﹁共聖血﹂と言ったと思いますね︒
﹁共和国ってなんだ﹂と言ったら︑ ﹁北朝鮮のことだ漏という︒

メッセージがもらえたら北朝鮮の方も反応するという︒そういうと

方を︑公の場で総理大臣が貢ってくれることが︑霞本がこの間題に
真正面から真難に取り組んでいるという良いアピールになる︒その

海部

﹁北﹂をつけたらいけないんですよ︒怒られるんでずよ︵笑

に残るように北朝鮮人民罠主主義共和醐と共和国の名前を正確に言

佐道 北朝鮮の問題というのは︑審士民丸は具体的な案件として出
ているわけですから︑なんらかの決着を着けなければいけないとい
うことになると思うんですが︑いまだにまとまらない艮朝交渉を考
えると︑対北朝鮮について何らかのコンセンサスとして︑自民党と
してどうしょうということは議論されていたんですか︒
海部 そのために︑政調会の中に北朝鮮闘題特別委員会をつくって︑
久野忠治さんという人が委員長になったんだ︒そして北朝鮮に対し
ては︑いまになっていろいろなこれが糞椙だ︑という本には裏の話
が書かれるけれど︑私はああいうことばかりではなくて︑隣の国だ
から︑本気になってやろう︑仲良くして行かなければならんと思っ
ておった人も多いと思いますよ︒久野忠治なんかは︑島巡に解釈し

て︑その 人だと思ってあげたいほどだ︒ところが持ってらっしや
る話が︑まるっきり駄露だったので︑そこで信用が一挙になくなっ
てしまった︒

伊藤 久野さんというのは︑もともとハト派というか︑社会憲義審
りという人では全然ないでしょう．

47

つた︒

伊藤 最近よく名前が出てくる人ですね︒
海部 そして瞬辺誠︒あの頃は自民党には久野忠治以外にはあまり
北朝鮮と連絡を取っているのがいなくて︑社会党に多かったですね︒
便藤 一辺さんはその一人なんですね︒
海部 鑓辺もその一人だ︒それからもうちょっと下の方で︑肩を振
って歩いているのがいたな︒本会議中でも社会党﹇の席﹈からずっ

と︑すぐそばまで来てしゃべる︒みんな見ているところで平気でや
るからね︒あるいはああやって︑わざと領収書を敢っておったのか
もしれん︒これだけおれはちゃんと話をして努力をしておるぞとい
埼玉から出ていた︵縫会・王義協会の書記上がりの一︒

うことで︒

楠

﹁圃か二圓︑参議院に当選したんですね︒でもあ

深飼さんでしょう︒

深田肇です︒

佃バ藤

楠
の入が桂会党のキーマンだったらしいですね︒

大した当選回数もないのに︑威張っていたんですね︒
﹇海部先生は﹈そのへんまではあまり詫朝鮮との直接の関係

専従書記としてえらかったんでしょうね︒

俘藤
楠
野鼠
は な か っ た んですね︒

海部ないけれど︑そのときやらんか︑と雷って中に入って言って
きたのが︑久野忠治さんだったから︒これは愛知県の人で︑おれの
中学の置接の先輩でもあるし︑その息子がこのあいだ辞めた久野統
﹂部です︒ちょっと変わった人だな︒小泉ほどじゃないが︑久野さ
ル の 息 子 も 変人の一人だ︒

楠向こうの窓霞は労働党ですか︑それもと対外文化協会とか︑あ
るいは外務省なのか︑どういうところが北の窓口になるんですか︒
海部 外務省なんて窓舞になるはずがないんだから︒鉱油がない国
だから︒だからせいぜい外務省的な立場でおったのは︑窟士晃町の

朝鮮総連ですよ︒そこにいる貴任副議長というのが目本におる㎝番
え ら い の で ︑ それが許宗萬だ︒

楠 社会党も︑共産党の方が北から優先されている時期には︑労働
党と接触するのではなくて︑簿外文化協会という北朝鮮の中の一部
盤景団体のようなところと接触していたんですね︒それで︑β共が
向こうと関係が悪くなってからは︑社会党の地位が上がって︑労働

党と接触するようになったということを知りましたけれど︒
海部 なるほど︒それは知りません︑僕は︒そのへんの経緯は全然
知らんけれど︒そうそう︑社会党に沢羅﹇広？扁というのがおった︒
背がそんなに大きくなくて︑関東の出身ですよ︒埼玉か茨城かどこ
かだ︒それがよく速絡に走り園ってきました︒そして︑責任副議長
の許とつなぐのは盛運なんだ︒

門北朝鮮を除く﹂ですからね︒

けれどあの頃は︑正置善って僕らも︑国交正常化ができたらしま
しようと︒パスポートを見ても︑

門≦雰げ︒暮20翼げ国︒屋註じゃ駄函だから︑入って来いや︑という

ことを冗談半分にもよく号藻つたんだけれど︑それができれば一つの
伊藤

それまではあまり関係もなかったから︑この辺のことについ

それはまたそのときに伺います︒

成果になると思って︑やろうと思って取り組んだわけですね︒

海部

ては︑危ない︑恐ろしい︑いやな嘆のある国だな︑という程度にし
か思っていなかった︒そうしたら紅粉さんの閣題が趨こったときに︑

例の田辺が中に入って︑紅粉さんを取り返しに行くからと言ってき
たことがあったね︒

佐道 先生は国渓運動本部長で︑この時期は全蟹各地を遊説された
り運動されたりしていると思うんですが︑そういう葭法王の遊説な
どの活動の申では︑対外問題のお謡は︑あまり大きな比重を粛めな
いものでしょうか︒

海都 共産系関係の人たちと仲建くしているとか︑なんのかんの言
うと︑これは票が減ることになるから︑そのへんの虫けらみたいな

扱いをしておらんといかん︒雰共塵の醇美陣営の方がいいんだ︒だ
から外交問題の謡をするときは︑アメリカとかイギリスとか︑そう

いうところが中心になる︒僕らは青年局で三重青年海外協力隊を始
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めたので︑あのころからアジアの話や文化の謡はしましたが︑そう
いうときも朝鮮とか中国は． ︒中品も初めは僕は素通りでしたか
らね︒三原則に署名しなければ︑将来取り消すと欝われたときに︑

拶藤 それは最後の方に質問がありますが︑第二次中鷺根・改造内
閣が成立して︑先生が筆頭謝幹事長になられるときに︑山q﹇敏夫
・毅自由クラブ﹈幹事長が入閣をするということですね︒
楠 その前に繊蛸門誠一﹈さんが入りましたね︒それから︑総裁声

明を中歯岡根さんが出した︒ロッキード事件の判決の後でしたから︑
﹁いわゆる隈申氏の影響力を一釦排除する﹂という声弱を出したん

ですね︒そのへんで︑いろいろ伺うところがあるんじゃないかと思

そんな手を縛られるような国となぜつき合わなければならんか︑と
いって生意気に反発しておったんだから︒ですから初めは協力隊の
行っておる困だけをずっと歩いた︒
伊藤 やはり︑ソ連︑中国︑北朝鮮というのは横に置く︒べつだん

があったんでしょうか︒

九八三年﹈の暮れに総選挙がありましたが︑

だけど︑

﹇款自由クラブは﹈自費党を飛び出した︑いわば裏切

その面もあるけれど︑背に腹は替えられんような状況がいっ

海部

そうなんですか︒

そう思っていますよ︒

俘藤 でも︑ほかの議員さんの詣を闘くと︑薇自由クラブというの
は写象党の派潤の一つだという感覚だったというようなことを︒

ぱい膓てくるでしょう︒

海部

り者であるわけですね︒

楠

ゃえ︑ということだ︒

海部 議論もくそもない︑あれを連れてきて︑入れちまわないと︒
政治には数がとにかく必要だから︑新自由クラブでも何でも入れち

いますが︒新自密クラブとの連立に間しては︑党内でどういう議論

演説でそれを非難するわけでもないんですね︒
海部 勢難はしない︒だって舞難できないんだもの︒非難しようと
思っても︑塞翁を知らないから︒

伊藤 それをやったらまた左翼からいろいろ攻撃もあるでしょうし
ね︒

そしてその年﹇

■新盗宙クラブとの連立ーハ栽自由クラブの位置づけ︶
揮藤
これは先生は楽勝でございましたか︒
海部 いや︑楽勝なんていうこと．は今日までいっぺんもありません
けれど︑票だけは少しずつ増えていきました︒

伊藤

海部 それでご連絡係の佐々木義武が︑ちょっと手問がかかるよう
になったが薪自分クラブ係になって︑袋を抱えたり︑風昌敷を抱え

たりしていった︒ある白みんながやったら︑落としちゃったとかな
んとか︑面白い話が伝わって︑それで西岡﹇武夫﹈におれが注意し

俵道 じゃあやっぱり楽勝だったんだハ笑い︶︒
海部 選挙のたびに票が増えた︒それはありがたいことでした︒
伊藤 でもこのときは慈民党がかなり議席を減らして︑無所属で嶺
難した人を入れて︑やっと過半数になった︒これは中心根内閣の最
初の総選挙ですね︒中曽根さんもちょっとあわてたと思いますが︑

たことがあったんだ︒

政界というのはいろいろ面白い噂があるんですね︵笑い︶︒

これは団中有罪覇決があった直後ですからね︒

轡藤

いや︑噂じゃない︑本当だ︒

そのあと︑穀自由クラブと連立を組みますね︒

海部

落としたのか︵笑い︶︒結局与野党伯仲状態になりますね︒

楠
俘藤

伊藤

それはちょっと後だと思いますが︒

楠 少し後かもしれませんが︑選挙でいうと︑この選挙の結果を踏

それはそうです︒国会運営がぎくしゃくしてきまずから︒

でも国民運動本部長としては︑具合の悪い事態ですね︒
海部

まえて連立を組むことになりますね︒
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伊藤

それに︑遊説して何をやっていたんだ︑ということになる︒

海部 結果は︑遊説が良かったから︑悪かったからという︑国民運
動本部だけで全国のかさ上げはできませんからね︒それよりも︑そ
ういう風潮をつくっ．たもとが悪いんだ︒もとをただせという議論に
なりますからね︒

俘藤 もとを正すということで︑衆議院の政治倫理協議会ができる
わけですね︒

佐道 中善根さんの責任云々ということはそんなに出て来なかった
んですか︒

楠 だから総裁声瞬とかを出さざるを得なくなったわけですね︒
佐道 それで済んだんですかね︒
伊藤 それが最大の踏み絵だったんじゃないでしょうかね︒照中さ
門田中蕾根内閣輪といわれていたわけですからね︒

んの影響力を撲除するということですから︒
佐道

伊藤 そこに二階堂さんがいたということで︑二階堂さんがまたや
ら れ ち ゃ う わ けですね︒

佐道 一気に中門根さんを追い落として︑という雰囲気は︑当時の
党 内 に は な か ったんですね︒

海部 なかった︒どうなるか︑もっと悪いやつが出てくるんじゃな
い か と い う 疑心暗鬼もあった︒

佐道 選挙では負けましたが︑先生からごらんになって︑初期の中
菅 根 内 閣 に 対 しては．どういう評価をお持 ち で し た か ︒

海部 初期の中潜根内閣にはそれなりの期待もあったし︑ある意味
では︑形容詞で言うと颯爽としておって︑街頭演説なんかをやると
人も集まる︒だから自民党のためには︑これが一つの中興の酌みた
いな役を果たすのではないかと思った︒そして︑その後はちょっと
事志に反したかもし︑れないけれど︑自昆党の政策はいいけれど︑態

度が悪い︑姿勢が悪い︒だから政治姿勢を改めうという批判は︑政
策を取り上げてやっていくことによって解消できるのではないか︒

また︑解消するためにわれわれもやろう︑といって︑みんなが全国

に行ったこともありましたしね︒

綴政治倫理協議会

伊藤 それで結局︑翌年の政治倫理協議会ということになってくる
んですが︑この一連の動きには先生は関係なさっていらっしゃいま
すか︒

海部 政治倫理協議会というのは︑党を挙げて金銭と政治のあいだ
をきちんときれいにしなければならん︑それができなければとても

国艮の信頼を得ることはできないということで︑正式機翼の設置に
なっていったんでしょう︒このころ︑大先輩方にいろいろ︑どうや
ったら自民党が倫理を取り毒すために生まれ変わることができるか

と聡いた︒それで政治倫理協議会というのは各派からそれぞれ代表
選手を送らせて︑ここで決まったことは︑各派を通じて党金体に浸

これ億衆議院につくったんでしょう︒

透していく︑ということでやってきたと思いますよ︒
伊藤

海部 はい︑衆議院です︒衆議院につくったって︑衆議院の委員会
の理事何名︑委員何名を各派から巌してくれと必ず乏いますから︒
またそうしないで︑衆議院にできた委員会が︑党に持ち帰ったら覚
の⁝部だけだったということになったら︑またおかしくなりますか
らね︒それは十二分に配慮して︑このときは本気になって生まれ変
わろうという気もいくらかありましたから︒
滋藤 だけど実際問題︑その後を考えてみると︑政治倫理の問題は

今日でも次から次へとぼろぼろと出てくるものですね︒
海部 どうしてこうなるのかと思うほど︑次々と続いていますね︒
伊藤 だからいろいろ議論はされたんでしょうけれど︑そして若子
の箏亡しとかもいろいろおやりになったと思いますが︑なんで状況

これは選挙制度︑選挙の仕組みだ︒政治家というのはやはり

はあまり変わらないんでしょうね︒

海部
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ると思いますが︒いろいろと︑あれをしてはいけない︑これをして
はいけないというものをつくりましたが︑してはいけないといった
ら地下に潜る︒

横藤 裏がときどき蓑に壌て来て︑事件になる︒
海部 それから隣利きというのも︑慮分さえ関係していなければい
いんだろうというような甘えにも似た逃げがあった人が多いと思い

裏をかく人も出てくる︒

なる︒それが目頃の汚職︑疑獄が絶えない根底にあると思いますか
ますね︒

海部

らね︒

選挙に当選するということをぎりぎりの問題として考えるでしょう︒
そうすると究極にあるものは選挙だ︒選挙の究極にあるものは勝つ
ことだ︒勝つためには︑街頭に出て﹁人ひとりの有権者を説得する
か︑そんな手間のかかることはとても困難だといって︑そこからず
っと分かれてくるか︒どうしても楽な方へ︑楽な方へと流れるよう
になるんじゃないか︒楽な方へ流れると︑先立つものが要るように

伊藤 やはり少々の処罰を考えても︑民主主義に伴う必要悪といい
︒

掛口 口利きというのは難しいですね︒だって︑入学悶題とかでや
ったのも口利きでしょうし︑いろいろなレベルがあるでしょう︒そ

ますか

うすると︑選挙毘からの陳情は全部口利きになってしまう︒
海部 全部口利きになる︒僕はいっぺん真剣に考えてみたが︑選挙
区に行っていろいろ演説をする︒終わってからみんなと座談会にな

海部 これは僕︸人の意見かどうか知らんけれど︑ついこのあいだ
までは︑政治資金規正法できちんと正直に届け蹟さえしてあれば︑
だいたいのことは大罠に見てもらえるだろうという風潮があったと

岡じだろうと思いますが︒

闘いて活動しているわけですね︒それはイギリスだってどこだって

ないことをするのがいい︑ということになったら大変だ︒だから政
治家のところに何でも頼みに行けばいいんだといういまの風潮︑国
民全体の意識改革をしてもらわないといかんのじゃないですか︒
幌藤 しかし︑アメリカの議員さんだって︑みんな選挙民の要望を

点もいろいろなことで考えていかなければならんと思いますよ︒け
れども︑そんなことばかり言っておるとだんだん甘くなって︑良く

う人の期待可能性がなくなってしまうわけです︒だから︑そういう

といっても︑そういうときに︑ ﹁そんなことを言ったって︑それ
はいま禁じられておることだから駄鶏だ隔と言ったら︑今度選挙で
落とされたらいやだな︑ということで︑真面囲にやっていこうとい

んじゃないか︒だから真剣に考えたことがあったね︒

とき︑その人個入の利益に麗することとか︑その人が所属する職能
組合とか職域鑓体の利益になるようなことだったら︑それをきちん
と 所懸命やって成果を上げると︑対価を渡したということになる

﹁先生︑これを頼む﹂ ﹁あれを頼む﹂ということになる︒その

る︒

つ︒

思います︒だから︑政治資金規正法で厳しくしたということは︑そ
こを通ればそれでいいんだということにしょうと思ったことが

もう﹂つはやはり選挙制度が中選挙区で続いてくると︑お金が要
る︒そして派閥を運営するためにお金が要る︒その両方が相乗効果
のようになってきたという点があったことは間違いなかったと思い
ます︒

それではいかんということで︑いまわれわれは反省に立って︑い
ろいろなことを言ったりやったりしてきたわげです︒政治倫理をき
ちんと確立していこうということで︑集めたお金︑届け出をするお
金と遷一︒最近︑政治資金規正法違反でくくられたのはちょっと行
き過ぎじゃないか︑なんていまでもびっくりしているやつがおりま
すから︒罪の意識がないんですね︒それがそんなにいけないことだ
と窯覚があったら︑届け出のときからもっときちんとやるだろうし︒
伊藤 数年前から問題になった秘書疑惑の問題がありますね︒あれ
も似たような周題だと思いますが︑法を犯しているという意識があ

まりないんですね︑社会党にしても共産党にしても︒もちろん自民
党でもああいうことをおやりになっている方はたくさんいらっしゃ
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海部 だから僕だって︑このごろいろいろなことを頼まれるけれど︑
﹁それは︸つ間違うとすぐに新聞沙汰になるから君長だ︒駄囲なも

﹁どういう謡が筋道が通るんだ﹂と需われて︑困っちゃうんだ︒

のは駄霞だ︒やって欲しいことがあったら︑これこれこうだという
筋道の通る話を持ってきてくれ﹂といろいろ織縞いますが︑そうする
と︑

あんまり困っておっては︑政治家としての才能がないと言われるか
ら︑ 門よし︑うまいことやってやるわ﹂ということになるが︑その
うまいことというのが⁝番悪いことになるわけだね︒
俘藤 対価を求めれば一1︒
海部 対価をもらうということさえなければ︑たいていのことが通
ると思うんだけれど︒しかも一時期は︑もらった対価を全部政治資
金規正法で収入として届けておけば︑そこでお金の趣量・内容が変
わるという勝孚な解釈をした人がだいぶおったわけですね︒それは
駄屋だということが︑このごろようやく裁判例などで幽てくるわけ
ですから︒

揮藤 手足を縛られたようなもので︑どこまで活動していいかわか
らないという状態になる︒そういう逆の危険控もありますね︒
門それは悪いけれどいただ け な い ﹂ と か ︑

﹁それはお

海部 けれども︑そこは個々の人々の倫理観というか︑個々の政治
家の判断で︑

﹁いや︑それは駄自だ︑断る﹂とはっきり書う癖をつけてしま

断りする﹂というようなことを言い切ることだ︒霧島茶飯事のよう
に︑

︑ 尺 ば ︑ 案 外はっきり霞えるものなんです ね ︒

楠．先生の長い政治家生活の中で︑政治と金に関する問題は︑今も

漁鎖と全く同じではないね︒それは︑受ける方の立場のわれわ

着も全く同じだと思われるか︑それともだんだん世論が厳しくなっ
てきているとお考えか︑どちらですか︒
海部

れ が 変 わ っ て きたからだ︒

楠 厳しくなってきたということですね︒
海部 厳しくなってきた︒そして二分でみずからを戒めていくわけ
です︒これはやばいなと思ったら︑はっきりそう言って︑自分の態

度に表わさないといけませんな︒
楠 カネの問題をきれいにすべきだというのは正論ですが︑厳しく
すると︑今度は政治の中のリーダーシップのようなものに影響が出
てくるということもあるんじゃないですか︒
俘藤 つまり政治というものは︑どうしてもお金が必要だ︒そのお

金は政党助成金で︑国から出すという建前ではありますが︑それで
全部カバーできるわけではないでしょう︒
海部 政党助成金を出してあげているからそれで全部︑と雷われて
も︑できる人はごく︻部の入でしょうね︒残念ながら僕らも︑政党
助成金は党がいくらもらって︑値人にいくら渡しておるのか︑全部
明らかになっておらんものね︒党は党の経費を取るでしょう︒その
あとは︑これは議員〜人あたりに来ているものですから渡しますね︒
一人あたり︑正確に雷うと三千万とか四千万になるでしょう︒
佐道 このときの政治倫理協議会は︑自民党の各派閥の有力な人が

メンバーで入られたわけですね︒衆議院ですから野党も入るわけで
すね︒

海部 そうです︑国の機関ですから︒
佐遵 自民党も︑ロッキードの銀中さんの判決があって︑選挙に負
けて︑ということで︑これはちょっと真剣にやらなければいけない

なということでおやりになったと思いますが︑野党の方からすれば︑

これはチャンスということで︑あれこれ自浅党の手足を縛ろうとい
うことでいろいろなことを言ってくると思うんです︒政治倫理協議

会における臨書のことで︑邸象に残っておられることとか︑覚えて
いることはございますか︒

﹁倫理︑倫理といっ

海部 政治倫理協議会に︑野覚から出て来た論客は誰だったかな︒
あまり与党にとっては分のいい謡ではなかったね︒だからきれい事

ばかり言っている︒そこで金丸﹇信﹈さんが︑

ておっておまんまが食えるか︑おまえらは︒飼を言っておるんだ﹂
と霞って怒ったことが︑ワーッとニュースになったこともあったけ
れど︒
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伊藤 社会党も︑あまり自異党を深追いすると自分の方も傷を負う
あまり重箱．の隅を二つくようにきれい事を言い合っておると︑

わけですからね︒それはなかなか大変な誕ですね︒
海部

大変なことになりますな︒それじゃあ君のところは大丈夫か︑と欝
っ て 別 れ ると困りますね︒

撰藤 ついこのあいだもあったじゃないですか︒今度逮捕された議
員の秘書を喚闘しろとか言ったら︑社民党は︑土井さんの秘書をど
うするんだ︑と欝われて引っ込んじゃった︒
佐道 あの問題はいまだに残っていますね︒
海部 あれが教唆︑指導した張本人でしょう︑土井さんのところの
五島﹇暴子翻というのが︐それで逢発﹇清美﹈なんかはみんなあれ
の子飼いだから︑公金移転横領の方法を︑事細かにご指導されたと
いうんだ︒

俘藤 倫理問題は︑三本派が︸番お得意なところで︑三木先生ご自
身もそうだと思いますが︑これもあとあといろいろ事件が起こって
くると思いますので︑そのとき伺います︒

賑野党との関わり可︵石橋・社会党︶
俘藤 この時期になってくると︑敏会党が動揺してくるといいます
か︑特に防衛問題などではガタピシとしてくるわけですが︑社会党
などに対する関心は︑先生はおありでしたか︒
海部 当時社会党というのは︑いずれにしても自衛隊は憲法違反︑
戦争反対といい︑子供を戦場に送り出すなということを爲教組がし
ょっちゅう言う︒段の丸反対︑窟が代反対で︑きれいに線が引けて
おりましたから︑それが間違っているんだという立論をするのも︑
あのころはしゃすかったですね︒

傍藤 石橋﹇政嗣﹈さんの非武装中立論というのは︑ちょっと曖昧げ
な感じですね︒

海部 僕らも︑憲法の前文をずっと読んで︑やられたらどうするん
だ︑といった︒すべてを諸国民の公正と信義のに委ねるんだ︑とい
うことでしょう︒それじゃあ︑もし来たらどうするんだ︑それでも
来たらどうするんだ︒古来︑戦いの歴史というのはそういうものだ︑
来たら手をあげて降伏するのか︒最後はそこに行っちゃうんだな︒
手をあげて降伏したら︑何もなくなつちゃうじゃないか︒そこが弱
いところじゃなかったですか︒

撰藤 手をあげて降伏しても︑第二次世界大戦のときは︑属本はち
ゃんと復興したじゃないか︑あれで徹底的に戦ったらもっとひどい

霞に遭った︑という議論もあるんですね︒
佐道 社会党自体︑少し変わって来つつあるかなという感じでした

か︒理屈としてはおかしいですよね︑ 門違憲合法﹂というのはどこ

門違憲合法﹂というが︑合法であったら違憲じゃないんだ︒

から鐵してきたのかと思いますが︒
海部

違憲ということは合法じゃないということだから︑あの﹁違憲合
法﹂論は欝先だけの辻褄合わせ︒しかもそれは︑いつも鳥が鳴き花

が咲くということが大前提のβ本という恵まれた局地においてでき
る議論であって︑東欧諸飼のようなところに持って行ったらこんな

門共

ことを言っておられるか︒あのころから僕らはそう思って議論した︒
あのころの国会討論会で︑社会党もそういうつまらんことを言って
おる︒

あのころ﹁民︑王連合戦線﹂なんていう言葉があったけれど︑

﹁おまえらはみんな真っ赤になつちゃうそ︒飲んだ

産党と社会党が⁝緒になったときは︑いったいどっちがウイスギイ
の役割を果たして︑どっちが水の役割を果たすんだ﹂と僕は言った
んだ︒そして︑

﹁違憲合法﹂というのは︑東大の憲法学の小林直樹さんが最初

ら真っ赤になる﹂と言った︒

楠

だからあれは実体法と手続法という分け方ではいかんかもし

に言ったんですね︒

海部

れないけれど︑儒かそういうことを混嗣した間違いじゃないかと腎
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って︑言ったことがあったんだけれど︑残念ながらそれはまだ結論
欝藤

横山利秋というのは山事かな︒

海部 国鉄上がり︑名古屋です︒そいつらがある参議院議員の前に
行くとまるつきり頭が上がらなくなった様子を見て︑おかしいなと

が出ていません︒

佐道 理想を現実に無理やり合わせるために︑とにかく捻レ出した

組合まで帰ると︑横山利秋というのは県の地労の代表だけれど︑相

思った︒それは参議院議員は︑金国の委員長が出て来ているからだ︒

俳藤 ちゃんと法律によってつくられている自衛隊を全く無視する

んですね︒

わけにはいかない︒

々山﹇＝二︸とかいう全国委員長がおったでしょう︒その前に行く
と言葉遣いも正しくなるし︑直立磨墨になる︒ ﹁へえ︑組合という
のは︑こういう鉄の団結秩序がいまでもあるのか﹂といってよく冷

海部 しかし法律で決められた自衛隊を憲法違反だといって決めつ
け た の が 歓 会党ですからね︒

やかしたんだけれど︒

佐道

そうでしょう︒ ﹁それで結局馬鹿を見ておるのは社会党で︑

たいへんわかりやすいです︒

ウイスキイは共産党だ︒だから最後は真っ赤な色だけ残って︑靴会
党なんていうのはそのへんでわけのわからんことを言っておるん

海部

なことを例に撰きながら嫌うと︑わかりやすいから︒

海部 格好の批判材料になります︒だから︑さつき言った︑ ﹁どち
らが水でどちらがウイスキイの役を果たしているんだ隔というよう

くおっしゃったのでしょうか︒

ういう野党の状況は︑格好の批判材料になって︑そういうことをよ

ころまで先生の方には情報として入ってきていたものなのでしょう
か︒それから国民運動本部として遊説に行ったりするときには︑こ

も政界再編を考えますね︒七〇年代後半から野党連合の流れの中で
ゴタゴタしていたと思いますが︒こういう退きは︑尋常に細かいと

佐道 この時期社会党が﹁違憲合法﹂とかよくわからない議論でふ
らふらしている︸方で︑昆祉党は自罠党との連合︑合隅のようなこ
とをぶち上げてみたりしているわけですね︒おそらく霞畏党が選挙
に負けて実質的に新自由クラブと連合するという状況で︑野党の方

●野党との関わり2︵民事党︶

夢藤 だからこれは︑少しスタンスが変わってきたんだというサイ
ン の よ う な ものですね︒

い ︑ み た い な感ごですね︒

楠 存在意義を認めるということでは毛頭ないんですね︒自衛隊の
役響を積極的に評価しているのではなくて︑あるものはしようがな
伊藤 まあそうですね︒社会党の議員さんとは︑個人的に謡をする
というチャンスはないものですか︒
海部 僕の場合は︑そんなころまでは議員宿舎というところに住ん
でいまして︑歯茎風贔の時代ですから︑夜︑風昆に入ると︑そこに
入ってくるんだ︒そこでいろいろ話もしましたから︒テレビに出て
からよく喧嘩をするようになった石橋政嗣だって︑あの頃は宿舎に
じゃあ︑石橋さんと認をしたりしたんですか︒

おったんだ︒

俘藤

海部 はい︑侮園も器をしたことがある︒
楠 どういう方ですか︒なにか非常にエキセントリックな感じもし
ますが︒

海部 エキセントリックな感じがある︒声もときどきエキセントリ
ックな声を出す︒

僧宝 あと︑社会党の議員で印象に残るような方は誰ですか︒多少
なりとも個人的に関係があったような人では︒

海部 あのころ︑あまり有名人ではなかったかもしれんが︑横山利
秋 と か 加 藤 清二とかいたね︒
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だ﹂と言ったら︑バーツと拍手が来たものだな︒そうするとそれを
聞いて︑委員会で頭ごなしに叱られたこともあったしね︒
伊藤 民社党が新自由クラブと問じ時期に連立を組もうというアプ
ローチがあったはずなんですが︑蔑社党といえば︑本場は名古屋な
春 ヨ ︸幸さん︒

んですね︒

海部

偶藤 あのへんにはかなり強い基盤がありますね︒先生は浅仕党等
と の 関 わ り はいかがですか︒

﹁いつでも連立政権をつくって協力をするこ

海部春屋一幸さんとか︑その家来の塚本三郎なんていう忠実なの
が三社におりました︒あれは昔は祉会党の右派といったんです︒そ
れでどちらが先だったか︑春臼一幸さんはとにかく面白いおやじさ
んで︑あのころから︑
とにやぶさかではない﹂というようなことをちらちら匂わせながら︑
しばらく経つと﹁貴殿︑いっぺんしんみり蕗をしよう﹂なんて言わ
民被にはやる気があったんでしょうね︒

いから︑審議再開は不肖罠社党からまけてみせるといってやってく
れんか﹂と頼みに行くと︑ ﹁こんな時ばかりおだてても駄霞だ一な
んて言っておるけれど︑あとになって連絡が来て︑ ﹁いつごろ応じ

たらいいんだ﹂なんていうことを闘いてくる︒

こちらも真漏罵に︑当時の国対委員長や議運の委員長を集めて相
談する︒そうするとみんな一刻も早いほうがいいと書うに決まって

いるから︑すぐ開けということになる︒そこに行くまでのあいだに︑
まあ個人的ないろいろな難しい閥題があったので︑それを﹁つずつ
︸つずつ片付けては︑やっていったわけです︒そういうことが国会
対策の裏の︑比較的きれいなドロドロした面ですよ︒
俘藤 まあ民社としては︑自民党と連立を組んでやっていく以外に

塗下

海部

その三尊さんや塚本さんとの関係から見ると︑先生は対民社

もう根本的に違いますね︒

覧たちは社会党とは違うんだということだ︒

生きる道はないと思ったでしょうね︒

佐道

のパイプというんでしょうか⁝一︒

海部 対畏社の役割はよくやらされました︒それは結局︑日頃の人
命関係でありますから︑電話をかければ︑会議中でもすぐ出てくれ
るし︑予算委員会でえらい怒っておるときでも︑癸書眉の横に行っ

て︑ ﹁ちょっと先生︑用があるから﹂というと︑廊下まで肩を揺す
って出て来て︑ ﹁何を申し上げる？扁といって︑話を聞いてくれる

わけだ︒そういう関係になるまでが︑国会対策委員会の第一線とし

ては雰常に重要であったということですね︒

佐道 先生は正式な所属として国対ということではない時期℃も︑
そういうことをされるわけですね︒
海部 はい︒官房副長官のときも︑國対の頃の財巌を活かしてやり

ました︒それは少々立場とか形が変わっても︑最後は人間関係です
伊藤

国対のときだけつき合って︑国対が終わったら﹁はい︑さよ

團対のときだけ︑ということはないわけですね︒

からね︒そう思います︒

海部
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れて︑なんの話だろうと思って行くと︑そういうようなことさ︒
伊藤

海部 佐々木良作にも会いました︒それから永來英↓︒あの遮中と
は︑僕は国会運営を通じても︑あるいは国幾乱言を通じても︑よく
器をしました︒

俘藤 罠社は︑諾がわかるわけですね︒
海部 われわれから見ると︑わかる組であった︒ですから国会がも
めてくると一⁝︑委員会で︑いまでも火島﹇理森︺の秘書の証人喚
問問題で︑審議に参加しないなんて元〆党がやっているでしょう︒
ああいうことになると︑動かさなければならんわけです︒そうする
門すまんけれど︑・動けてくれんか︒こ

と一党ではいけないから︑どこかが賛成すれば動く︒そういうとき
l ら は ま ず艮社に行って︑

﹇評価

が︺うんと高くなるから︑出て来て︑何を叱りつけてもらってもい

だという評価は︑いつも先生が言っておる通りじゃないか︒

れでは国会がみっともない︒国民からはみんなまとめて面倒見られ
ちゃうから︑そのときやっぱり野党の中でも話がわかるのは罠社党

．に

うなら隔では︑それは信頼が︸挙になくなりますから︒
楠

海部

できません︒それを強行すると︑またいつ分裂するかわから

党内国対ですか︵笑い︶︒

民主党の中にこそ国対が必要なんですね︒

んし︒

佐道 そういう方はいら．っしゃいますか︒例えば国対をやっている
ときは〜所懸命やっているけれど︑国対をやめたらバタッという人
伊藤

その点︑公瞬党は羨ましい政党だな︒

は︒

海部

まあ他人のことはあまり露えないな︒

親玉がいいと書ったら︑みんなそれでいいわけだから︒

海部
海部

公明党と共産党ですね︒

楠命令一下ですから︒
佐道

共産党も最近はちょっと怪しいんじゃないかな︒

躍中落根・教育臨調

俘藤

俘藤 でもみんなそれは財産だから︒
演部 そんなことをやることはないと思いますけれどね︒
楠 それでは政治家になれないでしょう︒
佐道 その傾向の方がけっこういらっしゃるのかなと思いまして︒
俣藤 いまは桂会党と自渓党の時代のようにパッとうまく分かれて
いないで︑民主党の中に陶社会党も吸収されて︑葬常に曖昧なこと
になっている︒だから︑いろいろなパイプが複雑になっていそうで
すね︒︑

伊藤 中曹根内閣の一つの大きな目玉として︑ コ九八殴年三月﹈
教育臨調をつくりますね︒これには関わられましたか︒
海部

はい︑二曲日根内閣の頃は︑私はたしか政調会の文教制度調査

海部 民主党といっても︑僕が一番象徴的な例としていつも申し上
げるのは︑国旗国歌法案のときだ︒畏重富の態度は一票差ですね︒

会長か何かを受けていた︒あるいは文部大臣をやったあとですから

たから︒

佐這 申姜根内閣における文部大臣の前ですね︒
海部 いずれにしても政調の文教堂詞にはいつも顔を出していまし

O

五〇対四九︒あれは国のシンボル︑国の歌︑基幹でしょう︒それが
まつ二つに分かれて平気なんですから︑ずいぶんあると思う︒

それはよその党のことばかり貯えませんが︑臓器移座法案のとき
には︑みんな違うんですよ︒みんな確信犯だ︒ 門それじゃあ党議拘
﹁いい﹂といって外した︒それ

伊藤

束を外したらいいか﹂というから︑
は 後 降 の こ とですよ︒

海部 教育臨調の中には入っていません︒それは文教舗度調査会の
ほうで対心したわけです︒それで中曽根さんの教育改革を助けなけ
ればならんということです︒

ゃないですか︒

臨時教育審議会ができて︑その委員にはなられていないんじ

ちょっと僕の頼み方が悪かったんだけれど︑頼んだ入がまさか反
対しないだろうと思って︑梅原猛さんに﹇脳死臨調に﹈入ってもら
っ．た︒先輩だし︑日頃仲良くしておるから︒やってもらったら︑臓
器 移 植 法 案 反 対なんだ︒

僧藤 中曽根さんはいろいろおやりになったんですが︑絡粟として
は︑このときの教育臨調でいろいろ議論したことは︑いまでも実現

﹁あんな

ものは人聞の尊厳に反するからいけません﹂なんていう︒困ったな︑
と思ったけれど︑しょうがないな︒それで投票のときも党議拘束を

していないことが多いんですね︒

﹁先生︑反対か？漏といったら︑

かけずにやったら︑票はバラバラに翻れましたね︒

所懸

海部

あのとき藤罷正行というのがおって︑中に入ってきて

伊藤 党議拘束をすることが︑そもそも民主党では難しいんでしょ
うね︒
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門海部

命右寄りの案を出して︑結局おかしくなつちゃったんだ︒時系列的
なことはもう︸嗣調べ痩してみなければいけませんが︒
俳藤 報告書は一応出たんですね︒中等教育の入試の多嫌化とか︑
教貰の試補釧度とか︑教育の複線化とか︑いろいろなことを提訳し
たんですが︑全然駄罵︒全然ということはないでしょうが︒
先生は﹈これ自体には痘接関係なさらなかったということですね︒
演部 部会の環場︑調査会の方でやりました︒
佐道 文教制度調査会では︑かなり連勲して議論されてこられたん
ですね︒

海部 そうです︒文部省からしょっちゅう︑作業の進行状況や進展
状況を闘いて︑議論もしました︒その中夏摂臨調のときは︑中曽根
内閣だから福二内閣のあとだ︒橿田内閣のときは僕は第一骨導﹇の
文部大窪をしたわけ﹈だけれど︑第二華屋の文部大裏になる前のと
ころですね︒だから文教軽度調査会長で協力しておったということ
です︒

揮藤 そこで︸番議論になったことで︑ご記憶のあることはありま
すか︒

海部 中三根さんは︑基礎研究の峰を高くしろ︑といったな︒それ
は︑結果だけ見ると︑今度でも嶺たったと思うんだね︒ノーベル賞
はそれが理由ではないかもしれんが︑数が増えた︒あれに対しての
批判は︑学会の中にはあるけれどね︒けれどもそんなことは抜きに
して︑基礎学問の研究が日本には足りないということで︑基礎研究
がもっとできるようにして欲しいといった︒小学校や中学校のこと
は︑あとになってからいろいろ︑非行の閤題が出て来たり︑心の教
﹁曝本の国の教育で遅れておるのは︑基礎薪究の峰が低いとこ

育と言い謁したんだけれど︑その前に中払根さんが雷つた一番初め
は︑

ろだ隔ということです︒ ﹁大学院教育をよくしなければならん︒初
等教育︑中等教育は︑臼本の場合全部平準化されているから︑箸に
も棒にもかからない子供はほとんどいないはずだ︒けれども上にあ

がっていくと駄§になる︒どうして十八歳から鑓本の教育は羽翼に

つ考え直してくれ︸ということでし

そうやって中曽根さんと直接謡し合うということはしばしば

なるのか︒海部慰︑そこから
た︒

伊藤
海部

内閣にお入りになる前は一︒

しばしぼありました︒

あったんですか︒

便藤

海部 内蜀に入る前は︑あの人は昔から派閥のことを言えば三木派
ですから︒三木派の青年将校ですから︑しばしば︑朝食会ではなし
に︑謡し合いもしました︒言っては変ですが︑私の結婚式のときに
はあの人が名古屋まで乗り込んできて︑翌春祝辞のトップをやって

くれたというようなこともあったものだから︑ ﹁第のような気持ち
で今旨は結婚式に来ました﹂と言って演説をしてくれたことをみん
な覚えているんだ︑うちの選挙区の入たちは︒ただ愛知県には横井
太郎という代議±がおって︑その横井太郎という入が中善根派の代
議士だった︒

俘藤 それはなかなか難しい︵笑い︶︒
海部 そして議員会館でいくと︑僕の隣の隣が中曽根さんの部屋で
すから︑暇なときはちよいちょい行った︒あそこに︑老恥田﹇義
彦扁さんという人が秘書でおって︑それが後貝i︑まあこれはい
いや︒例の事件になったときに向こうのほうと取り次いで︑一番因

縁が深かった秘書だったということになりますね︒

それは抜きにして︑いろいろ話をする機会もあったし︑あの人が
侮を考えているか︑どんなことを言おうとしているか︑よく闘いて
いました︒中雪根さんの﹁青雲塾﹂といいましたが︑高崎まで応援

に行ったことがあるんです︒記念講演をやりに行った︒まだ当選し
てすぐの頃です︒僕がついておった河野金昇という先生とは︑中瞥

根さんが露虚昆主党に来るもっと前の魍民協同党の頃︑同じ贋属で
すから︑したがって昔から詣もよくしたし︑伸も良かったというこ

中華根さんは門弟として﹂と言ったんですか︒

とです︒

伊藤
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海部

ああ︑

﹁弟のような気持ちで︑

た﹂という祝辞をやってくれた︒
伊藤

今馨はこの結婚式にも来まし

﹁海部さん﹂と言うんですか
﹁海部悪﹂という︒昔からそうだから︑しょうがないですな︒

じゃあ中善根さんに対しては門申等根君田というんですか︒

二 入 で会うときに︑

俘藤
いや︑書わないです︒

海部

海部

門中豊根ヒトラー﹂と醤われるように︑説線されることがあるから︑

危なくてついて行けないと若い連中が言うところもある︒

あのころ河野洋平とか西悶武夫とか藤波孝生とか︑ああいうのが
文教でわれわれの周辺にずっとおったわけです︒それらと話をして
いると︑中螢根さんの危うさというか︑勇ましさというものに対し

海部
そ れ は昔からですか︒

それはそうさ︒それは一目置かなければ︒

海部

俘藤

海部

俘藤

中瞥根派だけれども︑そちらのほうについては︑ ︸差退いて

中蛍根派なのに︒

はい︒

藤波さんも︑ですか︒

て︑みんながそれなりに一歩身を退いたものを持っておった︒

俘藤
昔から︒

門中曽根さん﹂と言うんですか︒

海部

やっぱり先輩だから？

償藤

俘藤
大先輩だから︒

佐道先ほど藤尾さんがいろいろと膚の方に醗っ張ったとおっしゃ
いましたが︑中曽根さんの考え方とまたちょっと違うところに藤尾
さんがいらっしやるわけでしょうか︒
海部 そう︑藤尾はもっと右でしょう︒
佐道 そうすると中醤根さんがいらっしゃつて﹇その右に繍藤尾さ

はい︒その代わりあの先輩も︑僕の言うことはできるだけ闘

ないか﹂

海部

門大﹂が付くんですか︒

いてくれた︒ こっちは言うことを聞かなかったけれど︒ ﹁派調へ来
と言われても行かなかったから︒けれども︑芸術議貴連盟

んがいて︑反対方向に先生たちがいらっしゃつた︒

いた︒

海部

の会長をあの人がやっておって︑ 門海部君︑きみ︑すまんけれど替

海部

ではありませんから︑三木派ですからね︒

しかし藤波さんというのは︑麗の方なんですね︒
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伊藤

わってくれんか﹂ と謡われて︑僕は芸術議員連盟の会長を受けた︒

伊藤

そう︑河野洋平や藤波がいるということです︒私は歪曲囲根派

そして絵を描いて︑ このあいだ中国に待って行って︑絵の展覧会を
やったり書の展覧会をやったりしてきたんです︒

海部 いや︑神社神道のあれだから︑ある一部では野望に右ですけ
れど︑しかしいわゆる一般の政策論争や政治理論をやるときは︑彼

それを中曽根さんから引き継いだわけですか︒

乏 き 継 いだわけです︒

は好んでハト派のほうに来ておりました︒

海事 藤尾だってあの三代じゃないですか︒
楠 その盤代的な差ということを意識されたことはありますか︒
海部 わざとそんなことを意識したことはありませんが︑話をして

か︒片方の中留根さんは主計少佐か侮かで戦争体験がある︒

炉藤 そうですが︑どうもよくわからんですね︵笑い︶︒
楠 先生と中冠根さん︑あるいは中曽根さんと写本﹇敏夫嗣さんと
か藤尾さんと違いというのは︑姫代的な違いもあるんじゃないです

い ろ いろ因縁があるんですね︒

海部 そういうわけではありません︒中蕾根さんの考え方をバック
アップしょうなんていう気持ちは︑悪いけれどハなかったです︒い
いところはうんとバックアップして行く︒しかしあの人はときどき

れた︒

そうすると︑文教舗度調査会では先生を申送に︑中曽根さん
の考︑尺方をなるべくバックアップしょうという形で議論をしておら

だから違うところでは︑交わるところがあるわけです︒

山海伊海俘
道部藤部藤

おって︑結栗としてとか︑結論を出すときになると︑ああそうか︑
．そういうことか︑中蕾根さんのやることはやっぱりヒトラーだな︑
みんなが欝うとおりだ︑と思ったこともままありました︒
佐道 そうすると︑申曽根さんの教育臨調が始まって︑先生たちは
文教制度調査会にいらっしゃる︒教育賄調の議論の方向綾歌につい
ては︑先生方の考え方からするとちょっと違うそ︑という目でずっ
と晃ておられたということになりますか︒
海部 あの人はそう自分の考え方をしゃにむに出して引っ張って行
こうという人ではない︒中曽根さん霞身が鐵て来て︑自分の考えを
説いたということはほとんどありませんから︒だから文教合嗣へ行
って︑われわれと噴喧聴講やって︑本当にバカヤローまで口に出る
ぐらいまで誉い合って議論して引っ張った人たちは︑ちょっと違う︒

藤尾正行もそうだし︑森山欽司なんていうのもおった︒彼もウルト
ラ．コンサバティブだな︒決してハト派じゃないですよ︑三木派で

かね︒自悪党の内部自体が︑戦国時代というよりも官僚化していく
ということは感じますね︒

海部 そうですよ︒そしてみんな⁝人ひとりがこぢんまりと辻褄を
合わせて︑自分の専門分野と称するものをきちんと握る︒専用分野
を握るということは︑いまから思えば︑それにつながる利権も握っ

て︑落ちないようにしでおくということでしょう︒
楠 族議員化ということですね︒
海部 だからあれが一番駆治を悪くしたもとだと思います︒僕はそ
ういう意喋で︑国会対策とか議運を長くやっている人たちは︑族議

員にならんわけです︒ならんのではなくて帆なれないんです︒そこ
へちょろちょろ勉強しに行ったり︑相談に乗ったり︑深く突っ込ん
で知ったり︑いろいろなことができないわけでしょう︒金天候戦闘

機は忙しいから︒そういうことだと思います︒
伊藤 じゃあ海部先生も︑本格的には文教族というところにうんと

首を突っ込んで︑ということでは必ずしもないんですね︒

海部 結果としてみなさんがそうおっしゃったというだけのことだ
が︑顧みると自分も文教は長くやっておるな︒大学法案とかいろい
ろなこともよく考えてやったし︑文教のシンポジウムや文教がテー

マの勉強会北はよく幽ます．そういうときにそのことを勉強すると︑
やはり文部省を呼んで︑文部省の考えを闘いたりしなければなりま

せん︒そういう意味では突っ込んでいったな︑と思います︒

けれど選挙区の関係があるから︑中小企業のことを放っておくわ
けにはいきませんし︑繊維産業のことを蔑ろにするわけにはいきま

せん︒だから誰でもそうでしょうが︑自分の選挙区と蘭連のあると

ころを勉強したり︑突っ込んだり︑掘り下げたりしてその導門家に
ならないと︑選挙のときにはあまりいい影響がないんじゃないです
かね︒

繊韓国・全斗換大統籟の来臓
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あっても︒

あまり派閥とは醐係ないんですね︒
そういう人たちと先生方ががっぶり四つに組んだわけですね︒
何が争点だったか︑お聞きしたいところですが︒

森山さんは教科書問題に熱心でしたね︒

滋藤
楠
佐道
俘藤

あるんでしょうね︒ただ歴史観なんていうことを言える人は︑

佐道 議事録とかがあると面白いですね︒
楠 やはり歴史観の違いがあるんですかね︒
海部

少なくともわれわれの十年ぐらい先輩までだ︒竹下のところに行く
と︑ちっとも歴史観なんてありゃせんもんな︒片足軍隊に突っ込ん
でおって︑片足戦後派で︑精神的混乱の最たるものじゃないですか︒
われわれのちょっと上だから︒だから世代で歴史観を見ようと思っ
たら︑十年ぐらい先輩でないと︑ちょっと難しいんじゃないですか
C寧広大な発想をする人が︑われわれの十年前ぐらいまではお
俘藤 気宇壮大というよりも︑実務的になってきたということです

ったけれど︑その後だんだんなくなってきた︒

憩。

俘藤ちょっと話を変えて︑全斗換大統領が國賓として日本に︑．
□九八四年﹈九月にやってまいりまずけれど︑こういうことは先
生はあまり関係がないんですか︒

海部 全斗換という人は一︒ ﹁お言葉﹂闘題は内閣宮樗でいろい
ろやっておったことは覚えておりまずけれどね︒こういうことをや
るのは内閣官樗の仕事ですね︒井出鷲太郎﹈官房長官のときには
僕も副長官で︑ずっと下働きはしていましたから︒あのときは法舗
局長官なんかも入れて︑どういう門お欝葉︸にするのか︑というこ
と の や り と り もしました︒

掛藤 そういう場にいなければ︑特別にこういうことには蘭わりが
ないんですね︒

海部 あまりみんな関係しないんです︒
伊藤・傍観というのも変ですが
︒
海部 傍観というよりも︑委員会にも係らない問題であるから︑特

別闘心のある入とか︑特別意見を持っている入は別だけれど︑さも
ない限りは︑宮房の文書課長あたりが清書したものを持ってきて︑
こうなっております︑これはこういう意味です︑ということを説馨
しに来る︒それを聞いて︑そうかという︒
．僕の場合はだいたいそういう説明を曳くときは︑三木さんの家に
行って︑そこに説明に来たり報告に来るのを︻緒に聞いておって︑

そしてだいたい頭に入れていったんですから︒こういうときもあま
り卑屈になった言葉を使うな︑というあれが来た︒右寄りの団体か
ら︑．︑しっかり頑張ってやってくれというのがよく来たものですよ︒

佐道 その右寄りの量々の入ですが︑教育改革を巡っても議論をさ
れている問題にもつながると思うんですが︑七〜年に陛下が訪欧さ
れたときは︑センチメンタル・ジャ⁝二⁝で行かれたら︑英翻での
スピーチでエリザベス女王が第二次大戦のことについて触れられた
のに︑霞本のほうは金野戦争のことについて触れなかったから︑瞬
本はどう考えているんだ︑ということが議論になりました︒それで
七五年にアメリカに行かれたときに︑どういうふうに述べるか︑と

いうときに先生が窟房副長官で︑いろいろとさつきの門お言葉﹂で

議論をされたと思うんです︒墜下が外国に行かれるとき︑あるいは
国賓が降本に来られたときに︑陛下が戦争の聞題と闘凝していると

ころでいったいどういう言葉を述べるかというのは︑かなり政断的
には関心が高く︑ジャーナリズム的にも関心が高かった命題になっ
ていたと思うんです︒

さっきの右寄りの人たち︑かなり保守的な煮たちは︑あまり変な
言葉をお話しになってはいけない︑という議論もあったと思うんで
す︒その意味で︑韓国の大統領が初めて霞本に来るわけですから︑
そのときに陛下がどういう﹇お言葉漏を言われるのかということに
は︑けっこう関心があったと思うんですが︑先生ご自身は︑こうい
う間題についてはどういうふうにお考えになっておられましたか︒
海部 あのときはむしろそういう難しいややこしい關題は︑学者や
窟房長宮が対応した方がいいと︒井繊⁝太郎さんが︒そしてできた
ものを詩ってきて︑ ﹁これより言い方はないのか﹂とか三木さん自
身が自分の意見を述べたときに︑井出さんは歌人だから︑醤葉も深
い詳しいものがあるわけです︒そこにときどき︑いま思うと永井

門道雄﹈さんが出て来て︑意見を挾んでおったことを思い出します
ね︒だから間違っても右寄りの人が筆を入れには来なかった︒だか
ら右寄りの人が見たら腹が立つような文章でも︑三本内閣に関する
限りは︑井出さんと永井さんとかいう連中が集まって書いているわ
けです︒

籍を先に進めます︒いよいよ総裁選挙ということになってま

膿二重蛍擁立劇
俘藤

いります︒前節お話を伺ったときに︑河本さんはかなり一所懸命お
やりになって︑あとへの布石を打ったという感じになるわけですね︒
今度は中曽根さんが出られて︑弥久派がまた非常に複雑な動きをし
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て︑こ階堂さんの擁立問題があって︑安倍﹇晋太郎﹈さんも出る︑
富澤﹇喜こ．さんも出るということで︑いろいろぐじゃぐじゃする
わけですが︑このときの政治状況をご詑憶でしょうか︒

海部 いろいろなことがありましたね︑あのときは︒おっしゃる通
伊藤
三 木 派です︒

このときはまだ三木派ですか︒

り︒

海部

俘藤 三木派としては︑河本さんが出たいわけでしょう︒
海部 河本さんが出たいといっても︑派調が小さかったから︑準備
も何もなしにいきなり出るわけにいかんし︒
伊藤 三木派としては︑この前河本さんが繍てやったのに︑今度出
さないというわけにもいかんでしよう︒

海部 ㎜回幽て︑そして負けて一︒思い出せんわ︑こんがらがっ
て︒

佐道 このときは﹇総裁﹈選挙をやらなかったんですね︒
楠 最終的には一年選一するんですが︑その前に︑選挙で勝つため
に門死んだふり解散﹂をするんですね︒それが入六年七月ですね︒

佐道 これは八四年の話で︑十月に自民党の最高顧問懇談会で話し
合いによる総裁選出︑ということになったんですね︒
俘藤 みんな出るか︑出るかといってやっていて︑結局写し合いで
中曽根さんと決まったんですね︒
佐道 それでもめて︑鈴木さん︑福沼さん︑二本さんも幽ようとす
るけれど︑再選の結論を持ち越すとかいろいろするんですが︑結局
十月の後単に︑各派執行部が中曽根再選で合意する︒
頭書 結局︑対抗馬を立てないわけですね︒

﹇中曽根総裁﹈任期延長一年と

佐道 その過程で二階堂さんの擁立問題とかが出てくるわけですね︒
海部 二階堂擁立問題というのは覚えているけれど︒
俘藤 二階堂擁立問題というのは二回ぐらいあるんですね︒このと
きは﹇中曽根﹈再選で︑そのあと︑

いうのがまたあとであるんですが︑これは再選のときです︒

佐道最高顧闇懇談会で︑話し合いによる中碧根総裁選崇覆し

たんですが︑公開．民社の両党が二階堂さんを擁立しようという工
作をして︑二階堂さんも溺中さんに申羽根再選はおかしいんじゃな

このときは矢野﹇絢磁﹈・竹入門義勝﹈と春日一幸が入って︑

いかと批判したりということで︑いろいろゴタゴタしたんですね︒
海部

やったんだな︒

楠この二階堂擁立のときは︑蕾さんも三木さんも︑擁立の動ぎ
そうですね︒

に同調しているんですね︒
佐道

俘藤 じゃあ︑先生は渦中にいるんじゃないですか︒
海部 いや︑渦中すぎて真っ白になつちゃっている︒
楠 ここは先生にご整理いただいて︑お話を伺いたいところですね︒
臨画 そうですね︒二階堂さんといわれて︑このときのことで何か
思い出せることがありますか︒

海部 二階堂さんの擁立運動があったことはそうであるし︑そんな
ころ︑民社の隻木良作が申に入って動いていたし︑おれもお使い
に㎝回行かされたこともあった︒公明も二階堂擁立の気になった︒
そうしたら︑それをたしか金丸さんがぶつ壊したんだな︵舗 そう
ですね︶︒それで金丸に会って話したら︑ ﹁あれは駄露だ︑われわ
れはとても急に方向を変えるわけにはいかん︑A薗はこれで行くん

中曽根で行くんだということですね︒

だ﹂という︒

伊藤

決めた以上︑行くんだという︒

⁝⁝階堂擁立の主役は︑私が調べた限りでは公明・畏社よりも︑

海部
楠

むしろ鈴木薔幸さんなんですね︒鈴木さんの中三根さんに対するジ

ェラシーみたいなものが引き金になった︒

辞めてから︑ちゃんと自分を立ててくれない︒

立ててくれないし︑ 門屡米関係は鈴木政権のときには最悪だっ

趣藤
楠

た﹂という批判をするわけですね︒それで鈴木さんがカチンと来て︑

八四年方に鈴木さんが韮泉から欝したその足蒲中さんを訪問
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して︑二階堂総裁擁立を提案する︒だけど弱中さんは中曽根支持で
あった︒それで最終的には⁝⁝贈堂さんの擁立に瀾しては︑金丸さん
あたりがつぶして︑それで金丸さんが浮上してきて︑幹事長に就任
するという流れのようですね︒
海部 金丸がつぶして︑というところあたりは︑僕も覚えておるん
だけれど︒

楠 鈴木善幸さんについてはあまりご存じありませんか︒
游部 蓉幸さんについては︑善幸さんとの中に入ってやっておる人
がいなかったから︒金丸さんのことは竹下を通じて全部わかるし︑
金丸さんと直接話もしたし︑いろいろ聞いてもおるけれど︑鈴木善
幸さん門と私とのあいだに入るの﹈はせいぜい霞中六助だ︒それで
初めに鈴木善幸が﹇総裁に﹈なるときに︑六助が僕らを集めて︑
鰍ﾞよ︑その気になっておるから輪といった︒ ﹁ほんとか﹂とい
ったら︑ 門本当だ﹂という︒そういう話を聞いたりしておったけれ
ど︑あとのことはよう知らんわ︒
じゃあこのときは三木さんもその気になったんでしょうね︒

そ の よ う ですね︒

俘藤
楠

海部 そういうことをからめて︑佐々木良作や竹入が︑三木さんの
ところにもいろいろ物が言いたいといって︑どこかで設定してくれ
とか会わせてくれとか︑いろいろなことがあった︒それは事実でし
たね︒

伊藤 まだ先生として︑自分の意志でああだこうだと動くようなこ
と で は な い ん ですね︒

海部 まだそこまでしません︒壊しちゃってくれたから︒
伊藤 やっぱり先生が動かれたということは︑三木さんがその気に
な っ た と い う ことですね︒

曝そう︑三木がその気になってやろうというときしか・僕らは
あまの軽率には動かなかったということです︒

楠 八七年の竹下内閣のときに︑二回露の二階堂擁立鮒があるんで
すね︒

便藤 そのときは茶番になつちゃうんですね︒でもこのときは︑あ
る程度一︒まあこのときも︑二階堂さん隔日が趣味だといってい

る野中さんが反対しているんだから︑実現するはずがないんですが︑
みんなが勲いたから︒

佐道 年衰風に言うと︑かなり急激にドタバタしているんですね︒
十月十六臼に自罠党の最高顧間懇談会で詣し合いによる総裁選出で
一致する︒そして二÷七艮に二階堂さんが午前中に匿中さんに会い
に行って︑限申さんの申曽根支援を批粍する︒その中で︑公明・渓
社両党が自分のことを擁立しているということで︑爾中さんと二階
堂さんが激論をされる︒岡じ二十七濁に自民党の執行部各派実力者

会談というのが︑岸信介さんが座長になって行なわれて︑金丸ざん
は中讐根再選方針を説明するけれど︑二階堂さんは党の現状はおか
しいと言って批判して改革を要求して︑それに鈴木さん︑福霞さん︑

河本さんが同調して︑再選についての結論は出せないということで

持ち越しになる︒そして同じ冒に︑公明・罠社両党も連合政権の工

作を進めているんだということを認める︒

翌銅︑自民党執行部の各派実力者会談が再器されて︑中曽根さん
が﹁党改革をきちんといたします﹂という誠意を表瞬されることで︑
中層根さんが再選されるという合意ができた︒そして三十一貝に決
揆藤

そう︑毒中の影響力欝除宣言をどこかでして︑それが皿つの

その老きに︑田中さんの影響力を排除するという声明を一︒

定されるということです︒

海部

タ⁝ニング・ポイントになった︒多少覚えておるね︒それはどこで
やったことになっていますか︒

俣藤 量口阿顧閤会議でしょう︒たしかそうです︒だから二階堂さん
もいたわけです︒そういうゴタゴタの中で︑先生は三木さんの意を
受けて︑いろいろ動かれたわけですね︒
海部 そうそう︑三木さんの情報を集めて報告した︒目や耳の役を

手もやったんでしょう︒連絡とか︑そういうことをおやりに

果たしておった︒

僧藤
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「

佐道 九月十二に︑鈴木派から富澤さんが﹁度総裁選出馬を表明さ
れるんですね︒にもかかわらず︑鈴木さんは︑楠先生のお話による

なったんですね︒

海部

命されたんですか︒

会長︑藤尾さんが政調会長︒先生はその一二役と同時に副幹事長に任

の前に三役はできていますねゆ金丸さんが幹事長︑宮澤さんが総務

伊藤

やっぱりそういうことなんでしょうね︒

門 鈴木善幸は﹈宮澤さん︑嫌いな ん だ ︒
頼む﹂

だいたい幹事長が決まると︑自分と気心が合わん副幹事長が

と︑二階堂さん擁立のほうに走る︒宮澤さん擁立ではない︒
佐道
そうだ︑それは多方面を瞬んでやっているんじゃないですか︒

﹁これ頼む縞ということになるんだね︒

おっても函るし︑どこの派からも来ていなければ困るから︑ ﹁これ

揮藤

伊藤 これは派閥からのお仕着せではないんですね︒
海部 派腿に推薦依頼することになっておるんですが︑派薦の順番

鈴木と国中六助︑大平の宮澤というつながりですね︒

楠

通りにいかんときには︑そのときの幹事長なりが︑ ﹁これは隔とい
って直接交渉をする︒そうすると︑スッと決まるわけだね︒

先生の場合は︑金丸さんが幹事長ですから︑金丸さんが﹁海

と思います︒

部がいい﹂と穿ったわけですか︒
海部
﹁海部がいい﹂と言ったかどうか知らんけれど︑その前に議
運︑国対で長かったから︑気心がわかっているということはあった

撰藤

顯筆頭副幹事長1︵金丸幹事畏と﹁筆頭﹂︶
揮藤 そうですね︒それで賞九八羅年﹈十一月に中下根さんの第
二次﹇中善根内閣第一次扁改造内閣ができて︑それで大蔵大臣竹下
登︑外務大臣は安倍さんが留任︑．そして虚目さんが入閣するという
ことになって︑海部先生は筆頭副幹事長になる︒これはかなり大き
そうですね︒けれどもその後︑この筆頭とい．うのが︑総括副

なポストですね︒筆頭ですからね︒
海部

伊藤 金丸さんとは長いおつき合いなんですか︒
海部 いやいや︑おつき合いはそんなに長くないけれど︑臓中角栄
さんと三木武夫さんの関係があったものだから︑さあとなると︑お

互いに悪口も襲わなければならない︑戦わなければならんけれど︑

それはそれ︑まあいいじゃないか︑ということを書って︑おつき合
いをした︒中上根さんと同じぐらい長かった︑ということです︒
重藤 じゃあ金丸さんとしても多少気心が知れているからいい︑と

幹事長というのに変わったんだから︒繭鱒を処遇するところがなか
ったときに︑持ってきて︑ ﹁じゃあおまえは総括副幹事長だ﹂とや

いうことですね︒

った︒

海部どっちでも︑おれが上だ︑おれが上だと言っておれや︒そう

海部 そう︑そういうことだったろうと思います︒それから野党の
ほうの連中も︑だいたいこっちは顔を知っておったし︑物も言って

﹇総括翻幹事長と筆頭副幹事長と﹈どっちが上なんですか︒

は行きませんけれどね︒まあ筆頭が㎝番上ですよ︒筆頭副幹事長が︑

おったし︒

が決めるんですか︒

拶藤

役員会でも七役の次に座るようになっていますから︒ほかの副幹事
長は並び大名で︑その他大勢になる︒
楠 たしか副幹事長というのは五派閥から一人ずつですね︒そうす

極藤

それは幹事長ですな︒幹事長が自分で決めるんだど思います︒

その五人の副幹事長の中で誰が筆頭になるかということは誰

ると五人ですか︒
海．部

海部

弱小派閥でも︒

︵うなずく︶

佐道 筆頭は一人ですね︒内閣は牽一月⁝ヨにできるんですが︑そ

伊藤

ひ
婿

海部 ああいうときは︑みんながやりにくいと思ったろうな︒一番
小さい派鵬を筆頭に置かなければならんので︒
海部

人によりけりだと思います︒幹事長が任せる人と︑任せない

能動的な人だったらずいぶん違うわけですね︒

人で違う︒

佐道

金丸さんはどうですか︒

置かなければならんというのはどういうわけですか︒
伊藤

任せる方だ︒

掻藤
海部
海部

そうすると︑前の翠玉長官と副疑心長官時代の再来ですね

門﹇海部氏が︺筆頭だ漏と金丸さんが︑みんなの前で雷うも

のだから︒

佐道
海部

じゃあ︑実質的に筆頭劃幹事長は大きなカを持ったわけです

任せる方だな︒

伊藤

はい︒あれは田中幹事長の頃からああなったんじゃないです

購じ部屋の串ですか︒

か︒

伊藤

伊藤

幹事長はしょっちゅういるわけですか︒

副幹事長は二人か︑せいぜいおっても三人でしょうね︒

する︒だからだいたい幹事長室におるのは︑幹事長がおるときは︑

海部 そう︒ところが︑全副幹事長は必ずしも︑いつもいないんで
すよ︒それぞれ委員会の担当があったり︑選挙区のことがあったり

けですか︒それで幹事長に︸番近いところが筆頭副幹事長ですか︒

じゃあ幹事長があって︑あと副幹事長がずっと忌んでいるわ

海部

の前にずっとありますから︒

伊藤 副幹事長室ではないんですか︒
海部 ﹇幹事長室に﹈幹事長の机があって︑﹇副幹事長の机は﹈そ

てしまう︒

海部 その代わり︑やろうと思えば朝から晩までおらなければなら
んですからね︑幹事長室に︒いろいろな話が素通りしたら困るから︒
全部捕まえて知っていなければならんし︑各省の連覇も︑いろいろ
なことを途中下車してでも報皆していかなければならんと思う︒そ
れがみんな整理されて︑幹事長のところにあがっていくものになり
ますから︑筆頭副幹事長のあいだは︑朝出て来たら幹事長室に入っ

ね︒

伊藤

︵笑い︶︒

佐道 抵かの副幹事長の方と比べて︑先生は年次とかからして一番
上 で い ら っ し ゃったんですか︒

海部 どうかしら︑そこまで調べた覚えはありませんが︑年齢から
いうと︑ 門僕より﹈上の入はおった︒ただ当選年次かち言うと︑僕
．は比較的畢かったから︑引けを取ることはなかったろうと思います
ね︒

伊藤 第⁝︑大臣経験者だからね︒
佐道 幹事長が閣僚三つ分ぐらいに相当するという言われ方をしま
すが︑筆頭副幹事長ぐらいになると︑処遇的には閣僚級ということ
でしょうか︒

海翻 これはもう閣僚級です︑はい︒仕事もそれぐらいのことはや
らされます︒苦労して走り回る︒

伊藤 僕らは︑幹事長が何をするかというのはなんとなくわかるよ
うな気がしますが︑筆頭副幹事長というのは侮をするんだろうか︑
下 請 け ですよ︒

と思いますが︒

海部
携 藤 ． 幹 事 長 の続ですか︒

海蔀 そう︒ ﹁この問題はどうやったら糸がほぐれると思っておる
か漏と聞くから︑こうこうこうだと書うと︑ 口絵に描いてきてくれ
や﹂という︒そういうときは各党の考え方や︑なぜこの法案があが
らないかということを考えて︑これは︸期先回しとか︑これはこう
だとか︑国会の中の法案の交通整理だな︑そういうこともやらされ
ました︒

佐道 そうすると︑幹事長と筆頭副幹事長の組み合わせで︑だいぶ
謝幹事長の仕事の内容も変わってくるわけですね︒
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海部 たいていおります︒それが国会の中で司令塔になるわけです
から︒特に国会三会中はそうです︒
撰藤 会期外のときはどうですか︒
海部 会期外のときは︑党本部に幹事長室がありますから︑そっち
に行きます︒

俣藤 ああ︑ちょっと待ってください︑そうするといまの話は一︒
海部 院内の﹇幹事長室﹈です︒
楠 院内に幹事長塞というのがあるんですか︒
海部 あります︒開会申は院内の幹事長窒におる︒閉会中は党本部
の幹事長室だ︒それ以外は︑みんな儀人事務所を持っておる︒曝申
角栄さんも金丸さんも偶入事務所があるから︑そこへ行っている︒
伊藤 そうすると︑幹事長は議会中はそこにデンといるんでしょう

が︑それ以外のときは筆頭翻幹事長がずっといなければならないん
ですか︒

海部 ずっといなければならんことはないけれど︑いなければその
後の戦闘︑航海に支障を来しますからね︒どういうことが起こった
か︑どういうことが行なわれておるか︑誰が出入りしておって︑こ
の法案には誰が熱心か︑役所はどういう感触で動いているか︒そこ
に爾があってもなくても︑おるということが大事になってくるんじ
ゃないですか︒おるとやっぱりわかるんです︒

れんが︑佐藤さんという慕い女の子がおったよな︒あれにみんな教
えていくんだ︒だから行き先まで僕らは知っておった︒だから﹁今
艮はちょっと用があって︑つまみに行っているから﹂というと︑ど

そういうところで暇なときは︑先生は何をされているんですか︒

こにつまみに行っているかは︑ちゃんとわかるわけだ︒
楠

よく囲碁をしていたりといいますが︒

溝部 いや僕は囲碁はできなかったものだから︒そういうときはし
ようがないから︑新聞を読んだり︑本を読んだり︑原稿を葺いたり︑

ダベッたりしておったんですね︒
僧藤 暇なこともあるんですか︒
海部 ありますよ︒それは二十四時間全部忙しいわけではありませ
んからね︒暇なこともあります︒

横藤 やはり議員会館におられることもあったわけでしょう︒
海部 はい︒選挙区の入に会うときには議員会館に帰ってそこで会

ったり︑話をしたり︑いろいろしますから︒

どうしたかな︒やっぱり副幹事長はそれなりに仲良くして情

伊藤 幹事長とは絶えず報告をしたり︑指示を受けたりということ
になるんでしょうが︑筆頭以外の副幹事長との関係はどうするんで
すか︒

海部

いまこういうことになっているということを言う︒みんなそれぞれ

報も教えておかなければいかんから︑二週鷺にいっぺんぐらい︑
﹁飯を食おうや﹂と書って︑定席もありますから︑そこに行って︑

■筆頭副幹事長2︵参議院幹事長︶

副幹事長には委員会の部墾も担爵させてありますから︑そういうと
ころで農林委員会の報皆︑外務委員会の報告を聞いて︑各委員会で

侮が行なわれて︑何がもめていいるか︒ブロックしておるのは社会

佐道 金丸さんという方は︑幹事長室にずっと詰めておられる方だ
ったんですか︒

海部 どうかしら︑他の人の筆頭をやったことがないから︑あまり

﹇楠氏を見て﹈君は覚えておるかもし

他の人と比較して物が言えんけれど︑あのおじさんはおったし︑お
らんときには︑ ﹁ここに行つとるからな﹂とちゃんと紙要したりメ
モを置いたりして出かけた︒

党の誰だ︑ということまで全部ずっと聞いて頭に入れる︒じゃあこ
の次はこうするか︑この辺まで行っているか︑とやる︒だいたい国
会の中頃を過ぎると︑今度はこれとこれは積み残しになるんだな︑
ということもおぼろげながらわかってくる︒これを通そうと懇うと︑
ちよつとガチャンコと手荒なこともやらなきやならんな︑というこ
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まあ︑国対の延長みたいなものですね︒

とになる︒そういうときには︑その判断は幹事長に御ぐわけです︒
俘藤

海部 はい︒結局幹事長室というのは︑議運も国戴も全部引き受け
た最高最終判断みたいなものですからね︒幹事長室が知らんとは言
えないわけです︒

楠 参議院は参議院自民党で別に幹事長とかありますね︒その参議
院のほうとの関係はどうなるんですか︒
海部 それは毎週一能︑朝の拡大役員会議といったかな︑そこに衆
参両方の筆頭さんもそれぞれ集まるわけだ︒そこで意見を言ってく
れという︒

横藤 参議院類義党というのは一︒
海部 それは一つの立派な勢力ですからね︒
楠 議員会長︑幹事長︑政審会長ですから︑ちゃんと役員がいます
ね︒

海部 麗対委員長もおれば︑議運の委員長もおる︒それから議長も
おれば︑︻時期は副議長もみんなあったんだ︒それからそれぞれの

長後の圏会に圓すとか︑いろいろなことをそこでだいたい話して︑

委員長もおるわけでしょう︒だから僕らが一番手を焼いたのは︑常
任委員長連絡会議というやつだ︒週に一回衆議院の常任委員長と参
議院の常任委員長を全部集めて︑そこで両方の委員会の進行状況を
闘く︒そのときに衆議院から音を立てないで参議院に持ってくる法
律はどれとどれか︒音を立ててもってきたものは︑参議院は会期延

役員というのは誰ですか︒

そこで調整するわけですか︒

極藤
党 の 役員です︒

専門家が決めるんです︒だから参議院も︑日頃は何もカがないけれ
ど︑最後にそういうときになるとゴネることができるわけだ︒

楠
海部
三役ですか︒

す︒

伊藤

何か非常にわかるような話ですね︒さて︑どうしましょう︑

撰藤 自分の力を誇示しないと︑忘れられちゃうから︒
海部 参議院は︑われわれ衆議院のほうから見れば︑いったん通れ
ば憲法上のあれで通るわけでしょう︒けれどもそれを口に出すと大
変なことになる︒気を遣いながら︑腫れ物に触るように扱うわけで

俘藤

海部 そうです︒総裁なんていうのは滅多に警ませんから︑幹事長︑
政策問題のときは政調会長︑それからややこしい話になったら総務

会長︒いつも三入も撤っておる必要はないから︑そういうときには
国対委員長をそこに侍らせておいて︑あとは良きに討らえ︑という
ことで任せるわけだ︒平和時はそれでいいんです︒もめてくると︑
ここをどうするか︑これはどうするか︑党の態度はどちらに決める
か︑ということになって︑選挙の票にも影響してきまずからね︒そ
ういうときは党の役員塞に集まって︑全体で会議をする︒そのとき

参議院の幹事長とか︑筆頭副幹事長とかを呼ぶわけですね︒

だまた文部大臣がありますからね︒

國時を過ぎました︒筆頭副幹事長になられてからのご印象というと
ころがら︑次回また始めていただければと思いますが︒
獄道 そうですね︒この関連質問からまたつくります︒
伊藤 それで二年経って︑任期延長で中曽根内閣が続く︒そのあい

伊藤

そうです︒

参議院だけ﹁つんぼ芝敷﹂に置いておくというわけにはいきません
から︑絶えず詣して︑意思の疎通を函っていなければならん︒
海部

倹藤 これは議会の申はわかりますが︑国会開会中は議会の申︑閉

自の文部大臣のところですな︒

佐道 次回はまた盛りだくさんです︒
海部 ちょっと思い出して︑整理しておかなければならんな︒二度

会中は党本部︒参議院はどうなるんですか︒

極藤

その時代のことも含めて︑お話を伺いたいと思います︒

︿以上﹀

文部大臣の前にいまお話を伺った筆頭謝幹事長があります︒

海部 参議院も党本部に弾ます︒国会が閉会になれば︑参議院もク
ローズされる︒
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1．今圏は、前回に引き続き、84 ff 11月第二次中曽根改造内閣が成立し、先生が簸頭劃幹
事長（幹事長＝金丸僑、総務会長＝岡沢喜一、政調会長：藤尾正行）に就任された頃
のお謡からお願いします。金丸幹事長については前回、国対の関係で比較的長いお付
き合いであったとのお話がありましたが、幹事長としての金丸民をどのように見てお
られましたか。最近冠奥島貞雄民が出した本によると、通常国会の会期延長問題での
「者禍事件ユ等もあったとのことですが、いかがですか。

2，副幹事長として先生のほかに、森喜朗、小渕恵巴、武藤嘉文、水野清、浜1ヨ幸一、渡
辺美智雄（幹事長代理）といった方ながおられたようですが、難題分担等はどうなつ
ていたのでしsうか。

3．12月6Ei、金丸幹事長と黒規武総評議畏が会談します。自民党首脳と総評菅脳の初会
談ですが、これは労働勢力取り込みの一環ということでしょうか。また、階段の雲現
に向けてはどのようなことがあったのでしょうか。先生は何か関移されましたか。

4．1月27日、竹下登を中心に創政会発足が表面化します。2月7日、40人で初会合する
わけですが、この中心に金丸幹事長がいました。創政会旗揚げの動きについて先生は
どのように見ておられましたか。

5．上の質問とも闘連しますが、2月27H、田中角栄元酋櫓が脳梗塞で倒れ、入院しまし
た。いろんな噂も流れ、政界にも大きなシ：ックがあったということですが、先生ぱ
「野中倒れる」の知らせをどこで、どのようにお聞きになり、どのような印象をおも
ちになりましたか。

6，政界の憶代交代の動きは民祉党にも波及し、4角の党大会で佐々木委員長が退陣し、春
日一幸常任顧問も辞任します。塚本書詑長が薮委員長となりますが、人事をめぐって
は、留任を望む春鶏浅や塚本氏と撹代交代を主張する佐々木・永末国対委員長が対立
し激論になったということです。先生は春田氏とは長年親しくされ、畏社党にもパイ
プを持つ先生は、この一連の展開についてどのように見ておられたのでしょうか。

7．5月31日、自民党は定数是iE問題で「6増・6減」案を飼会に提出します。議員の政
治生命にかかわる問題ですから、党内のとりまとめにはこ筈労されたと悪いますがい
かがですか。また、自民党案に対抗して社・公・民・社民連が4党統一案を作成し國
会に提出します。7月7日には最高裁で現行定数配分は違憲という判決が出るなかで、
自民案・野党察ぱ薦案とも継続審議となり、結局12月21霞に爾案とも廃案になりま
すが、この経緯についてもお願いします。
8．6月25Ei、衆議院は自民党が議員立法として提出した国家機密法案（ス．パイ防止法案）
を異例の言己名投票で継続審議とします（嶺初反戴の新鑓由クラブが賛成に園る）。議員
立法から継続審議に至る経緯等について先生は関与されていたのでしょうか。

9．7月7霞、都議会議員選挙があり、畠琵党56（5増）、社会党11（4減〉で勝利を
収めます。都議会議貫選挙は表方議会選挙の中でもかなり重要度が高く、今後の政治
動向を示すものともいわれていますが、都議会選挙について先生は関与されていたの
でしょうか。
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10

前詑の奥島氏の本によれば、6月6躍、N朝友好議員連盤を遍じて、北朝鮮の代表
団が金丸幹事長に会いたいと書ってきたことが書かれています。結局、諸般の箏情を
勘案して幹事長ではなく渡辺幹事長代理が都内のホテルで会ったということですが、
この樽について先生は何かご存知でしょうか。

11

7月26臥塵鉄再建監理委員会は、6民間会社への分割、貨物分離、余剰人員9
万3000人等を内容とする最終答串「国鉄改薫に関する意見」を首相に提出しました（こ

れを受けて10月il日「圃鉄改革のための基本方針」を政府決定〉。この閤題は行財政
改革の柱として単に国鉄の問題にとどまらない重要性を持っていますが、先生は何か
関尋されたのでしょうかe

12

フ月27臥自民党セミナー（軽井沢）で中曽根酋相は、防衛費の1％棒突破、靖
国神社公式参拝についての意思衰明を行い、「戦後の見直し、総決算」を強調しました。

中曽根首相が強調したことは党内にもかなり異論もあり、先生ご自身もいろいろとお
考えがあると思いますが、申雪根氏の主張やその後の展開について、当時どのように
お考えでしたか。また、濁中元口口が倒れるなど、思わぬ展開もあったわけですが、
この時期の中盤根首相のり一ダ一一・・シップ等については、どのように評価をしておられ

ますか。
13

日航機が御巣気室に整落し、520名死亡という大事敬があった翌日の8月13日、
三光汽船が520G億円の負債（案質1兆円）を事えて倒産しました。戦後最大の倒
産と言われ、河本敏夫オーナーは投機的経営だと厳しい枇判をあび、責任をとって沖
縄開発庁長官を辞任しました。今後の湾本氏の政治生命だけでなく、実質的な派閥の
長がこういつた事態になり派潤の関係者への影響も大きかったと思いますがいかがで
しようか。

14

9月22霞、G5の蔵相・中央銀行総裁会議で、ドル高是正の推進が打ち出され（プ

ラザ合意）、そのあと円高が急速に進行します。これはE体の中小企業にも大きな打撃
を与え、円高不況ともいわれましたが、この問題に対する自民党内の動揺などはいか
がでしたか。

15．

第2次中蕾根第2回改造内閣が12月28日に成立し、先生は文部大鎌に就任され

ます。就妊の経緯などお願いします。

※今回は以上のような質問についてお願いします。
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■親在の政局から︵イラク戦争︶
伊藤 今馨は︑主として楠さんからお伺いします︒前回は三月でし
たが︑そのとき雷頭で話していることはイラクがどうなるかという
ことでした︒でも︑もうとっくに終わってしまいましたね︒
海部 とっくに終わった︒しかもアメリカの評判がガタッと変わっ
て︑とうとう私も余計なことを 言︑トリノの会議で冨ってきまし
応援してあげましたか︒

た︒あまりやられておったから気の毒だったので︒
伊藤

海部 応援したんだ︒だってヨ⁝ロッパがあんな様子だとは知らな
フランスもいま頃になって謝っても遅いですよね︒

い か ら ね ︒ ひ どいんだ︒

伊藤

海部遅いですよ︒あのときに︑フランスはまだ先頭に立って反対
﹁おやじの方はよかったけれど︑息子の方は馬鹿

︑している急先鋒みたいな顔をしておってね︒ゴルバチョフも調子が
いい男だから︑
だ輪どいうようなことを言うんだ︒

門そんなこと︑君ら言っても駄目だよ︒アメリカは今圓片鱗でも
領土的野心を見せたことがあったか︒全くないじゃないか︒いまま
での戦争とは全然違うよ︒垂垂に︑アメリカは善意をもってやって
いる︒解釈の仕方はいろいろある︒裏と表があって︑意地の悪い蟹
の人は︑アメリカは石抽目当ての戦争だとさかんに言うけれど︑そ
うじやなくて︑正義を守るために一所懸命やっているんだ︒それを︑
頭ごなしにみんなで寄ってたかって︑いけない︑いけないと言うの
は︑なんだ隔ということも言った︒
そ．の前に︑誰だったか︑ジョセブ・ナイ︑前の次官が今年のダボ
スの会議に行って︑ 門ダボス会議というのはこんなに反米の意識が
強いところか﹂ということを言ったとか言わないとかいう連絡が来
た︒ヨ⁝ロッパの声は︑反米とは言わないまでも︑アメリカに対し

て物を言うほうですからね︒僕もどちらかといえばアメリカには
﹁あまり早まるな︑ひと呼吸おいた方がいい﹂というようなことを︑

決める前には言っておったんだけれど︑あまり四面楚歌で叩きまく
られておるから︑かわいそうでね︒

ゴルバチョフとは共岡議長になったんですよ︑僕は︒︒ゴルバチョ
フが横におって︑反対側の横にアンドレオッテイがおるんだ︒ ﹁あ
んたがた︑ゴルバチョフさんもアンドレオッテイさんも︑ジョレジ

・ブッシュとはよく話し合ってご理解があるはずだ︒あんなひどい
ことはないじゃないか﹂といろいろ言ったけれど︑万雷の拍手は起

早期に戦争が終結したおかげで︑ 門小泉﹈内閣の支持率も上が

きなかったな︒ほんのちょっとだけだ︒
楠

上がったね︒あれが続いておったら大変だったな︒

りましたね︒いったん下がったのが︑また上がりましたね︒
海部

圏筆頭副幹事長3︵副幹事畏の選儀︶

楠 それでは質問に移らせていただきます︒今測は筋國に引き続い
て︑ 一九八四︵昭和五十九︶年十︸鍔に成立した第二次一瞥根改造
内閣のあたりからお話を伺いたいと思います︒このとき先生は筆頭
副幹事長に就任されておられます︒幹事長は金丸﹇信﹈さんという
ことですが︑仕事を遇じて︑金丸さんをどのようにごらんになって

金丸さんというのは︑われわれ仲間︑といっても派閥ではな

いたかということをお話しいただきたいんですが︒

海部

くて︑国対あるいは議運︑幹事長室の仲間でいろいろ話すときには︑
ちょっと申し上げにくいけれど︑アバウトスキイと呼んでいた︒そ

れは竹下が命名したんですよ︑海部俊樹ではない︒侮かあると︑
﹁あれはアバウトスキイだからな﹂と言っていた︒その金丸さんが︑

﹁とにかくみんなに協力してもらわないとうまくいかんから︑よろ
しく頼むよ﹂というようなことで︑それぞれの派閥から副幹事長を
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選んだ︒

楠

それでその二人の閑係はどうでしたか︒

俘藤 それについては︑幹事長が発書様があるんですか︒こいつを
事 前 には︑あります︒

寄こせ︑とか︒

海部

海部 いや︒細かいことや数字をきちんと覚えたりはしないけれど︑
全体の勘所だけは︑なんのかんのといってもよく掴んでおった人だ
と私は思いますね︒そして︑どこを押さえてどうしたらいいか︑わ
かっておった︒あの人は法律を通さなければならんという入だ︒法
律のつくり屋ではなくて︑上げ屋ですから︑この法律を上げるには
どうしたらいいか︑どこに手を打ったらいいか︑どこをどう霞説い

ですか︒

海部 金丸さんは適当に使っておった︒
伊藤 金丸さんのことだから︑それはうまく使ったんでしょうね︒
海部 使利でもあるから︑上手に使ったり︑お使いに走らせたり︒
俘藤 金丸さんはアバウトだと言われていますが︑実際にそうなん

掛藤 話し合いをするわけですか︒
海部 話し合いをするわけです︒誰に来てほしいとか︒それで各派
から一人ずつですから︑派閥の意向もあるので︑派閥のボスのとこ
ろ に も ち や んと連絡をつける︒

門海部君︑ハマコ

伊藤 組閣みたいなものですね︒
海部 そうですね︒それで弱中腰勒をどうのこうの︑ということが
あっ光が︑それは駄霞になった︒それから自薦組の悪露幸一は︑議
院運営委員会で私も長いつき合いがあったので︑

楠 ハマコーさんは無派閣ですよね︒
海部 無派閥です︒けれども︑出てくるわけだ︒
伊藤 各派爾⁝人ということではないんですか︒
海部 各派親一人ずつになっていたんですが︑強いていえば︑この
ときは訓島派の枠で採ったんだ︒昔の椎名派というのかな︒たしか

で 使 い 道 が あるんだよ﹂という︒

が言う︺︒ ﹁あんなじゃじゃ馬はどうにもならんよ㎏と需ったら︑
門いや︑あれは使いようによる︒なんとかとハサミだ︒あれはあれ

見していると︑うるさいことをガタガタ需っているイメ⁝ジしかな

俄道 ハマコーさんは使いよう︑ということですが︑ハマコ⁝さん
はどういうところに得意な点があるのでしょうか︒テレビとかで拝

揮藤

によくやっておったと思う︒

﹇と金丸さん

そんなことがあります︒無派瀾からというと︑薗例になるからいか

いんですが︑どういう分野が得意なんでしょうか︒

ーを下にくっつけるから︑孚綱を引いておってくれ隔

んので︒

伊藤

たらいいかということを絶えず考えていた︒そういう分析の仕方と
か手の突っ込み方は︑いまは通用しないと思うが︑当時としては実

楠 このときの印象では︑ハマコーさんは金丸さんのボディガード

はい︒けれどもそれよりも︑もっともっとウルトラベテラン

あとは机を振り画すとか︵笑い︶︒

弱川誠〜君が社労の委員長で︑この爲までにやるといっておった採
決をやらなかったんだ︒やらないと︑あとが握るということになつ

だ︒

海部

しよ．つ︒

でもそういうことについては︑海部さんもベテランのわけで

み た い な 感 じでしたね︒

海部 テレビを見ていると︑そういうところしか出ないけれど︑い
ろいろな法律の大詰めの場薔に来ると︑それが通るようにするには
どうしたらいいか︑ということをやっている︒健康保険法の問題か
いや︑よかったんじゃない︒ハマコーが押しかけたんだ︒

罵心棒だ︒

楠 なんでハマコーさんと金丸さんはそんなに関係がよかったんで

何かのときだったな︑これはいつかも申し上げたかもしれませんが︑
海部

物事はやっぱり︑やってみるものだな︵笑い︶︒

海部
すか︒

僻藤
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てきた︒そうしたら︑ ﹁鑓川を剰します﹂と書うんだね︒よう忘れ
んけれど︑真面霞な顔をして鞠を張って﹁曝弼を刺します︒それ以
外に手はないでしょう隔と言う︒さすがの金丸さんも﹁駄爵え⁝隔
と言ったね︒

それをまた逆に利燈して︑党へ行くと︑ ﹁ハマコーあたりが田川
を剰すと書っておるから︑あんたも気をつけて︑あまりどこまでも
こてんようにしとった方がいいよ漏と言ったりする︵笑い︶︒その

頃は︑河野洋平とか︑藤岡武夫というのが三川とは比較的話のよく
できる方だった︒

醒筆頭副幹事長4︵副幹事長の役割︶
楠 副幹事長は︑先生のほかに︑森宴朗︑小渕恵三︑武藤嘉文︑水
野清︑浜瞬幸一︑渡辺美智雄がなっていたということです︒渡辺さ
んは幹事長代理ということですが︑筆頭副幹事長と幹事長代理はど
ういう関係なんですか︒どちらがえらいんですか︒

ん︒ただ僕は︑

﹁とにかく劇幹事長できてくれや﹂と繕われ︑

﹁あ

海部 それはお互いに両方とも︑自分のほうがえらいと思っている︒
幹事長代理というのは︑幹事長が出て行けない仕事を︑代わりに出
て行って祝辞を読んだり取り猛切ったりしてくる︒それから筆頭副
幹事長というのは︑副幹事長会議を統率して︑そこで意見をまとめ
ていくというような三尺分担があったと思うんです︒
楠 事務次官会議における事務方の官房副長潜みたいな感じですか︒
海部 まあ︑事務方ほど明々白々と境界はできていないし︑筆頭副
幹事長といっても︑どういうことでこの時こうなったのか知りませ

あいいですよ﹂といった︒役員会で座るときはh翻幹事長は別の列
にずっと座りますからね︒ ﹁筆頭さんはちょっとここに座って︒こ
こから先は君︑決めてやれよ︒歳の順でもいい︒歳の順だけで決め

ると文句を言うからな﹂と露われた︒このとき︑佐々木義武なんか

はどうだったかな︑あれとも一緒に副幹事長をやったつもりでおっ
たけれど︑時期が違ったかもしれまぜん︒
楠 副幹事長は︑参議院からは入らないんですか︒
海部 入りますよ︒参議院の連絡さんも入ります︒
楠 ここには載っていないですね︒
海部 そうしたら︑あの頃は魍会対策だけかな︒参議院担当がおっ
て︑毎週必ず会には出て来ておった︒そして党の役員会をやるどき
には︑委員長と衆議院と参議院の副妻事長が出てくる︒僕らは︑参

議院は遵絡拒当だと見ていますからね︒
楠 翻幹事長のあいだの役割分担みたいなことはあったんですか︒
海部 筆頭は総括︒総揺ということは老役藤全部を見ておれという

ことだ︒あとはそれぞれによって︑得意・不得意がありますから︑
潜はどこ︑という︒

伊藤 役所を分けるわけですか︒
海部 そう︒だから徒労担当といったり︑大蔵担当といったり︒渡

辺美智雄は大蔵担当をやったはずだ︒︑

便藤森さんは擁でしよう︒
海部 森はあの頃はなにをやっておったんだろう︒
拶藤 この副幹事長の中で︑先生が⁝番看貫に残っておられるのは
誰ですか︒

海部 ハマコi︒乱闘になるときは宴び勇んで︑一番最初に走って
いって︑首を絞められたりぶん殴られたりして︑ 門このまに早く採
決を〜﹂とかいって︑勘所はよく知っておったからね︒乱戦を切り

﹁体力派の出番だ！﹂というと︑ハマコ⁝が﹁はい！﹂とい

開くんだ︒法案採決の時は︑どうせ向こうも労働組合上がりの腕に
自慢のやつが飛んできて暴れますから︑そういうのをハ侵藤 蹴散
らかす︵笑い︶︶︒いい話ではないけれど︑あれは体力派だという
んだ︒

って走って行くわけだね︒

伊藤 渡辺美智雄さんはどうですか︒
海部 渡辺美智雄は税理士会の代理みたいなもので︑法案が大蔵委
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員会で繊てきたり︑税理士会闘係の法案になると︑︸所懸命いろい
ろ な こ と を 書ってお0︐ましたね︒

対して全力を挙げて協力するということをあまり快しとしないよう
な雰囲気があったし︑況んや︑議運︑国対のことを 所懸命やって

︹おまえら︑そんな顔をしておったって駄翼だ︒もうち
ょっと協力しろ隔とよく雷つたことがあるけれど︑党全体のことに

いたのではありませんか︒まだですか︒

おる人は軽蔑されるような冷たいムードもあった︒

をされる︒

海部 まだちょっと早かったんじゃないですか︒こんなころは︑小
俘藤

伊藤 この人もニューりーダーの一人として︑当時から注蟹されて

渕恵三もまだだ︒

三木派の中でもそういう感じがあったんですか︒

楠 この中で現役でおられるのは︑先生と森さんと武藤さんですか

よ﹂つ︒

海部 どこの派閥でもそうです︒
伊藤 でも三木さんとか河本さんとは直︵ちょく︶でやるわけでし

ね︒

武 藤 も規役だね︒

海部 薩︵ちょく︶でやりますし︑指示は直接もらっ．てやっておっ
たけれど︑やはり歳上で当選回数の長い人や︑斜に構えたい人がお
るでしょう︒名前をいったら悪いけれど︑そういう人たちが門海部
さん︑海部さん︑ちょっと教えてよ︒このあいだの委員会の強行採
決はよくないと思うよ︑僕は﹂という︒それが鯨岡兵輔だ︒あの入
は今でこそみんながきれいだと欝うけれど︑真っ青になったのは︑
いっか新聞に税理士会汚職が出たときだ︒あのとき一番たくさん巨
額をもらっていたのが鯨岡兵輔だ︒そのことが新闘に大きく載った

溝部

俘藤 ハマコーはテレビで現役だけれど︵笑い︶︒
佐道 小灘さんはこの当時はどういう印象でしたか︒
海部 竹下の連絡係だ︒いろいろな難しいことや︑やりにくいこと
の前例を︑ ﹁竺下のところに行って教わってこい﹂という︒金丸さ
んはそこらを上手に使ったんだ︒ ﹁おい君︑竹下が何を考えておる
か聞いてこい﹂という︒というのは︑あの頃は役割分担はだいたい
うまく行っていたと思いますよ︒
伊藤 それでこの副幹事長同士は︑やはり仲間ということになりま

んだ︒そうしたらガタガタ震えて︑ ﹁議運のほうではこういうこと

う︒もらったって︑きちんと届け出をしてあるんだろう﹂と言った

はどうなるんだろう﹂というから︑ ﹁デーンとしておればいいだろ

すか︒あまりそういう感じでもないですか︒
やはり仲聞になつちゃいますね︒

定例の副幹事長会みたいなものがあるんですか︒

海部
摘
あります︒

傍藤

ガタになっているから﹂︒東京都連の会長も鯨闘がやっていた︒そ
のとき韓事長の金丸さんのところに金をもらいに行ったわけだ︒そ
れは筋が違うじゃないかと僕は言ったんだ︒ 門一連は都響で片を付
けなきゃいかんじゃないか︒そうやって行くなら︑牽連の会長の肩

んだ︒

海部

そうしたら懇意になるでしょうね︒

海部 いや︑そういうふうに取られると露っちゃうな︒それでは前
腎取り消します︒あの頃は各派瀾があって︑ ﹇副幹事長は各﹈派閥
から出ているわけです︒それぞれの副幹事長は派霧に帰ると︑派閥

書きを抜きにして︑﹁長老議員として︑ ㎎見るに忍びん︑少し︑あ

人によっていろいろあるんですね︒

俘藤

海部 それから金丸さんのところに︑都連の金をくれと雷ってきた︒
﹁筋が違うじゃないか漏 ﹁まあ幹事長︑そう雷わずに︒都連がガタ

の立揚と謝幹事長として党へいって仕事をやるときの立場と顔は︑

るところがら出してくれ﹄と言って取りに行くのが筋じゃないか﹂

二とですか︒

佐道 あの頃は役割分担がうまく行っていた︑とおっしゃったんで
すが︑そうするとある時期からはうまく行かなくなってきたという

ちょっと違うんですね︒派へ帰ると︑スパイが帰ってきたような顔
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というような議論を下でやったこともありましたな・それはそう

だ﹂と蓄ぞおれの説暑成したのが︑議養なった伊藤宗飯だ・
■筆頭副幹事長5︵金丸幹事長︶

楠こういう黍あるんです﹇奥島羅著冒民党幹事叢の3・
年玉中央公論薪社剃︑を示す﹈︒ここに通常國会の会期延長問題で
の雪囲事件といヶのが書いてありますが︑それについて何か思い磁
す こ と は ご ざいますか︒

海部いや︑会期糞の舌禍濠というのは誰のことを言っておる
金 丸 さ ん ですね︒

んだ︒

楠

海部 おれはまだその本を読んでいないので︑買ってきて︑いっぺ
ん読んでみますが︑その奥島霜というのは幹事長室にずっとおって︑
い ろ い ろ な ことを知っておるわ︒

楠 ちょっと細かい話になりますが︑金丸さんの人柄について面白
い︾隔とが書いてあります︒意外に公正な人だったという謡ですね︒

というのは幹事長のときに︑ ﹁応援演説﹇の依頼隔が選挙のときに
は殺到する︒そういうときに自分の派閥の候補を優先しがちだけれ
ど金丸さんは決してそういうことはしなかった︒ほかに例を探すな

要請は

ら︑毒中角栄もそういうところがあった﹂ということですね︒そう
いうことで︑知られざる金丸さんの薔を紹介しているんですが・
そ の あ た り は いかがですか︒

海部それは幹事長として割り振るときは︑﹇応援演説の﹈

全部幹妻を通さなければいかんから︑みんな幹事長のξろ簿

ってきます︒誰のところに行ってくれ︑彼のところに行ってくれ・

といって割り振る︒だいたい無理のないように︑要望に応えられる
ようにしたわけです︒そんなことをいっても︑あら探しみたいなこ

とをやったら別だけれど︑金丸撃舞自分で出そうと思った滋賀

県かどこかの上田という土建屋の一年生がいた︒これはからっきし
演説ができんのだな︒それであるとき︑おれ牽野宗佑と竹下とを

呼んで︑ ﹁困っちゃったな︑上紐のところにはみんなに行ってもら
わなきやならんけれど︑まず誰か︒あま畠中の息のかかったもの
ばかりではいかん︒田中金権反対といって地元でやられているわけ

﹁それは三本さんの了承をとらんといかんですよ︒ちょっ

胱諸ご藷勧藩紮馳誌擶熊蝉逆熱熱蒲犠
と書う︒

と話してきますわ﹂と電て話したら︑三木さんはうまいことを言
ったな︒

﹁天下聚のためになるようなことなら体を張ってでも断われ・
しかし君らが応援を頼まれて行くのなら︑選挙もまだ始まっている

わけでもないし︑﹃わが党のために︑こういう若い候補者が必要
だ﹄というようなことを︑慰の立場で言えばいい︒誰に頼まれたと

しうようなことはあまり袈に出さずに︑青年部の関係で見ておって︑
見所のあるタマだというようなことを言ってやれば︑両方とも蒙
立つじゃないかという︒そういう判断は三本さんはよくしたな・

あれもバルカン政治家と言われた⁝面だ︒みんなの立場を考えて︑

ス︒と行ける︒そのとき︑毒なにがし縫は初対面ですが・頼ま
れて行った︒海部君︑頼む︑頼愈といって︑金丸さん叢を下

金丸さんにそう書われたら断われないですね︒

げるわけだ︒

傍藤

海部断われない︒毎旦緒に幹事長室で馨合わ芸わけですか

ら．それか皇濤に言われているように︑事前に金を持ってきて・行

ってくれ︑頼む︑とは言わんから︒行って帰ってくるときはゲンコ
ツですよ︒

俣藤何ですか︑ゲンコツって︒

海部 行って帰ってくるのはタダ︑ということだ︒けれども︑ちゃ
んと長い目で見ておると︑﹁ああ︒君にはあれもこれも世譜になっ

た︒これは幹事長の上積みだと思って取っておいたらいい﹂という︒
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プラスαが付くんですね︒

あの頃は︑副幹事長にもなにがしか渡すわけだ︒そのなにがしかを
渡す上に︑自分の閻魔幌を見て︑これには何園か無理を言った︑と
いうときに⁝︒
伊藤

海部あの頃は何というか︑毒消し役というのも必要だったんだ︒
伊藤 海部先盗の謡を聞いているといろいろな新しい霊葉が出て来
ますねゆ

海部 霞中角栄が親分のころ︑金丸さんを育てたいというので︑瞬
中さん自身﹇由梨県に応援に行った﹈︒あの頃は総裁でも地方に応
援に行ったんだな︑知事選挙か何かにかこつけたのかもしれん︒
﹁山梨へ行って︑ちょっとしゃべってくれんか﹂というので︑ 門い
いですよ﹂と言って︑行ったんだ︒ ﹁三木派の出身代議士がおると
ころには絶対に行きませんが︑それらがおらんところはいいです
よ扁ということで︑いつも行ったんだ︒

﹁これから先の新治の中では︑金丸君がいま︼所懸命育

そうしたら︑磁中禽栄が甲府かどこかで街頭演説をする︒これも
びっくりするような演説をした︒ ﹁自分は金丸君を葬処に儒照して
おる︒あんた方がみんなして出した人だ︒きっとここの役に立つか
ら︑落とさんでもらいたい﹂という︒そして︑いろいろなことをし
ゃべって︑

てておる人がここにもおる︒海部君はその一人だ︒こうやって自渓
党は︑次々と自分の周辺におる世代の中から歳の下の人を選んで応

門この男は愛知県です︒愛知県にお

門おい︑海部君︑慰は選挙匿は

援して︑速綿とやっていくのでありま〜す﹂なんて言っているんだ︒
﹁そうです隔

そして僕らは山梨なんて知らんが︑
愛 知 県 だ っ たな鳳

知り合いや友達があったら︑どうぞ応援してやってください︒田中

人 心 収擁ですね︒

角栄がそう雷って頼んでいたと言ってもらえばいい﹂という︒そう
するとこっちは感激しちゃうんだ︒ ﹇そこまで言ってもらえるとあ
ひがたいことです﹂ということになるわけです︒
俳藤

海部 あれはどこに行ってもそれをやったと思うんだ︒どこの選挙

俘藤

だから︑ ﹁閏中角栄はこういう演説で結びましたよ﹂と三木

それはいい方法ですね︒

区に行っても︑そうだ︒あとから話を集めてみると︑そうだね︒
海部

﹁そうだ︑わしはそういう取ってつけたようなことは

さんにも教えた︑ ﹁先生はあんまりそういうことを欝わんからな﹂

と言ったら︑

患わんのだ﹂と言っておった︵笑い︶︒

ちょっと金丸さんから離れて︑事前の質闘項鼠に入っていない

闘新自由クラブとの連立2︵出葭労相入閣︶
楠

ことなんですが︑八四駕十一月の第二次中盤根改造内閣に︑薮自由
労働大臣だ︒

クラブから山口敏央さんが入閣しています︒
海部

楠 労働大毘です︒この経緯について︑侮かご印象はございますか︒
海部 あれは部分連合の走りです︒
楠 その前に零幸さんが入駕していて︑河野さんが科学技徳庁長嘗

新自由クラブというものを棒内に入れたいということで︑部

で入閣していて︑三人霞が出臼さんということでしたね︒

海部

特になかったです︒

蜘溝さんを入閣させることは︑特に問題はなかったんですか︒

分連合のはしりなんだ︒それは竹下が一所懸命でした︒
楠
海部

楠 当時の新自由クラブは人数はたしか五︑穴人ですね︒だから改
造ごとに入れていたら︑すぐにタマが切れてしまいますね︒
海都 そういう面から露うと︑轟時自渓党の運申には︑ 門チンネン
はまだ早過ぎる隔というやっかみみたいな声もあったけれど︑そう

いうときは︑ ﹁まあそういうな︑これも入れておかながければなら

ん﹂といって︑連立の苦しさ︑辛さを竹下が⁝所懸命説いて鐵って

のちにこの人はスキャンダルで失脚しますが︑このときには︑

いたことを思い出しますね︒

楠
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rそういうことは特に闘題なかったんですか︒

海部だってあれは石鴎バク﹇§博英扁さんのところにおって︑バ
クさんがあれをしょっちゅうやっておったから︑そういう謡は無わ
っておる︒

■金丸氏と黒州総詳議畏の会談

海部 薩接関係なかったですね︒魍鉄の罠営化は︑もうちょっと後
になってからギラギラしてくる話だ︒
楠 その伏線というわけではなかったんですか︒
海部 なかったと思う︒あるいは︑われわれが考えも及ばんような

長い霞盛りでやっていらっしゃった面があったかもしれんけれど︑
それはわかりません︒

海部

幹事長が総評議長に会うというときに︑根園しとかは誰がや

楠 そこで語が戻りますが︑この﹇一九八四﹈年の十二月六日︑金
丸幹事長と総評の黒瀬﹇武﹈議長が会談をする︒これは自罠党首脳

知恵をする︒樵の中では教下登が全部やっておったようなことにな
っているけれど︑そうばかりでもないんだな︒

俘藤

と総評首脳の初会談だったということです︒先生は労働問題にもお
詳しいわけですが︑労働勢力の取り込みの皿環ということだったん

︑それは自分自身だ︒そして懐刀みたいなのがヒソヒソと入れ

るんですか︒

でしょうか︒

中 曽 根 内 閣の︑ですね︒

は間違いないです︒

楠

収集して伝えたりしておったんだろうな︒
幹事長室に来るんですか︒

来るんだ︒弁当箱を包んで︑昼時に来る︒
どこかの料亭の女将か何かですかね︒
あれは料享の女将です︒

先生のところにはそういう人は来ないんですか︒

来ないな︵笑い︶︒せいぜい︑ぼた餅か団子だ︒

よく︑人と人をつなぐときに新聞記者の人がいたりしますが︑

アアー

海部 これは︑ウイングを広げようという当時の狽いがあったこと

楠 この会談には︑先生は局席されたんですか︒
海部 いや︑していません︒一番肝心の会談には嗣了していません︒
伊藤 金丸さんの腹心は誰ですか︒代議士でいますか︒
海部誰だかよくわからない︒どこかの女将みたいな︑ド⁝ンとし
た色の黒いおばさんがよく理われておったが︑そういうのが情報を

海部 はい︒そして︑総評のほうにも当時︑まあみみっちい謡だけ
れど︑政府の審議会委員になれるかどうかということがあった︒こ
んなころから︑総評の幹部の連中が勲章を欲しくなったんだ︒
伊藤 たしか同盟系が勲一等をもらったりしていますね︒
海部 総評も欲しくなったんです︒ ﹇労働組合関係者が勲童をもら
ったというと﹈大きく薪聞やテレビが騒ぐ︒けれど︑同じ労働者同
士で隅あれは総評だとか︑あれは瞬盟だとか細かい説明をしてもわ
﹁欲しいものはたくさんつくって

からんでしょう︒そこで︑両方とも﹇勲章が﹈欲しいということに
なってきたんです︒金丸さんは︑

やりやあいいだろ︒ほんの十五万か二十万でできるだろう﹂という

だから︑新聞記看でも︑これはといったらこ檸知のような人ですが︑

そういう人はいませんでしたか︒
海部 おりました︒金丸さんの場合は麻雀がとても好きだったもの

らいだ輪という︒

二︑三取り巻きがおったんだ︒

﹁国のためになるかならんかは︑みんな岡じぐ

な か っ た ん で すか︒

楠︑これは國鉄の民営化とか電電公社の罠営化ということとは関係

俘藤 その新聞記者の取り巻きは誰ですか︒
海部 いや︑それはいまでも影響があるから︒そいつらの政治生命

発想の人だったな︒

伊海揮海俘海轡
藤部藤部藤部藤

やはり政府の審議会の委員や侮かを振ってやらないと︑なか

ころを補って解説してくれるのが︑例の竹下登なんだ︒

伊藤

俣藤

海部

俘藤

それは瞬盟が先ですね︒ ﹁総評も入れなきゃならんからな︑

総評があとじゃないかな︒

海部 そうですよ︒それで政府の審議会の委員に︑総評や労働組合
の人が入ってくるようになったのが︑もうちょっと前からだったと

なか勲章は出せないでしょう︒

海部 すごい人が麻雀の場を通じて一緒になっていた︒そこではど
んな詣をしておっても︑終わってからヒソヒソとやるわけだ︒麻雀

海部鴛﹂と書われて︑それを考えた︒だからこちらが内閣に入る繭

が
︒政治家ではないから政治生命はなくなってもいいかもしれ
んが︒そういうのがおって︑それ﹇麻雀の集まり﹈を設営する︒そ
こに曝んできて︑やっておった︒びっくりするような詣ですが︑財
界では一︒言わん方がいいかも知れんな︒

をやっているあいだは︑真玉屠な話はしませんからね︒

の三木内閣の頃から陳情が多かった︒副長官の私のところに︑ ﹁こ

大丈夫です︑あとで消せばいいんですから︒

楠 先生は麻雀をされますか︒
海部 します︒だって必要以上に︑呼ばれれば時にはつき合わなけ

れをなんとかしてやってくれ︑ああやってくれ﹂という︒

それは労働界から︑ですか︒

思いますよ︒

ればならん︒

極藤

じゃあ︑金丸さんともやりましたか︒

はい︒

楠

海部

先生も労働界との接点があるでしょう︒

﹁おい︑

傍藤

ありましたけれど︑それはスト権スト以来の仲閤ですから︒

やったこともあります︒メンバ⁝が足らんときは︑

海部

海部

楠

そんなことはないな︒

この時期はもうそんなことはないでしょう︒

海部

潮でしたね︒

それで社会党の古手の議員たちが仲を取り持って︑おれが話をつけ
るから︑と言って︑よく来たわけです︒
揮藤 あの頃はまだ︑歓会党の人たちは勲章をもらわないという風

ちょっと手を貸してくれ︑もうじき誰々が来るから﹂と言われて︒
楠 金丸さんは麻雀は強いんですか︒
溝部 強くない︑と思う︒アバウトだから︒わざと負けているのか
それはわからない︵笑い︶︒

もしれんね︒

俳藤

海部 竹下もそうだ︒麻雀はそんなに強くない︒
俘藤 あまり強いとまずいでしょう︒
海部 結局︑最後の最後は負けなければならんでしょう︒負けるつ
もりだ︒だから鯨岡だとか︑ああいう人たちにはできんわけだ︒そ
んな馬鹿なことはない︑なんて書い出すと︑全部すっ飛んじゃうか
ら︒

海部 もらっていますよ︒それで︑これにもやってくれと言って︑
社会党の同僚議員のことも頼まれる︒勲三等以上は内閣のあれがい
いますからね︒ ﹁そこのところは三木さんにきちんと謡をつけてき
てくれよ﹂という︒勲︸等というのは希有な例でしたが︑労働組合
の代表に勲一等をもらってやろうということになって︑前科前歴を

調べた︒いろいろなことがありましたね︒

夜明一系のほうが先にもらったんですね︒

佐道 戸帳さんと金丸さんの会談のあとで︑金丸さんがこんなこと
を話したよ︑ということを言うんですか︒
海部 こんなことを語したよ︑という報害はありませんが︑一人語

伊藤

そうです︒それが総評系には残念で残念で︑恨み脅髄なんで

門いまの総評の議長も︑欲しいのか﹂というようなことが︑

りで︑

海部
すね︒

ポ獄ッと漏れることがあった︒だから︑ああ︑今日は勲章の話をし
たんだな︑というようなことで︑あとは類推する︒その足らざると
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侵藤 勲章というのは欲しいものなんですね︒
海部 本人が︑ということではないけれど︑ある程度の歳になれば︑
もらっていないと周辺がうるさいんですよ︒選挙区の人たちは新聞
を見るでしょう︒新聞に出るわけですからね︒当選回数が岡じで︑

⁝丁上がり︑みたいな感じになつ

﹁そんなこ

歳がいくらも違わないやつが勲一等旭霞大章なんていうのが繊ると︑
﹁完生︑どうしてもらえんのじゃ隔と言う︒だから︑ ﹁おれはまだ
現役だからな︑断わっておるんじゃ﹂と言うんですが︑
でも勲章をもらっちゃうと︑

と書わずに︑もらいなさいよ﹂というんだな︒
楠
ちやいますね︒

海部 いや︑こういう人がこういう発言をするから︑影響力も大き
いんだ︒ご苦労でした︑と天皇陛下でさえ言っておるのに︑続けて
やっているのはおこがましい︑ということになるかもしれん︒現に
中蛍根さんや宮澤さんが辞退して断わっておるのは︑選挙に響くか
ら︑ということがあるからですね︒中津根︑富澤だけじゃないです

ああ︑このあいだもらったな︒
だからみんな︑ ﹁上がりじゃないのか？﹂と言っているんで

中曽根さんは大勲位をもらいましたね︒

よ︑まだもらっていない人がだいぶおる︒
楠
海部
伊藤

願翻政会の旗揚げ一︵竹下氏の心の拳備︶

楠 一九八五年︸塗沫十七日に創政会の発足が表強化します︒先生
は直接関係ないと思いますが︑劇毒会の旗揚げについてはどのよう
に見ておられたでしょうか︒

海部 あんなころ︑ときどき夕飯を一緒に食べたり︑呼ばれて行．つ
たりすると︑竹下は︑ 門そろそろおれもな︑人に言われれば︑いつ
までも﹃心の準備ができておりません﹄なんて言っておるわけには
いかんから︑やらなければならんのだな﹂ということをボソボソ書
っておりました︒金丸さんなんか︑もっとあけっぴろげに言ってい

たな︒ 門﹃心の準備ができておりません﹄なんてたわけたことを言
っておる︒例しに政治家になったんだ︑あいつは﹂と︑竹下のこと
を書っていた︒

こちらは創政会で一票入れるとか入れんという立場ではありませ
んが︑仲聞が議運︑圏対の関係者︑文教関係者︑商工蘭係者といろ
いろおるわけです︒そうすると︑あちらのほうで藷をつけて相談し
て闘いてきてくれんか︑こっちにちょっと来るように言ってくれん
か︑という向こうの懐勘定があるけれど︑そういうことは経世会の
人はみんな手慣れた人だから︑うまいこと醗っ張り込んでやってい

海部 だいたいこれは優勢になってきたな︑と思って見ていた︒
俘藤 でも田申派というとてつもない大きな派閥ですよ︒代替わり

す︒

海部 それで宮澤はもらわなかったんだ︒
伊藤
﹇中嘗根号は﹈大勲位までもらってまだ頑張っているという
ので︑いろいろ携評があるわけです︒
海部 僕も︑今度捌度が変わったら︑変わった薪制度の第一回でも

で︑しかも禅譲じゃなくて︑反乱が起きるという感じでしょう︒

傍藤

いやいや︑絶対にそれはない︵笑い︶︒

いよいよ一丁上がりになるんですかハ笑い︶︒

海部

楠

海部

伊藤

戦うんですからね︒

脇で見ているというのは︑どんな感じで見ているわけですか︒

るわけだ︒

らってやろうかと思うんですよ︒
海部

勲章の語はいいとして︑先に行きましょうか︒

いや︑それでないと一︒これもあとから聞いた認で︑出場

創政会というのは一応勉強会ということでしたね︒

隔壁

におったわけではないけれど︑竹下が田中のところに行って︑ ﹁こ
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楠・峯時は先生はどうご覧になっていましたか︒やはりこれは派閣

強だけさせてください﹂と言ったんだな︒

れは派閥を作るのではありません︒勉強会を始めるんですから︑勉

るときに︑話を闘いたりする︒

も足らんから助けてくれんか﹂なんて言われて行っているやつが当

それはそう思うさ︒だってあいつは︑

門十年経ったら竹下さ

の旗揚げだ︑と思っていらっしゃいましたか︒
海部

﹁海部さん︑さっきどんな謡をし

しゃべらん︒おれ鱒否うとすぐ伝わるから﹂︑ 門恵ちゃん︑そんな

た？扁と聞いてくるわけだ︒ 口蓋のほうが近いだろう臨と言うと︑
門透いけれど︑おれは竹下に近いと思われていて︑おれには本音を

んと謡してくると︑小渕が必ず︑

いちやらないけれど︑竹下さんが最後まで﹁心の準備ができており
ません漏と書っておったことを金丸さんはえらく怒っていた︒ ﹁そ
れは伝えろ︑ということか﹂と聞いたら︑ ﹁そんなこと︑伝えんで
もいいんだ︒おれのところに﹃準備ができておらん﹄なんて言って
いるうちは駄目だ﹂なんて言っていた︒
その頃は小渕君がその下におったですからね︒僕が行って金丸さ

それからあの人が好きな天ぷら屋があったな︒よく行く天ぷら歴
だ︒ただ︑そこは口の堅い天ぷら屋で︑誰と来たとか何を話したと
かいうことは信用の中で話ができる人だった︒そういうところに行
ったときに詣をちょっと聞いたぐらいのことで︑名前を挙げていち

ん♪﹂と︑昔から酔っぱらうと歌っていたんだから︒
﹁あの鋭敏な嗅覚を持った騰中が︑

楠 佐藤昭︵あき︶さんという︑闘中さんの愛人︑越由会の金庫番
だ っ た 人 が 書かれた手記の申に︑

勉強会という言葉をなぜ額面通り揺じてしまったのかいまでも不思
議に思う﹂といったようなことを書いているんですね︒そのあたり
は ︑ ど う お 考えになりますか︒

海部 貸方ともキツネとタヌキだから︑承知の上で︑ ﹁ここで正面
増って喧嘩をして︑駄選だというと本当に反乱を趨こされる︒いま
はまだこうすれば︑こちらの影響力の及ぶ範囲内で︑頭を下げて謹
じゃあ額面通り信じたというわけでもないわけですね︒

慎しておる﹂と︒

楠

いているけれど︑それは竹下の直の家来だと思っておるから︑さら
に突っ込んだ話はしなかったんじゃないですかね︒
そういう点で︑もうおわかりだと思うが︑哀れだったのは橋本龍

﹁そヴだ﹂という︒だから金丸さんも︑小鉢には一霞置

男は︑とにかく田中角栄には信頼されておったし︑われわれみたい
な外様ではない︒それからいっぺんは︑ ﹁自民党の幹事長を本気に

太郎さ︒あれにしゃべるとみんなすぐに転わっちゃうという︒しか
も間違って転わったり︑こうなって﹇胸を反り返す﹈伝わったりす

ふうか一︑

なってやれと言われたが︑海部︑おれ︑やっていいかな﹂なんてい
って︑真表に悩んでいたこともあったんですからね︒

るからいかんといって︑ ﹁気をつけてくれよ臨と言われた︒全体の

海部 それはないわけだ︒竹さんはいつかはやろうと思って︑やが
てその時期が来た︒その話は小沢辰男に聞くと詳しいんだ︒小沢辰

俘藤 なんだかんだ言っても︑竹下さんとは非常に近い関係である

流れを議すときだな︒

すか︒

海部

れだから︑小渕だってそうだけれど︒

門小渕氏は扁竹下のほうです︒合わせれば︑竹下も金丸のあ

佐道 そのとき︑哲下さんの側近ナンバーワンは小渕さんですか︒
海部 おれは小渕だと思っている︒
伊藤 金丸さんの子分はどうですか︒金丸さんの子分はいないんで

金．丸さんが︑この会ではかなり大きな役翻を果たしているわけでし
ょう︒ ﹇海部副幹事長は﹈その幹事長の下にいるわけじゃないです
か︒あまり見えないものですかね︒
海部 あまり見えないものです︒勘が悪いのか︑晃通しが悪いのか︒
そういうところでは︑露骨に言ったらすぐに法がりますから︑そこ
は金丸さんも言わんわ︒ただ︑ちょっと離れて秘かに小人数で夕食
に行ったとか︑あるいは誰かが麻雀をやっておるときに﹁どうして
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僻藤 金丸さん直系というのは︑いることはいるんでしょう︒
海部 誰だろう︒おれはあまりおらんと思います︒
楠 絹心棒はいるけれど︑直系は一︵笑い︶︒
けえ
海部 ハマコーはもう︑金丸さんが﹁帰れ﹂というまでちゃんと動
かなかったという縮心棒志願者ですか鱈ね︒ちょうど福圏魁夫さん
のところに毎朝洋ランを持って通った藤尾正行と双壁をなすという
まだ鈴木宗男なんていう人はバッジも着けていなかったですね︒

話が︑われわれのところには伝わっておるんだ︒
楠

海部 鈴木宗男君というのは︑ちょっと過大評価の面があるな︒世
の中を萄自おかしくしょうと思う人たちがおるから︒

懸創政会の旗揚げ2ハ田中氏倒れる︶
竹下派の七奉行と号日われて︑小渕さん︑小沢一郎︑橋本さん︑

海部

それはそうです︒

楠 さっき詣題に出しました佐藤昭さんの手動には︑ ﹁桑中さんを
番憤慨させたのは梶由静六︑小沢一郎︑羽嗣孜の三氏が創政会の
発起入に名を達ねていたことだ﹂と書いてあります︒
海部 それは綱引きをやったら︑金丸さんのほうが田中角栄よりも
引きが強かったんだろうな︒僕はそのへんの事情は知りません︒た
だ︑そういう解説をしているとすれば︑佐藤昭さんが日頃綱31きを
やると︑金丸さんの引きのほうが強かったんじゃないですか︒羽畷
孜君というのはどちらかと乞えば︑蒼窮きインテリ的なところがあ
るから︑悩んだりするわけだね︒あれに器を聞くと︑ ﹁角さんの舞
うことは無茶無茶だ﹂とかいって︑心の中にいくらか批判的なもの
を持っていたから︒

佐道 創政会ができて︑そのあとで田中さんが倒れてしまうので︑
そのまま竹下さんの独立がうまく行くという形になりますが︑でき
た当初は︑あの田中さんに反抗してこういう会を立ち上げてうまく

佐道

梶山静六さん︑渡部恒三さん︑羽田孜さん﹇︑奥闘敬称さん﹈がい

行くのかどうか︑周辺にいてどういうふうにごらんになっていまし

海部 数さえきちんと集まれば︑うまく行くも行かんもない︑それ
は行っちゃいます︒全体のム⁝ドがそういうことだったでしょう︒
同時に国中さんの影饗力はあるけれど︑曝本の敷治にとって本当に
腹の底からあのやり方がいいかどうかということになると︑みんな
いろいろ疑心暗鬼︑批籾もあったわけです︒そこで長いこと︑虐げ
られたわけではないが︑頭上げようと思うとコツン︑頭上げようと

たか︒

ますが︑その中でも小渕さんが︻番ということですか︒

か︒

海部 まあ︑竹下さんが⁝番話がしゃすかったんじゃないかな︒ま
た小乱君が持ってくる護が︑いまにして思えば本筋の誕であった︒
佐道 この当時は︑小沢一部の存在はどの程度のものだったんです︐
海部 どっちかというと︑小沢⁝郎という人は︑そんなに腹の底か
ら信頼しきって竹ギさんに使われていた人ではないわな︒金丸さん
はいろいろな面で︑これを重宝に利用して︑ものすごいことまで言
っ た り 教 え たりしていたけれども︒

楠 霧中さんは二月二十七羅に脳捜塞で倒れるわけですが︑そのニ
ュースは︑先生はどこでお魍きになって︑どのような印象をお持ち

思うとコツンだった連中が葉まって一旗揚げるわけですから︑それ
に対しては︑紘較的妊意的な雰囲気があったのではないかと見てい

伊藤 どちらかというと金丸系なんですね︒
海部 大きく分ければ︑僕はそう見ているな︒﹁
伊藤 やはり自畏党の中の最大愛護での異変ですからね︒これは影
響するところが大きいですね︒だからみんなウオッチングしている

になりましたか︒

まず第︸の印象はびっくりしたということだ︒それから重ね

ますよ︒

わけでしょう︒

海部
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絵のように思い出したのは︑その二︑三霞前に︑たしか羽瞬孜を励
ます会だったか︑七奉行の中の一入の誰かを励ます会があった︒そ
その励ます会にはいらっしゃったわけですか︒

のときの鐙中さんの挨拶が非常に印象的だったんだな︒
俘藤

海部 そこだけは︑偏図も何回もテレビで放送した︒いくらなんで

囑民社党の燈代交代

楠 それで岡じような世代交代の話になりますが︑民社党も同じ時
期に佐々木門良作﹈委員長が退陣して︑塚本書記長が新委員長にな
る︒春日さんとか塚本さんは︑先生は選挙区の闘係もあって雰常に
お親しいと思いますが︑そのへんは先生はどう見ておられましたか︒
民社党の世代交代について︑何かご記億がありますか︒
海部 塚本三郎は︑初めから春曝﹇幸の腰巾着みたいなもので︑は
じめ選挙区が大きかった頃は倉入とも名古屋で立候補しておったん
ですね︒

楠 同じ選挙区だったんですか︒
海部 ええ︒そしてそれが︑紬盤分けみたいな格好になった︒塚本
三郎は三回か四回連続して落選しておるわけです︒おれはあれが当
選するとは初めの頃は思っていなかった︒彼は中央大学の頃に専憩
部の経済の代襲か侮かになって︑ときどき弁論大会に出ておったこ
とを僕は覚えていますね︒よくしゃべる︒
楠 そうですが︒塚本さんは大学の専門部を昂ていたんですか︒
海部 いやあれは学歴詐称にはならんだろうと思うけれど︑あのと
き国鉄の職員だったんだね︒あの頃通信教育というのがあったのか

も︑励ます会に乗り込んでいくわけにはいかんから︒テレビでやっ
たところは︑．濁中角栄が︑もうおまえもそろそろ年貢を納める︑と
言ったのかな． 門心配無いんです︑そんなことは︒そういう時期が
来たら︑神様は︑すぐにお召しになるようになっております輪と︑
いかにも自分が倒れることを予感しているように闘き取れた︒みん
な︑ ﹁角さんの挨拶を間いたか？ ちょっとあれは異常だな﹂と雷
っていた︒そうしたら案の定︑それからじき︑ああいうことになっ

佐道 容態とかそういう情報は漏れなかったですか︒
海部 あのときは漏れなかったですね︒脳梗塞で倒れるなんていう

どうか︒

海部

顔合

そうすると︑章典職員が働きながら大学の資格を取ることは︑

いや︑あったでしょう︒あったと思いますよ︒

ですからね︒

佐道 政治的には神に召されたのと岡じようなことですね︒
海部 それが突破口になって︑竹下のほうにぐっと弾みがっくわけ

ね︒

伊藤 すぐに神に召されたわけではありませんが︑倒れたわけです

たな︒

情報はなかったです︒たしか羽田孜を励ます会だったと思いますね︒
そこで挨拶に立っている際に︑ ﹁もうそろそろ膿中も終わりじゃな
いかという人がおるけれど︑心配ありません︒ご心配ない︒神様が

じゃあ通儒教育部に所属していたわけですね︒

道としてはあったのかもしれんな︒

これは中螢根さんにとっては助かったというか︒

海都 たしかそんな記憶があります︒そしてその塚本が春霞㎝幸の
秘書で︑選挙区地盤をもらって︑何回か落選して︑とうとう隣の選

楠

お召しになる時期があれば⁝⁝﹂と︑そこだけテレビで何園もやり
伊藤

中妻根さんにとっては︑待ってました︑だな︒変な話だが︑

ました︒

海部

費の上のたんこぶがなくなったということだから︒

挙区に選挙区替えみたいなことで出て行った︒そして赤松勇︵楠
社会党の︶︑それから公明党の︑忘れもしないが石田幸四郎と同じ
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選挙謎に行った︒犬と工みたいなものだね︑民祉と公明は︒悪い選
挙区に変わっていったな︑あれは︑と思っていたら︑塚本が最後は︑
や り 勝 っ た ん だな︒

楠 塚本さんはあとで自民党に入っちゃいますね︒いま︑どうされ
ているんですか︒

いまそこにおるかとも言われんけれど︒
だって立候補できないもの︒

醗 退 さ れ たんですか︒

海部
楠

海部

楠大内﹇啓伍﹈さんと塚本さんという︑ 歴代の艮社党委員長が自
あんな頃から自民党とのパイプがお二方とも太くなって︑最

民 党 に 入 っ ち ゃつたんですね︒

海部
後は︑そこでよし︑これがついの棲家︑ ということでやったんじゃ
ないかな︒ どうせ艮社党がいつまでもやっておられるという自覚も
理解もなかったんじゃないですか︒
なんとか取り込むチャンスをこの時点からずっと狙っている

傍藤
そうです︒

わけですね︒

海部

俘藤 この春濤一幸さんにしても︑ 塚本さんにしても︑自民党に遮
携したいというグル⁝プだと思うんですが︑書記長交代とか委員長
交代というのは世代聞競争ですか︒
海部 よその党の内情は︑そんなによくわかるものじゃありません
けれど︑いろいろな話を聞いたりすると︑僕らはその曖は永末英︸
君というのを高く評価しておった︒永末君もときどきは向こうの議
運になったり︑国会討論会に出て来てやったりした仲ですから︑い

ろいろ聞いておったんだけれど︑そういう人たちから見ると︑必ず
しも塚本三郎という人は︑世代若返りをしたとか︑よくなったとい
うふうには受け止められてはおらんわけですね︒春露︸幸の悪いと
ころをみんな背負って伸びてきたような受け止め方をされている︒
だから最後に自艮党に替わったときも︑さもありなんということで
片付けられておったんじゃないですかか

轡藤 民社党がどう動こうが︑自与党としては別に味方になる︑な
らないということとはあまり関係ありませんから︒どっちにしても
味方なんですから︑あまり大きな影響はないという見方ですね︒向
はい︒

こうはコップの中の嵐だと︒
海部

圏定数是正問題

楠 昭和六十︵一九八五︶年五月三十︸陰に︑自渓党が定数是正問
題で六増穴減案を国会に出しますが︑これは副幹事長としていろい

ろ関わられたと思います︒このときの経緯についてご記憶でしたら︑
お語いただきたいんですが︒

海部 あのころは︑自分の選挙区が変えられるということは政治家
にとってはまさに死活闘題ですから︑みんなが非常に厳しく受け並

めて︑金丸さんも︑ ﹁何かこれは片をつけてやらなければならんが︑

どうしたもんだ﹂ということで︑みんなに電話をしたり︑人を呼ん

だりして聞いておったな︒どうやって解決していったらいいか︑と

こういう問題は︑とりまとめていく上で︑各派鵬を露めるとい

いうことだ︒

楠

うことが手順としては最初なんですか︒
海部 はい︑そう︒この派閥はこの人を命がけで守るか︑命がけま
ではいかないか︑どれぐらいか︑ということを調べるとともに︑そ

の入が選挙区でどれぐらい強いかということもそれと併せて調べま

そうすると︑派を代表している副幹事長が︑派内あるいは該当

ずけれどね︒

楠

者の説得に遺ったりするわけですか︒
海部 派内というより︑該当者の説得ですね︒該当者はなかなかウ
ンとは雷わないから︒しかもいまのように比例匿だとか灘スタリカ

方式のような調子のいいものはありませんからね︒
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楠

そうすると何を代償に説得するわけですか︒

海部 それは曰く言い難いところだ︒蛋座の名誉を尊重するとか︑
ベリ・ニア・フューチャーの入閣を条件に︑そうしてくれるのなら
自 分 は 引 っ 込むとか︒

伊藤 あるいは長期決裁とか︑いろいろあるでしょう︒だけど︑結
そうです︒

局最初は数字から︑入口から出てくるわけですね︒
海部

伊藤 それで︑全体﹇の 票の格差﹈を三倍以内に収めるためには︑
どことどこをどうしなければいけない︑ということですね︒そこか
ら説得になるんじゃないんですか︒
海部 あの頃は︑コスタリカ方式なんかまだなかったですからね︒
いまはコスタリカでだいぶ掬えることもやっていますが︑あの頃は
なかったから︒

楠

じゃあ実際には︑議員立法といっても自治省がそっと持ってく

るわけですね︒

海部 それはいつでもそうです︒海部内閣の時の小選挙区の案でも︑
こっちは総理は全然見ません︑見てはならんとみんな言いに来る︒
誰かが叩き台をつくってくれなければいかん︒読売の小林﹇募三
次︺さんが︑何を思ったか知らんが勝手な案をつくって︑ある薪聞

がそれを鼓いたがために︑最後の時に金丸さんがケツをまくって︑
﹁金丸信の選挙区はこんなところか﹂と貰った︒東京のどこかに移

されておったから︑ ﹁それならおれは政溶家も何もみんな辞める

わ﹂なんて言って︑本気になって怒り出すぐらいだから︑あのとき
あの案は︑法治省が作った案でも佃でもない案で︑萩聞社が勝手に
出したんですけれどね︒

海都

海部

それをまとめたからといって︑野覚のほうがウンというかど

そうです︒

めなければ︑まとまるわけがないですね︒

伊藤 実際の実務的な話になると︑議員立法であろうが何であろう
が︑自治省が案というか叩き台をつくって︑幹事長のところでまと

楠 そうすると︑どこがそういう試算をしたり︑原案をつくったり

伊藤

自民党案ということは議員立法ですか︒

するんですか︒

海部 野党﹇が相手﹈のときは︑押したり引いたり︑足蹴を喰らわ
したり︑いろいろなことをするけれど︑最初の案は誰が見ても納得

楠

俘藤 やっぱり自治省じゃないんですか︒
海部 それは自治省が内緒でやって持ってきて︑それをみんなが読
んで︑ちょっと鉛筆で線ぐらいを驚いて︑これで自罠心月というこ

できるような原則を作って︑その原則に従った票割りをするとこう
さい︑とやるわけだ︒

議 員 立法ですよ︒

とになる︒

いうふうになるんだ︑できるものなら︑あんた代わりにやってくだ

ですか︒

うかはまた別競題ですからね︒

楠 党の職員の中で︑そういう挫当の入がいるということはないん
海部 そこまではできませんね︒党の職員といっても︑さっき例に
出た奥島にしても︑非常に長けた才能を持っているかというと︑裁
覇官が忌避されるように︑あれは田中派だからいかん︑といってや

海部 法案を作る大前提です︒あのときから自治省の選挙局長以下
がみんな入り込んでいる︒共罰で票割りの案をつくっていますから

るわけですか︒

楠 自分の党の内側に向かっては幹事長・副幹事長が説得に厩って︑
外側に向かって︑野党に対しては睡対ですか︒
海部 蟹対だ︒正式の議題になる前は議運には上がりませんから︒
佐道 党に選挙制度調査会がありますね︒あれはどういう役割にな

られるからね︒

楠 職員の中でも色がついているんですね︒
海都 それはそうだ︒誰の紹介で入った職員か︑誰のもとでどこに
おったか︑ということが知れ渡るようになっておるから︒
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ね︒

轡藤 知恵を借りなければできないでしょうね︒人口と定数ですか
らね︒

いまとなってみると︑

出せないな︒

海部

あまり正確な説得力のある二二は思い

この六増六減は︑海部先生諺身には関係がないから︒
全く関係なかったですね︒

三木派自体もあまり関孫なかったですか︒

だから他人事ですよ︒これは飛ばしましょう︒
次にスパイ防此法︑国家機密法案が六月二十五霞に議員立法と
して自罠党から提出されましたが︑葦牙投票で継続審議となるわけ

なかったです︒

るというようなことではないですからね︒
海部 六増六減というのは︑当事者にとってみれば選挙凝度を変え
じゃあこういうことも調査会にかかるわけですか︒
調査会にかかるでしょう︒それで敢調を通らなければ⁝一︒

そ れ は いきませんよ︒

選挙制度調査会自体は︑活発に活動しているかどうかは別と
ほぼ常時あるわけですね︒そうすると︑その調査会の会長に

﹁どの

門海部さん︑いいと思うのか︑あんなこと︒みんなスパイ︑

この国家機密法案も直接醐わっていないから︑．あまり記憶は

﹇質問票を読み︑﹈都議選は︑あのときは﹁﹇盧罠党﹈五増︑

そんなことより肖分の県の選挙のほうが大変だな︒

政権交代には関係ありませんから︑という受け止め方をしておった︒

枇会党四丁で勝利を収めます﹂ということですか︒都議選も︑応援
は一所懸命ほうぼうに行かされたという思いはあるけれど︑これは

海部

ないんでしょうね︒その次の都議選もそうですが︒

僧藤

るかということは︑いまでも不満な点がたくさんありますから︒

スパイと言い出したらキリがないな篇と言っていた︒
楠 勝共連合か何かが︸所懸命やっていましたね︒
海部 書われてみれば︑あのころ勝共連合というのも入り込んでき
ておった︒われわれのところにもずいぶん来たな︒
楠 だから私もうさんくさい運動だな︑と見ていたんですが︒
海部 あの勝共連合の会長が︑何を最終的な轟論見として持ってい

ったな︒

くする︑とかなんとかいって︑これも鯨岡の組が強硬に反対してお

対を聞けばわかるだろうけれど︑あのときはいまと一緒で︑スパイ
をやっておったというようなことをいって︑スパイ閥士が三民を暗

海部 これは大きな本論としては︑一圏である以上︑筒抜けのよう
なことではいかんではないか︒スパイ防止法の愚案理由の賛成・反

です︒このへんについての経緯をお聞かせいただきたいんですが︒

楠 選挙鰯度調査会は︑もっと大きなテーマの時に開かれるわけで
すか︒これ﹇六増六減案扁はいわば微調整ですね︒
俘藤 いや︑これは大きな問題ですよ︒
繍 それは大きいと言えば大きいですが︑選挙制度そのものを変え

楠俘海佐海俘
藤部道部藤

るということであるわけだから︒
楠

すか︒

海部

﹁これとこれはなぜ駄
﹁そのヒモは誰と誰だ？﹂と

﹁これとこれは駄蔭だ ﹂

門 ヒモがついているからだ﹂

なっていくわけですね︒なぜこのとき六増今季が通らなかったのか︑

伊藤 いや︑どっちもやりたくない︑ということでしょう︵笑い︶︒
楠︑でもそのあと︑八増七減があって︑髭んだふり解散という謡に

か︒

いうところからずっとやらなければならんわけですね︒
俘藤 野党案が出て︑結局は廃案になるのかな︒
楠 継続審議︑廃案になりますね︒これはなぜ廃案になったんです

馨か？﹂

辺 ま で 行 け る か？﹂

責任を持って幹事長が︑選挙制度調査会長を呼んで︑

とめてやるとなったら︑幹事長以下が動くということになるわけで

には結構重要な懇題になってくるわけですね︒ ただ︑本当にとりま

誰がなるかということは︑ それこそこういう問題を抱えているとき

s

何 か ご 寵 憶 は ありますか︒
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し佐海俳
て道部藤

俘藤

それはそうですね︑当然ですね︒

闘金丸氏と北朝鮮
楠 次に︑艮朝友聾議員連盟を通じて︑六月六ヨに北朝鮮の代豪國
が金丸幹事長に会いたいという申し入れをしてきた︑ということで
すが︑これは奥島さんの本の一五六ページに書いてあるんです︒こ
僕は︑金丸さんと北朝鮮の関連についてはもうちょっと後︑

れについては侮かご存知でしようか︒
海部

海部内閣になってから金丸さんが卜い出されたことについては関連
しますが︑．㎞のときはまだそれ以前の聞題ですね︒石井ピン﹇石井
一﹈あたりが︑こぞこそやった謡じゃないかな︒

はい︒

佐道 こういう申し入れがあったとか︑会談が行なわれたというこ
とはお聞きになっておられましたか︒
海部

俘藤 渡辺さんが会いに行ったんですね︒
海部 どんな話をしてきたとか︑どんなことを決めたんだ︑という
こ と を い ろ いろ闘きますな︒

楠 それは副幹事長会で報告みたいなことがあったんですか︒
海部 それは︑そういうことです︒いくら渡辺葵智雄でも︑一人だ
けでやっているわけにはいかん︒金丸さんはそういうときは︑ ﹁ち
ょっとみんなで︑よう話をこなしておいてくれよ﹂という︒ ﹁こな
しておいてくれ﹂という言い方だったね︒偬を話して︑どうなって︑
どういうふうになれば︸番いいが︑どういうふうになったら危ない︑
と︑かね︒

伊藤 だいぶ後になりますが︑金丸訪朝問題までつながっていくわ
けでしょう︒先生は金丸さんの北朝鮮問題はもっと後だとおっしゃ
いますが︑このへんから始まっているんじゃありませんか︒

海部 いや︑北朝鮮が本気になってそういうことを幽い出してきた

それはあの入がアバウトだからだ︒

そもそも︑なんで北朝鮮が金丸さんに目をつけたんですか︒

のは︑もうちょっと後になってからじゃないかな︒漁船を返せとか
返さんということが具体的なテfマになってからです︒
楠
海部

伊藤 いや︑実力者であるからじゃないですか︒
海部 アバゥトスキイだからだ︒
楠 実力者はそれぞれの時期にいるわけですから︑特に金丸さんに
目をつけたというのが︑ちょっとよくわからないんですが︒
海部 そこは︑言いにくい話だけれど︑アバウトスキイだから︑ち
ょっとこうしてああすれば︑と思ったんだろう︒だから三÷六年の
謝罪と︑いままで触れたこともなかった戦後の賠償を書いちゃった

んだ︒それが狙いだったことは間違いない︒

楠 その謝罪に関しての歴史的な認識の閣題ですが︑そういうこと
は金丸さんはそれ以前に何か発言していましたか︒日本が戦前︑朝
鮮に迷惑をかけたとか︑そういうことを書っていたんでしょうか︒
海部迷惑をかけたとか︑かけんとかじゃなしに︑北朝鮮だけは︑

どう考えてもおかしいのは︑あの頃パスポートに︑ ﹁≦騨げ︒葺

乞︒詳げ夢奉黛と書いてある︒隣の国でこんなことではいかんから︑

ここは風穴をぶち開けろ︑薫炉はいいけれど︑その前に片付けなけ

ればならん問題があるから︑ということだ︒竹下さんなんかは︑
﹁おとつつあん︑あんまり簡単にあれやればできる︑これやればで

きる︑なんて思っていっちゃっても︑そうは行きませんぜ﹂という

ことをさかんに注意しておったな︒

楠 でも例えば︑第二次中讐線改造内閣のメンバ⁝を見てみると︑
党のほうは︑幹事長は金丸さんで︑総務会長は宮澤さんですが︑政
調会長は藤尾正行さんですね︒藤毘さんを抱えているような党執行

部に北朝鮮が接近して来るというのも︑考えてみれば不思議な話で

それほどに金丸さんについては︑北朝鮮はくみやすしと読んだ

不思議な話です︒

はありますね︒

海部

楠
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んでしょうか︒

﹁構わん︑来るや

海部 そこから先はいろいろなことが吸われておるから︑もうちょ
っと三二の歴三家にはっきりしたことを探索してもらわなければい
かんけれど︑金丸さんのところにはそういう筋の入が出入りしゃす
かったということなのかな︒それまで鐵入りしておったということ
かな︒

それは北朝鮮だけではなくて︑ですか︒
い ろ いろな筋の人が︒

いわゆるその筋のほうも含めてですね︒

ああ︒

金丸さんは幅広くいろいろと一︒

得体の知れぬ大物だから︑ダーンとして︑

つはみんな食つちまえ﹂というようなことでやるわけですから︒
佐道 詫覇鮮訪朝団の話は奥島さんの本に書いてあるわけですが︑
そもそも北朝鮮の入が二本の政界の有力者に裏面から接触をした来

るとか︑そういう詣については︑先生はこの前の段階でお聞きにな
ったりしたことはございますか︒それともこれは金丸さんだから︑
と い う こ と な のでしょうか︒

海部 金丸さん 人に絞ったわけではないでしょうが︑一番ガード
が軟らかいし︑アバウトスキイという名蔚があるぐらいだから︑う
まいこと待っていけばできるではないか︑と思ったんでしょう︒僕
がもう一つ調べなければならんのは︑金丸さんとっき合って入り込
んでおった新見記者の中に︑あれがおったのかな︒そんなことを思
いますね︒向こうは薪聞記者と特別な関係を持っているやつが複数
伊藤
そうです︒

それはヨ一入の萩聞寵春でしょう︒

いますよ︒

海部

海部

社 会 党 を︑ですか︒

朝総連は本気になってあれを儒汚しておるのかしら︒

楠︑あるいは社会党の飼対関係の人が朝総遮を通じて⁝1︒
俘藤

国名を言ってもらうことだった︒

海部 ああ︒社会党の國際族の言う謡は︑あまり役に立たなかった
な︒ただ僕の享禄の中で言えることは︑施政方針演説の中に正式な

俣藤 それは総理になったときでしょう︒
海部 総理になってからだ︒そういうことがあったけれど︑そのと
きに今日までのいろいろなことを思い趨して︑中に入った人は社会
党ではなくて︑当時自残党の朝鮮問題特別委員長だった︵伊藤 久

久野さんなんていう人はタカ派じゃないかと思っていました

野さん︶︑久野忠治だ︒僕の中学の先輩で何でも話せる人だから︒

伊藤

が︑そうではないんですかね︒曝朝問題は︑先生が総理になってか
らもいろいろ飼いますので︑先に行きましょうか︒

●中瞥根政治1︵国鉄民営化問題︶

楠 籔鉄の問題ですね︒ コ九八五年﹈七月二十六日に︑国鉄再建
監理委員会が﹁国鉄改革に関する意見書﹂を総理に繍しますが︑こ
れが分割罠営化の流れをつくっていくわけですね︒先生はこれに俺
か蘭与されたでしょうか︒

海部 このときは︑寒々木義武くんというわれわれの一年で︑元満
鉄におった︑これまたちょっとスケールの大きい人がいた︒これが

国鉄の二時副総裁だった磯崎﹇叡﹈と︑ ﹁海部鴛どうしても会って

くれんか﹂という︒ ﹁なんで会うんだ︑そんなのに﹂と需ったら︑
門いやいや重重は︑これから大変なことを考えておるんだ︒それで

中周⁝郎とおれ﹇11海部俊樹﹈と渡辺美智雄を呼ぶから︑来てくれ

﹁これは中曽根さんもその気になっておることだから︑

んか﹂といって︑佐々木義武が昔の顔で磯鱒とつないだわけだ︒仲
間隅士のことだから︑いやとも言っておれんから︑行って話を聞い
たら︑国鉄は再建するためには当時はやりの分割二三化だ︑という
話を聞いて︑

脚隔れで頑張らなければならんから︑みんな協力してくれ﹂という疑
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海佐海伊海田
部道部藤部藤

で し た ね ︒ 最初はそうだった︒
﹇海部先生は︺直接の運輸族でもないし︑

併藤 国鉄の罠営化閣題というのは中島根内閣の非常に重要な懸案
ですが︑だからといっ．て︑

楠その中川︑渡辺︑海部という三人の取り合わせばどういう意味

伊藤

大事なんだ︒

社会党としては国労は大事ですからね︒

来たことがありましたね︒

協力要講の理由の一つだった︒
揆藤 じゃあ︑やっぱり︑これより前ですね︒この毒忌は︑もうほ
とんど出来上がりかけているときですからね︒
海部 このとき︑枇会党の野々凶驚三？﹈とかいう金國労﹇←全
交運﹈の委員長がおって︑これとも会ってくれといわれて︑会って
話したことがあります︒そのときは社会覚の濁対委員長の山口鶴男
が︑この方面の祉会党とのパイプになるから︑磯綺と会うときにも

楠 磯崎さんはマル生をつぶした入だから︑だいぶ前ですね︒
海部 そして中問管理職のやる気がなくなって︑マル生がガタガタ
来たから︑それを立て直さなければならんから︑というのも大きな

があ．つたんですか︒

海部

だからこの分割艮営化には反対していたわけですね︒

それほど関わった闇題ではないということですね︒

海部 それは佐々木義武が国鉄と穣談して︑各派の派閥から︑派の
中堅でフットワークの軽そうなのを集めたということじゃないです

伊藤

れど︒

撰藤 見ていた︑というと変ですが︒
海部 いや︑頼まれたからいやとは事えんから︑ ﹁じゃあ協力しよ
う扁ということだ︒佐々木義武というのは︑自分は満鉄の出身だけ

そうです︒

か ︒ 議 運 ︑ 国対におって︒

醐中蓄根敵治2︵防衛費一％突破と靖圏参拝﹀

そ れ はいつごろの話ですか︒

はい︒

破とか︑靖函神社の公式参拝の表明を行なって︑実際にこの年の八

楠 次なんですが︑この年の七月二辛七ヨの自昆党の軽井沢で行な
われたセミナーで︑中蕾根総理は︑ ﹁戦後の見直し︑戦後の総決
算﹂ということを強調されるわけですね︒それで防衛費の一％枠突

中幕さんはもう亡くなっているのでは︒

︒だからもっと前の話だと思いますが︒

これはだいぶ押し詰まって︑いよいよ分割昆営化という殺階

そうですね︒磯瞬という人も︑もうちょっと前ですよ︒

もっと前の誕か︒

月九屡︺

海部
轡藤

翅一郎だとか渡辺美智雄だとか︑ああいうのはみんなタカ派ですか
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海部

俘藤 法案が幽たときによろしくね︑ということですね︒
海部 法案が出たときに︑なんらかの形にでお力添えを願いたいと︒
その前のところで︑こういうことも協力願いたいということで︑初

もっと前じゃないのかな︒︑

月牽五霞には︑総理大臣として初めて靖国神社の公式参拝をされま
す︒そういう流れがあるわけですが︑先生はこうした中朝根さんの
一連のお考えに対して︑どういうふうに考えていらっしゃいました

それにはいちおう応じたわけですか︒

中川も︑そのとき諾をしておった一人ですよ︒

か︒

道1部道藤道部新

ですからね︒

海部 これはいよいよ第一歩を芋茎根さんも踏み出したんだな︒そ
の頃︑逆に言うと三木さんの考えに対して︑党内のタカ派の中心に
おったのが申醤根さん︒それから圏鉄の時にちょっと集められた中

中損一郎さんは八三年に亡くなっているはずです﹇八三年一

めは頼まれた︒

佐海佐俘佐海俘
楠

らね︒そういう鍾帥が三木さんがやろうとしておった﹁％枠にこだ
わって︑そんな銭金で国が守れるかい︑といろいろ誉うのがおった︒
ただ金丸さんだけは︑そういうときに﹁とはいっても相手国のこと
もあるから︑二本だけが威勢のいいことを雷っておったってできね
えこととできることがあるんだよ﹂というような︑まことに中庸を
と っ た 議 論 を した人です︒

海部

結果的にはしなかった︒

楠 公式参拝のほうはどうですか︒
海都 公式参拝は︑あのときに妙なタネをまいたものだから︒中春
根さんは行くと雷っておいて行っちゃつた︒けれどもすぐやめちゃ
った︒その亡霊が残っておるのが︑小泉です︒小泉はそこだけ受け

継いで︑やるかやらんかどうするの︑早く精神決めなさい︑という
歌もあるけれど︑あれはそういうときに︑僕らに言わせれば姑患な
んだ︒賃にちを二日前倒しにしたから︑八月十五目ではない︒靖国
問題の本質は︑私は八月十五霞に参拝するからいいとか悪いとかで

楠 先生のお考え︑あるいは央生が所属されている三木派は︑この
あたりは中之根さんとスタンスが違うと思うんです︒そういう中で
先生は翻幹事長をなさっているわけですが︑そういうときにはどう

はないと思っているんです︒

あって︑ならばこういう反応があってもしょうがありませんよ︒

中黒に行って向こうの首脳にオフレコの語をいろいろしてみても
そうなんだ︒要するに目が替わろうが替わるまいが︑行ってもらう
こと自体がありがたいことではない︒だからやめなさいと厳命﹇言
弱とも﹈しました︑というようなことになるわけでしょう︒けれど
も︑やめなさいとは品覆えんから︑やめてください︑やめることが望
ましいです︑という程度にしているけれど︑その先言えないことが

お 感 じ に な っ たんですか︒

海部 それは三本さんの考え方がある︒一％枠を決めたときの官房
副長宮をやっておったわけですから︑三木内閣で一％枠突破を決め
なかった︒それを中曽根さんがアメリカに行って︑︸％枠突破もあ
り得るようなことをやっていたときには︑ちょっとした三木さんと
のあいだで議論がありましたけれどね︒それを許してやっていった
らキリがない︒際限なくなっていくんだ︒蟻の一穴論じゃないけれ
ど︑あのときは年々国罠総生産も増えつつあるという背景があった
し︑防衛予算のほうも大きくなってくるから︑ ％枠の問題はそれ

僕は︑これはお欲ししたと思うけれど︑屡本におった楊振亜とい
う中国の大使︑彼は知資派のはずですよ︒臼本のことをよく知って
おる︒名古屋で育った夫人をもらっているんだね︒日本語もべらべ
らです︒それがいつか北京のシンポジウムの時にいきなり唐突に立

ほどシビアな議論にはならなかったように思います︒しかし礪鉄問
題になってくると︑そういうときにいろいろやってきた向こう側の
人たちがみんな中雪根さんのほヶにおるわけだから︒ただ佐々木義

門小泉はけしからん︑華麗神社に行ったではないか﹂

と演説をぶちだしたので︑終わってから︑ ﹁楊さん︑あんた何を言
うんだ﹂というようなことを言った︒ああいうときにはああいう強

でも今度の新しい政権になって︑どうかわかりませんよ︒

匿申豊根政治3︵総理と幹事畏︶

俘藤

おりますが︑こんにち︑いまもまだ尾を引いているわけでしょう︒

がりを言わなければならんのか︑大変な剣幕であったことを覚えて

ち上がって︑

武だけはそんなことではなかった︒
俘藤 防衛費の⁝％枠突破というのは別にそれほどの衝撃ではない
んでしょう︒そもそも三木派の中にもいろいろ意見があったわけで
しよ欝つ︒

海部 そうです︒それから変な話だけれど︑あれは放っておけばも
うじき︑すぐ突破しちゃうわい︑ということで︑事実突破しそうだ
った︒

伸藤 中善根さんは﹁突破もあり得る﹂と言ったけれど︑結果的に
は 突 破 し な か ったんでしょう︒

一89一

佐道
らんになりますか︒

ちょっと話は違うんですが︑筆頭醐幹事長という立場では︑

中曽根さんとは頻繁にお会いになる機会は多いんでしょうか︒

海部公式に頻繁に会うのは︑朝の役員会︒そこでは会いますが︑

が集まって話をすると︑ 門中蛍根さんの時もこれがあった︑君のお

海部 総理大恥としての中留根さんは︑私には﹁教育改革をやれ︑
やれ隔というご下問がまずあった入で︑教育改革の話の返事はよく
しておりました︒ちょうど︑いまみたいなものだ︒今朝も歴代大臣

お互いに決められた舵と枠の中で︑短いやりとりでありますね︒
伊藤 まあお互いに︑いるな︑という感じですね︒
海部 ええ︒それから︑中蕾根さんの頃は︑ 門今日は各派代表と飯
を食うか﹂というと︑副幹事長と総務会の副会長が集まる︒総務会
の翻会長と副幹事長を集めれば︑だいたい各派閥の中野が全部来る

昂としていた︒

やじの時だよ隔と︑叢の中醤根﹇弘文﹈文部大臣に言うと︑ ﹁いや︑
おやじからよく闘いております﹂なんて言っておった︒歴寅は繰姶
返しておるわけです︒そんな頃︑中善根先生は﹁戦後総決算は教育
から始まるんだ︑しっかりやってくれ扁といって︑きわめて意気鰐

伊藤

撰藤

わけです︒そういう会もあった︒

海部 飲み会︑食う会だと思って︒あの頃は︑飲ぴことが⁝番意志

ようにやれるという感じになったんですかね︒

そ れ は飲み会ですか︒

を疎通する場であるという理解だったから︒

やっぱり周中さんという重石がとれたので︑少し自分で思う

伊藤 そういう飲み会の場で︑中曽根さんと一対︸で譲すことはあ

海部 そうですよ︒また︑やったらいいと思ってやるんだ︒あの人
は門戦後政治の総決算﹂という言葉が好きですけれど︑総決算する

ことを自分が思った通りにやっている︒仏教の言葉で雷うならば︑
侮物をも私の良心や行ないを差し止めるものがないという状態︑そ
れが㎝番必要なんだ︑ということを︑あの人はどこかの座禅を組む
ところで教わってきたんじゃないかな︒
横藤 幹事長と総裁というのは︑ある程度︸体といいますか︑連絡

るんですか︒

海部 それはありますよ︒だってあの人は前から個入的にもよく知
っておったし︑私の結婚式の時はちゃんと来ておってくれておるし︒
いろいろな麗係で︑会えば話もしますね︒どちらかといえば︑ ﹁千
代新﹂だとか門金曝中﹂とかああいうお座敷でやるときも︑中三根
さんは非常に気を遣って︑みんなのところをずっと園って歩いたわ

が密でなければならんと思いますが︑中轡根総理と金丸幹事長とい

そこは功罪男帯ばするというか︑裏と表があるというか︑あ

門中碧根総理と差し違える﹂というこ

曽根が窮地に追い込まれんように︑金丸さんには﹁おとつつあん︑

とまで対外でも言いながら︑大変激しい言葉を使います︒それがそ
れで夜中の十二時までそういう状態なのかは︑われわれにはわから
んが︑心配した竹下さんあたりがそばに行って︑ 門そこはこうこう
こうだ︑中瞥根にはこう言ってきてあげましょう︒あんたもここま
では降りなければいかん漏と仲を取り持っておったと思います︒中

法案で意見が合わんときは︑

の入門金丸氏﹈は別れてみると︑差し違えてもやめさせると言う︒

海部

う組み合わせば︑どういう具合だったんでしょうね︒

けですね︒

佐道申碧根さんに先生が値入釣にいろいろお考えを述べたり︑意
見をお謡になったりという機会は︑結構あったわけですね︒
海部 あるある︒それは︑向こうはああいう立場の入だから︑いろ
いろな情報を知りたいと思っているんじゃないでしょうか︒だから
特に党内の問題とか︑派内の問題とか︑ ﹁あの人がこう言っておっ
たから︑これはどうなるか知らないけれど︑あとは総理の判断だけ
れど︑そこはこういうふうにされたらいいと思いますよ﹂とか︑い
ろ い ろ な こ とを迎いますね︒

佐道 八五年ぐらいになると︑田中さんも倒れたりということもあ
るわけですが︑総理大臣としての中雪根さんには変化があったとこ

一90一

そう言ったって︑それは通る︑通らん︑いろいろあるから︑そこは
ちょっと佳せておいてや﹂といって︑竹さんが抑えておったね︒
伊藤 なんとなくわかるような気がしますね︒
楠 じゃあ金丸幹事長というのは︑竹下さんと代人三脚をやってい
た よ う な 感 じ なんですか︒

海部 まさにそうだと思うよ︒
佐道 そこで竹下さんの名前が出てくるわけですが︑総務会長が宮
澤さんで︑安倍晋太郎さんは外務大臣をずっとやっておられるわけ
ですね︒自門党のニューり⁝ダーということで雷えば︑竹下︑宮澤︑

か︒

安倍といわれているわけですが︑先生からごらんになると︑申暫根
さんとの関係は︑竹下さんが〜番密接だということになるでしょう

海部思想信条やいろいろなことから喬ったら︑むしろあの頃は安
倍さんのほうが返いんじゃないかと思ったけれど︑あの世界はそれ
だけではありませんから︒そうするとやっぱり︑数は力なり︑カは
金なりというのが金丸さんだから︒金丸流に書うと︑竹下が一番数
もあるし︑カもあるし︑金丸もついているから︑という発想もあっ
た︒あの頃の二人はどっちつかずで︑さっきちょっと言ったように
綱弱きがあった場合に︑最後はどっちが強かったんだろうか︑とい
うことで︑最後の帰着が決まるんじゃないですかね︒
伊藤 金丸さんと中曽根さんの関係はそう密着したものでもないと
いうことですね︒

海部 そうです︒そう密着したものではないけれど︑利島できると
きには︑この人のカを借りてやっていかなければならんという思い
伊藤

はい︒だから少々何を言われようが︑かにを言われようが︑

中曽根さんのほうに︑ですね︒

は絶えずあったんじゃないですか︒
海部

門 中 曽 根 が 金丸を﹈大事にしてきたわけで す ︒

圃三光汽船の倒産と河本派1︵三光汽船の倒産︶

ょうか︒

楠 八月十三匡に三光汽船が多大な負債を抱えて倒博します︒三木
派というか河本派のオ⁝ナーである河本さんの会社が倒れたという
ことで︑派闘関係者にも影響が大きかったと思いますが︑どうでし

海部 これは大変なショックであったし︑われわれは表面しか見て
おらん︒表面だけを見ておれば︑これでお手上げだなと思ったんで
すが︑お手上げじゃないんだな︒会社というのは倒産したって︑前
オーナ⁝がよけて塾壕を掘って埋めておいたお金は自由に使えるわ
けだ︒どういう経理決算をしたか︑それはよくわからんけれど︒そ
れで香港だとか︑事宜置夢心というのがある︒パナマのほうに持っ

ていった資産はどうなったのか︑船がどうなったのか︒そういう細
かいことまで︑こっちは興味もなかったし︑問いただしてもしょう

門おやじ︑大丈夫か﹂

瞥大丈夫です︒仲間の皆さんにご迷惑はかけません﹂ ﹁仲

がないけれど︑渋谷直蔵とおれとが行って︑
という︒

﹁そこで一線を引いて︑整

間の皆さんにご迷惑をかけませんといって︑会社のほうは完全にこ

れ﹇お手上げ扁でしょう﹂ ﹁そうです﹂

理して︑ユユi河本になって︑生まれ変わってやるんですね﹂とい
﹁そうです﹂という︒

そうですよ︒

まだこのときは三木派ですね︒

ったら︑

楠
海部

楠 そうすると︑ ﹇三光汽船が﹈倒産してから︑三木派が河本派に
なるんですね︒何か問題はなかったんですかね︒
伊藤 これは本嚢に不思議ですね︵笑い︶︒
海部 不思議だよな︒僕が不思議だよな︑と言ってもいかんけれど︑
本当に不思議だ︒身に余る巨額な財産を持っておるか︑負債を持っ
ておるか︑どっちかだからね︒
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楠

だから︑別に河本さんを厭いでいなければならない理由は特に

けですか︒

憤を持っていても大丈夫なんですか︒

海部 大丈夫なんです︑あれは︒
伊藤 それがわからないな︑ぜひそれを教えてもらわないと︒
海部 要するに区魅してあるらしいんですね︑会社のものと個人財
産を︒個人財産までは手が突っ込めんような法律の秩序になってい
僅藤

負

るわけですね︒

楠 金の切れ目が縁の切れ蟹とか︒
伊藤 金がなくなったわけではない︑というのがいまのお話ですか

酬伊藤

佐道 三木派の運営にかかるお金もあるし︑若い代議士の世話をす
るためにもお金が必要ですね︒そういうものはずっと河本さんが変

ら︒それだったら︑いままで通り続けていけばいいわけですね︒
楠

それまでスポンサーでお金を出していたから︒

海部 お金では︑勝にないですよ︒
楠 そうすると︑お金以外の部分で何か河本さんは強みがあったわ

ないわけでしょう︒

わらずにお出しになれたわけですか︒
や っ て おったわけです︒

でも政治家としての責像を闘うような声はなかったんですか︒

海部

拶藤

だって辞めたんでしょう︒

す ご い ですね︒

沖縄開癸乱政宮を辞めましたね︒

それは閣僚を降りただけですね︒

佐道
楠

それだけで終わりになったと思いますね︒
三木派︑河本派としては︑イメ⁝ジダウンですね︒
それはそうですよ︒

さんざんからかわれたはずですね︒
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佐道

海部 そのへんがもうちょっとメイク・パブリックしなければ︑敷
治不信になってくるのかも知れんが︑当時は幸か不幸か︑そこまで
行かなかった︒三光汽船が手を上げてつぶれたんだ︑というところ
までで︑まあまあと収まつちゃったわけだな︒
楠 この問題が趨こってから︑三木派の申で河本さんの影響力は落
ちなかったわけですね︒だから︑河本派になったわけですね︒

経済の溝本と言われていたわけですからね︒
﹁てめえの会社すらわからなかったのか漏と言われて︑僕ら

は言い訳できないから︑ ﹁そんなことわかっておったら︑ああいう
佐達

ことをしゃしないわい﹂ と雷うのが精︸杯だったな︒
三光汽船が危ないという話は︑漫々から低わっていたんです

なければいけない︑という感じがあったんでしょうか︒

いろいろな筋からいろいろなことを言われて︑私も言いに行

耳に入ったけれど大丈央ですか隔 門ええ︑大丈夫です︒ご迷惑かけ

ったこともある︒ 門会長︑言いにくい話だけれど︑こういうことが

か︒

海部

必ずしも派閥の長が大金持ちでなければならないということは

ませんから漏 ﹁本当ですか﹂と殴ったが︑そこまでおっしゃるなら
大丈夫だろう︒けれど︑いよいよつぶれることが決まったちょっと

ますから︑手を引くと書いますから︑彊かれると会社は残念ながら

﹁情勢がいろいろ変わってきまして︑なにしろ相手がおり

ないですね︒︑例えば橋本派の橋本さん︑河本さんの後の高村﹇正
あの人は金然大金持ちではないでしょう︒

前には︑
伊藤

彦﹈さんだつて︑そんなに大金持ちだとは思えませんね︒

．楠

断 腸 の 思 い だったろうな︒

かち︑河本さん自身も諦めなければならんということは︑それこそ

海部 河本さんも歯を食いしばって一所懸命やってきた人でもある
し︑対外的に河本派と言っておったから︑河本と相談しようと︒だ

佑道 影響力というのはあったわけですか︒
梯藤 それはあるでしょう︑オ⁝ナ⁝ですからね︒
佐道 例えば︑いろいろな問題があるときに三木さんに相談に行か
れるわけですね︒そういうふうに︑河本さんにもきちんと相談をし

海佐伊海佐伊
部道藤部道藤

後田︑野菊さんが総裁戦に由ると匿い出した頃に︑その話を根掘
り葉掘り聞いたら︑ 門その通りだ︒何か大型タンカーの時代に背を
向けるような話ですが︑自分は小型タンカーをたくさんつくった︒
いっぱいつくりました︒それで近いところは全部それで市場を押さ

そこまでです︒会縫のほうは駄騒になります﹂と言ったわね︒けれ
どもそんなときでも僕らは︑ 門会祉経営者と政治家のこ足の草蝦を
履いていると必ずしもいいことばかりではないから︑身ぎれいにな
ったら︑一つしっかり頑張って﹂と書って︑本気になって激励もし

えました﹂というようなことを言って︑

﹁それが河本喜連ですな﹂

ておったんです︒
と言っていた︒

三木さんはこれについて似かおっしゃっていましたか︒

佐道

は言ったことがあった︒飯を食いながらだけれど︒

りたくて今日までうずうず待っておる伸問がいっぱいおるから︑そ
っちにちょっと回してやったらいいじゃないですか﹂とまで︑おれ

を一番願っておったんだけれど︒あの人は科学技徳庁長潮も一嗣や
つたんじゃないかな︒ ﹁そんなものなら︑河本さん︑断わって︑や

実質的に三木派の後継者ということですね︒それで総裁選にも出ら
れたわけですね︒大臣ポストの割り振りということからいうと︑沖
縄開発庁長宮というのは︑いくらなんでもひどいんじゃないかとい
う感じもするんですが︑それはどうですか︒
海部 それはたしかにあった︑そういうことは︒あの人は通産大臣

木さんから正式な派閥の代替わりはしていないかもしれないけれど︑

申曹根さんと河本さんという関孫ですが︑河本さんはまだ三

佐道

これから後もあるわけですからね︒

海部 それは三木さんのほうだって︑河本さんから資金的な援助が
いろいろあったわけだから︑そう冷たいことも言えんしね︒
侵藤

顧三光汽船の倒産と洞本派2︵河本既と中曽根氏︶
佑道 中腰根さんと河本さんの関係というのはどうなんですか︒
海部 ︻時期までは︑三木派の中のライバルだね︒中讐根さんも河
本さんも政治家になった頃は似たような青年縛校という肩書きをも
らっておった︒ただ河本さんは一所懸命金儲けに走っておったし︑
中蓼根さんは︑勇ましいウルトラ・コンサバティブでやっておった︒
だから政治家として政策的にガチ合う部分はなかったわけだ︒それ
から河本さんの経済政策というのは︑通産大臣をもらってから︑経
済政策は積極政策でやるということを雷い出した︒どちらかという

佐道 沖縄醗発庁長宮は︑初めてなられる方ならいいですけれどね︒
海部 初めてじゃないんだもの︒ 門総裁候補で総裁選挙までやった
人が︑そんな伴食の大臣をもらっておったのではいかんから︑あの
頃やりたかった入がいっぱいおるわけだから︑それにやらしたらど

うか漏ということを私は極ったんだ︒

そうです︒

きに別段どう︑ということではないでしょう︒

これはたしかに円高の進行で︑先生の地盤にも非常に大きな影響が
あったのではないかと思いますが︑プラザ合意が行なわれたそのと

さて︑匹時になりましたが︑次のプラザ合意の問題ですが︑

いはできませんから︒その代わり資金は割安で調達します﹂と言っ

海部

その結果として︑ドル高是正が進められて︑その結果として

伊藤

ていた︒そんな頃から︑香港だとか便宜置下船の圏といろいろな関

佳藤

と自分魯身の生きた経済の体験があるわけですね︒
あの時期に︑運輸省に頭を下げて造船基金を︸銭も借りなかった
んだ︒ 触なんで借りないんですか︑借りて使ったらいいじゃない
かしと書ったら︑ ﹁お金を借りて使ったら︑全部従わなければなら
ん︒細かいことまでああしろ︑こうしろとなる︒それでは自由な商

たけれどね︒

係ができたんでしょうね︒そう細かいことまでは僕らに語らなかっ

選挙区でいろいろバタバタと機織りのところがつぶれるようなこと
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が起こった︒ということで直接先生に関わってくる︒
海部 直接私が何かしたことではありませんが︑舞台に上って踊っ
ておった哲下登の翻顧録などを闘くと︑薪闘記者のまき方で︑ ﹁海
部さん︑あんたも覚えておいたらいい︒おれはゴルフに行く格好で
な︑一番売れているゴルフの帽子をかぶって︑ゴルフのセータ⁝を
着て︑自動車のトランクにちゃんと着替えを入れておいて︑スーツ
と逃げていったんだ﹂とか︑そんな得意話をいろいろ闘いたことが
あった︒

蟹文部大臣1︵就任の経緯﹀

れど︒

しかしそんな頃は︑三木さんがこうだったのか︑芝蘭認者もみん
な晃ておるし︑送辞の議員もみんな見ておるから︑㎜二木さんが直接
やるといかんけれど︑僕のこのときには︑松野頼三という人が僕を

呼んで︑たしか隣のホテルだったな︒あれも開けっぴろげな人だな︑

ホテルの食堂だよ︑部屋じゃないよ︒ ﹁海部君︑腹が減ったからそ
ばでも食おうや﹂と書って︑そこで﹁やっぱり今度は慰も︑番だ

﹁これは三木がそう言うんだ︑三木がそう書われているらし

よ﹂という︒松野さんがどうして大臣を決めるあれになるのか聞い
たら︑

いんだ︑福霞から﹂という︒

いや︑中盤根から︑でしょう︒

海部 そうそう︑中瞥根からそう言われている︑と雷うんだ︒ ﹁そ
れでポストのことはなんともわからん﹂ ﹁ポストはまあどこでもい
い︑こうなった以上︒これでいよいよ慢の中が変わるときですか

横藤

ら﹂とまで書つたことは覚えていますけれど︒

次園は︑︑それでは文部大愚就任から︑ということにしますか︒

閣改造の時は︑三木派で候補者のリストを差すんですか︒

そうですね︑松野さんはi︒

楠

海部 出すんじゃないでしょうか︒自薦他薦がそれぞれどの派でも

俳藤

だって﹇松野さんは﹈霊園派でしょうが︒

そんな頃は福顕派は脱藩しちゃっているわ︒

でもあとでちゃんと屡っていますからね︒

精神的に脱藩している︒野中派の爆藤常太郎もそうですよ︒

やっぱり三木さんは教祖的なところがあるな︒
だったと思います︒

それでそういう情報を伝えてくれるわけですね︒

僕もわざわざi︒奮ばれんということは知っていますから︑

自薦他薦組が︒ 僕は三木さんのところは夜はしょっちゅう言ってお

りましたけれど︑ あまり物欲しそうな顔をして来ておるのは︑三木

わかっているわけですね︒それで︑実際に呼び込みが始まつ

さんは嫌うよ︑ といって︒

俘藤
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伊藤 いちおう文部大臣の就任の経緯だけでも伺いましょうよ︒内

ありますから︒

最後は三木さんと非常に良かったんだ︒三木さんは三役にし

ええ︑でも派を飛び越えて薩接ということはないでしょう︒

頼 み に行かれましたか︒

ょうと思っておるんだ︒

海部

伊藤

海部 だから三木さんのところに夜遅く訪ねてくるとか︑あれを頼
伊藤
僕 は 行かなかった︒

みに行くとかいうのはおりましたね︒
海部

伊藤 だけど︑何かになるためには︑直接頼まないといかんのじゃ
いやいや︑ああいうことを直接頼むと︑それが嬉きな人と︑

ないですか︒

海部

妊きじゃない人がいるんだ︒そんなことをやって仲聞を引っ張り落
として鐵了しようなんで思うやつはろくなやつじゃない︑という言
い方もある︒ 一番腹が立つのは︑あれはいかん︑これはいかんとい
って足を引っ張る専開が︒これが一番いかん︒そんなことを雷って
おったらいつまで経ってもなれやせんな︑と思わんわけでもないけ

海黒海伊海僻海俘
部藤部藤部藤部藤

て文部大臣ということがわかるわけですか︒
海部．そうです︒

﹁総理がお呼びで

﹁ありがとうございました﹂

楠 議員会館に電話か何かがかかってくるわけですか︒よくそうい
う光景がありますよね︒議員会館で待っていると電詣がかかってき
電 話 が かかってきて︑とって︑

てi︒
海部

僕はなんと醤つたか忘れちゃつたけれど︑

そういう感じだったんですか︒

なんて︑みんなやっているな︒
楠
海部
やっぱりモーニングを潮意していくわけですか︒

すから︑宮邸まですぐにおいでください﹂という︒
楠
海部 いやまだまだ︑モ⁝ニングは畢過ぎる︒そのとき着たら︑
一こら︑あわて者﹂と言われる︒モ⁝ニングは部屋に置いておけば

その例だけは踏ん

いいんだ︒僕は宿舎でしたから近いところですから︒会館まで持っ
ていって︑恥を掻いて持って帰る人がおるから︑
じ ゃ い か ん と 思った︒

摂藤 しかし︑また文部大臣ということですね︒ ぞれは多少あるか
な︑と思っておられましたか︒
海部 というのは︑二度目というのは︑ 本入はほかのところを希墾
するんですけれどね︒初めのときはすんなりと文部大臣で受けまし
た︒それは政争の外で仕事ができるから︒言ったら悪いが︑福田さ
んとはいろいろな激しいあれがありましたから︑おれは福沼さんだ
から︑この次の次でもいいから︑というようなことまで︑正直喬っ
て思．っていましたし︑あまり気持ちよくできるものじゃない︑と思
った︒そうしたら三塞さんが﹁行って来いよ︒断わることができる

﹁ああ︑そう

のは︑総理大臣をやれと欝われたときだけだ︒そういうときには︑
ちょ？といまの状浅では受けられませんと言うのはいいけれど︑ほ
かの大霞ならそんなことは雷っちゃいかん﹂という︒

いうものですか︒選挙区も喜びますから︑それじゃあ行ってきま
す ﹂ と ︑ そ こ は棄痘です︒

それは初回の﹇文部大臣になったときの一話ですね︒
はい︒

二圃霞の時はそうではないでしょう︒サゾと行くわけでしよ

二園醤の時は︑慣れているところだからまあいいや︑イロハ
のイかち勉強せんでもいい︒官房長やお使いに来る総務課長も︑

?りがとうございました︑まあ︑いい方に来ていただいて嚥とお

なかなか二圃貝に門閣僚に﹈なるというのが大変のようですね︒

搬辞を雷うんだけれどね︒

楠

海部 その役所に毛嫌いされると⁝一︒
楠 そうではなくて︑︸翻讐は惑選五︑六三でほぼ金員がなります
ね︒だけど二回目がなかなかなれないという話をききますが︑そう
いう意味では先生は政治家として喜ばれたんじゃ旨いかと思います
が︒

海部 まあ︑運がよかったというのかな︒
楠 ただ︑もうちょっと違う役職という感じが︒
海部 本当はそういう事項ちも︑正直に書うと半分以上あったけれ
どね︒

俘藤 だけど︑懸じ役飯といっても悪いわけではないでしょう︒気
心は知れているし︒それにそんな年月が甕いているわけでもないか
ら︒役人の入れ替わりはあるでしょうが︑そのあいだ文教の調査会

長をやっていましたから︒あまり似たようなところにいすぎる︑と

役所のほうは︑ちょっとわからん人が来てくれるとありがた

いう感じはあるのかもしれませんが︒

海部

そうですが︑そっちのほうか︒

いな︑と思う︒

伊藤

そうでしょう︑細かいことまで知っておるから︒

そこは違うとか︑ここはこうだ︑と言うでしょう︒だからあ

灘ントロ⁝ルできない︒

海部
楠

海部

まりそういうことは書わんほうがいいな︑と思った︒
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海う伊海俘
部。藤部藤

「

では乱撃は二畷目の文部大臣のお話からお願いします︒

いろいろ違いがあるものですね︒どうもありがとうございま
が来ていました︒

海部

伊藤

来ていました︒上院議員とか︑直接政府の役職に関係ないの

アメリカからも来ていたんですか．︑

いや︑相変わらずゴルバチョフも頑張っているとは知りませ

中 曽 根第二次内閣ですね︒

俘藤

て来たんだけれど︑こんなことになったら連れて行くわけにはいか

ているのは︑今度でもイタリアの政治フォ⁝ラムに行くときに︑
﹁⁝人ついて来い﹂というと︑ 懲はい喜んで﹂と書ってすぐについ

書聖の代議士の瓢人分か三人分働きますからね︒僕が何よりも函っ

の松浪健四郎はいろいろ批判はあったけれど︑行動力もあったし︑

海部 ただでさえ少ない十四を︑マイナス︸されると︒十西人国会
議員がおるか︑十三人しかおらんかでは︑だいぶ違う︒それからあ

俘藤先生のところは松浪﹇健四郎﹈さんの問題があるでしょう︒

伊藤

海部

だからイタリア政府もそれなりに協力し︑応援しているわけです︒

撲藤

望都

解藤

海部

ゴルバチョフのほかにはそんなに名の通った入がいないもの︒

秋の十角にいよいよ設立総会をやる︒
伊藤 本当の中心はゴルバチョフなんですか︒

海部

じゃあ︑ゴルバチョフのための会かな︒

いまは塗分はプーチンを支発しておると言っていましたね︒

プ⁝チンとの関係はどうなっているんですかね︒

国際的に︑だ︒なかなか心気もあります︒

国際的に︑ですか︒

相変わらず影響力を持って順張っているんだ︒

んでしたね︒

んでしょう︒

ゴルバチョフが自分の昔の仲澗を集めたわけです︒このポリ

政治家ですか︒

ドイツもイタリアもそうだ︒

﹇発会式の写翼を見せる﹈

カの悪口を喬うやつが多い︒
俘藤 それでさっきの話になるんですね︒

海部いや︑実業家︒だからゴルバチョフというのは︑よそにいろ
いろスポンサ⁝を持っているのかな︒スポンサ⁝も見返りがなけれ
ば︑そんなことはやりはしないはずだし︒そこでの雰囲気はアメリ

俘藤

縄代表の闘屡さん︒

俘藤 その写真に写っている目本入を指して︑これは誰ですか︒
海部 NECで︑ちょっとかわいそうな末路であったが︒
佐道関本さん︒
海部 関本忠弘も霞本のメンバーの︸人だ︒弩本人はもう一人︑沖

最初の総会を今年の十一月にやる︒

ティカル・フォーラムは︑このあいだトリノでやったのが発会式で︑

海部

て く れ と い って来なかったけれど︒

界政治フォーラムの設立総会﹇←発会式﹈でしたからね︒そして七
十五名集めた︒ブトロス・ガリも来ておった︒アメリカからは返事
だけで︑パパ・ブッシュのほうは忙しくなったからちょっと融糊し

そして行ったらいきなり︑アンドレオッテイのほかに︑イタリア
の議の大統領のコッシーガとか︑ドイツのゲンシャーがいる︒コー
ルは今園は行けんけれど秋の本会議には行きますという︒今度は僅

フとのあいだで︒そこが全面的にバックアンプしているんだ︒

頑張っているんだな︒そして︑ゴルバチョフが窓分の人脈を全部集
めた︑アンドレオッテイとか︒イタリアでやりましたからね︒不思
議なことは︑なぜロシアでやらずにイタリアでやったのか︒イタリ
アの投資銀行というのがいかがわしい設定になるのか︑ゴルバチョ

これはちょっと脱線ですが︑あのゴルバチョフ・フォーラムも︑
ゴルバチョフというのはもうちょっとあれだと思ったら︑⁝所懸命

■甦界政治フ孝ーラム

o

海部
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海し俳
部た藤

佐道

十 ⁝ 月 の総会は封こ︑でやるんですか ︒

海部 トリノ︒だから僕はそこで﹁何を書ってもいいか﹂と言った︒
日頃よりもちょっとトーンをアメリカ寄りに変えてやって︒
佐道 今の時期には大事なことですからね︒
海部
﹁今隈この話を聞いておると︑みんな﹇アメリカが﹈駄目だ
駄圏だと言うけれど︑私は二つの点を反省してもらいたいと思う︒
ものには光の面があれば必ず影もある︒アメリカの持っておる善意
をまず見てやれ︒頭ごなしに全部石油のにおいがするとか︑利権漁

りだとか︑そういうしみったれたことを言ってはいかん︒善意の圏
つは︑今日に釜るも︑

一点たりとも領太的な野心を見せたこ

まりだ︒笛しんでおる醐を助けてやろうという入道的な警意がある︒
もう

とがないじゃないか︒これはなかなかできないことだ︒私はその意
味で︑湾岸戦争を一緒に戦ったジョージ・ブッシュ︑ここにはいな
いけれど︑このあいだ会ってきたら︑彼は彼なりに真面§に考えて
一所懸命やろうとしているんだから︑そうみんなで寄ってたかって
即かずに﹂と言った︒そうしたら︑何か送ると言っていたよ︒ゴル
バチョフはゴルバチョフなりに考えてやっているから︒だからどっ

ど う もありがとうございました︒

いずれまた︑そっちの詣もぜひ聞かせてください︒

ちに転んでもわからんけれど︒
伊藤
︸瞬

︿以上﹀
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第23回
中曽根内閣時代rw（1985〜1986）

【2003年6月23日（月）14：00〜16：00】
於：TBRビル10F・演部俊樹事務所

［インタビLアー1

楠
佐道

精一郎
明広

（薦窪きはインタビューの時点）

（東洋英和女学院大学教授）
（政策研究大学院大学元助教授）

［記録、編集］

丹羽

溝隆

海部俊樹先生

第23＠

オーラルヒストリー質問填買
（2003年6」弓

23B）

1．今園は、85年12月28Bに成立した第2次中瞥譜第2回改造内翻で、先生が二度目の
文部大臣に就任されたときのお話からお願いします。中曽根首相は翌隼の壁掛でもr戦
後政治の総決算」「行政・教畜・税鋼改革が国際国家への礎石である」と、教育改箪の
意義を強調していました。二度臣の文部大臣就任に当たり、最重要課題とされたこと
はどんな問題だったのでしょうか。
2．2月、中野匿中野富士見中学2隼の男子生徒自殺事件をきっかけに、学校での「いじめ
問題」が社会的な話題になりました。こうした問題について、文部省としてはどのよ
うに対応しようとされたのでしょうか。
3．4月、アイドル歌手の自殺を契機に、青少年の自殺が急増し、社会閤題化しました。「い
じめ問題」に続いて、なかなか政治や行政では対応できない問題ではありますが、先
生ばこういった問題については当時どのようにお考えでしたか。

4．5月4H、第12園（東京では2圏罠）サミットが開催されました。工学から首脳が参
崩し、菅都は厳戒態勢になるわけですが、このときのサミットについて何か印象に残
ることはございましたか。またサミット開催のとき、参加メンバーではない閣僚はど
のようにしているものなのでしょうか。
5．5鍔27日、「日本を守る贈官会議」が編集した高校教科書il新編日本史』が検定に合格
し、これに対して6月7日中国が、同掲日韓国が批判します。結局中曽根首相の超法
規的措置で修正して合格とするわけですが、この問題についてお顯いします。

6．6月2霞、第IO5臨時国会召集、異例の冒頭解散となり、衆参同B選挙（7月6日）と
なります。結塁lts民300議潔という記録的大勝利となるわけですが、衆参ff H選挙
については、先生はどのように見ておられましたか。また、これほど脛勝するという
手ごたえは、やはlj選挙中あり談したか。最大の勝囲は何だとお考えでしょうか。
フ．選挙後第三次中曽根内閣が成立し、文零目は先生から藤尾正行氏へ交代します。結局、
二回目の文相は半年間で終わったわけですが、もっともご記憶に残っているのはどん
な問題でしょうか。

8．この隼に文部省が発表した統計では、85年度の中学生登校拒否が2万フ926人で10年
前の3・6倍、高校の中途退学者が全高校生の2・2％による11万4834人で過去最
高でした。まさに教育の危機という状況ですが、こういつた問題に対し、文部省とし
てはどのような対策を当時考えていたのでしSうか。
9．86年7月に文穣を交代されたあと、役職としては先生はどのようなポストにおられた
のでしょうか。

10． 8月12田、薪自由クラブは解党し、霞鮒誠一氏を除く6人は自解党に入党しまし
た。新自由クラブ解党の経緯について、先生はいろいろとお聞きになっておられたと
思いますがいかがですか。また、鰍既のみ自民党にもどられなかった経緯について
もお願いし蒙す。
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教科書に関するB中、H韓闘題が一段落した鹿後、就任したばかりの藤尾文相が、
r日韓傍合には韓睡にも若干の責任」と雑誌紋芸春秋』で述べて問題になりました。
結馬藤尾文相は辞優を掻否して罷免されるわげですが、この闘題に対して先生はどの
ように見ておられたのでしょうか。

12

中曽根酋相は選挙前、大型間接税はやらないと言明していましたが、選挙後はこ

の問題が急激に浮上しました。12fil：は山中自畏党税調会長が「間接税は選挙公約違
反で総理がうそをついた」と発雷して紛糾したほか、周税調が「売上税」88年可月な
どを主張した税鋼改正大綱を決定し（12月23屡〉、政府税調もぼぼ岡内容の筈申を発
表するなど、売上税導入の動きが高まってきました。これに鱈して先生は当時どのよ
うにお考えになっていたのでしょうか。
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87隼になると、売上税はかなり大きな政治問題化し、串盤根首相の公約違反が批
判される事態となってきました。3月には参議院岩手補欠選挙で、売上税を争点に社会
党が圧勝するなど、前奪の同賃選挙の大勝から事態は一輯して自民党に逆風になって
きました。嶺鋳の状況について先生はどのようにご覧になっていましたか。また、ど
のような活動をされていたのでしょうか。

14． 2月に政癒が提出した売上税法案は、党内からも反発をうけ、結局5月27鍵に廃
案になりました。これは中曽根誉相へのダメージはかなり大きかったと思われますが
いかがですか。
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10月、申曹根総裁の任期終了に伴い、後継総裁が選出されることになります。竹
下、安倍、宮沢の三候補が立ち、中曽根総裁に調整一任となって最終的に竹下民が選
ばれます。一連のこの経緯についてお願いします。

※今圓は以上のような質問についてお願いします。
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膿文部大臣2︵入試改革1︶

らの意見も言おうと思うんだけれども︑歴代の文部大臣を呼ぶと二
のごろは中養根二世﹇弘文﹈が幽てくるんだよ︒直前の文部大臣と
いうことだね︒それで︑親と子であるけれども︑考えはだいぶ違う
なというような気がします︒
どう違うんですか︒

海部

楠

に﹇お父さんには﹈世の中が非常に期待をしたというか︑あの人な
らばきっとやってくれるだろうということで︑非常に右寄りの発想

楠 今霞は研藤先生が来られなくなりましたので︑私が司会進行を
させていただきます︒今溝は二手三回目です︒まだまだ︑先は長い
海部 次々と萩しいことが起こるものだから︒とんでもない閤延び
した昔語をしているようで申し訳ないと思っています︒

かもしれんけれど︒だから﹁中曽根ヒソトラー﹂というようなあだ

お父さんのような弊鴬に堅い頑闘〜徹ではない︒しかし同時

楠 いえいえ︒前國は︑二度目の文部大簗にご就任なさったあたり

ですね︒

︸九八五年十二月に成立した第二次中飛根・第二

まで伺いました︒

名も︑あのころ裏では使われましたよね︒ 門いたずらに購躇駆悔し
ておったら︑横波を食らうばかりで前へ進まない﹂というのが中善

教育基本法ですが︑このときにはどうして本格的に取り組むこ

でしたか︒

番大きな目玉であ

る︑というような風が吹いていた︒それで︑われわれもそれに冠す
る議論をいろいろしたんです︒どうしたらいいか︒
楠 いま︑センター試験﹂と言われているものは︑それがきっかけ

た︒入学試験の制度を変えることが教育改革の

大学の入学試験というのが︑ある意咲で諸悪の根元のように言われ

今度書ってやろうと思うんだけれど︑いきなりそういう大きな全
体の枠組を変えるようなことを言い出すと混乱する︒それから嘉時︑

ていますけれどね︒

方が早いのではないか︑いいのではないか︒僕はいまでもそう思っ

海部 そうしてならなかったんだろう．あのころの議論をいろいろ
と思い出してみると︑もうちょっと枝葉のところへ入って行った︒
教育基本法とか愛国心からやり出すと︑中曹根さんへの反対が強い
だろうと思って︑もうちょっと身近なところがら教育改革をやった

とにならなかったんですか︒

楠

義改造内閣で︑先生が二園目の文部大臣に就任されたときから︑今
門行政・教

根さんの妊きなセリフだった︒

﹁戦後政治の 総 決 算 ﹂ と か ︑

巳 は お 伺 い し たいと思います︒
中 身 根 さ ん は国会でも︑

育．税剃改革が国際顯家への礎石である﹂といったようなことを強
調されていましたが︑先生が文部大臣として取り組まれた重要諜題
はどんな闘題だったのでしょうか︒そこからお闘かせいただきたい
のですが︑

海部 文教政策ですね︒第二次内乱の時は第︻次と違って﹇二嗣目
の文櫓のときは⁝回國のときと違って婦︑イロハの門イ縣からの勉
強をしなさいということもなかった︒また中轡根さんがやろうとし
ていることは教育改革であったことは間違いないんです︒それは
門戦後政治の大決算﹂というあの人の一連の大きな動きの中で︑こ
れをやり遂げたいという思いがあったんでしょうね︒

佐道 いままた教青基本法の改正が問題になっていますが︑この楽
時も問題になったんでしょうか︒
海部 中曽根さんはそれがやりたかったわけで︑ちょうどいまの現
状とだぶつちゃうんだな︒このあいだもお謡をしたけれど︑歴代文
部大臣会議というのを三画ぐらい続けてやったんです︒中教審の会
長の鳥居﹇泰彦﹈さんを國会へ呼んで︑みんなで話を闘いて︑こち

海部 はい︒それが土台というか︑敷石というかな︒
楠 その前は門共通一次鳳と言っていましたよね︒では︑共通一次
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試験からセンタ⁝試験に変わった時だったでしょうか︒ご詑憶はな

鰹畏が私の﹇内閣の﹈時に妊摂した文部大臣で︑彼も︸緒になって

保利・申曽根の二人の文部大臣経験者に﹁当時のことをよく勉強し
てみてくれ︒僕の言いたい基本は︑いまいきなり︑やれ愛無心だと
か︑やれなんだとかというところから書うと︑必ず反撃・反論が掌

いろいろ苦労をしたんだ︒中嘗根さんの息子もおるわけだ︒だから︑

海部 センタ⁝試験のときも僕はいろいろ参加しておったけれども︑
共通一次試験というのは︑通ればよろしい︑通らなければいけませ
んということで︑足切りみたいなことを考えたんだね︒けれどもあ

るということだ﹂

いですか︒

の制度自身は︑あのときに何が問題になったのか︒古いことでいろ

楠

それが入試改革とか︑そういうことですか︒

たいだからね︒もっと身近なところです︒

海部 そうそう︑枝葉のところというよりも︑身近なところがらと
言ってもらわないと︒枝葉のところがらと欝うと︑どうでもいいみ

がら始めようということですね︒

門と言ったんだ︸︒

いろあるものだから︑思い繊せずに申し訳ない︒

楠 では︑教育基本法の改蕉というものを最終的には霞指していた
けれど︑文部大臣としての先生は︑いきなり愛蟹心とかいうとまた
妙なところに議論が行って空中戦になるから︑まずは枝葉のところ

﹁足切りをしてはいかん﹂というのが︑

必ず五教科の試験を受けて︑それに合格しなければ次の本試験に
進めないということだったんです︒それで︑当時の国会のやり取り
を闘いておると︑足燐りをするのがいいことか悪いことか︑という
こ と が だ い ぶ問題になって︑

﹁だからこういう法案も出したんだ︒何がいいかといったら︑

あのころの祉会党その他の意見でしたね︒僕は﹁足切りはいいこと
だ﹂と言った︒議論しなければなりませんから︑いいことだと雷つ
た︑

そうです︒

楠 それで結局︑このときは教育基本法の改正には釜らなかったわ
けですよね︒それはどうしてですか︒
海部 それは︑基本法というのは基本ですから︑そう簡単に変わる

海部

て︑キャパシティもないのに受け入れたらどうなるのか︒だから第
一次試験で足切りもやり︑適正規模というか︑ある程度残っ込める

ものではないわ︒

親切丁寧に個々人の能力や意欲や知識を試すことができるんだ︒挙
校へ来るか来ないかもわからん人をたくさん集めて︑全部合格にし

ようにしたらどうだ﹂というようなこともあったんです︒

楠 社会党︑共産党あたりはもちろん反対でしょうし︑公明党もい
までも反繋と言ってい豪すが︑そういう野党の抵抗が強かったとい
うことですか︒

楠 いま︑枝葉の部分から入っていくというお詣でしたけれど︑そ
うすると中開根首相の言う戦後政治の総決算にはならないんじゃな
いですか︒

海部 いや︑そのときはわれわれも︑各党の中で話のできそうな人
たちと侮回も議論しました︒特に公明党の皆さんは教育基本法の改

海部 だから︑それは中密旨さんと僕との主観の違いというか︑そ
れぞれのアプローチの違いというか︒最後は仕上げたいと思ってい

正に理解を示した人が多かった︒

ア プ ロ ⁝チですね︒

楠 先生が文部大駆の当時ですか︒
海部 そうです︒その時のメンバーは︑正木良明政調会長とかが︑
公明党の文教の代表で鐵ておったんです︒それで本当によく時麗を
つくってくれて︑われわれの言うことに岡意できることは聖意し︑
合意できることは合意しようということで話をしたことがあったん

ますよ︑私も︒

楠

海部 僕は仕上げたいと思うけれども︑どこからアプローチするか
を間違え番と︑初めから空中戦になつちゃって︑キャンキャン襲い
浸して葭へちっとも進まなくなる︒そのことはこのあいだ︑いまの
現役の集まってくる﹇歴代文部大臣会議で細った﹈︒保利門耕輔︺
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です︒

それで︑いきなり愛国心ということを言うと︑何を期待して︑ど
ういうことを考えている入間をつくりたいと思っているのか︑とい
うところへ議論の中心が飛んでいっちゃう︒もっと身近なところで︑
現在何が閣題なのか︑類題なのは入学試験があってよくないんだと
いうことだから︑入学試験の鰯度を改めれば挙校教育に関する聞題
がいくらかは解決するんじゃないだろうか︑ということです︒

諸悪の根⁝兀は入試制度にある︑といってやったんだから︒

入挙試験の改革のほかに身返な問題は侮かありましたか︒

趨文部大莞3︵入試改革2︶
楠
海部

楠 これは党主導でやっていくものなんですか︒党の文教部会か何
かでしょうか︒

β教組出身者たちは大学入試制度のことをいろいろ勉強して︑ 門改
革するとおっしゃっているようだけれども︑あの共通一次の足切り
とは侮ですか︒足を切っちゃうのか︒痛い︑痛いと霞って泣いてい
る子どもを教育では救わないんですか﹂という角度の︑ちょっとピ
ント外れみたいな上聞をする人もおった︒私は﹁足切りというのは︑
箸にも棒にもかからないという人が世の中にはおるはずだから︑そ
れを第⁝次のところで選抜するのであって︑それはわかってもらわ
にやあいかん︒それから︑ものになるかならんかもわからんのに︑
一瑛懸命 次試験を勉強して︑二次試験に入って行こうと思ってい

る人もいるわけだから︑駄目な人には．あなたはまだ大学教育を受
けるだけの知識教養が備わっていないから今度の⁝次試験で落ちた

んだ︑と言って︑ひとつの説得力が出てくるんじゃないか﹂と隔っ
た︒

けれども︑五教科の第﹇次試験に落ちたからといって︑人生すべ
ての落伍者であると思わせてはいかんから︑それがすべてではない
よということで︑当時は﹁敗者復活隔とい・2言葉を使ったんだけれ
ども︑侮か敗者復活の道はないだろうか︒ということは︑入挙試験

海部あのころは党の文教主導でやりました︒
楠 文部官僚︑お役人が例かアイディアを思してやる︑ということ
で は な い わ け ですか︒

か︑というような議論もよくしまたね︒

楠 専門科園というのは何ですか︒
佐道 一続入試とか︑ああいうものですか︒
海部 そうそう︒ご理解願えんかもしれんが︑五教科全部点が取れ
なくても︑優れた教科が⁝教科でもあれば︑それを中心に伸ばして
いったらいいではないか︒だから︑そういう採点方法も大学で発見
して︑調整を出していったらいいのではないかというような議論も
しましたね︒高崎経済大学でしたか一︒

の制度そのものの中に︑専門科目だけで入れてやったらどうだろう

海部 文部竃僚も当時は真面目に議論に参加してくるのがおった︒
あんまり真面目にやりすぎて︑当時の政務次官からクビになった文

部省の局長もおったぐらいですからね︒だから申蛍根さんの言い出
した頃の教育改革というのは︑やはり諸悪の根元は入試髄度にある
ということだ︒その入試二度の問題を議論するときも︑ 門手を挙げ
て希望したら︑みな入れればいいのか︒そんな入試制度は良くない︒
落ちるかもしれんと思うから︑みんな歯を食いしばって勉強するん
じゃないか︒それが一人ひとりの学問知識の向上にもなるんだ︒だ

からそういう︑ある意唆の競争制度というものは認めておいたほう
がいいだろう︒切磋琢磨という言葉もあるように﹂といって︑議論
し・たんです︒

だから︑当時の国会の会議録なんか読んでみると︑野党の︑特に

楠 それは私が以前に勤めていた大学です︒
海部 その大学で︑入学試験の時に︑科嗣を二科罠だけ受ければい
いということをやったことはありませんでしたか︒
楠 それは高崎経済大学ではなくて︑亜細亜大学だったかと思いま
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すが︒

一科目か二二丁だけで試験をやった︒中野根さんの発想も︑

海部 それから秋鑓瓢虫大学﹇←秋園大学鉱山学部か扁というとこ
ろは︑

そういうことを議論に行ったときは︑ ﹁文部大臣︑それでいいです
よ︒なにも五教科五謹言全部でいい点を取るのが必ずしも将来にお
国のためになる入だとは限らない﹂と雷っていた︒

四の捌度を変えようということは︑議論としてはありました︒待に
それを︸所懸命雷つたのは︑私の記憶に間違いなければ︑薪窪由ク
ラブで︑河野洋平と酋職武夫がいつも六・三・三・四を変えろと言
っていた︒そして最後のところだけだったか︑五・五にしろと言っ

でした︒むしろ︑ ﹁選抜や競争の道を絞るものは絞ってあげれば︑

ていた︒そのころ輪台由クラブが教育改革の原案を出しました︒入
学試験のことから飛んじゃって悪いけれども︑それを読むと︑摩切
り方を変えろという議論が相当あって︑それを説得するのも大変だ
ったという思いがあります︒中曹根さんはそちらには賛成しません

佐道 この時代というと︑もういまから二十年近く前の謡になりま
すが︑まだ際剃高校を卒業したような人が︻線で活躍していた時代
ですね︒そういう人たちの口から︑よく旧制高校の復旨みたいな話

いやいや︑文教部会の中では︑そこまで細かく分けた議論を

楠 この時の党の文教族の申心というとどなたですか︒
海部 それは︑誰だったか忘れました︒憂事の名前が一︒

しね︒

僕の頭にイメ⁝ジとして残っているかもしれんけれども︒しかしい
まの﹇歴代﹈文部大毘会議なんかには酉闘もときどきは出てきます

部会の若手代表だったわけだから︑そこに行くと︑そういう議論に
は必ずブロックができて進まなくなる︒そのころのことがいくらか

とか︑ ﹁昆族のアイデンティティの︸番根本にあるものはこの国を
愛する気持ちがあるかどうかだ隔という勇ましい議論が︑われわれ
の先輩クラスのところがらよく出てきたわけですね︒けれども︑そ
ういったことに関しては︑当時は西嗣君とか河野洋平鷺とかが文教

りない﹂とか︑ 門国を愛する気持ちが持てんようではどうなんだ﹂

そんなにたくさんする人はなかった︒けれども当時︑ ﹁愛毒心が足

海部

自体もやはりそういう議論でしたか︒

そのことだけには自信と夢があるという生徒が胸を張って受けるだ
ろう︒そういうところがら
何故だか知らんけど
アインシュ

タインも生まれてくるんだよ﹂という言葉があったな︒
佐道 先ほど︑中曽根さん的な教育基本法に手をつけるということ
ではなくて︑先生は身近なところがらやる︑そうしないと議論がい
ろいろ飛んでしまうから︑というお語でしたが︑自民党の文教部会

﹁いまと昔とは条件が違うよ﹂ということを雷つ

が醐かれることがありますが︑そういう議論はなかったですか︒
海部 この時は欄剃高校のようにしろ︑という議論はなかったです︒
もしそういう説が出て来たとしても︑それはいまの学校は当時とう
んと違うという︒限糊高校復活論が出てくる背景は︑進挙率が一〇
％から一二％のところだ︒ところがこのころは週○％を欝指して︑
二九％とか三〇％を超えたとかいうように︑大量教育の時代になっ
ていましたから︑
た こ と を 思 い出しますね︒

コ科屡でも優れた子があったら︑

楠 中曽根さんはその批代だと思うんですが︑堰制高校復活のよう
な 発 想 は な か ったんですか︒
海部 だからいま書つたように︑

その子も合格できるような方法をとっておいてやるのも︑海部慰︑
必要だよ︒アインシュタインはそういうところがら出てくるんだ﹂
と言っていた︒

楠 その︑一芸に秀でたものを入れるというのは中蓮根さんの発想
なんですか︒

海部 そう︒あの入はそう書いました︒
佐道 六︒三・三・四髄とか︑そういう制度自体に手をつけるとい
う発想はまだなかったということですか︒
海部ちょっと待ってください︒こんがらがっちゃうな︒いま入学
試験のことを⁝駈懸命思い出しておったんだけれど︑六二二・王・
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﹁いじめ扁の問題が社会問題に

﹁まあ︑ねえ︑えヘへへ﹂というようなことで︑座

佐道 酋簡さんはh自民党を﹈出て︑もう戻ってきたころかな︒
海部藤波﹇孝生﹈君というのも文教におったな︒ただ︑藤波君は
積極的に自分から進んで意見を言う入ではなかったんだよ︒ああい
う人柄だから︑
を う ま く 取 り まとめていた︒

一九八五年当時のことですが︑

腰文部大臣4︵いじめ事件︶
楠

なりました︒それに対して文部雀はどのように対応されたか︑ご記
憶がありますか︒

海部 あれが社会間題になったというのは︑朝鮮人学狡の生徒をい
じめたとかいじめないとかということが祇会部で大きく扱われたこ
とだ︒それが発端になって︑各学校の中で日本人罵士でもあれをや
る︑これをやる︑ということで︑いじめが社会周題になってきた︒
︸番最初に火をつけたのは︑朝鮮人学校の生鮮をどうのこうのした
﹂ と い う 社 会 部の記事が癸端だったと思い ま す ね ︒

楠 そうですが︒私が記憶しているのは︑ここ門質問票﹈にも書い
てありますが︑中野区の中野冨士見中学の男子生徒がいじめでもっ
て自殺をした︑それがきっかけになって社会問題になったような気
がするんですが︒

海部 この﹇三野冨士見中学の二年生の﹈問題は︑自分が本当に儒
頼しているおばあさんが遠いところに建んでいたんだ﹇←岩手﹈︒

は︑そういうことが書いてあった︒それで︑ 門そのときもしおばあ
さんがおって︑まあまあ上がってこい︑と雷って 晩話を聞いて励
ましてやってくれれば︑どんなにかその子供の心は救われたであろ
う﹂と︑それは委員会で問題になって︑僕はそう答えたことをいま

文部大霞というのは︑こういう場合にはお悔やみに行ったりす

思い出しました︒

楠

るものなんですか︒

海部 お悔やみに行ったりはしませんでした︒
楠 では︑そういう事情は新闘か何かでお知りになったんですか︒
海部 事情はみんな新蘭で読んで︑です︒そして教育委貴長を呼ん
で︑教育長を呼んで︑謡を聞いた︒そのことはどこかへ行って寓し

てあげた︒それで僕は︑ ﹁心の通い路を大切にしてやってください︒

子供が心を閉ざしてしまって寂しがっておってはいけない癖と善醸つ
たんだ︒せっかく︑おばあさんに会いたい︑あのおばあさんなら話

を聞いてくれるだろう︑というので行ったんだよ︒遠いところまで︒
青森だったか︑行ったんだけれど︑訪ねて行ったらその馨はおばあ
さんはいなかった︒誰もその家にいなかった︒誰かが一入でもおっ
て︑上げて聞いてやってくれればよかったんだけれども︒子供だか

ら︑もうこんなところにいつまでもおっても駄目か︑とますます寂
しくなって帰ってきた︒というのが︑この事件だと思うね︒

﹇秘書の方を呼んで扁いつだつたか︑いじめの問題のさなかに︑
中学校の子供がおばあさんを訪ねて行くんだよ︒青森かどこかだ︒

ましい事件であったんだけれども︑近藤﹇信司同君が秘書官の時だ
ったな︒ちょっと近藤君のところへ電話して︑そういう事件があっ

それで会えずにそこで一晩おって︑翌日帰って来たんだな︒それで︑
自分は会えなかったという遺書を書いたんだ︒これは忘れられん痛

それで︑どうしょうかという悩みを聞いてもらおうと思って︑そこ
へ訪ねて行ったんだよ︒誰も悩みを闘いてくれる人がそのときいな
かったので︑訴えたかった︒それで行ったんだ﹁僕の記憶に間違い

たが︑そのことを覚えとらんかと書って聞いてみてくれ︒
それは文部省の方ですか︒

そう︒僕の秘書官だったんだもの︒いまは局長だよ︒

なんの局長をされているんですか︒

溝部

楠

がなければ︒行ったところが︑会えなかった︒その蔭おばあさんは
外出しておった︒そこで︑ ︸晩そこで待ったわけだ︒翌艮帰ってき
て﹇←帰らずに岩手で﹈自殺をしたわけだ︒その涙ながらの遺書に

楠
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海部何かの局長だよ﹇毒生涯学習政策局長﹈︒いまでもいろいろ
なことを説明に寄るよ︒だからそれに聞いたらわかると思う︒初め
ての熱殺事件みたいなものだったから︑僕の思いにも強く残ってお

きるように︒相談してものを激つちゃえば︑ある程度子供の心は救
われるんじゃないかな︒あの頃のいじめの背景にはそういったこと
がいくらかあったんです︒

佐道

こういう問題の場合︑例えば野党が︑大臣である先生に質問

る ん だ よ な ﹇ のちに秘書の方が報皆︑

をするわけですね︒それで先生は︑ ﹁痛ましいことであった︒これ

﹁鹿川﹇裕史﹈謡いじめ農殺︑

中野冨士見中学︑集団でいじめられて﹁葬式ごっこ﹂・︑岩手︑父の
郷里嗣︒これだけわかれば思い出す︒そうだ︑先生も葬式ごっこを

これこういう事情で﹂とご説明になるわけでしょうけれども︑野党
はどういつだ切り溝で聞いてくるんでしょうか︒行敷が右から左に

何かできるという間題でもないわけですね︒

やったんだ︒

楠

海部 それをおっしゃるのなら︑あの速記録を全部読み返すのは大
変な作業だけれども︑それは鶴会図書館にあるから︑それをいっぺ

そうだ︑先生も燐わって葬式ごっこをやったんですね︒

海部 先生も加わって︸緒にやったから︑よくなかったんだ︒
楠 それで安らかにおやすみくださいとか︑馬鹿なことを書いたん
ひ ど い ものですね︒

﹁このま

んお読みになると 番正確に反毛できる︒要するにそれは︑ ﹁文部

佐道

教師も︻緒に寄せ書きをしたんだ︒それで子供が︑

ですね︒寄せ書きか侮かしたんですね︒
海部

省のアレが間違っているんだ︒おまえらは子供の心がわかっていな
いんじゃないか﹂というような角度の切り込みだったと思うね︒
佐道 ということをなんとか雷わせたいということで︑闘いてくる
んでしょうね︒

までは生きジゴクになつちゃう﹂というようなことを書いた︒
佐道

門 生 きジゴク﹂と遺書に書いてあ っ た ん で す ね ︒

海部 遺書だ︒それで︑もうこれは僕で最後にしてくれということ
をたしか書いたんだ︒そうそう︑鹿川君だ︒昭和六十一︵ 九八
六︶年二月一露というから︑だいぶ前の誕だな︒記憶が薄れてくる
わけだな︒けれどもこういうことだけはよく覚えているんだな︒

海部 だから︑何か聞いてほしい︑何か訴えたい︑というものがあ
るんじゃないですかな︒特に中学の二年︑王年というのは︑そんな
ことが多いんじゃないかしら︒これは本当に忘れられんことだ︒確
か青森県だったよ︒そこまで行ったというんだから︑覚えておった︒
楠 あれだけの祉会問題になると︑文部省としても︑文部大臣が一

般的に︑ ﹁周りの大人がもう少し気を使ってください隔と言うだけ
では済まないで︑何か温度的な対応を求められるんじゃないですか︒

︒

だから︑いじめの事件というと︑そのことがついつい目をついて
出てくる︒あの一晩︑どんな気持ちでおばあさんの帰りを待ったか
なと思っておったら︑本当に耐えられない気持ちになった︒そのこ

いや︑そうおっしゃるけれど︑それは全国的に

例えばカウンセラーを各学校に置くとか︑そのような話は

海部
楠

それも︑当時からやらなければならんということで︑カウン

ありました︒それは︑これを例にした︒だからそれは︑みんなが大

の立場で︑当時︑教畜委員会とかPTAとかへ行って訴えたことも

セラ⁝も置いてやったし︑それを増員しろとかi︒ ﹁飯匙の大入
たちももうちょっと自覚をもって︑共通の思いであたたかく欝を向
けてやってもらえんだろうか﹂というようなことを︑僕は文部大臣

海部

︒

とはそのまま国会の中でも報時してやったんだよ︒
楠 先生ご自身は︑この間題についてどういうふうにお考えになり
ましたか︒

海部 それは心痛ましいことで︑いいことでも何でもない︒それは
最初に言ったように︑どうか子供の心を寂しがらせんでくれ︑とい
うことだ︒近くにいる大人が︑できればお父さん︑お母さんが一番
いいんだけれども︑何か変わったことがあるといったら︑どうかし
たのか︑何かあったのかと︑思い煩うようなことがあったら相談で
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人の責任として厨を向けてやってもらわないと︑
やないか︒

■文部大工5︵教萄基本淡闘題︶

うまくいかんのじ

離だからいま肇︑今度の教育柔法で︑初めて蒙で・蒙

けだむ

蠣た範鯨︑かつ︒は公明党は・の教悉・基本法整鐘蟹あ

肋藻鯨か︑そんなと．．うまでは突．込んで・だ聞・て・ま戴

の考︑尺とA眩わないから初めからつぶしておいたほうが安心だ・毒

肇の︒うには︑当時の翁党の諸会長も書巽も姦蟹写讐・

・鯨澱鯵磐麟藤嬉鷲蕪パ翻

纏の責珪とか両親の豊と協力﹂をお願いしたい・というのは・
そうしないといい効果が現れないんじゃないかという気がしたから
で︑Aフ度もそれは言っております︒そのこと楚いぶほかの経験者

たちからも賛美得られておることです︒教育基本法に強弩の
親﹂なんていうことが載るのは初めてですからね︒

楠現在進行している教育業法の改正については︑先生はいろい
ろな形で関わりを持たれているわけでしょうか︒

騰鷲．つたんだ．理解があ︒たか倉きど峯・・て襲・て

楠それはさ︒きの詣ではありませんが︑愛国心とかそういう話を

出さないから︑彼らがついてきたということですか︒

海部量つそ・つ︒だから僕は︑湧めから子心でやる量感な論

うことでしょうか︒

舞つ宝鑑雲叢電熱U賭フ↓馨鐸
潤滑酒としてやったものだ︒

駈うことでは必ずしもないわけですね︒

海部A．度は緩ついてこないのか．最初の与党三党の肇会議の

昆講勤謬響かなんとかい・−議論には賛成で・ない
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海部いま申し上げたように︑歴代文部大臣経験者を集めている・
それからもう；は︑別に与党三党で教育基本法関係の枠組を議論
していこうということでやっている︒けれどもそこで難しいことが
ある︒自民党の文教族は大体考えもわかっておるし︑文部大臣経験
者は自民覚にしかおらんわけですから︑みんなわれわれの後輩もし
くは仲間だから︑そ馳隔はいいんですけれども︒西周が文部大臣で経
験者でたまに出てくるか︒函岡はもう自民党じゃないんだよ︒自由

党だ︒茜蟹が﹈出てくるんですが︑あまり片意袈って・昔の
ようにブロックはしないけどね︒
楠 この歴代文部大熱会議というのは︑先生が主宰なさっているん
ですか︒

海部それは大きいところがやれといって︑自罠党だ・いま出てき
ている中では保利君が蕃古いんじゃないか奪海部内閣の時の文
部大臣だから︒保利耕輔が︑集まったところで座長をやるわけだ︒
彼．は当時の事情はよく知っていますからね︒それから私の国会答弁
なんかも︑いろいろなことを覚えておってくれるから︑話が畢いわ

鰭に

楠萩聞の報道などによれば︑護には︑支持団体の創禦会が・

警基奮とか思想がらみ︑イデ同量ふらみのことには反対し
ているので︑今圓は与党でありながら︑公明党がこの基本法の整
には慎重だといわれています︒でもいままでの先生の話を僑つた限
りでは︑基本法の娼し方︑教育問題の出し方にちょっと違いがあっ
たということですね︒だから︑かつては容易に乗ってきたのに︑今
度は乗ってこない︒考えてみれば︑あのときは公明党は野党のわけ
ですね︒いまは与党ですね︒だからどちらかと言えば︑その反封で
あってもいいはずなのに︑前は初めから愛国心とは雷わなかったか
僕 は そう思っている︒

ら乗ってきたんだ︑というふうに理解してよろしいわけですか︒
海部

繊東京サミット
楠 よくわかりました︒ありがとうございました︒ちょっと話題が

かんとか︑背広の袖を半分に切ったり一︒
佐道 ありましたね︑省エネ・ルックですね︒
楠 いまだに羽田︹孜﹈さんはあの格嬉をされていますね︑しかも

あれを作ってやるという業者がおるんだというんだね︒江綺

親子で︒

海部

﹇真澄﹈さんもあれを着ていたな︒ ﹇七九年﹈二時︑通産大臣だっ

うちの父も一時期︑あれを着てバソジを付けて国会に行ってい

たから︒

楠

ましたね︒

海部 はやりのように半袖を着たことがあったな︒僕は絶対に着な
かった︒だって僕の後援会長は毛織工業協瞬組合の理事長だから︑
洋澱を半袖にするのは邪道で︑それぐらいなら着てくれない方がい
い︑半袖はいかんという︒これは蛇足のこぼれ話です︒
楠 サミット開催のときに︑参加メンバーではない閣療はどういう
具合なんですか︒

な︒総理と外務大寒︑大蔵大臣が正規メンバーだったんだ︒けれど
もいつの頃からか︑通産大盟が﹁メンバーだから出せ﹂と言うよう
になった︒それで私のときも通産大臣がついてきましたよ︒出番を
作ってあげなければいかんので︑非常に函つた︒問題が通商問題に

海部 サミットのときは︑差し障りがあるといかんけれど︑心臓の
強いやつがいる︒通産大臣というのは正規のメンバーじゃないんだ

のなのでしょうか︒

なったら︑遇産大盛と火燈大臣は場を替われ︑という︒

変わりますが︑次にサミットのことを伺いたいんですが︑ ﹇一九八
穴年﹈五月四臼に︑東京では二回囲になる第十二圓サミットが顯催
されます︒このとき東京都内が厳戒態勢になりましたね︒このとき
のサミットについて︑侮かご印象︑ご記億はございますか︒サミッ
ト開催のときに参加メンバ⁝ではない閣僚はどのようにしているも

海部 このサミットは︑省エネ問題で石油を無駄遣いするのはよく

楠

む

海部 そうだろうな︒おれがなったときにも︑通産雀から門ぜひう
ちも連れて行ってください﹂と言ってきた︒あれは秘書官を通産省
も出していたんだ︒いわゆる弁当持ちだ︒通産省は嘗邸に︑大蔵︑
警察壷みに然るべき弁当持ちを出しておるのに︑サミットのときに
は︑つんぼ桟敷ではあれだから︑そこに入れてもらって勉強もした

ったのは︒

先生が総理になられる前からですね︑通産大竃が出るようにな

ないんだ︑という議論が燃えさかった頃かな︒

佐道 それは最初の東京サミットだったと思います︒七九年の第二

なければ⁝一︒

次オイルショソクの直後だったと思います︒
楠 このときのサミソトのテーマは侮でしたっけ︒特に強い印象が

海部 特に強い印象はありません︒最初の﹇東京サミットの﹈とき
は強い印象がありましたけれどね︒例の半袖シャツを着なければい

へ

知とレう
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楠 そうすると︑歴代の通産大臣で初めてサミットに加わった入を
調べれば︑心臓の強い通麓大臣が誰かわかりますね︵笑い︶︒
うん︒

すからね︒岩倉使心底ではないんだから︒

溝部

楠 サミットに行っているあいだは︑緊急事態を想定して︑誰が総
理大臣の代理とか︑誰が外務大臣の代理とか︑そういうことはちや
海部

海部 官房長官のほうで︑この次はこうなるから︑このときはこの
入です︑とかなんとか需ってくる︒よほどのことがない限り︑それ
はいかん︑なんていうことはなかったですね︒
楠 時聞的にもそんなに長い時間︑国を空けているわけではないで

ん と 決 め て い るんですね︒

てみんな行っちゃうというようなことではないから︒さあとなった
ら︑呼び返せばすぐ帰ってくるわけだから︒

凹文部大臣6︵教科書野心︶

昔の岩倉使籔団のように︑畷の大事なときに︸年も船に乗っ

海部 それは内閣で決まっております︒行く前に決まっております︒
楠 それは慣習的に決まっているんですか︑それとも何か法的な根
海部 さあ︑あれは法的な根拠があったのかどうかは携にして︒
楠 アメリカのように固定的に︑翻大統領の次は上院議長とか︑そ

拠を持って決めているんですか︒

う い う 順 番 は あるんですか︒

﹁ お れは行かんでもいい﹂といって ︒

いう規定がないから︑ああいうふうにもめたんだろうな︒

門おれが

海部 いや︑その人の生涯計算で︑いろいろな閣僚をやったことだ︒
あの一覧表は︑このごろはあまり必要ないから見もしないけれど︑
衆議院手帳に別柵付録でついているんですよ︒いつ誰が︑総理大臣
臨時代理をしているとか︒それが経歴とか履歴になるわけだ︒そう

ではないですか︒

海部 閣僚の在任期間の長い順かな︒
楠 閣僚の在任期間というのは︑一賓に就任するわけだから︑岡じ

楠 次に教科書問題なんですが︑この年の五月︑ ﹁ヨ本を守る国畏
会議縣が編集した高校教科書﹃新編霞本史隔が検定に倉格します︒
それに対して︑六月に中國あるいは韓函が夢助します︒中曽根さん
が超法規的で修正して合格とするわけですが︑当時の文部大霞とし
ては︑この問題をどうお考えでしたか︒
海部 教科書の麗題は︑審議会の意見が要るわけですね︒ところが
このときは緊急だったから︒超法規的緊急措置とい弘のを考え出し
たのは後藤田﹇正晴Uではなかったかと思う︒中雪根さんがこんな
言葉を使って教科書問題に対処したとは思わない︒後藤賑さんが役
人の知恵でやったんじゃないかという気がしますが︑表向きは総理

行く﹂
んですか︒

を容れられないということに︑︸応はなっているんですね︒

がこういうことだという発表をしているでしょうね︒ただ︑総理大
臣が何をやってもいいかというと︑教科書検定は総理といえども壕

楠 少なくとも先生が総理だったときは︑そういうものはなかった
海部 それは嘗房長嘗の仕事になつちゃうんだ︒留守中は誰に交替

これは何か︑総理から文部大臣に対して指示はなかったんです

海部 このときこの問題で︑これをうまくやれとか︑守っていけと
いう指示は特になかったと思います︒
楠 これは 歩間違うと外交問題になりますね︒それだけに慎重な

か︒

楠

総理ご自身で婚示を出されている︑とい・うことではないわけ葺

をやらせるか︑ということはね︒
佐道
ですか︒

海部 そういうことはないですね︒だいたい役所の方で決まってい
じゃあ官房長官に丸投げしているような感じになるんですか︒

るし︑いちいちもめることはないんです︒
楠
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う い う こ と だ ったんですか︒

対応が要求されたんだろうと思いますが︒修正の内容というのはど

海部 外務大臣から外交関係に配慮しろというのは︑あってもよさ
そうなはずなんだけれど︑ないんだ︒
佐道 それは立縞が違う︑文教政策は違う︑ということですか︒
海部 そうそう︒外交問題にするべきことではないと思っていたん
だろうな︑あの頃は︒むしろそれよりも︑検定制度を守らなければ
いかんという別の角度の意見があって︑ ﹁何のための検定講度です
か︒せっかくこちらがいろいろな手順を踏んできちんと検定したも
のです︒これは総理︑あなたが鮪単に変えてはいけません隔という

か謡があるということはあるんですか︒

ったんだね︒

海部 そういうときは訂正命令を出すなり︑毘版栓の方からここを
変えたいと思うという上申書を畠させて︑それでOKとすればよか

佐道 検定は︑教科書として事実関孫が間違っているとか︑そうい
うところでないと実質的にやらないんですね︒

海部1︒

佐道 そういう点は一応きちんとしているから︑検定には合格した

ことを言っておったのは︑さっき言った大先生方ではなしに︑中ト

楠 でも教科書検定弔意があるから︑外国から難癖が付けられると
いう面もありますよね︒自由に書かせれば︑文句の付けようもない
わけだけれど︑検定をすると︑国定教科書というわけではないです
が︑艮本の蟹家公認ということになりますね︒歴史教科書は特にそ

ったんです︒

とが基本にあったから︑僕も教科書検定制度というのは賛成してお

まりにも度を過ぎておったよ︒よくみんなここまで辛抱して我慢し
ておるな︑というようなこともありました︒教科書というものは︑
圏が責任を持って児童・生徒に示すべきものであるから︑というこ

で︵楠 家長門三郎﹈︶︑家長裁判で手こずった頃だよ︒だから善襲
うならば︑そういう人々の救済も必要だ︒けれども︑家長裁判はあ

るし︑検定の方に文句を言いたい人は︑いつ言ってもらってもよろ
しい︒例のなんとかという先生がおったじゃないですか︒長い裁判

楠 先生は教科書検定制度についてはどういうお考えですか︒
海部 あれはあった方がいいと思いますよ︒とんでもないのが出て
きたら困るので︑あった方がいいと思います︒その代わり︑言うべ
きときは︑こうこうこういう理由でいけないんだということを︑わ
かりやすく説得のいくように︑磁極を世にわかるようにすべきであ

西岡霧とか︒

ロというと失礼だけれど︑われわれの弟分みたいな人たちですね︒

わけですね︒

海部 そうそう︒それで外国から批判があったので︑それはどうい
う扱いになるのかということで︑酢だの蒲蕩だといろいろ議論をし
ておった︒こういうときは︑右寄りの入からは︑ 門外蟹の干渉でそ
う簡単に変えちゃあいかん︑変えるべき闇題ではない﹂とか︑ ﹁こ
の次のときに考えるべき問題だ隔とか︑いろいろな議論があったん
ですね︒

佐道 これは日本の検定制度塗体にも関わる問題になると思います
ので︑文部省あるいは大臣としても鰻応に苦慮されたと思うんです
が︒

海部 そうですよ︒あのときは！︒
楠 党内からの突き上げで︑ご優々はないですか︒右寄りからの︑
﹁ そ ん な 外国の批判に属するな﹂という よ う な ︒
佐道 内政干渉だ︑というような︒
海部 それはありました︒それは年上の文教族からだ︒ここ﹇質閲
票﹈に藤尾正行なんて書いてある︒藤昆正行は歴代﹇文相﹈の中で
は最も変わった人だけれど︑そんな人ではなくて︑あの頃は長谷州
峻とか︑原田憲とか︑森山欽潤とか︑そんなところが一所懸命︑こ
れは駄厨だとか︑これはやらせろ︑というような意見を絶えず言っ
ていましたね︒

佐道 外交関係に配慮ということで︑外務省︑外務大臣の方から侮
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れたか知らんけれど︑ああいうことをやるね﹇中韓両國に配慮して
教科書をつくるという談誕を出す﹈︒あれは宝亀長嘗がやっていい
ことか悪いことか︑いまでも深刻な疑懸があるけれど︒
佐道 周辺国﹇←比隣諸国﹈条項ですね︒
海部 周辺国の意向を尊重するということになってく6と︑こうい
うふうに周辺睡からどんどん文句が出てくる問題は曝本屡教科書で

は教︑兄られなくなるのか︑そうすると蜀本の審議会よりも外濁の意

九八二年当時嗣一番大きな議論のときに聞違いになったのは︑ほん

うですが︑国家公認の歴史教群書ということになって︑難癖をつけ
やすい形になりますね︒だからいっそのこと検定震度は外した方が
いい︑と思ったことはありませんか︒
海部 ありません︒検定制度を外したら
︒ピンからキリまで︑
とんでもない意見がたくさんあった頃ですから︒それこそ家長さん
の教科書みたいなものに尾ひれをつけて︑あの人の周辺におる中堅
の執筆者が書く教科書が出島って︑教科書の中で馨指している方向
とか思想儒条がまったく違うものがあったりしたら︑それはために
ならんじゃないか︒そして教科書検定鰯度といって︑教科書を蟹が

と変︑尺させたとか︑いろいろなことがダーツと一回議論になりまし

海部

一︒

ろの方から鉄砲を撃っていたんじゃないですか︒

全くないということを︑僕らは委員会でも国会でも答えました︒
楠 でもそのときはまだ社会党があった時代ですから︑社会党が後

たが︑あれはとことん調べても︑そんな事実は全くなかったんです︒

とうに日本の教科書検定委員会が﹁侵略隔と書かないでへ ﹁進出﹂

見の方がいいのか︑ということになりますね︒そしてそのとき口

検定するのはよくないことだというような反論もあったが︑われわ
れに言わせてみれば︑教科書検定制度があるからこそ︑児童・生徒
が手にする教科書は︑北海道で手にしょうが沖縄で手にしょうが︑
基礎基本だけは保障される︒逆に言うと︑山本国民として身につけ
なければならない資質を︑学校の教科書を通じて身につけるんです
から︒教科書というものは︑子供にとってみれば初めから聞違って

いるとか︑これは違うというようなものではないわけですから︒だ
から検定のときには︑念には念を入れできちんとやらなければなら
ない︒反対のときにも︑反対の剃度とか︑その扱い方はいろいろあ

楠検定制度については︑窪罠党の申での意見の違いということは

佐道

海部

これはどういうものができてくるのか︑ということについて

そういう人が集まって作ったんですよ︒

ですね︒

佐道
瞥環本を守る国民会議﹂というのは︑たしか作三家の黛敏郎
さんが中心になって︑三時の聞本の全体的な教科書がけしからん︑
新しい教科書を作らなければいけない︑ということで始められたん

あ ま り な か っ たわけですね︒

は︑前々から先生も注冒しておられたわけですか︒

ったと思うんですね︒

海部 あまりありませんでした︒
佐道 検定制度をこのまま続けていくということを前提にして︑そ

海部

楠 原書房か侮かが出したんでしたっけ︒
海部 ああいうときは︑あの本は飛ぶように売れるんだ︒だから翻

白雪りという毅階で知っておりました︒

のあとどうするかということになるわけですね︒つまりこういう問

題が起こったときにi︒
そうそう︒

たんですね︒

海部

佐道 そうしますと︑こういう闘題が起きて︑文部雀︑文部大臣と
官邸で一︒
海部 宮薦長宮を巻き込んでやるわけですね︒いつだつたか鶯九

海部

楠

はい︒採択されると思って書いているわけじゃないんだから︒

でも﹇高校で教科書として﹈採択したところはほとんどなかっ

捌屋は絶対に損しないんだ︒

八二年八需扁︑宮澤﹇童三﹈官房長宮が︑あれは誰に知恵をつけら
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要するに︑こういう意見もあるぞ︑ということで︑印刷歴︑出版枇
の 方 は 儲 か ればいいんだから︒

佐道 いまの教科書運動もそうですね︒採択されたところは少ない

部間違いなのか︑ごく一部は合っているのか﹂というようなことま
でいろいろ言っても︑あの人は本当にポ⁝カ⁝フェイスだよ︒けれ
どもしかし︑だいたい聞日選挙ができたらやりたいと中曽根さんが

思っていることは問違いないだろう︒

海部 そうそう︒だからそれは︑ コ営門闘巳選が﹈あるものとし
て︑われわれはやりましょう︒選挙があるものとして︑なければな

一般の書籍としてたくさん売れている︒

ん で す が ︑ 店頭販売で︑

楠

るんです︒扶桑社から鐵たんですね︒

かったでそれだけ儲かったと思え︑また運動ができるんだから﹂と︑

えておられたわけですからね︒

そうですね︒中下根政権ができたときから︑そういうふうに考

楠 今日︑ご欠席の研藤先生にぜひとも伺いところですが︒伊藤先
生はもう少し最近の新しい教科書をつくる運動で︑執筆をされてい

墜八六年周日選挙薯︵死んだふり解散︶

そういうことをみんなで言い合って︑嗣目選挙があるものとして︑
われわれはみんな繋慨しておった︒にっこり笑った良い写真があっ
たら︑これでポスターだと雷って︑それぞれ注文も出しているぐら

じゃあもう︑自民党内では干飯選は必翌と思われていたわけで

いや︑予想しておったというとえらそうに聞こえますが︒

いや︑選挙中に手応えがあると思うんですが︑ほかの選挙と比

勝てそうじやないかということで︑そういうのがたまに集まって︑
門どうだ﹂ ﹁君のところはどうだ隔と当時は面懸で話しますからね︒

海部 そう払われるように︑全滅する選挙ではない︒それからわれ
われがずっと横並びになって応援しておった仲間たちも︑だいたい

べて碧潭に手応えがあったとか︑そういうことはありましたか︒

楠

海部

はあらかじめ予想されたものでしたか︒

ても解散は透くあるんだ︑という感じだったですね︒われわれも︑
仲間や後輩たちにはそういうことで説得をしておった︒
楠 それで三〇〇議席という記録的大勝利になるわけですが︑これ

海部 だから︑もしなかったら︑それが見破れなかったこちらの不
徳の致すところで︑いくらか運漕期間が延びるわけだから︑それは
儲かったと思っておれば︑そんなに腹は立たんだろう︒いずれにし

すね︒

楠

いだから︒

楠 それでは次に移らせていただきます︒ ﹇八六年︺六月二目の臨
時麗会の習頭で︑異例の解散ということになって︑参議院・衆議院

の同日選挙に突入するわけです︒いわゆる﹁死んだふり解散扁です
が︑ここで結果として︑惣艮党の三〇〇議席という大勝利になるわ
けです︒そもそも﹁死んだふり解散﹂と呼ばれるのは︑中瞥根さん
が岡風選のための臨時国会を開かないと言っていて︑日程的にも非
鴬にタイトになっていたわけです︒それは最高裁の三二で︑選挙区
の﹇一票の﹈格差が三倍以上に開くと違憲だということもあって︑
困臥黒鉱が実現し︑その蘭係で霞程がタイトになり︑中鷺根さんも
臨時国会を開かないという発雷があったのに︑臨時圏会を六月二日
にポンと開いて︑解散︑洞貧選挙ということになるわけですね︒そ
のへんの経緯を︑ひとつお話しいただきたいんですが︒
海部 それはやっぱり中瞥根さんの作戦︑戦略を支えて︑そばにお
﹁おい︑ナミさん︑本盗のことを書え

った人たちが⁝番詳しいだろうと思いますよ︒けれどもわれわれは︑
例えば藤波なんかを呼んで︑

﹁え
﹁ちょっとあれを呼

よ︒どうなんだ﹂と闘く︒藤波はそういうときは数えんわな︒
ヘへへ﹂と笑っている︒それで西岡なんかに︑

﹁これは全

び出してしごけ︑あれはわかっているはずだから扁と言っても︑答
えなかった︒その答えないポ⁝カーフェイスに対して︑

門いや︑どこの派でもそんなに悪い感じはないよ漏という︒ああい
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海部 ええ︑そうです︒そしてよほど調子の悪い事清のある先生は︑
州おれは十日出せといわれたけれど︑五呂しか出ないよ﹂という人

妙な託ですが︑そういう遊説をする経費︑いわゆる旅費ですが︑

わけです︒

そのあいだは自震にどこを決めてもいいよ︑という︒
楠 そういうやり方は一般的なんですか︒

う中蓉根さん式のスタイルは︑書ったら悪いけれど︑今霞の小泉人
気に似ているところがある︒物事を断君して︑かっこよくワーワー
と書うから︑それはそれで︑もって行けるだろうということです︒
佐道 先生はこのときは地算ではなくて︑二本全函応援行脚という

も中にはあったけれど︑党本部がそれくらいの幅を持って采配した

はい︑もうそういうふうになっていました︒

形ですか︒

海部
楠

賃は要りますから︒

佐道 そうすると︑罠本雲霞だいたい︑いまお話になったような形
で︑調子がいいそ︑ということだったんですか︒
海部 そうです︒行った先︑行った先で︑その±地の謡も碧くし︑
どこかですれ違ったり︑ちょっと飛行機の中で一緒になったり︑列
楠

それは個人負握なんですか︒それとも党が出してくれるんですか︒
海部 いや︑党が出しますよ︒飛行機で移動するときでも︑飛行機

車の申で会ったりして語して︑みんなそれぞれ耳学問がありますね︒

海部

そうです︒︸人髄食していました︒今度の教育改革で一所懸

佐道 本島に戻って︑本省の椅子で決裁するということは︑選挙が
始まったらなかなかできないわけですか︒
海部 いや︑そんなことはありません︒今度はいついついったん東
京に颪る︑という雪隠程ができておりますから︒そしてこちらも着

官だったと思います︒

命やっている近藤儒司鴛というのは︑二度目の﹇文相の時の︸秘書

海部

になるんですか︒

佐道
﹇海部先生は﹈現職の閣僚でもいらっしゃるわけですね︒そ
うすると︑文部省としての仕事もあるわけですね︒先生の最終的な
はんこがないとどうしようもないという問題もたくさんあると思う
んですが︑それは事務方の秘書官とかがずっと執行するということ

醸八六年閾臼選挙2︵閣僚としての解散・総選挙︶

すね︒

電車はパスがあるわけですが︑それ以外は党本部が出すわけで

ホテル代も出ます︒

あとホテル代ですね︒

このころは︑たいへん生意気なようなだけれど︑初陰は門地元で﹈

楠

万歳はしょうがない︑家内と子供が﹇地元事務所に﹈行って︑

それで︑万歳はどこでされたんですか︒

事務所開きだけやっておいて︑そこで﹁さよなら﹂といって︑ダ⁝
ッと飛んでいったという選挙をやっていました︒
楠
海部

党本部だ︒

先生は自罠党本部か何かにいるんですか︒

やったんですよ︒

楠
海部

楠 選挙期間中は︑事務所開き以外は一圃も﹇地元に﹈お帰りにな
ら な か っ た ん ですか︒

海部 この頃は︑途中で一回か二圏は帰ったと思いますよ︒要領よ
く︑穀幹線が名古屋に行ったらそこで降りて︑翌賃の薪幹線に乗っ
て行けば︑その次の日はどこそこを応臥してやるという約束を守れ
先生の閣僚としての遊説スケジュールはどこで決めるんですか︒

ますからね︒

楠

党本部の遊説局か釘かですか︒

海部覚本部︒
楠

海部 ああ︒それで門何ヨ供出していただけますか﹂と言うから︑
門よし︑今度は予ヨ問鳳とか﹁十一ヨ問一と言って︑出すわけだ︒

ブブ5一

替えぐらいの身支度はしなければならんし︒だから︑選挙中でも閣
議はありましたよ︒私の寵憶では︑選挙中でも閣議はあったので︑
閣僚として閣議に出て︑そこで秘書官が待ってきているものをみん
なで議論する︒役藤には帰りにちょっと顔を出す︒そんなに長時間
はいませんが︑行って︑やりましたよ︒

楠 そういえぱ︑解散ということは結局衆議院議員の地位を失うと
いうことですね︒それで総選挙があるわけですね︒そうすると選挙

﹁余後効の原則﹂というのがあって︑次期選挙で当

期間中︑あちこち行くときに︑例えば国鉄に乗ったらパスは出ない
それが︑

ですね︒

海部

落が畷らかになるが︑誰でも甘えた気持ちで︑おれは当選すると思
って全力を挙げてやっていますからね︒
楠 議員としてのパスは使えるんですか︒議員特権というのは︑選
生 き ていたんだ︒

挙期間中は生きているんですか︒
海部

楠 だって︑解散の時点で衆議院議員の地位を失うんじゃないです
か︒

いうのが適当な言葉だな︒余後にも効力がある︒それは︑選挙があ
るまでは使ってもよろしいとみんな理解しておったし︑そういう待

遇も受けてきた︒だから僕らは︑解散になったその日からすぐに︑
ということはなかったけれど︑考えてみると閣僚のあいだは︑秘書
官が護衛さんの分と︑自分﹇11秘書官自身﹈の分と︑こっち﹇睡大
臣﹈の分もたしか買いに行ったよな︒だから︑どの辺からそれがお

かしくなってきたか知らんけれど︑途中までは甘えておったことは
闘違いないわ︒選挙が済んで当選すると︑萩しいものを持ってきて

くれる︒だから︑︑解散のヨまでは議員であったけれどなんて言って
おらずに︑次に落選と決まるまではよろしいというふうに︑勝手に
解釈しておったのか︑そういうふうにみんながしておってくれたの
か︒突き詰めて聞けば︑解散したら一切の権利は失効するはずです

だって構わないような気がしますけれどね︒

ね︒
ゴ
楠 そうですね︒議員特権は失効するはずですね︒
海部 けれども︑議員宿舎もすぐに出て行けとは欝わんな︒議員会
館もすぐに出て行けとは言いませんね︒
楠 それは物理的にすぐに出て行けといっても難しいからだろうな︑
と推測できますが︑汽車賃とか︑そういうものは︑すぐに打ち切り

海部 本嚢は失うんですけれどね︒
楠 だから︑前議員ですね︒でもおかしなことにみんなバッジをつ

佐道

ならんわけだ︒

館も使ってもいい︒次のあれ﹇落選扁が決まると︑十日以内にお部
屋は空けてくださいという通達が議員運営委員会から︑落ちた人の
ところに届くんだな︒だからあの頃は︑落ちた部門はかわいそうだ
ったよ︒こそこそとたくさんの荷物をまとめて︑出て行かなければ

海部 だから︑その次までは可能牲が残っておる︒誰がということ
は言いにくいから︑いちおうみんなにそういうふうにして︑議員会

でもそうじやなかった︑というお話は面白いですね︒

厳密に雷えばそうですね︒

けていますね︒

楠

門すみませんが︑バッジは取ってください︸という︒僕らは

海部 いや︑バッジは外しますよ︒というのは︑うるさいマスコミ
は︑

m選挙が﹈始まったら︑バッジはいつも敢っていました︒
楠 そうですが︒でもポスターにはついているような印象がありま
ずけれど︒

﹁余後効の原則﹂と

演部 それはっけておった方が重みがっくというか︑いいと思って
おる人もたくさんおるんだろうな︒
楠 参議院の場合は選挙期問中も現職なんですね︒だけど衆議院の
解散になると︑その職を失うんですが︑

揚合は前職ですね︒

溝部

プブ6一

員長が全部独占できたはずじゃないかな︒それで三〇〇ということ
がいろいろ欝われたと思います︒三〇〇取れば御の字だ︑⁝党独裁
というと言葉が悪いが︑一党費任政治が衆議院でもできるという議

楠 勝ち過ぎということはないでしょう︑いくら勝っても︒
海部 う〜ん︒四六七の時代だな︒三〇〇あると︑衆議院の常任委

かな︑とか︒

佐進 この三〇〇議席という数字なんですが︑そろそろ中曽根さん
の総裁の配属がどうなるのかという議論も起きていた頃なんですが︑
これはどういうふうにお思いになられましたか︒ちょっと勝ち過ぎ

楠

海部

楠

たことを︑僕はそう真鋼に考えたことはないし︑今度もおそらくそ

ら︑それをほかの政治的な思惑で罰呂だ︑なんていうことを言う・の

は参議院の︑それなりの院の使命と決められた妊期があるわけだか
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論 が あ っ た こ とは確かですね︒

楠

海部 こういうときはきちんとして︑天網恢々疎にして漏らさずで︑
踏むべき手続は踏んで︑どこから乞われてもケチのつけられようが
ないという︑正々堂々たる王者の振る舞いをしなければならんとき
には︑岡欝選挙なんていうことを軽々に考えるべきではない︒前か
らそう思っておりました︒それから衆議院には衆議院の︑参議院に

楠 このときの同β選挙は二圃羅ですね︒ ⁝課目が大平内閣のとき
ですね︒だからかつての多日選挙である程度の実績があったわけで
すから︑そこそこ行くとは思われていたんじゃないですか︒
海部 問ヨ選挙をやれば強くなるとみんな思っておりましたよ︒ま
たいまごろ︑隅馨選挙をやったらどうなんだと︑どぼどぼ需う人が
おる︒陽罠選挙をやると本当に無駄を省いて︑みんながカを合わせ

恥だという理解もできますね︒

か︒

海部

解散権も行使できない弱体な内閣であったと需われてしまって︑

あれを恥と考えるかどうかは別だわね︒

総理大窪として恥になるんじゃないですか︒そんなことはないです

で︑解散旛を行使できないというのは︑そう言ってはなんですが︑

任期満了というのは結局解散権を行使できなかったということ

来年の六月頃だ︒

今園︑同旨にすると︑任期満了ということですね︒

思っております︒

ういうことにはならないごやないかと︑甘いかもしれないけれど︑

は︑やっぱり邪道だな︒どちらかというと正道ではない︒そういっ

られるという願いもあるわけだな︒

だ︒けれどもそれにはいろいろな理由と事情がある︒僕がいまでも

今度もなりそうですが︒

海部 どうでしょう︒小泉さんは常人ではない︑変入だから︑変則
的に考えると一︒

覚えておるのは︑野党第一覚の社会党が︑ ﹁頼むから解散をぶたん

楠

ちょっと話が横道に逸れますが︑十月と︑来年の同日選挙と︑

海部 まあ︑そういう理解をする人も︑中にはいるだろうな︒けれ
ども︑三木内閣もそうだったんだよ︒解散権を行使できなかったん

楠

在任期問十年を数える議員が引退を予定している中に値入かおった
楠

その人たちのためですか︒

でくれ﹂という︒ ﹁本音の理由は侮だ隔と闘いたら︑本音の理由は︑

先生はどっちだと思いますか︒
海部 来年同工選挙をやるなんていうことを︑いまから決めている
﹇今﹈秋の方が多い

んだな︒二桁の数︑おったんだ︒

いないでしょうけれど︑可能性としては︑

人 は ま だ い な いと思う︒

楠
ですか︒

海部 いや︑そのことを考えて︑社会党全体は党を挙げて︑ 讐どう
せ間じじゃないか︑どうせみんなここまでが任期だと思っているん
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だから︑こっちも四年の任期があるんだから︑任期いっぱい頑張る
のは憲敷の常道からいって当たり前のことだ﹂という︒結局あのと
きは︑社会党の︑それを最後に辞めていく入︑落選した人も︑全部
救 わ れ た わ け です︒

楠 でも社会党の引退議員のことを考えて解散を打たなかった︑と
い う わ け で はないでしょう︒

海部 それは違います︒そういうことも理由の一つとしてあったと
いうことですよ︒そのためにやらなかった︑なんていうことは言い
ませんけれどね︒

楠 それはそうですよね︒どうもありがとうございました︒それか
ら︑この選挙の圧勝を受けて︑申瞥根三選か任期延長かという問題
が出てきますね︒それで結局溝議院総会で︑総裁任期を一年延長と
いうことになって︑第三次中魯根内閣が成立するという流れだった
と思います︒三選か任期延長か︑そのあたりの議論で何かご記憶は
ありませんか︒

海部 あの頃︑各派を代表してみんなが繊てきていろいろなことを
言った︒そして︑結局は一年と決まったんだけれど︑やるならもう
一園やらせたらどうだと書つたり︑ 年ではせっかくのことが短す
ぎるじゃないかとか︑というような議論がいろいろあって︑その結
一年延長しておくのがいいところだろう︑と

梁︑まあまあそのへんだろうという︑当時のいわゆる自動党的な
﹁ ま あ ま あ政治﹂で︑

いうことで収まったんじゃないかと思います︒そういう議論は各派
の実務者が集まって︑いろいろなところでやりましたからね︒
楠 実務者というのは事務総長のことですか︒
海部 事務総長もしくはその指示する者︑ということだ︒事務総長
というのも︑どこにも規定がないんだもの︒
か︒

各派の事務総長の連絡会議ですね︒

そ の 当時はね︒

楠 でもこの当時︑事務総長会議というのがあったん○やないです
海部

楠

馴文部大隠以後i︵藤羅正行氏に交替︶

楠 そして中碧根第三次内閣が成立し︑先生は文部大臣を藤尾さん
に交代するということになりますね︒この半年聞の文部大臣をお務

めになった中で︑いままで侮ったもの以外で何かご記憶に残ってい
る問題はないでしょうか︒

海部 二度目の文部大臣のときは︑秘書富は近藤鴛に変わっており
ましたからね︒そうすると︑特に文部大臣としてやったということ
は︑イギリスの文部省との定例協議ということで一園イギリスに行
きましたよ︒荏任中に︒そこで話を闘いたのが︑イギリスにおける
Aレベルといったか︑Eレベルといったか︑大学入学試験のための

舗度です︒それを勉強したといえば勉強した︒それからもう一つは︑

イギリスは欝本と違って︑学習指導要領というものがない国である︒
では誰が基準を決めるのか︒相対的に学力低下は心配ないのかとい

うことを議論し︑勉強したことを覚えています︒

楠 それで文部大臣を藤尾さんに交替されたということですが︑先
生の立揚からすると︑藤尾さんというのはだいぶ省寄りの感じがし
ます︒そこには侮か意味があったんですか︒先生が文相在任中に教
科書問題があって︑そのあとで藤尾さんが出てくるというのも侮か

中雲根さんの発想からいったら︑あったとは言えないよな︒

意味があるのかなと勘ぐってしまうような入事ですが︒
海部

ああいうやり方は︑中雷線さんはとる人ではなかったから︒藤尾さ
んというのは非常に特異な考え方の人でもあった︒みんながいろい

ろ陳情に行っても︑ ﹁もうちょっとお静かに願います﹂なんて︒

楠 実際に藤尾さんが文部大臣に就任されて︑霞韓併合の問題に関
する発言をして︑それで罷免されてしまうという流れになるわけで
すね︒日中︑日韓の関係がまだややこしいときに︑どうしてこうい
う硬派︑タカ派の人を文相に据えたのか︑いまになってみると葬常
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に疑問に思えるんですが︑そのあたりはいかがですか︒
海部 そのあたりはむしろ妊命雍者に闘いてもらわないと︒こちら
が推薦したわけでもないし︑部会や調査会に出て来ても︑いつもあ
﹁なんだ︑この人事は﹂と︑先生はお思いにならなかったです

の人はふんぞり返って威張っているだけだ︒
楠
か︒

﹁えらい人が文部大鐙になった︒これは︸

いや︑それは僕だけじゃない︑みんながそう思ったんだよな︒

そのとき思われましたか︒

海部 どうしてこういう人を選んだのか︑やっぱりi︒
楠
海部
あのあとで︑みんなが︑

波乱あるんじゃないか﹂と書っておったのが︑ちょうどなつちゃっ
た︒それでみんなが︑ ﹁これはいま一番大きな問題だから︑お辞め
になったら﹂ ﹁いや︑辞めないよ︑おれは﹂とi︒
楠 もしかして︑こういうときだからこそ︑藤尾さんご自身が宮薦
運動でも展聡して文部大臣になったということはないんですか︒

海部 そんなことはないと思うけれど︒有名な話は︑福田さんの家
には︑いつもランの花を持って日参したということが新聞にも載せ
られた︒笑い誘だけれど︒何か自薦運動をしたことは聞違いないだ
それはこのときの話ですか︒

ろうけれど︒

楠

海部 うん︒けれどもこのときは︑彼もだいぶ辞めさせたかった︒
門藤尾さん︑もうちょっとあれしてやったらどうですか一︑みんな

﹁おまえらにはそんなことはわか

﹁こんなところで藤尾さん︑責任をとって辞める必

西岡でも藤波でも露いに行ったことがあるんだ︒僕らも呼んで謡し
たこともある︒

要ないよ﹂とみんなが言っても︑

そ の 聞 題ですね︒

その臼韓併合の問題ですね︒

らんよ︒だから言ってこい︑クビにしろ﹂︒
楠
海部

翻文部大臣以後2︵教育権葦基本問題調査会長︶

楠 次に移らせていただきますが︑中学の登校拒否とか︑高校の中
途退学者が非常に多くなってしまった︒教育の危機が雷われるよう
な時期だったんですが︑こうした教育の危機と言われる事態に対し
て︑文部省︑あるいは先生はどのようにお考えになっていたか︑と

いうことなんですが︒特にご記憶がなければ︑次の問題に移らせて
いただきます︒

海部 僕は一般論でいって︑そういうことが起こるたびに︑それは
日本中で本当にみんなが等しく考えて︑どんな地域でも起こってい
る問題ではなくて︑﹂地域だけに偏った歌題なら︑原因はそこにあ
るのではないかというふうに捉えましたからね︒だから一︒

佐道 登校拒否が増えたり︑先ほどのいじめの問題があったり︑教
育現場白体もいろいろ問題もあるということが言われていた頃だと
思います︒先生が最初に文部大臣になられたときには︑重要な柱を
いくつか立てられた︒例えば磨教組の問題にどう対応するかという
ことで︑いろいろ努力をされておられたわけですが︑そのあと自民
党霞体も左の方にウイングを広げようといろいろなことをされてき
ているんですが︑この二度昌の文部大関のときに︑日教組の問題な
どは︑第㎜量目のときに比べてどういう感じになっていたのか︑梅

日教組に所属する職員がサボタ⁝ジュをしたりして︑昇級延

かご邸象がございますか︒

海部

仲という処置を︑β本中でよく食ったんですね︒そういうときに一

番面白かったのは︑社会党の文教関係の政治家の子供がそういうこ
とに醗つかかる例が多い︒それですぐにわれわれのところに泣きつ

いてきて︑ 門ほどほどのところにしておいてくれや﹂というような
陳情にも来た︒当時︑飴鞭法案の代表的な飴であったけれど︑現場
教職員の海外研修というのがあったんだ︒しかしそういう処罰を受
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けた春は海外研修には参加させない︑それが鞭だったんだな︒とこ
ろが各学校に帰っていくと年功序列で︑そこまでいっても年功序列
だ︒ ﹁もう何年経ったし︑順番だし︑今度いよいよ行けるところま
で来ているのに︑あんなことで駄自になつちゃつた︒なんとかして
よ隔という父親としての立場からの陳情や要請があったことも事実
ですよ︒そういうときには﹁いっぺん呼んで︑教島島あたりからき
ちんと注意して︑もう二度と再びやらんという 筆でもとったら︑
そういう制度があるんだから︑出してもいいですよ﹂と書って︑現
にあの人︑この人と名振しできる人が︑親としての立場で︑よくや
っ て く れ と いうことがありましたね︒

そういうことは︑やっぱり教育の現場でやる気を出してやっても
らわんと︑よくない︒やる気を出してやるためには︑処罰だけがい
いわけではない︒だから両方をかけて行けということで︑この頃は
い ろ い ろ 話 をしましたよ︒

二部

だから何々会長というような役職は︑その後あまり就いてお

らんはずですよ︒

佐道 先生のホームペ⁝ジを三晃しても︑文部大臣のあとは総裁ま
で飛んでいて︑ ﹁自民党史﹂も︑ちょうど中曽根内閣のこのころで
認録が終わっているものですから︑ちょっと追えなかったんですね︒
楠 先生の手がかりがないんですね︒それは秘書の方に悪いたらわ
かりますね︒

o

海部 ちょうどロシアでゴルバチョフ政権が誕生する頃ですね︒そ
れでプラザ合意が行なわれて︑ ﹁前剃レポ；ト扁を発褒して︑国鉄
が分翻費営化される︒そして竹下内閣ができる︑というふうに続い
ていくわけでしょう︒そして消費税の問題が生臭くなってくるとい
うことですね︒そんな頃は︑あまりいろいろなことには出て行かず
こ

楠 通常だと︑閣僚を二圓やったら︑そのあとは経済閣僚かあるい
は党三役か︑そのぐらいですね︒少しあいだが空くんですかね︒竹

下︑宇野︑そして海部ですね︒竹下内薦とか宇野内閣のときは侮を
やっていたか︑ご記憶はないですか︒つまり総理大臣になるまでの
主要な役職は何かご託憶はないですか︒文部大臣から総理大臣まで

海都 いろいろ話を聞かされましたけれどね︒竹下内閣のときとい
うのは︑いまから考えてみると不思議なくらい︑何もやらなかった

のあいだですね︒

革について︑試験制度もからめて考えなければならんかな︑という
ことも議論していこうと︒ちょうどいまの教育問題検討会議みたい
な形だ︒しかし集まっていろいろ議論しても︑ああ喬えばこう︑こ
う書えばこうで︑こと教育問題についてはみんなそれぞれの経験も
理解もあるので︑なかなか一本にきちんとまとまって︑こうだ︑と

ね︒字野のときもそうだね︒

楠 ちょっと話が抽象的なので︑次に進ませていただきます︒文部
大臣を退任なさったあとの役職はどんなポストになったんですか︒
海部 文部大臣を辞めたあとは︑僕は文教制度調査会長というのも
さることながら︑教育改革に関する基本問題調査会長というのがあ
ったはずなんだ︒それで中蓉根さんがいろいろ言っておった教育改

いうところには落ち着きかねたんですね︒

佐道

ったり話したり︒連絡に来るのは︑小灘が来たり一⁝︒

海部 そういうことですね︒だから会っていましたよ︑このころも
﹁何時にどこ﹂といって︑いつも集まるところで集まって︑飯を食

ろいろな問題をごらんになって臨書されていたりしたわけですね︒

宇竪さんも短かったですからね︒比較的自由な立場から︑い

いですか︒

佐道 二年ぐらいのあいだですね︒
楠 竹下内閣あたりだと︑先生は竹下さんから重用されたんじゃな

楠 その教育改革についての基本調査会長のほかには何かお撰き受
けになっていたんですか︒もう二選録の閣僚のあとですから︑常任

そうすると︑あとは何でしょう︒

あ り ま せん︒

委員長ということはないですね︒
海部

糖
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楠

閥務に戻っていたんですね︒
もちろん藺務ですよ︒そして⁝⁝︒

そうだ︑消費税問題が出

たり︑すかしたりしながら︒そんな関係やそんな出入りで︑友達づ
きあいがありました︒

楠

海部
てくるときだね︒

三木さんと一時期政治行動を⁝緒にされていましたね︒ということ
は︑田斜さんと先生は周根というか︑ルーツは同じなんですね︒

海部 まあ︑そう言われてもしょうがないな︒
楠 ◎やあ︑国会に薫る前から︑何かお知り合いでしたか︒
海部ちょいちょい顔を合わせたことがありました︒例えば王木さ
んの家に覆行ったときに︒田想も縛来はやるんだということに︑心

田弼さんは松村謙三さんの秘書でしたね︒松村さんといえぱ︑

懸新自由クラブ解党と田川誠一

く六人は三民党に隔る︒しかし絹川さんのみ自答党に戻らなかった

を決めておったんでしょうね︒

楴 経歴のことはまた秘書の方にでも伺って確認するとして︑次に
新自由クラブの解党という畠来事がありました︒顯周誠一さんを除
ということですが︑そのへんの経緯について何かご存知ですか︒

佐道

海部 薩州個人とは︑薦闘とほど親しくつき合っていませんでした
から︒新自由クラブの瞬川になってからは︑つき合いは鈍くなりま

なんでしょう︒山川さん個人と先生とは︒

斬畠由クラブということで︑自罠党を離れられてからはどう

海部 玉川さんはすでにあのときに︑一人一党をつくっておったで
すよ︒そして︑改進党といったかな︑嶺世流行の個人献金制度を採
て い た こ と を 思い出しますね︒

したね︒

﹁こんなに集まった﹂とかなんとかいって︑麹信を持っ

楠 先生は闘川さんとは個人的にはご関係は親しいですか︒あまり

そう︒だから︑

門ハワイの﹈マウナケアの山頂に墾遠鏡を置
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り入れて︑

関 係 が な い で すか︒

﹁乱用は侮をし

海部 いや︑ないと言えばないし︑あると欝えぱある︒譲川とは洞
期当選︑昭和三十五年の当選です︒だから政務次官とか委員長をや
った時期はみんな同じさ︒それから曝想誠︸という入は不思議な縁
で︑三木先生がいくらか買っておった点もあって︑

とるかな﹂なんて論いたこともあったので︑よく三川のところに行
った︒

彼は社会労働委員会の仕事をよくやっておったので︑あそこに行
って︑ ﹁ハマコ⁝が暴れるからなんとかしてくれんか﹂と言われた

す︒

楠
海部

西岡︑小渕︑海部のお三方ですか︒

会に梅度誘っても㎜度もついて来なかったのは︑西岡武夫だ︒それ
でもみんな仲良くやっておった︒非常に不思議な友情があったんで

俵道 やはり西瞬さんが中心ですか︒
海部 萩自由クラブの連中の中では︑西岡君が⁝番急心だったな︒
楠 それは文教関係︑文教族ということですか︒
濾部 文教族ということもあるかもしれんが︑それ以外にも︑いろ
いろな聞係があった︒洒蘭と憐と小渕恵三とは早稲磁の闘係で仲が
良かったから︒ちょうどこの部崖門TBRの海部事務所﹈のここで︑
毎週水曜睡のお昼には︑︸緒にカレ⁝ライスを食って議論しようと︒
そんな難しい天下国家の議論はしなかったけれど︑ときどきいろい
ろな情報交換をやった︒そういうときに脱線すると︑ 門今度オリエ
ンタル特急に乗りに行こう﹂と言い出すのは小差恵三だ︒そういう

ときなんかには︑田川と中に入って話もした︒いっかも易したと思
﹁あんなのはお国のためにならん︑私
﹁際しますとはなんだ﹂と言ったら︑浜田幸

うが︑ハマコ⁝が激昂して︑
が刺します隔という︒

﹁そんなこと︑いかんよ﹂と書って︑いろいろなだめ

ｪ﹁日本のためにならんと思うから︑あの委員長を刺します﹂と
言ったから︑

・

緒に行ったよ︒

く天文台を作るときも︑寸時僕は総理総裁の座を降りたあとだった
けれど︑小渕と一緒にオ⁝プニングセレモニ⁝に行った︒それから︑
ス ペ イ ． ン のオリンピックのときも小灘 と

続けてよろしいと︒それはそうでしょう︒当時は藤波が中に入って︑
一所懸命言ってきてくれたんだ︒西岡も﹁こんなところでやったら︑
侮もあれではないか﹂と言ったんだけれど︑藤尾は﹁これが俺の生
き様だから︑わかってくれ﹂と︒

バ ル セロナですね︒

佐道

﹁だいたいこんな文部大臣ぐらいでどうのこうの言うのは聞

生き様ですか︒

海部

佐道

海部 バルセロナだ︒暑い日︑暑いときだった︒不思議なことに︑
西岡とは一閲もそういう旅行はしていないんだな︒ここで何闘誘っ

彼は︑率直に言うと間違うかもしれんが︑

﹁俺を軽んじたな︑

楠 閣僚が罷免になるということは戦後の歴史の申であまりないで
すよね︒かつて片山内閣だか芦田内閣のときだか︑当時の農林大臣

﹇と藤尾氏は思っていた﹈︒

がなったとか︑その程度ですね︒

違っておるよ﹂

ても︑なんのかんのと理忠があって来られなかったけれど︑小渕と
はいつも一緒に行った︒向こうから誘われたこともあった︑ 門海部
さん︑今度はここに行かんか﹂といって︒
楠 園会議員を二十年︑三十年とされていると︑人問関係はかなり

海部

そうです︒

濃密になってくるんじゃないですか︒
海部

文部大駆をやってくれとは侮事であるか︑俺は大蔵大臣か外務大臣
をやる器だ漏という思いがあったんじゃないかな︒だからこういう
問題を論じるときでもああだこうだといって︑われわれと話をする
ときに︑この人は何か不満があるんだな︑ということを感じた︒だ

楠

おう︒

副総裁﹂というのがニックネームなんですか︒

﹁評せむし﹂というのが悪い方のニックネ⁝ムだな︒

こうやって反つくり返っているから﹇胸を反り返す﹈︒

海部 もう確信犯でしょうね︒そして︑確信犯はいいけれど︑
と
き
門時機至りなば雲呼びて／天翔けゆかん下竜の／地に潜むにも似た

るかな﹂という歌もあるけれど︑いっか何かあったら︑ ﹁こんなポ

ストは麗でもない︑見損なうな扁というところがいくらかあったん

何かそれは藤尾さんなりの︑韓睡なんかに対するメッセージと

じゃないの︒

楠

どうでしょうか︒それは残念ながら闘いていないし︑彼もq

いう気待ちはあったんでしょうか︒

海部
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楠 国会議員といっても数が限られているし︑それだけ長いキャリ
アを持っている代議士は少ないわけですから︑非常に濃密な人間聞
物がそのあいだに形成されるわけですね︒だけど外から見ると︑そ

からみんなが︑ ﹁総裁︑総裁隔と呼んでやると毒んで︑

海部 それはまったくわからんだろうと思いますよ︒
楠 誰と誰が伸良しで︑ということを知らないと︑政治の動きは掴

海都

﹁逆せむし隔と﹁総裁﹂ですか！

﹁はい︑は

ういうことはよくわからないですね︒

めない︑把握できないですね︒面白いお謡でした︒

楠

これはもうほとんど確信狐としてなさったんですね︒

い﹂と返事をしておった︒

璽藤尾正費文相罷免︵一九八六年九月︶

佐道

楠 最後に︑先ほどもちょっと触れられた藤尾文部大軍の辞任の閣
題ですが︑辞任を擦毒して罷免されるわけですね︒その経緯をちょ
ﾆ伺いたいと思いますが︒
海部 率直に言うと︑鼻常にかたくなな人だな︒何も辞めてしまう
必要はないではないか︑だからこうこうこうだと言っ︑た︒中三根総
理自身も︑そんなところで文部大話を替えようとはあのとき恩って
いなかったと思うんだ︒だから然るべく藤尾さんが頭を下げれば︑

っ、

の端に乗せなかったけれど︒僕の見た観察では︑たぶんそうだと思
うな︒

どうなんでしょう︒それがそんなに議論されていたでしょうか︒

聞違っていないと思うんですが︑先生はいかがお考えですか︒政治
家の立場でいうととんでもないことになってしまうわけですが︑政

た長谷判峻さんとか原綴憲さんとか︑ああいう人たちも︑ ﹁こんな

というような︑まあまあという声が多かった︒要するに自民党的な
解決というか︑ ﹁頭を下げるときは頭を下げて︑まあまあというこ
とで続けたらどうだ︒その方が君のためにもなる鴇というような意
晃の方が多かったと思うね︒それはあのころ思いを 緒にしておっ

むしろこの当時は︑藤尾さんに︑ ﹁そう短気を起こさずにレ

治家の立場を離れるといかがでしょう︒場合によっては毒除して結

ところでいきなりケツまくって辞めちゃうという手はないだろう﹂

海部

講なんですが︑いかがですか︒

ということだったと思うな︒しかもその人たちに言わせれば︑ 門こ

楠 先生︑ここだけの謡ということで伺いたいと思いますが︑私は
﹁霞韓併合には韓国も若干の責任﹂という藤尾さんの発露は︑別に

海部まあ︑いろいろ解釈の仕方はあるだろうな︒

うなることは︑お見通しだったろう﹂と︒

﹁罷免でいいんだよ隔と善薦う︒

楠 文部大臣の次は︑先生は何をお考えでしたか︒
海部 いや︑何も考えていない︒
楠 いや︑次にやるとしたら︑こういうのをやりたいな︑というの

とした思いがあった︒

と狭いから︑もうちょっと広くやりたいという︑こちらにもちょっ

るし︑政策の動きも︑今後どうなるということも全部わかっておる
ので︑やるべきことはやったと︒僕は文教だけで終わってはちょっ

楠 充分といっても半年ですね︒
海部 半年でも︑それは二度目だもの︒省内のあれも全部知ってお

しよ︾つ︒

海部 なかったです︒継続という誰があっても︑それは門充分やら
せていただきましたから︑ありがとうございました﹂ということで

んですか︒

楠 だからそれだけに︑第三次中華根内閣で藤尾さんが先生のあと
に文部大甑になったということがよくわからないんですね︒なんで
こういう入事が趨きたのか︒これは先生が継続という話はなかった

凹文部大疑以後3ハやるなら通産大臣︶

楠 そうですが︒私は歴史を研究する人間の端くれですけれど︑こ
れは︑なんでいけないのだろうかとときどき思いますけれどね︒実
際に最近は︑韓圏人の立場からこれを斎う人も出てきたぐらいです
けれどね︒これ以上は敢えて伺いません︒
海部 いや︑僕はそんな深く知識を持っていないから︑これについ

傷がつくし︒そうしたら︑

てものを習うあれがありません︒
佐道 これは事実上は︑辞佳を挺否されて罷免︑という形になった
わけですが︑藤波さんとかいろいろな方があいだに入ってまとめよ
うとされたのは︑どういう収束をしょうとされたんでしょう︒辞め
ないと終わらない問題ではなかったか︑という気もするんですが︒
海部 それは藤尾君がそういう気持ちになっているから︒
佐道 罷免ではなく︑辞任で辞めなさいと説得しようということで
すか︒

海部

楠 それは罷免された方には傷がつくでしょうけれど︑罷免した方
はどうなんですか︒罷免することによって︑かえって内閣の強さを
示すことになるのか︑それとも内閣自体も傷がつくのか︒
海部 それは取るほうの取り方によりけりだな︒最初にこういう人
それを確認することになってしまいますね︒

を任命したことが間違いであったと︒
楠

佐道 その任命實任というのことをよく闘くんですが︑この当時は
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は︒

二部 それは通産大臣だよ︒それは通産大臣をやってみたいなと思
大 蔵 で はなくて︒

っていた︒

楠
大 蔵 ではなくて︒

うのは大事にしてあげなければいかんな︑というのが︑僕の政治家

になったときの原点でもあったわけだから︑どんな時代になっても︑
その方薗のことは考えておった︒

それがいま︑みんなさっぱり火が消えたようなことになつちゃっ
た︒だからいま︑アラミド繊維というのを知っていますか︒アラミ

ド繊維を試作させて︑ ﹁それができるならば︑これをみんなやれ︒

海部

楠

それはまた︑どうしてですか︒

海部 非常に現実的な答えになるけれど︑藍建︑中小企業問題は今
曄とはまた違った意味で間題があったじゃないですか︒そしてまた︑

︿以上﹀

じゃあ宮澤さんのように︑これから通産大臣というのはいかが

ですか︵笑い︶︒いや︑ありがとうございました︒

楠

らせてもらったから︑ ︸つ通産大暑にでもしてもらえませんかとい
って一︒

これが地元の繊維産業の復興にもつながるんだぞ﹂ということをこ
のあいだうち︑地方選挙があったときに話してあげて︑ ﹁みんなも
協力しなさいよ﹂と言ったんだけれど︑なかなかどう転んでいくか
わかりませんけれどね︒これまでは霞本を支えた中小企業がカをつ
けることがいいことなんじゃないか︑と思うんです︒
楠 わかりました︒その通産大臣を通り越して︑︼気に総理大駆ま
で行っちゃったわけですね︵笑い︶︒
海部 本当に通産大駆にいっぺんなってみたいなという気持ちがあ
ったから︑二度霞の文部大臣の時には︑俺は文部大難はもう充分や

中小企業団体の代衰である繊維の全国の理事長が僕の後援会長を引
き受けて︑ 一断懸命苦労をともにした︒ということ等もあって︑会
うたびにいろいろな泣き言も闘くし︑また選挙区の実情を見ると︑
そういう入がまことに多い︒これをなんとか救わなければならんだ
ろうと思って︑僕は最初に輸入促進税制という試写をやったよね︑
日本で︒その輸入促進税舗では︑単年度で対繭年と比べて一五％ぐ
らい輸入を増加したところは表彰されるんだ︒その表彰の時に︑変
な話だけれど︑賞状一枚だ︒賞状一枚ということはいかんじゃない
かといって通産省に話して︑バッジをつくったんだ︒バッジをつけ
て︑家に行くと表彰状がかかっているんだ︒そういうことが当時の
繊維の下積みで頑張っておる中小企業の経鴬者には︑たいへんな誇
りであった︒そういう人と一緒に住み︑ 緒に暮らして成長してき
たので︑これらの人々に一園報いなければいかんな︑みんな︻所懸
命やっているじゃないかと思った︒

そして当時労働基準局は︑そういう工場に乗り込んで来て︑おま
えのところは三六協定違反だといって逮捕した︒三六協定というの
は例の八時聞労働のことさ︒八時間労働以上でやりたい人は︑第三
六条に基づく協定を労使闘できちんと結んで︑ということがあった
けれど︑まあ納期が決められておって︑いついつまでに納めなけれ
ばならんと言われれば︑そんな三六協定を結んで届け出をしてとい
うよりも︑よしわかったということであの頃はやっておったからね︒
だから︑そういうことで泣きつかれる地元の下請業者たちの声とい
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竹下・宇野内閣時代（1986〜1989）
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（政策研究大学院大学教授）
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癖羽

湾隆

溝部俊樹先生

第24園

オーラルヒストリー質閣項闘
（2003年9月17H）

1．中蕾根首相は86年7月の選挙前、大型聞接税はやらないと蓄明していましたが、選挙
後はこの問題が急激に浮上しました。12月には出中自民党税調会長が「間接税は選挙
公約違反で総理がうそをついた」と発言して紛糾したほか、同税調が「売上税」88隼
1月導入などを主張した税制改正大綱を決定し（12月23H）、敵府税調もほぼ同内容
の答串を発表するなど、売上税導入の動きが高まってきました。これに対して先生は
当時どのようにお考えになっていたのでしょうか。

2．87年になると、売上税はかなり大きな政治間題化し、中印根首相の公約違反が批判さ
れる事態となってきました。3月には参議院岩手補欠選挙で、売上税を争点に教会党が
圧勝するなど、前年の三日選挙の大勝から事態は一転して自民党に逆風になってきま
した。当時の状況について先生はどのようにご覧になっていましたか。また、どのよ
うな活動をされていたのでしょうか。

3．2月に政府が提出した売上税法案は、党内からも反発をうけ、結局5月27Eに廃案に
なりました。これは中盤根着福へのダメージはかなり大きかったと患われますがいか
がですか。

4．10月、中曽根総裁の儀期終了に伴い、後継総裁が即事されることになり隠す。竹下、
安倍、容沢の三候補が立ち、中蕾根総裁に調整一任となって最終的に竹下氏が選ばれ
ますGO月20 B）。一連のこの経緯についてお顯いします。
5．ll月20臼、全綴本民間労組連合会（連合）が結成されます。戦後の労働運動の獄吏か
ら見ると大きな転換点となったと思いますが、連合の成立についてはどのようにご覧
になっていましたか。

6．88鐸6月、自民党税調は「税剃抜本改革大綱」を決定します。これは所得税減税、住
昆税・法人税減税を行う一方、その財源として一般消費税を導入しようというもので
す。中曽根内閣で讃いた間接税の導入ですが、先生はどのように見ておられたのでし
ようか。

フ．7湧5霞、リクルートコスモスの来公開株譲渡問題で、中曽根蔚酋相、宮沢蔵相、安倍
幹事長の秘書が関与していると判明しました。その後闘題は拡大し、竹下一日自身に
も及びます。拡大していくリクルート事件問題について、先生はどのようにご覧にな
っていたのでしょうか。政権を揺るがす事件に溌展すると思われましたか。

8．ll月14N、三木武夫元菅相が死査されます。リクルート事件が大きな問題になってい
る最中の死去ですが、政治の師としての三木元首相の死去はかなり大きな精神的シil
ックではないかと思いますが、いかがでしたか。また、三木派内の様畢はいかがだっ
たでしょう．か。

9．89年1月、昭和天皇が崩御されました。昭和から平成へと変わったわけですが、天塁
崩御についてはどのようにお感じでしたか。

10

89年に入ると、リクルート閤題は自民党をきわめて厳しい状況に追い込みます。
竹下内閣支持率は一けた台となり、福岡の参議院補選（2月12H）では19万粟の大差
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で社会党に敗れました。4月には竹下首相が予算成立後の舌幸任を表明し、翌臼には青木
俘平秘書自殺します。自民党は大変な危機に陥ったわけですが、先生はこの事態にど
のように対応すべきだと考えておられたのでしょうか。

11．

6月2臼、竹下内闘ま総辞職し、宇野宗依内閣が成立します。なぜ宇野沃だったの

でしょうか。党内的に宇聾践の首相就任はどのように見られていたのでしょう。

12．

宇野氏も女性問題が影響し、結局参議院選挙での敗詑の責任をとって辞任します

（7月24ヨ）。その結果、先生がいよいよ内翻を組織されることになるわけですが、そ
の闇の一連の経緯についてお願いします。

※今画は以上のような質問についてお願いします。
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鷹現在の政局から︵自民党総裁前髪戦と解散総選挙︶
伊藤 相変わらずお早しい状態でございますか︒
海部 相変わらず雑期が入ってきます︒
傍藤 そうですが︒来月はちょっと難しくなりますね︒手纏ですか
らね︒

便藤

でも︑もう解散の空気でしょう︒

やるわけですな︒

十月︑国会を開いて︑法案が通るか通らんかの最後の詰めを﹂

海部 そう︑藤井﹇孝男︺と並んで︒
掛藤 ちょっと線が耀い感じがしますね︒
海部そこにもつてきて︑ちょいちょい萩聞が本人の評価について
いろいろなことを書くでしょう︒われわれから見ると︑つまらんこ

とを意地悪く書かれるから︑ ﹁おまえ︑この新聞は何か撮みがある

のか︑嘘嘩でもやったことがあるのか﹂といったら︑ ﹁別にそんな

ことはしていませんが隔という︒もって画つたような書い方をする
ところが反発を買うのかな︒ずばっと正醤から言わずに︑ひねって
雷うでしょう︒ものはもっとわかりやすく︑スパッと言った方がい
いんじゃないのか︒そういうことでは評価があって︑いい話が僕の
ところに来るんだけれど︑ああいうふうに白蜜に書かれると駄羅だ

海部

海部 解散はしますよ︒だって︑解散しなくたって任期がくるんで

な︒

政治学

伊藤 でも投票するのは農民党員ですからね︒鎧民党の中で雪崩が
起こったら︑もうどうしようもないですね︒前に僕が㎎テレビタッ

す か ら ︑ 来 年 には︒

俘藤 そうじやなくて︑十月解散という話でしょう︒そうなりそう
なんでしょう︒

クル隔を見ていたら︑福岡﹇政行﹈という行敬挙者︵佐道

一
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そうですよ︒

した︒

者︑選挙分析です︶が︑ ﹁⁝○○％小泉再選はない﹂と言っていま

諦 め ちゃつたんだ︑みんな︒

海部

やっぱり﹇自昆党総裁選で﹈小泉再選で︑解散ですか︒

諦 め た感じですか︒

あるんだな︒

それで︑このあいだの﹃テレビタックル隔でさんざんいじめ

あの入はときどきああいう変わったことを雷う癖︵へき︶が

諦めちゃつたんですよ︒それで︑しょうがないということに

伊藤

られて︑

O

じゃあ雪崩をうったわけですか︒

﹁小泉再選一

俳藤

雪崩をうった︒そのきっかけになったのは︑自罠党側の殻立

﹁いまはどう思っていますか﹂と闘かれて︑

海部

亀井門静香﹈でも﹇弱過ぎですか扁︒

伊藤

てはいかんと言っている人や︑小泉政策に批判を言っている人がみ
んな集まると︑それは交替ですよ︒それじゃあ誰がそれを束ねるか
そういうことですかね︒

海部 亀井のあの顔と︑今葭までやってきたことでは︑みんなが燃
えるような後継者としては盛り上がってこないわ．だから僕は高村

いま︑世論調査か何かやると︑高村さんは一番竿ですね︒

海部僕はそう見ますね︒そういうときには︑僕は身びいきかもし
れんが︑高村君は一つのタマでもあると思ったし︑待って行き方に

幌藤

﹇正彦﹈なんかがもうちょっと伸びてこないかなと思ったが︑意外
轡型

と 伸 び な か ったですね︒

と言ったら︑残念ながら束ね役がいなかった︑ということでしょう︒

候補がみんな弱過ぎるからだ︒

〇〇％です﹂と言っていました︵笑い﹀︒
海部 そういうふうに掌を返したようなことをいうけれど︑単純に
数字の誹算を現象藤的にやると︑ヨ頃からまともに小泉を替えなく

なって

湛伊海俘海
部藤部藤部

海部

伊藤
推薦人が聞に合うかどうか︑という話でしょう︒

いや︑基礎票なんか麗係ないですよ︑いまの樵の中では︒

基礎票が十九だからな︒

いろなことを薪聞がひねくって書いてはいけないわ︒

よっては風も起きるのではないかと思ったけれど︑あそこまでいろ

海部

摂藤

海部

侵藤

そう︒だからいいところでエクスキューズをつくって鎧縁を

決意表明でも何でもないわけだな︒

選挙区の事情やら︑いろいろなことでね︒

ああ︑そうですが︒

あれはシャッポだから︑オーナーじゃないじゃないですか︒

漸聞の読み方と︑比較的知っておられる方の解釈はまるで違
うんですね︒

俘藤

つけたな︑と思いましたね︒

僧藤

海部 推薦入は頭を下げて︑よそから借りてきたわけだけれど︒と
ころが最大派閥があのていたらくで︑半分は違うわけでしょう︒
伊藤 海部さんがかつての経世会を見ていたときは︑本当に難攻不
落のお城みたいな感じだったでしょう︒
海部 経世会は︑ ﹁数は力だ︑力轍金だ一とズバッと需って︑金丸
・竹下流の攻め方で押してきまずからね︒やっぱり卸量会が二つに

俘藤
オーナーじゃないから駄目なんだろうな︒

それは竹下とあれ﹇金丸Uがみんな押さえていてくれた︒

だから︑あれに逆らうなんていうことはできない︵笑い︶︒

そう︒

いうのは︒同じ仲間なのに︒

佐道

がらんしな︒

先生はそういうことはおやりにならないですね︒
海部 やらないし︑やれないわ︒おれにやられても︑みんなそう臨

海部 だから別に驚きはなかったですよ︒ただ︑いい材料で︑転︑ん
でもただでは起きないという話があるでしょう︒だから彼にしてみ
れば︑いいお膳立てができたなと﹇思った﹈︒
卜定 ただ静かに消えていくというのとは違うということですね︒
海部 ただ辞めるというのではなくて︑こうこうこうだから辞める
という︒しかも︑こういう気に食わんやつがおる︑とか︒
僅藤 何か名前を挙げてやりましたからね︒
海部 それはあの人のお入柄だな︒
俘藤 前からあの人はそうなんでしょう︒人を名指しでやる︒海部

だから隔世の感だと思いますね︒

海部

腹を決めているからやるんだろうけれど︑あそこまで酬うと

圏売上税法案の廃案
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割れて候補も出せんということは︑青天の震塵であるし︑また領袖
の跡を継いだ橋本の威令行なわれず
︒
海部

伊藤 おそらく海部先生が総理のときだって︑あそこ﹇竹下派﹈に

本 当 に金鍔違います︒

ね︒まあ︑敵もできますよ︒

推 さ れ て な るわけでしょう︒

いまあれ﹇橋本派翻はバラバラの感じですね︒

だけど強烈ですね︒名指しであそこまで徹底的に批判すると

バラバラであるし︑身内の野中﹇広務扁の行動を誰も揮さえ

欝です︒けれどもわれわれに言わせれば︑彼がこの次

らね︒

第三 そうですよ︒それにシラケるんですよ︒いままであの二人
﹇野中氏と青木氏Uでやっていたのは侮︑ということになりますか

敗北官

はやらんということは前からわかっていたんだから︒

海部

立候補しないということは敗北宣雷でしょう︒

伊藤 あれ﹇←野申氏﹈はいろいろなことを言いますが︑このつぎ

レフし︒

ることができない︒ 下孚に押さえに行ったら︑返り討ちを食っちゃ

海僅海拶海伊海
部藤部藤部藤部

僻藤 それでは本題に入ります︒この爺のお話では︑中曽根内閣の
文部大臣をおやりになって︑途申で文部大駆を替わられます︒それ
からは党の文教闘係︑議会の文教関係のお仕事をやっていて︑特に
露立った役職は︑そのあとしばらく︑総理になるまではないという
ことですね︒ということがこの前のお話でした︒

そして中瞥根内閻は︑⁝九八六︵昭和六十⁝︶年に総選挙をやっ
て勝ちます︒それで﹇中曽根総裁の三期が﹈ 年延長になるわけで
すね︒その選挙のときに門中瞥根雪は﹈大型潤鍍税はやらない︑と
書つたわけです︒だけどやらざるを得ない事態になってくる︒これ
は中曽根さんが國っていたのかどうかちょっとわかりません︒その
へんの事情はわれわれもよくわからないんですが︑党内の意見でや
﹁縦横牽文字にやるような大型問接税はやらない﹂と激った︒

らざるを得なくなったのか︒もともと何か褒現していましたね︒
海部

あれは書つちや悪いけれど︑竹下が︸流の悪知恵で授けたんだと僕
じゃあ︑縦横十文字に縛るようなものでなければ︑いいと︒

たかな︒それから中垂髪派は藤波孝生が来た︒
伊藤 じゃあかなり大物が集まっているじゃないですか︒
海部 議運︑国館の関係で︑金丸幹事長のときに︑各派代表の副幹

そういう人を集めたわけですね︒

事長ですからね︒党内の話をして︑気心もわかっておるから︑それ
じゃあやろうと﹇いうことになった﹈︒
俘藤

海部 金丸さんというのは︑そういう入をみんな集めるわけだ︒げ
れども︑これは後日の詣になりますが︑どうしても藤波を入れてく
れと卜われて藤波を入れたら︑ああいうことになるわけでしょう︒
だから本当は︑リクル⁝トの問題で藤波を使ってはいけなかったん

結局それで︑ ﹁中曽根さんは売上税はやらないと書つたのに︑

ですね︒

學藤

なんだ扁という問題になってくるわけですね︒それでいろいろあっ

て︑︸つは︑次の年の三月に岩手の参議院補選でポロ負けするわけ

しかもあのおばさまにね︒名前を言うと失礼だから名前は善照

ですね︒

海部

いませんが︒

社会党ですね︒
そうですよ︒

あそこで社会党に負けたんですかちね︒
しかも演説もろくろくできん人ですよ︒驚いた︒

この問題について︑売上税は必要だ︑これなしには財政の問

それぐらい名指ししても大丈夫だと思いますが︵笑い︶︒
だから魍罠の憤りというか︑嘘つきという憤りというか︑ そ
れらが渾然と混ざったんだね︒あんな惨めな負け方をしたというこ
とは︒

伊藤

題はもたない︑ということは先生もお考えだったわけですか︒
海部 考えていました︒われわれはその頃は︑理論武装をさせられ
たんです︒蓮沼毎晩のように集まって︑どうして必要か︑財敬の現

状からいってこれぐらい基盤はある︑お金はこれだけしかない︑だ
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は思っています︒

揮藤

海部 そう︒ここが縛ってないだろう︑ここに抜け道があるだろう︑
だから縦横十文字に縛った大型聞螢税ではないんだよ︑と言えると
いうことだ︒あの頃は︑僕もあの委員会の筆頭理事か侮かだったな︒
伽藤 あの委員会というのは何ですか︒
海部 火型間接税をやるとき︑竹下が出て来て︑金丸さんが委員長
それは議会の話ですか︒

になって⁝一︒

俘藤

﹁集めてくれって︑あんたが集め

海部 議会︑国会の話です︒金丸委員会です︒金丸さんが﹁各派の
あれを集めてくれ﹂と書うので︑

ればいいじゃないか︒おれが集まれと言っても来ないやつがおる
よ﹂と言ったら︑ ﹁どんなやつが来ないんだ︒それじゃあおれが来
ないやつだけ呼ぶわ﹂と金丸さんが言う︒ ﹁どんなところを呼んだ
らいい隔と言ったから︑こちらが言ったら︑安倍派は三塚でしたし︑
曖中派は竹下本人というわけにはいかんだろうから︑小渕恵三が来

海伊海伊海伊
部藤部藤部藤

からやるのはこれだ︑ということでしたね︒いまの消費税議論も似
たようなものですね︒売上税が︸番幅広くみんなからもらえる︒景
気がいい悪いに闘係なく税収を確保しなければならんので︑そこは
広く薄く﹇徴収する扁︒そしてその先のことはあまり善硝わんが︑そ

のうちに門税率を﹈上げればいいからな︑というのが裏の声という
か︑竹下のリ⁝ドだ︒竹下さんが国対の筆頭副委員長か何かだ︒こ

いま墨磨はずいぶん勢力がありまずけれど︑このときは

︒

﹁入れると斜に構えて動かないから︑あい

の委員会は奇しくも攣稲霞大学がほとんどですからね︒慶慮大挙は
誰も入っていないんだ︒
佐道

いまは慶慮ばかりですが︑あのときは早稲聞ばかりですよ︒

つ ら は 駄 目 だ隔といって︒

演部
そうですが︑だいぶ達うんだ︒

﹁さあ﹂と想えば︑みんなすぐ﹁ほれ助けろ稀ということで︑

伊藤
海部

藤波の聞題のときでもみんなで曝けた︒助けてもらえなかったのは
営 砲 門 喜 一 ﹈ さんだな︒

餌藤 でもそれだけ船軍が悪くなって︑選挙で負けたのは問違いな
く そ の 闘 題 ですね︒
そうです︒

極々

それで金丸さんも︑

﹁まあそれでいいや﹂ということですか︒

海部
﹁おお︑いいや︒何を纏われても飲んじまえ︑みんなそんな
のは︒骨格だけ︑名前だけ残すようにすればいいけれど︑なかなか
それも難しそうだな﹂ということだった︒
俘藤 結局これは廃案になってしまうわけですね︒継続審議はでき
ない︒

海部 できない︒ ﹁けれど︑この次の次はやるんだよ︑ということ
ぐらいはきちんとつないでおけ﹂ということだ︒そのために︑書い

にくい講ですが︑あの当時︑野党の社会党やら︑まだ民社党といっ

ておったところがら出て来ておる理事のみなさんにも話して︑ 門こ

れはしかし︑諦めたら日本の財政が駄農になる︒曝露のところは岩
手でもああいうことになってくるし︑いま国会内もいかん︒今回は
兵を退くけれど︑これは局地戦だと思ってくれるな︒もう〜回態勢
を立て直してやってくるし︑やり直すから︒だから抜き差しできな
いようなことまで行っては︑国のためにならんぞ﹂ということで最
終的には合意して︑それからどうやってたたんでいくかという収拾
を考えた︑という覚えがあります︒

轡藤 逆に書えば︑社会覚や野党の側も︑これはいずれ︑ある程度
しょうがないんだな︑という感じは持っていたんでしょうか︒

海部

伊藤 じゃあやっぱり売上税はやめなければしょうがない︑という
こ と に な っ てくるわけですか︒

海部 それは本音の話をきちんとすれば︑ ﹁そういうときに翼のと
ころはどうするんだ︑何でやるんだ﹂といって︑材料を細かく出し

それは金丸さんが早くから言っていたもの︑

ゑ

へ

カレレつ

便藤

題には関係ないけれど︑われわれが驚いておるのは︑罠主覚の中核
になっておる旧社会党が税金から社会保障のあれは全部出すんだと

と闘いて︑ ﹁いや︑政権を取るつもりなどさらさらありません﹂な
んて書われたらおしまいですね︵笑い︶︒
海部 そんなことは震えんだろうからね︒だから最近でもそうでし
ょう︒その社会党の罷っぽを引きずっておるから︑これは今鋼の議

﹁枇会党が政権を取った場含︑どうするおつもりですか？﹂

ていろいろ議論したら︑ ﹁それならそれで︑もっと上品にやれ﹂と
O

﹁駄目になった

海部

らそんなものはいつぺん引っ込めて︑おれが泥をかぶってやるから︑

それでやり直せ﹂と︒だから︑いつ引っ込めてもいいんだな﹇と思
ったし﹈︑また引っ込めなければちょっと選挙にならない﹇と思っ
た﹈︒だから僕はあの最中にNHKの国会討論会に出るときに︑
﹁岡いま出して審議しているんだから反対とは書わないけれど︑こ

ういうわけだから通らんこともあるかもしれん︒通らなくても仕方

﹇と金丸さんに晶尽ったU︒

がない︒国疑のみなさんのご理解を得るためには︑こちらもいろい
ろ努力をしなければならん﹄と書ってぶってきますよ︑少々迷惑が
か か る か も しらんが︑しょうがない﹂
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﹁できることと︑できんこととあるんだ﹂と言って︑先延

いうことを書い続けてきたでしょう︒マニフェストも初めの頃はそ
れを出しておった︒ところが最近の話はどうですか︒読売が今ヨち
ょっとスッパ抜いたけれど︑菅﹇直人﹈が自分が代表になると決ま

語だったな︒七あまり演説をやったりしない人が︑ ﹁これができない

かん︒自民党がどうなるか︒自民党はどうなってもいいけれど︑こ
れだけはやっておかないと天下翻家のためにならないレということ
だ︒金丸さんが大上段に振りかぶって︑まさにあの入の一僅 代の

ばし︒そうしたらちっとも変わらんじゃないか︑と思って︑僕はあ
伊藤

金丸さんというのはそういうところがあるんですね︒

と駄目だから︑よろしく頼む﹂ということだった︒

ったら︑

の記事を読みましたね︒それだけ︑大人になったことは大人になっ

竹下さんに言わせれば︑ 門金丸のおとつつあんは︑ああいうことを

ある︒最後の最後︑どこで決心してきたか知らないけれど︒

手が届かない先︑というわけではなくなったわけですからね︒

いっぺん思い込んだらi︒お国のためだといえば︑そうか︑わか

海部

佐道
けれど本当に手が届くんですか︒

ったと需ってやりだすよ﹂と︒

たんですね︒政権に遍ついてきたから︒
海部
届 か な いでしょう︒

って︑委員長が﹁ちょっと︑ちょっと﹂とおれを呼んでおいて︑

俘藤 だけど知恵は竹下さんなんでしょうね︒
海部 竹下の知恵でやっているんだ︒竹下さん自身も︑ ﹁金丸さん
はアバウトだからな﹂と言っていたが︑アバウトスキイだから︑だ
いたいおおよそのことでいいわけだね︒だから最後の採決のときだ

伊藤

海部 みんな自由党と民主党が合併すると︑あれでこうなるんだと
つ選挙区を分析してみてみると︑．なかなかそうはいかんな︒

いうことをマスコミの人は先走って雷つたり書いたりするけれど︑
一つ

与党三党は押されますよ︑押されるけれど︑今度で⁝気に変わっち
ゃうか︒合併効果でそんなには
︒そこから先はあまり雷わん方

﹁ちょっとおれi︒あと全部決めちゃってくれ︒これ採決のあれ

だから︑これで決めちゃつてくれ隔と︑ポケットから﹇紙を扁出し

がいいけれどね︒

俘藤 合併効果でご祝儀というのは︑もうあまりないですよ︒その

てね︒

海部

僕があのときの強行採決をやったんですよ︑金丸さんに代わって︒

立ってスソと行っちゃうんだ︒それでしょうがない︒みんなを呼ん

﹁おい︑おい﹂と﹇僕がご蓄っているうちに門金丸さんは﹈

あいだに︑小泉再選でウワーッとなっていますからね︒
伊藤 ここのところ罠・薫党の声なんていうのは︑ほとんど新闘に出
ないでしょう︒このあいだ出たと思ったら︑鳩由﹇由紀夫﹈が揚合

忘れられんことになってくるな︑そうなってくると︒

﹇ 合 鎌効果は﹈もう消えちゃって い る ︒

によっては小泉を助けるみたいなことを言っている︒

﹇秘書の方を呼んで﹈僕の国政報告の古いものの中で︑特別委員
会で強行採決をやったときのものがあるんだ︒金丸委員長のときに︒

それは竹下内閣になってからですね︒

﹁いや︑おまえさん筆頭だから︑筆頭さんやれ﹂と雷われて︑

その当時はそういうことで終結して︑結局﹇一九八七年﹈五月で
廃案になる︒これは中雲根政権にとってはマイナスであることは重

それをちょっと引っ張り出してきて︒
伊藤

いや︑あれは竹下内閣になっていませんよ︒中残根のときに

でも︑

違いないですね︒

海部

﹁これは途中の

海部

記憶が不確かになっておったりするから︒

間違いないですが︑金丸さんに言わせれば︑

〜里塚だ一⁝当時國対委員長ですからね一きちっと決着がつくま
で︑この問題は責任を持って泥をかぶってやってもらわなければい
かん︒各派の理事は各派から出ておるんだから︑それぞれ派に帰っ

伊藤

売上税は廃案になるわけですから︒

あれは陽の目を見せたんだもの︒党の国政報告を読んでみないと︑

て︑事情をきちんと説明して︑これは派閥を超えてやらなければい
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海部 売上税は廃案ですよ︒それでもういっぺん出し直そうという
ことで︑やり置したわけですね︒そのとき︑ 門オール美本ロオ⁝ル
蟹民のみなさんと︑オール税務署で試合をやるんだ︒オール国民の
みなさんが勝つようにするんだ﹂というアバウトな理屈をつけては︑
そ れ を 街 頭 演説でやる︒

窟澤さんのどれがよく見えましたか︒これだったらいいだろうな︑

最後に決まったのはまったく自昆党的に︑誰がしたらこの法

というのは⁝一︒

海部

律は通るか︑来年の予算はどうしたら通るか︑選挙は誰がやったら
一番勝ちやすいかという点で考えていく︒あのとき︑はっきり言う
と安倍さんが﹁おれはちょっとなあ︑と自信がないから﹂とか︑心
の準備ができておらんとか︑できておるとか︑そういうようなこと

わけですね︒

掛藤 やっぱり竹下さんが懇接税︑つまり売上税に代わって消費税
という形でそれを実現していくというのは︑ずっとつながっている

いが︑

陰竹γ内閣の成立1︵中曽根後継︑安竹宮の争い︶
掛台 だけど中冠根さんはその年﹇一九八七︵昭和六十二︶年﹈の

つながっているわけです︒竹下さんがあのころ僕に言ったの

を喬いながら︑結局竹下さんに最終的に譲ったというと置い方が悪
辛酸に総裁錘期が終了します︒それで後継選びということになって︑
これは大変でしたね︒竹下さんと安借さんと宮澤さんが候補になっ
て︑中曽根総裁に一任ということになり︑最終的に竹下さん溺選ば

海部

一国渓の前に畠るとおれの顔には岡税金︑税金﹄と書いてある︒

この中曽根さんから竹下さんへ︑というときには︑派閥が動

くということはあまりなかったわけですか︒
海部 あまりなかったんです︒というのは︑動いたって︑じゃあ宮
澤さんでそれができるかというと︑できなかったし︑申雪根さんは
もう去っていく人だから︑それはあまり影響力は残らんし︑言えな
い︒そうすると結局︑ 門安倍さんと竹下さんと︑二人で腹を罰って
話せ︒ローマ法王が決まるときに︑白い煙が出るまで誰も入るな隔
ということになる︒唇下と安倍を赤坂のなんとかというよく行く待

俘藤

蟹竹下内閣の成立2︵中曽根から竹下へ︶

だ隔ということだ︒竹下は自分で僕に言ったわ︒

一緒にやっておっても︑あんたには拍手が出たり︑みんながワーと
笑ってくれるのは︑あんたの顔には﹃税金﹄と書いてないからなん

海部さん︑あんたが行くとな︑このあいだの街頭演説でも︑おれと

﹁竹下︑どうだ隔と言ったのは︑安倍さんだったと思う︒

れるわけですが︑このプロセズは先生には見えないわけですか︒

は︑

門結局︑ニッカとかサント

海部 見えないけれど︑各派の代表が出て来て︑どうするのか︑と
いうことを派閥に持ち帰って︑みんな謡をしてくる︒あの頃から︑
談合と需ったらいい過ぎだな︵轡藤 話し合いと言えばいいんじゃ
ないですか︶話し合いだ︒鎖し合いで︑

リーとか良くない言葉が飛び交ったけれど︑今度だけはそれはふっ
つりやめておかないと︑金部面倒見られて︑駄霞になつちゃうそ︒
そんな噂はこれっぼっちも出してはいかん︒それから︑誰にやるか
ということは︑それぞれが集まって︑心を割って話してみい︒誰に
なったら⁝番お国のためになるか隔なんていう正論を金丸さんは君
うわけだ︒

横藤 するとこのころは︑金丸さんを申心に動いているわけですか︒
海部 そんな頃は︑そろそろ金丸さんも俗世問の欲とか夢とか︑そ
ういうものがだんだんなくなってきて︑本当にこの国のためにとい
う高い次元で︑どこかのお坊さんに説教されたのか︑認を闘いてき
それで︑海部先生の場から見ていると︑竹下さん︑安倍さん︑

たのか︑そんなことが雷葉の端に出て来ましたね︒
俘藤
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門誕をつけるまで

﹁真剣に考えろよ︑

合いへ放り込んで︑飯とお茶ぐらい差し入れて︑
出 て く る な ﹂ と金丸さんが捨てぜりふをし て ︑

おまえらは︑二人で﹂とやっていった︒初めから宮澤さんは外され
それで竹下さんが出て来たということについては︑先生は︑

ておったように思うな︒中碧根さんはもちろん入れていますけれど︒
俳藤
ああよかったな︑という感じでございますか︒

海部 よかったなというか︑若からいろいろな経緯があって︑全然
霞をきいたことがないやつよりは︑口をきいた人の方がいいからね︒
うんと口をきいているわけでしょう︒

海部 僕の意見は竹下さんもわかってくれて︑ ﹁わかった︑小瀾は
そのうちに︑またいずれの場合にな︑考えてくれ︒小澗がやりたい
と思っていることだけはわかっておいてくれよ﹂という︒それがあ

門連合﹂の結成

ったので︑不思議に覚えているんだ︒

■労働運動の統一︑

揮藤 全然話が違いますが︑ちょうどそのころ﹁連合﹂ができます︒
これは戦後日本の労働運動の つの結蓑点みたいな感じです︒いま
はゴタゴタして︑何をやっているのかよくわからんのですが︑先生

俘藤

海部 それから︑学校の縁とか関係ということでは︑早稲醸という

は労働罵題に対してご関心があったと思います︒このときは何かお

このころは︑正直に言うと︑なるべく一緒にならんほうがい

総評というのが威張っておって︑カもあったし勢力もあ．つた︒そし

いと思っていたんです︒というのは︑いまのお話があったように︑

海部

感じになりましたか︒

のは横のつながりはずいぶんあったと思うんです︒

いろいろな話があるけれど︑ちょっと飛びますが︑例えば竹下さ
んは海部内閣ができたときには︑ 門小瀾がなんとか外務大臣をやり
たい︑やりたいと言っているが︑やらしてやれんだろうか﹂という
ことをさかんに言ったものです︒みんながそれでよければいいけれ
ど︑外交のことではあのころ安倍さんが一所懸命執念を燃やしてい

海部 それで二人用意して︑二人にポストを専えればうまく行く︒
それはm僕は嗣官房副長官が長かったから︑そういうところがら身

て政府の審議会の委員に入りたいわけですね︒そうすると当時は︑
﹁間盤からも出せ﹂と二心党が言ってくるわけです︒桟社党と社会

たんだな︑§分の生命を賭けて︒そういうこともあったので︑ 触だ
から門外植は﹈安倍派のほうへ話をして安倍さんの志を梼って走る
人じゃないと具合悪いじゃないか︒要するにみんなで支えるわけだ
から︑弱いから︒そこで大蔵のことは鯵さん︑あんたに任せるし︑
お願いしなければならんし︑税もやらなければならんけれど︑外交
のことも両方とも竹下さんのところというわけにはいかんじゃない
か︒恵ちゃんの処遇はいくらでもあるから︑義歯のことは安倍外交

についたしがらみですね︒それから勲章の詣でも︑ ﹁あれに勲一等

な︒

伊藤

まんでもなければ︑ドボンと音もせんやつにやるよりも︑うちのあ

すぐにカんでくる人が春日一幸とかだ︒それで竪山﹇利文﹈さんな
んかに勲 等をあげたりいろいろしたのも︑ ﹁総評ごときに磁すの
なら︑我がほうにも出せ︒やっても︑ありがとうでもなければ︑す

をやったなら︑不尚わがほうのこういうのもおるだろう隔といって︑

よくわかる話ですね︒

節鳥篇罵鳳Φ﹂ということがあって︑これは分けておいたほうがいい

覚がそれぞれの利益代衰みたいにデンと出ておるわけだ︒ ﹁広く臨①

﹇と誘った﹈︒そうすれば︑つけ入る隙がないわけだ

を継承する嚥

よ︒言っちゃ悪いが︑下孚に宮澤さんがつけ込んできたり︑よくな
いことを言ったりやったりされると基盤が弱くなる︒志というか腹
というか︑日頃あまり話もしたことにない︑飯も食ったこともない︑
飲んだこともないような人と腹を翻った詣はできない︑ということ
や っ ぱ りそうですね︒

になるんですね︒

撲藤
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﹁三木さんによく言っておいてくれ﹂

れにやってみろ︒竪由は喜んで︑折伏するだろう﹂なんて︑よう忘
れんけれど︑ここへも来て﹇豊門氏が言った襯︒こっちは当時は
﹇ 官 房 ﹈ 副長窟ですからね︒

﹁畏

﹇と遣う﹈︒それでよく同盟のほうにも僕は勲章でも何でもあげま
したからね︒

そんなことのみならず︑ILOの労使の代表を選ぶときも︑
社系の代表を一人入れなさい︒入れたらこれはこっちに出しましょ
う﹂といって︑労働代表に入れるとか︑そういうこともあった︒だ
から撲は労働綿合は二つのほうがいいと思っていたんです︒話がし
ゃすい︒片方に行ってちょいちょいと聞けば︑あちらのことを教え
てくれるし︑薗方とも持っていれば︑話の場で︑ ﹁こういうことも
あったじゃないか︑これはどうするんだ﹂と言って︑うまく収まる
わけです︒だから弱小内閣の番頭としては︑そういったそれまでの
経験を最大限に活かしてやったわけです︒だから一緒になるときは︑
そういう立場から︑僕は正直に言って︑困ったな︑やりにくくなる
ぞ︑と思った︒けれど︑大きな大きな潮流として︑働く人たちの立
場から見れば︑働くものが統一することのほうがカが出て来てくる

海部

とにかくありがたい組合でしたよ︒そして選挙の始まる前に

は︑僕のポスターを︑ 門貴殿じきじき来られると︑やっぱり建鏑と

︒

いうのもあるからそれはいかんけれど︑組合の本部にボンと置いて
おいてくれ﹂という︒職場にみんな貼ってくれるんだ︒顯るついで

に︑上に貼っていってあげるから︑前のやつは

伊藤 愛知県は 番強いですからね︒
海部 ゼンセン澗盟︑繊維産業︒だから脱線するようですが︑この
あいだも帰って行って︑あるところで語をした︒繊維がいま非常に
悪いというでしょう︒

消費税の時は︑ ﹁税舗改革が実麗すると暮らしはこうなりま

編消費税の導入1︵竹下内閣の誤題︶
海部

昭和六十三︵一九八八︶年ですね︒だからこれは竹下内閣で︑

す﹂︑なんてよくやったんだよ︒
伊藤

消費税の謡ですね︒

海部

それは消費税のほうですよ︒

僕は強行採決をやらされたんだ︒

佐道
﹇写真のキャプションを読む﹈ ﹁﹇海部氏は﹈委員長代理と
して委員長席に着き︑与野党議員の質疑をとりまとめる筆頭理事﹂︒

夕汐

消費税のほうですね︒

と い う の が 層理だろう︒

伊藤

海部

これからちょっと消費税の話を伺いますが︑所得税︑住畏税︑

あまりカが出ないですね︒

湖部 最後は出なかったけれど︑出ると言われておったからね︒し
かしせっかくそうなっても︑旧民祉系と帽社会区系は水と油と言う

解藤

法入税の減税ということと裏表に︑消費税を導入するということに

海部 そうしたときに︑差し弱きをするとこうなるんだという︑な
るべく耳障りのいい材料だけをつまみ食いして︑それで街頭演説を

なるわけですね︒

溝部 陰艮譜系というとぼやけてくるのは︑ゼンセン洞盟だ︒ゼン

やったわけですね︒

通りであって︑おかげでわれわれも︑最後の最後まで選挙のときは
民社系の票はみなもらっておった︑裏話をすると︒
俘藤 そうですね︒連合で一本化したけれど︑内実はどうも︑いろ

セン同盟というのは枇会党とは相容れませんから︑全部こっち﹇に

俘藤

いろあるようです︒

来る﹈︒

とも形がつかない︒

竹下内閣ですから︑竹下さんはこれで失敗したらちょっと何
伊藤 ゼンセン同盟というのは組合の中でも特異な︑すごく強い組
合なんです︒

一プ36一

海蔀 しかしこれを成功させることによって︑周辺に飛んできた火
俘藤
必死だ︒

だからこれは竹下さんとしては必菊ですね︒

の粉は全部すっ飛んじゃうということもあったんでしょうな︒
海部

俘藤 金丸さんもこれは
︒
海部 金丸さんはそれはわかっていたろうと思いますよ︒竹下さん
と金丸さんの関係だから︑われわれの知らんことだって︑あの二人

うか︒

︷伊藤

そ ういう格好で物事が進んでいる ん で す ね ︒

れば︑それで空気もガラッと変えられる︒党内に反対するやつがお
っても守り抜くから﹂というようなことでやったんじゃないでしょ

﹁これをや

海部 文教族ですよ︒そうですよ︒
伊藤 藪簡﹇武夫﹈さんとか︑みんなそうでしょう︒なんで藤波で
あって︑先生とか西醗さんは一︒
海部 捕まらなかったか︑ということでしょう︒それは門慶性清浄
心︵じしょうしようじょうしん︶﹂ですよ︑仏教の言葉ですけれど
ね︒子分がこれをやろうというときには︑ちょっと待てよ︑それは

やばいよ︑と自分の心の中から出てくる声がある︒そういうときに︑
悪魔の囁きに負けて︑それに手を出してしまうか︑あるいはやめる
か︑自分だけの道を歩くか︑それによりけりだ︒そういう大変厳し
さが
い誘惑のときに︑入筆の根性︑性というものは︑自分の申にあって︑
人間だから︑ 一〇〇％正しいことを言っておる︑やっておるとは言
いませんが︑きれい事ばかりでは渡っていけんことはわかっておる
けれども︑そういうときに︑それはやつちゃあいかんよ︑という良
心があるはずだから︑その良心だけは自らが守るべき飾度としてき

だったら︑二人だけでしっかりと話ができたろうから︒

海部 ただ︑いまにして思えば︑それを理密に︑予算委員会なんか
で竹下さんが往生しそうになったときに︑安倍さんが心の準備がど

ょトフ︒

よく知っていますよ︒よく知っていますけれど︑僕には︑残

あのリクル⁝トの江副﹇浩正﹈さんは︑よくご存知なんでし

ちんと守っていく︒

うとかこうとかいって︑ ↓歩退いたような格痔をしておった︒それ
は安倍さん自身にも︑その問題は竹下さんが全部片付けてくれなけ

伊藤
海部

念ながら︑本当に待ってこなかった︒
侵藤

れば︑またイロハのイからやられたらかなわん︑ということがあっ
たんでしょう︒あとから思えばね︒そのときはよくわからんけれど︒
摂藤 そうですね︒安倍さんではちょっと税舗闇題を解決するのは
難 し か っ た で しょうね︒

海部 書ってこなかった︒日頃そういうことばかり喬っているから
かもしれん︒森︹喜朗﹈なんかは︑おれの後輩のくせに一︒だか

副も人を見る目がないなあ﹂と言って︵笑い︶︒あのころはみんな
政治資金に困っていて︑選挙の前になれば喉から手が出るぐらいお

らそのころは︑そう思ったり言ったりしたこともあったんだ︒ ﹁江

言ってこなかったんですか︒

顯リクルート事件1︵事件の経緯︶
伊藤 竹下さんは︑でも消費税のことをやっている最中にリクルー
ト問題が出て来ちゃうわけじゃないですか︒僕はリクルート問題は︑

元はといえば文部省の問題だとi︒

金が欲しい︒億のお金が手に入るような来公固態を出して︑ ﹁この
株を買っておいてくれればこれだけで売れるよ︑売れば侮億儲か

藤 波 で すよ︒

海部

それも賭けなんでしょう︒必ず儲かるとは韻らないじゃない

る﹂という︒

伊藤

俘藤 藤波さんだって文教族でしょうけれど︑海部さんだってそう
じやないですか︒

ですか︒
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教族ではたしかに森喜朗よりも早かったし︑先輩でもあったけれど︒

森のところは︑労働省ではなしに︑文部省関係で持ってきたわけだ︒

それは江副のほうは﹁安倍さんに渡してくれ﹂といって持ってきた
わけだ︒藤波のところには︑中之根さんに渡してくれといって持っ

てきたのではなくて︑ ﹁藤波にいろいろお世話をかけておるからこ

海部 必ず儲かるとは限らないけれども︑儲かったんですよ︒結果
としては︑全部︒必ず儲かりますといって持ってくるけれど︑おっ
しゃるようにたしかにリスクを伴うものでもあったけれどね︒けれ
どそのときドンと受け取らなかったというのは︑あとになってみれ

まi︒

うだ﹂といって持ってきたんです︒

偶藤
門栽生クラブ﹂で人を集めていましたからね︒毅生クラブで
やっていて︑機会が来たら︑あれが一つの派閥になるんでしょうね︒
海部 いや︑派閥を乗っ取るつもりだったんだ︒中取根派の中の不
平不満組を集めて︑やろうということだ︒そこに横から乗っかって
いたのが︑生臭坊主だったんだ︒玉置和郎とか村上正邦とかがうろ

けですよ︒

ときの立場になってみれば︑お金はいくらあっても足りなかったわ

・俘藤 そうですが︒藤波さんは気が迷ったのかな︒
海部 魔が差したのか迷ったのか︒あのころ彼も﹁政治工学研究
駈︸で︑河野洋平と張り合って人集めをやらなければならん︒あの

俘藤 これは未公開株を買っているわけでしょう︒少なくとも買っ
た形にはしているんじゃないですか︒
海部 買った形にしただけじゃないですか︒だから後日富澤さんが

問題になったときも︑必要な元金もリクルートのほうが出したんで

懲それはご心配ないように︑ちゃんと別の方法で﹂

﹁株を買ってあげたいけれど︑買うお金がないよ﹂とわれわ

貸したみたいな形ですね︒

しょMつ︒

伊藤
海部
れが断わると︑

という︒それが一連の過程でバレたんです︒

鐵リクルート事件2︵藤波孝生氏の動き︶

ちょろしておって︑しょっちゅう飛んできては︑いろいろな語をさ

よ﹂と言うので︑ ﹁どうするんだ隔と言ったら︑ ﹁われわれのとこ

﹁あんたは藤波さんと仲がいいはずだから︑助けてやって

有 能 な 方 な ん でしょう︒

ろでニューリーダーとして︑彼を売り出す﹂という︒あの二人掛中
曽根にいっぺんコレされた﹇弾き出された︸のかな︒そんなことも

れた︒

海部 有能な人ですよ︑それは馬鹿ではないわ︒
俘藤 だってリクルートをあそこまでしてきて︑そのときに君って

あった︒

江副という人はどういうふうにごらんになっていましたか︒

いることは︑︑青田刈りをやめうということじゃないですか︒それは

⁝伊藤

正論ですよ︒

大きなところは正論ですよ︒頭はいい入だったな︒

伊藤 藤波さんだとか︑そういう人たちは︑どうしてそれに乗っか
ったんですかね︒だって藤波さんは文教族の申達の一入ではあるん

海部

伊藤 そうですが︒じゃあ場合によっては︑竹下さんが奪権したよ
うな形になり得る可能性もあったわけですね︒でも︑ほかの派閥の
人も薪生クラブのメンバーの中には入っていますね︒
海部 それは河野洋平も入っている︒
俘藤 だから派閥の再編成みたいな形になるのかな︒ただ単に直属
労 働 省 ですね︒

ですね︒

佐道

海部 藤波君は︑本当は労働省のほうで引っかかったんですよ︒文

根派を乗っ取るというのではなくて︒
海部 乱しくいろいろな人が来たら︑それを鍵除しないということ
でやっておったんだから︒その話は︑入らんかと言われた西岡がお
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れのところに来て﹁天下をとる話をしておりますよ︑いいですか隔
と書う︒ ﹁いいですかって誰が天下を取るんだ﹂と言ったら︑西堺
｡波が天下を取るという﹂︑海部﹁藤波がそんなことを雷うわけ
ないじゃないか︒中三根さんがおるんだから﹂︑爾岡田その先のこ
とを考︑κております﹂ということだった︒あの中にいろいろあった
ん だ な ︑ ポ ス ト中藍根で︒

俘藤 そういう状態のときは︑お金がいくらあっても足らんのです
ね︒

﹇札束

海部 それはどれだけあっても足りない︒その頃︑名前は言いませ
んけれど︑ある人と雑誌の対談のときに︑ 一このごろ一番将来が心
配になるのは︑みんな若い代議士が琶万円の金をはした金だと思っ
ている︒百万羅渡しても駄厨だ﹂と欝っていた︒要するに︑

三つぐらいないと駄舞だな︒

を立てて﹈倒れないだけ渡さなきゃ駄厨だ︒百万円だったら倒れる
から︒

餌藤

海部 三つぐらいあると倒れない︒それは言い得て妙な衰環ですよ︒
そんなところへ入っていくと︑あいつはケチだとか︑あれは羽がな
い親鳥だとか言われることになるわけだな︒だからその自艮党が壊

れていくということは︑まさに今度の総裁選挙の⁝番の︑結果とし
ての功績だろうと思うし︑いままでそういった中に入り込んでやっ
あれは森派だというけれど︑森派じゃないですね︒

てこなかったから︑小泉さんにはしがらみがないわけだな︒
伊藤

海部 森の言うことも聞かんようですよ︒森自身がそう雷つたよ︑
﹁なんだあいつは﹂ということになるんですね︒それはわかるんじ
それが受けているんですからね︒

ゃないですか︒今日まで一匹狼で︒
俘藤

佐道 いろいろお膳立てをしても︑全然違うことを言ったりされた
り し て い る よ うですね︒

﹇小泉を扁支持してい

海部 だから結局︑野申がああなったのも︑青木がどうしょうかと
思いながら︑青木は青木なりに利口だから︑

る格好をとっている︒青木は竹下さんに育てられた腰巾着だからね︒
佐道 あれだけ政策的に批判をされているのに︑でもしかたがない

そこはどうしてそうなっているんでしょう︒よくわからんわ︑

と思うわけですね︒

海部
僕らも︒

便藤 でもたぶんそういう流れの中にいて︑雪崩のようになったら︑
それに乗っからないわけにはいかんでしょう︒
海部 けれどね︑あの人もときどき正直にものを言って・あれが問
題にならないのは︑と思うけれど︒予算委員会だよ︑三十一の﹇国
債発行枠の公約違反﹈問題を追求されて︑ ﹁あんなのは大したこと
じゃない﹂と言う︒そんなこと言ったら大変だったよね︑昔だった

ら︒そしてシレッとして︑それ以上のあれをやったりするでしょう︒

蕊賑だったら大変だ︑ということをあの人はずいぶんだくさん
俘藤

不思議な入ですね︒

それで何か言われると︑バッと返していますからね︒

おっしゃっている気がしますけれどね︒

血道

佐道

それで竹下さん脅身にもリクルート疑惑が出てくるじゃない

繍消費説の導入2︵税制改革特別委員会︶
伊藤
海部

それでも消費税はとにかく通さなければならない︒

本人に出て来たんだ︒

ですか︒これはちょっと大変ですね︒
俘藤

海部 消費税だけは通そう︒だからあの頃︑野党に言いに行ったの
は︑ 門竹下はもう︑ここでは言えんけれど︑やめる腹を決めておる
から︑これだけ通してやってくれ︒通しておかんと︑この次のやつ

もこれをやらなければならんよ︒野党だって函るよ﹂ということで

すね︒溝費税をきちんとやっておかないといかんから︑竹下にはそ

れを背負って片付けてもらおうじゃないか︒
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「

俣藤 その片づけをやる議会での中心は︑先ほどおっしゃった金丸
さんなんでしょうが︑正面に出てくるのは海部先生なんでしょう︒
海部 走り使いをやったのはね︒
憐藤 走り使いですか︒ちょっと違うんじゃないですか︒この写真
﹇︑﹁露由新報﹂の写真︑海部氏が税制改革特甥委員会の委員長席に

座っている﹈を見たら︵笑い﹀︒
海部 強行採決をやった張本人も僕ですから︑それはしようがない
けれど︒

海部

伊藤

海部

だから代理が︑実際は特別委員長をやるわけですね︒

理 事 会なんかではね︒

実際に応答するのは委員長ではなくて委員長代理でしょう︒

その筆頭理事だったんだ︒委員長代理だ︒

解藤 税制改革三二委員会1⁝︒

伊藤
はい︒最後の採決まで代理がやつだんだけれど︒

﹁委員長を出せ嚇ということは需われないんですか︒

海部
伊藤

﹁おめ

海部 野党が言うけれど︑嶺時の野党はそんなえらそうなことは言

僕には書︑尺るが︑金丸さんにそんなことを雷ったら︑

﹁海部じゃ駄目だ﹂とは︵笑い︶︒

えないもの︒

伊藤

海部

︑兄何を欝っているんだ︑このあいだのあれ︑利子つけて返︵けえ︶

﹇金丸氏は﹈幹事長時代にずいぶんいろいろやったでしょう

せ﹂なんて凄まれるから︒あの人は平気だもの︒
俘藤
からね︒

海部 やっているから︒だから峯時︑社会党の圏対委璽長が楯兼次
部といったね︒ 門楯が横になっている︑やってこい﹂という︒そう
いう悪い自民党もあったんだから︑それを倒さなければいかんとい
でも強行採決というのは本当の強行採決なんですか︒つまり︑

うことで︑茸雲の支持も喝采も出るはずです︒
僧藤

強行採決をやります︑そのとき社会党はどれだけ抵抗します︑どれ
ぐらいはもたせてください︑と﹇いう話がついていたのでは﹈︒

海部 それはよくありました︒向こうの条件は︑桂会党がここまで
抵抗しておるからということが絵になって︑わかるようにしてくれ

テレビに出なければいかんということですね︒

なければいかん︑ということです︒
掻藤

海部 テレビに狭らなければいかん︒採決をやられるときは︑ 門横
暴だ︑横暴だ隔という声も収録マイクに入らなければいかん︒そう
いう場颪も要るという︒しかしそんなことはお安いご用だ︑委員会
を取り仕切っていく上ではね︒

そういうときに間違って︑ ﹁もういいそ︑絵になったからいい
そ漏といって︑ 讐委員長︑採決やっていい篇という裏の謡までとり

伊藤

海部

俘藤

耳打ちがあったというと︑耳打ちなんかしておらんという︒

不測の事態ですか︵笑い︶︒

連絡役が間違えることもあるし︵笑い︶︑これは笑い話だ︒

誰が間違えるんですか︒

つけても︑間違えることがありますからね︒

海部

やっていいときには早打ちに行くよといっていて︑野党の前線司令

宮が写打ちに来たから︑やっていいからということで強行採決をや
ったら︑ 瞥まだいかん︑誰がそんなことを書つた？﹂といって本気

になって怒るやつもいる︒ ﹁本気になって怒ったふりをして︑それ

が絵に映ればいいんだろう﹂と言ったら︑ ﹁そんなことじゃな

い一︐﹂と書う︒そうなったら︑本気になって肉弾戦で鉾除しなけれ

俘藤

このときは︑もう初めからわかっておって︑こういうふうに

このときは別にそんなことは〜︒

ばならんという場面になったこともある︒

海部

やっていくと︒

佐道 比較的予定通りというか︒
海部 比較的予定通りですが︑このときはそういう話ができん組が

大挙入ってきまずからね︒それこそ︑総評のそういうことの専閃家
とか︑総評の国会麗楽なんとかというのが︒それで委員長を取り囲
んで︑ワ⁝ワーやり幽すでしょう︒
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伊藤 中に入ってくるんですか︒
海部 それはみんな私設秘書のバッジをもらって入って来るもの︒
それから︑その頃でも総評の国会連絡室︵そんなものはいらないん
だけれど︶があって︑そこで第二種のバッジとか︑院内通行証とい

がしょっちゅう︑朝単く出て来て︑われわれに絵解きで教育したも
のですね︒なるほどと思うようなことを言われた︒

でも会場には入れないでしょう︒

るから︑それは理解してください﹂というようなことを︑苦しい．弁

う の を 持 っ て いるわけだ︒

揮藤
入れないことになっておるけれど︑ああいう修羅場になると︑

あのとき街頭演説なんかで私が言ったことは︑今日流で書うとマ
ニフェストです︒ 門これを認めてください︒どなたがなられてもこ
れは必要だ︒しかもそれは︑人間にとって︸番必要な社会保障にも
使うんですよ︒けれども出すときは誰でもいやだと言うことはわか

海部

明をしながらやってきた︒

でもヨーロッパなんかでは十二％という消費税ですよ︒日本

バーツとやっているうちに一︒
俳藤

いつのまにか入って来るんですか︒

佐遵

金丸のおとつつあんはアバウトだから︑ ﹁あまりゴタゴタ言うな
らば︑三％をやめて ％にしちゃえ︒一％にしたら︑ダッと通る

ては駄霞だ﹂言った︒

ときで︑それはのりしろは少しは残しておかなくてはいかん︒将来
は一〇％になるといっているのもおるけれど︑初めから五％といっ

五％取りまぜんか﹂とおれに言ったからね︒ ﹁せっかくやっている

三％ですからね︒あのとき宮澤さんは︑ ﹁どうして最初から

はまだ余裕がある︒

海部

︒

海部 そう︒また向こうにしてみれば︑そういうのをどんどん送り
込んでやらないと︒ヨ頃顔なじみの議員なんかを前に出してやらし
ておったら

﹁まあ黙っておれ﹂ということで︑そこで戦意が鈍る

俘藤 誰がやったかわかりますね︒
海部 わかるし︑僕らも委員長席におって︑ ﹁伊藤先生︑あんた帰
ってください︒ ﹇大きな声で﹈便藤先生︑帰ってください︒欝縦書
っていることと違うじゃないですか﹂なんて︑マイクに声が残るよ
うに言うと︑
ね︒

鷺消費税の導入3︵三％の税率︶

ばいい漏と言う︒そういう現実的な発想をした人でしたね︒

ぞ﹂という︒ ﹁それじゃあ実入りが少なくなって足らんですよ︒二
．五︹兆周扁ぐらいではどうにもならんじゃないですか漏と言った
ら︑ ﹁まあいいんだ︑それでやっておいて︑大したことないと言っ
たら︑はいあと︸％︑あと一％といって︑毎年⁝％ずつ上げていけ

伊藤

佐道

そうですが軌とにかくそれで︑今日に続く消費税が始まった︒

こ れ は 歴 蔓 的 なことですね︒

海部

そう思いましたね︒

うなるかということは︑前を見ないと駄顛なんです︒

俘藤 いや︑やっぱりまったく新しい発想というのは世の中に存在
しないですからね︒いろいろ議論されたものをいまに適用したらど

うものはそう変わるものではないなあと思って︑あれを見ておった︒

ああ︑むかし言ったことを言っているから︑人間の知恵とい

ていくというのは︒

最近その議論が経鑓連から出ていますね︑毎年︸％ずつ上げ

海部 そうです︒そのとき本当に︑これがお国のために必要なんだ
ぞ︑ということです︒消費税というのは︑いまでもまことにアバウ
トな話ですが︑わかりやすく言ってみろ︑というと︑あれは⁝％で
税収が二兆五千億円か︒それを二％にすると五兆︒だから皿番手っ
敬り単いわけだ︒しかもそれは︑どこの層を狙い打ちするわけでも
ない︑広く浅く公平な税だ︒あの税の理屈だけは大蔵省の主税局畏

海部
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佐道 最初から五％でいいじゃないかという宮澤さんと︑毎年㎜％
ずつ上げて行けという金丸さんというのは︑違いが出ていて面白い
ですね︒なるほど︑という感じがしますね︒

■三木派の帰趨1︵三木元凶相の死去︶

伊藤 それで︑小派潤の代表的な存在でありました三木さんがこの
辮l八U年に亡くなられます︒ちょうどリクルートの真っ萱門
海部

この時点では三木さんは︑政治的にはあまりカがなくなって

そうでしたね︒

海部

滋藤

海部先生は三木さんの直系ですから︑溌本派だといっても一︒

ええ︒

党内に︑ですか︒

俘藤

じゃあ河本派に行った限三本派の中で︑先生の仲闇というと

あげました︒

海部 顔を出しました︒そして物も需いました︒それから懸口さん
のせがれの三郎の選挙のときは︑僕は姫路まで園圃も応援に行って

たわけですね︒会合なんかはいかがですか︒

題になりますから︑やめておきまずけれど︒
俘藤 そうですが︒でもいちおう形としては河本派に属しておられ

くしたようにやるというわけには行きませんね︒だから僕は︑河本
派にはなかなか帰っていきませんでしたし︑一番最初にもボタンの
掛け違いがありますからね︒それはひとの悪口になって︑一人の問

海部 僕は里木派ですよ︒だから変な話だけれど︑三木さんがああ
いう状況になったときに︑これで三木さんのあれ﹇時代﹈は終わり
だということで︑だから河本派に入って︑昔の三木さんに忠誠を尽

伊藤

たね︒

海部 もう︑湾本﹇敏夫﹈さんになっていますね︒
伊藤 でもやっぱり三木さんというのは︑存在感はあったんですか︒
海部 あったし︑三木の雷うことに耳を貸そうという人がおりまし

いたでしよう︒

伊藤

ですね︒
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宮澤さんはたしかに頭がいいんだろうな︒それで﹁総理！︑

と量隣って進言に行くんだ︒三木さんのところでもどこでも︒

いやいや︑そうじやない︒これも言ったら悪いかもしれんが︑

﹁どう話したらいいんでしょう

﹁それはあなたのほうの腹心を一入理事に出しなさい

＝ハ戦争だから︒放つ

俘藤 しかし今度のことであ︑宏池会も行く宋がついにああいうこ

と け ︑ と い う感じだ︒

たのは︑畷中六助だ︒あれでは駄圏なんだ︒

よ︒あなたのところは本嚢の腹心が一人も出て来ておらんじゃない
か﹂と亙ったんだ︒というのは︑あの頃われわれとっき合っておっ

か㎏と書う︒

めて弁明しなさい﹂と言っても︑

きなんか︑ ﹁あなたの場合はどういつで答えるか﹂と言ったら︑
門さあっ﹂と書って首を傾げるだけで︑ ﹁委員会を開いて発言を求

海部 リクルートもあるし︑長銀もあるしね︒勝にジクルートのと

くしていく﹂という︒．おれは﹁本気ですか﹂と弄ったんだよ︒
轡藤 寓澤さんだってリクル⁝トに残つかかったんだからね︒

俘藤 あまりお親しい闘楢ではないでしょう︒
海部 そう︒だって︑親分同士が喧嘩ばかりしておって︑仲良くで
きるはずがないじゃないですか︒そうでしょう︒けれども︑竹下に
内閣を作らせたら年三だ︑ということを懇々と言いましたね︒ 門あ
の人は金権政浩を上手に創りあげて︑また盤の中を暗く︑政治を悪

宮澤がどうしても僕に一対一でお謡を聞いて欲しいことがあると言
った︒それまでそんなにしんみりと話をしたこともないのに︒

海部

て動かない入かと思っていたんですが︒

雑談かたがた来ることもあったんだよ︒
けっこう腰が軽いんですか︒富澤さんというのは書斎に籠っ

宮 澤 さんが︑ですか︒

L

とになりましたね︒この変化の激しさには驚きますよ︒

プ42一

俘海伊そ海
藤部藤の部

ど う い う 入 た ちですか︒

海部 腹を割って話ができたのは伊藤宗一跳とか︑鯨岡兵輔︒この
俘藤
ああ︒

そ う い うところですか︒

人はちょっと立揚が違ってくるけど︒
海部

伊藤 もう︑この時点になりますと︑先生より上の入たちのかなり
の入はリタイアされていますね︒先生もだいぶ上の方になっておら
はい︒

れますね︒

海部

侵藤 やっぱり派閣というのは︑代替わりしたときに︑なんと書い
ますか︑次を受け継いだ入にとって霞障りになるような人が必ずい
るわけですね︒

海部 それを大掻除してからやってやらんと︑派閥の後継代替わり
は難しいそ︑ということでしょうね︒
轡藤 先生なんかはどちらかというと大掃除される側のほうに一︒
海部 されるほうだった︒されておったわけだから︒
撰藤 されていたんですか︒やっぱりそういうものですか︒そうい
あ る ︑ 必ずある︒

う派閥の力学みたいなものは︑どこでも必ずあるんですね︒
海部

伊藤 それは政治の世界だけではなくて︑代替わりという問題につ
いては︑人聞枝会は多かれ少なかれそうですね︒王木さんが亡くな
られて︑先生としては大きなショックがあったんじゃないかと思い
ますが︒

海部 それはぽっかりと穴が開いたのと同じことですね︒三木さん
が倒れても︑僕は病院にちょいちょい行きました︒そして会謡はピ
ンポン球のようなやり取りはできませんけれど︑それ﹇僕が見舞い
に行くこと﹈が一つの安心感にもなったし︑僕の言うことや︑僕の
報告は︑頷いて聞いておった︒ ﹁先生わかったか︑僕もう帰ります
から﹂と言って手を握って帰ってきた︒そういうことでしたね︒し

かし︑やっぱり僕のことを非常に心配してもらったことも間違いな

いですね︒それから艮本の赦治の将来を︑ あの人はあの入なりに︑
別の高い次元で考えておった︒

海部先生としては︑師と卿ぐ人は三本さん以外いないわけで

口三木派の帰趨2︵海野金昇氏のことなど︶
伊藤
すか︒

海部 いないわけです︒強いて言えば︑河野金昇さんという︑私の
初代︒いまも私の選挙区の中にその入の系統がおって︑いろいろや
ああ︑そうですが︒

ってくれておるし︒

伊藤

門海部会﹂と名前はいちおう変えてありますが︑ 西金昇

海部 そういうことで︑選挙区に帰れば︑珂野金昇先生という入が
私の育ての親だとみんな思っている︒だからいまでも僕の後援会の
ことを︑

会﹂といったほうが︑吉い世代の入にはいい︒
俘藤 じゃあ金昇さんという方は非常に人徳があったんですね︒

海部 いつまでも慕われている︑ということじゃないですかね︒
俳藤 でも︑例えばカがあるとか︑そういうことだけで後まで語り

俘藤

海部

人徳だと思いますね︒お隠れになってからもう四手何年経つ

それは人徳ですね︒

心のつながりがある︒

継がれるということはないんですよね︒

海部
のに︒

佑道 先生が選挙に出られたのも⁝︒
海部 私が当選してもう四十三年経ちます︒その前に亡くなった政
治家であったけれど︑語り継がれておる︒その蓑笠に︑吉いという

と言い方は悪いが︑おじいさんが︑初めに僕が出たときの後援会長
で︑患子が継いでやってくれている︒後援会のほうも︑会長が子供
に世代替わりして︑いまもやってくれているということがあるんで
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﹁どうだ︑みんな発心でやっているか﹂ということで訪ねてい

すね︒僕の選挙区では︒そしてごく嶺たり前のことのように︑それ
に寄ってくるわけです︒だから︑私がいまでもときどき帰っていっ
て︑
くと︑いろいろな話が出てくる︒

いまは繊維の問題は葬常に下火で︑選挙区の地場産業は青息吐息
でしたけれど︑このごろ東海大地震の論題が出て来て︑経済産業省
なんかも中心になって挺子入れを始めた︒そして毛織工業緯合で︑

餌藤

そのアラミド繊維は︑原材料は何を使うわけですか︒やっぱ

り石瀬ですか︒

海部着滴製品の化合物ですが︑そこへちょとだけ炭素繊維も混ぜ
る︒いまはいろいろその試作品をつくっている過程ですから︒
俘藤 ちょっと面白い試みですね︒
海部 はい︒あれが本当に成功して火がついてくると︑また繊維の

ら︒

元の経験が活かせる︒幸いまだ機織りの機械は︑ガチャン︑ガチャ
ンいうのがありますからね︒それで織ってみたら︑織れたんですか

補強する強い物をつくれと言ってずっと摺導してきた︒お耳に入っ
ていませんか︑アラミド繊維という物を︵佐道 あります︶︒大変

んか︒

海部

藤白いですね︒三木さんが亡くなったことで︑霞三木派つま

だから︑僕は批判するわけではないけれど︑ 門笑わん殿下﹂なん
ていうあだ名をつけられておった︒総裁選挙のときに行って︑横に

ょうか︒

消えていった人もおるけれど︑その後は︑河本派としては三木派の
ように拡大しませんでしたね︒それはしかたがない︒若い連中と膝
を交えて馬鹿を言い合ったり︑ ﹂緒に杯を交わしたり︑真剣に皿晩
議論したりというところが︑政治家の器には必要なんじゃないでし

三木先生が亡くなられて︑上のほうの年配の人たちはそれで

り河本派に侮か影響はありましたか︒もうそんな段階ではありませ

俘藤

膿三木派の帰趨3︵河本敏夫と演本派﹀

す︒

海部 はい︑工場とか︑学校とか︑公罠館とか︑橋梁とか︒特に東
海大地震があるんじゃないかなんて脅かされているから︑警んでみ
んなやっているわけですね︒そんなこともあれこれあるという話で

んですね︒

伊藤単なる織物ではなくて︑今度は素材としていろいろ役に立つ

あ れ は 化繊なんですか︒

強 い 化 学 繊 維 なんだ︒
僻藤

海部 化繊ですが︑あれを昔の洋服を織る織機で織れるように晶種
改叢して︑出来上がったんです︒それを橋桁に巻いたり︑校舎の天
井に裏張りしたりする︒軟らかいので︑鉄で補強するよリアラミド
繊維で巻いた方が︑橋桁も簡単に倒れなくなる︒そういうことを一
所懸命やらせた︒そうしたら愛知県も︑鼠の繊維がこれm生産縮小
傾向﹈ですからね︑誰の彼の︑と書わなくていいから︑全愛知県の
繊維麓業の育成のためにやれ︑という︒

ありがたいことに︑僕が初めて出たときに︑革毛協会の会長が僕
の後援会長だったんですから︒その息子も引き続いて地元の会長に
なっておるし︑業界ともうまいこと行きますから︒だからこれが経
験と積み重ねというものでしょうね︒地場産業全部が上尚きになる
よヶにしなければならんから︑アラミド繊維でやりましょうという︒
そうするとみんな喜んでやってくれるし︑続いてくるんですね︒元
通産省の繊維関係はだんだんこれ﹇縮小気味﹈になっているけれど︑
経済産業省のいまの西川門太一郎﹈副大臣に︑ ﹁あんた︑これすま
んけれど︑担当してやっておってくれ︒そんなに大した予算はつか
んから︑ちょっとした研究開発費をつけて︑自主的にみんなにもつ
と仕事をやらせろ﹂といっている︒相当丈夫ないいものができてき
たんです︒
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置いておいて︑ ﹁ちょっと失礼だけれど︑あんたは笑わん殿下とい
うあだ名があるけれど︑知っていますか﹂と書うと︑難しい顔をし
ている︒ ﹁みなさん︑こんな顔をしておったら総裁になれっこない
んだから︒今日はこんなにみなさん来ておってくださるから︑ひと

﹁どうしてもうちょっと笑わんですか﹂と聞いたら︒

﹁面白

つ舶零してください︒拍手を受ければ︑嬉しくないはずはないから︑
立ってにっこり笑いますから︑お願いします﹂というと︑みんな二
手する︒後援者ばかり集めているわけですから︑立ち上がって拍手
する︒

それ諺やあしょうがないですね︒

くもないから笑えませんわ﹂と言ったもんな︒
佐道

な︒精神的には︒けれども選挙となると︑あの記録はどこに行った
かしら︒全河本派所属の衆議院議員が三十二︑三人いましたから︒
ほとんど九割方応援に走り回りました︒そして三木さんの最後の頃
は︑まず三木さんの選挙区の事務所開きをやって︑それから河本さ

んのところに飛んで︑というようなことをやって︑ずっと四王だ︑
どこだと書って︑三木派︑河本派の議員︑みんな踏ってきました︒

だから河本派の申で選挙になると︑ ﹁いつ来てくれるんだ？漏と養
う入ばかりで︑みんな行かなければならんわけです︒それに︑よそ
よそってなんですか︒

の応援にも僕は行きましたよ︒
伊藤

よその派閥︒

伊藤 ああ︑よその派閥ですか︒早稲国だ︒
海部 行ったけれど︑それは三木さんにも﹁行ってくるからね輪と

海部

俘藤

行っておかないと︑こいつにはこういうときに握話になったとか︑

海部 だから僕は︑基本的な政治家としてのあれ﹇資質﹈が︑ちょ
っと昆りなかったんじゃないかと思いますね︒
掌野さんが駄目になって︑海部さん︑ということになったときに︑

﹁順番がありますから︑河本さんがまずやって︑

実はこの後に出てくるんですが︑結局竹下内閣が総辞職して︑

河本派だったら︑オ⁝ナーは河本さんでしょう︒そこに行かないで︑
僕はだから︑

海部さんに来た︒

海部

実質的に︑河本派というか三木派の顔というか看板のような

︷伊藤

出たり入ったりしましたからね︒

な︒あの人はときどき入れ替わりがあったけれど︒

と決まっておった︒申蓉根派からあの嬢は渡辺葵智雄が出て来たか

形で︑先生は動いておられたんですね︒
海部 そういうときは︑河本派はテレビの討論会でも海部さん︒河
本がやったときね︒三木さんがやったときはもちろん三木派の斬込
み隊長は海部さん︒そのとき篠田派は安倍晋太郎︑鋤中派は竹下登

伊藤

たこともあった︒

こういうときにこういうものを取ったから︑ということでいったん
ですね︒だから全天候戦闘機みたいなもので︑雨が降ろうが風が吹
こうが︑どこへでも飛んでいって︑助けるときは助ける︒それが最
後は︑躍り回って三木さんのところにお礼が来るはずだ︒三木さん
も言う︑ 門それは大事なことだよ︒それはいいことだよ︒自分↓人
のことしか考えられんような政拾家は大成しない︒うるさい︑くど
いと言われるぐらい助けてやれよ︒応援に行って来いよ隔と言われ

ください︒合本さんをやらしてもらわにやあいけません﹂というこ
とを竹下さんには率直に言ったし︑金丸さんにも言いましたよ︒あ
そこを差し置いてはやりにくい︒それから大きな声では言えんけれ
ど︑あの人たちも困ったり︑党のためにどうのこうの︑というとき
は︑河本さんが金を出しているところもあるんですからね︒私もそ
れを知っておるから︑ ﹁まず河本さんにやってもらわんと︒そこを
差し置いてやったって︑うまく行くはずないんだから︑駄爵だ恥と︑
僕は僕のことだから︑率直にそう遅いました︒そうしたらそんな頃
﹂

いや︑河本派の中で︑先生はどんな位置におられたのかな︑

⁝︑語がそこに行って．もいいですか︒
掛藤

と．いうことなんですね︒さっきのお話で︑ちょっと外様みたいな感
じ で お ら れ た と思いますが︒

海部 外様ではなかった︒外様にしてくれればもっと気は楽だった
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ね︒例えば福島の渋谷直蔵とか︑東京の鯨岡兵輔とか︑みんなおれ

だったんじゃないかな︑と思うんですが︒

て︑みんな押し出してくれたんですね︒
伊藤 しかしそれは河本派の中では大変なことでしたね︒
海部 ああ︒河本さん自身がその気だったんだから︒
俘藤 だから河本さん自身は︑海部さんに対して葬常に複雑な感欝

みんな﹁腹に一物︑背に荷物﹂で︑傷もあるから︑まあまあと書っ

より歳は上だ︒嶺選贋数はそんなに上じゃない︒そういう賦払がわ

佐道 実質的に三木さんから河本さんに代替わりされても︑先生が
実質的にナンバ⁝2ということですか︒
海部 ナンバ⁝2というと︑いや違うそと言う人が必ず出てくるか
ら︒そんなことは肌で知っておったし︑いろいろな人がおったから

うわう言うから︑よしょし︑おまえらがそれをやっておれよと︒
鯨潤さんはあれ﹇ちょっと別皿ですけれど︑渋谷さんとかは︑

海部 それはそうですよ︒それを僕は百も知っておるから︑はじめ
漸聞社が来たときも︑ 目うちは河本さんがやるつもりで︑今日まで
営々と努力してきたんだから︑今度は河本さんにやらしてもらわな

紘道

年齢は上ですが︑例えば対外的な顔とか知名度とか︑そういうこと

きゃいかん鳳

伊藤
駄 霞 な んだよ︒

言ったらまずいんだな︵笑い︶︒

撰藤 それは河本さんのほうから見たら︑ ﹁あの野郎︑あんなこと
言っているけど﹂ということになるでしょう︒
佐道 河本さんはリクルートには引っかからなかったわけですから

﹇と言った﹈︒

から言ったら︑先生のほうが上ですよね︒

海部

ね︒

海部 だからそれを言うと一︒

伊藤 出る釘は打たれる︒そうじやなくても︑テレビ討論なんかに

伊藤

親密経済をやっていかないと儲からんから︒儲けるためには︑やら

海部 それはあった︒あんな頃は︑香港のあれから脅かされたり︑
便宜属籍船であれを借りたところの政商みたいのが来て︑河本さん
にこんなにとられたから︑あれを取り返さなければいかんとかね︒
児玉誉士央まで現われたんだから︒
伊藤 河本さんの商売は危ない商売ですからね︒
海部 あそこもあっと書う問に伸びて︑籐中角栄の考えた運輸省の
造船融資を一銭も借りない︒ ﹁あんな金を借りますとですね︑言う
ことを聞かなければならないし︑行政にコントロ⁝ルされますから︑
やりたいときにやりたいことができんですよ︒ここにいま行ったら︑
これだけ荷がある︒ここに持っていったらいい︑という自騰貿易・

も出ていたと思うんですね︒

海部 霞分で腐るほど持っているんだから︒
依道 例の三光汽船の再建問題とか︑いろいろなことで︑少し批糊

醗つかからないでしょう︑あの入は自分で金を持っているん

出ていたら︑あの野齢︑でしゃばって︑と書われるでしょう︒

だから︒

とにかく嫉妬の逡界ですからね︒

海 部 ． 替 わ っ てくれ︑という︒

伊藤

海部 それは翻長官で︑私が国鉄のストのときにずっと出ずつばり
だから︑ときどき代わりを出して︑みんな売り出してやったらどう
かね︒僕はいいから︑あれはどうだ︑あれはどうだって︑まあえら
そうなことを言うやつは︑やっぱり本人がもっていかなくてはいか
んな︒だから鯨周兵輔なんか最たるものだと思う︒
俘藤 ましてや︑そういうところで総理に指名されたりしたら︑こ
それはすごいことだと思いました︒それは上が替わったから︑

れは大変ですね︒

海部

なくなったからですよ︒みんなだいたい失格者になったんだから︒
ジクルートで︑有力候補者がみんな駄目だったんですね︒

私のときは︒

佑道

海部 みんな駄顕だった︒それから他派閥で︑こっちに近いやつも
おるわね︒やれそうなやつもおる︒いまにして思えば︑そいつらも
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なければいけませんよ﹂という︒
俘藤 だいたい河本派の中での海部先生のおられた場が見当がつき
ました︒

巳昭和から平成へ

そうです︒そしてそういうときには︑書の葉にのぼったらそ

でおやりになったわけですね︒

海部

の瞬間から総理というのは屍になるから︑雷の葉にのぼらんように︑

その代わりホ人は決意して︑やるべきことをやったら︑やる︒そう
して竹下さんがやったのは︑東南アジアだったか︑腹を決めてから

組んで︑ ﹁行ってくる︒こういうことは行ってやってこなければい
かん﹂という﹇一九八九年四月二十九目〜五月七属︑東南アジア諸

圏歴訪嗣︒ああいうことを抱えて︑よくやったなと思う︒そういう
点では非常に強靱な精紳力の人だと思いましたけれどね︒
勝藤 予算心立をなんとか︑という詣をされましたが︑先生はその

伊藤 次の年︑昭和六÷去年一月に昭釈天皇が亡くなられます︒寒
いときでございました︒これは先生としては︑特に御寮があったわ
海部 特に役割はなかったけれど︑しかし詑緩に行ったり︑徹夜で

伊藤

元年ですね︒十︸月がベルリンの壁門崩壊﹈︑十二潤が米ソ

これは平成元年ですよ︒

思い出したりするんですが︒

侮をしておったかな︒

海部

け で は ご ざ い ませんね︒
座っておったり︒

ときは國対関係ではないでしょう︒

伊藤

俘藤 議会で侮か役割を持っておられたんですか︒
海部 このごろいろいろなものを引っ張り出しては︑当時のことを

ど こ に 座るんですか︒

海部 大嘗祭︒あの頃はまだ竹下さんだったから︒ ﹁ああいうとこ
ろではな︑声を引したり笑ったりしちやいかんぞ︑今日は漏なんて︑
さかんに入に注意していた︒ ﹁黙っておるからいいよ︑こんなとき
は︒どこでもそうじやないの︒それを陛下のお葬式だ﹂と言ってい

海部

冷戦の終結集書︒もうこのときは︑私の内閣ができていましたよ︒

た︒

伊藤

轡藤

つの時代が終わったという感じはありましたか︒

というのは︑ちょうどこの前後は︑共魔主義社会がガタガタ崩れて

やっぱり

いくときですね︒

海部 その前に天安門があって︑天安門の前に寧野内閣が成立する︒
その前に消費税ヨ％を実施したということですね︒
轡藤 さっきおっしゃったのは︑消費税の特別委員会の委員長代理
海部

わかりました︒

そういうことです︒

伊藤

それで竹下さんが辞任されるということが既定の事実になつ

膳宇野内閣1︵竹下内閣の総辞職と宇野内閣の成立︶

捗藤

ですから︑その蔚のことです︒

海部 共産主義が倒れたのは︑ちょっと時期が後ですね︒
揮藤 ちょっと後になりますが︑もう東ヨーロッパでは﹇崩壊の過

として︑全体として議会の中を動かしていたということですね︒

うねり︑胎動はありましたね︒

程が﹈始まっていて︑どんどん動いていますからね︒
海部

梯藤 だから時代が変化しているという感じであったのではなかろ
うかと私は思ったんですが︑後知恵かもしれません︒結局リクル⁝
トで竹下内期が人気がなくなって︑ついに支持率がこんなに□○
％を切るほどに﹈下がっちゃって︑参議院の補選でも負ける︒それ
で︑さっきおっしゃったように︑予算だけ通してくれ︑ということ
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たわけですね︒それが既定の事実になったときに︑次というのは︑
どういうふうに考えられたんですか︒
らしい︒

極藤政治家としての宇野さんは︑その前はほとんど茎立たない人
だったように思いますが︑敏界の中でごらんになっていて︑どうで
したか︒

海部 われわれは購期生ですからね︒当選は同期であるし︑県会議
員上がりだから︑霞八丁手八丁のようなところもあった︒よく︑べ
らべらしゃべるわけだよ︒だから選挙が近いときは︑ああいうのは

海部 このときは︑埃が出てくるか畠て来ないか︑徹底的に叩いて
洗わなければいかん︑ということです︒
伊藤 もう一つ起こったら︑本当に大変ですからね︒現実に趨こつ
海部 それをそちらのほうばかり見ておったものだから︑小指のほ

役に立つだろうと︒そういう面だけ取れば︑街頭演説を全部やらせ

ち ゃ つ た ん で すが︒

う﹇に圏﹈が行き届かなかったから︑宇辱さんが選ばれたけれど︑

られる︒

演説上手なんですか︒

直 ち に 出 て 来 ちゃったな︒

佐道 このときは参議院選挙があるということは当然わかっていて︑
その選挙のためにも︑選挙受げする人を︑ということが前提だった
そ う な んです︒

と思うんですが︒

海部

そう︒

女を日説くのも上手なんですか︒
結局︑それで失敗しちゃったんだものな︒
選挙演説が上溝な人が女を口説くのが上手だったら︑海部さ

んだって該当しますからね︵笑い︶︒

佐道 ということは︑宇野さんは選挙の顔になり得ると考えられた
わけですね︒

まあ︑それは分けた方がいいでしょう︒宇野さんは︑上手じ

︵笑い︶

海部
佐道

海部 そういうことでしょう︒要するに︑借りを返していきたいと
いうことだよ︒

要するに︑中蛍繊派に戻そうということですね︒

中瞥根が竹下を強引にしてくれた︒

俘藤

やなかったから︑ 最後は失敗したんでしょう︵笑い︶︒
宇野さんはその前︑外務大臣をやっていたんですね︒そつな

でも先生︑宇野さんがなられたときにどう思いました︒

あれは﹇宇野氏がO￡CD閣僚理事会出席のためUパリに行

っているときに︑ みんなで集まって話をして︑ ﹁宇野でも呼び返し
あれにしばらくやらせるよりしようがない﹂といったんだ︒

揮藤

海部

伊藤

ほかにおる人は︑渡辺美智雄とか︒あれは竹下と一緒だから︒

ほかに候補はなかったですか︒

消去法です︒

消去法ですか︒

後ろに中毒根がついている︒

申曽根さんに恩返し︑中曽根派から︑ということを考えなけ
河本さんも候補ですね︒

開発庁長上か？﹈︑まったく河本を遇する道を知らんな︑外務大臣
か大蔵大臣をやらせればいいのに︑と思った︒けれど河本さんはそ

露中角栄の最後だったと思うけれど︑どうする︑行政管理庁長官で
もやるかと養われたから﹇第二次中蕾根内閣第一次改造の際の沖縄

河本さんは中曽根さんとはコレだから﹇仲が悪いから﹈︒だ
からいっか河本をどうしても処遇してくれといってこじれたときに︑

1

て︑︐

海部

もらっておったから︑ あまりにも明白であったから︒それから安倍
さんの場合も︑ 体が弱いということにしてあったけれど︑あれは
門出て行ったら㎝発で引っかかるから駄目だ﹂と自分で窪い出した

海れ佐伊海
部ば道藤部
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IP海伊海俘
藤部藤部勧

くこなしたということで︑ まあいいか︑ということなんでしょうね︒
三役は残念ながらやっていないけれど︑いいじゃないかと︒

海伊海揮
部藤部藤

れ で も 受 け ち ゃったから︒
伊藤 まあ︑宇野さんでうまく乗り切れるかな︑

佐道

海部
ま あ ︑ そうでしたね︒

葬常事態ということですね︒

乗り窮っていこう︑というごとです︒

つたんですか︒

海部

●宇野内閣2︵宇野総裁選出の経緯︶

という感じではあ

俘藤 このときには︑海部先生という名前は挙がらなかったんです
か︒

海部 あの碩の薪聞の中には︑事傍はよく出ましたよ︒けれども︑
轟選回数も年齢もあまり早く回って行ってしまうと︑申二階が函つ
ちゃう︒もっと言うと︑あのときも難しかったが︑安倍晋太部と渡

辺美智雄が虎視眈々と獲っておったわけだな︒まあ結果はかわいそ
うだったが︑河騨洋平君があの頃は売り出しておって︑藤波もまだ
問題が起こる前だから︑藤波も売り出しておった︒だから一挙にい
きなりせんでもいいではないかといって︑法務省を呼んでよく調べ
てみたら︑安倍も匂いがある︑藤波も色がついている︑渡辺美智雄
は も ち ろ ん 色 がついている︒

﹁あれはいかんです︒こちらのほうが多い

◎やあもう少し若いところを探せといったら︑名前を出して悪い
けれど︑出した方がよくわかるでしょうから︑例えば森毒朗にして
も︑名前は挙がったけれど︑リクル⁝トなんか多いわけだな︒それ
は一番最初に法務省が心配した︒石原信雄という官房翻長宮がこそ
っと調べて持ってきて︑
です﹂という︒

ちょっと話が飛ぶけれど︑あんなころ︑われわれ早稲田の仲間だ
から︑渡部慎三や小渕を主なポストに就けてやろうと思っておるか
ら︑みんなで推薦し合うことが多かったんだね︒あれはこれがいい︑

あそこは賢廓れがいい︑といって︒それで﹁森がいい一と僕はよく雷
つたんだ︒愚が売れるから︒そうしたら︑緯閣のときもあんなもの
だろうけれど︑携帯電話がかかってきて︑駄目だという︒あの贋︑
安倍は入院しておったから︒オールウイズ入院じゃないかもしれな
いけれど︑しょっちゅう行っておった︒ 門今霞は携帯電議で電話を
させるから︑おってくれ﹂という︒聞くと︑ ﹁あれは駄露だからも
うちょっと休ませてくれ﹂ということだ︒結局︑寧野宗皓のところ

にすんなり行って︑宇野宗佑がああいうことになったときには︑み
んな後のことを全然決めていなかった︒それは言い過ぎですけれど
僅藤

そうそう︒

しばらくもたせるつもりだったんですね︒

ね︒

海部

そのあいだにいろいろあるだろうと︒しかしそれがもたなか
佐道

しかも小指のほうでもたなかったから︑お金のほうの問題は

あっという問でしたね︒

った︒

俳藤

海部

ちょっと肩すかしができたけれど︑こっちから飛んできたパンチで

あの女性間馬というのはなんですか︒相野の養蚕はプロの女

バーンとやられたわけですね︒

俘藤

性でしよう︒

海都 だからね︑そんなものをああいうところでしゃべられるよう
な扱いを︑宇野もしておるからいかんのだ︒
俣藤 そういうことが言われますよね︒つまり後の始宋をきちんと

佐道

海部

結局わからなかったんだろうね︒だから政治的なスキャンダ

そういう問題というのはわからないものなんですか︒

金丸さんもまず言った第一声はそれだな︒

しなかった︒

海部

ル︑どこの企業とどういうことがあるとか︑汚職の聞題があるか︑

へ
とコカし
うことは︑金丸さんだって毎露あれだけ新聞記者を集めて話

を聞いておるからね︒
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伊藤

論になるんでしょうね︒

政治改革︒政治改革はお金の問題だけじゃないよということが︑議

もちろん警察なんかの情報もあるんでしょう︒

海部 それはそうですよ︒だけど小指のほうは︑警察からは情報が
入 ら な いんですかね︒

入らんのだ︒

伊藤

けれどもあの聞題だけは︑これも書いにくい話だが︑うちにおる
松浪健颯郎もちょっとエユアンスが違うけれど︑同じようなことが
あった︒僕はこのあいだ︑彼の選挙区まで行って︑後援会を全部集

ここまで覚窮しているから扁と︑いろいろ言ったさ︒

﹁汝の中で罪なき者のみ石もて打て︑イエス・キリストがそ

松浪さんは選挙区はしっかりしておられるんでしょうか︒

めて︑

い能力を持っているよ︒どこの誰と会って︑どうしておって︑とい
うようなことを﹇調べる﹈︒字野さんの場合は︑そういうことも出

佐道

しっかりしておるんだ︒選挙眠では出れば当選するでしょう︒

海部 警察が小指の情報をしっかり備考までつけて取ったのは︑名
前は言えんけれど︑別の入だ︒元総理大臣︒尾行されてね︒怖ろし

て 来 な か っ たんだから︒

海部

俘藤

いる入に第︸声を上げた︒それが終わったところで︑次はお客が来

撰藤 しかしこの宇野さんのときは驚きましたね︒それでその後の
参議院選挙に響いたんでしょうね︒
海部 だって︑演説がどこでもできないんだもの︒一ヶ所もできな
いんだもの︒といっても︑全然やらせんわけにもいかん︒どこかで
やらせてくれと言ったから︑それじゃあといって自民党本部の前庭
に自民党の職員や党の秘書だけ集めて︑告示の艮に大々的に窟邸か
ら車に乗って党本部に行って︑党本部で宣伝車に乗って︑集まって

腿宇野内閣3︵参議院選挙︶

うおっしゃったんだ︒バチが当たるよ︒本人はここまで反省して︑

便藤 あれはそのときに続いていた問題ではなくて︑過去の話なん
でしょう︒清算のしかたが悪かったんでしょうかね︒
海部 清算のしかたも悪かったんだろうし︑知った人に雷わせると︑
あとの面倒見も悪かった︒ 門あとのと書って︑おまえら別れてから
そういうときは面倒を見るんだから︑海部君︑気をつけろよ︑おま
えも鴇と言って⁝1︒
伊藤 あとの面倒も見るんですか︒
海部 うん︒ときどき呼び出したり︑ときどき飯を食って︑ちょっ
と小遣いをやる︒それがコレになるんだ︒それを宇野はやっておら
んからいかん︑というようなことを闘いたことがあるな︵笑い︶︒
海部 それはまた別さ︒これは入間の尊厳に差する︑⁝番基本の基

それは︑その女に別の且那がつけば︑また別でしょう︒

本に関する問題ですから︑聞いていやな話ですね︒

もう︑それっきりですね︒やっぱり選挙というのは︑総理な

ることしかないじゃないですか︒

海部 そして候補者になる者が︑その選挙の最中に陣営をどうやっ
て奮い立たせるか︑どうやって引き立てていくか︑それは蔵接訴え

けますね︒

り総裁が顔になって選挙をやるんですから︑顔がない選挙じゃあ負

僧藤

ていて前から会わなければならんとかいって︑そこからちょっと走
らせて帰したことを覚えていますな︒

撰藤 そうですね︒ああいう記事が出ちゃうと︑どうしょうもない
ですね︒品性下劣だと思っちゃうじゃないですか︒
佐道 そういう書かれ方をしましたからね︒
海部 また︑事実そうだもの︒
伊藤 それでも別にどうってことないと平然としていられるわけで
すからね︒

海部 厚かましいね︒ただあれがどれぐらい響くか︒ああいうこと
が本当に響いて︑理由があれだ︑となったときに︑本当の意味での
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佐道 このときは︑総理の女性スキャンダルと︑リクル⁝トの問題
で︑自疑党にとってはこれ以上ないぐらい悪い状況だったと思うん
大変だったろうと思いますね︒

ですが︑先生はあちこち応援演説に行かれたんですね︒
狸藤
佐道 反応は全然違いましたか︒
海部 籾めから書い訳の選挙というのは辛いな︑と思った︒これが
私の実感ですね︒

門 駄 目ったら駄目﹂とか言ってな ︒

い

轡藤 しかし弁明して歩くということですか︒侮とも言いようがな
言 い よ うがない︒

いですね︒

海部

海部

いま自分がそうなっていますけれどね︒
﹁あんた方今度︑お

佐道 このときは被会党がおたかさん﹇土井たか子﹈で︵轡藤

佐道
最近は民主党の強い選挙褻に行ったら︑

い 調 子 で や っていたからね︶︒

海部

たかさんが來たら︑よう聞いておいてくれ﹂ ﹇と書って次のような
ことを話すんだ扁︒海部俊樹の恨み節になるかもしれんが︑あれだ
け苦労した湾岸戦争のときに︑トゥー．・レイト︑トゥー・リトルだ
といって︑さんざん予算委員会やなんかで醤われた︒そのとき僕は
聞いた︒ ﹁もしあなただったら︑いくら出されたんですか︒社会党
だったらこれだけ出すという基準があって︑それより九十億ドルは

少ないから少なすぎるとおっしゃったんでしょう︒いくら出したん
ですか︒後日の参考のためにぜひお知らせいただきたいと思う扁と
いって︑僕は本当に委員会で聞いたんだ︒そうしたら男の議員ども

團宇野内閣4︵緩閣と幻の官房長官︶

伊藤 この宇野内閣は二ヶ月ばかりで終わりますが︑この宇野内閣
への入閣問題なんていうのはなかったですか︒
海部 宮贋長官をやれと言われたんですよ︒それは僕が申し訳なか
ったけれど︑おれはできない︒官房長官というのは総理と︸心岡体

で︑少なくともそれは薩系の罰じ派閥の中の者が出て行く︒汚れ役
でしょう︒みんなきれいにしてあげなくてはいかんでしょう︒それ

拙いまは﹈小泉さんと福自門康夫﹈さんか︒これはいいのか︒

はいけませんわ︒

俳藤

佐道 難しい関係ですね︒悪くはないでしょうね︒
海部 だって小泉は福田﹇趨夫﹈さんのところや安倍﹇晋太郎嗣さ
んのところで︑あれだけ玄関番をやったり︑書生をやっておったん
だから︑そのまた大親分の福闘さんの養子さんには︑長い関連があ

るわけですよ︒だから決しておかしくないでしょう︒
梯藤 そういう入間を官房長宮にすればいいわけですからね︒寧野
海部

中曽根派の中でもちょっと浮いた存在だったんですね︒

いないんですよ︒小泉と︸緒だから︒

さんだったら︑宇野さん直系の人がいないんですか︒
佐道

でも数量家にとって心を許せる相手がいなくて︑官房畏宮を

海部 それが︑ ﹁おれが︑おれが﹂で︑口が立つし︑本豪の仲間と
か後輩というのがいなかったわけだ︒

俘藤

それは大変ですよ︒

やってくれる入がいなかったら大変じやないですか︒
海部

﹁そんなことは聞くもんじゃねえよ扁とか

寧野さんはそもそも︑組閣ということになって︑ご自身が決

がこっちに走ってきて︑

八道

﹁よしわかった︑わかったhやめてくれという

ワーワー言うので︑

められたんですか︒それとも竹下派が

︒

ことだけわかった﹂と言ったことがあるんです︒あれはいまでも︑

たぶんそうでしょうね︒

海部申鶴根さんが竹γと相談したんでしょうね︒
俘藤

激戦をやっている選挙匿に行って卜してやると︑一般の人は間いて
いるよ︒
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海部 あるいはあの頃はもう竹下よりも金丸さんとやっておったん
じゃないかなと思うけれど︑そこはわかりません︒ただ僕は両方か
らいろいろな情報を関いたから︑これはここに行くなということは
わかった︒それで﹁官房長官ということを言ったよ﹂と言われるか
ら︑ ﹁それは勘弁してください扁と言った︒うまく行きっこないん
だから︒宇野さんと僕は腹を割って話したこともあまりないし︑向
こうだって︑嗣級生のおれだから︑ああこの野郎︑と思っている面
それはやりにくいでしょうね︒

もあるだろうし︒

伊藤

海部 それから︑飲みに行ったり︑飯を食いに行ったりする嗣年兵
のつき合いはあるけれど︑腹を割って﹇話したことはない︒だか
ら﹈思想信条︑政治の方向はわかりませんからね︒そうするといち
いちご指図をもらわずに腹を読んで︑答えなければならんというこ
とはとても難しいから︑それはもっと身逓な人から選んだ方がいい︒

ったわけです︒けれども︑この入の呪願二宮になって︑酸いも甘い

も全部こなして︑縁の下の力持ちをやることはとてもできないわ︑

と思った︒もうちょっと人問的な信頼関係というのかな︑そういう
ものがないとああいう仕事は務まらんのじゃないですか︒
伊藤 それはっき合いの仕方にもよると思いますが︑相手の人間性

海部

宇野さんの場合はちょっと別ということですね︒

それはあり得ると思いますね︒

の問題もあると思うんですね︒この人だったら︑多少思想信条は違
ってもやれる︑ということだってあり得るじゃないですか︒
揮藤

なんとなくわかるような気がします︒

海部ちょっといろいろ︑それは日く惑い難しだ︒
伊藤

■宇野総理退陣と後維総裁戦

伊藤 結局︑その結果︑宇野さんが二ヶ月足らずで退陣する︒これ
また人選ですね︒玉顔も総裁選挙をやらずに決めてきているわけで
すね︒

話し合い︑馴れ合いだ︒

そのことに対する批判もあったんじゃないですか︒
あったんです︒

ちゃんと総裁選挙をやれ︑ということですね︒

だから僕がやらされたときは︑．お膳立てはだいぶできて︑
過
半数はこちらを支持するとわかったところまで行ったけれど︑そう
いう塞渓党ですから︑これは密室でつくったり︑話し合い︑劉れ合

いでっくってはいかんから︑選挙で決めようと言い出して︑結構だ
よ︑やりましょう︑ということになったんですな︑あのときは︒そ

れで石原慎太郎と林義郎が結果的に出たんだけれど︑もう⁝入︑や
る︑やると言っておって︑前艮まで僕のところに電話をしてきた者
がいる︒田中角栄の甕系の山下元利︒あれが私も立候補すると書っ
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それは僕の本当の正論だったんですよ︒
でも官房長官というポストはかなり魅力的ではありますね︒

まり接点はなかったんですか︒
海部 いや︑青年局長だとか︑いろいろな仕事で向こうは前任︑こ
ちらが後任でずっと一緒にやってきた︒日本青年海外協力隊をスタ
ートさせたときも︑スタ⁝ト時は僕が青年局長だったけれど︑その

宇野さんは先生と職期生で︑二曹根さんは三木内閣のときに
幹事長をされたりしたことがあったんですが︑二野さんと先生はあ

それはいけません︒

道部。藤

前任は宇郷であったしね︒だからそんな頃からつき合いはずっとあ

海俘海藻海
部藤部藤部

伊藤

海部 それは大きい方から小さい方までいろいろ魅力的なポストが
あるし︑いろいろな実権は握れます︒それはそうですよ︒けれども
それは心安らかにできることじゃないから︑いけませんわ︒大前提
何でもダボハゼみたいに食いついてはいかんということです

が崩れますもの︒

儀海か・伊

﹁おれは出ま

ていた︒おれも︑やめろ︑というわけにはいかんし︑あれともいろ
いろつき合いがあるから︑夜に電話がかかってきて︑
すから︑どうしてもやらんならんことになったわ﹂と雷うので︑
﹁じゃあやったらいいOやないか︒みんなでやって︑ ﹃多々ますま

す弁ず臨でわうわう言ったほうが唐民党のためになるよ漏と言った
が︑山下はとうとうやめちゃつたな︒

僧藤

でも推薦入は︒

海部 みんななりましたよ︒面従腹背かもしれん︒けれどもそれは
済んだことですから︒僕はみんなに助けてもらって︑みんなに支持
してもらって︑ちょうど今臼の田中派と瞬じだ︒竹下派のほうから

過半数がこっちに来るわけでしょう︒
過半数なんですか︒

撰藤

海部 林義部がいくつかとっかかりがあった︒それから石原慎太郎
は︑田中派の右派のほうとあの頃からつながりもあった︒けれども
﹁絶対負けやせんから︑ええから安心して頑張れ﹂といって︑票読

そ れ は 何ですか︒

竹下さんからですか︒

傍藤

海部 なんでやめたか知らん︒結局︑石原慎太郎は︑推薦人が鋤う
か揃わないかで由中貞劉のところに頭を下げにいって︑夷則さんが
伊藤

ああ︒

そうですが︒プロモータ⁝は竹下さんになるのか︒中雷喝派

海部

揆藤

ということは︑中瞥根派はだいたい推してくれたわけですか︒

そう︑推すほうだった︒

要するに海部さんを推すほうですか︒

みんなに話して︑僕も押さえておるから︑と叢ってくれたし︒三木
さんと中曽根さんもいろいろあったからね︒思い出すと︑潟改進党

海部 だいたい浸してくれた︒それは中曽根さん自身が僕の仲人だ
ったんだもの︒そういうことは陰となく臼向となく︑表門根さんは

極藤

ておった︒それからあの人は︑自分はリクルートで激しい痛手を負
っておるから︑今幽はしょうがない︑やつちゃえ
︒

りいい感傭を持っていなかった︑してやられた︑という感じを持っ

官の立場もあって︑ ︸緒になって党代表と役所代表でやっていたか
ら︑お互いによく知っているわけだ︒けれども︑宇野寒佑にはあま

溝部 中曽根派は渡部養智雄がいるけれど︑宇野宗佑のためには本
気になってやらなかったし︑宇野宗佑の後の海部俊樹になると︑渡
辺美智雄は渡辺美智雄で︑自分のほうが役者が上だと思っているか
ら︒歳ももちろん上だ︒スト麺のときは︑党の翻幹事長と嘗厨副長

昏よ一︒

俘藤

みの結果は教えてもらった︒

叱りとばした︒それは貞則さん本入から僕は聞いたから︒こっちも
そんなときに︑そうえらそうに︑みんな駄羅になったほうがいいで

海部

す ︑ と は 雷 え んから︒

遠藤 つまり石原さんは推薦人を集めたわけですね︒
海部 いや集まらなかったから︑最後の最後は山中嚢則のところま
で行って︑由中藍劉が︑同じ中善根派の中ですから︑一入歯入を大
目に見て︑皐うじて石原が立候補できるようにしたわけだ︒意義部
は竹下のほうの組だけれど︑直系直流じゃなかったのが悲しくて︑
竹さんが︑あのとき﹁すでに派調の時代じゃない隔と言い出したん
だからね︒あまり派閥︑派閥と雷ってやっておったんだから︑逆風
を喰らったんだ︒せめて今度は派腿じゃなしにやろう︑と言った︒
それがまた大きなことを乞えないのは︑派閥でやろうと書ったら︑
あのときの河本派は三十二︑三入しかいなかったし︑明らかに海部

俊樹には反対だというやつが︑鯨醐兵輔はじめ僧正かおって︑そん
なことで勝てるような状況ではなかったですよ︒
侵藤 河本派自体が︑葭分のところの候補にするかどうかわからな
いですね︒

門やり

海部 全会⁝致ではない︒ただ︑いまやっておる大島門理森扁とか
高村とか︑臼井門二二男﹈とか︑ああいう組から下は全部︑

ましょう﹂と需って︑やっておってくれたけれど︑おれより上の連
中は︑危ないわ︒
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儀道
そ う ですよ︒

中善根さん自身もリクルートで引っかかったんですよね︒

ということだ︒僕はそこにもお使いに行ったことがあるし︒
海部

伊藤 そうすると︑富澤さんのグループはどうなったんですか︒も
う宮澤派になっていますね︒．あのグループは支持してくれたんです
か︒

いや︑宮澤さんは支持してくれなかったはずですよ︒
じゃあ︑どこを支持したのかな︒

竹下派と安倍派の影響力の及ぶ範囲をつけてくれたわけだ︒
それで過半数になるわけですね︒
だけど︑候補者が三人しかいないのに︑宮澤派はどこにくつ

佐道
海部
個人が勝手にやるということですか︒

麹主投票だったんじゃないですか︒派としてではなくて︒
派としては︑あのときはどこも釘もやらないんです︒

ついたのかな︒

伊藤

￠やあ︑海部さんを推してくれた人もいるはずですね︒

海部 はい︒．

伊藤

宮澤派におりながら︑推してくれた入はよく知っています︒

しいと思っています﹂ 門はああ︑自民党の総裁選挙にね︒申し上げ

ておきますが︑私は賛成できません﹂と書つたというんだ︒それで
丹羽雄哉ががっかりしたというのが︑撤退する本当の三嘆だったと
みんなにしゃべるものだから︑すぐに伝わってくる︒
俘藤 あそこは宮澤さんがオーナ⁝なんですかね︒
海部 オーナーですよ︒だってむかし長銀を食いつぶして︑池田勇
人さんのところに行っておった金脈を覗っ張ってきて財めたのが宏
池会ですから︒そしておれも親しかったが︑七尾繁三郎先生を追い
出して︑クーデターをやったのが宮澤でしょう︒それは賑沢吉郎だ

ああいう連申がしょっちゅうこっちに話すわけだ︒

やっぱり政界というのは︑ずいぶん清報が流れるんですね︑
流れます︑それは流れます︒

じゃあ︑堀内派というふうになっていても︑実質的には宮澤

必ず敵がいるわけですからね︒

それで立てないんだな︒

まだ残っているんじゃないですか︒

さんの影響力がまだ梱当あるんですか︒
俘藤

海部

海部 だから窟澤さん自身は何も言ったり︑やったりしないけれど︑
その気になって全力を挙げれば︑堀内﹇光雄﹈で戦う目だけはあっ
たはずだよね︒野中あたりも︑ ﹁堀内で本気になって反小泉で組ん
だらば︑われわれも応援する﹂といって︑そこまで腹を決めたとき

﹁⁝致結束箱弁当﹂ですね︒

俘藤 やっぱりそういう入がいるんですね︒派閥といって︑昔よく
言われたじゃないですか︑竹下派みたいにガチッとi︒
佐道

があったんだ︒それが︑そのつつかえ揮を外されたから︑賃の前か
ら暴れる牛がいなくなった闘牛士みたいなもので︑あれよ︑あれよ

す︒よく考︑尺てみたらそうですね︑林さんが出たって︒今度だって
そうじやないですか︑藤共さんは勝者にやれという謡ですからね︒
海部
門今回扁宮澤さんのところに行った話を漏れ闘いたね︒丹羽
雄哉が宮澤派から誰もやらんというのなら︑みんながやれと言って

﹁総裁選挙に参加させて欲

見るに敏な人は︑ここぞとばかりに食いつくわね︒それで振るわね︒

たし︑旬わしておった︒そういう人にとってみれば︑ああいう機を

といううちにおかしくなつちゃった︒そして見渡したら︑妙なもの
が一入︑二人おる︒ ﹁なんだ︑あれは漏と書って︑同じ派醐の中で
お行儀の悪いやつに食いついたわけだね︒そうすると︑マスコミや
国昆にはそういう語のほうが受けるでしょう︒活掌も大きくなるで
しょう︒前から辞めるだろうということは︑ひとにも言われておっ

極藤 そうは言いながら︑派閥によっても違うし︑時期によっても
違ヶということですね︒今ヨのような状況が少しずつあったわけで

海部

N

佐俘海伊と
道藤部藤か

阜

くれるからやらしてもらいましょう︑ということで︑嘗澤さんのと
ころに仁義を切りに行ったと書うんだな︒そうしたら︑ ﹁おやりに
なるって︑何をおやりになるんですか﹂
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伊佐廃炉海
藤道部藤部

そうするとだんだん高くなっていくわね︒
揮藤 単なるリタイアじゃないんだ︒
佐道 辞める前に最後にもう一花︒
海部 ああであった︑こうであったと書って︑辞めるわけだ︒
極藤 ありがとうございました︒煕時を過ぎていました︒これで先
生の内閣の組薦というところがらお話をいただくということになり

ますが︑内閣総理大臣の時代がハイライトですので︑そこはしっか
りお話ししていただきたいと思います︒よろしくお願いいたします︒

︿以上﹀
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オーラルヒストリー質問項鼠
（2003年12月17日）

1．今回は先生が総裁・総理に就任されるころのお語からお願いします。リクルート事件・
消費税の反発・刊記首相の女性副題など穴変な逆風で自民党は89年7月の参議院選挙
で大敗し、宇野善相は辞任しました（7月24ED。後継に先生のお名前があがったわけ
ですが、派閥の長たる河本残も健在で先生の立場はなかなか難しくなられたのではと
思いますがいかがですか。そもそも先生を後継にというのはどなたのお考えなのでし
ようか。

2．8月8日、林義郎、石原慎太部の諏疑が対立候補にたち、総裁選挙が行われました。先
生は竹下派・安倍派・中雷根派の支援で279票を獲得し総裁に就儀されるわけですが、
この総裁選挙を栗配したのはどなたでしょうか。また、林氏や石原氏は負けを覚悟で
慮られたと思いますが、溝氏とは意見交換されたりなさいましたか。

3．8月9H、海部内閣が成立します。蔵相・橋本龍太郎、外相・中由太郊、官房長官・由
下徳夫（8月25臼、森由糞弓に交代）で、女性の高原痩美子瓶や森山真弓氏が入閣し
ました。一方、党の方も小沢一郎幹事長、唐沢俊二郎総務会長、三塚博政調会長とい
う布陣でした。内閣および党の人事はどのよう1：なさったのでしょうか。

4．内閣発足直後、山下工房長官が女性悶題で酵任します。政権のスタートにあたってダ
メージも大きかったのではと思いますがいかがでしたか。後イ藁に森由民をすえられた
のはどういったお考えからですか。
5．首記就任にあたって、先生が錆一の課題と考えておられたのはどういった問題でしょ
うか。

6．8月30Nから9月IO日まで、先生ばアメリカ・メキシコ・カナダを訪問されます。こ
のときの外遊について印象に残っておられることなどお細いします。また、ブッシュ
大統領との会談などについてもお願いします。

7．9月4日から臼米構造協議が始まりました。貿易不均衡をもたらす構造要因の改善を一
年間にわたって協議しようというものです。大店法改正、公共投資拡大、独禁法強化
などが課麺になっていくわけですが、いずれも国内的には短処の難しい問題でした。
H米構造協議について先生はどのような見通しをもっておられたのでしょうか。

8．給月望H、初の政府招待でPLOのアラファト議長が来Bし、先生と会談しています。
鍵本としても積極的に中東和平に関わっていく姿勢を明確にしたわけですが、このと
きの中東和平への取り組み方などについてお願いします。

9．11月紛日、ベルリンの壁の取り壊しが始まりました。東欧諸国は一気に民主化に向か
い、冷戦も12月の米ソ・マルタ会談で終了ということになりました。戦後の国際秩
序が大きく変化を始めたわけですが、先生はこの問題をどのように見ておられたので
しょうか。また、外務省などの分析はどうだったのでしょうか。

10

12月1臼、自民党は消費税冤直しを決定します。そもそもIO月2臼のes 116臨時
国会の川州表明演説でも消費税見直しについては触れておられました。12月に決まつ
たのは、食料品小兜り雰課税、家賃・教育・出産費さども非課税にし、福祉農的とい
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うことです。消費税闘題について先生はどのようにお考えでしたか。また、この見直
し問題で中心的な役割を果たしたのは誰でしょうか。

11．

嗣じく12月fff、フィリピンで国軍約2000人の反乱がありました。マニラ市内

で銃撃戦もあったわけですが、フィリピンはH本との関係も深く、在留邦人も多いわ
けですから情報牧集や邦人保護体制をどうするかといった問題がすぐに生じてきたと
思います。総理として日本の体鋼についてはどのように見ておられますか。

12．

年瞬【ナそうそうの90隼1月8Hから18日、先生は欧州歴訪に行かれます。この

ときの訪問の主厨的および印象に残っておられることなどお願いします。

13．

マ月24鍵衆議院が解散され、2月18臼投票、275議席を獲得します。海部内閣と

して最初の選挙であったわけですが、「体棚選択の選挙」を掲げたこのときの選挙につ
いて、取り組み方、とくにカを入れられた点などお願いします。

※今回は以上のような質問についてお願いします。
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圃現在の政局から一︵二〇〇三年総選挙︶
俘藤 前園は九月でまだ解倣筋でしたから︑この三ヶ月島にずいぶ
んいろいろなことがありましたね︒僕は選挙速報を見ていたんです
が︑海部俊樹﹇当選﹈がなかなか鋳て来きませんでした︒一番最初
に出てくるんじゃないかと思っていたんですけれどね︒

海部 いや︑そうばかりもいかんのじゃないですかね︒地発の人た
ちがどういう評価をするかわからんから︒出口調査というのをやっ
それでなかなか惑確が出せなかったんですか︒

て︑前罎︑前々回と比べてみたら︑意外と民主党が多かった︒
俘藤

んですが︒

轡藤 マス諏ミのり⁝ドがそうでしたからね︒
海部 マスコミもそれを狙ってやっておったんだからしょうがない

俘藤 選挙が終わって︑じきに自民党と保守党が合流ということに
なったんですが︑それはサッと決まったんですか︒
海部 こちら﹇保守新党﹈は÷三名﹇候補者を﹈立てて︑そのほと
んどの旛援に僕は行きました︒自分の選挙区には︑途中の舞い戻り
を入れて三瞬間か鑓饗閤しかいなかった︒石亀の俊藤敬央も東京の

ですけれどね︒

酋州太一郎も︑山谷えり子も全部落ちぢやつた︒街頭演説をやると
そうとう人が集まったんだよな︑東京でも︒
撰藤 そういうところに集まるというのは︑あまりあてにならない

海部 救われるだろうと思って︑一所懸命澄んで応援してきたけれ
ど︑駄目だ︒それよりも︑こいつはいいや︑落ちるべくして落ちた

門そういう状況ですから︑

先生︑ちょっとお昼過ぎの発表まで待っておってください︒先ほど
は失礼しました﹂なんていろいろなことを言ってきてさ︒あれもど

んだから︒

そ う そ う︒途中で電話してきて︑

うかと思うね︒

海部

伊藤 碁聖調査というのは必ずしも楽たらないんですよ︒みんない

り込んでいっても︑数局がどうなるわけでもない︒政策をどれだけ
変えられるわけでもない︒だからグッド・ルーザ⁝で行こう︒見て
おると︑自民党のほうも足りない︒過半数に達しないときはと︑自
渓党のほうから事前にあらかじめ言ってきておったから︒
轡藤 そういう霞民党側のヨミもあるんですね︒もしかすると︑ち

それで終わって直ちに集まって︑ ﹁あまりみっともない悪あがき
はやめて︑グッド・ルーザーになろう﹂と謬った︒これで怒って割

い加減なことを雷っているんですから︒
麹 た ら ないね︒

それに︑ちょっと待っていれば結果が出るんですからね︒

海部

楠

海部 そして途中では︑いかにもこちらが落ちるような話をしてさ︑
﹁やっぱり世代交代でしょうかね﹂なんて言ってくるやつがおる︒
﹁そういうやつもおるだろうけれど︑おれはそんなことは嵩じない︒

伊藤 公明党と組んで過半数になっていても︑自負党自体として過
半数であるということが大事だ︑ということですかね︒
海部 そうでしょうね︒それは公明党とのあいだは︑ちょっと違い

すから︒

つがプラスされれば︑自疑党はそれで過半数に達するということで

最後は本当にそうなつちゃったんだ︒そして︑わがほうの二

よつと足りなくなるかもしれない︑という︒

でもやっぱり︑保守党は駄醤でしたね︒

君の祉はそう書きたかったら︑明日一番に見出しのトップに使えよ︑
俳藤

応援に行ったやつはみんな落ちぢやつたっ

海部

海部

党 首 が 落ちたらね︒

赤 っ 恥 か く そ ﹂と言ってさ︒

俘藤

海部 結局︑いくらいいことを言ってみたって︑政党は二大政党に
なったな︒

があるものだから︒
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海部

俘藤
だから︑できれば自罠党だけで﹇過半数をとりたい﹈︒

それは﹁ちょっと﹂ではなくて︑かなり違うと思いますが︒

だ か らどうしても話がつかんときは ︑

門わがほうは魍艮に︑

伊藤 それは迫力がありますね︒いよいよになったら︑おれの党だ
けでやれるよ︑ということですからね︒
海部

そ う ですね︒

これで行きたいから︑こうしてくれ﹂と言えますからね︒またそう
いうわかりやすい態度︑姿勢が︑有権者には一番わかるんじゃない
かな︒

俘藤

﹇保守薪﹈党内に︑合流することに反対はなかったんですか︒

匿現在の政局から2︵保守新党の自民党への合流︶
伊藤

海部 刷のつまらん理由で︑ ﹁総理︑そんなことをおっしゃらず
に﹂と雷つたやつがおったけれど︒
伊藤 合流したら︑密民党とバッティングする人もいるわけですか︒
海部 いや︑バッティングとかそんなことではなしに︑もうちょっ

と次元の低い︑いつも出てくる熱です︒連立与党でおるから︑いろ
いろなところにいろいろな出番が國ってくるし︑いいものも来るけ
れど︑合流したら少ないワン・オブ・ゼムだから︒
伊藤 そういうふうになったときに︑生民党の中で海部派になるわ
なりません︒

け で は な い で しよう︒
海部

﹁先生︑

伊藤 結局︑ばらけるわけですか︒
海部 はい︑ばらけるわけです︒だって︑四二だもの︑ばらけざる
を得ない︒けれども結果としては︑ばらけませんでした︒みんなが
な ん の か ん の といって︑ちょっと一緒にな ろ う と い う と ︑

そんなほうに行くのはやめてください﹂と言う︒

高村派はおれに﹁どうせそこまで帰ってきてもらったならば︑奥

みんな爾手をあげてお待ちしており

いちおうまとまって高村派に行ったということです

座敷まで帰ってきてください︑
ます﹂と書う︒
じやあ︑

いや︑そうじやないです︒それはできんわけです︒
なぜですか︒

一人ひとりに事情を聴くと︑ ︸人ひとりの事情がいろいろあ

井上喜㎝も農林省の関係で︑そこでは潜三木派と近いところ

だって︑二階﹇俊博﹈さんなんかは︑もともとは橋本派ですよ

るから︑ それは駄昌さ︒

ね︒

海部

海部

俘藤

海部

ですから︑高村派と二葉を持たれたのは先生だけ︑というこ

はい︒

でも保守党は必ずしも三木派の流れではないわけですね︒

いま︑流れてきたのはね︒

があるけれど︑いま︸緒になるわけにはいかんでしょうね︒
俘藤 三木派の流れの派閥は高村派なんですか︒

伊藤

便藤

海部

いや︑奥座敷までは行かないけれど︑ 讐お茶ぐらい飲みに来

それで奥座敷まで行かれたんですか︒

はい︒

とになるんですか︒

海部

てください稀と欝うから︑ ﹁それじゃあ玄関に水を打って待ってい

ろ﹂と言ったんだ︒それであの連中と二︑三麟一緒に食事をした︒

僕もあまり口をきいたことがない若いのが⁝人二入おるから︒向こ

うはもうはいつくばって︑ ﹁三木先生からよう構っておりますか

ら﹂なんて言うから︑ ﹁よし︑よし﹂と言って︒結局最終的には︑
﹁応援にいっぺん来てください﹂ということなんですからね︒

じゃあ︑いちおうはそのへんに籍を置いたということですか︒
はい︑無派閥ですよ︒

とりあえずは無派閥でしょう︒

俘藤
楠
海部
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海星海か俘
部藤部。難
楠

海部

捗藤
﹇ 叔 父 貴﹂じゃないですか︵笑い︶︒

﹁お友達﹂というのがまことにいい裏戸です︒

じゃあ﹁高村派のお友達﹂という感じですか︒

だと思って︑僕は感心していますけれどね︒

伊藤

海部

菅さんも︑端俄すべからざるところがありますからね︒

そうでもないです︒昔は話したこともあります︒

いままでも自蝦蟹に近いところでごらんになっていたわけで

海部

額﹇歴代総裁の肖像の額﹈が掲げられたぐらいですか︒

まだそこまで︑実感としてはわかりませんね︒

﹁この額はちゃんと埃も払ってありますし︑大事に保存して

伊藤

すが︑しばらくぶりに﹇自解党の﹈中に褒られて︑ 門あれっ︑変わ
ったな隔と思われたところはございますか︒

俵道

■現在の政局から3︵中から毘た歯理学︶

俘藤

よくもああいうことを民主党の菅﹇挙人﹈代蓑は言ったもの

楠

海部 あれはつまみ食い政党の最たる姿ですね︒
伊藤 菅さんとは︑先生はほとんど接触がないですか︒

海部 DNA鑑定をされると︑すぐバレるわな︒それを僕は拒否し
ようとは思いません︒だって︑負けちゃった責任はこっちにもある
んだから︒あれだけ︸所懸命身を粉にして応援してやっても︑みん
な落ちぢやったんだから︑だらしないといったら︑だらしないわ︒
伊藤 その落ちた人の中で︑再起できそうな人はいますか︒
海部 僕は佐藤敬夫は再起できるのではないかと思う︒応援に行っ
てやったときのみんなの集まり具合だな︒佐藤敬夫の支持者から︑
﹁むかし海部内閣のときも私は秋田県の代表で二度ほど研修にも行

きました︒引き続いて佐藤敬夫をぜひ出したい﹂という涙のこぼれ
るような乎紙とともに︑ ﹁今度頑張れ︑勝てという色紙を書いてく
ださい︒それを正面にかけてまた頑張ります隔という︒だから﹇落

海部

門その点で麹民党という教義には︑おれより

も気の長いやつがおるんだな﹂と言った︒

おりました﹂という︒

出さない︒

選した中で再起できそうな者は﹈三人︑瞬人はおるんだな︒
伊藤 でも今度︑そういうところで自誓党が候補者を嵐したら一︒
海部

そのへんは話し合いが︸応あるわけですね︒

見事に︑歴代総裁の肖像が並んだわけですね︒一つポカッと

払って待っておるわけにはいかんじゃないか﹂と書つたんですけれ

門どういうわけですか﹂

夢藤

と言うから︑ ﹁おれだったらそんなものは捨ててこいと言うよ︒帰
ってきてもらえるかどうかわからん人のために︑そんなもの︑埃を

海部 はい︒出したらまたそこで票が割れて︑漁夫の利をとられる︒
傍藤 民主党にやられちゃうということですね︒

どね︒

伊藤

海都

伊藤

管理する費用だって要るわけですからね︒

そのツケがエブリ・イヤ⁝二期︸千億円ですよ︒

そうですよ︒．どこにツケが行くか︑ということですね︒

ただがいいかといったら︑ただがいいに決濠っ・ておりますよ︒

道路はただにしますなんていったら︑それは払っておるのがいいか︑

溝部 自浅党が最高顧問という捌度を廃止しましたからね︒要する
に︑麹晟党はどういう名で処遇するかというと︑とにかく肖像藤は

伊藤

海部

伊藤

海部

やはり密事党の最高顧問ということになるわけですか︒

はい︒

それはそれで︑海部先生にはよかったと思います︒

一つだけポカッと空いていたんだ︒

空いていたのに︒

慢藤

管理費も要るし︑新線の計画も要る︒

海部 そうです︒だから僕らも高い次元に立って︑ ﹁民主党にやら
れたらいいのか︑良本の政治としてどっちがいいのか︑よく考え
ろ﹂と欝つた︒結論はわからんかもしれんけれど︑あのマニフェス
トなんていうものを見たって︑あれで鬼面人を驚かすように︑高速

海部
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掲 げ て 敬 意 は 表しますと言う︒

最高顧問という名は︑いつだか︑な

俊還 山中貞則さんも小選挙区で勝ちましたからね︒
海部 やってきたんだよ︑あれは︒それから森由真弓さんなんてい
う入は︑今度は小選挙区に畷りたいといっている︒小選挙区で当選
すればいい︒あのおばさまも七十五歳だったろう︑このあいだは︒
撰藤 へえ︑そうですが︑若ぞうに見えまずけれどね︒
佐道 やっぱり小選挙区で通った人のほうが﹇上だ﹈︑というイメ

いつの間になくなったんだろう︒小泉改革かな︒

そ う ですが︑知らなかったな︒
門最高顧問になるのは﹈たしか︑総理と議長経験者でしたね︒

くしたんだってね︒

総理経験者は強制引退というところもありますからね︒

ージがあるわけですか︒

伊藤

一番は山中貞則さんです︒

や っ ぱ り上の方ですか︒

︒

選挙区で出るといったのに︑駄農といって

やめたほうがいいですね︒でも中竜王さんの場合なんか︑小

ほかの党にも︑もう長老議員はいませんか︒

もう七手二歳になりました︒
えっ︑定年は七÷三歳じゃないですか︒
それは比例区に働かずして名をとどめる人は定年だ︒

当選す

伊藤

そうか︑それじゃあちょっと駄目だなあ︒

と思うだろう︒もし中藍根さんが天下っていくところを見つけてあ
げようと思うと︑小塚優子のところしかない︒

比例でなしに選挙区で当選しているから︑それでいいじゃないか﹂

息子はおれに代わってやらせるんだからといって参議院のほうで︑

参議院に出している︒だから群馬県の入たちは︑ ﹁それはずるいよ︑

︵笑い︶︒

も う いないですね︒

祉会党は長老議員がたくさんいたんですが︑あれはみんな大

佐道 やっぱり駄圏そうだった︑ということですが︵笑い﹀︒
海部 中蓉根さんは︑口では出ると書つたけれど︑出るところがな
いんだ︑↓つずつつぶしてみると︒それで自分のせがれ門弘文﹈は

俘藤

党の名前でやってくれといったら

れば小選挙区で名前を書いてもらう︒そういう場ならば望みますが︑

の努力とか健入の声望︑人柄以外のところで決まっていくんですか
ら︑それは不満を言う人もおりますよ︒僕らもやってみて︑やるな

海部 いやいや︑男の生き様として︒
俘藤 女ですよ︒男なんていったらもう︵笑い︶︒
海部 彼女もできれば︑政治家の生き様として︑自分の名前を書い
てもらって︑それを何万票と集めて︑その結果に＝暑一憂しながら︑
最後に決まったときはこうだったというのと︑順番を決めておいて
﹇嶺選するのとでは違う﹈︒順番を決めるときもいい加減なものだ
よな︑あれは︒党が決めたりストの何番目で︑売卜まで当選できる
か︑あなたは何番だから駄饗だ︑ということになるでしょう︒個入

そうですよ︑宮澤さんと中曹根さん︑お二人は老害だとかい

われて︑ テレビで⁝番高い席を写していましたけれどね︒
そこにまた行った︒気がついたら簾らされているわけだから︑

海部

海部
あれは年齢ですか︑当選回数ですか︒

お や お や と 思ったけれど︒

俘藤
当 選 國 数 でしよう︒

レつ︒

海部
山地
海部

なりたいやつがたくさん待っておるから︒小選挙区で出て︑
るのは問題ない︒

それは

軍になって成仏したから︑ いないのか︒海部先生は七十︸歳でしょ

楠
当 選 回数でしょうね︒

そうすると由中さんと来て一︒

おう︒それでその次が橋本龍太郎だ︒
それは全党を通0てそうですね︒先生が二番目ですね︒

も う ︑次が先生ですか︒

・それで僕がおって︒

部藤部藤部

藤．部藤
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伊佐海楠俘
藤道部 藤
撰海俘砂海｛P海撰海

□現在の政局から4︵小泉内閣の現状︶
佐道 このあいだの選挙では︑小泉さんというか︑自民党はもっと
票を傭ばすのではないかと事前には言われていたんですが︑結局︑
思ったほどではなかったという薄い方がされていますね︒
そうですが︒だけど門事前には﹈︑晟主党が大いに伸びて︑

そうですよ︑小泉はもっと圧倒的に勝つつもりでおったもの︒

小泉さんもそれほど選挙には強くない︑というふうに︒
海部 今日になってみれば︑あれは神輿であったわけだし︑強くな
い︒なぜ強くないかというと︑あれは強情だからいけない︒もっと
素颪に︑ああ間違ったなと思ったら︑それを訴えて変えていったほ
うがいい︒例えば︑と言わせると︑やはり靖冷間題のところにみん
ながもっていく︒八介十五臼に公式参拝するのか︑それを早めると
か︑遅らせるとか︒靖国参拝の本質は︑そんなものじゃないと言う

伊藤

伊藤
自艮党は云々という話もずいぶんあったように思いますけれどね︒
佐道 小泉さんの人気で選挙をやって︑だいぶ勝つだろう︑少なく

ということですね︒

海部

とも過半数は上圓るだろうという言い方がずっとされていましたね︒

海部 そういう挑判が︑身内からもずいぶんありましたね︒
儲藤 でも︑小泉だからこれだけで食い止めたという言い方もある

んだか︒βにちがどうだとかこうだとか︒それをああいうやり方を
したでしょう︒要するに︑いわゆる手練野禽を使いすぎた︒

でも実際にやってみたら一︒
海部 やってみたら！︒言いにくい話だが︑安倍晋三に対する遇

わけですね︒

海部

あとでデメリットがあっても︑最初の公約どおりやればいい

大評価もだいぶあったな︒マスコミや評論家の皆さんのあいだで︒
楠

い勢力もあるし︑そういうところもあったかもしれん︒

俘藤 過半数罰れというのは初めてのことじゃないですからね︒し
ょっちゅうハラハラしていて︑無扉属で当選したのを入れたりして︑

それは︑安倍だから食い止めたということを一所懸命書いた

意外でしたか︒

安倍さんが幹事長になったときには︑先生も驚かれましたか︒

海部 いや︑意外じゃないけれど︑あそこまでとにかく降りていっ

佐道 でも森﹇喜朗﹈さん﹇が総理の時の総選挙の霞民党獲得数﹈
と数がほとんど闘じですからね︒

て漁ってこないと︑人がおらんな︑と思った︒しかし考えてみれば︑
ま あ そ うですね︒

淺選四回︑四十六歳といえば︑不足ではないな︒
俘藤

やっと辻褄を合わせていたわけでしょう︒

小沢さんだって︑そのぐらいでやったわけですね︒

楠

海部

そうです︒

海部 小沢一郎も︑弱中角栄も曖十幾つで門幹事長を扁やっている

佐道 そうすると︑またそろイラクの問題で小泉さんの人気が下が
った︒来年のことではありますが︑参議院選挙というのが霧に見え

でしょう︒

俘藤 やはり幹事長なんていうのは︑それぐらいまで若返らないと

そういうことですね︒

・

ガタガタするだろうけれど︑この莇先生がおっしゃったよう
佐道

代わるのがおらんのだから︒

に︑タマがなければ戦争にはならない︒

伊藤

しょうか︒

てきている状況で︑自民党内は少しずつガタガタし始めているんで

はい︑思い切ってそこまで行った方がいい︒だから僕は︑

駄 霞 か も し れ ませんね︒

海部

門 安 倍 で い いじゃないか﹂と欝っていた︒

佐道 もうちょっと勝つだろうという党内的な予想があったとした
ら︑小泉神謡に対してだいぶ見方が変わったんじゃないでしょうか︒

海部
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藍屋なんですよ︒

伊藤 高村﹇正彦﹈さんあたりが︑もっとしっかりしてくれないと

ら︑これで私の嚢も瞬けましたといって出て来たら︑そのほうが生

って︒

俘藤

でもあの親分がオーナーのわけですか︒

﹂と霞う︒

しかもその親電がまた出てくると雷い出したから︑ ﹁親分︑
ちょっとそこんところは﹂と腹の中では思っているんだけれど︒

俘藤

しょうがないな︒

そう︒
伊藤

やっぱり派閥のボスとしてみれば︑ノーバッジで次の選挙まで

それは辛いわ︒まず資金面の問題でも辛いだろうし︒応援に

揆藤

海部

俳藤

楠

佐道

海部

伊藤

佐道

滋藤

そうですね︒あの人︑なんかちょっと暗いですね︒

そして︑もうちょっと明るく振る舞えばね︒

やっぱり愛嬌があって︑花がある︑というのは必要ですね︒

襖ぎは済んでいないんですね︒

落選した理由自体はなくなったわけじゃありませんからね︒

それからあまり愛想のいい可愛い顔じゃないから︒

ヤジが飛ぶんだ︒

あまり応援してほしくないでしよう︒

応援に行ってもあまり歓迎されないでしょうね︒

行っても︑バッジがない人はあまり緬値がないだろうし︒

海部

いるというのは葬常に辛いんでしょうね︒

楠

海部

海部

自分のところの親玉が落ちぢやったわけだから︒

佐道 クーデターを起こすほどの無気はないわけですか︒
海部 ないわけです︒みんなそんなクーデタ⁝を起こすようなエネ
ルギーも浩力も残っていないでしょう︒全員がショックを受けちゃ

ゃないか隔と言ったら︑ ﹁いいや︑それは

と言うんだから︒みんなの前で︑ 門あんなのがやったら恥ずかし
どと言う︒ ﹁それなら君らが集まって︑引きずり降ろせばいいじ

な︒だって由崎派と言われる連中が僕らに﹁そう思いませんか？﹂

まれ変わるとすれば﹇いい扁︒けれどもいきなり︑衆議院に負けた
から今度は参議続に行くと言ったのでは︑それはみんな感心しない

海部あの入も︑いろいろなコメントをもっと気をつけてやってく
れんと︒おれは呼んで会ったけれど︑もうちょっとしっかりちゃん
とすれば︑高村あたりもときどきは門総理候補として名前が﹈あが
ってきたんだけれどね︒

伊藤 もう少し大衆受けをするような態度が必要だと思いますね︒
海部 そういうこと︒今迄の政治家というのは︑一般国畏から見て
おって︑その疑の前で︑これは明らかに間違っているなと思ったと

門小泉さんと﹈直接いろいろとお話をされました

きに素直に頭を下げて詫びる︒糊断關違いだったという︒それをや
って素直に説得していけば︑わかってくれると思う︒それがいま︑

はい︒

戻られて︑

小 泉 に も 全 然ない︒

盤道
か︒

海部

俘藤 小泉さんとは前々からですか︒
海部 前々からというか︑海部内閣の小選挙区制の時には︑あいつ
は反穀の先鋒だったんだから︒そのときできたのがYKKですよ︒
だから向こうにとってみても︑ 番憎いのは海部内閣ですよ︒けれ
ども向こうは︑狙う相手を間違えておったんですね︒そして一︑
まあ︑なんでもいいや︑そんなことは︒

こっちもやってみたけれども︑YKKというのは︑みんなそれぞ
れ反対に園って︑総務会で裏口をやられたり︑工作をされたり︑ひ
つくり返しをやられたり︑いろいろされましたから︵笑い︶︒

極藤 いまYKKも︑どういうことになったのか︵笑い∀︒
佐道K﹇加藤紘一﹈は一人戻りましたけれど︑もう一入のY門康
騎拓﹈が落ちて⁝−⁝咳

海部 僕は︑ ﹁ヤマタクは参議院に出んほうがいいそ漏と書ってや
ったんだ︒それこそ謹慎ということを日本の社会は認めるから︑参

議院選挙の最中は寺にでも籠らせて︑それで参議院選挙が終わった
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海部 暗い︒ネクラはだめですよ︒ネアカじゃなければ︒
傍藤 しかしいいまでよく当選してきたな︒

海部 そして魍民的に︑すぐに罰情が湧くような科白や態度振る舞
い が で き れ ば立派なものだけれど︒

凹総裁戦への経緯ーハ橋本・河野・海部会談︶

海部

われわれ三人が︒

僧藤 でも︑誰かが言わなければならないでしよう︒
海部 それは私が呼んだ︒橋本はその場で︑ 門おれはやれん隔と濯
う︒それは金丸にあれだけ駄目だと言われて︑弱中派の申で集まっ

当時の金丸さんだったら︑もう言ったら駄目でしょうね︒

て︑あれはない︑とまずやられたわけですからね︒
伊藤

海部 だから︑ ﹁もうしょうがないから︑しばらくは窃殴をかぶる
か︑下働きで雑爵がけをやるよ﹂ということでしょう︒それから洋

平さんも︑あの頃は河野総裁に直ちになるべしという擁立論がそん
なにあったわけではないけれど︑しかしこれだけ入材不足になって

くると︑宇野が駄冒ならば︑宇野の近いところの派閥におったのは
河野洋平ではないか︒お父さんの河野一郎先生が宇野をことのほか

自誓 女性問題と言えば︑先生が総理になる葡の﹇総理だったU宇
野さんが代読的ですが︑女性問題で辞任したというとちょっと具合
が悪いから︑そのあとの参議院選挙で負けたということで責任をと
海髪

可愛がつたわけだから︒そうでしょう︒

る︑という形にするわけですね︒

俘藤 それは突然のことですから︑次をどうするかということにつ

揆藤

そうです︒

いて︑いったい誰がどういうふうに決めていったんですか︒それは
ご本入としてわかるものですか︒

それでまんざらでもないから︑橋本が︑中夏根の天下を取ったと
きの姿を思い出したのかな︑自分が㎜歩退いて︑あとの者に恩を感
じさせて身を退けば︑やがて芽が出る春が来るということで︑三人

海部 僕はわかりませんけれど
︒
伊藤 だいたいの推測としては
︒
海部 それは途中でピンハネして︑不労飯得を身につけようと思っ
て僕のところに来て︑ ﹁今度は君だよ︑断わるんじゃないよ﹂とい
う者がおる︒ ﹁いや︑そんなこと︑あんたに書われたって︑そうは
いかんわ﹂と言ったけれど︑恩を売りに来るわけだな︒あの頃︑橋
本龍太躯もたいへんな候補者だったんだ︒ところが︑それはいかな
る加減か︑金丸︹信﹈さんのところでつぶされちゃつたんだ︒ ﹁あ
んな者は駄匿だ﹂という一言でね︒その頃︑河野洋平も︑さあとな

すか︒

伊藤

橋本と河野と僕と三人で︑いっぺん忌慨のない話をしょうと︒

いいですよ︑あとで消せば︒

金丸さん︑安倍さんというのは︑自昆党の幹部ということで

いやいや︑自民党の幹部というより︑根面し専懇のボスです

進むから︑それで駄図だということですか︒

楠 橋本さんが金丸さんにつぶされたというのは︑まだ照申さんが
病気とはいえ︑生きておられたから︑橋本さんになると稲藁交代が

よ︒

海部

いと党が大変なことになってしまう︒腹を決めろ﹂と言う︒

そうしたら︑金丸さんと安倍﹇悪太郎扁さんと竹下さんが︑それ
ぞれ直接電話をかけてきてくれて︑言うことがだいたい露なってお
ったわけだ︒ 門われわれでも語をしたから︑あんたが受けてくれな

出ておることは知っておったが︒

で会ったんです︒会って︑いろいろ話をした︒僕もそんなときに︑
おれがなる︑なんていうことは考えてもいなかったからな︒名前が

ったら第三の男だった︒ここから先は︑悪いけれど実名が入るから︑

海部

誰が﹇書い出したんですか﹈︒

あれだけれどね︒

伊藤
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海部 いや︑いろいろな意味があったんじゃないですか︒
楠 霞中角栄さんが亡くなったのは九三年ですね︒
佐道 亡くなったのはそうですね︒この年︑引退するんですね︒
楠 倒れたのはもうちょっと前だけれど︑それでもまだ生きておら

れた︒そういう申で︑橋本さんに権力が移ると曝中さんは完全に消
える︒

佐道 橋本さんにスキャンダルがあったということですね︒
楠 女性の問題が橋本さんにはあるから︒だけどその後︑総理にな
ったんだから︑決定的な問題ではなかったんでしょう︒ただ︑スキ
そうですよ︒みんな鵜の三鷹の溺で狙っているわけですから︑

ャンダルの後だから︒

伊藤
だ か ら金丸さんは︑

﹁ほんとうにあるんですか﹂と聞いた

門あれはこれが﹇右手の小指を立てる﹈

ちょっとでも何かあったら具合が悪い︒
海部
あ る か ら 駄 屡だ﹂と露．つた︒

昔からそういうことを言われていたから︒

ら 門 あ る ん だ﹂という︒

伊藤

海部 橋本自身も︑河野と僕とで飯を食ったときには︑ ﹁残念なが
ら︑おれにはあるんだ﹂と書う︒まあ︑僕らも知っておるから︑
﹁ああ︑そうか﹂と阿ったけれどね︒詞じことは河野にも書えるん

です︒河野にもあったんだ︒だから下半身の譜をすると︑いろいろ
それで結局話が来て︑そこで海部先生としては︑受けるか︑

あるわな︒というようなことだ︒
揆藤

と い う こ と になるわけですか︒

海部 そこでそう簡単に︑受けられるか受けられんかわかりません︒
﹁こっちはまだいっぺん担いで陽の昌を見せてあげたいと思ってお

る河本﹇敏夫︸さんがおるから︑河本のおやじといっぺん話してき
てから﹂と書ったら︑ ﹁あれでは駄留だ︑早く腹を決めてくれ︑選
挙に勝たなければならんのだ﹂ということをさかんに言うんだ︒そ
門 河本さんにはおれが話をつける ﹂ と 言 う ︒
誰 が ︑ですか︒

して︑
俘藤

海部

金丸︒

﹁もう腹を決めたか﹂

﹁はいはい隔

﹁早く腹を決めてくれ

伊藤 当時の金丸さんというのは︑雰鴬に力があったんですね︒
海部 あの当時は力があった︒それから安倍さんも︑電話をしてく
ると︑

よ扁と言う︒あんな頃︑河本さんの立場から行くと︑いまがラスト
チャンスだ︒僕らも初めの頃は派潤の総会でも﹁ラストチャンスだ
と率直にいって思うから︑その気になって︑みんなやろうや﹂と言
っておった︒とにかくここまで来たんだから︑ということで擁立運

動をやっておったんだ︒それが広がらなかった理由は︑すぐに安倍

が電話してきて︑ 門海部︑おまえの話はいくら聞いても駄震だ︒憶
俘藤

中轡根派は宇野の所属しておった派嗣であるし︑そういうこ

そのとき中蛍根派はどうだったんですか︒

問に行ってよう聞いてこい﹂と言うんだ︒

海部
揮藤

はい︒あれは駄目だ︒しかも金丸さんと中曽根さんは︑あの

発言権がないんですね︒

とからあまり率薩に物が言えない立場だった︒

海部
摂藤

そうです︑あのときは︒

主導権は金丸さんのほうにあったんですね︒

填は最も悪かったですよね︒
海部

最終的に先生が決断なさるきっかけは何だったんですか︒

櫨総裁戦への経緯2︵三木派河本と家族の反応︶
撰藤

海部きっかけは︑ ﹁もうしょうがない︑そこまでおっしゃるなら
ば︑いっぺんおれは河本さんと話してくる﹂といって︑河本さんの

ところに行ったわけだ︒河本さんも︑そういう情勢はほうぼうから︑
うすうす聴いているわけだ︒

それで正直な謡をすると︑あのころ僕密身が︑あまり言いたくな
い語だけれど︑自分の政治献金の﹁魔表を洗い出してみると︑私は
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芙地神明に誓って悪いことや疾しいことはしなかったけれど︑致治
資金をもらった人に悪い人がおった︒そういうことが出て来たわけ
だ︒だから︑こんなことをもっているうちにやったら︑また叩かれ
る︒なっても長くない︒あの頃︑政治資金をどこがくれるかなんて
いうことをいちいち調べて︑あんたのところはそのころ侮かやって
いませんでしたか︑というようなことを聞いておったら︑全然もら
えなくなる︒しかも秘書が︑それは持ってきた人と舐していて点け
出なんかしておったものですからね︒だから︑そのことが僕には一
つ引っかかりがあった︒そのことは︑蕉直に調べてみたら︑五年閲
にわたって⁝千万円になるかならんか︑というところであった︒そ
パーティ券も政治資金なんですか︒

れはパーティ券とか︑なんとか券とか︑政治資金としてだった︒
伊藤

海部あの頃はみんな 緒にされちゃったな︒だから︑ ﹁そういう
こともあるけれど︑いいですか︒それでもなお︑やれとおっしゃる

そう言わなければ駄脂だぞ隔と言った︒湊民党を勝たせるためには︑
それでは選挙できないと︒

それで中曽根は駄目︑これは金丸さんがあの頃まったく合わなか
ったんだ︒それで哲下さんがああいう格好になる︒安倍さんがああ
いう格好になる︒あの頃はまだ安倍さんも︑体のことまでは出て来

ていなかったけれど︑本人はうすうす気づいておったかもしれんが︑

体のこと以外のことでいろいろあるでしょう︒

あのときは本当にいやな雰囲気でしたよ︒みんな自分でいっぺん
調べてみろ︑と書われて︑五年聞遡ってずっと調べてみたら︑こち
らにもあるわけですからね︒しかし助かったことに︑それは僕自身
が勧誘に行ったり︑僕自身がもらったのではなくて︑僕のところに
おったある秘書がそれと顔をつないで︑会えば話ができる相手だつ

僕はそういうことは海本さんに話した︒

その一番の二二は一︒

海部

併藤

河本さんは︑それでもやれ︑ということでしたか︒

もちろん︒

河本さんにもそれを言った︒

大事だよ︑ここ一番︒それで︑みんなにも言ったわけだ︒

た︒そうしたら相孚が持ってきたから︑もらっておきましたという︒
そんなこと︑後になってから言われたって︑いちいち遡って調べる
わけにいかんから︑正薩にみんな言っちゃおう︒正直に言うことが

河本さんはもう納得したわけですか︒

撰藤
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ならば︑私もいっぺん考えます﹂と︒

もちろん︒

海部

﹁大したことないそ︑これは﹂と言った︒ ﹁こんな程度のこ

金 丸 さ んに欝われて︒

とは大したことがない︑しかも五年聞でしょう︑これはあれです

河本さんのほうからやりなさいどいう謡が出たんですか︒

よ﹂という︒

揮藤

海部
﹇無言で頷く﹈︒それは河本さんが︑それまでのあいだに金
丸さんと会い︑安倍さんと会い︑いろいろな入と会って︑中潮根と
も会って訳しているんですよ︒それでみんなの話を聞いて︑河本さ
ん自身が︑自分はこの際身を退いたほうがいいと判断をされたんで
しょうね︒

らん︑とは思っていたんでしょうね︒

しかし派閥の長として︑海部さんの後ろ盾にならなければな

に可愛がっておって︑ ﹁海部さん︑あした早朝﹁すまんけれど渋谷
君と二入で家まで来てくれませんか﹂というので︑渋谷と一緒に河
本の私邸に行ったんです︒渋谷は︑侮という表現をしたらいいんだ
門いいか︑

揮藤

は も う ︑ 金 丸 さんあたりが周辺を埋めてお っ た わ け だ ︒

ろう︑利口ですね︒馬鹿じゃないと吊った方がいいかもしれん︒話

良かった︒ それで河本さん自身は︑当時は渋谷直蔵というのを非常

い﹂

いろ調べてみたら︑みんなが﹁河本さん︑あんたの出る時期じゃな
いから︑ あなたのところは盤代替わりをやって︑海部を出しなさ
と言うものだから︒河本さんは︑安倍さんや竹下さんとも仲が

金丸さんに言われて︑謡本さんは河本さんなりの脈絡でいう

海俘海梯海俳
部藤部藤部藤

れよ縣と言う︒

そうです︒

海部

伊藤 言い含められてきた︵笑い︶︒
海部 それで︑あれがずっと説いて回ったわけですね︒
便藤 奥様が反曝していても︑これは押し切る以外にない︒
海部 もう門初めて国会議員に﹈立候補するときからそうでしたか

いや︑この際断わっても︑まだ次に機会があるじゃないの︑

有終の美を飾るか︵笑い︶︒

には行ったんだけれど︑ ﹁海部さん︑あんた気の毒ね︒もうちょっ

海部それは三木の奥さんにも︑もちろん私はいろいろな謡で報告

りましたか︒

楠 ただ︑ ﹇海部﹈発話︑こういうケースは︑考えてみると三木さ
んのときにあったわけですね︒そういうこともなんらかの参考にな

しかに状況を考えるとーー︒

俵道 たしかに竹下内閣で一桁まで支持率が落ち込んで︑その後の
寧野内賄がまたスキャンダルで︑参議院で過半数割れですから︑た

伊藤

後ならしょうがないな︒

海部 けれどもあのときは︑みんなが徴の中の終わりみたいな気持
ちで︑自民党というものの政権がもう終わりみたいな感じだった︒
それで私が聲罠党最後のあれ門総裁﹈だというようなことも︑マス
コミも言ってくるし︑みんな言う︒なってもならんでも︑それで最

璽総裁戦への経緯3︵派閥の力学︶

という可能性もあるわけですね︒

伊藤

われたけれどね︒

伊藤 そうですが︑それはしようがないな︒
海部
門あんたにはこれでなんべん騙されたらいいの︒私はそんな
大それたことを考えていたわけではないんだから隔と︑さんざん言

ら︒

揮藤 ほかの諸派震がみんな海部さんを応援するように︑というこ
とは︑派閥の長としてやらなければならないじゃないですか︒
海部 それはそうです︒またやってもらったんです︒だから︑あの
ときのことが僕の心が︻番痛かったことだ︒本人があれほど宮巡が
なりたいと思っていた河本さんが身を退いたわけだから︒またそれ
は︑安倍さんと金丸さんと中曽根さんともう一人誰かが︑寄ってた
かって話したからだ︒財界人の中にも河本さんと近い入がおった︒
楠 決断するときに︑先生のご家族のご意見︑特に奥さんのご意見
は い か が だ ったんですか︒

海部 まず門それはやめておきなさいよ扁と言ったな︒
楠 実は私は前にお伺いしたことがあるんですが︑家族会議を醐か
れ た と い う ことですね︒
門 やめときなさい﹂というのが結 論 だ よ ︒

海部 そうそう︒その家族会議なんて︑いつも開いたことはないけ
れど︑

楠 坊ちゃんやお嬢さんも一︒

門お父さん︑そんな

海部 それはうちは︑家内がみんなを押さえているから︒お小遣い
から晩飯の盛りつけをよくするか悪くするか︑そんなことまではや
らんだろうけれど︑影響力は持っているから︒
準備はまだしていないんだから﹂という︒

楠でも政治家となったら︑誰しも憂は夢見るポストだと聞きま
ずけれど︒

海部 その通りです︒みんなが夢見ているだろうと思うし︑また夢
見続けるだろうと思いますよ︒だから初めのうちこそ私は︑あまり

﹁この際︑受けちゃいなさい﹂という︒

にも周囲のブロックが大きいのでi︒二三の三本派の先輩議員た
ちがみな反対だから︒ところが年齢︑当選虚数が縫等もしくは下の
や つ は み ん な集まってきて︑

﹁もう河本さんと誕したって︑海部君︑君がまず腹を

それを割り切って︑︻番最初におれのところに話を持ってきたのが
渋谷盛運で︑

きちっと決めなければ︑一対一の話はできんわけだから・決めてく
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佐道
慰 め で すよ︒

励ましにならないですね︵笑い︶︒

んちょんしておるときに食いつかなければ駄目だよ﹂というような

海部 はい︒というのは︑誰かひどいことを喬つたな︒ ﹁この社会
はな︑あんまりきれい事を言って断わっていると︑ああそうかと言
って︑手を離されて︑もうエサは降りてこないから︒目の前にちょ

か︒

俘藤

俘藤

と自罠党がしゃんとしているいい世の中なら︑書んで︑死んでもい
い︑やりなさいと言うけれど︑こんなところに来て死んだんじゃあ︑

海部 しかも︑あそこのそばを取り巻いておるのは︑例の鯨岡兵輔
とかで︑ ﹁なあ海部さん︑受けたら駄霞だよ︒それは三木さんが悲
しむよ︒あんなものの後を受けんでも︑やるときはまだいくらでも
海部

犬死にだ﹂とかいう︒あの人は口がきついからね︒

来るわ篇という︒いまの研藤先生流の口説きだよ︒ 門海部君︑見渡
してみろ︒おりゃあせんじゃないか︑同じ年頃で務まるやつは︒い
楠

いう︒

大変ですねえ︒

みんながそういう︑幅のある︑いろいろな角度からのことを

海景 僕は僕なりに︑各派のいろいろな人と話をして︑ ﹁本当にそ
の通りか︒噂されておるけれど︑あんたもとても断ち難いほどの自
分の傷があるから︑それを癒すには数年かかるとか︑いろいろな詣
を僕はひとから聞いたけれど︑本当か扁と言っていろいろなことを
闘いてみた︒それは悪い質問だけれど︑聞いてみなければならん︒
傍藤 そうですよね︑後になってからいろいろ奮われても困ります
からね︒それでちゃんとみんなが支持してくれなければ︑やってい

最終的に決断する上で︑何が決め手になりましたか︒

需うんだ︒

楠

こういうときの決心は大変ですね︒

たとえ謡まで出して︑ ﹁もたもたしておらずに︑早く前に進め隔と

まは誰でもいいから誰かにやらせておいて︑それがみんな大掃除を
して︑ドボンとしたあとで手を挙げればいいんだ︒だから国中派の
ほうは利霞だから︑橋本を降ろしちゃったろう﹂ということを︑さ
かんに雷われた︒それもそうですよ︒けれどもここまで来ちゃって︑

取材もいっぱいあるわけですか︒
﹁やめろ﹂という意見

﹇自分の名前が﹈出てくるから︑もザつ決心しなければなら

もう潟もないし︑薪闘も毎目蓋近いろいろなことをちらちらと書き
始めて︑

伊藤
いっぱいあるわけですよ︑朝晩︑朝晩︒

んし︒

海部
門やれ﹂というのと ︑

けないでしょう︒

そ う い う ときの︑

楠

﹁やれ﹂ではなしに︑ ﹁や

そうですよ︒そう言ったら︑表現はいろいろ違っておったけ

海部

門とにかくやってくれ﹂と言う︒

れは︒覚のためだ︑お国のためだ︑海部︑おまえは死ね︑と言われ

嬌本という名前もずいぶんあったけれど︑反橋本の消火器のほうが
激しく効いておった︒その出所は︑金丸さんと磐下さんだ︒
伊藤 竹下さんは︑海部さんを 扉懸命やってくれたわけですか︒
海部電話がかかってくるたびに︑ ﹁もう断わっちやいかんよ︑こ

﹁やったときは協力してくれるんですか隔と言ったら︑ ﹁協力す
るもせんもない︑もうやらざるを得んだろう﹂と需う︒あのとき︑

ってくれ﹂になった︒

れど︑

と︑侮が妊意で︑何が悪意だからよくわかりませんね︒
海部 わかりません︒それがわからんから︒ ﹁やれ﹂という人の中
には︑やって赤っ恥をかいて消えちまえ︑という入もおるしね︒ま
た︑ 門やって出て行った以上は︑私が応援していることを忘れずに
おいてくれよ﹂という思いがあるのもある︒大きく分けて二つのブ

まあ︑そういうことだ︒
﹁やれ翫というほうに傾いたわけです

﹁やれ漏という方は︑おれにポストを寄こせ︑というのもあ

獄 ッ ク が あ る と思うね︒

傍藤
海部

親しい政治家たちは︑

る で し ょ う か らね︵笑い︶︒

俘藤
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たら︑お国のために死ぬ腹を決めておいてくれよ﹂というようなこ
とだ︒

揮藤 なかなかの殺し文句だな︒長年のおつき合いですからね︒
海部 そうです︒初当選したときからですから︒青年協力隊を一緒
に つ く っ た と きからですから︒

曝総裁戦への経緯4︵海部・林・石原の総裁戦︶

む︑宮澤と会ってやってくれ﹂と言った︒ ﹁トシキ︑会ってやった
ほうがトシキのためになるのか隔と言うから︑ ﹁どっちでもいいで
すよ﹂というのがここ﹇喉元を指す﹈まで出て来たけれど︑本音は

﹁考えてちょうだい﹂と言ったら︑ ﹁細かい打

そうだけれどな︑向こうが断わってくれたらそれでいいんだけれど︑
そうもいかんから︑

ち合わせばスコ⁝クロフトにやらせるから﹂という︒それで今度は

スコ⁝クロフトが連絡してきて︑宮澤さんはまたおれを呼んで︑そ
れがいろいろなことを話すきっかけになったのかもしれんが︑とに
かく昆社党やら野党の一部も連れて︑翌年か何かにあの入はアメリ

そういう形ですが︑密室での決め方は駄目だということで︑

伊藤

カに行ったんだ︒

や る ん です︒

と思った︒

を還めて陳情に来られたので︑ああ︑この人︑こうならばよろしい︑

ために必要だから︶も連れて行きたいんですけれど﹂と言って︑首

﹇宮澤氏が﹈ ﹁外務省にやらせたけれど．どうしてもうまくいき
ません︒どうしても時間がとれない︒これは官邸に頼む以外にない︒
私一人なら︑それは恥かきで済んでもいいですけれども︑とにかく
罠社とかハあのときちょっと足りなかったですからね︒国会運営の

こ の と き は 選挙をやるんですね︒
海部

僧藤 このときに︑林義郎さんと石原﹇慎太郎﹈さんが出ますね︒
海部 林義郎さんを担いだ人は︑極めて微妙な詣ですが︑宮澤グル
林さんはどこのグループでしたか︒
﹁海部さんは一所懸命おやりになってい

その代わり︑書いたかったけれど言わなかったけれど︑ ﹁加藤紘
皿なんかをおだてて︑裏でこそこそやられたらいけませんよ︒やら
んようにしてくれるなれば︑行ってもらいますが﹂と需いたかった
けれどね︒そんなことを言うと︑国の話をしておるのに私憤が出て

はいかんと思ってやったんだけれどね︒ ﹇宮澤氏がアメリカに﹈行
ったらm大統領に︺会えたんです︒スコ⁝クロフトが会わせてくれ

でも露地会が全員これm林義郎扁を支持したわけではないで

た︒そういうことがあったということです︒

揆藤

そうではないですよね︒票からいったら︑両院で皿二〇です

しょ．つ︒

佐道

そのとき江崎真澄から来た手紙が︑おれのところにいまでも

ね門海部俊樹11二七九︑林義郎赫＝一〇︑石原慎太郎鐸四八﹈︒

海部

残っているんだ︒おやじのほうですよ︒い豪の鉄磨じゃなしに︒
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ープです︒宮澤グル⁝プで宮澤は﹁海部では駄目だ﹂と言っていた︒
俘藤
だからあの頃から︑

楠宮澤派でしよう︒
海部

るけれど︑なにしろ高校野球の名ピソチャーですからね﹂と宮澤さ
んに言われて笑われたんですから︒
宮澤さんは嫌味を言う人ですから︒

だからまだまだ青い︒まだまだ若い︒

プ ロ じゃないんですよ︒

経験がない︑私門宮澤﹈のように︒それが当時の活字で︑

乏宮邸まで来たので︑その時はすぐにブッシュに軍営を入れて﹁頼

時がしばらく経ってから︑あの人が﹁どうしてもアメリカに行っ
て大統領に会いたいから︑海部先生︑会えるようにしてください﹂

つたけれど︒

番印象に残ったいやな活字だ︒もうこの宮澤という人は ⁝i︑と慰

皿

コ問同校野球の名ピッチャ⁝﹂というのはどういう意味ですか︒

海伊海楠伊
部藤部 藤

楠
海部

同 じ 選 挙 区ですね︒
同 じ 選 挙区だ︒

﹁わしがええふうに話をまとめてあげるで︑

金丸にもこのあいだそう言つといたよ︒よう決心されたな︑あんた

搭﹁いやいや︑またよろしくご指導きと言ったけれど︑とどの
つまりは林義郎のほうでは江崎真澄を数えておるわけだ︒ ﹁こうい
うこともあるんじゃないですか隔と聞いたけれど︑最終的には林の
ほうに入れたわけだよ︒最後になるとわかるものだな︒
楠 総裁選の投票は記名投票ですか︒
海部 いや︑記名投票じゃない︒
伊藤 でもだいたいわかるんでしょう︒
海部 だいたいわかるんですよ︒だって︑あれだけ縦から裏から表
石原さんはどういうことですか︒

から横から詰めていくでしょう︒それはわかるわな︒
伊藤
これが意外に︑あの頃は票が取れなかったんだな︒
安倍派ですけれど︑表に出て来たのは青嵐会の連中ですよ︑

これは安倍派というわけではないんですか︒

海部
楠
海部

安倍派は︑必ずしもそれを支持したわけではないでしょう︒

中山正瞳だとか︒

伊藤

﹁私も立候補して出るけれど︑

海部 安倍さんは石原慎太郎を支持しなかった︒安倍さんはこっち
の推薦人になってやってもらったわけだから︒
伊藤 この三人で実際に選挙をやるわけですが︑このほかにも韻よ
うという人がいたわけですか︒
海部 このほかにですか︒いました︑その前浜まで出る出るといっ
て い た の が 由 下元利です︒だから︑

みんなから推されて︒悪いけれども︑勝てるとは思つとらんので︑

当選の碗はおたくに全面的に協力するから﹂といって︑うちの家内
のところに由下元利の奥さんから電話が来るわけだ︒ご承知の通り
のような組ぶあるから︒ ﹁そんなこと言われても︑そんな怖ろしい
ことは私は聞いておれんし︑私はなにしろ︑うちの主入がなること
には反対なんだから︑あんたんとこ︑もっと頑張りなさい﹂といっ

て︑

門うちの家内は﹈煽ったんじゃないかな︒

伊藤向こうは︑開いて嫌味だな︑と思っただろうな︵笑い﹀・

海部 向こうはそんな言い方をされると︑侮を書ってるか︑と匿う
だろうね︒だけれども︑その垂下元利は僕と話したいと言うから︑

会って話したんです︒山下⁝兀利とは個人的にもいろいろな関係が僕
はあって︑いろいろなことを知っておるけれど︑彼は僕に︑ ﹁最終
的には私はとてもあなたと争うという気持ちはありませんから︑立

﹁いやあ︑

候補は最終的には辞退します︒やりません﹂と言う︒ ﹁そんなこと

雷わずに︑あれがあったらやったらどうだ﹂と書ったら︑

竹下にも金丸にも言われておりますから︑あなたに協力します﹂と

でも林義郎さんも︑石原慎太郎さんも︑自分が当選すると思

いって︑そうなったわけですね︒

俘藤

って立候補しているわけでは必ずしもないでしよう︒

海部 いや︑そこまで言うとかわいそうだよ︒石原慎太郎なんてい
うのは︑当選するかもしれないと一1︒

とりあえず手を挙げるという感じですか︒

伊藤 だって現実に党内の力学を見たら︑とてもじゃない︑主監で
ぎるはずがない︒つまり顔見せだという感じではないんですか︒
楠

海部 いやいや︑そうじやなしに︑やっぱり石原慎太守はそのむか
し昭和会の頃から︑僕らは会って︑最初のときも会って話をしてや

門のりしろを初めから決

っておるけれど︑彼は彼自身のやり方で︑もっとドラスティックに

ダーンと打ち上げなければいかんという︒

めておいて︑ここまでは下がるという﹇のではなく﹈︑切って捨て

るのりしろを捨てておいてやるんだ﹂︒おじさん⁝流の言い方だよ

な︒盤の中をとにかく騒がせればいい︒自分は必ずしもそこに入り
込まんでも︑そこからちょっと退いてもいい︑というような面もあ
ったんじゃないかな︒

俘藤 楽選可能性という点からいったら︑とてもじゃないけれど︒
海部 あのとき石原の周辺におったのは︑青嵐会の連中ですから︑
いまで早うならば亀井静香とか︒
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﹇ 亀井氏は﹈いまでこそ︑ですけ れ ど ね ︒

中山正琿とか︒

あれも北朝鮮派になったでしょう︒

そういう連中だ︒

これはだから︑選挙のときは必ず勝てると先生は思っている

海部
圧 倒 的に勝てる︒

投票環の前には︑だいたいこれで勝てるな︑と思った︒

わけでしょう︒

揮藤

海部 圧倒的かどうかは別にして︑負けることはないだろうと轡つ
た︒

伊藤 この選挙のときに︑石原さんなんかと謡し合ったことはない
んですか︒

海部 話し合いましたよ︒けれども石原自身にもいろいろとお金の
問題があって︑購乏しとったけれど︑ ﹁あんたの場合は許容範囲だ
な﹂と書って︒石原自身にもほかにいろいろなことがあって︑山中
貞鋼が初め石原慎太郎の推薦人になっておったけれど︑その推薦人
を直前に辞退したんだね︒それで門海部︑やっぱりおまえのほうが
立派だよ︑きれいだよ︒おれは向こうの士爵人は降りるんだ﹂と煙
った︒それは投票ヨの問近ですよ︒慌てたろうと思うな︒

■海部内閣組閣唾︵官房長官︶
俘藤 それで選挙で二七九票を獲得したわけですから︑圧倒的な支
持を得たと言っていいんだろうと思います︒そこで組閣ということ
になります︒実際に組閣になった揚合︑歴代総理はどうかわかりま
せんけれど︑中曽根さんなんかは﹇期僚を﹈自分で決めたんだろう
と思いますが︑ご密分の考えだけで組閣するというわけにはいかん
でしょう︒

海部 ですから︑だいたいここの村からはこれぐらいの入が来るだ

ということはわかっていますね︒それから特に一︒

自薦もあるんですか︒

見事に外れたんですね︒

すぐに繊ちゃったけれどね︒あれは驚いた︒だってそれは直

よく組翻のときに︑組閣参謀というのがいるという話がありま

が出たというんだ︒

週刊誌を買ってきて︑そういうゴシップ種を読んでおる余裕や心の
ゆとりもなかったから︑週刊誌に出たことも︑あとからひとに言わ
れて︑ああそうかと思った︒かの有名になった三本詣か二本指の話

前に週刊誌に出たんだな︒ところが︑あんな翼下の︻大事の中で︑

海部

楠

れちゃうじゃないですか︒

海部
﹁やらしてください︑ぜひお願いします︒私はやらせてもら
わんと落ちぢゃう﹂といって︑選挙の語だ︒ ﹁おまえ︑選挙のため
にやっているんじゃないよ﹂と言ったんだけれど︒
伊藤 やはり官房長官は本当の腹心でなければ駄圏でしょう︒・
海部 腹心でなければ至りますよ︒
伊藤 それを選ぶことは自分としてできるんですか︒
海部 だから︑ ﹁そこだけは聖域だぞ︒宮房遷宮を誰にするかとい
うことは塞域であって︑よその人が自薦・他薦してきても︑それは
お任せいただきたい﹂と言った︒
撰藤 それが山下﹇徳夫嗣さんですか︒その山下さんはすぐにやら

便藤

けは÷命に調べておかなければいかん︒ 一番いいのは︑と思ってお
つたけれど︑ 官房長官にも︑みんなが﹁われこそは︑われこそは﹂
という自薦・飽薦組がいっぱいおるんだから︒

言うかな︑

それは現有勢力で考えるわけですか︒
あの頃は︑派閥の大きさで決まっていましたからね︒
だいたい慣例傷しているわけですか︒
おおむねですが︑私のときにはそれだけでは済ませませんで
したから︑ 私個人の我を逓した人事もありました︒それは︑なんと
いまだから言ってもいいと思うが︑官房長官の下半身だ

海俘海俘ろ
部藤部藤う

楠
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俘海伊海佐
藤部藤部道

すね︒先生の場合は︑そういう存在があったんですか︒
俘藤 やっぱり︑金丸さんと相談しないわけにはいかないでしょう︒
海部 金丸︑竹下︑安倍︑この三人はいろいろ協力してもらわなけ
生みの親でもあるわけだから︒

ればならないし︑人材も出してもらわなければいかんから︒
撰藤

海部 けれど竹下は︑麿分があれをした余韻がまだ冷め籾っておら
んから︑二度自をつくった寧野がまた失敗したからということで︑
あまり表向きのあれはなかった︒だから﹁海部さん︑うんと気をつ
けなければいかんよ︒そういったことを調べ上げるのはやっぱり後
藤田﹇正疇﹈と翔島門広守﹈︑この二人の話を聞いておけば間違い
な い だ ろ う な ﹂という︒

伊藤 それでも山下さんは引っかからなかったんですか︒
海部 引っかからなかったんだ︑ヤマトクは︒僕は後藤畷さんとあ
まり受けが良くないんですよ︒向こうもおれの顔を見ると︑三木武
夫のことを思い出してね︒最初の選挙のときに叩きに行ったんだも
の︒

楠 久次米健太郎さんですね︒
海部 こっちが謁したのは久次米健太郎でしょう︒だからその後藤
弱のところに行って︑しかも田中角さんの直系の家来だと思ったけ
れど︒測島広守を呼んで︑おまえは官房副長宮を続けてやってもら
うから︑そのつもりで︑と言ったことがあるんですけれどね︒
﹇※竹下内閣のときから︑事務の要語副長宮は石原儒雄氏﹈
組閣顧問ですよ︶組閣顧問ですね︒

楠 そうすると︑金丸︑竹下︑安倍というのは︑組閣参謀というよ
りは︑事前に相談をする︵伊藤

伊藤

それができるんですね︒

﹁よし︑わかっ

﹁これを今度言うし︑

海部
門並って頷く︺ 僕は僕なりに︑議運︑團認でそういうとこ
ろを揮さえておけば︑劉会もうまく行くだろう︒だから自分の我が
通せる面は︑通させてくれと頼めばそれでいいだろう︒金丸さんと

いうのは颪白い人で︑事前に頼みにいって︑

こういうことをやるから頼みますよ﹂と鞭つたら︑

た﹂ということで︑あまり文句を雷わなかったですからね︒

﹁わかった﹂と雷うと︑本当にわか．るんですか︒

門いや﹂と書うようなことはない︒

本当にわかる︒

あとで︑

あれは︑そういう二心︑二言はなかったですね︒

やはり然諾を重んじるというのが大事なことだと思いますが︑

よく変わる人がいますからね︒ 前はこう言ったけれど︑実は︑と雷
う入が︒

海部 あの入は︑そういう点はなかったな︒
伊藤 各派閥から候補者が出てくるというのはどういう形で来るん

それは各派の中に︑われこそは派のあれだという自薦飽薦の

ですか︒

海部

窓口がおって︒

伊藤 どの窓日を信じていいか︑わからないじゃないですか︒
海部 わからない︒だから︑名筆は争うのをやめますが︑僕のとこ
ろまでわざわざ来る︒まだ組閣をする前だが︑こっちがホテルオー

クラに隠れておったら︑ちょっとお羅にかかりたいと書って︑自薦
する人がそこに入ってきた︒ 門私はこういうことで羅拝まで苦労し

て︑直接尋ねるわけです︒

て︑今度なんとかしてもらわんと落選しちゃうから隔と峯落に引っ

それで官欝長野だけは聾域だとすると︑野望さんを聖上長官に選ん
で︑由下さんと詰めていったわけですか︒
海部 山下を選んだのは︑大きな声で言えんけれど︑あれは金丸邸
の奥座敷にも入れる関係があったし︑あのとき政権を安定させるた
めには︑党内の爾巨頭︑竹下登と安倍の両方をちゃんと押さえてお

楠

そもそも派閥の親分が名簿を提出するという語をよく聞きます

それから︑ ﹁自分の派をまとめた﹂と言って持ってくる入もある
から︒それは本当か嘘かは︑悪いけれどもその派閥の親分に電話し

かけて言うのが一番いい物言いだな︑ああいうときは︒

かなければいかん︒
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掻海伊海俘
藤部藤部藤

が︑そういうことはなかったんですか︒各派霧から︑派閥のボスを
伊藤
それはあったんですよ︑過去形で言うと︒

よくそういうふうに言われていますね︒

経歯して名簿が出てくるということですが︒
溝部
こ の と きはどうですか︒

女性が二人入られましたね︒森出さん﹇環境庁長宮﹈と高原

繍海部内翻組閣2︵女性入閣︶
佐道

﹇須美子嗣さん﹇経済企画庁長官﹈︒しかも高原さんは畏間ですね︒

これは内閣の特儀を鐵そうということで︑先生がお考えになったん

轡藤

海部 僕のときですか︑なかったとは言えないよな︒密封した手紙

ですか︒

釘人か名前が書いてあるんですか︒

海部 はい︑あのときは物価の問題が非常にありましたね︒そして
物緬が上がるのはよくない︑ ﹁悪性インフどというような書画も
たしかあったと思う︒それからいまとちょっと事清が違ったかもし
れんが︑僕はやっぱり有権者は男女と分けていいぐらいある︒だか
ら女性の声を大切にしなければならんということで︑初めから女性

が来て︒

伊藤
複数だ︒だから僕は︑

門はっきり書うと︑あなたのほうから

海部
は複数のご推薦は受けませんから﹂と報う︒

撰藤決まった数でくれ︑ということですか︒三入なら三人︑二人
なら二人と︒

を採りたい︑採ります︑と雷っていた︒そしてそういう

般から女

海部

うん︒

揮藤 そうですよね︒こっちに責任をおっかぶせられても大変だ︒
海部 そうそう︒みんなそんなことで︑書いたらそれを霞分の家来

性を選ぶとなると︑よそから誰薦してくる人はあまりいい人がおら
んですね︒そこで︑自分で考えて︑自分で電話した︒それは当たる
も八卦︑当たらぬも八卦かもしれないが︒
そうしたら︑どうして高原と森山ということになったのか︒その

﹁鴛らを推薦しておくから︑入らなかったら︑

君のカが足りないのか︑総理の海部が悪いのか︑どっちかだ隔とい

ときぽかにも候補者はありましたよ︒断わるんだよ︒僕は例えば曽

門この通り︑ここに名前が載っているじゃないか﹂と︑複数だ

に こ そ っ と 見せて︑
うわけだ︒

楠

理湊は何ですか︒

らってくださいよ一と言ったんだけれど︒

野綾子さんなんかをぜひ入れたいと思ったんだけれど︑あの旦那
﹇三浦朱門扁が断わりに来たんだよ︒まあそれは︑奥さんが断わっ

伊藤

一曹だったな︒

っ た ら 雪 え るわけですね︒

海部 そう︒だから﹁複数では駄目だ﹂と言ったんだな︒そういう
ことの注文で︑やんわりと嫌味を込めて︑ようあんなことを言って

海部

ご本人が持ってくるんですか︒

楠

俘藤 高原さんは昆問ですね︒だけど森肉真弓さんのほうは議員で
しよう︒森由さんはどこの派だっけ︒

てこいと言ったんだろうな︒ ﹁そんなこと喬わずに︑ぜひなっても

きたな︑と思うのが宮澤さんですよ︒ ﹁宏池会はいろいろ事情があ
りますから漏といって︑たくさんの名簿を持ってくるから︑これは
佑道

いや︑お使いが来ます︒

俘藤

やばいと思った︒

海部

そのお使いかが下用できるかどうかも闘題だけれど︒

まあ︑そういうことですよ︒

やっぱり河本派からの推薦ということですか︒

河本派︒

炉藤

海部
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楠 でも当選圓数は少ないですね︒このときは参議院だったんじゃ
ないですか︒

海部 いや︑あそこの旦那さん︑ご国人﹇森山欽司﹈をあんた知つ
とるでしょう︒あれがまあ︑河本さんのところに行ってゴマをすっ
て︑ひらごまのようになって︑ただでさえ頭の上がらない︑美人で︑
これを一つぜひという強い自薦があった︒

問題は全部すっ飛んじゃうからいいよ﹂ということをわが友が言っ
てきたからね︒

伊藤 勇性閤題ということはないかハ笑い﹀︒それはわかりますが︑
今度は自分の腹心でなくてもいいんですか︒
海部 もうしかたがないね︒そんなに腹心がたくさんおるわけじゃ
ないから︒

楠 じゃあ︑もつばら対外的な顔として選んだということですねゆ
海部 もうそれ以外︑ないです︒しかも選挙に勝たなければならん
という至上命題が僕にはあったから︒
伊藤 そうすると︑実際の官蕩長官の役割をしてくれる官房副長官

だから︑婦入も入れるということは僕も初めから決めていました︒
そうすると︑それに恥ずかしくない婦人ということになる︒あの入
も労働雀の婦人少年局長の頃は︑僕は政務次宮で初めて行って︑仕

事ぶりを見ておったんだ︒そんな陵︑パリのOECDの総会に私が

がいればいいわけですね︒
いいわけです︒

政務次嘗で鶏本国代表だ︒そのとき︑楠なんとかという人も一緒に

海部

そのとき森山さんもいたんですか︒

楠 このときの翻長宮は︑政務のほうはどなただったんですか︒
海部 これがまた曰く國参与きで︑志賀節というんだ︒
楠 ああ志賀節さん︑面白い方ですね︒私が本を書くと必ず読んで
いて︑あとでいろいろ書評をしてくださるんですよ︒なかなかの文

行ってくれたことがあるんだよな︒このあいだ写真ブックを見てお
ったら︑頭の毛が黒い人が写っておったよ︒
伊藤

それの担任の局畏だもの︒労働省の婦警少年局長といってね︒

楠そうですが︒すっかり鑓くなつちゃいました︵笑い﹀︒
海部

人なんですね︒

きたんじゃないか︑あるいは公平に分けてもらってこなかったんじ
ゃないかと思うぐらい︑ ﹇指で頭を指す﹈堅かったんだ︒だからボ
ツとした︑爆全的な人気は沸かなかったね︒選挙区でも絶対大丈夫

三聡か四冊書いているんだ︒餓はそれと比べると︑ちょっと忘れて

という才女だ︒そのかう子さんというのは大変文才があって︑本も

海部 あの妹を知っている？ 脱線するようだけれど︑志賀節の妹
というのは︑志賀かう子さんといって︑志賀健次郎が圏の中に入れ
ても痛くないほど可愛がり過ぎたがために︑とうとう最後までお嫁
に行かなかったの︒志賀健次郎の最期を看取ったのが︑かう子さん

なかなか物怖じしないで国際会議でも物を言うなあ︑というのが︑

も た な いですよね︒

僕の第一印象にあるわけです︒聖堂に︑世論に支持される内閣でな
ければ︑このときは駄霞だと思ったから︒
伊藤

海部 撹論の支持を誘えるにはどういうことがいいんだろうか︑と
いろいろ考えてみると︑僕はやっぱりご家庭のお台所のことをよく
わかった女性が必要だと思った︒そうすると︑政治家でありながら
家庭の主婦の立場もわかり︑子育てもやり︑子供の弁覇もつくった
ことのある女性というのは︑蟹民のお台所の苦労も苦しみもわかる︒

物緬が上がる頃でしたから︑物価に費する敏感な反応もあるという
理宙で︑森山さんなんかは選んだつもりだった︒

だという圧倒的な支持はなかったけれども︑だから︑逆に言うと︑
どうしてもやりたいと書ってきたんだ︒

海部自薦組だ︒

これも自薦ですか︒

俘藤 実際︑さっきお話になったように︑山下徳夫さんの代わりに
﹁女を選んでおけば︑海部さん︑女性

佐道

それは一言で言えば︑

官 房 長 宮 に さ れるわけですね︒

海部
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伊藤 自薦組というのは結構多いんですね︒
海部多い︑多い︒
楠 このころは︑政務の嘗房翻長官は 人ですか︒
海部rはい︑敢務は一入です︒

そ う いうことですよ︒

楠 いまは二人ですけれどね︒じゃあ︑この志賀さんが一︒
研藤 いろいろ取り仕払らなければならない︒
海部

楠 長嘗が女湯で︑副長官が志賀さんですか︒
佐道 森山さん虚身も︑宮僚から政潰家になられて︑まだこの時点
ではキャリアはそんなに長いわけではないですよね︒ですから︑で
きた方といっても︑なかなか官房長嘗の役目というのは大変ですね︒
楠だから︑もっぱらスポークスマンだったんでしょうね︒
海部 素人の感覚を大事にして︑女性票︑お台所の票をとれという
願いがあったものだから︒そこでその官房長官で︑ああやっぱり壁
があったな︑と思ったのは︑例のハイジャックがあったときだ︒羽

照に緊急着陸させて︑どうのこうのとやったときに︑お芝居も打て
んし︑度鞠もないから︑見事に赤っ恥をかきましたね︒そういう限
界はあったけれど︑あのとき自民党がつくった不信感と︑陶下徳さ
んがやったこれ﹇小指を立てる扁の問題︑それを吹っ飛ばすために
は︑女性のさわやかな人がさわやかにやってくれなければいかん︑
ということで︑ああいうところに落としたんです︒

ただ︑国民の一人として眺めた場合︑どうなんだろうか︒そうす
るど︑あとでみんながいろいろ言うには︑ ﹁あの森由真弓さんとい
う人は頭が非常に切れるいい人だ﹂ということだ︒そうすると︑な
んというか︑人の心を歪むような暖かい人間的な体験や経験に基づ
いて物が言えるかどうかという点にクエスチョンマークをつけた人
がおる︒その点から行くと経済企画庁長官に入れておいた高原さん
のほうがうまく語ができた︒だから地方を圓る⁝日内界のときには︑
私は盆として高原さんを連れて行ったんだね︒

贋海部内閣総閣3︵党三役人事︶

伊藤 この内閣の人事は︑いまおっしゃったように各派薦から一応
推薦を受けてつくりますね︒それで党のほうはどうなるんですか︒
海部 党の役員ですか︒党の三役は︑インナーのような三人と連絡
をとって一︒ああ︑そうすると面霞い話があったんだよな︒三役
をまず決めなければいかんでしょう︒幹事長︑政調会長︑総務会長︒
それぞれ推薦が来ますな︒そして︑どうしてもこの人だけはとりた

くない︑という入もあるじゃないですか︒そうしたら直接組閣本部
まで電話をかけてきて︑文句を言われたことがあるね︒これは名前

を言わんけれどご想像がつくと思うけれど︑ある派閥の親分ですよ︒
一この人をどうしてもとってくれ﹂というけれど︑ ﹁それはいろい

ろなしがらみがあって︑どうしてもそれはとれません臨と書つた︒

そういういやなことも言わなければならなかったんですな︒

西岡さんはこの次です︒九〇年に選挙をやられて︑替わった

あのときのことは覚えていますか︒そのために派閥を除名された
のが一人おるでしょう︒党の三役にしたがために︒蕩岡﹇武央﹈で
すよ︒

佐道

ときですね︒

伊藤 小沢一郎幹事長というのは⁝︒
海部 小沢﹇郎はとかく嘩がある人だけれど︑おれはできる人だと
そうだと思いますね︒

思っておった︒

俘藤

海部 それで︑ ﹁どうだ隔と門小沢氏に整った﹈︒そうしたら︑
﹁直接私からは言えませんから︑総理からおやじに︵おやじという

俘藤

そうそう︑表懸切って断わることはありません︒

金丸さんは︑小沢さんはいいわけでしょう︒

のは金丸さんのことだ︶了解をとっていただけますか﹂と露つたな︒
海部
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はい︒

ですか︒

楠 じゃあ小沢幹事長というのは︑もともとは先生の構想だったん
溝部

楠 金丸さんから推薦があってした︑ということではないんですか︒
海部 そういうことじゃないです︒あのころ撃手の中で︑なんてい
うか︑一所懸命真面瞬にいろいろな仕事をする︒そして将来を期待
されている人である︒その麹莇に発売された門文藝春秋隔か何かで︑
各社の敬治部長クラスの座談会があって︑各派閥の将来伸びる可能
性のある人をピックアップしていたんですね︒そのときに田中派で
真っ先に贔ていたのが小沢︸郎であり︑もう 人は羽照孜だったん
だ︒小沢一郎と襲田孜が穣中派の若手の両横綱だという評価があっ
たね︒それから見ておってもやっぱりそうでしょう︒僕らも国会活
勲を見ておって︑これはやれる人だな︑と思った︒
拶藤 でもいままでのお話の中で︑小沢さんの名前はたぶんあまり

出て来なかったように思うんですが︑小沢さんとのおつき合いとい
う の は あ ま り ないんですね︒

演部あまりないですね︒むしろ韻中派で︑あの盤代では小渕との
つき合いが長かった︒

楠 早稲閃つながり︑ということでもないですか︒
海部 まあそういうことでもないけれど︑いろいろなしがらみがあ
って︑今度私が三民党へ帰って真っ先にやらされたのは︑青年海外

協力隊に関する小委員会の最高顧問として︑小渕優子委員長を助け
相変わらず︑万年青年だから︵笑い︶︒

てやってくれませんか︑という話が寒たからね︒
伊藤

海部 だからおれは︑よろしゅうございますよ︑と言って︒
伊藤 いいですね︒小沢さんが幹事長で︑総務会長が唐沢俊二郎さ
ん︑これはどういうわけですか︒

海部 たしかにそのときは︑三二根派︑ということを頭に描いたん
だろうな︒中轡根派も入れておいた方がいいよ︑党内バランスのた
めには︒中曽根派にどんなのがおるかといったら︑あんまり床の間

に座らせるような行儀のいい︑気品の高いのはおらんわけだ︒総務
会長といったら誰がいいだろうと思っていろいろ考えましたけれど︑
実にたわいないことだが︑唐沢俊二郎のお父さんというのは一︒
俘藤俊樹さん︒
海部 うん︑おれと名前が岡じでね︒内務實僚の権化だ︒もっと書
うなれば︑僕が文部大臣のときに政務次営をやったのが唐沢俊二郎
だ︒それで︑だいたい気心もわかっている︒中曽根派をあまり疎外
しておってはいかんよという声等もあったので︑それで漕沢俊二郎

にした︒あの人はあまり敵がいませんからね︒いや︑という引き技
は入ってこないんだ︒
海部

この人事のときでも中蛍根派は比較的おとなしかったわけで

はい︒

俘藤まとめ役としてはいいということですか︒
佐道

もちろん大臣ポストもいくつか配分しているわけでしょう︒

ええ︒

すか︒もう︑よろしゅうございます︑という感じですか︒
海部

そうです︒

俳藤
海部

拶藤 あと三塚﹇博﹈さんが政調会長ですね︒これは推薦ですか︒
海部 それはみんな安倍さんと相談しましたよ︒安倍さん自身もあ
のとき志を持っておって︑やれるんじゃないかという思いはいくら
かあったはずだし︑また漫問の評価も︑竹下と安倍は岡格に見てお

竹下さんが﹇総理に︸なるときは︑竹下さんと安倍さんと宮

ったわけですからね︒

伊藤

澤さん﹇が争ったん﹈でしょう︒筥澤さんなんかの立場から見たら︑

何が海部だ︑という感じなんでしょうね︒
海部 そうそう︒だから︑僕はよう忘れんけれど︑ ﹁あの人は一所
懸命やっていらっしゃいますよね︑しかし高校野球のピッチャーで

すね隔と言った︒プロδやない︑ということなんだ︒あったまに来

そうですよ︑批評家ですから︒評論家です︒

ることを言うからね︑あれは平気で︒
俘藤
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ほんと︒

海部

はい︒

なかなか嫌味なことをたくさんおっしゃる方です︒

揮藤 それでもう︑すぐに替える︒
海部 このときは︑たしかアメリカ行きの話が近づいておったんで

本 当 にそうですね︒

圃海部内蘭組閣4︵官房長蜜辞任︑各派閥の動き︶

佐道 そうですね︑すぐにアメリカにいらっしゃいますね︒
海部 すぐにアメリカに行ったんです︒アメリカに行くと︑アメリ

すね︒

俘藤 そういうことで︑いちおう党のほうも役員が決まり︑内闘も

闘題は関係ないから︒

カでは男女の間題とか︑それに対するけじめの付け方が大事だろう︒
だから︑まあしょうがない︑替えるとしても女性に替えれば︑女性

スタ⁝トする︒だけど先ほどのお謡にあった山下さんの問題で︑最
初にけつまずくわけですね︒せっかく女性問題で倒れた宇野さんの

撰藤

佐道 約二週懇で交替したということですね﹇組閣が八九年八月十

海部

当時はブッシュですからね︒
クリントンのことがあれば別だけれど︑

いや︑報時はなかったんだな︒

海部

まさかと思っている

アメリカはそれほど厳しいかどうか知りませんけれど︒クリ

後︑クリ⁝ンで行こうといったのに︑すぐ引っかかってしまった︒

日︑窟蔑長官の交替は八月二十五日扁︒

佐道
海部

ントンのこともあるし︒

これはびっくり柳天ですか︒

からね︑こっちは︒

そ れ も 半 月後ですね︒

俘藤

びっくりしたと潤時に︑こちらの最大の失敗だったと思った︒

楠

海部

佐道

と思いました︒

撰きずっておってもらったら函るから︒ ということで替えて︑そこ

国内的なイメ⁝ジもありますからね︒

もうちょっとしっかりと︑いろいろなことを調べなければならんな︑

伊藤．でも本当に腹心だったんでしょう︒それでもわからないんで

伊藤

佐進

門戸

閣内にいるんですよね︒

大蔵大臣ですね︒

橋本さんは何だったんですか︒

つたんだ︒山下徳夫が麹昆党に帰ったときは︑恥をかかせんように︑
幹事長代理ということでやってくれんか︑ ということにした︒

それから︑ 初めて私が選挙をやるときに︑いつまでもあれを

すか︒

で幹事長代理というポストに就ける︒ 橋本が当時党のほうにおって︑
いろいろ協力的にやってくれたから︑頼むよ︑ 根圃ししてくれとい

佐遵 霞下さんご自身は何か弁明されなかったんですか︒
海部 だって弁朗のしょうがないじゃない︒男女の関南だ︒僕はそ
の前︑長い間團民本部長というのをやったときに︑山下も翻本部長
の〜人にした︒翻本部長というのは五人ぐらいおいて︑各派から一
人ずつ出す︒それで全国遊説どか街頭演説に一緒に歩いたんですよ︒
だから気心もよくわかっておった︒けれども小指の話があるとは知
らなかったね︒むしろ︑あれは豪傑股だから︑小指のほうじゃない

と思ったんだ︒けれどもそうなったから︑この人はここで︑気の毒
だけれど辞めてもらわなければならん︒
伊藤 本人もそうなったら納得するわけですか︒

海部 要するに︑竹下さんがあれを﹇橋本氏を蔵相として扁とり︑
安倍さんは外務省のほうをやらせるということで︑権算してもらっ
て中山太郎をとったわけですね︒この二人は海部内閣が続く限り︑
置いておきましょうということで︑やっていたんですから︒その代
わりその二人には︑各役所のことを乗り越えて︑派閥の準代貸しに
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佐俘海
道藤部

なったつもりで︑それぞれの派閥の親分とは大なり小なり連絡を密
にして︑ツーといえばカ⁝のような感じにしておいてくれよ門とい
った﹈︒

佐道 中山太郎さんは安倍さんの信頼がそれだけ厚かったというこ
と に な る わ け ですか︒

海部 それはね︑複数の名前を出して︑例えば誰と誰と誰ぐらいだ
ったら︑僕の気持ちをすぐ伝えに行くか︑というようなことを闘い
たときに︑やっぱり中山太郎の名前も入っておった︒安倍さんから

それは向こうから言ってくれないと換るんですね︒

べってもらうようにしたのは︑そういうことです︒

まずその名前を畦かせるように︵吐かせるといった．ら悪いな︶しゃ
炉藤

﹁安倍ちゃんならおれに決まっておるから︑頼むよ﹂

海部 例えば︑これとこれとこれならいいよ︑と︒自薦組がいっぱ
いおったんだね︑悪い話だが︒いまも現存しておる人だから言いに
くいけれど︑

と書って僕のところに直接來るんだよ︑昔の伸間が︒それで︑そう
いう話をチラッとしたら︑あのときは加藤六月が俺のところにしょ
っちゅう幽入りしておって︑ 門それはちょっと︑とつちゃん︑待ち
なさいよ︑私がすぐ行って調べてくるから﹂という︒遜時こんな

︒それで渡して医して︑それはいかんからやめて

﹇電話機の子機を示す﹈ような格好の撲帯電話が初めて出て来た頃
だから︑それを持って︑ ﹁新兵器を待っていってくるから﹂といっ
て︑順天堂だったか︑安倍が入院している病院に走っていって︑そ
の携帯電話でかけて︑ ﹁私はこれであれしますから︑聞いてちょう
だいよ︑さっきの話を漏といって︑六鴛は自分が書いにくいことは

安倍さんには

俘藤

それはストレートに言うわけですか︑遠塗しに言うわけでは

なくて︒

海部 いや︑それは遠回しに言っておったんじゃあ時間がかかるだ
けで︑勘違いされてはいかんから︒ 門総理︑この次はひとつ私をぜ
ひ﹂といって︑単刀直入のほうが蘭象に残るし︑電話が入ったりお

客さんが来たりで︑ ﹁じゃあ今日はこれまでだ﹂といってやられる

ことは︑みんなそれぞれ知っているでしょう︒そこでそれを止める
ためには︑難しいんだけれど一︒そんなことがありましたよ︒
伊藤 やっぱり自薦ということをやるんだな︒
楠 永田町は違う国界ですから︒
伊藤 大学にもあるんじゃないかな︒
楠 大学には︑そんなにおいしいことがないですから︒
海部 ただ︑えらい誤解をされることもありますからね︒これは封
印しておいて︑まだしゃべっていないけれど︑死ぬ前にはその本人
には書ってやらなければならん︒えらい誤解して︑ひねくれておる
やつがおるんですな︒あのときあんたは私を拾って大臣にしてくれ

なかった︑ということをいまでも根に持っているやつがいるんです︒
そいつがこともあろうに慶慮大学の教授にあるところでしゃべった
んです︒その慶磨大学の教授は︑おれとはツーカーだから︑おれの

﹁あいつがこんなことを言っておるよ﹂とい

﹁あんた︑中間省略の話を闘いてきて︑つまみ食いの結論だけ

ところに飛んできて︑
う︒

を雷っても駄目だよ︒そこではこういうことがあったんだ﹂と言っ
たんだ︒

さん︑それは駄馬だ︒今度は駄鼠︒うちの申の秩序が裁れる隔と需

そういう人は︑われこそはわが派の名簿の一番に載っておる︑と
思っているんですね︒みんな自薦するぐらいの厚かましいやつだか
ら︒けれども︑あにはからんや︑調べてみたら︑推薦の中には入っ

おけと雷って︑完全に消えた候補者が㎜人おるんだ︒安倍が﹁そい
つはやめておいてくれ﹂と言えば︑それは仕方がないでしょう︒
俘藤 それはそうですね︒ヨ装入というのはあまり自愛推薦をやら
ないという一般的な感じがありますが︒
海部 そういうことは欝われておりますが︑この場合も薗己推薦に

われるので︑

﹁じゃあやめておきましょう﹂といってやめるでしょ

い﹂と書うから︑ 門よし﹂といって暮すと︑極めて睨瞭に︑ ﹁海部

ていない︒そういうときはまた︑ ﹁携帯難語で直接話をしてくださ

来たんですよ︒
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う︒やめるのは︑おれとその人との話し合いでやめたんだけれど︑
おれのところに莱て︑そこの書類選考で落ちたと誤解しちゃうんだ︒

けれどそれはしようがないからね︒みんな背負わなければならんけ
れど︑いっか話してやらなければいかんな︑と思っているんだ︑そ
い つ が 問 違 えるといかんから︒

伊藤 しかしそんなに自分を高く評顕している人が多いのかな︒と
にかく先生は︑体禰をつくって︑自畏党はどん底だから︑この次の
選挙に勝つということが最大の優先課題だということですね︒
海部 そうですよ︑放っておいたら︑自歯費主党はこれで終わりで
俳藤
そのつもりでこっちもやり始めたことだし︒

最後の総裁になるかもしれない︒

すからね︒

海部

灘海部内閣組閣5︵各省次嘗︑宮廷劃長官︑秘書官︶
梯藤 それで︑八月の終わりから九月にかけて︑アメリカ︑メキシ
コ︑カナダに行かれますが︑総理になられますとだいたい外務次官

佐榿

海部

撰藤

海部

いやいや︑村田はもっと後ですよ︒僕が総理になったときは︑

村頗﹇良平嗣さんじゃないですか︒

大 河 原﹇良雄﹈︒

このときはどなたでしたか︒

毎 週 ︑次官が来ます︒

が毎週ブリーフィングに来るんですか︒

海部
次 官 は 大 河 原だった︒

佐道 大河原さんは駐米大使を終わって︑八五年に松永門信雄嗣さ
ん が 駐 米 大 使になるんですね︒

海部ちょっと資料を見てよ︒
佐道 海部内閣のときは門外務次宮は﹈村田さんで︑そのあと栗凶
﹇尚一﹈さんに替わるんです︒

佐道

海部

村繊さんの前は麹谷門謙介﹈さんです︒松永︑柳谷︑村田︑

村磁の前は誰がおった︒

僕のところに説明に来た背の大きいのは大河原だろう︒いつ

賦払です︒

海部

大河原さんはこの頃︑経醐連の顧問になっていますね︒

も︑尺らそうに腕をついて︑資料をペラペラ見ながらやって︒

佐道

海部 何かの場面とこんがらかっているかな︒村閏さんだとしたら︑
ドイツ大使になっただろう︒

佐道 そうです︑駐米大使のあとにドイツ大使になられました︒湾
岸戦争の頃は駐米大使ですね︒
海部 そうそう︑あれは電語をしてきて︑ 門協力してもらうのもい
いけれど︑あれには使わせん︑これには使わせんとは︻切言ってく
ださるな﹂と言っていた︒

わかった︑わかった︑ごめんなさい︒三木内閣のときも︑お

佐道 それで湾岸戦争の頃は︑栗山さんが次官です︒
伊藤 最初は村霞さんが次宮で一︒
佐道 すぐに栗霞さんに替わるんですね︒
海部 野方とも思い出はあります︒大河原というのはどこで現われ
てきたんだろう︒あれがブジープイングに来るんだよ︒
佐道 それはもっとずっと前で︑三木内閣のときではないでしょう
か︒

海部

れはブリ⁝フは全部聞いたわけだから︒

海部

副長嘗として同席していたわけですか︒そうですが︒このア

署長宮︒

佐道 そのときに門大河原さんは﹈宮房長ですから︒
海部 そうそう︒三木さんは話がつまらなくなると思眠りをしちや
うから︑代わりに闘いておいて︑ちょいちょいとメモをしておいた︒
三木内閣のときに来たのが大河原だ︒ごめんなさい︒
伊藤 それ﹇大満原氏﹈が週に︸回来て︑そのとき海部先生は一︒

伊藤

メリカにいらっしゃる前には︑ブリーフィングはカチッとやるわけ
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ですね︒

海部

いまおっしゃった四人の秘書官のほかに︑交通整理の秘書官

そう︒

とても毎週〜回ずつはっきあっておれんから︒
僧藤 そういうことの交通整理は︑秘書官がやるわけですか︒

伊藤

や り ま すよ︒

拶藤 これは外務次官だけですか︒
海部 僕一人でやるときは︑外務次宮だけが︑ 入メモ取りを連れ
もいるんですか︒

海部

て入ってきます︒

海部

そうです︑務まりません︒

事務の副長嘗が有能でないと︑これは大変なことになります

いや︑交通整理の秘書嘗というよりも︑むしろそういうとき

俘藤

には副長官を使いますね︒事務の副長官ですね︒

ほかの省庁はありますか︒

海部 ほかの省庁も︑例えば農林省とか逓産省とか︑ブジ⁝ブイン
俘藤

それは定期的ではないんでしょう︒
海部

グに来ます︒

俘藤
定期的ではないんです︒

伊藤

と︑僕は思っています︒

川島さんというのは有能な方なんでしょう︒

伊藤

川島さん︒

長くなる慣例の最初は川島さんなんですか︒

役所から来る秘書宮のほかに︑先生ご膚身の政務の秘書官も

海部

俘藤

海部

最初のときの秘書官は︑秘書嘗という名前はもらえなかった

それはどなたですか︒

はい︑いました︒

いらっしゃるわけですね︒

佐道

佐道 その蘭は︑一年とか二年夏か︑そんなものですね︒
海部 だからああいうポストは︑︸年やそこらで替わられたのでは
駄囲ですからね︒あのときどうしたんだ︑とか︒
楠 そこで辛うじて内属の継続性が保てるんでしょうね︒
撰藤 そうですね︒あの事務の副長宮というのは葬常に大事なポス
トですね︒政務ももちろん大事ですけれど︒

海部

ね︒

楠 かなり長い間されていますね︒
海部 それから以後は︑長くなるのが慣例みたいになってきました

海部

副長官は石原借雄氏﹈︒

ね︒

海部
定期的なのは外務省だけですか︒

四入︒

このころは川島さんですね﹇※竹下内閣のときから事務の賞房

解藤

楠

海部

そういう人たちも︑絶えず報銭を上げてくるわけですか︒

︵楠

溝部 定期的でないのは農林省と通産省︒あのころ通商問題がテ⁝
マでしたからね︒それと警察がときどきご報告に来ます︒
俘藤 それから秘書官がいますね︒秘書官は︑防衛︑大蔵︑

俘藤
はい︑卜〜げてきます︒

警察︶︑外務と︑侮人かいるわけですね︒

海部

伊藤 そうすると︑情報としては総理大臣というのは非常に一︒
海部 ピンからキリまで上がってきます︒それを全部自分で考えて
背負い込んでしまおうとせずに︑これはそこに任せたらいいとか︑
これは返しておいたらいいとか︑きちんと整理していかんと︑とて
もじゃないが︑上がってくる話をみんな闘いて︑みんなやっておっ
て︑お願いしますといって任されたら︑たまったものじゃない︒
﹁もうちょっと粗ごなししてから持ってこい﹂と雷つたりさ︒

楠 定期的なブリ⁝ブイングというのは︑外務次官のほかに︑内調
の 塞 長 な ど も 来るんですか︒

海部 内調室長は外務次官より回数は少ないです︒毎週一贋来るの
は外務次官ですね︒内調の密長は︑傍の森瞬﹇雄二﹈君なんていう
のも静さなほうだったけれど︑いろいろ報皆に来てくれましたね︒
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な︑内閣調査員だ︒

調査員︒

それは艮航を完全に退いて移ってこられたんですか︒

﹇楠氏に向かっ

俘藤 じゃあ秘書官のポストがなかったのかな︒
海部 政務秘書官を総理任命で連れてこられるという捌度は︑あっ
たんでしょうが︑それをやるかやらんかは決まっていなかったもの
だから︑調査員という仕事だった︒それでヨ本航空の金石門清禅U
磐が︑燃料部長でいろいろ細かいこともよく知っておったから︑そ
れを呼んだ︒これは早稲濁の雄弁会の後輩ですわ︒こいつを連れて
きたのは︑雄弁会の後輩ですから︑超えば︑ ﹁おい﹂と需えば︑僕
の親しい各派の代貸し級のところに行けるわけだ︒例えば小渕恵三
なんていうのもよく知っておるし︑森毒朗もよく知っておるし︑三
塚もよく知っておる︒金丸さんのところには早稲照はおらなかった
けれど︑金丸さんの外遊のときにお供をしたこともあったりして︑
息急航空の秘書室長まで上がったから︑来いや︑といって助けても
らった︒あれはずいぶん便利に使いましたね︒
楠 その金石さんは秘書嘗に
︒
海部 最後は秘書宮になりました︒僕が秘書宮にせえ︑と書つたか
ら︒

海部

この方は︑いまもお元気ですか︒

最初は調査員だったんですね︒

黒鍵
い ま も 元気でおります︒

楠

海部

いや︑議員にもちょっとしたんだけれど︑

俘藤議員になったりはなさらなかったんですか︒
海部

て﹈覚えているだろう︑ほんのちょっとだけ︒
佐道

そうそう︒

楠．ええ︒

海部

顯訪米零︵ブッシュ大統領とのチータ・テート︶

伊藤 さてそれで︑時聞はあと五分余りですが︑アメリカに行かれ
た謡を︑できる限りでお話しいただきたいんですが︒このときはブ
ッシュ・パパとの会談ですね︒ブッシュとお会いになるのは初めて
初めてです︒

ですか︒

海部

俘藤 印象はいかがでございましたか︒
海部初めて会うんだから︑ずいぶんこちらもいろいろなことを考
えて︑まず初認面でどう言ったらいいのかということまで勉強会を

やった︒総理はどういうおつもりですか︑という︒外務省は大舅み
大舅ですか︵笑い︶︒

たいなやつ獄つかりだから︒
葎藤

そうですよ︑だって︑ ﹁外交のことはわれわれに聞いてくだ
さい︒われわれの言う通りにやってもらえば聞違いありませんです

海部

﹁私たちが振り付けますから︑そう踊ってください漏と︒

よ隔というような思いで︑みんなおるわけですから︒
伊藤

海部
﹁その通りお願いします﹂ということですね︒僕が振り付け
通りにやらないものだから︑それで困っちゃうんだ︒
それで︑ ﹁ブッシュに会ったときに最初にどう書ったらいいの
か﹂という話を聞いたんです︒そうしたら︑ 門非常に国内の政治情
勢の難しいときに白H分はみんなに支持された︒党内の各派で先輩方︑
婁力者が協力してくれる︒その人たちはみんな︑霞米関係は大切だ
から︑揖米闘係をまず大事にしろという︒そこで総理としては︑最

初にあなたにお目にかかって︑いろいろ忌憧のない意見の交換をし
たいと思うし︑今後のことがあったら︑何か言ってもらいたい﹂と
いうような︑低姿勢に出る丁重なものを用意しましたよ︒そういう
のがいいんだという︒

門それならわかった︒けれど俺のことだから何を㎝憂い出すかわか

らん︒最初に会ったときに︑どう言ったらいいんだ﹂と聞いたら︑

﹁鑑弩■℃話㎝疑Φ馨です︒アメリカは全部ミスタ⁝でいいんです︒

竃拶屑罎の嬉①騨と言ってください︒鴫︒霞闘×8隠窪畠とかなんとか
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書う必要はまったくありません﹂という︒

門ジョージ隔と言ったんだ︒

﹁冒本では年上の先輩のしか

そして﹇相手が謬うのは﹈ ﹁トシキ﹂ばかりだから︑ ﹁ミスター
・プレジデント﹂はもう通らなくなった︒ 門ジョージと言え﹂とい
うから︑

も経験を積んだ入に呼び捨てにするという礼儀も作法もないんだ︒
しかし僕は︑二度も文部大嘗をやっているんだから︑5本の教育で

ところが︑実際に会ったときには︑そんなブリーフは全く役に立
たなかったんですよ︒向こうはいきなり︑ 曙︒︒︒騒ごという︒
だいぶ違うな︑と思った︒それで何のかんの言うから︑
﹁窯ぴ勺触雷銘①緊︑なんとかかんとか﹂と言ったら︑

は初対懸の先輩は敬意を表して︑せめてジョージさんとか雷わせて

もらわなければ困るんだ﹂と露ったら︑ ﹇ブッシュがしたというよ

﹁累︒魯︒灘︒・ζ団昌鋤塁ΦδOo◎嬬σqρω帥団OΦ霞σq①︵おれの名前はジ露

ージだから︑ジョージと言えよ︶隔という︒だいぶ教わっていった

うに︑首を横に振る扁︒

アメリカ流でやれ︑ということですね︒

のと違う︒ごやあそれで行くか︑ということになりますな︒
研藤

アメリカ流でやれということだ︒こっちも︑こうなったらア

向こうも調べているんですよね︑徹底的に︒

撰藤

海部

﹁侮か言いたいこと

﹁どうしたらいいんだ﹂︒
﹁ここは一番︑時間を少しいただきたい︒日本の政治はいろいろ
話をして︑しかも業界がいつぽい絡んでおるんだ︒その業界には︑
票でも資金でも世話になってきた関係がいろいろある︒けれども今

アジア太平洋のためにならない﹂︒

うことでは︑すっ飛んでしまう︒それは霞米関係のためにならんし︑

のころは選挙がすぐ匿の前に予定されておったときですから︶僕の
最初の選挙は︑そんな問題でアメジカに行ってまけてきましたとい

結論を出そうと欝うけれど︑そんな簡単に結論を出せません︒ ︵あ

まったらそれを持ってきて︑下の方で話が始まる︒けれどもこれは︑

わがほうもできるだけ知恵を絞って︑その数に負けないだけのもの
を︑これもある︑これもあるといっていま集めておるところだ︒集

ぞ︒あなたのほうは︑たしかあのとき百六十何回環出してきたんだ︒

あなたに言いくるめられちゃうんじゃないか︑全部イエスと言って
飲んでしまうのではないか︑イエスマンになってはいかん︑という
のが︑いま日本の国内の大きな劇論だから︑私はイエスとは越えん

﹁ある︒あなたのほうがいま言おうとしておる講造協議というの
は︑二本にとっては大変な問題なんだ︒トシキはアメリカに行って︑

があるか﹂という︒

メリカ流でやれということだね︒そうしたら︑

海部 それでチータ・テート﹇籏＄・㌣藩8︵二入だけの差し向か
い︶﹈というのがあるんですよ︒そのときに︑ちょっと待たしてお
けといって︑テ⁝タ・テートは十五分とつてあるんだけれど︑三十
分になっても四十分野なっても終わらない︒待たしておけという︒
そのチータ・テ⁝トでなんという話をしたかといったら︑あのころ
は相当行き詰まった貿易摩擦の問題がありましたからね︒

門きょう初対面の需と話をするのに︑いきなりこういうインバラ
ンス是正の問題はふさわしくないかもしれんが︑しかし鴛の話を聞
いて安心したけれど︑日米関係の中で⁝番大きなブロックはこれだ
から︑取り除いてもらわないとうまくないよ﹂というようなことを
やんわりと向こうが言うわけだね︒
一時間ぶったという

僕が﹁Ωoo茜ρ厳幽霊︒Φoげ嚢︒貯ピ︒︒・ぎσq巴霧﹂といって︑ロサンゼ

ルスに降りて︑そこで日本人をみんな集めて︑
誕をした︒

﹁その中で主なことはみんなしゃべった︒というのは︑あなたに
会って語をするときに︑負けちゃって何もしゃべれないといかんか
ら︑言いたいことだけ︑昨日着いてすぐしゃべうてきたんだ﹂と雷
ったら︑

﹁けれども︑こういう関係でやりたいと思っているん

︑﹁読んだよ︵H訂くΦ冨窺︒恥巴目霧︑身︶扁とかいって︑カバンから

出してきた︒

だから︑けっこうだ︑なんでも書ってくれ﹂という︒
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﹃野党が敬意を取る

度日米関係のことを説くときは︑私はそんな次発ではなくて︑もっ
と高い次元で説きたいんだ︒しかし今度の選挙で負けたら一︒あ
なたのところの駐際大使︵アマコストだよ︑あのころは﹀はすでに
野党へ行って︑土井たか子のところに行って︑

可能性もある︑アメリカだってそういうことの繰り返しだったん
だ﹄というようなことを言いながら︑いろいろ話に行っているとい
うことも百も承知だ︒だから今度の選挙は一戸と言ったら︑ブッ

きい躍だということが心の底からわかった︒けれどもそんな大きさ
や︑見えるものだけではない︒私が感じ取ったのは︑あなたの国の

国罠の皆さんは︑みんな心が温かい人だ︑ハートが弊鴬に温かいと
いうことだ︒よくこんな国と事を構えたものだな︑という反省がい
まにしてある︒

のアメリカ旅行で︑ひとつだけこれは忘れられないなと思うのは︑

シュが︑

門トシキ︑おまえ勝てるのか﹂という︒自民党は勝てないという
ような報告が行っているんだな︒だから︑

カラ⁝ド問題だ︒そして僕があるところでそれを話しだ︒そうした
ら僕のところにすぐに反応が来た︒あれはよほどの馬鹿か︑本当の
アメリカの実情を知らずに物を言っているんだという批判が国務省
にも来て︑その手紙も僕は見せてもらっだ︒自分で自分から利口だ

ところが︑黒人問題というのがある︒私はこの黒人問題もある程
度調べてきて︑それに触れないほうがいいよと言われてきたが︑プ
レジデント︑あんたがおれになんでもいいから包み隠さず率直に話
し合える中になろうと需われたから︑敢えて言うけれど︑僕の最初

門勝ちますよ︑勝つから︑勝つためには︑勝てるような協力をし
てもらわんと︒おれは知らんぞ︑勝手にやってこい︑勝て︑ではい
かんから︑勝たせようと思ったら︑國内で社会党に一番昭かれてお
る臼米構造協議が悶題だ︒われわれからみても︑ピンと理解する園

とは雷わんけれど︑黒人闇題だけはなんとかしてもらわないと︑

願訪米2︵全体会議︶

門じゃあ僕も雷おう㎞ということになった︒

とをみんなに言ってくれよ︒何を言ってもいいんですよ﹄︒

門ああ︑さっきの話でいいんだ︒やってくれ︒そして︑それぐら
いやらないと日本の国内における選挙の問題は厳しいんだというこ

﹁僕は思った通り︑言いますよ隔︒

みんなおる︒そこに行って︑もう一轍やってくれ﹂︒

と全体会議になる︒そこに通商代表もおれば︑商務長官もおれば︑

﹁まあそういう話は︑ユ⁝からは初めて蘭くけれど︑前半に言っ
たことについては︑よく話そう︒それからテ⁝タ・テ⁝トが終わる

ないですか隔というような話をしたんだね︒そうしたら︑

からといって電車お乗り口も違う︑これも違うでは納得できんじゃ

冨⇔傷窪ohゆ審09︒諺もぽ窪Φ謹︒瓢窪というならば︑皮膚の色が違う

浅はそんなにたくさんいないよ隔︒
門おまえはどう言っておるんだ﹂︒

﹁とにかくわれわれは消費者の立場で物を考えれば︑物価は安い
方がいい︒あなたの国と比べると︑ずいぶん差がある︒だからその
努力をしょうといって説得はできるけれど︑まあ時問もかかるし︑
そんな言い訳ばかりしておると︑選挙というのは投票ヨになったら
それで終わっちゃうんだから︒今夏は最初の蓑敬訪問で︑チータ・
テートで率直な謡をする︒私はこれから自分の生い立ちや︑私の置
かれておる現状について率直に話す︒なぜ私がアメリカが聾きな国
になったかも話す︒全部索置に話すから︑それを聞いて理解してほ
しい︒

アメリカは非常に大きな翻で︑心も大きな国で︑物も豊かで︑一
九五〇年︑当選したばかりで最初に函会議員になった私をアメリカ
は招待してくれた︒アメリカ中どこでも妊きなところに行って︑侮
を見てもいいし︑何を賢ってもいい︑何を食べてもいいという︒そ
して︑アメリカ中を見せてもらってきた︒アメリカは広い圏だ︑大
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るから﹂と叢ったら︑みんなワーッと笑って︑ ﹁頼むよ﹂というよ

﹁まあまあ︑そこまでやってもらわんでもいいや﹂というので︑
﹁待たせてあります︒話の内容は黒部伝えて︑帰るや否ややらな

てから︑全体会議に行った︒三十七︑八分置約四十分ぐらい︑ブッ
シュと二人だけでそういう認をしたんですが︑ブッシュは門待たせ
うなことでしたね︒

海部 あのころアメリカには︑女性でなんとかさんといったな︑え
らい欝本語の上手な通訳さんがおって︑そこで予行演習をしておい

て お け ﹂ と い うんだから︒

俘藤 またそのときのアメリカ行きの蕗は︑続けてお伺いしなけれ
ばならんだろうと思います︒いまの全体会議の話も伺わなければな

白いお話でした︒

︿以上V

りませんし︑カナダとメキシコも行かれたとのことですので︑それ
がどういうことであったのかということも伺わなければなりません︒
それで恐れ入りますが︑主翼を決めさせてください︒今日は実に面

ければならん︒私の乏しい英語の知識で言えば︑器の︒◎類翁ひ5・でや

そしてあのころ︑僕はスピッツというあだ名を付けてやったけれ
ど︑商務長官でキャンキャンとしゃべる汐先がおったな︵佐道 力
⁝ラ・ヒルズ︶︒そう︑ヒルズ︒ヒルズ以下がみんな待っておって
︵伊藤 よけいカッカ来ていたんOやないかな︶︑そこでブッシュ
が︑ ﹁いまトシキといろいろ話をしたけれど︑彼はいま非常にシど
アな立場︵と欝つたかな︶に立たされておる︒それはよくわかる︒
お互いに選挙をやったことがあるものはよくわかるんだけれど︑い
まや日本の中では︑この問題について大変な誤解がある︒トシキは
そこで消費者の利益になるんだからやるんだ︑ということを︑相惑
勇気が要ったろうけれど︑自分にも言ってくれた︒だから今ヨここ
で片を付けようとは思わん︒ ︵ヒルズに︶いいか︑選挙が済むまで
は黙って待っていろ︑お互いに理解はしておる﹂と雪つた︒
﹇ブ ッ シ ュ は ﹈

初めのところで︑そういうやり取りがありました︒それで膚の荷
が ま ず ひ と つ 下りて︑やれやれ︑だ︒

門昨日︑私の前に来て書う前に︑これだけ雷いたいことがあるん
だということをロサンゼルスでやってきた︒あれを読んでみたけれ
ど︑あとからまたみんなも手に入れて読んでもらうから﹂というこ
とで︑最初の会合は非常に鞠気藷々と︑轟ζ貯巴二巳簿ω鼠降魯昌σqは

深まったけれど︑一致しない点があるということもはっきりわかっ
たわけですね︒けれどもそれだけ言ってしまえば︑こちらも膚の荷
が下りるから︑どうするんだという話をしたときに︑私は︑
門霞本の総理大蓮宮邸の中にこの間題のタスクフォースをつくる︒
官房翻長官を長にして︑各省の専開家を全部入れる︒今日も実はそ
のへんに来ておるけれど︑よろしかったらここにご紹介させてもら
っ て も い い けれど﹂と言ったら︑
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第26囲

オーラルヒストリー質問項目

（2004年2月2H）
1．今園は先生の総理時代のお話をお願いします。前圃は、89年8月30Nから9拷10日
まで、アメリカ・メキシ灘・カナダを訪問されたときのお話を途中までうかがいまし
た。その続きがらお願いします。ヅッシュ大統領にお会いになったときの印象などは
お聞きしましたが、その他で印象に残られた方などおられますか。
2，前回のお話でも少し鳩ましたが、9月4日から日米構造協議が始まりました。貿易不均
衡をもたらす構造要因の改善を一年閥にわたって協議しようというものです。大店法
改正、公共投資拡大、独禁法強化などが課題になっていくわけですが、いずれも国内
的には対処の難しい問題でした。臼米構造協議について先生はどのような見通しをも
っておられたのでしょうか。
3．着脳会談や構造協議に関する会談等以外で、このときの訪米でEP象に残っておられる
ことは何でしょうか。

4．アメリカの後、メキシ識、カナダも行かれていますが、それぞれのご印象などお願い
します。

5．給月t臥初の政府招待でPしOのアラファト議長が来日し、先生と会談しています。
霞本としても積極的に中東和平に関わっていく姿勢を明確にしたわけですが、このと
きの中東潤平への取り組み方などについてお願いします。

6．岡じく10月1ヨに参議院茨城補選で自民党薪人が当選L、自民党への逆風を止めるこ
とができました。その後、同月6日に先生は無投譲で自罠党総裁に再妊され、所見発
表で「政治改革」の必要性を強調されます。無投票再妊の経緯および峯時先生がお考
えになっていた「政治改革」の方針などについてお聞かせ下さい。

7，11月8日、梅漂猛氏を座長に、総理の諮問機関である「2准嵐紀へ向けてE指すべき社
会を考える懇談会1の初会合が開かれました。21毯紀における政治・地球環境のあり
方、日本の伝統文化などを検討する委員会ですが、これを発足される経緯等について
お願いします。

8．ll月10日、ベルリンの壁の取り壊しが始まりました。東欧諸国は一気に民主化に向か
い、冷戦も12月の米ソ・マルタ会談で終了ということになりました。戦後の国際秩序
が大きく変化を始めたわけですが、先鑑はこの問題をどのように見ておられたのでし
ようか。また、外務省などの分撰はどうだったのでしょうか。
9．12月1日、自罠党は消費税見直しを決定します。そもそも10月2iヨのeg 116臨時国会
の所儒表明演説でも消費税見直しについては触れておられました。12月に決まったの
は、食料贔小売り葬課税、家賃・教育・出産費さども非課税にし、福祉目的というこ
とです。消費税問懸について先生はどのようにお考えでしたか。また、この見薩し問
題で中心的な役割を果たしたのは誰でしょうか。

10．

岡じく12月1H、フィリピンで圏軍約2000人の反乱がありました。マニラ相内

で銃撃戦もあったわけですが、フィリピンはB本との関係も深く、在留邦人も多いわ
けですから犠報牧集や邦人傑護体剃をどうするかといった問題がすぐに生じてきたと
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思いまず。総理として日本の体制についてはどのように見ておられますか。

11

隼明けそうそうの90葬望月8Hから18日、先生は欧州歴訪に行かれます（西独・
べ．ルギー・フランス！イタリア・イギリスtバチカン・ポーラン鐸・ハンガリー）。こ
のときの訪闘の主§的および印象に残っておられるこ「となどお願いします。

12．

1月24日衆議院が解散され、2月18B投票、275議腐（最終は286）を獲得しま

す。海部内閣として最初の選挙であったわけですが、先生は「体ffl選択の選挙」を掲
げて戦われました。このときは受上初めて「党首公開討論会」が行われためをはじめ、
全ge 1万4500キロを移動して応援されるなど大変な選挙だったと思いますが、この選
挙について、取り組み方、とくに力を入れられた点などお願いします。

※今圓は以上のような質問についてお願いします。
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穗現在の政局から︵自衛隊イラク派遣︶

鷹訪米3︵B米構造協議︶

した︒

狸藤

お二入で︑ですか︒

そうです︒ヒルズなんかが腕まくりして来ておるから︒あの

﹁いいや︑いいや﹂というのは︑β米構造協議の話ですか︒

海部 ええ︑二人で︒そうしたら時間が長くなりすぎたので︑ ﹁そ
ろそろ行っていただけませんか﹂という連絡が来たけれど︑ブッシ
ュが﹁いや︑いいや︑いいや︒待たしとけ﹂と言ったことがありま

伊藤

やりました︒

う︑馬の馬蹄を投げる輪投げみたいなものがあるのさ︒それを私も

海部 首脳会談の初めまでですな︒ブッシュと会ったまでですから︒
ブッシュの執務室の前に運動場があって︑そこでホースシューとい

前回総理の時代のお話を伺いまして︑最後は 九八九年の︑

伊藤

⁝・：このあいだのイラク派遣のときは︑先生は議会にご出席

伊藤
いました︒

でしたか︒強行採決をしましたね︒
海部

伊藤 まさか先頭に立ってやったわけではないでしょうね︒
海部 先頭に立ってはやりませんが︑事︑ここに至って︑葭本の今
日的な立場を見ると︑どちぢに与するか︑応援するか︑ということ
になってくる︒僕の場合︑特に前躍の湾岸のときの経験があります
︑から︑それなりの手当や配慮は十分しなければならんけれど︑やっ
ぱりやらない︑というわけにはいかんだろうと思います︒
撰藤 それはそうです︑当然です︒
海部 それで︑そういうことを言ってやりました︒
僧藤 何か︑盛りを過ぎたような三人のりーダーが欠席したりしま
したね︒あれは何の意味だ︑と思ったんですが︑よく意味がわから

海部

スピッツが︒スピッツと書ったら侮蔑語になるな︒
伊藤 いや︑甥に︑可愛いじゃないですか︒

ない︒

海部 野党が少し変わったということは別にして︑与党と政府のほ
うも︑つまらん議論をしたでしょう︑機闘銃︻丁はいいが︑二丁は

スピッツに侮学的です︒

かまわんですか︒キャンキャン言うから︒

海部
楠

いけないとかね︒﹂それはそういう澗題じゃないんですよ︒

楠 仮に犠牲者がでたときに︑どう対応するかが大変ですね︒引き
揚げるわけにはいかないでしょうし︒

佐道 スピッツは可愛いですね︒
海部 ただ︑ブッシュ上身も︑ヒルズを手に負えないように思って

それから︑正当防衛のとき以外銃を使ってはいけないという︒

厚層

ればいいんだ﹂とか言って︑⁝駈懸命輪投げをやっていましたよ︒

やっぱりアメリカ人も女性に弱いんですかね︒それで︑ブッ

初めから向こうは構造協議のことを頭に描いておったことは
間違いありません︒

海部

シュさんにお会いになって︑すぐ構造協議になるわけですか︒

揮藤

おったことは事実ですね︒だから︑ 門トシ︑ここで二人でやってい

そんな籾断は︑現場で音がし始めたり︑ピシピシ弾が飛んでくる状
況になったら︑理性はあまり働かないと思うんだな︒そういうとき
に侮も譲臆していない慮衛隊に︑隊畏の撫揮に従えといっても︑
こで摺揮をしたことがない隊長がどういう指揮をしたらいいか︑
後は人間︸人ひとりの良心の判断になるわけでしょう︒
俳藤 そうですね︒それはしょヶがないですよ︒

ブ93一

アメリカ︑メキシコ︑カナダご訪問でございました︒そこでブソシ
ュ・パパと会ったというところまでお話を偶つたと思います︒

最そ

海部

俘藤

首脳会談が終わったところで︑

設問的に︑ほかの雑談もしておりました︒

時 問 的 にはどうですか︒

﹁早く﹂というのは︑どこに

色合
行かれるんですか︒

ても言い切れない問題もあろうし︑時間の関係で︑今日はこれまで
よ︑なんて言われると駄§だから︑僕の言いたいことは全部書って

おこうと思って︑アメジカに上陸したら藏ちに︑日本人会に頼んで︑
講演をやったんですね︒そのときに僕がどういうところで注意され

て使ったのか知らんが︑ 門これは日本の消費者のためになる︑とい

﹁それは腹心だ︑

海部

う気持ちで私は取り組んでいくつもりだ﹂といった︒

門早く﹂と言われたけれど︑あのときは︑

そんなに早くはできつこないし︑選挙が済むまでは設問を稼がせ
いや︑︑そうではなくて︑首脳会談が終わって︑輪投げをやっ

ろ㎞といった︒

伊藤

伊藤

それはお帰りになってからですか︒

まず︑アメリカにいる間の話を伺いたいと思いますが︒

絞られてきておりましたからね︒

私の内閣の宮房副長官をヘッドにして︑各省の担当局長︑少なくと
もそれ以上の︑政策に発需力があるものが集まれ︒あの頃は問題も

ちらも舛画しなければならん︑だから中間報告に書けることをとり
あ︑尺ずやろう︑ということにした︒ただ中間報告までも︑黙って腕
を組んで考えているだけではなくて︑やれるだけのことがどうした
らできるかを考えてみろ︑そのための準備委員会もつくる︒それは

部集められるようにしておいてくれ︑こちらがやるんだから︒
伊藤 それはアメリカに出かける前ですか︒
海部 いや︑出かけてから︑向こうの話で︑どうも早く結論が欲し
いようだ︑デット・リザルトと言っている︒結論が欲しいなら︑こ

海部 いや︑向こう門アメリカ﹈から電誕で連絡したりして︑なる
ほど早い方がいいから︑さあといったときには︑そういうものが全

貴重

でが解決できるか︑ということをやったわけですね︒

そして︑あのとき官邸に石原信雄という官房副長宮がいました︒
その下にタスクフォースを作って︑各省からこの懸題に行き届いた︑
少なくとも局長級以上を出せ︑その場で返事ができるように︑とい
うことで︑アメリカから来る問題を全部そこで受け止めて︑どこま

までかかっても無理だ︒

そしてアメリカに対しても︑出すなら競題を出してくれ︑こちら
も問題はいっぱいある︑だからすぐに成果を見せろ︵デット・リザ
ルトと書つたかな︶︑結黒をすぐ寄こせ︑というのは無理だ︒来年

て一1︒

海部 輪投げをやって時間がなくなった︒
伊藤 何のための和書がなくなったんですか︒その後の予定は何な
んですか︒

海部 ブ．ッシュに会った後は︑反省と情報交換を霞本側だけでやる
ことでした︒あのときは三教構造協議の闘題が︑その前のサミット
で約束されているんですね︒けれどその約束を受けて︑すぐにやっ

てくれ︑早くやろうというので︑あるいはあのときこちらが人生意
気に感じてもらおうと思って︑選挙が済んだ直後に電話をもちって︑
そこで約束して︑飛んでいったんです︒けれども︑ああいったこと
も後から考えると︑それで二本側は逃げている⁝⁝わけではないけ
れど︑言うべきことは円いに来たんだという姿勢を示したつもりで
はおりました︒

当時の薪聞の政治漫画にも︑ブッシュが前を行く︑ポケットから
ス﹂パi三〇一なんていうテ⁝プが出ている︒おれが門ちょっとそ
ればしまっておいてくれ︑そんなものはちらっかせないでくれ﹂と
いう︒そうしたらブッシュが﹁云えの︑いろいろ言うじゃないか︑

黙つとれ隔という︒漫画ですよ︒あのときは︑あれがとにかく最大
の問題でしたから︑なるべく惹く逃げなければいかん︒けれど黙っ
て逃げたのでは︑何のために選挙直後⁝︒帰ったらすぐ國会があ
ったはずですから︑そこでは言うだけのことは言わなければならん︒

言うだけのことを言うためには︑ブッシュと一対〜になったらと

ブ94

海部

伊藤
はい︒

それはギブ・アンド・テイクということですね︒

ヒルズの印象はどうでした︒

伊藤

はい︒

そのへんが⁝番印象的な入たちですか︒

ん︑あんただよ﹂と号濁ったら︑それが彼にとっては満足であったの

ろいろなことを聞かされていたものだから︑ベイヵiさんとは初め
から︑ 門あなたのお友達のミスター竹下が私に注意したことがある
けれど︑一番気をつけて物を言わなければならんのは︑ベイカーさ

俊道 ベイカ⁝国務長官はいかがでしたか︒
海部 ベイカーは大人物ですから︑あまり細かいことをギヤンギヤ
ン書わないんですよ︒体も大きいし︑のっそりしておる︒ベイカー
は竹下の頃の財務長宮のカウンターパートなんだ︒竹下さんからい

海部

も真心霞に受け答えはしてきました︒

ね︒だから．恥の人はとても一筋縄では行かんな︑と思った︒それで

りなよ﹂と言ったんだ︒ルソクス・ライタ神経質そうな細い女性で︑
女性としての魅力はあまりないんだよ︒
押藤 そうですが︒それは残念だ︒
海部 非常に冷たい感じで︑キャンキャンと書ってくる感じでした

海部 ヒルズは︑僕がスピッツというあだ名をつけたぐらいでキャ
ンキャン言うから︑通訳に︑ ﹁もっとゆっくりしゃべれと言ってや

伊藤

れ﹂ということでしたね︒それからもちろんのこと︑ヒルズ︒

まだ副長官でもなんでもないのに︑ 門陰本撫当で日本のことが﹇番
わかるのはこれだから︑トシキ︑遠慮なくこれに雷ってやってく

海部 そのときですか︒いまから思えば︑副大統領になっているチ
ェイニーが国防長官か侮かでした︒チェイニーと会いました︒それ

たか︒

ブッシュさんのほかに︑どういう人たちにお会いになりまし

から︑このあいだも行って会ってきたけれど︑等等副長官︵佐道

伊藤

海部 そういうことを考えながら︑終わってからみんなで集まった
ときには︑そこで釘も台本も種本もなかったけれど︑これはうかう
かしておられないから︑帰ったらすぐやろう︑少なくとも姿勢だけ
は見せないと︑臼本は臼だけだと言われたら困る︒
伊藤 その欝本側というのは︑随員がたくさんいたわけですか︒
海部 各雀庁からみんな来ていました︒だから︑そんなにたくさん
ぞろぞろついて歩かれてもしょうがないから︑問題になっていると

ア⁝ミテージ︶︑あの頃からアーミテ⁝ジは戯張っていましたよ︒

でも全部問題になっていたんじゃないですか︒

こ ろ だ け に し てくれと誤った︒

揮藤

海部 全部問題だった︒二二二十項霞あった︑こんなに厚い書類が
あったんですが︑霊として日程に上りそうな大問題は︑例の大事法
と言われたものと︑スーパーコンピュータの問題︒特に大学が狙い
打ちされたけれど︑大学の研究藤はあのとき︑たしか一台も買わな
かったはずですよ︒それに関するタスクフォースだけは導く作って︑

炎雷力があるのが出て来い︑ということで︑アメリカにおるうちに
いろいろ相談を始めて︑それを刻々毎晩東京に連絡を入れて︑石原
副長宮に準備だけは始めてくれ︑といった︒おれが帰ったらすぐ報
告するけれど︑アメリカとはだいぶ温度差があるよ︑こっちは選挙
で勝った勝ったと喜んで︑ ﹁あれは春まで持っていけばいいや﹂と
いうのが当時の書葉にはあったけれど︑そうはいかない︒終わった
らすぐに着手して片付けなければならない︒

なぜならばヨ米関係は非常に大切だということだ︒私は三木内閣
のときから書われ続けてきましたからね︒そしてアメリカがあの頃︑
直接は関係ないのに︑ ﹁日本はわれわれをもっと助けろ︑知らん顔
をしてこんなことをやっておったらいかん︒われわれも議会と戦っ
ておるんだから︑議会と戦うその目指すところは︑日本と岡じじゃ
ないか︒だからわれわれに少し︑議会を説得するだけの武器やいろ
いろなものを爆えろ︑助けろ﹂という︒ 門本当に助けうと言ったの
か﹂と聞いたら︑そうだという︒通訳に聴き直しても︑そう言いま
したからね︒
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かどうなのか知らんけれど︑あまり厳しいことも︑いやなことも言
わずに︑対応してくれましたね︒ベイカーの家というのは大変な財
閣なんですよ︒そして︑テキサス大学だったか︑そこに講座も寄付
しておるし︑基金も出しておる︒だからいま流行のカリフォルニア
大学バ⁝クレー校だとかなんとかというように︑ベイカi校という
よ う な 学 校 も あるわけだ︒

鳳訪米4︵カイフ？フー？の払拭︶
伊藤 八月三十臼から九月十臼までですからかなり長い詳聞ですが︑
アメリカにいらっしゃったのは数日間ですか︒
海部 数日間です︒それからボストンへも飛んだ︒ボストンでハ⁝
バード大学に行って︑スピーチをやった︒ 門おれを見ろ︑呂本は民
主主義の国になったんだ︒おれでも当選できるんだ︒当選して皿所
懸命頑張れば︑いまはこうやって来られるんだ︒ 一昔前のあなた方
がイメージしているような日本では︑こんなことはなかったでしょ
う︒われわれは長い聞アメリカン・ドリームに撞れてきたけれど︑
やればできるんだ︑ということをアメリカが教えてくれたんだ﹂と
いうようなことで︑ちょっとヨイショもしたけれど︒

ボストンでは︑ヤング・リパブリカンもヤング・デモクラットも
両方の政党の代表みんな集まっていいから︑そこでしゃべると言っ
て︑そこでしゃべった︒だから澗方のメンバーになって︑赤いルビ

門両方ともよろし

﹁リパブリカンのやったのをはめるか︑デモクラット

⁝の入った指輪をくれるでしょう︒どっちをはめるかという︒アメ
リカ人だな︒

のやったのをはめるか︑どっちだ﹂というから︑

い︒ただし両方はめると駕本ではバカではないかと言われるから︑

海方とも赤いわけですか︒

大事に両方ともとっておきます﹂と言って︑その場でははめなかっ
た︒

俘藤

海部

はい︑本物のルビーじゃないだろうけれど︑ルックス・ライ

タ・ルビ⁝のような指輪ですね︒そしてハーバード大学という字が

刻んであるところまでは嗣じです︒
俣藤 ボストン以外にはどこかに程かれたんですか︒

押藤

公式試合︒大り⁝グの公式試合があると言われて︑そこに行

公式試合ですか︒

海部 あれはどこで始球式をやったんだろう︒アメリカのレッドソ
ックスと︑どこだったか︑試合の始球式をやった︒
海部

﹁PRのために侮かないか﹂と大使館に言って

それは日本から行くときから︑スケジュ⁝ルが組まれている

ってやったんです︒

撰藤

行く前から︑

わけですか︒

海部

いた︒アメリカでは︑ ﹁国一事ゆ壽︒ゆ﹂ということですからね︒

それで僕の経歴をくれとか︑僕がどういう政治的なあれ﹇経歴﹈を

もっていたか︑全部取材されました︒

﹁侮しに来たんだ︑どう思っておるか︑アメリカに侮を感じた

そしてテレビでも早朝の番組に出されて︑頑張った︒そこで門家
内と一緒に出ろ﹂と書われた︒ ﹁これは政治的訓練がまだされてい
ないから駄目だ﹂と言ったんだけれど︑ 門いや︑そういう方が知り
たい﹂と霞われて︑とにかく二人並べられて︑朝の三十分番組の中
で︑

か﹂と︑いろいろなことを聞かれた︒率直に言っていいというから︑
奥さんはどうでした︒

率直にいろいろ言ったんです︒
揖藤

家内は︑

門私はそんな訓練をされていないから駄圏だ︒主入

海部

総理になるなと忠言した︑とか言わなかったですか︵笑い︶︒

とは違うから︑主人が言うように助けて︑この人が選挙で落ちない
ように家灘を守っておるんだ﹂というようなことを言っていました
ね︒

俘藤

海部
﹁全然︑総理になるなんて思ってもいないんだから︑私は何
も譲練を受けていません︒その気も何もないのに︑あれよあれよと
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いううちにここまで連れて来られた㎏というようなことだった︒
楠 細かいことですが︑ブッシュ大統領にはどういうお土産を持っ
て行かれたんですか︒政治的な意味ではなくて︑文辞通りのお土産
のことです︒日本入形とかをよく持って行きますね︒侮か詩ってい
ら っ し ゃ っ た んですか︒

海都 人形は持っていきませんでしたけれど︑ちょうど私のキャン
ペ⁝ン．ディストリクト︵選挙匿︶の中に︑七宝村という村がある
んです︒一日は七宝焼きの元祖で︑そこには無い窯があるんです︒ど
うせ持っていくのなら︑麹分の選挙区の物を持っていってやろうと
思って︑七宝焼きのお組を持っていきました︒

﹁かいふぐ

撰藤 七宝焼きはあの愚なんですか︒
海部 はい︑愛知県門海部郡隔と書いて﹁あまぐん﹂の七宝村とい
うんです︒いまは七宝町ですが︑そこでずっとつくっておったんで
あれは﹁あまぐん﹂と読むんですか︒

す︒

伊藤
そ う で す︒

懲かいふぐん﹂とは読ま な い ん で す ︒

海部

ん﹂と読めば︑僕の票ももうちょっと伸びたかなハ笑いV︒
俘藤 じゃあ︑海部さんのほうが﹁あま﹂にすればよかった︵笑
い︶︒

海部 僕は結局︑先祖が海で暮らした海部族ですから︒ ﹃厨本の苗
字隔という古い時代の本には︑海燦端で働くのを門磯部﹂といい︑
沖でワルをやるのが﹁海部﹂であるというようなことが書いてあり

そこは﹁かいふぐん﹂なんですか︒
﹁かいふ﹂と読むんです︒なぜそうなつ．ておるのか︒

門徽島

ましたが︑そんなことよりも︑四国の伊予水軍の時によく助けた︒
だから徳島県に海部郡︵かいふぐん︶がある︒
伊藤
海部

﹁何だこれ？﹄と言ったら︑

﹁海の

県﹈海部郡に森下莞晴という大変な山持ちがおって︑ヒトサメ何百
万という由持ちだったんです︒その森下があるとき僕のところに刀
を持ってきた︒刀といってもこんな刀ですよ門六〇〜七〇センチぐ
ら い ﹈ ︒ 弦 で 巻いた小刀です︒

中のいくさで使うときは︑普通の刀では駄目だ︒蔦で巻いてあれば︑
湿っても濡れてもますます締まる︒手も滑らない︒これで昔の海部
水軍は働いたんだ﹂というようなことを欝つた︒代々の本家で︑い
ま日本に海賊はありませんが︑熱波しじらというしじら織︑着物の
原料をつくっている海部︵かいふ︶さんという家があるんです︒そ
このお祖母さんが門この刀は家に置いておくよりも︑きっとあの今
度当選しておる海部代議士はうちの 族だ﹂と霞って︑それは総理

になるちょっと前でしたが︑もらって︑森下君が持ってきてくれた︒

それで四鷹のほうとはこういう関係があるかな︑と思って見てお
ったら︑それが流れてきて尾張に来て︑尾張に仕えて︑いくさで功
労があったというんです︒そして︑当時の徳川に︑ ﹁もうおまえは
四国に帰らずに︑尾張で仕窟しろ︑禄はうんと高くするぞ﹂といっ

﹁わが子をここに置いておくから︑ここで育てて

て誘惑されたけれど︑いや︑当時の音い二士に仕えずという武士道
の教︑兄をいって︑

もらいたい﹂と言って︑置いて帰ってきたという︒そういうことが
あったんですね︒以來︑おじいさんに言わせると︑僕が﹂三代目︑
おじいさんが九代目で︑ 門その人以来ずっと︑俊樹慰︑続いている
んだぞ﹂といって教えてくれた︒大変残念ながら︑窒襲で全部焼け

そのときはもう武士ではなかったわけですね︒

ちゃったんですけれどね︒

伊藤

門海部さん︑

海部 もう武士じゃないです︒武士をやめさせられて︑生き鍾びな
ければならんでしょう︒そこでやったことが︑豚と鶏を飼うことで
した︒豚は失敗したけれど︑鶏は続いて︑海部種という鶏がいまあ

るわけですね︒これは養鶏の親分の丹羽兵助さんが︑

調べてみれや︒おまえさんの先祖はえれえ人だぜ﹂と言っていた︒
本もあらったことがある︒愛知県の農務部にはいまでもそれがある
わけです︒

伊藤 まあ︑鳥インフルエンザにならないように︵笑い︶︒それで
は︑アメジカにいる蘭は︑直接に欝米構造協議をやっていたわけで
はないんですね︒
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﹁譲蔑

海部 アメリカにいる聞は︑ブッシュさんと最初に会ってチータ・
テートをやって︑薩人的な信頼関係が大事だと言われて︑

亀夢︒ごというのを払拭しなければならんから︒いろいろなこと
を思い翅ってしゃべつちまえ︑と言われたので︑選挙のやり方とか︑
﹁アメリカというのは︑僕が始めて来たときは︑非常に大きな︑と

てつもなく広い想像を絶する豊かな圏で︑もう〜つ︑これが大事な
ことだけれど︑アメリカ入はピンからキリまで全部善意に満ちてお
る﹂というようなことを話して︑ ﹁あなたの国の政策のフオ⁝リン
・ヤング・リーダー・エクスチェンジ・プログラムは︑ここに生き
た見本があるんだから︑いかに成果を上げたかということだ漏とい

をする︒仲を取り持ったのはライシャワーさんでした︒ ﹁大学の︑

田本を知っている学者にいろいろなことを言わせて︑少々耳の痛い
こともあるかもしれんが︑そこは素萢に︑痛撃の柔道だと言って受
け止める︒技をかけられたら︑投げ飛ばされないよ︑受け身を知っ
ているんだよ︑ということでやり取りすると︑非常にいい印象を与
極藤

はい︒そして︑ 懲図鋤鋒ゆ壽︒ゆ﹂を少しでも変えていけと

︸種のパブリシティですね︒

えますよ﹂という話もあった︒
海部
いう︒

伊藤 それは向こうの新聞とかにどんどん載るわけですね︒
海部 載るわけです︒そして受益の澗題になったときに︑向こうは

は違うんだ﹂と言ったら︑ブッシュが門具体的にいうとどういうこ

門そのときにどこに行っ

て︑どんな物を見たのか隔とか︑いろいろなことを聞きました︒
俘藤 かなりスケジュールとしては混んでいるわけですか︒
海部 混んでいます︒それは朝出たら︑晩までスケジュールは混ん

とだ﹂と書うから︑ 門改革開放をいまやっているなじゃないですか︒

う謡をしてきたら︑非鴬に興味を持って︑

でいました︒

あまり言わなかったけれど︑僕は中国の大弁護をやったわけです︒
﹁中国は絶対畏主主義の国になる︒アメリカで思われている中国と

揮藤 じゃあ始球式でちょっと投げたら︑またどこかに行くという
ことですか︒

改革開放を続けていったら︑あれは自由と罠主主義に最終的には行
き着かなくてはならんと僕は隣の国から見ておるんだ︒だから中国
は︑われわれと同じ価値観を持った民主主義の国に必ずなるだろう

海部 始球式で投げたら︑そこから透いところに︑アメリカに最初
にピルグリムといったかな︑海を渡ってきた入植者が上陸したとこ
ろがあって︑そこにも行ってくれというので︑そこに行ったんです︒
そしてアメリカ最初の上回者が非常に苦労した話とか︑いろいろな

と︑おれはそう見ているんだ偏というようなことを話したんだ︒
俘藤 時間はかかりそうですけれどね︒
海部 かかりますよ︑それはかかります︒向こう測のライシャワー
さんをはじめ︑集まっている知同派の学者は︑中国についても〜応
の知識を持っているわけだ︒
併藤

ことを聞いた︒ケネディの先祖も︑そのとき流れてきたアイルラン
ドの一族の〜人だとか︑アメリカの当時の閣僚の申にも︑アメリカ
人以外の人もいますね︒例えばキッシンジャーがユダヤ系のドイツ

けっこう混んでいるんですね︒

東洋学者ですから︒

人だ︒そんな話を聞きながら︑そこをずっと見て回った︒そして︑
掛藤

す ご く 混んでいます︒

翌 艮 が 始 球 式 だったかな︒
海部

人と懇談することもずいぶんあったんですか︒

海部 だから︑ ﹁そんな厳しいことを言っていたら駄冒だ︒あんた
方︑中国を孤立させて︑アメリカが言う通り︑あれも駄霞︑これも

ね︒

海部 それでずいぶん長時間︑その学者たちと話をしましたね︒
佐道 申国に関しては︑先生が行かれたすぐ前に例の天安門の事件
があった頃ですから︑アメリカとしてはかなり見方が厳しい頃です

便蒙

瀧部 今度は大学の教授などが七︑八入来て︑その質問の中でお語

ブ98一

駄羅で締め付けたら︵いまでいうネオコンみたいなのがおったんだ
ね︶︑それでは駄目だ︒東洋の理想というのは︑近隣の人とは心を
門中国はどうしたらよくな

もちろん行っていますけれど︑日本人学校にも週の半分行かせてい
一た︒そしてサリーナス大統鎖のプライベートハウスに呼ばれたとき

には︑すぐに︑ ﹁あなたに会ってもらいたいのがおる︒貝本語ので
きるやつだ﹂と言って︑呼んだら︑こういうの門小さな子供﹈が玉
入出て来たわけだ︒サリーナスの子供だ︒ヨ本藷がすでに片耳でで

通わせてやっていかなければならない﹂
るか﹂と言うから︑ ﹁改革開放路線を支持して︑改革下放路線を続
けて行かせれば︑中国は自由と昆主主義のわかる国にきっとなる﹂︑

きるようになっていました︒だから碍本人学校というのは︑予想以

伊藤

脚鳩のあいだ︵二〇〇三年︶霞密貿易協定ができずに︑非常に

と思ったんです︒

上にメキシコでは大事にしておってくれたので︑来てよかったな︑

アイ．ビリ⁝ブ・ザットと言ってやった︒それはみんなが葺を傾け
てくれた︒

鷹訪米5︵メキシコ︑カナダ訪問﹀

残念ですけれどね︒メキシコは大事な蟹だと思います︒それで大統
領に会って︑いろいろ謡されたわけですね︒
海部 大統領の家で︑初めは全くプライベートな鍍遇をしてくれた︒
その晩は大統領の家族と︸緒に食事をして︑翌日朝︑向こうの要入

俘藤 アメリカのあと︑メキシコ︑カナダに行かれますが︑これは

それで次の霞に飛んでいくということですか︒

何 か 懸 案 が あ ったんですか︒

海部 懸案はなかったんですが︑ブッシュのほうから︑初めアメリ

俘藤

はい︒

と対談があって︑公式の晩餐会がその晩あった︑ということです︒

カの大使と向こうのスコークロフトか誰かと会って諾をしたときに︑
﹁日程に余裕があったら︑飛んできてすぐに帰らないで︑メキシ灘

海部

伊藤 けっこう体力的には大変ですね︒
海部 体力的にはバタンキューですよ︒飛行機に乗ってバタンキュ

んですか︒

とで︑メキシ講に確か二泊三日︑カナダに行って二泊三証しました︒
行ってよかったと思うんですよ︒
伊藤 アメリカに行って︑南に行って︑また飛び越して北へ行った

れはしんどい旅行でした︒

くらか取り戻しますからね︒そこで詰め込んで︑やるわけです︒あ

づいてからにしろ漏といってまず寝るんです︒ぐっすり寝ると︑い

なし︒

に降りて︑メキシコを見てからカナダにも寄って帰ってくることに
はならんか﹂という要請が来た︒僕はあのときは︑ご承知のように
選挙が済んだ直後ですから︑出会もあるし︑おれはいやだな︑と思
ったけれど︑飛んで帰ればまだ国会開会までには間に合うというこ

海部 はい︒それはタイムテ⁝ブルを引かなくても︑特謡言という
やつですから︑明田は爾へ︑明後貝は北へ︑と書っても︑すぐに飛

伊藤

ーです︒緊張していますから︑全く未経験のことを瑚からずっとや
っていますからね︑頭の芯が疲れてくるわけだ︒冷凍食品の解け残

んで行くんです︒

カナダはいかがでした︒

﹁ちょっと総理︑聞いていただきたい隔

門それは向こうに近

りがあるような感じで飛行機に乗るからね︒だからご進講も講義も

それはいいけれど︑なぜああなったかというと︑当時メキシコの
大統領のサリ⁝ナスという人が︑大変な知ヨ派でしかも親欝血で︑
自分の子供を霞本給学校に単分通わせていたんですね︒極地校にも

海部 カナダのマ．ルルー二というのは︑そのちょっと前にいろいろ
な情報をとったことがあるんですね︒どんな入だという諾です︒艮
本に対しては網頭に妊意を持っておるし︑和本に来たこともあると
いうような話を全部闘いておりました︒それからもう皿つは︑艮加
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﹁われわれも誤解を解くような努力をするけれど︑あなたのほ

漁業協定がこじれているさなかで︑しかも鯨を捕るとか捕らないと
かいろいろな問題がカナダとはありました︒そこで当時は︑日本の
捕鯨船がそんなに悪くて︑カナダの沿岸まで行って違法行為をやっ
ているとは思えないがな︑と思っていたら︑そこにはこの近くの某
国の漁船が行って荒らしているという事実もわかったんです︒そこ
で︑

うも︑怒るときは十掘 絡げで怒らずに︑静かによく照し合いまし
ょう﹂といった︒それと材木があった︒特に三枚合わせの合板︒あ
れがカナダでは大変な目玉商品で︑日本はたくさん買っておったん
です︒

揆藤もっと買え︑ということですか︒

﹁トシ︑わかった﹂という︒

海部 もっと賀え︑ということです︒こちらも計画通り︑ ﹁呂本の
経済がもっとカを持ってきて︑ゆとりができてきたら︑もう売るも
のがない︑なんて喬うな﹂と言うと︑笑っておるわけですね︒マル
ル⁝二という人は︑ざっくばらんに話し合ったほうが︑受け答えも
早いんです︒

終わり頃になったら︑ ﹁おれは今度選挙があるんだ﹂と向こうか
ら言い贔したんですよ︒ ﹁看は勝ったからいいけれど︑おれは今度
あるんだ︒どうやったら選挙というものは勝てるんだ﹂と書うから︑
﹁それは日本とカナダは違うから︑そんなこと一概には言えないけ

れど︑僕の範囲では︑あなたのところは奥さんが美人だからハミラ
⁝さんというんだ︶︑奥さんと 緒に歩いて︑みんなあんたはニコ
ニコ笑って金部握手してやれ︒そうするとその地域の評判だけはよ
くなるだろう︒これはおれの経験だから﹂と書って大笑いしたんで
そうですが︒海部さんも奥さんが美入なんだ︵笑い︶︒

すげれどね︒
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向こうも調べているから︑

﹁それはそうだろう︑おれはまだ

海部

﹁おま︑尺はもう二桁やっているから︑十嗣以上盗選した人の誰

選挙というのは三回か四図しかやったことがない﹂というんだ︒僕
に︑

は︑なるほどと思う︒家族と藩念だと自分でも最後は思っておる﹂

と幽いましたからね︒ ﹁信念を曲げずに︑少々雷われても説得する
んだ﹂という︒家族連れて歩けというのは︑いいことを言ったな︑

と思うんだけれど︑結果的には︑ ﹁家族にも協力してもらってやる
んだ﹂と︑マルルー二は着いました︒けれどもかわいそうに︑あれ

は一敗地にまみれたな︑その言挙で︒

それでお帰りになって︑早速日米構造協議の問題で︑大店法

團墨画構造協議肇︵大店法関連︶
俳藤

の問題がありますね︒

演部 まず大店法です︒大店法の問題が﹇番頭が痛かった︒わかり
やすい例︑あるいは象徴的なものとして大店法を突かれて︑アメリ

カも非常に関心を持っているんです︒

話はちょっとズレますが︑ブッシュが政権を離れたときか︑いや
まだ政権におるうちだ︑ブッシュが轟轟に来たことがあったでしょ

﹁奈良で会いたい﹂という︒

﹁奈良は何だ﹂といった

う︒私のほうがもうギブアップして︑しばらく経ったときです︒
﹁トシキに会いたい﹂というものだから︑ ﹁どこで会いたいんだ﹂
といったら︑

ら︑トイザらスの第一号店を出したんだ︒ ﹁トイザらスの第一号店
に行って︑トシキと一緒に成果を誇りたい﹂︑それは釘だ︑自分の

選挙に使っているわけだ︒ ﹁緒だな︑と思って︑ ﹁はい︑よろし

︸九九二年︸月隔︒

い﹂と言った﹇トイザらス西艮本地域第⁝号となる橿漂店オープンの際︑護時
大統領のブッシ瓢来日︒

佐道 それは効果がありますね︒
海部 それじゃあ協力しましょうということだ︒バーバラさんも︻
緒に来ておったが︑︸緒にヘリコプターに乗って大阪から奈良まで

行って︑トイザらスの前に降りて︑そこでずっとトイザらスの店を
見て︑またヘリコプタ⁝で大阪まで帰って︑大阪から飛行機で東京
に奮った︒
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揮藤 しかし大店法は︑二本の側で相当抵抗があったでしょう︒
海部 日本の側に大変抵抗があって︑通産省の局長連中が夜な夜な
ご説得に来るわけです︒二時自畏覚の商工部会に仲間たちがいっぱ

いおるわけでしょう︒僕のスタートは政調会の商工部会副部会長と
いうのから始まっているんですから︒頭の上がらんような人がよう

と言ったんです︒

け来て︑いろいろ﹁それは駄目だぞ隔と言いに来る︒ 門駄圏だぞと
書つたって︑向こうはその気になって鍋に入れているんだから︑こ
こまでやったらいいとか︑ここまでだったらどうだとか︑語を教え
てくださいよ

当時の細かいことですから︑いささか間違うかもしれんけれど︑
大規模な店舗を作るときには︑三十ぐらいの事前の協議をやらせた
んです︒住艮の意見を潔き︑その地域の通商産業局の主催する公聴
会をやる︒そういう手続をずっと踏んでからでないと︑いいか悪い
かの判断すらしない︒だから申請してから判断が降りるまで︑私の

﹁あなたのほうが申請したものを︑

記癒に間違いがなければ⁝年半︑ややもすると二年かかる︒それを
早くしてくれんか︑というのも⁝つの需い分でしたね︒それを早く
し ろ と い っ て も︑陶こうには︑

全部響本がOKというだろうと思っていたら大量違いだよ︒これは
この地域にこういう影響があるから︑残念ながらノーだということ
も書わなければならん︒ただ時間を早めるだけというのなら︑それ
はいろいろ手続を畢めさせればいいけれど︑そうばかりもいかな
い﹂とかいろいろ書っておったんですが︑陰でブッシェ・ホンと言
われるように︑表を使わずにブッシュが直接電旨してくるんですよ︒

﹁頼む﹂と︑

それで︑艮本語の通訳のおばさんが︑ ﹁トシキさん︑ブッシュ・
オンライン︑どうぞお願いします﹂なんて突然電話してくるんだか
ら ︒ そ れ は 濯 るね︑とも言えないから︑話を 聞 く と ︑

それだけです︒それで早めることにしました︒

中間報告にできるだけ盛り込め︒中間報告は春までに出せ︒例え
ば本嚢の取り決めは︑審にはとても罎答できない︒そんな無茶を言
ったら駄冒だ︒拙速は駄昌だ︒というのは︑多くの入の理解と納得

を得なければならんし︑有権者のみんなには︑なるほど︑消費者の

利益にはなるけれど︑それを言うと︑非消費者︑消費者以外のもの
がすぐに徒党を組んで︑ワーワー言ってきたら︑そこでまた力関係
の綱引きが始まるから︑そのへんは静かに説得しながら進んでいか

なければならんのだ︑それがヨ本のいまの政治の実態だ︑と言って︑

春までに結論をくれというようなことを難いますし︒

最後に僕が本音を言うけれど︑ ﹁次の選挙に︑あんた方は︑自嵐
毘主党のわれわれを勝たせたいと恩っているのか︒あるいはこの頃
東京あたりでは︑大使がちょろちょろと野党の党首のところに出か
けていって︑ご機嫌を取ったり打診したりしておるが︑あの土井た

か子を総理にしたいのか︒われわれは罪常に不信感を持っている﹂
﹁いや︑そんな社会党や土井たか子にやらせようとは思っておらん︒

誰がそんなことをやっているんだろう﹂と雷うから︑ ﹁いや︑そこ
までおっしゃるのなら︑はっきり申し上げるけれど︑アメリカ合衆
国の駐舞大使だ︒駐日大使がそこまでやれば︑われわれだって︑こ
れはいかんじゃないかといって︑アメリカ大使館に抗議を申し込む

ことだってあるんだ﹂と言いました︒

﹁この次の選挙で必ず勝つ﹂とかなんとか勝手なことを書

あの頃︑調べてごらんなさい︑秘かに土井たか子とアマコストが
会っているんです︒会った話のウラが新聞にちょいちょい出るわけ
だ︒土井たか子はあの頃から﹁春雲ったら駄目よ漏というおばさん
だから︑

うものだから︑向こう﹇アメリカ﹈は両天秤をかけ始めた︒ ﹁爾天

﹁じゃあトシキ︑おまえ

秤をかけるのなら︑わがほうもタスクフォースをつくって全力を挙
げてやるけれど︑そんな信頼関係の持てないことじゃ駄目じゃない

か隔というようなきわどいことまで言う︒

は自信があるのか隔というから︑ 門密信があるから言っているんで

す︒必ず勝つ︒降本麟罠はそんなに変わってはいないんだ︒まず羅
米安保条約反対だとかなんとか言っているような政党が天下を取っ
ていいはずがないんだ﹂というようなことをいろいろと言って︑相

当きわどい話をしたことも覚えています︒
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までβ本の裾野を支えてきた中小商工業者の立場も考えていかなけ

の利益だと言うけれど︑生産者だって日本国民だ︒それだけが利益
をとってはいけない︒生産者も利益を持たなければならんし︑今霞

みんなこぞって揃って︑ ﹁海部︑これは蹴っ飛ばせ︒アメリカに対
しても︑いいことはいい︑良くないことは良くないと二籟え︒消費者

その代わり︑駅前はシャッター街になった︑という結果ですね︒
海部 そういうことです︒そして︑党内でも商工部会の先輩たちが

競争して郊外店を出す︒いまその点ではずいぶん変わりましたね︒

掛藤 大店法の問題は︑アメリカが大規模な小売業を霞本の郊外に
どんどん投資しようという譲でしょう︒二本の小売業も同じように

党達絡会議の時に︑

伊藤 金丸信は応援してくれたわけですか︒
海部 そのときは︑ ﹁侮も海部君︑そんなこと言つとらんでもいい
よ︒おれがひとつ︑政府与薬の場で言ってやる﹂といって︑政府算

海部 まだいるから気の毒だけれど︑倒えば武藤嘉文︑それからそ
の問題について非常に心強い仲聞は金丸信︒

楠ボスというか︑中心でその閥題を仕切っていた方は︒

楠

作ってくる案は︑だいたい飲んだんです︒

海部

圃有名詞を出すのはかわいそうだな︑まだいるから︒

﹁問違えるなよ︑おまえらは︑霞本あってのア

﹁何を

金丸さんは︑海部政権の生みの親だと思っているから︑応援

ある意味では本当の生みの親でもあったわけだから︑

してくれるんですね︒

伊藤

縢臼米構造協議2︵独禁法の強化︶

納得させられるようなことになっていく︒そういうことですね︒

コメをみんな飲んじまえ︑買つちまえといったら日本の農家は駄
目になる︒それよりも大店法のほうで飲んでやれというのなら︑面
積鰯限だとか︑審議会のスピードを速めるとか︑いろいろ問題にな
っていることが臼夕庭の努力によって解決されて︑アメリカ側にも

というあだ名が付けられたのはその頃ですね︒

化の話と︑この大店法の話が︑同時並行的に進んできたんです︒金
丸さんは﹁コメはいいから︑言うようにしてやれ﹂という︒みんな
が﹁とつつあん︑無茶だよ︑それは隔という︒金丸さんにアバウト

メリカじゃないか︒アメリカがあって︑欝本があるんだから︑その
アメリカに向かって弓を引いたり︑小細工をしてプラスになると思
っているのか︒向こうの言うことは全部飲んじまえ輪︒コメの密由

海部

その頃の商工部会のボスというと︑具体的にはどなたですか︒

てきましたね︒だから商工部会のボスたちが集まっては︑いろいろ

れ ば な ら ん ﹂ という︒

じゃあどこで接点をつくるかということで考えたのが︑例の大店
法の中で︑許可するときには︑一定の範翻ハ確か二分の一だったと
思いますが︶︑その地域の零細商店街とか︑商工会とかいろいろな
ものに明け渡す︒岡じところに集まってやってくれ︒そうすると︑
町の中に空き地が鐵るかもしれない︒それはそれで︑集めて︑いろ
いろなものを作ろうじゃないか︒そんな案まで出したら︑ 門それな
ら飲めそうだ﹂ ﹁それなら︑あんたのほうの意見としていってくれ

よ篇と言って︑商工部会のボスに球を投げたら︑いろいろなことを
露い出してくれたので︑それにガボッと乗っかって︑寒いなりだ︒
それなら説得できるだろう︒全国の商工会でも商店会連合会でもね︒

あの頃商店会連合会の会長というのは︑ややもすると︑こちらの
系統の人﹇碗まくりをする﹈もだいぶおったものだから︑語があま
﹁理屈抜きでこれは大

りわからないんですよ︑世界の流れだとか︑なんだとかいっても︒
だから﹁頼む︑掬えてくれ﹂ということで︑

切だ﹂と言った︒むかし大野伴睦さんが使ったセリフだそうだけれ
ど︑ ﹁いいか悪いかはわからんけれど︑これはお蟹のために必要で
あることは聞違いない︒だから日本のみなさん︑わかってくれ﹂と︑

全部中間省略で︑むちゃくちゃな理屈だったけれど︑最後はこうし
たほうがみんなの利益になるんだよということを匂わせながらやっ
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ゴトゴト雷っておるんだ︑選挙に勝たにやあならんだろう︒選挙に
勝つためっていうのを考えろ﹂と言ってくれたのも金丸さんであっ
た︒

て降ろして︑そこで三木さんと会わせて︑いろいろ話をした︒あれ
を作るときは大変苦労し果したが︑独禁法をあまり言ったものだか
ら︑財界の評判が悪くなったんでしょうな︒樵名さんが最後まで三

木を支持しなかったのも︑そのへんに原霞があるような気がいたし
ます︒

極藤 あと独禁法の強化とか︑構造協議の中で重点的な問題がある
わけですね︒

俘藤 巡り巡って︑また自分の内閣でその強化をやらなければなら
ないということになりましたね︒
海部 そうです︒あのとき中途半端であったという反省があるんで

たしかにそうですね︒だいたいそのあたりでいいですか︒

揆藤

外務省︒要するに外務省というのも人方藁人だから︑たとえ

そういうことは誰が言ってくるんですか︒外務省ですか︒

門いいよ︑それは﹂︒

海部

ってやってくださいよ隔

くアラファトが日本に来たい︑会いたいといったときは︑来たら会

海部
﹁あの辺の平和と安定を確保するためには︑あれを国として
認めてやらなければならない︒けれどもいろいろあるから︑せっか

たいということですか︒

ます︒中東閤題というのは田本にとってきわめて重大な問題だと思
いますが︑これはもともと先生の発意ですか︒それとも向こうが来

俘藤 その年の十月︑帰って来られてすぐあとですが︑政府の招待
でPLOのアラファト議長がヨ本にやってきて︑お会いになってい

繕PLOアラファト議長来臼

俳藤

れた薪聞の枇説もありました︒

とか消費者優先というのは︑アメリカが最も喜ぶ言葉であった︒そ
れを言い要した内閣は今日までなかった﹂ということまで書いてく

もいいのか︑国民の僑を失う︒だから消費者に対する立場で物を言
った︒あの頃の移心の切り抜きを読み返してみると︑ ﹁消費者保護

す︒けれど時代も変わったし︑それを言わなければ︑選挙に負けて

海部 そう言われてみれば︑衛星の闇題だとか︑さっきちょっと言
ったスーパーコンピュ⁝タの問題とか︑独禁法の問題もあった︒独
@の問題は︑私の内房になる前に遡ること十年ぐらい︑三木内閣
ができたときに︑独禁法で︑椎名さんとの問で三本さんと喧嘩にな
った︒樵名さんは﹁わしは三木内閣を生んだけれど︑育てる責任ま
では負っておらん一という︑いやらしい捨てゼリフを残して︑喧嘩
別 れ を し た こ とがあったんだ︒

そのとき︑男・山村萩治郎が椎名派の走り使いだったから︑おれ
のところに入ってきて︑ ﹁俊ちゃん︑函つたことになった︒じいさ
んが︑ ﹃おれは生みの親ではあるが︑奮ての親まで約束しとらん﹄
と且悪うけれど︑どうするんだ︒おれとこれから︸緒に行こう︒じい
さんに︑﹃そんなことを言っておってもらっちゃあ︑一番大事なこ
とが駄臼になる﹄といっておれが話すから︑俊ちゃん︑おまえは横
で︑ ﹃三本もそう言っております隔と︑それだけ言ってくれ︒そう
すればうまくやつちゃうから︒じいさんも︑誰かから書われて書っ
ているんだ﹂という︒けれども︑聞いたらそうでもなかったんだな︒
椎名さんは元商工省で︑大ボスだから︑よく知っているわけだ︒だ
から雷われてやっているのでもない︒ ﹁これは鐸本のためにならん
から︑三木看によくそう需っておけ漏というので︑難しかったんで
すが︑最後はやっぱり飲んでもらいました︒
揆藤 ご自分の内閣のときはもっと火変でしたか︒
海都 独禁法の時こそ︑例えば忌中六助とか︑由中貞則とか︑あれ
らが抵抗勢力の大将みたいなものですから︒おれが運転して迎えに
﹁先生︑羅く降りてくれ鳳と言っ

行って︑新醐記者にバレんように︑三木さんの患子の家が隣にある
から︑そこの裏溝に車をつけて︑
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棘示

ばいま北朝鮮に深入りしているなんとかという審議宮がおるでしょ

﹁アラファトという人は非常に魅

う︒同じように︑あちらに深入りしてどうにもならんような出先の
大使がおるんですね︒そういうのを通じて︑いろいろなことを欝っ
てきたんですね︒けれども僕は︑

力的な人だし︑りーダーシソプもちゃんと持っているから︑来たら
会ってもいいですよ︒それから日本の立場で︑アラファトを準歴賓
待遇で迎︑尺て︑いろいろしてあげてもいいじゃないか隔といった︒

アラファトは︑たしか天皇陛下にもお霞にかかったはずだよ︒そう
すると大変立場が良くなる︑というようなことを言っておったんだ
な︒

けれども︑拳銃だけは待って分ちやいかんよ︒はじめ官邸に来た
ときに拳銃を持ってきたんだから︒ 門それは取れ︑平頽的な話をし
ておるときだから︒しかもあなたの国とはわれわれは争ったことは
ないじゃないか﹂と言ったら︑その⁝言で喜んじゃった︒ ﹁あなた
の国とは﹂と言ったけれど︑そのときは国がないんだ︒こっちはそ
んなこと侮も考えないで︑思ったことをパッパッパッと言っておっ
たんだけれど︑そうか︑あなたの国と言ったのは︑国家としてまだ
認めておらんのに︑認めちゃつたから︑アラファトとしては毒んだ
わけだな︒

そのときは︑今度はバ⁝ッと立ち上がって︑執務審に並べてあっ
た各国首脳の写真の中で︑ 門これが一番悪い女だ︑これが﹇番悪い
女だ鳳とワーワ⁝欝い出すんだ︒サッチャ⁝さんだ︒だから相当感
政府招待ということは︑園賓という意味ですか︒

情的なものも素直に言う人だと思った︒
横藤

海部 準国賓︒国賓並みのことはしませんでしたが︑ご挨拶だけに
は行ったはずです︒

伊藤 今度はイスラエルのほうは︑どういう反応になったんですか︒
海部 外務省がガ⁝ドしておってくれたんじゃないですか︒あの頃
い ま で もそうです︒

は 犬 と 猿 で すからね︒
伊藤

海部 イスラエルのほうも︑来ればみんな会っていましたよ︒イス
ラエルは歴史と伝統のある国家ですから︑これはアラファトとはち
ょっと違うけれど︑しかしあの頃︑たしか麗連決議だったと思うん

ですが︑パレスチナの生存権を認めるということが大前捷で︑その

かなり開係がよかったんですね︒

ためにパレスチナのほうも︑イスラエル国家の存在を肯定する︒
伊藤

海部 ええ︑そういうことまで言っていたんです︒
伊藤 その蔚は︑お互いに絶対に生存権を認めないと言っていたわ
けですからね︒

海部 蹴落とすとかつぶすとか言っていたのが︑お互いに生存権を
認めるようになった︒それを公式の場で霞つたんですから︒
俘藤 アラファトというのは︑実際に会ってみて︑どんな印象でご

ちょっと申し上げたように︑感情に激する人ですから︑見つ

ざいましたか︒

海部

けたら立ち上がって︑ ﹁総理大臣︑これが一番悪い︑これが︸番悪

い﹂とワーワi書う︒あれはマナーやル⁝ルに反しますね︒こんな
ところでこんなことを適う入は︑欧米では認められんはずだな︑と
思った︒ところが︑パレスチナ国家としては認めていなかったけれ
ど︑パレスチナの生存権は認めましょう︑その代わりイスラエルも

認めますといって︑両方とも認め合ったかたまりですから︒たしか

日本にパレスチナの代表部の駐在を︑そのとき許可したはずです︒

俘藤

海部

俳藤

そのあたりはもやもやになっているけれど︑いくらかあるん

外交特擢があるのかどうかわかりませんが︒

PLO代表部です︒

それは代表部なんですね︒

アラファトの来た手土産に︒

海部

いまでも続いておるんです︒PLOの代表部です︒

それはいまでも続いているわけでしょうね︒まだ代表部です

じゃないですか︒

伊藤
かね︒

海部
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海部 あったかもしれんが︑僕のところまでは直接来なかったです
ね︒どこかの入口でガ⁝ドしておったのか︑想像するといろいろあ
ったでしょう︒アラファトなんか呼んじゃいかんとか︑そういうク
レームは表立っては来ていませんでしたね︒僕のところまでは来な

な扱いでしたから︒

すね︒㎝国に五千万ドルとか︑︷万ドル以下のところのものを︑三
÷とか玉十とか大使がポケットに入れておる無償の協力資金は︑当
時はまだなかったわけです︒だからちょっと脱線しますが︑マンデ
ラがその前後に来て孚を出したときにも︑ ﹁そんな金はないよ﹂と
いって断わった経緯があります︒ ﹁来年の予算を伶って︑その中に
あなたのところの分も組み込んであげる︒日本の大使館があなたの
国にはあるはずだから︑そこでやってくれ﹂と言って︑マンデラと
はいろいろ謡したんだ︒それで︑その通りになりましたけれどね︒
俘藤 パレスチナはどうなったんですか︒
海部 パレスチナは駄目です︒要するにまだ正式の国交がない︒團
家とは認めない︒一部の実力集霞としての存在を認めるというよう

揆藤 露家として認めたわけではないのかな︒認めたんじゃなかっ

かった︒むしろそれよりも︑アラファトもこの際︑譲れるものだけ

ルとか︒

佐道 暫定自治政府ですからね︒
伊藤 そうか︑じゃあ大使館ごやないんですね︒
楠 アラファトに︑ ﹁あなたの国は﹂といって︑それは侮か影響は
なかったんですか︒アメリカの中の親イスラエル派とか︑イスラエ

たかな︒

譲って抱き込んで︑情報源の一つにしたらいい︑ぐらいに思ってお
ったんじゃないですか︒

でもアラファトとしては︑日本政府に招待されたということ
海部

大きな効果ですね︒

そのことだけでいい︑というんです︒

揮藤

ありません︑具体的には︒

何か向こうから要求がありましたか︒

ない︑という評鋼も少しは影響していると思いますね︒

海部 それはできません︒向こうは国家じゃないんですから︒正式
の国交を持った国ではない︒けれどもいろいろな意味で︑お呼びに
なるとおっしゃるなら︑向こうの要求を聞いておいてやれば︑長い
§で見た皿つの布石になります︒あの男はそう籐単に消える男では

ないでしょう︒

来たいという意志を持っているけれど︑呼んでもいいですか︑と︒
三聖 外務省でも︑外務次官か何かが岡意しなければ︑それはでき

佐道 野際にパイプがあったんですね︒
海部 あったんでしょうね︒僕のところに︑アラファトがこちらに

間中

だけでも⁝⁝︒

揮藤

かん︑という思惑も︑ ︸部の人にはあったんでしょうね︒

掛藤 これに経済援助をしたらエライことだ︒
海部 そしてイスラエルの問題もあるから︑あまり深入りしたらあ

佐道 アラファトさんがいらっしゃるというのは︑かなり鏑から決
ま っ て い た こ とですか︒

海部 約三ヶ月前には︑いろいろ煮詰まった話ができていた︒それ
までは呼んでもいかんという時期でしたからね︒来てもいけない︑
来る資格もない︑国交正鴬化の問題もあれだ︒しかし中東勲平の中
で︑当時どこかでアラファトがイスラエル国家の生存を認めなけれ
ば中東の永遠の和平はないんだと隠ったことを僕は読んで︑それは
一歩前進ではないか︒それなら日本はそれをエンカレッジするため
に︑来たいというのなら来たらいいじゃないか︒来るものを拒んで
はいかんよ︒その代わり︑何を言うか聞いて︑それこそできること

海部

親 善 友 好だけですか︒

とできないことは言ってやればいいじゃないか︑という気持ちで呼
びなさいとゴ⁝サインを出したということですっ

伊藤

佐道

先生はアメリカに行かれる前に︑アラファトを呼ぶというこ

海部 当時まだ無償援助という言葉はまだなかった頃だと思うんで
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うね︒

宏を決めておられたわけですね︒
海部 アラファトが來たいというのを聞いたのは︑そんな頃でしょ

ろうがなかろうが︑ここはやらなければならんことだから︑そう確
信してやるんだから︑見ておってくれ︒負けると思って行く人はい

佐道 ごやあ︑アメリカも︑先生がこのあとアラファトさんに会わ
れるということはわかっていたわけですね︒
海部 それは大使館を通じて︑大使が然るべき筋にいって︑ジョー
ジ・ブッシュの耳には入れておいてくださいと︒隠し事なしにやろ
うということになっているから︒
佐道 あれはどういうことなんだ︑という話は︑アメリカからはな
いんですね︒

俘藤 萩聞でもよく取り上げられていましたからね︒海部さんも応
手に花で一︒

べり扁が上手だったから︒

ないよ﹂と言った︒そして三麟行きましたし︒嶺時︑これは誰か助
さん格さんが要ると思ったから︑ご婦入票を標的にして︑お台所の
経済に痘結した謡をしなければ婦入票はもらえないということで︑
前々からそれに目をつけて入れてあった高原門須美子嗣さんを日説
いて︑ ﹁これは大事な選挙だから来てくれ﹂といった︒それから森
由門真弓﹈さんにも︑ ﹁いらっしゃい﹂と言った︒女二人を並べた
ことが︑あとになってみると︑どうもいやだったらしいんだけれど︒
伊藤 まあ︑そうでしょうね︵笑い︶︒
海部 それは片方に拍手が多いとか︑片方が受けるとか⁝⁝︒あの
ころは︑知名度は高原さんのほうが高かったんだから︒これ﹇しゃ

海都 来ません︒こちらが先手を打って伝えてありますから︒それ
から︑特にかようなことをするという孚厚いことまでやったり需つ
たりするわけではありませんから︒あのときも︑中翻かどこかから
の帰り道に寄ったんじゃないですか︒美本だけに寄ったんじゃない
んです︒あるいは日本が終わってから門中国に﹈行ったのかな︒

全力を挙げてきた︒大変失礼な言い分だけれど︑一家のお父さんと︑

﹁いろいろなことを言われているけれど︑これ以上ないんだ︒

鷹参暁補選勝利と総裁蒋選︑政治改革

と大笑いする︒二人置いておいて︑ ﹁そして娘までついてきたんだ
から︒そしていまやここで戦っているのは息子なんだ︒だから息子
の選挙を︑おやじおふくろみんな撤ってきているんだから︑このカ

海部

伊藤 お帰りになって︑十月一山に茨城で﹇参議院の﹈補選があっ
て︑宮氏党が勝ちました︒これで︑選挙でも痛めつけられて自民党
はどうなるか︑最後の総裁になるのではないか︑ということが少し

総理自身が行ったんですね︒
﹁異例だと欝われるが︑それで霞信があるんで

一家のお母さんと︑どっちがお母さんだかわからんけれど﹂という

和 ら い だ わ け ですね︒

俘藤

え え ︒ そして︑

と新聞に書かれた︒

﹁いや︑異例であろうがなかろうが︑麹町があ

門補欠選挙に三園も行ったというのは異例﹂

海部

と 心 に 決 め て︑行きましたね︒

海部 反転上昇のきっかけになったという評価をあとからもらいま
した︒あのときはもうなりふり構わず︑これは勝たなければならん

の入れ方をわかってください﹂というと︑みんなワ⁝ッと喜んだわ
けだ︒三園行きました︒だからあの頃の萩聞には異鋼だとか例外だ
とか書かれたけれど︑それで勝ったんです︒事前に勝つとは言われ
ていなかった候補者が勝ったんです︒
伊藤 これはラッキーなことですね︒これで風がちょっと変わった︒
海部 風がちょっと変わりましたね︒そしてその終わった直後に惣
艮党の勲功研修会があったので︑ ﹁茨城の選挙も︑薪聞であれだけ
騒がれて︑たぶん負けるだろうなんていう予想もあったが︑勝った
すか隔というから︑

んですよ︑みなさん﹂と讐つた︒ ﹁みなさんの友達で茨城の人がお
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ったら︑私が心から喜んでおったと言ってください︒その代わり︑

今後の選挙はみんなカを合わせれば必ず勝てるんだ︑ということを
ここでみんなで約束しましょう﹂と書って︑やったんですね︒
伊藤 その数日後に︑自民党の総裁選挙で︑海部先生は対抗馬なし
門海部慰を替えるといって︑

で無風で当選されることになりますね︒
海部あのときは︑これも金丸さんが︑

誰に替えるんだ︒支持率だって悪くないし︑どこを替えなければい
かんのだ︒しかも選挙の玉としては︑立派な海部鷺だから︑それで
みんなやれ﹂と欝って︑鶴の︸声で決まったようなものですね︒
轡藤

対抗馬を立てないということですね︒

海部 林義郎と石原慎太郎ですよ︒これは細入ともやめました︒い

立てない︒だから二期霞は無投粟当選でしたね︒

に割いておるのはハあの頃は﹁抵抗勢力﹂なんていういい言葉を僕
は知らなかったけれど︶︑必ず足を襲っ張る反主流派が幽て来るこ
とだ︒ ﹁同じ麹渓党でありながら︑どうしてそんなに違うんです
か﹂ということを︑第三者からよく慕われた︒けれども︑それらの
入々と語し合ってみると︑例えばどんな法律の潤題でも︑どんな外
交の問題でも︑譜せばわかるというのが私の実感であって︑みんな

が角突き合わさずに謡し合えるような︑対話と改革の党風をつく右
事つ︒

三つ羅は︑選挙のたびに之んなに醜い争いが続くのはどこに原麹
があるのか︑選挙区の制度に問題があるのではないだろうか︒詞じ
党の候補者が瞬じ選挙区で争うときは︑政策は一緒ですから︑政策
論争にはならないだろう︒だからあのときは利益誘導が行なわれ︑
お金が裏で動くことが指摘されていた︒だからそれらのことをなく
して︑本当に行くためには︑選挙匿の制度を少し変えなければいか

海部

まから思えばゾッとするような語だけれど︑林義郎はまだまだとし

ん︒だから間じ党に属するもの聖書が批判し合ったり︵建設的な批

だけど︑その前に立候補した二人はやめたんですか︒

ても︑轟轟慎太郎のあの入気でやられて︑選挙にはどっちがいい︑

撰藤

とか讐われたら︑それはいい勝負になっていたと思うんですよ︒

本位︑政策本位の選挙はどうやったらできるか︒

中央の金をばらまいて︑地方のどこかが来いといっている︒しかし
地方良治というものの本旨はそんなところにあるんじゃない︒だか
ら今度の政治改革にはそれも入れますと言って︑それも入れたんで
す︒だから柱の つには地方自治もある︒一番最初が政治倫理の確
立で︑二番自はお金のかからない選挙がどうやってできるか︒政党

がら︑ちょうど今βの議論のように︑全部申央に金を待ってきて︑

それからあのときの政治改革のもう一つは︑ ﹇楠弐のほうを向い
て﹈思い配してよ︒傭かもう一つ︑いいことを言ったはずだ︒足の
引っ張り合いをやめうということはいいし︑最初の政治倫理の確立
もいいけれど︑もう〜つは︑そうだ︑地方忠冶︒地方自治といいな

するような覚を作ろう︒選挙の最中に真ん中を向いて︑ああだこう
だといって足の彊っ張り合いをするのは︑よくない︒

判ならいいけれど︶︑瞬き合ったり︑足を引っ張り合ったりするよ
うでは︑力を殺ぐだけだから︑もっと背中と背中を合わせて︑対決

伊藤 ましては︑茨城で負けていたりしたらそうですね︒その意味
でも勝ったのは大きいんじゃないですか︒

海部勝ったのが大きかった︒そういう補選はみんな勝たせてもら
って︑ありがたかったと思うんですね︒
伊藤 再妊されて所見発表ということで︑ 門政治改革﹂ということ
を謳われるわけですが︑この場合の政治改革というのは具体的に侮
を お 考 え だ っ たんですか︒

海部 大きく分けると︑たしか五本だったと思いますが︑柱を作っ
た︒轍に言われるのと違って︑第一は政治倫理の確立︑これをやら
それはずっといろいろありますからね︒

ないと自民党の永遠の生命は保てない︒
伊藤

海都 いろいろありましたからね︒ 門償なくば立たず﹂と私は教わ
ってきたけれど︑まさに第一億それであります︒政治倫理の確立を︑

まずみんなで約束しよう︒それから二つ霞は︑自民党のカをお互い
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俘藤

当時は﹁マニフェスト﹂という言葉はなかったですからね︒

海部 それを考えたんです︒それを発表したんです︒そうしたら︑
豪時後藤田さんと伊東正義さんが︑ ﹁それはいいことだから︑大い
にやってください︒応援しますから︑しっかりやって隔ということ
だった︒それで︑それをつくってやろうと思ったんだが︑さて抵抗
勢 力 ︑ 反 対 派 がすぐできた︒

だからいま︑ちゃんちゃらおかしいのは︑石破茂なんていうのも︑
当時は一年生か何かで︑二年生ぐらいになっておったかな︑抵抗勢
力だよ︒それから
︑まあ固有名詞を出すのはやめておこう︒
俘藤 いいですよ︑出したって︒あとで消せばいいんですから︒具
体的なイメージがないと駄羅ですから︒

石 被 さ んに︑ですか︒

蘭二÷一世紀に向けて目激すべき社会を考える懇談会

極藤 それで政治改革と関連があるもう少し政策的な話ですが︑梅
原﹇猛﹈さんを座長にして︑諮閥機関﹁二十⁝世紀に向けて囲指す
べき祉会を考える懇談会﹂というものをおつくりになりますが︑こ
れは︑きっかけは何ですか︒

海部
﹇梅原は﹈中学の先輩で︑同窓会なんかでよく話をして︑こ
の人はちょっと学者でも骨っぽいところがあるな︑時の党に尻尾を

振ってこない︑というような想いが︑僕の繭象の中にあったんだ︒
それは後艮大変な逆転を食ったんですけれどね︒生命倫理の問題で︑
臓器移植法案の時も梅原さんに頼んだら︑〜人だけの少数意見で︑
そんなことは間違いがあったらどうするんだ︑というようなことで

やられたけれど︑それは︑こことは痘接関係ありません︒

二十一世紀の委員会のときには︑当時売り出しておった変わり者
をなるべく入れようと思った︒だから残聞里江子なんていう女の評
轡藤

これは総理大臣がやりました︒これとこれとこれ︑というこ

この人選は誰がやるんですか︒

論家でしよう︒

海部
とだ︒

掛藤 相談柏手は誰ですか︒梅原さんですか︒
海部 いや梅原にも相談しなかった︒決めてから梅原のところに電

話した︒ちょうどアメリカかどこかに旅行しておったんですよ︒電

﹁なんですか﹂と言うから︑

門こうこ

話で追いかけて︑ 門先輩︑ここまでおれが追いかけたんだから︑い
やと言わずに聞いてくれよ﹂

うこういうことで二÷一世紀の委員会をつくるから︑座長になって

まとめてもらいたい﹂と頼んだ︒ ﹁あとは誰だ﹂というから︑当時
﹃サラダ寵念日﹄なんていう変わった本が売れておったから︑この
サラダ記念日の女の子もいいな︵俊道 俵万智ですね︶︒それも委

一20S一

佐 道 そ う で すね︒
海部 両院議員総会でやられたんだからね︒
傍藤
う ん ︑ 石鍍に︒

﹁やるか︑やらないかというのが大前提で︑

海部

それではよく理解できない一なんていうことから始まって︑ちょう
ど橋本龍太郎が参議院選挙に負けたときと同じように︑ねちつこ〜

ね ち つ こいですよ︒

﹇いまと﹈全然変わらないですね︒

い理論を振りまいて︑上目遣いでしゃべるんだな︒
佐進

伊藤

海部 そうだろう︑ねちいっとトリモチでくっついたように︑ねば
一つとくる︒

麹道 瞬きしないような感じで︒
海部 そして︑人を内心小馬鹿にしてさ︑こんなことがわからない

んですか︑というニュアンスを持ちながらしゃべるから︒岡じ派閥
は親分に似るものだな︑と思った︒
伊藤 そうですが︑あれは橋本派なんだ︵笑い︶
︒
橋本派だ︒

いまは橋本派のような感じがしませんけれどね︒
あれはお父さんの血を受け継いでいるのかも知れん︒

海伊海
部藤部

員に入れました︒残簡里江子は︑テレビの討論会や座談会で︑糧大
ゴミだとか濡れ落ち葉とか言いながら︑男性社会に対して痛烈なこ
伊藤
海部
便藤
海部

かなり高魑なことだったんですか︒
大変高志な︑大きな話でした︒
とても政治に乗っかるような話ではない︒
はい︒そしてああいう政治条理の中で︑党派を超えて議論で

きるような話には︑なかなかならなかったですね︒

これは海部先生の教養を高める懇談会だ︵笑い︶︒

具体的な提案もあったんですか︒

あまり具体的な︑ここぞ︑と思うようなことはありませんで

侮か一つでも取れるようなものがあればよかったですね︒

取って︑スッとやればいいけれど︑なかなかそうは行かなか

なかなか議論が噛み合わなかったということですか︒いろい

それは天上天下唯我独尊みたいな入もいるから︒それと︑お

じゃあ︑とてもじゃない︑まとまる語ではないですね︒

書いっ放しで︑こういう意見もあるなということがわかった

異才の方々のご意見を承ったということですね︒

党が一致結束して反対するから︒伺がいかんですか︑と聞いても︑

海部 ただ︑教育が大事だということはそのとき善蔭いましたね︒さ
すがに学者だから︒それは言っても︑別に反論が出る話でもない︒
ただその教育の中に︑愛国心を入れるとか︑いろいろなことを書い
出すと︑完全に教脊基本法もできなくなった︒そうでしょう︒大政

撰藤

ということでしょうね︒

海部

侵藤

姉様たちはキャンキャンと言う人だし︒

海部

ろなタイプの方がいらっしゃいましたから︒

佐進

ったように思います︒

海部

伊藤

した︒

海部

伊藤

ら腕利きを出せといった︒ メモをとらせなければならんし︒梅原さ
んが最後は書いたんですけれどね︒

総理府の青少年問題協議会というのがありましたね︒そこか

そういうようなことですよ︵笑い︶︒
事務局は総理府か侮かが受け持ったんですか︒

部道部藤

とを雷っておったから︑こういうのも入れておけ︒二十一盤紀はこ
ういうふうになるよ︑と思いながら︒そして︑いまはちょっと︑こ
れはどうだったかなと思うけれど︑角刈春樹も入れて︑総勢十 人
か何かにしたんだ︒偶数ではなくて奇数にした︒

そうしたら梅原さんはエライ張り切ってやってくれたわけさ︒宮
分で筆を持つといって︑宮邸に朝八時にみんな集合をかけて︑そこ
人曲玉ですか︑早いなあ︒

でいろいろ話した︒
伊藤

海部 八時に集合をかけておかないと︑十時になると次のものが始
まったり︑お客さんとの約策があったりするから︒八時過集まって︑
朝食を食べて︑九時半頃までやった︒
伊藤 海部先生は歯分が出てやっているんですか︒
海部 ああ︒僕は全部出ましたよ︒そこで一問⁝答︑ぜんぶやりま
した︒

僅藤 普通懇談会というのは︑そういうものではなくて︑答申が出
る の を 待 っ て いるんでしょう︒

海部 答申が出るのを待っている︑．では遅すぎるから︑みんなで議
論して決めたんだ︒決めるときは門梅原さん頼むよ隔ということで
や っ て き た ん です︒

俘藤 どれぐらい続いたんですか︒
海部 月に二回ずつやりました︒テンポが畢いでしょう︒角川春樹
それで何か方針が決まったんですか︒

は 半 分 ぐ ら い しか畠なかった︒

楠

海部 はい︒蚤時の梅原さんが書いた懇談会の結論を︑僕はまだ持
っているはずですから︑家に帰っていっぺん調べてみます︒
伊藤 その結果として何かやったということはあるんですか︒
海部 ありません︒やれなかった︒やれるような話ではなかったん
だな︒
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海佐自修｝

議ベルリンの壁崩壊蓬︵冷戦の終焉︶

具体的な反対はないけれど︑全体として駄馨だというでしょう︒

いうことをなんといって全国に広めたらいいか︒できたら︑土井た
か子でも連れて行って︑一緒にその場でどうだ︑と言いたいんだけ

伊藤 そうですが︒それは選挙対策ですか︒
海部 もちろん選挙対策︒党全体の︑自由畏主主義が勝ったんだと

で行ったんです︒

﹁おまえが言っていたことはだ

私が東ドイツの総理として反省するのは︑国づくりのために選んだ
教科書が間違っておったんだ縣ということだった︒よくそんなこと

ただモドロ⁝がそのとき僕に寄越した手紙だったと思うんですが︑
﹁これは東ドイツの国民が繭ドイツの国鼠より劣るわけではない︒

は壁の下でモドローと会って話ができたらいいと思った︒

がらあなたとはお録にかかることはできんけれど︑いろいろなこと
はよく闘いているので︑またいずれ﹂というようなものだった︒僕

いぶん連絡をとらせたんですが︑置本の大使館を通じての返事は︑
門モド画一はそのときどこかに蘇張して娼かけておるので︑残念な

いぶ違っていたじゃないか︒お気の毒様とは言うけれど︑これから
はどうするんだ﹂と聞いてみようと思って︑ハンス・モドローにず

に行ったら一暇モドロ⁝に会って︑

海部 以前︑例の大野伴陸さんがベルリンに行って︑ ﹁ベルリンの
藤も策も春の風﹂という俳句を詠んだんですね︒だからそのことを
例にとって︑ ﹁ベルリンは繭も東も平和の万歳漏とか言葉だけくっ
つけた句を作って楽表したら︑みんな毅聞が取り上げてくれた︒ベ
ルリンの事件は本当に象徴的であって︑あの頃︑東ドイツの総理大
臣をやっておったハンス・モドローというのがおるんです︒向こう

ですね︒

伊藤 しかしいまおっしゃったような︑書らの理想郷としてのあれ
はどうなったんだ︑ということですが︑感じた人はあまりいないん
じゃないですか︒少なくとも闘違っていましたと言った人はいない

行って見てきた︒

れど︵一同笑い﹀︑そんなことはとても当時はできん話ですからね︒

伊藤 それで﹇一九八九年﹈十一月に入って︑十一月牽日にかの有
名なベルリンの壁の取り壊しが始まるということになりました︒こ
れで本当に急速に︑策ヨーロッパの諸国が共産主義︑ソ連のくびき
から離脱していく︒これはいつか終わると思っていたんですが︑十
二月に入りますと︑米ソのマルタ会談で冷戦終結宣言が出るという
ことで︑あれよあれよという鷺に事態が進展する︒僕もいっかソ連
は崩壊するだろうと思っていましたけれど︑まさかここから引き続
いて趨こるとは思いませんでした︒先生はどういうふうにごらんに
な っ て い ま し たか︒

海部あの年の一月元旦の発売の門タイム﹂という雑誌の表紙に︑
上半身はきちんとした服を着ているけれど︑下半身はズボンを脱い
で︑まさに海に沈まんとする船の上に爪先立っておるゴルバチョフ
と︑下半身はきちんとして﹁やあやあ﹂と言っているブッシュが並
んでいた︒非常に象徴的な衰紙でしたね︒そのときは︑これで勝負
があったんだ︑ということでした︒だから︑よし︑これを利用して
やってやろうということで︑体制の闇題を選挙に取り上げるのはど
うかという意見もあったんですが︑体制の閤題を説いて︑ ﹁日本は
正しかったではないか︒社会党や共産党のみなさんにお尋ねするけ
れど︑あなた方の理想郷や桃源郷は何だったんですか﹂というよう
いいですね︒先生を後ろから押してくる風のようですね︒

な大見得を切れたのは︑あの火変動があったということですね︒
俳藤

海部 あれは大きなプレゼントですね︒それで見に行く前からだい
たいスト⁝リーもわかっておったんですが︑しかしこれは僻地に行
って壁を実際触ってみたらああだったとか︑こうだったとか﹇演説
で言うためには﹈︑知らなければならんから︑無理して霞程を組ん

雷うなあと思ったんだけれど︑事実それを言ってもいい時代になつ
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たんだね︒それは選挙の時に︑ずいぶん演説で使わせてもらいまし
た︒．﹁選んだ教科書が閥違っておったんだと︑当の東ドイツのハン
ス・モドローが認めているんだ﹂と︒
俘藤 体綱の選択というのは︑いいですね︒これでもう少し向こう

海都 本当にそうです︒体制の選択ということで選挙を戦ったつも
りだし︑この体制だからこそ︑いまの二本はあるんじゃないか︒
楠 でも反対派があまりクシュンとしなかった︑ということでしょ
レつ︒

人もいなかったし︑街頭演説でもこの話はそんなにひどい反発はな

反対派といっても︑一会でもそれは間違いだ︑という人は⁝

迫 力 不 足かな︒

かったですね︒

海部

海部

いえいえ︑ちょっと時間が足りなかった︒

を押しつぶせればよかったんですけれど︒
佐道
向こうは無感覚な人たちですから︒

佑道

こちらの方がよかったでしょう︑という駄§押しをするわけ

でも自己否定はできないですからね︒

説明し始めるとずいぶん長くかかるけれど︑ちょうど今濤︑

選挙中︑そのことに大きな反響はありましたか︒
海部

楠

です︒

海部

たでしょう︒

楠伸間は元気づけられたということでしょうか︒
俘藤 根手だって︑体鰯の選択だといわれて︑少しはクシュンとき

俘藤

鐵ベルリンの壁崩壊翌︵体劔の選択︶
楠 そうすると先生は︑総理大臣に就任されてから︑補選で勝って︑
ベルリンの壁が崩壊して︑そのあとで衆議院の総選挙になる︒総選

挙までずいぶん僥倖が続いたということになりますね︒それはご自
身の努力もいろいろおありでしょうけれど︑補選で勝つ︑ベルリン
の壁が崩壊するという集積の上に総選挙の勝利があったということ

みんな﹁いいそi隔ということで拍手は多いけれど︑燃えるような
ものが湧いてこないんですね︒大勢おるし︑反対派がシュンとなる

党撹判になって申し訳ないけれど︑仲夏内ばかり集めておるわけで︑
いわゆるオピエオンリーダーを集めていないものだから︑初めから

海部 あの頃は︑知恵を出してくれる人や協力してくれる人がいろ
いろあったものだから︑ヨーロソバからの帰国報皆というのをやっ
たんですね︒日比谷公会堂でもやりました︒けれども︑当時の日輪

ホッとするね︒けれどもβ本の劇場で︑霞分が演劇をやっていると

姿に見︑穿てきた︒孚が吹っ飛んで倒れて︑苦しんでいる︒やめさせ
なければいけません︑あれは﹂というと︑そちらのほう㊧組の入は

いけれど︑読んで本当に腹の立つものがある︒ある女性の俳優が︑
﹁私が舞台に立っていたら目の前にいる人がみんなイラクの子供の

れはいま町に出ている書籍のたぐいで︑僕に言わせれば明らかに一
つの圏的意識を持った人の作品が多すぎる︒例えば名前を出して悪

でしょうか︒

ような語もいろいろあるんだけれど︒

僕らが大勢の人の前で質問されて︑ ﹁海部先生︑あんたはブッシュ
と手紙のやり取りをしたり︑電謡をかけたり︑アメリカまでわざわ
ざ行って励ましておるけれど︑どうしてだ﹂といって聞かれる︒そ

俳藤身内だけになつちゃったんですね︒

伊藤

あ っ た んでしょう︒

ことですか︒

楠 体剥の選択というのは︑直接︑選挙には影響がなかったという

きに︑霞の前がみんなイラクの子供に見えて︑みんなそこで殺され
ていくのを晃て︑私はアメリカは許せないと思ったというんですよ︒
これが朝日噺聞に顔写真入りで大きく出ていた︒特に渡辺えり子と
いうのは︑そういうことをそういうト⁝ンで書きますね︒池沢なん
とか門←夏樹﹈という男性の執筆家も︑全く片一方の発言だけです
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伺いしたがったんです︒例えば霞本人というのは︑世界中で何か事
件があると︑そこに日本入の犠牲者がいるかどうかということにま
ず闘心をもちますね︒いないとホッとして︑窪分のこととは思わな
い︒この冷戦の崩壊というのは︑考えてみると田本入とは薩接関係
のない話であって︑東アジアではまだ冷戦体舗が続いているわけで
すね︒そういう意味では世界史的には大きな出来事なんだけれど︑
選挙に作用するような大きな力とはならなかったんじゃないかと私

から︒そういうのを聞くと僕らは﹁どうしてだ﹂と質問されるけれ
ど︑ ﹁どっちがいいかといって選んだ場合︑いろいろ内部に批判も

よね︒

は思ったんです︒

併藤 だから反対している入はフセインと手を握っているか︑です

そ れ だ か ら ですよ﹂と需うんだ︒

いし︑われわれのつき合う友達としては上等だと思っているから︑

あり︑告発があっても︑まだまだアメリカのほうがイラクよりはい

楠 伺いたかったことですが︑冷戦の終結あるいはベルリンの壁の

海部

それで︑相当反響はありましたか︒

海部 ありましたよ︒ ﹁そうだ！﹂ということで︑拍手もよくもら
った︒そしてもう一つ言ったことは︑ 讐それはヨーロッパだけで起

楠

わなければ街頭演説は響かないから︒

ベルリンの壁の崩壊で明らかに決着がついたんだ﹂と︑短絡的に言

それは選挙で利屠するときは︑ ﹁自由と共産主義の戦いは︑

崩壊というのは︑世界隻的に見て雰常に大きな畠来事ですね︒一方︑
北朝鮮の拉致問題で金正霞が拉致を認めたのは︑ヨ本人にとってみ
れば非鴬に大きいけれど︑世界史的に見たら︑冷戦の崩壊と匹敵す

るぐらいのものか︑それはわからないし︑もうちょっと小さいと思
うんですね︒しかし選挙に対する影響は︑途方もなく麺致問題のほ
うが大きかったと思うんです︒ベルジンの壁崩壊︑冷戦体重の崩壊

手術の見通しも立っておらん隔というようなことも言いました︒
﹁だから日本は︑ますます薄霞までの路線を守ってやらせてもらい

というのは︑それほど選挙には景勝影響を与えなかったんじゃない
かという気がして︑そのときの先生の印象を伺いたかったんです︒
海部 そのちょっと前に︑ハンガリーとオーストリアの国境で︑二
十一世紀に向けてのピクニックという試みが行なわれた︒そのとき
ハンガリーの当時の首落はネーメトといいましたが︑ネ⁝メトが鉄
条網を嬬って開けるんですね︒そうすると︑人が雪崩を打って︑国

たい﹂と計うと︑ ﹁頑張れえ！﹂というヤジが出てくるわけさ︒

こった謡であって︑アジアを見なさい︒まだお隣の朝鮮半島には国
境線があって︑そこで最立が続いておる︒それからちょっと性格は
違うが︑台湾と申国大陵の関係も同じようなものがある︒そういっ
たことを考えると︑アジアはまだ複雑骨折で︑ヨーロッパと比べて

境をフリーパスで通っていくわけだ﹇﹁ヨーロッパ・ピクニック計画二九八

楠

俘藤

海部

それまで汚職にまみれた自民党というイメージを変えていく

う〜ん︒

きく影響した︑と先生はお考えになっておられますか︒

要するに︑冷戦の嶺壊と一連の出来事は︑二月の総選挙には大

九年八月﹈︒行く人はみんなそれぞれ腕に技衛を持った人で︑過去の
経歴も立派なものを持った人たちです︒だから共産圏としてはそん
なことは許してはならんことであったんだけれど︑どんどん出て行
った︒それがオーストリアに入って︑そしてドイツに入っていくわ

れが影響があるかどうかを論じてもあまり意味がないと思いますが︒

ということでは︑罪常に大きく役立ったんじゃないですか︒
楠 選挙の勝心というのは複合的だから︑ つだけ取り出して︑そ

うことを目の当たりに見ていた︒それはゴルバチョフも誉つたこと

けですね︒だからベルリンの壁というのは︑その前のハンガリーの
ピクニックで︑人の流れを止めることができなくなったんだ︑とい
だけれど︑やらなけらばならなくなった歴史の必然であった︒

海部 しかしヨーロソバにおける共産主義陣営の崩壊というのは︑
ヨ本国艮に与えた心理的な影響は大きかったと思いますよ︒社会党

楠 日本人に隷するこの問題の影響ということで︑先生の感想をお
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と思う︒結婚するまでは両方ともめくらになっているから︑重んで
結婚する︒そしてしばらくいい思いをしたあとで︑ああ︑これも出
さなきゃならん︑あれも出さなきゃならん︑こちらでこの自由がな
くなるんだ︑というようなことに気がついても︑それはもう遅いん
だ︒ずいぶんお金が要るんだ︒また要ったんだ﹂という︒とにかく

や共産党が書っているようなことにはならんのだ︒
楠 ただ︑タイムラグはあるんじゃないかと思うんですけれどね︒
起こった直後は︑その大きさを実感できないということがあって︑
だんだん時間が経つにつれて︑それが影響してくるということは当
然 あ る だ ろ う と思いますが︒

茜のほうの奴入の中から︑国家予算と同じぐらいの補助金を東へ出
したんです︒要するにイコール・ブイソテイングというか︑両方平

﹁これはまだまだ時

れたでしょう︒もっと深刻で︑もっと惨めな話をしておったな︒

学だから鋳銭だ︑局長にもなれんのか︑ということがひところ需わ

って︑東大だからもう課畏になったけれど︑おれのほうは早稲田大

まだヒラだとか︒ちょうど底本の学歴社会と間じようなことで︑差
し障りがあったらごめんなさいよ︑あいつは国家公務員試験を受か

後から東建イツに入っていって︑いろいろ闘いてみると︑最初に
言うことは︑大学を卒業して試験を受けても︑こっちのほうが﹇成
績は﹈いいんだけれど︑向こうのやつらが合椿するとかね︒一緒に
入ると︑侮年以内に向こうのやつらは課長になるけれど︑こちらは

現実はもっと厳しいらしいんだ︒

なる統一はできないから﹂と言ったら︑ ﹁いや︑そういうこともた
しかに一つの問題点だ﹂ぐらいにしか識⁝ルは答えなかったけれど︑

まだ完全に片が付いておらんのだ﹂という︒そこで僕が︑ ﹁コール
さん︑あんたのところの仲閤から誰をいろいろ聞いたけれど︑いま
統⁝ドイツの政府は︑人を募集するときは西ドイツのほうが有利で︑
東ドイツから来る入はほとんど採燭されないというが︑それでは内

等にならなければいけないということで︑ずいぶんお金を出した︒
伊藤 マルクを同じにしましたからね︒
演部 同じにしたんです︒ ﹁けれども︑それに耐えても乗り越えら
れなかったものがある︒内なる心の闘争である︒内なる心の周題は

騙ベルリンの壁崩壊3︵東薦ドイツの統一︶

門どうなんだ﹂と需った ら ︑

海部 当のヨー隷ッパでも︑ベルリンの壁がなくなった後︑そんな
に時間が経っていないときに︑僕は謙⁝ル首相と飯を食いながらい
ろ い ろ 話 を し て︑

問がかかる︒そしてわれわれは今山胸中に片が付けばいい問題だと
終着駅を置いている﹂という︒だから十年はかかるということをコ
ール膚身が書っているんだね︒そして隣に︑当時の小和田門煽︸審
議宮が⁝人だけ陪席してメモをとっておったけれど︑ ﹁それでどう
するんだ扁と書ってさらに瀾いたら︑ ﹁ドイツはやがて連邦国家に
なるんだけれど︑まずできることから条約を結んで︑緩やかな条約
連合体になるんだ鴇という︒通訳は﹇条約連合体﹂と言いましたか
らね︒

伊藤 コールさんの予想をはるかに超えて時代は進んだ︑というこ
とですね︒

﹁このあいだのお話よりも︑スピードもテンポもずい

海部 コールが丁年はかかると言っておったのが︑あれよあれよと
いううちに転がってきたわけでしょう︒そしてその次にコ⁝ルに会
ったときに︑

ぶん違うじゃないですか︒しかしそれはいいことだから︑あなたの
指導力によってそこまで行ったということを︑私は霞本国浅と共に
高く評銘する︒さらに進めてもらいたい﹂と言ったら︑あの人は冗
談の妊きな人なのか︑冗談か本気かわからんけれど︑ ﹁きれいな娘
に会ったら︑ドイツだって日本だってそうだろう︑軍く結婚しよう

だから内なる統一というのはできたのか︑といって最近も闘いて
みたの︒バイロイト出身の圏会議員がいま日独友好議員連盟の会長
になって︑僕に門あなたもオペラが婦きなようだから︑バイロイト
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に来てください︑ご招待します︑議員連盟の幹部何人いらっしゃる
か︑連絡してくださったら用意しますよ﹂という︒ただし︑そうい
うことができるということは︑ごく一部の人らしいんだな︒バイ諏
イトの切符なんていうのはドイツ人だって高くてあまり手に入らな
いんだ︒だから内なる統 というのは︑私はそうは進んでおらんな︑
という感Oがしますね︒対外的には数宇を挙げて︑公務員の格差は
これだけ爆正したとか︑こちらの医者のあれはだいたい一緒になっ
たとか︑いろいろ需いますよ︑調子のいいところだけつまみ食いし
ている︒けれども一般の話を聞いてみると︑非常に厳しい声がまだ
あります︒今度東ドイツにもういっぺん行って︑意地悪質問をして
こようと思うんだ︒

僕はワイマールに行ったときに︑終わってから︑ワイマ⁝ルの芸
術家とか毒罠団体の代蓑とこちらから行った人が集まって︑いろい
ろな話をしたんです︒そういうときに一緒に行くのは︑EUジャパ
ン・フェスティバルの霞本側の企蕪委員です︒ご承知ですか︑ネモ

トさんとか︑NHKにおった森本哲部だとか︑ああいう人が数名行
くんです︒それらが芸術的な話はパシバシやってくる︒おれはもっ
ぱら政治的な話をしているんだ︒
伊藤 まあ︑分離していた時間に以上に︑統合するのに時間がかか
るでしょうね︒

綴ベルリンの壁崩壊4︵日本外交への影饗︶
佐道 このベルリンの壁崩壊から一連の話を︑ちょっと違う角度か
ら言いたいんですが︑先生がアメジカにいらっしゃる前ぐらいから︑
ハンガリーから東独の人が出て行くとかいうことが少しずつ問題に
なってきていたと思うんです︒それが十月ぐらいになったら〜気に
煎速して︑牽一舅にベルリンの壁が崩壊する︒そしてあれよあれよ
という間に︑ハンガリーから︑ル⁝マニアから︑ずっと全部に波及

していくことになったと繕うんですね︒政治日程からすると︑翌年

︸刃に総選挙があるんですが︑その皿方で︑国政の最高責任者とし
て︑これまで日本が前提としていた鼠際環境が大きく変わろうとい
うところですから︑外務雀の情勢分析も頻繁に届けられて︑これか
らこうなります︑こうなる可能性があります︑というようなことが
あったと思うんです︒変転が劇的であったあの時期について︑そう
いう情勢分析︑情報の集まり方︑分析の角度は︑先生はどういうふ
うに見ておられましたか︒

海部 これはまさに本当に鰯的なものであって︑僕はコールという
のは優れた致治家の︸人だと思うんです︒しかしコールの先見性も
あの頃は曇っておったわけで︑十年かかると思っていたんだ︒統︸
がそう簡単にできると思わなかったわけだ︒ですから︑そういうす
べての入の主観を乗り越えて︑歴史というものが動いていったんだ
な︑という感じがしますよ︒

揮藤 日本の安保政策も何もかも︑貝米同盟もそうですが︑冷戦を
前論にして組み立てられているわけですね︒でも米ソで冷戦終結宣
言をやったんですね︒これは日本がそもそもこれからどうするんだ︑
ということと非常に深い闘係があるわけですね︒ヨ米安保はどうな
るか︒そういう大きな変化に対してどう封処していくのかというこ
とについて︑外務省あたりからいろいろレクチャーもあるだろうと
思うんですが︑そのへんはいかがですか︒
海部 僕の本当に率薩な感じですが︑あれはヨ⁝ロッパで起こった
ことであって︑ ﹁見ろ︑朝鮮半島でも台湾・申国でもアジアにはま
だそれは来ていないんだ﹂ということだ︒逆に言うと︑たいへんい

やな︑恥ずかしい話ですが︑アジアはまだワンテンポ遅れている︒
アジアに来るためには侮をしなければならんだろうかということを

考えても︑なかなかいい知恵は出て来なかった︒

だから中国に行くたびに﹁台湾とのことをどういうふうに考えて
いるんだ︒われわれが心配するのは︑あんなところでやれ金門島だ
とかなんとかいって︑年中行事をやっていもしょうがない﹂と雷う
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んだけれど︑原則論しか中屡は言いませんからね︒台湾のほうは︑
このあいだ宋楚喩が二本に来た︒今度の総統候補ですよ︒宋楚鍮は︑
この射は樵論調査でも⁝番であった︒要撃鍮が当選するだろうと思
ってみておったら︑嶺選できなかった︒けれども票はかなりいいと
ころまで取ったんだ︒

それで宋楚喩と会っていろいろ詣を聞いてみると︑ ﹁昔は二言目
には台湾の指導者はファングンダ⁝ル︑フーコーウオ⁝と︑ ﹃反攻

復国宣言﹄を高らかに言っていないと︑とてもじゃないが政治家と
しての立場がさらわれてしまう人が多かった︒それがだんだん変わ
ってきて︑いまや下の方では︑大陸と台湾との往復がさかんにでき
るから︑もうちょっと上のところまで行きたい﹂ ﹁行きたいという
だけでなしに︑行けるようにしたらどうか︒われわれから見るとあ
なた方には共通点があるよ︒ところが︸つの申国論というのにあま
﹁まだ

りこだわっている︒そこのところは柔軟に調子よく解釈をしていか
ないといかんから︑そこらは柔軟にならんのか隔というと︑
い ま は と て も 難しいです﹂という︒

僕は︑やるならばまず台湾のほうから球を投げて︑大陸のほうが
懐の深いところを見せてバッと受け止めて︑それから入っていかな
いと︒だっていま経済関係だけでも︑香港経由の貿易や投資は全部
台湾資本ですからね︒そんなことは中央の連中は百も承知ですよ︒
門また増えたじゃないか﹂

中連部というのがありますね︑中国対外連絡部︒あの中連部長は︑
⁝ 回 は 必 ず 飯を食って話をするんです︒

というと︑ ﹁それはよく承知しておりますし︑この趨勢を駄霞だと
いったことはありません︒だから爾方で︑原野さえ守っておれば︑
全部受け容れるんです︒だからずいぶん増えているんですよ隔とい
レつ︒

債藤 増えているのは︑ミサイルも増えているんですね︵笑い︶︒︑
本当に︑アジアとヨーロッパでねじれていることはたしかなんです︒
たしかにおっしゃる通り︑冷戦の影響が︑ストレ⁝トに身動に広が
ったという感じではないと思うんです︒だから割り墾かなければな

らない︒だけど偉界の体制として︑ソ連が駄碧になってきた︑共産
党は駄露だということが非常にはっきりしてきた︒それに追随した
社会党に湿する評価も少し落ちたということは間違いないと思うん
ですね︒

顯消費税の見直し論議

伊藤 この時点では︑ 鷺九九〇年﹈一月二十四ヨの解散︑そして
篇月の総選挙というところに照準が向いているわけですね︒そもそ
も海部内閣そのものの霞的は︑ある程度そこに設定されているわけ
ですね︒

環だと考え

海部 そうです︒初めからその演説の材料を仕込みに︑説得力のあ
る演説ができるためには現場を触ってこなければならんということ

そうすると︑消費税の見直しというのも︑その

でやってきたんです︒

傾藤

はい︒消費税の見直しというのは︑大きな歴史の渦の中では︑

てよろしいわけですか︒

海部

罎本だけの国内的な問題である︒しかも銭金問題である︒
轡藤 でもこれは大事な問題ですね︒

海部 だから思い切って︑変えます︒どこまで変えられるか︑人間
の基本的な蓉厳に属する部分は︑消費税をかけてはいかんというよ

うなことを露いながら︑︑例えば︑お産の手当には消費説はかけませ

教育とか︑食料品もそうですね︒

んとか︑いろいろなことを言ったんです︒
伊藤

楠 何に税金をかけて︑侮に税金をかけないというのは難しいんじ
ゃないですか︒例えば食料品の中だって︑嗜好品と日常的なものが

ありますね︒それを区別するというのは︑政府が価値観をある程度

決めることになりかねない︒例えば高いお酒はかかるけれど︑安い
お酒はかからないとなると︑人によっては高くも何ともないと愚う
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りという選択は︑非常に難しいんじゃないかと思いましたけれど︑

人もいるでしょうから︒品物によって税金をかけたりかけなかった

部罪課税にしろというのは︑サッチャ⁝さんから教わったんです︒

いかがですか︒

溝部 それをヨ本は物品税という名前でずっとやってきた︒毛皮の

悠紀雄さんなんていう人は︑

﹁初めから消費税は皿○％のものです︒

ろいろな意見をまとめて︑おっしゃったのではないだろうか︒野口

イギリスの成功例ですよ︒けれどもそれを言ったら︑それは駄目だ︑
ということになったんです︒あの頃︑どうせやるなら︑初めから五
％とれと叢ったのが︑嘗澤さんです︒だから先見の明があったとい
えばあったわけだけれど︑しかしそれはただ単なる学者としてのい

コ⁝トは高くかける︑書噺骨董は基準があるわけではないのに高く
かける︒物晶税は高いものには高くかける︒そんな頃に︑物品税は
門物品税をやめて消費税にしたほう

そんな三％や五％なんていったって︑そのうちに一〇％になるから︑

非常に不公平だということで︑
が広く全体のために行くじゃないか隔というと︑

まずそう思っていなさい︒世界の趨勢はこんなです﹂といって出し

﹁消費税というの

は貧乏人にこそ痛く感じられるんだ︒金持ち優遇の最たるものだ扁

海部

ありますよ︒だからこれは︑ ︻部例外をはっきり作ったとい
それは選挙対策ですよ︒

うことで︑言ってみれば選挙対策ですね︒

伊藤

たのが︑︻五％の国があり︑二〇％の国もあったんじゃないかな︒

と野党はよく合いました︒あのときの委員会の委員長は金丸儒で︑
アバウトだから︑︑おれが理事の一入だった︒ときどき委員長魔を交
替しながらやり取りを聞いておると︑そういうところに与野党の論
戦のまず噛み合わないところがあったんですね︒その頃どうしたら
いいか知恵を出してこいと言ったら︑大蔵省の連中は︑ 門物品税が
これだけ批判を受けておるときだから︑物品税をやめて︑広く浅く
薄くすべての人からいただくのが消費税であります︒ものは売ると

極藤 だから︑いずれまた消費税は上げなければ財政的にはやって
いけないということは︑政治家のみなさんはみんなご承知のことで
すね︒自分の時にやってもらいたくないというだけの謡であって︒
海部 だから小泉なんてずるいのは︑私の内閣では上げませんとい
まだに言っておるでしょう︒あとは野となれ由となれで︑これほど
無責任な話もないじゃないかというのが︑いま党内にみなぎってお

きにかかる税金と消費するときにかかる税金とあるわけです︒逆に
言うと︑お酒なんかの蔵出し税は好むと搏まざるに関わらず︑全部
蔵元にかかるんです︒消費税というのは︑〜人ひとりの消費者に︑

やめる前にやっておけということですか︒

る不満の﹇つです︒

最弱

やらしちゃえ︑やらせてからやめさせろ︑という議論も出て
くるんじゃないですか︒
俘藤 たぶんそうなるでしょうね︒

海部

独立自尊の精神︑決定権があって︑よしこれは買おうと思ったら︑

そこで初めて債務が発生するわけです︒高いからいやだと本人が思
えば︑それは消費税に関係ない話になります︒わかりやすく言うと
そういうことですから︑物品税よりもこちらのほうが︑国罠のみな
さん一入ひとりのお気持ちを大切にした税です﹂というようなこと
でへさかんに教育された︒これは忘れません︑街頭演説をやったん

さて︑十二刃にフィリピンで反乱があって︑かなり大きなもので︑
マニラ帯で銃撃戦が行なわれるという事態になりました︒フィリピ
ンというのは︑日本がかなり援助している国ですね︒環本は最大の

だから︒

俘藤 それはその通りなんですね︒だけど今度は︑例外を作ります

援助園ではないですか︒疇本人もたくさんいますし︑総理としては︑

海部

それは大変なことだと思いましたが︑さりとて︑いまのよう

これは大変だ︑ということにはなりませんでしたか︒

と物品税にだんだん近づいてくるわけですね︒要するに食料品とい
っ た と き に ︑何を雰課税にするか︒

海部 それはどこで線引きするかということでしょう︒食料品は全
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に︑ブイリピンまで出て行って︑お力添え︑ご協力ができるような
ハンガリー︒

ルギー︑フランス︑イタリア︑イギリス︑バチカン︑ポーランド︑

まさに破竹の勢いであった頃です︒できたらそいつらにも会ってや
ろうと思った︒なぜそう思ったかというと︑ポーランドが團づくり
の羅標としておくのは日本だと言っておったという話が伝わってく
るから︑それでは行こうと思った︒いままで行ったことのない東欧
諸国ですから︑そこに手を伸ばすということは︑向こうにも日本に
対する理解や協力がなければいかんから︑どこがいいかといって探
らせたんですね︒そうしたら一︒

サというのが出て来て︑グダニスクで﹁連帯﹂という組織を作って︑

海部 ポーランド︑ハンガリーは初めから計画には入っていなかっ
たんですが︑どうせやるならば︑広く日本の夢を語らなければなら
ん︑ということと共に︑ポ；ランドという国では︑その頃からワレ

環 境 も 雰 囲 気 もない︒

俣藤 これは大して大きくならなかったのでよかったんですが︑い
よいよ激戦になって︑日本人を引き揚げさせなければならない︑と
いうようなことになったら大変でしたね︒
海部 それともう︸つ︑そのとき心配したのは︑内部的な閣題もあ

のほうとか︑インドネシアの近くには海賊がいろいろ出ますからね︒
これは大した影響はなかったんですが︑こういうときはどんどん清

餌藤

りますが︑通商航海の重要な位置でありますから︑あのへんにそう
いうのが出没してきたら︑日本の経済のもとがやられるのではない
か︒そちらのほうはどんな様子になっているのかということは︑絶
えずいろいろなところで議論しておりました︒
極藤 霞本の通商路ですからね︒そうでなくても︑フィリピンの南

報 が 入 っ て く るものですか︒

﹁初めに日本銀行を持ってきてくれ﹂という︒日本銀

行を持ってくるわけにはいかんから︒日本銀行というのはたまたま
揖本だからそう言うだけで︑中央銀行としての旗本銀行をイメ⁝ジ
しているのかどうかわからんけれど︑そういう大きなものがない礪

きいけれど︑

ポーランドとハンガジーというわけですね︒

海部 はい︑嶺時は内調︑内閣調査室といいましたが︑内調の情撮
でした︒だいたい月に㎜回︑内調室長がこちらの都合に合わせて嘗
こういう箏態になったら︑もうしょっちゅう来るんでしょう︒
もうしょっちゅう︑こういう事態ですから︑と言ってくる︒
外務省ではないんですか︒
外務省ももちろん来て︑いろいろしますけれど︑内調のほう

邸 ま で 説 明 に 来る︒

楠 それでワレサにはお会いになったんですか︒
海部 ワレサはわざわざ霞本大使館までグダニスクから出て来たよ︒
そして州日本にわれわれは葬常に撞れておる︒第二の日本になりた
い﹂ ﹁そのために侮をしたらいいんだ﹂というと︑向こうの話も大

伊藤
海部
佐道
海部
が詳しいです︒

か漏という︒

﹁臼本には銀行があるから︑それがよくしたんじゃない

結局は︑投資しろ︑ということなんでしょうね︒

ですから︒

贋ヨーRッパ歴訪︵ポーランド︑ハンガリー︶

伊藤

そのとき︑マルクス・レーニン大学というところがあって︑

そこで︑日本から来たのなら話に来てくれというので行って︑いろ

佐道 通貨制度が全然違いますからね︒体剃が違いますから︑銀行
についての理解ができないかもしれませんね︒

伊藤 それで翌年︑先ほどお話にありましたヨ達ロッパ歴訪にお出
かけになるわけですね︒さっきおっしゃったように︑総選挙対策と

海部

いう意喋合いも兼ねて︑この羅で見ておこうということだろうと思
いますが︑ずいぶんだくさんの国に行っていますね︒西ドイツ︑ベ

いろな話をしたわけです︒そうしたら質問の第一は︑ 門どういう罵
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的意識を持って︑われわれのところに来て︑われわれに援助してや
る︑協力してやると言ってくれるんだ︒どういう大家さんになって
コントロールしょうと思っているのか﹂という誕生の質悶でした︒
﹁そんなことは︑少なくとも︑臼本はいま毛頭考えておらんし︑こ

んなところまで出て来てそんなことはできない︒あなた方がみずか
らのカで︑こういうものになりたいという自主努力を轟けるんだ隔
﹁それは帰って

るんだ︒馬に乗った銅像ですね︒小さい声で通訳が︑ ﹁先生︑あの

馬が晃ているのはみんな国境線だ︒ドイツや何かがまた来るといけ
ないから︒けれども剣の先の方向はロシアですよ漏という︒本当に

そうなんだな︒あの気持ちだけはみんなにあるんだ︑ということを

言っておったな︒あれは忘れられん誌ですよ︒
楠 艮露戦争のおかげですかね︒
海部 ビールだってなんだって︑トウゴウビ！ルというのをつくっ
たり︑いろいろしていますからね︒

﹁ 具 体 的 にどんなことがありますか﹂と い う か ら ︑

から栢談しないと︑あなた方もまだその程度だろうけれど︒例えば

伊藤

ハンガリーは達った感じでしたか︒

ポーランドとハンガリーとに行かれましたが︑ポーランドと

青年海外協力隊というのがある︒これは本訴に潤盛りが長いけれど︑

国づくりのために一番必要な青少年に︑技衛と技能を身につけても
らう係だから︑出しますよ︒その前に︑最初にあんた方が言ったよ
うに︑われわれは日本になりたいんだ︑日本が好きなんだ︑と書っ
てくれるなら︑日本の柔道と合気道を持ってきてやろう︒膏少年に
柔道と合気道を教えれば︑豊本の礼に始まり礼に終わる武道の真髄

この二ヶ国に対しては︑そのあとで援助をしていますね︒

聞違いないと思うな︒

﹃源氏物語隔とかも︑向こうの書聖に冷して売っているんです︒だ
から雰常に親日的であって︑日本に対して親近感を持っているのは

が必ずこの国の将来に役立つんだ隔という詣をしてきたんです︒

それで︑約束を置いてきたんですよ︒それでイニシャルした青年
がその後入り込んでいって︑いまでは大変な数の向こうの青年が取
り組んでおる︒特にポ；ランドは︑外務省の宮房長という立場の入
がそこの道場で少し教えてもらって︑爲本に行ってもうちょっと高
度なものを身につけたいといって︑僕のところに蓮絡が来たから︑
よし︑おれが紹介してやるからいらっしゃいといって︑いまでも頑
張ってやっていますよ︒だからポーランドというのはそういう意味
で非常に民霊主義翻家になっていけるような精神状態を持っている

伊藤

はい︑援助します︒

海部全く違った感じだね︒ポーランドはひとことで言うと︑雰常
に著労してきた泥臭い粟田のおじいさんたちだ︒
俘藤 基本的に農業国家ですからね︒
海部 ハンガリーのほうは︑ルックス・ライタ︑これがハンガリ⁝
かと思うようだ︒特に首都ブタペストはそうだ︒すごく西洋風で︑
洗練されていた︒王宮・王族のあった国というのは糧理も違うな︑
ということをまず感じました︒それよりも何よりも︑ハンガリーと
いう国は︑ネ⁝メトが首棺のとき︑時の大統領は何という名前だっ
たかな﹇シユトラウブ←ゲンツ大統領﹈︒ちょっと措きますが︑日
本文挙を訳して出版したことがある蟹はハンガリーだけです︒それ

と思うな︒

海部

それで︑解散総選挙というところは︑次の翻の頭にしますか︒

海部 ああ︑年内解散をはね飛ばして︑二月解散に持っていかなけ
ればならんというので︑こっちもあのときは本当に歯を食いしばっ

撰藤

がわれわれでも難解だと思う岡少将臼取の母﹄ ﹇谷崎潤一郎﹈とか︑

俘藤 何かポ⁝ランドの人に潜くと︑ソ連の支配でカバ⁝を掛けて
あったけれど︑中喋は霧に赤くなったわけではなくて︑赤蕪だとい
う︵笑い︶︒

佐道 切れば中身は白い︵笑い︶︒
海部ポーランドの真ん中に広場があるでしょう︒あの広場の前に
ある國営ホテルに泊まって︑広場からずっと晃たら︑銅像が一つあ
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その︑年内解散云々というのは何ですか︒

て努力しました︒

便藤

それはどういう意味ですか︒

海部 これはまた妙な話だけれど︑自罠党の中から年内にやつちや
えという声が出て来たんです︒
俘藤
海部 どういう意味かよくわからない︒
俘藤 それではそのあたりから︑この次お伺いします︒どうもあり

がとうございました︒今日もたいへん薗白いお話でした︒いつ構っ
ても︑ちょっと予期していたことと違うので︑面白いですね︒
︿以上﹀
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清隆

海部俊樹先生第27幽オーラルヒストリー質問填覆
（2004驚二3月8…ヨ）

1．今園も先生の総理時代のお詣をお願いします。前園、年内（89年）解散説と1月解散
説があったというお話しでした。新聞等によりますと、年内解散を室張する竹下光蒼
相と1月解散を主張する金丸氏との間に確執があったと僅えられていますが、この点
はいかがでしkうか。

2．＄時の新闘等によりますと、選挙の「みそぎ」で凹く復権したい竹罫、安倍、渡辺、
宮澤の各氏が年内同数を唱え、選挙の結果t：．kっては安借氏が後継となる可能性まで
語られていたことが伝えられています。これに薄して金丸・小沢といった方々が海部
政権存続のために年明け解散を主張していくという構図が語られているのですが、先
生ご自身は解散をめぐるさ塞ざまな議論についてどのように穿ておられたのでしょう
か。

3．結nd 1月24臼衆議院が解散されました。このときは吏上初めて「党善公開討論会」が
行われましたが、この党首討諭が実現した経緯や、実際に討論されてのご感想はいか
がでしょうか。

4．2月18日に投票が行われ、275議論（最終は286）を獲得します。海部内観として最初
の選挙であり、先生は「体制選択の選挙」を掲げて金国1万4500キロを移動して応援
されるなど火変な選挙だったと思いますが、この選挙について、取り組み方、とくに
カを入れられた点などお願いします。
、
5．選挙の結果をうけて2月28日に第二次海部内閣が発足します。内閣では中山外相、橋
本蔵相は留｛壬ですが、官房長官は森山真弓翫から坂本三十次民に替わり、党の方も小
沢幹事長は留任ですが総務会長は唐沢俊二郎氏から西岡武夫浅へ、政調会長が蕊塚博
氏から加藤六月既に替わりました。これはどういったお考えからでしょうか。

6．総選挙がからんでr平成元年度補正予算」の扱いが政治問題になっていました。中小
企業特別対策費や魍鉄精算事業団補助金、願望文化振興基金創設費、公務員給与改善
費などを内容に五兆九千億にのぼる「平成元年度補正予算」に野党は露骨な選挙対策
だと批判し晒した。選挙後も与野党は対立し、二週間国会が空転するという箏態にも
なりました。結局、野党優位の参院で否決されたものの衆院優位の漂劉で成立するこ
とになったわけですが、この時の補正予算審議について先生はどのような姿勢で臨ま
れたのでしょうか。

7．選挙後の3月2日、ブッシュ大統領との嘗脳会談のため訪米されますeH米構造協議
問題が最重要課懇だったと思います、4月の（圏米構造協議に関する）「中間報告」を
控えて、このときの首脳会談はどのように進められたのでしょうか。

8．6月28日にH米構造協議が決着します。91年度から公共投資10力葺計画（総額430
兆円）．特許の審査期間短縮、大店法・独禁法改正など米国の主張をかなりとりいれて
いたわけですが、これの実現は国内のかなり強い抵抗が予想されました。先生ご自身
はこれにどのように臨むお考えでしたか。

9．4月18H、臨時行政改革二進審議会噺行革審）の最終答申が出ました。公的規制の
実質単減、国民負担率の上場抑制、±地活用に私権鋼賑などを内容としていましたが、
これについてはどのような姿勢で饒むお考えでしたか。
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1◎， 4月26買、選挙劉度審議会の第一次答申が出ます。衆議院に4、選挙区比例代表並
立制を導入しようというものですが、これについてはどのようなお考えでしたか。

11． 岡月28日から南西アジア諸国歴訪に趨られます。インド、バングラデシュ、パキ
スタン、スリランカ、インドネシアを回られました。3◎Hにはインド議会で演説もさ
れています。このときの外遊で印象に残っておられることなどお願いします。

12

5月24日、韓国の盧泰愚大統領が来日します。海部先生は不幸な過去を朝鮮半島
の人々に謝罪され、天皇もi痛惜の念」を「お雷麹で述べられました。この時のお
言葉の内容などはどのようにしてお決めになったのでしょうか。また、盧泰愚大統領
のご印象などもお願いします。

13． 6月4H、カンボジア和平東京会議が開催されました。臼本が紛争解決のための国
際会議のホストになるのはこれが初めてだったわけですが、ベトナムや中国が深く関
係し、米国も大きな佼置をしめているカンボジア和平問題に酋して、このときどのよ
うな姿勢で臨まれたのでしょうか。

14

7月9ヨ、米国のヒューストンで第16圏のサミットがありました。このときのサ
ミットで特に問題となったのはどういったことでしょうか。また、先生はサミット初
参力llS：なるわけですが、各国首脳のEP象などもお顯いします。

※今回は以上のような質問についてお願いします。
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﹇

九人九年暮れに﹈年内解散か︑翌年解散か︑

今日は二十七回羅︑総理大臣時代のお話の続きでございます︒

三九〇年総選挙壌︵年内解散か翌年解散か︶
伊藤
こ の 前 の お 詣で︑

という問題がございました︒どうも年内解散を主張しているのが竹
下さんたちで︑翌年解散を主張しているのが金丸さんたち︑その先
の思いがちょっと違うのではないか︑ということが当時言われてお
りました︒この︑いつ解散するかということは首相の奪権事項でご
ざいますね︒それを外野からいろいろなことを書っているわけです

ったほうが︑訴えやすい︒年末のいろいろなことがあるときにやら

れても︑雑然たる中からは長物も生まれてこない︒暮れはみんなが
それぞれやって︑そして新年になったら選挙をやろう︑僕はそう思
っていました︒また︑そうあるべきだと思っていました︒
俳藤 でも竹下さんたちは︑一碧も畢くやりたいということだった
んですね︒

海部 それはいろいろな複雑な理由があって︑自分の命を賭けてで
もロシアまで行こうと思σた人がおったくらいですからね︒それか
らあの頃︑変な詣ですが︑パットというのは肩にだけ入れるものだ

と僕らは思っておったが︑背広の胸やら腹やら全部パットを入れた
それは何ですか︒

洋服をつくらせた人もおるし︒
轡藤

海部それは見た麹で︑痩せていないよ︑立派だよ︑というところ
を見せるためですな︒その一人制︑名前は言わんが︑いろいろな絡
みの中で登壇する人であるし︑それと併せて︑早くやらないとそち
らのほうも駄霞になるんじゃないかという思いがあって︑単く年内
に選挙なんかやって片を付けて︑それによってひょっとしたら変わ

が︑その入たちをどういうふうにごらんになっていましたか︒
海部 竹下さんと金丸さんの考えが違って︑いちいち両方に意見を
聞いたりしなければならんということは本当に二重手間になるわけ
だから︑どっちかに讐本にしてくれ﹇と思っていた﹈︒それからち

るが︑どうか﹂と言って︑証券疑獄の問題とかいろいろなことを話
したときにも︑橋本も﹁両方に謡してください﹂というようなこと

るかも知れん︑政局に持っていけるかも知れん︑持っていけたち︑

竹下さんと金丸さんは盟友じゃないですか︒

俘藤 名前を言わなくてもわかりまずけれどね︒
海部 そういう生異い話だけですよ︒天下凹目じゃないんだ︒たま

門おまえはこういうことがあ

だ︒あの頃は︑二つに分かれていたことに非常に苦労した︑という

あれの命も間に合うだろう︑というようなi︒

俘藤
盟友どころか︑

ょっと脱線しますが︑橋本龍太郎に︑

こ と を 思 い 鐵しますね︒

海部

たま安倍さんが入っておった病院は︑僕の仲間が中におったから︑

あれは秘していたわけでしょう︒

病状とかあれらの動きを習々と聞いておった︒

一緒になって共通の利害もあったろうし︑ご

親 戚 蘭 係 に も なっておるし．

伊藤

そうですよ︒

それで︑それぞれ違った意見になるんですね︒

伊藤

海部

でもわかっているわけですね︒

海部 それで︑とにかく早くやるかやらんかということは︑年を越
してからやったほうがいい︒僕も学問的な理由はな．いけれど︑気分

伊藤

海部 それでも違うんですよ︒だから金丸さんのことをみんなが︑
﹁あれはアバウトスキイだから駄蘭だ﹂と言っていた︒というのは︑
その時その時で︑金丸さんのおっしゃることが変わるんだな︒
堅砦 年内解散をやるのと翌年解散をやるのとで︑自晟党にとって
あるいは海部先生にとっては︑どちらが野ましい事態なんですか︒
海部 それはやっぱり︑お正月を過ごして気分を一新して選挙をや

が一新して︑さあという気持ちになる︒今年こそしっかりやろうと
いうことを︑誰でも新年は決意を萩たにする︒国畏がみんな気を萩
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う︒二︑三の人は︑それでいいと言っておったんです︒

たにするときだ︒暮れの忙しいときに選挙なんかやっても︑雑然た
る中からは冷静な判断は侮物も生まれないと思う︒というようなこ
とで︑年内の選挙だけはやりたくない︒そして年を越してからやろ

の前正直に申し上げたように︑自分の頭の申では訴えるストーリー
はできておったけれど︑やはりベルリンの壁に手で触れて
︒
伊藤 あれですか﹇部屋にかけられた額を指し示す︒崩されたベル

俘藤 年内の解散というのは︑どういうきっかけを作って︑やるん

リンの壁の前に立つ海部氏の写真﹈︒
海部 あれです︒それでコールさんとかみんなと話をした︒ ﹇選挙
では﹈体制の選択ということでは聞違いなかったんだ︑というとこ

ですか︒

海部 それは︑結果は馬車であとからやって来るということで︑本
嚢にやりたかったら︑いろいろな萱葺をつければいい︒
便藤 でも政局にするということになると︑自註党は負けないとま
ず い ん じ ゃ ないですか︒

伊藤 結局︑解散は海部先生がおっしゃった通りになったわけです
ね︒それで鶯九九〇年﹈一月二十四馨解散︒このときに党首公開

ろに持っていけ︒各社の論説委員との謡をやったときも︑それだけ
の話をすると︑これはいい方向ですよ︑それで戦ったら勝てるし︑
われわれもそれは支待するという︒そういったものをひつくり返し
ていこうと思えば︑準備が整わないうちに︑そしてそういう選の中
が騒然としているうちに︑バーツとやってしまった方がいいのでは

海部 いや︑自民党が負けなくても︑自昆党の申で替わればいいと
いうことでしょう︒自民党は党そのものが与党から野党に変わった
経験なんて︑それまではなかったわけでしょう︒だから︑自罠覚の
想定の中には︑自昆党というのは広い大きな融逓無碍な政党だから︑
東簿線と南北線を彊いてパソと分けると︑大きく四つぐらいの考え
方がある︒その境界線を越えれば︑それで政局だと︒
俘藤 でも数が減らないで︑選挙に勝てば︑これは政局にはなりに

討論をおやりになりましたね︒

繍九〇年総選⁝華2︵党薔公開酎論︶

ないか︒

く い じ ゃ な いですかゆ

︒

党首討論というのを初めてやったんです︑選挙を控えて︒国

海部

そ う ですよ︒

海部

会ではなく

それはどこでやったんですか︒

叩いてくれたらいいじゃないかというような評俵もあった︒相手は
なにしろ土井たか子さんですからね︒僕はあまり女性を追い詰める

海部 三者会館︒詑者クラブが主催した︒
撰藤 それは放映したわけですか︒
海部 放映しました︒始めから終わりまで全圏放送しました︒
撰藤 評判はいかがでございましたか︒
海部 評判は︑あの墳は選挙前だからあまり偏った報道もないけれ
ど︑あの頃のものはたくさんとってあります︒もうちょっと厳しく

俘藤

摂藤 だからやはり政局にするためには︑負けないとまずいんじゃ
ないですか︒

海部 負けないといかんけれど︑あのときの選挙では負けることを
願っ．ておった人もおったんじゃないかな︒

伊藤 負ける可能性もあったということですか︒
海部 いやこっちは負けるとは思っていなかったけれど︒そのため
の 準 備 も お さおさ怠りなしだ︒

俘藤 今までの詣は全部それですからね︒海部内醐の使命というの
は︑まさにそこにあったわけですね︒
海部 そうです︒そして︑ ﹁天の時︑地の利︑入の和﹂と言うけれ
ど︑天の時は東欧の崩壊で十分にわれに喋方をしておる︒だからこ
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﹁あんなことではいかんから︑もっと激

と︑かえって有権者から反発を食っていかんから︑ ﹁土艸さんのお
っしゃることも︑それはその通りだけれど輪と言って︻歩譲ってや

司会をしておったのは︑たしか磯村門尚徳﹈さんだと思うな︒おと
なしい磯村さんだから気の毒だったと思うけれど︑ ﹁磯村さん︑こ

の党もみんな二分ずつしゃべるわけです︒こんな不公平なことはな
いじやないか︑というようなことで︑最後はとっちめた︒あのとき

っておったら︑途中から︑
しくやれ隔と言われた︒その時︑あとで大笑いになったんだけれど︑

つたら︑

﹇そちらは制限時間だという意味で﹈ポカポカとライトを

やられるのは僕︻入だ︒五人が入れ替わり立ち替わり勝手なことば
かり雷って︑なんですか︑これは︒僕が﹇謡し始めてから﹈二分経

﹁あんたさっきから不公平極まりない︒

れは駄自だ隔と怒ったんだ︑

門もつときつねめでやれ﹂と 書 い て あ る ︒

﹁キツネ冒と

メモというのもいけませんね︒メモを書いて持ってきてポッと渡す
でしょう︒

いうと︑目つきが悪いということか﹂と闘いたら︑それはきつめに
やれ︑強めにやれということだった︒もっと退路を断て︑というこ
とだった︒

揮藤 追い詰めろ︑ということですね︒
海部 そういうことです︒戦いの前だから︑という︒もちろんそれ
揮藤 これは効果ありでしたか︒
海部 僕は効果があったと思いますよ︒というのは︑その後街頭演
説に行ったり︑応援に行ったりした︒あのときは解散をして︑新橋
で街頭演説をやって︑真っ先に北海道に飛んだんです︒雪が降って
いましたね︒そこで大勢の人が藥まったが︑終わってから︑ 門この
あいだのテレビのあれ門H党首討論﹈は良かったよ隔と語われまし

して︑

だから党首討論というのは︑特に選挙前ですから︑もっと厳しく
やらねばいかんということがあった︒それから土井さんはあの頃︑
門並麹ったら駄霞よ隔と言う人で︑いろいろ書いますね︒それに対

は 戦 い の 前 で すからね︒

たから︒

おとなしい優しい言い方をしておったのではいかんから︑もっと対

つけたけれど︑こんなものはづけたって駄園だ︒僕は僕の主張はど
こまでもしますから︑それでないと聞いてらっしゃる人はそんな裏
の譜はわからんから︒僕はもっと言いたいことがある︒本当は︑一
人ひとりに二分ずつ反論したいんですよ︒それが本属の公平という
ものだ﹂とかなんとか︑えらそうなことを言ったら︑そういうこと

横藤 どうしてそういうことになったんですか︒いままでなかった

等に︑

海部
仕掛けたのは新閾ですか︒

なかった︒初めてやったんです︒

にやり返せ︑というようなことがあったと思うんですね︒

﹁駄目ったら駄目﹂と言われたら︑ ﹁何言ってんだ﹂ぐらい

﹁あなたのほうのあれはどうなったんですか﹂というような

れ﹂と霞う︒

に対しては︑ワ⁝ッと支持が来るんですよ︒ ﹁あの調畢でやってく

ことでしょう︒

便藤

政策の内容については︑あのときは政治改革がテ⁝マに出て来た︒
政治改革の問題も︑小選挙区の話ではないんです︒今寺と全く同じ
で︑政治姿勢︑政治とカネの問題︑ロッキ⁝ド︑リクルートなどか

海部 萩聞が仕掛けたんじゃないか︑と思うな︒要するに︑そうい
うことをやった場合︑受けるかどうかという問い合わせが内閣記者

らの問題に対して︑どう改めていくのかということだ︒ 門政治改革
︒

大綱﹂というのを党でつくって︑それを持っていって︑これをやり
ます︑と言った︒研東正義さんとか後藤鎗さんというのがそちらの
ほうの専門家で︑中心になっていろいろ書いてくれてできた案があ
りましたから︑この政治改革をやるのが今度の選挙だ︑ということ

会からあって︑受けますよ︑と言った︒ただ︑公平にと雷うけれど︑
党 の 数 だ け で やると

僕はN翌Kには︑長いことそのことで恨み骨髄だから︒特にスト
権ストのとき︑官房副長官として出たときは︑僕の馨覆も一蟹二分
なら二分︒それから︑あの当時は五つの党があって︑局輸した五つ
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﹁この自渓党が生まれ変わって︑

で︑第一義はそれで私のほうはやりました︒
そ し て い い ところに行ったら︑

霞草と民主主義というものは体制の選択の中でも世界的に認められ
たじゃないか﹂と欝うんだ︒共産甕義・社会主義というのは︑あの

門こういう時代が来ているんだから︑さあアジアでもや

ころ調子よく次々と連鎖反面﹇で崩壊するということ扁もありまし
た︒しかも私三身は行って︑それを見た︒ ﹁大野伴睦さんがむかし
﹃ベルリンの蓉も東も春の風﹄と歌ったけれど︑ベルリンに行けば︑
壁の西も東もみんな同じドイツの入で平勅です﹂というようなこと
を書って︑
ろう﹂と謬った︒あのころ︑もう一つえらそうなことを雇ったのは︑
﹁ヨ⁝ロッパではそういうふうになって行きつつあるけれど︑ユ⁝

したのに聴衆が帰らないでワ⁝ッといる︒

伊藤 寒いでしょうね︒真冬ですからね︒
海難 そうですよ︒雪に降られて︑頭に積もった雪も払わないでや

ったものだから︒傘をさしかけても︑ ﹁傘なんかいらん﹂とか雷っ

てね︒そのへんは︑ああいうところに行ったら目にも訴えなければ

ならんから︒傘を差してもらって︑寒そうにやっておってはいかん
から︑傘はいらんと言って︑こうする門胸を張って演説する﹈︒結

局︑それぐらい本人も燃えていなければいかん︒

佐道 総理大臣の選挙応援演説というのはどんな感じなんですか︒
例えば前に︑ある選挙で︑応援に行った代議士が﹁誰の応援に来た
のかわからないけれど﹂とか雷って︑あとで批判されたことがあり

るんですか︒

んな公平に平等に応援してくださいという︒それは当然そうだな︑

それはあのときでも︑党の公認候補は︑派閥に囚われずにみ

ださい﹂という形で︑着いたら︑誰それです︑という感じでやられ

門先生︑次はこっちに行ってください﹂ ﹁こっちに来てく

ラシア大陸の︸番こちらの端のアジアでは︑いまだに複雑骨折をし
たところがたくさんある﹂と言った︒あの頃はまだ︑たしか朝鮮問
題と漸北ベトナムと台湾問題があって︑アジアでは策西の片が付い

海部

ますね︒

ていない問題がいろいろあると言った︒

薩九〇年総選挙3︵選挙戦︑応援演説︶

総裁が行く以上は︒行くと︑仲のいいやつやよほど嫌いなやつは覚
えていますが︑ポッと立候補した人は︑正直言うと︵これは書かれ
ると具合が悪いかもしれんが︶︑フッとど忘れすることがあるんだ
ね︒それは︸霞に二人やれとか三人やれとかいうことで︑今日はこ
の県︑ということで贋るでしょう︒誰だったかな︑ということにな
る︒そんな迷いがあったのでは迫力がなくなりますからね︒ ∩演壇
に﹈上がっていく前に︑紙に書いたものを待っていく︒僕は自艮党

たか︒これは行けるな︑という感じでございましたか︒

颪キロ飛び画つたということですが︑このときの感触はいかがでし

伊藤 この選挙では︑体糊の選択というのが︑この前からおっしゃ
っているようにメインのテ⁝マなんですね︒そして全国一万四千五

海部 勝てるということはだいたい序盤戦でわかった︒人が集まっ

の﹁政治改革要綱﹂というのを︸冊必ず持っていたんです︒それで

違 う も のですか︒
﹁頑張りなさい

総理の遊説は官邸が仕切るんですか︒それとも党本部ですか︒

わけがありませんからね︒

の政治改革の云々﹂と言っているときに︑ちょっと見れば︑誰と誰
とがおって︑これは飼派かということも全部わかる︒そう頭に入る

ここから﹇ボケソトから候補者の名前などを書いた紙を︸サッと出
して︑そこに露程も同じ大きさに切っておけば︑手に握って︑ ﹁こ

てきて︑ワーワ⁝と燃えてくれるし︒
伊藤

違 い ま す︒

憎そら︑頑張ってくだ さ い よ 隔

海部

よ﹂と書ってくれるから︑これは行けそうだと思う︒ ﹁しっかりし
てくださいよ臨なんていうのもだいぶあった︒第︸声の新橋の駅前
から良かった︒それから飛んでいった札幌の大通りも︑雪が降り鐵

楠
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海部 党の遊説局というのがあって︑その中に総裁班というのがあ
るんです︒ひところは︑神様みたいのがおった︒小安﹇英領寸毫と
か︑全国のことを知っていましたな︒しかも私の前の寧野さんはそ
う長くなかったけれど︑竹下なんていう人は門選挙の神様隔と言わ
れて︑選挙が生き甲斐みたいな人だから︑全部レクチャーを受けて
⁝覧表をつくって︑ああだ︑こうだ︑誰は何日だ︑とそこまではよ
俘藤

佳藤 海部先生は︑そういう利益誘導はあまりできないでしょう︒
海部 できないです︒できないし︑僕の趣味じゃないんだな︵笑
い︶︒

く

じ

や

﹇

九九〇年︻肩﹈二十四賃に解散して︑ ﹇二月︸十八麹に

はう ち

その牽八議というのも︑縁起を担いで︑僕が決めたんです︒

九陛一八だもの︒僕のラッキ⁝ナンバーは二十九ですから︒二
にくじゅうは ち
と九を分けてかけると二×九11 八になるから︑十八βで行けと言
った︒そんなことは外には言わずに︑ ﹁うん︑十八ヨだな隔と僕が

に

海部

投票ですから︑たしかにそうですね︒

佐道

ちだ︑今度はこっちだ︑と言う︒

門行った場駈に﹈ピンが押してある︒これだけ行った︑今度はこっ

でもそれで︑ ﹇この選挙では﹈とにかく瓢七五議席をとった︒

るんだな︑と思って闘いていた︒

い﹂なんていうと︑ワーッと﹇遺手が﹈来る︒ああ︑こうやってや

での道路が︑みなさんに迷惑をかけているでしょう︑賃頃不自由で
しょう︒あれをよくします︒必ずよくするから︑見ていてくださ

くわかるけれど︑生まれは明溶何年で︑趣味は何で︑ということま
でみんな知っているんだ︒知っているのか︑書いているのか︑とに

海部ずっと回って︑ヨ本中ほとんど飛び回って︑帰ってくると

﹁ええと﹂︑とか言っ

かくそういうことまで全部インプットしておかないといけないわけ
そうでないと追力がなくなりますね︒

でしょう︒

揮藤
て い た ら ね ︵笑い︶︒

海部 霞中角栄という人が︑そういう点は︑選挙に直接関孫ないこ
とでもよく覚えておって︑応援に来ていた人や聴衆をみんな喜ばせ
る術に長けておったな︒僕は三木先生の家来であったから︑角さん
とは一番仲が悪かったんだ︒親分澗士は犬猿の間柄だけれど︑こっ
ちは立場上遊説局長になったからしょうがない︒佐藤栄作さんのと

言ったら︑誰か政治家の中で気がついたやつがおって︑ h二十九に

引．つかけたな﹂と書われた︒ ﹁その通りですよ隔と云った︒そうい

うほんわかとしたものが︑全然理屈なしに支えにあると︑これはお
れが強い弱だからこれで行けばいい︑という自償みたいなものにな

きも︑佐藤総裁の演説というと︑おれが行かされたんだ︒ ﹁おれは
いやだから︑竹さん︑あんた行ってよ﹂と言うと︑ ﹁わてはもうや
ったから︑あんた行ってらっしゃいや﹂なんて言われて︑行くでし
ょう︒そういうことをみんな覚えておるわけですな︒

伊藤

二七五議席というのは大勝ですか︒

るじゃないですか︒あれはよう忘れません︒

それで沼中角栄という人は︑街頭演説でみんなをずっとほめると
きに︑ ﹁この選挙区には誰と誰と誰がおる︒みんなそれぞれ︑なく

海部大勝です︒

門応援

てはならん人だが︑中でもここにおるこの人は﹂と書って︑

露九〇隼総選挙4︵選挙期閣中の総理職︑花揮︶

海部だからそこで︑当分はべた凪になつちゃったんです︒

いろいろなことがあった後ですからね︒

俘藤
﹁あんた誰だったの﹂﹁と薦面切って聞くか

する候補が﹈たすきを掛けているから︑それを見ればいいわけだ︒
娘 の ほ う は 正 直だから︑

﹁その中でもこの候補は﹂と言ってた
門だから今βは姦しいところを差し置いて︑

らいかんけれど︑おやじは︑
す き を チ ラ ッ と見て︑

門どこどこからここま

この私が来たんです︑わかるでしょう︒この人を当選させれば﹂と
露って︑地発の案件を頭に入れておるから︑
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佐道 その前に︑重要な問題はこの時期には起こっていないと思い
ますが︑選挙期間中といえども総理大駆という職務でいらっしゃる
ことは間違いないわけですね︒総理がなんらかの判断をしなければ
ならないことは多々あると思うんですが︑それは秘書官が髄時随行

長官になったときだ︒官房副長官も閣議の稟議書は花押を書かなけ
ればならんわけです︒判では済まんわけです︒その時に花押なんて
えらい難しいし︑みんな初めてなった副長官は︑ ﹁ちょっと﹇花押
は﹈ありませんから︑私は判で﹂といってお願いすると︑宮房長官

﹇秘書官は﹈いつも随行していましたし︑

していて︑執務の情報を上げている︑ということになるんですか︒
そ れ は もちろん︑

が﹁ほう︑よかろう﹂といって許可すると︑判でよかった︒けれど
こっちは︑どうせあれだからやってやれといって︑河野金昇先生が

海部

れを練習して︑その花押でやったんだ︒

つくってもらった花押をお祓いしてもらっておれの花押にして︑そ

も︑源則ヨ帰りで帰ってきました︒帰ってこれんこともありますよ︒

摂藤

門情報も﹈上げていますけれど︑私が総理零種中は︑演説をやって

例えば沖縄に行ったときなんかは帰れないでしょう︒北海道に行っ

海部 そうですよ︒だってあれは決まりがないんだもの︒三木さん
の花抑なんて⁝︑やめておこうかな︒
佐道

お双子︑串団子ですよ︒三木だから︑丸を三つ描いてスッと

いやいや︑ぜひ︒

は客観に否定されるけれど︒

楠 花押というのは︑名前を変化させたものではないんですか︒
海部 そうですよ︒だってどうにでも言えるじゃないですか︒主観

一本棒を彊くと串団子の格好になる︒

海部

同じ花押なんですか︒

たときは︑最終便で必ず帰ってきた︒そして職住接近で︑僕は公邸
住まいですから︑官邸のほうにみんな待たせておけばいい︒帰って
からも︑番記者が旗を振ってついてくるけれど︑ ﹁よし︑もう今蔭
はこれで終わりだ︒今貝は疲れたから︑まあまあ駄と言うと︑みん
な帰るでしょう︒帰った後で公邸のほうにみんなを呼んで︑いろい
ろな弱弱を聞いたり︑話をしたりしたことはありました︒
僧藤 それで署名しなければならないものもたくさんあるんでしょ
レつ︒

楠

よく永田町の出入りの業者で︑そういうものを作る人がいるよ

海部 はい︑それはみんな署名します︒署名といっても︑簡単な花

海部

うですね︒

花押を書くようになるのは︑大臣になってからですか︒

書五経を全部繕いて︑画数をなんとか隔といって︑ ﹁あなたの今日

押ですからね︒

極藤
大 臣 に なってから︒

うちの父は︑出入りの業者みたいなところで作ってもらってい

たようですね︒それで大臣にならなかったんだから︵笑い︶︒

楠

たんです︒

楠 ご自分でおつくりになったんですか︒
海部 だから河野金昇さんがっくってもらった花押を︑おれがちょ
っと練習して︑これで行くといって︑官薦謝長官の時からそれにし

か︑みんな取られておったんだ︒

までの経歴を教えてください﹂とか︑ ﹁合う方向︑合わん方向みん
なある﹂とえらいもっともらしいこと言って︑五十万とか三十万と

しょっちゅう来るがね︒五十万円だとかいって︒ 州これは極

海部

佐進 先生は文部大疑になったときに作られたわけですか︒
海部 はい︒ここだけで告白すると︑もちろんこっちは花押なんて
ないから︑どうするかといったら一︒おれのお師匠の河野金昇先
生という人が︑まだ大臣になっていなかったけれど︑三木先生のほ
うから﹁もう順番は来ておるんだから︑そのつもりでおれ﹂なんて

いうお内示があったことがあったんだろうな︒そうすると︑なかに
はいろいろな入がおって︑花押というのはそれこそ﹁東西南北︑芙
をなんとか﹂といっていろいろな宇画があるじゃないですか︒それ
で河野金昇さんの花搾があったんだ︒文部大臣ではなくて︑官房謝
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海部

いくらか敢られているんだ︑みんな︒
いまのは醜除しておいてください︵笑い︶︒
そうはいかない︵笑い︶︒

楠
伊藤
今 の は ︒コチックにしておいて︵笑 い ︶ ︒

海部 宮澤派に形式的には入ったんですが︑あまり可愛がられてお
らなかったんだな︒僕はしょっちゅう会っておった︒あれは卑稲照
の雄弁会の薩系の後輩だもの︑それで﹇僕が﹈文部大臣の時は︑し
ょっちゅういろいろな情報を持ってきた︒
海部

佐道

海部 ただ︑花押を練習するようになると︑そろそろわが世の春が
来るなということで︑みんな内部でホルモン分泌がよくなって︑人

伊藤 あの人のほうが文教族としては一︒
海部 古い︒文教族としてはうんと古い︒初めから文教ばかりやっ

それは無所属を含めてでしょう︒

文教族です︒

﹇西岡さんは﹈文教族ですね︒

知れずニヤッとしながら己妻の﹈下で練習しておる︒あれは花押の
練習をしておるんですよ︑本会議場なんかでもまじめにやっている

海部
無所属の人を入党させて︑ですね︒

聯碁

けれど︒

早く使いたいな︑と思いながら︵笑い︶︒

傍惚

はい︒それは自由民主党の昔からの常套手段です︒

た︒彼は党の文教部会長も長かったですから︒新自由クラブに墨て
行っても︑自民党のことは一所懸命取り組んだ︒あの入はどちらか

ね︒

きた人も含めて︑二八六議席というたいへん大きな勢力になります

海部 冗談は横に置いて︑そういうことですよ︒
伊藤 それで門このときの選挙ではU最終的に︑無所属で炎翻して

楠

ているんだ︒こっちはほかをいろいろ浮気して厩っているからね︒
だから﹇僕が﹈文部大臣になったときなんかは︑あいつがおらんと
日教組征伐ができない︒だから門西岡を嗣文教委員会の理事にして︑
一番前の席に座らせておく︒何か質問されるでしょう︒僕は僕の信
念でいろいろ答えるね︒それがやばいときは︑西岡がこういう格好
をする□番前の席で摺でx翻をつくる﹈︒ ﹁ああそうか︑そうい
う考︑兄もあるけれど︑しかしよく考えるとこうだ﹂とかいって訂正
したことがだいぶあります︒だから文教委員会の理事に置いておい

海部

というと︑やや震寄りだな︒教育基本法とか憲法の話を帯くとね︒

膏雨が違おうと侮をしょうと︒彼が落選しておるときなんか︑

伊藤 先杢がごらんになって︑酋潤さんというのは一書で言うと︑
どういうタイプの政治家ですか︒

した鑑識ですから︒つき合いは長いです︒

僕は黒崎まで応援に飛んでいったんですから︒それは人間と人聞の︑
早穏田大学雄弁会の頃から一緒に酒を飲んだり︑ワーワ⁝騒いだり

海部

俳藤 先生は酉岡さんは非常に親しいというか︑派閥が違おうと何
しようと︑切っても切れない関係なんですね︒

けれども︑それでやるということだ︒

顯第二次海部内閣発足1︵西岡武夫と加藤六月︶
揮藤 それで門一九九〇年︺二月二十八ヨに第二次海部内閣が発足
することになるわけですね︒中両﹇太郎U外務大臣︑橋本大蔵大臣
は留任︒そのほかいろいろ替わりますが︑富房長宮が森山真弓さん
から坂元三十次さんに替わる︒党は︑小沢毒忌﹈幹事長が留任︑
総務会長が唐沢俊二郎さんから西霞武夫さんになりますね︒
海部 ああ︑西醐を総務会長にした︒あのとき筥澤さんと 戦があ
ったんだから︒

伊藤 西岡さんは︑薪自由クラブを出て︑雲霧党に藻ってきて宮澤
派 に 入 っ た ん ですか︒

海部 彼が雰常にかわいそうだったのは︑ぜんそく持ちで体が弱い
ことだ︒だから健常者︑心身共に健全な者としての行動がときどき
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阻害されたんだ︒

楠 一時期︑ヒゲを生やして引きこもりみたいになっていましたね︒
海部彼が福々しく太ったところって︑見たことないでしょう︒し
かし考えていることは厳しいことだった︒いっか文部省の局長の答

弁が気に食わんといって︑結局辞めさせちゃったな︒それから全国
の教育委員会がなつとらんといって︑僕が文部大駆の時などは︑教
育委員会をぶつつぶしましょうとかいった︑そういう激しいところ
があったな︒

伊藤 党の中で実力があったわけですか︒
海部 最も勉強したのが当時は郵書武夫だ︒教育以外のことをいう
と︑加藤六月とか︑ああいうのが︸所懸命勉強していた︒
伊藤 総務会長に西岡さんをということは︑海部先生が考えて︑と
いうことですか︒

海部 そうです︒僕は西岡君をいっぺんーー︒彼は不遇でしたから
ね︒だからこちらは︑双六でいえば︑いいところまで上がったんだ
から︑西岡は不遇であったので︑豊岡を一つ盛り立てようと思った︒

そうしたら︑あの頃宮澤さんは︑いいにくい語だが︑西岡を買って
いないわけだ︒醤岡にしておいたほうがよかったと思うんだけれど︑

門足蹴にするんじゃないけれ

門宏池会を足蹴になさるんですか﹂と直接電話してきた︒あの

ほかの名前を繊してくるんだ︒僕もそんな人だけ出されたんではい
かんから︑そこで門推薦は複数にしてくださどと宮澤に頼んだん
だ︒

人はそういう執念深いところがある︒

ど︑．ちょっといろいろなことがあって﹂と言って⁝−一︒

影藤 政調会長も︑三塚門博﹈さんから加藤六月さんへと交替しま
した︒いま加藤穴月さんの名前が勇ましたね︒

海部舶藤六月もしょっちゅう連絡をしてきておったし︑あれは細
かいことまで知っておるんです︒それは同じ選挙区に橋本龍太郎と
いうのがおったものだから︑それと張り合って︑各省の係長級が知
勉 強 家 なんですか︒

っておるようなことまでみんな勉強したんですね︒
伊藤

海部

勉強家は勉強家だよ︒ときどき︑ 門銀舎蕉居の煙草盆縣と言

われて︑批判されたけれどね︒

伊藤 それはどういう藁苞ですか︒
海部 田舎芝居というのは︑侮をやっても煙草盆が置いてあるじゃ
ない︒問を持たせるために︑キセルに詰めて吸うでしょう︒韻文芝

居の煙蕊盆のように︑スト⁝リーは侮でもいい︑どんな場面にも出

てくる︒それぐらい各省のどんな語にも首を突っ込んで勉強した︒

そういう意味です︒渡海元三郎もそうだった︒
俘藤 それで加藤さんを政調会長にした︒うってつけのわけですね︒
海部 万事︑いろいろ細かいことまで知っている︒各省の局長や課

長なんかみんな昂入りしている︒おれが﹁これを調べて﹂と論うと︑
﹁はい﹂と言って︑すぐにやる︒そういう意味では気軽に動いたし︑

三塚さんから湘藤さんというと︑安倍派の後継で︑三塚対加

フットワ⁝クもよかったですね︒

佐道

藤の争いがありました︒安倍さんはご存知のような体調の状況にな
っていて︑安倍さんの跡という話になるわけですね︒三塚か加藤か

といわれるときに︑先生が加藤さんというと︑安倍派の中にいろい
ろ波紋を生むのではないかと思うんですが︑そのへんはいかがでし
ょうか︒

海部 王塚も︑畢稲田大学雄弁会の先輩なんだ︒それから︑協力者
の︸人だつたわけだ︒だからそこら辺のところは︑いいにくい︑や

りにくい点がたくさんある︒しかし臼頃見ておって︑僕は露対委員

長の時も加藤を副委員長で使ったことがあるし︑そのころから︑ま
ことに人脈とか政策︑情報に通じている︒そうしたことで政調会長

には︑これが向く︒あの頃の新聞の切り轟きを見てごらん︑あのお

とつつあんも相嶺なサムライだから︒ 門私は海部内閣に呼ばれて︑

今度三役の一人になるかもしれんが︑それは次に安倍悪太郎総理に
するために︑その尖兵として入っていくわけであって︑さあとなっ
たら塾壕を掘って︑いつでもガタガタにひつくり返す﹂なんて︑え
らそうなことを萩聞に書くわけだ︒
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﹁こら︑六月﹂と言うと︑ ﹁そう書われるだろうと思った︒怒ら
れることを承知のぬで︑ああ書っておかんと︑三塚その飽を抑えき
れん﹂と言うんだ︒だからあれも大政治家だ︒誰に知恵をつけられ
事長じゃないですか︒

海部

海部

伊藤
はい︒

そうでしょうね︒だからいい︑ということですかね︒

まあそうだけれど︑その中で〜番指導力が発揮できるのは幹

は︑仲間としてやっていける人でないと函るんじゃないですか︒

をしなければならないわけですね︒そうすると総務会長や疎調会長

たか知らんけれど︒

■第二次海部内閣発足2︵竹下翫と金丸氏︶

んと金丸さんがちょっとハダハダになったときに︑竹下のほうには
行かずに︑金丸のところに出入りして︑情報を持っていったり︑金

伊藤 こういう組閣︑党人事というのは︑前から海部政権をバック

丸の言われた通りにやったりしていた︒だから小沢に︑

撰藤 小沢さんという人は非常に脅信のある人なんですか︒
海部 初めの頃は金丸さんのカーボンペーパーだったから︑だから
金丸さんの意見をみんな開いてきて︑やっている︒あれがおかしく
なったのは︑例の金丸さんのトラブルがあったときに︑あれをどう
しだこうしたで激怒しておかしくなったんだ︒それまでは︑竹下さ

アップしている金丸さんとか小沢さんと相談するわけですね︒
海部 それはもちろん相談しますよ︒だって︑時間もずいぶんある
わけですからね︒あの頃︑だいたい︑金丸さんというのはあまり細
かいことは書わん人だけれど︑これだけは駄目だ︑というほうの注
文が来る︒金丸さんが﹁これだけはやつちゃいかん﹂と書われたの

﹁あとはどうでも︑思った通り︑うまいこ

む

ヤ つカー
海部 だから門なるべく二人は︑誰を︸緒にしてもらわんと罹る

ヘユ

とだからいかんと書っています隔とか雷ってきた︒あの人﹇金丸氏
か﹈は︑自分の長い間の体験と勘で物を言う人だから︒
伊藤 そうですが︑竹下さんとの関係よりも︑金兎さんとの関係な
んですね︒そうすると党運営としては︑先生としてはやりにくいと

﹁この点を

をいまでも覚えておる︒そんなのを入れて︑その気になっていびら
︒

金丸さんに聞いてさておいてくれ﹂というと︑きちんと磨いてきて︑
﹁お瓠せしますと言っております﹂とか︑ ﹁どうしてもこういうこ

そうですが︑金丸さんはあまり言わないけれど

れたり暴れられたりしたら厄介だから︒
伊藤

拒奪権のほうだ︒

海部 決まりそうになると︑ 門あいつだけは駄罠だよ﹂という︒
伊藤 拒否権のほうなんですね︒

海部

門あれはいかん﹂という︒

金丸さんは系統的に好き嫌いがあるんですか︒

と や れ や ﹂ と いうようなことだけれど︑

俘藤

海部金丸さんのところへは︑各省からこの人だけはどうしても来
てもらっては困るという人を言ってくるんだよ︒それで︑僕の時に

通を風通しよくしておいてくれよ隔と言った︒

よ﹂と言ったことが僕もあるんですね︒それから小沢幹事長にも︑
﹁おまえ︑竹さんと金丸さんとは︑爾方とも顔を出して︑意思の疎

小沢さんのほうはどうですか︒

外された候補者も二︑三人おったわけだ︒
伊藤

小沢はそういうことは何も言いません︒・初め三役のときにい
﹁最後は総理が決めることだから︑それはそれで

海部
結 構 で す 隔 と いう︒

ろいろあっても︑

そうしたら金丸さんは︑ ﹁若い人がなって︸所懸命やっておると
きは︑任しておかんとね︒年寄りが出て行って︑ガチャガチャ書っ
たらやりにくいわい﹂なんていうことで︑こちらが頼みに行くと︑
比較的すんなり闘いてくれたことがありましたね︒どうしても困る

撰藤 幹事長ということは︑総務会長や政調会長と組になって仕事

ときに頼みに行くと︑ちょっとお出まし願いたいどいう︒
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例えばこのあいだお亡くなりになった山中貞則さんが一言居士で︑
税のほうはあの人が何としても首を振らんと駄圏だという時期が︑
私の内閣になった頃からあったんです︒それで︑あることを諦めて
くれと謬わなければならん︒そうしたら﹇金丸さんが﹈︑ 一あれに
はおれが上手に話すから︑海部潜︑おまえもいっぺん山中を官邸に
呼べ︒呼べば薪蘭が何をしに来たかと見ておる︒総理にこういうこ

とを言ってくるといろいろ書うだろうから︑そういう場をいっぺん
つくれ︒おれがきちんとそれまでに話をしてみる﹂という︒どこの
ことだったか︑何か一つ︑語中さんがどうしても譲らん︒ 時期︑
しばらく委員長を替わってもらったことがあるんだな︑三塚か誰か
に︒

だ︑年内だ︑濃くやる︑なんておっしゃるから︑ワ⁝ッと火がつく
だけで︑おやじさんが黙って静かにしてくれれば︑それでいいです

恥部

狸藤

金丸さんは年明け解散ではなかったんですか︒

金丸さんに︒

それは誰に馴してですか︒

よ隔と言ったこともあるんだね︒

伊藤

海部 違う︑違う︒あの人はときどき変わるんだ︒そして︑最後の
ところは︑だんだん安倍さんの病状がおかしくなってきたという状
況から︑できたら安倍の目の黒いうちに⁝︒といっても︑選挙に

負けなければいけませんからね︒負けるわけにはいきませんからね︒
にくじゅうはち
それもなくなった︒解散はさっき書つたように︑二×九目一八で十

くれたな︒金丸さんも頼みに言ったら︑ ﹁そうか︑どうしてもそう
か︑じゃあしょうがねえな︑そうしろや﹂なんていって︑こんなこ

覚 の 税 調ですね︒

海部 そんな話だったと思いますね︒党の税調の入事だったと思う︒
その通り曰うことを聞いてもらって︑そうなったんですからね︒そ
の点は私は大変感謝しておるんです︒それで︑国会もうまく行く︒

とをしている﹇左右の手を握手するように握り合わせたり離したり

俳藤

先生は前から竹下さんとの閣係を大事にしておられましたね︒

八鶏に決めた︒そういう縁起のいいβにやっていかないといかんか
ら︑そこは頼みますよと言った︒竹下さんは門わかった﹂と言って

撰藤

お る と い う ことを言って︑

う︒

⁝ズをとる﹈︒その代わり︑ ﹁解散前の本会議で施政演説をやらせ
ろ﹂と書ったら︑ 門それだけは海部君︑やらんほうがいいそ﹂とい

海部 これが癖だ︒じゃあもうこれで行くか︑という︑手を握ろう︑
合意しよう︑ということなんだ︒そこまで総理がここに来て頭を下
げて言われれば︑これだな﹇といって︑自分の爾手を握手させるポ

それは癖ですか︒

する﹈︒

門竹さんにはみんな本当のことを認すわ︒哲さん︑

伊藤

海部 あの人とは 番近いし︑やって来たことも︑平和部隊から始
まって︑青年局長をずっとやった︒
伊藤 ただ︑自分の内閣の庇護者である金丸さんと竹下さんの意見
だから︑

が幽齢するとまずいじゃないですか︒
海部

そういうふうにざせてもらう﹂と書うと︑竹さんがいつも謙ったこ

と理屈をつけるだけだから︑混信いいことをワウワウ次から次へと
言われたら︑かかる時間がだいぶ違う︒そんなものは一発でぶっこ

ちょっと来てくれ﹂といって呼んで︑こうなっておる︑ああなって

とは︑ ﹁よしわかった﹂ということだ︒あの人が︑よしわかったと
いうと︑金丸さんのところにも話に行ってくれるわけだ︒解散の問

海部憲頭解散︒ぶっこわしてしまえという︒その底流にあるもの

﹁けれどこれは私としては譲れんから︑

題も実はそうだったんですね︒金丸さんは︑ 門海部暑︑総理大弁の
権限というのは君だけが持つ．ている特権だから︑あとの野郎が侮を
言おうと︑決めたら︑ダ⁝ンと行っちゃえ﹂という︒そのとき僕は

は︑賑中派全体の意見だったと思いますよ︒ ﹁何も野党の碧いたい

轡藤

じゃあ︑冨頭解散ですか︒

濠してしまえ﹂という︒

門解散の演説はどうせろくなことがない︒野党はああだこうだ︑

門そんなことを言ったって︑あんたが新聞に︑年内

言いたかった︒

m
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ことを聞ぐことはない︒どうせ︑率いたいことを言うだろう︒知恵
をつけるのは決まっておる︒ ︵某学者の名前も出して︶こいつらが
演説原稿を書いて持っていって︑それを読むだけのことだから︑駄
目ったら駄鑓よと︑代わりにそう書ってやれ﹂ということでやめた
のも事実ですね︒だからあのときは﹇施政方針演説﹈なしで門解散
撰藤
はい︒

施政方針演説もなし︑質問もなし︑ということですか︒

を ﹈ や っ た ん です︒
海部

揮藤擁かやっても︑どうせろくなことはないようなことですね︒
海部 あの頃はこっちもいくらかしゃべりたい︒雷うだけのことは
露いたい︒そのために言うべきことも用意してきたわけですからね︒
けれどそんなことがあって︑さあ選挙が始まってみたら︑意外や意

門あなたがなっても要る

﹁消費税は幽たけれど︑物品税をなくしま

したから︑そういう意味で差引鐡定は︑国罠のみなさんのためにな

るようにやったわけですから︑よく見てください︒もうじき通知が
行くから︑破って捨てないで︑いくら安くなったか︑ちょっと見て

ください﹂というようなことで︑ 一所懸命を街頭をつくろったこと

それで選挙が終わって内閣ができて︑いよいよ国会だ︑とい

を思い出します︒

撰藤

うことになりますね︒

玉房長宮に坂本三十次というのは女房役としてどうなのかな︑

耀第二次海部内閣発足3︵蜜房長官・坂本三十次︶
佐道

と思いますが︒

海部 あれはウラを言うと︑あれがなんとかやらしてもらわんと︑
という︒要するにあいつは三木派の中ではおれより上だと思ってい

先生からしたらちょっとやりにくいのではないかと︒

るんだから︑腹の中では︒

佐道

海部 当たり前の話じゃないですか︒しかも相手が三共たか子だっ
たからね︒女時を置いておいたほうがいいとおれは思っていた・し
かし奮さんが︑こ．楚けの話だけれど︑慣れていないから・議運・
国対をやっていないから︒﹁おいっ﹂という蒙利かない・それか

ら金丸さんの不満の一つも︑ ﹁蜜房一宮というのがおれのところに

ちっとも挨拶に来ないじゃないか﹂という・薯だった︒あとからわ

かったことだけれど︑竹下に聞いたら︑ ﹁ちょっとずつ持っていか

門そうだ﹂という︒

なければいかんよ︑おとつつあんのところへは︒あることを知って
いるんだかさと量・う︒﹁畢派のときにはやっておったのか﹂と
雷ったら︑

そういう背景の話のほかに︑森山宮比長官も気の毒だったと慰う

のは︑例えば防衛庁との聞で暴の入間潔もないから︑電話未

で︑というわけにもなかなかいかんし︑本音は言わない・それから
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外︑良かった︒

それから税金の謡︑消費税のことはずいぶん聴衆が関心を持ちま
すね︒だから体剃を守った︑体制の選択を間違いなかったというと︑
それはもちろん抽手もしてくれるし︑耳を傾けてくれるが︑しかし

｡度はみなさんの毎艮毎日の︑特にご家庭の奥様方の買い物のた
びに︑あら︑またこれだけ払わなければならんという問題は私の心
を痛める︒けれど︑誰がなってもお願いしなければならん問懸だと
思います﹂と言いながら︑その話もしましたね︒そして街頭演説の

をなくしましたからね︒

ひどいことにはならんはずだ隔といった︒同時にあのときは物品税

オール政府対オール国異のみなさまという譲で算盤をはじいて結論
を出すと︑ご協力願わなければならんことは願うけれど︑そんなに

ったものも︑これだけ上がったんです︒だから昏オールト⁝タルで︑

そしてあの頃︑年金の通知書を畢く出させたんです︒ ﹁みんなそ
ろそろ渇いた頃ですよ︒年金の通知も行っているはずです︒ああい

ものは要るんだから﹂といって︑わざと指さして挑発してさ︒

そのへんから不穏な風があるなと思うと︑

ときなんかは︑労働組合の代表やよその人もわかるわけですから︑

「

あの人は頭がいい入だから︑ちょっと冷たい感ごもあるから︑紋切
り型にツッと構えてあれだから︑報告に行ったり︑座り込んであま
り細かいことを話してこないわけですね︒それで︑侮かのハイジャ
ックのときに赤っ恥を掻かされた︒宮房長富が会晃場で︑ ﹁まだ何
々だから︑飛行機は福岡︵だったかな︶にまだ止めてあって鳳と言
っておったら︑その嘗虜長嘗の話を中継している真っ最中に︑ ﹁こ
こでちょっとニュース速報をいたします鳳といってパッと切り換わ
ったら︑飛行機が映って︑そこからぞろぞろ人質が降りてくるとこ
ろだった︒それは日本中︑テレビを見ていればわかる︒それで嘗建
長宮は赤っ恥だ︒そんなことがわからないのか︑ということになる
でしょう︒

門あれはどうなっているんだ﹂と確かめた︒そうしたら︑

﹁申

すぐに︑これはといって︑うちに警察から来ている秘書嘗を使っ
て︑

し訳ありません︑会見が始まって驚正が利かなかった﹂というんだ
な︑言い訳は︒そんなようなことなどなどがあって︑金丸さんにし

まあ︑坂本さんに替わっても︑函ることは構ごなんですね︒

てみれば︑ ﹁もうそろそろ︑ちょっとあれせんと︑官房長宮があれ
では︑海部君︑書が困るよ﹂ということだ︒
揮藤

海部 同じだ︒自分のほうがえらいと思っているんだから︑どうし
そ れ は 大変ですね︒

ょうもないんだな︒

餌藤

﹁ う ん﹂なんて言っているからね︒ け れ ど も ︑

門やることはや

海部 年もおれより上だったし︑おいしいことを言う人もおるから︒
書が行くと︑これでもう万々歳だな︑なんて書われると喜んじゃっ
て︑

っ て も ら う よ︑わかったか隔と言った︒

彼も歴史には詳しいから︑そういう詣でいってやるといいけれど︑
剣道の達人なんです︒ ﹁正眼の構えというのは手は卵を握るように
剣を握り︑鰻︵まなご︶は遠く遠山を眺めるような気持ちで封短し
なければいかん﹂とかなんとか︑剣道の理屈を言うんだ︒ ﹁わかっ
た︑そんなことは︒けれども︑卵のつもりで切っておったら︑卵は

潰れちゃうそ﹂とおれが言ったら︑ ﹁まったくまあ︑そうじやねえ
んだよ﹂とか言いながら︑いろいろなことをやっておった︒ただあ

の人は闇違った︑悪いことだけはしないだろうと思っておったんだ
けれど︑案の定リクルートのときに裏のあれが来ておったことがバ
レたからいけなかった︒もともとが由持ちですからね︒一晩雨が降

ると一酉万と儲かるというんだから︑悪いことはしないと思ってい
たけれどな︒

やっぱりこっちのほうの心配というのは大きいですね︒

俘藤 人闘︑わからんものですね︒
海部 そしてこちらの方﹇小指を立てる﹈の心配も全くなかった人
だ︒

便藤

海部 大きいですよ︒それは宇腎さんのあとだもの︒
中道 宇野さんというのは︑そういう意喋ではあとあとまで大きい
ですね︒

海部 おかげで︑その後事はどんなチャンスがあっても︑どんない
いときがあっても︑据え膳もつままなかったし︵笑い︶︑これ見よ
がしにアピ⁝ルされても︑それはいかんわ︒人生を狭くしたような

つまらない人生になりましたね︵笑い︶︒

ものだな︒

伊藤

顯箪二次海部内閣発足4︵国会との闘係︶

心確 平成元年度の補池亭算というのはかなりもめた予算だと思う
んですが︑これはいかがでしたか︒申小企業特別対策費︑翻鉄清算

事業団補助金︑芸衛文化振興基金葦手費︑公務員給与改蕃費などを
含めて︑五兆九千億円︒

海都あの頃は中小企業を救うことが︸番大切な政治課題でした︒

それから当時︑野党はみんな︑大企業中心の政治はいかん︑と言い
続けておった︒事実中小企業は︑数からいっても八○％以上︑これ
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が日本の底辺の葺板である︒私の選挙区も︑申し上げれば︑⁝○○
％が繊維の中小企業ばかりです︒それで︑党のほうで陣中さんがい
くらウンと言わんでも︑要求はいくらしてもいいとか︑中小企業に
は特別配慮しなさい︑マル特という制度でやってくれ︑政調会畏に
もそれを言い︑覚も一緒になってやりました︒相当な成果が上がっ
たはずですよ︒

伊藤 この対策費というのは補助金なんですか︒
海部 補助金がほとんどです︒いくらかは融資です︒それからもう
一つ僕は︑銭金だけではなくて︑心と文化を大事にしろということ
それは侮に使ったんですか︒

で︑このとき芸術文化振興基金を五頁億︑予算に入れたわけです︒
伊藤

海部 弼に使ってもいいんです︒芸術文化振興基金ですから︑芸術

芸徳文化のほうに左で入っていたやつがいっぱいおる︒だから共産
党には︑これは大事な政策ですからといえば︑打てば響く︒土井た
か子なんてさっぱりわからない人だけれど︑社会党にも芸術文化が
いろいろおったんだ︒オペラの好きなやっとか︑踊りの師獲さんに
惚れておったとか︑いろいろおって︑その筋を全部伝ってやったら︑
みんな通ったんです︒芸徳文化がいいと言ったら︑スポーツもいい
と雷え︑といって通ったんですね︒
伊藤 だけど︑二週間も国会が空転する騒ぎになったのは︑そもそ

も何がもめたんですか︒もめるようなタネがあったんですか︒
佐道 選挙の前にこの予算はかかっているわけですね︒これは選挙

門当時の栽聞の切り抜きを見る扁なんでもめたんだろう︒

対策だ︑ということですね︒
海部

俘藤 予算は参議院で否決されるという事態にまでなっているので︑
なんでだろうと思ったんですが︒ではこの次に補充しましよう︒当

そうですよ︒だって総理大臣指名も︑野党優位で︑ ﹇参議院

時は︑参議院では野覚優位ですね︒
海部

海部

揮藤

衆議院は多数ですから閥題はないですが︒このころは︑国対

それはやりにくいです︒

国会運営はやりにくいですね︒

では﹈土井たか子になったんだから︒

極藤

海部

国対委員長は⁝一1︒

誰だったかな︒

伊藤 やはりあとの国対委員長になった人たちは﹇海部先生に﹈︑
﹁あのときはどうでしたか﹂と聞きに来るんじゃないですか︒

佐道 質問を作．つたときの資料によりますと︑先生がさっきおっし
ゃったべタ凪の状況になって︑自羅党が大勝したものですから︑三
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文化が振興されればいい︒ただそれを︑いまになって思うと︑文化
庁の役人たちに細分化されちゃった︒
どこに行ったかわからないO
これぞ︑というものに使わなかったんですね︒

も大事だけれど︑ スポーツ振興も頼みます﹂といってきた︒あれが

海部

そうしたら今度は斎藤栄三郎というおじさんが︑

スポ⁝ツ方面の財界の親分だったわけですね︒ それじゃあスポ⁝ツ
振興基金も作ろうじゃないか︒ というのは︑あの頃はお金が余って
侮かに使いたかったんだ︒そこでスポーツ振興基金と芸

極藤 先生はずいぶん長く圏対をおやりになっていましたが︑あと
はどういう人たちが受け継いでいったんですか︒あとは見えないも

好基金だ︒

に な っ た ん で すね︒

補正予算というのは︑予期せざる支出が急に繍たときに必要と認
めたらやるんだ︑といヶような法律の規則があったんですけれど︑
まあまあ．灘トゴト言うなといった︒逆に︑陳情に来るあれには︑社
会党や共産党を黙らせてこい︑といった︒そうしたら︑共産党には

はどなたがおやりになっていたんですか︒

術文化振興基金をつくった︒ もう つは安倍晋太郎対策で︑日米友
この三つを作って︑日米の議員会議にこれを使ってもい

のですか︒

いたから︑

いという基金を作った︒ それはみんなそれぞれ補正予算でやること

﹁芸術文化

わからない︒そしてまことに零細なばらまき資金にした︒

海田海俘
部藤部藤

党も最初は予算で攻めていたのが︑やむを得ないだろうという感じ
になっていたのが︑小沢さんが強引に︑このままで行け︑逓せる︑
ということであまりに強引にやったものだから︑野党がそれに反心
して審議を拒否するという状況になった︑という話が繊ていました︒
どうせ参議院で否決されても︑いずれ通るから妥協はしないという
形になっていった︑ということが書いてある資料があったんですが︒
重藤 野党ともめるような事柄はここだけではわからないので︑こ
の次にしましよう︒

懸B米構造協議1︵臼米首脳会談︶
俘藤 それで選挙が終わって︑首脳会談のために訪米ということに
なりますね門三月二欝﹈︒それでブソシュ・パパとお会いになりま
すが︑これは前から問題になっている日米構造協議が一番大きな問
題だったと思います︒四月に申間報告があるということですが︑こ
のときの首脳会談は︑どういうきっかけで︑どういうふうに話が進
んで︑どういう会談があったんでしょうか︒
海部 向こうの国会を押さえるためには︑罎本との約束を取りつけ
要するに成果が欲しいということですね︒

て⁝1︒

伊藤

門結果を持ってこいと言ったって︑そのときまではおれは選

海部デット・リザルト︑結果を持ってこい︑ということだったん
だね︒

挙があるから選挙に食けられないんだ︒土井内閣なんか作る気待ち
がアメリカにはあるのか︑駄鋒ったら駄鶏と欝うよ︑あれは隔と言
った︒あの頃アマコストがしょっちゅう爾天秤をかけていた︒当時
は僕以外でも︑名前は出してはいかんかもしれないけれど︑申蕾根
さんなんかも﹁アマコストもちょっと越権だ︑あんなことが新聞に
載って︑侮だ︑土井のところにちょろちょろ行って︑翠見識だ﹂と
言って怒っておった︒なるほどアメリカは︑詮方を天秤にかけてき

たことは闘違いなかったと思います︒けれども︑ ﹁そんなことをし
たって︑こちらは負けやしないんだから︑こちらも勝つものだと思

って応援してやってくれなければ囲る﹂ということを号爾っておった︒

﹁構造協議のことは︑選挙が済むまでは書ってくれるな扁と僕が
欝つた︒言うと︑需い訳をしなければならん︒そうしたらアメリカ
が言ってきた殺し文句は︑ ﹁トシキ︑欝本の総理の中で︑君はちょ
っと違うよ︒消費者の利益ということを握ったのは︑目当の歴代総

理の中で初めてではないか﹂ということだ︒確かにそれは書いまし
た︒当時の萩聞を見ると︑消費者の利益を言い出したということが

﹇書かれている﹈︒それは︑構造協議をやれば消費者の利益になる
んだということをどこかで言ったし︑本嶺に僕もそう思っておりま
したから︑街頭演説等でもそういう説得をしました︒

けれども︑それがこういうふうにできるかどうかということは︑
各省と各経済団体が︑生きるの死ぬのとにいにい習う︒嘗邸の中に
石原信雄という生え抜きの副長官がおったから︑彼に﹁シンクタン

クみたいに各省の本当に知っている者を集めて︑やってくれんか﹂
と書って︑そこでいろいろな作業をしました︒
極藤 だけどブッシュ大統領に会いに行くときには︑まだそれはま
とまっていないわけでしょう︒

海部 まとまっていないから︑もうちょっと待て︑と雷うんです︒
﹁選挙はたしかに終わったけれど︑いまこういうことをやっていて︑

必ずやる︒必ずやるから︑ちょっと時間をもらいたい﹂ということ

海部

伊藤

それは行きにくいですね︒

餌もなしです︒

藏もお土産はないわけですか︒

を縫いに行ったんです︒向こうは待っていたんだから︒

掛盤

海部 行きにくいけれど︑ぶっつけ本番だけれど︑そういうときで
あればあるほど︑持てば響くように行かないと︑酔だのこんにゃく

だの︑行くことすらもたもたしておったらいかんから︑おれは行く︒

それで公邸におって電話がかかってきたときも︑ 門こちらには﹈通
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訳も誰もおらんわけだ︒向こうのホワイトハウスにいる女性のあの
通訳だな︑と思った︒それが﹁いま総理︑あなたのところにお喜び
のお電詣をかけたところです﹂という︒そしてジョージ・ブッシュ
が釘かうわうわと雷うね︒そうすると︑ ﹁おれも出て行くから︵出
ていくと行っても東海岸までということだ︶︑腐も出て来てくれん
か︒本当に翻会で議論が始まるまでちょっと余裕があるだろう﹂と
いう︒その電話がかかってきたのは︑投票が終わって︑まだ組閣も
していないときですからね︒だから︑それからいろいろな諸手続が
門アメンバー

あって︑済ませて︑国会を開くまでの間にトンボ返りをやれば︸泊
はできる︒じゃあ太平洋側に行こう︑ということだ︒
クさんという人の別荘を用意して︑そこで待っているから隔という︒
﹁よろしい﹂と言った︒

﹁お

よろしいと劣ったはいいけれど︑そのときそばに誰もいないわけ
ですから︑その場ですぐ﹁秘書嘗とアメリカ局長︑来い﹂と呼んだ
んだ︒そうしたらしばらく経って︑恩せき切って走ってきた︒

海部

そう︒そこが後ヨになってから僕はわかったことだけれど︑

ずいぶん時差があるんだな︒

楠 だからむしろ︑夜中に通訳を待機させておいたほうが一︒
佐道 いつ︑かかってもいいようにホットラインがあるわけですか
らね︒事前に何日の何時に電話がありますというだけではないです
から︑困りますね︒

海部 ただ向こうは礼儀上︑六時間前かな︑電話をしてきて︑ 門六
時間後にはどこにいらっしゃいますか︒それではそこにおかけしま

すから﹂という予告はいつもしてきたね︒
俘藤 このときはないんですか︒
海部 ないんだ︒こちらも選挙が済んだところで︑国会もあのとき
は︑始まる前にどうするかということで︑いろいろあったけれど︑
勝ったから︑やれやれ︑ということだ︒もっと正確に書うと︑その

ときかかってきたのは︑公邸にかかってきたんじゃないんだね︒探
し回られて︑電磁をしたいと言っているから戻ってくださいと言わ

れて︑何時間か経ってから公邸に戻ってそこに帰ったよ︑といって
からかかってきたんですね︒普通の商業電話みたいにいかないわけ

のですか︒

イシューはわかっているわけですから︒これを塞くやってくれとい

本嶺にあのときの判断というのは︑アメリカ局長も秘書官もおら
んところでの電話ですからね︒ただ僕は︑行かなければいかんと思
った︒選挙が済むまでは待ってくれと言ったんだ︒それは向こうの

だ︒それでは記録が残らんから︒

海部 いや︑前からそのためのホットラインというか︑特別な機械

うことですからね︒

まえらもこれぐらいのことはな︑ちゃんと屠写しておいてくれなけ
れば困るよ︒突然電話に出ると佃を書われるかわからせん︒通訳だ
って︑向こうの遍駅⁝入に勝手なことを言われたら︑それで終わり
だから﹂と言ったQ
楠 その電話は通常の公邸の電話なんですか︒私用に使うようなも

があって︑特別のラインを通じてくるわけだ︒

伊藤

海部

あのときは正直に霞うと︑三つぐらいありました︒スーバ⁝

■B米構造協議2︵コメ問題など︶

訪米して︑お会いになって︑いまやっている最中だという以

楠 じゃあその電詣溺鳴れば︑ああ﹇アメリカ大統領からだ﹈とい
そうです︒

外に言いようがないわけですか︒

海部

常時通駅がいるわけではないんですか︒

う ふ う に わ か るわけですか︒

伊藤

海部 だって︑こっちもまさにそんな真夜中に電話がかかってくる
こっちは夜中でも︑向こうは違いますからね︒

とは思わんから︑もう帰っていいよ︑と言った︒
楠
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コンピュ⁝タと大店法があって︑コメの問題があった︒コメの問題
は難しいけれど︑行く前に︑ ヨメはひょっとしたらやってくるか
もしれんぞ﹂と言ったら︑その点︑金丸さんというのはアバウトで︑
﹁海部慰︑間違えずにやって来いよ︑日本あってのアメリカじゃな
いんだ︒アメリカあってのβ本だから︑コメのことぐらいだったら︑
胸を叩いちゃ︑又﹂という︒胸を奪いちゃえと言ったって︑おれが胸
を叩いて︑あと責任を持って始末していかなければならない︒農林
省とかなんとか︑それができるやつを選んでいかなければいけない︒
でもあの人は︑大局的に見る昌は正しかったと思うな︒ ﹁コメはい
つまでいくらやっても駄目だから︑これはあるところでやろう﹂と
﹁二千億で古い織機を買い上

いう︒その代わり︑瞬中派は昔からそうだけれど︑何をどれぐらい
出したら紋まるか︒繊維のときでも︑

げるから︑海部君︑おまえらの選挙匿も全部買ってやれ﹂という︒

そうすると商売が厳しくなってくると︑︸台二牽万円で買ってくれ
ると言えば︑じゃあうちはもう働き手もおらんから化そうか︑とか
いって︑ばたばたと片が付いたんです︒そういう解決方法をどこで
どうやって捻り出すかというのが政治なんだな︑やっぱり︒
伊藤 しかしコメの場合はそうはいかんでしょう︒
海部 いやそれが︑翌年か何かに冷夏があったでしょう︒輸入しな
ければならんようになったんですよ︒それで二五〇万トンか三〇〇
万トンしか見通しが立たんということで︑アジアの国々から買った
タ イ 米 を 買いましたね︒

んですよ︒

楠

﹁コメというものは︸粒も入れないなんてえらそうなことを言

海部 そうしたら︑タイ米はどうのこうの︑と言ったけれど︒それ
で︑

っておると︑こっちがさあというときに干上がっちゃうよ︒そうい
うときのための︑食料の安全保障というものだ﹂と言った︒藁箒か
らだんだん作付制限も続いてきておったから︑ほかの代替作物をど
うするかということだ︒農業の問題というのは︑コメも難しいけれ
ど︒

アメリカに行ったときはそれをやってくれと書われたが︑それは
冗談でかわさなければいかんからね︒ ﹁この会場の名前が悪い︒こ
れはライス大学というんだ︒ライスというのは霞本語で需うとコメ

門それはそのうちに説得して︑必ず

ということだ﹂といってね︒テキサスのライス大学︑あれがそうだ
よ﹇部屋にかかっている写糞を指し示す︒ライス大学前でブッシュ
夫妻と海部氏が写っている﹈︒

やるから︒長い銭で見れば︵そこで使ったんだと恩うが︶消費者の

利益にも反する︒すべての消費者だ︒コメを食う人はそうだが︑生
産者も消費者だ︒その利益をみんなで考えてやるように︑閣内で富
房翻長官をヘッドにして︑私は痘ちに各省の実力者を集めて︑ノッ
ト・オンリー・ライス︑バット・オールソ⁝・大型コンピュータ︑

通信衛星からみんな皿つの土禽にまとめてきちんとやるから︑もう
ちょっと時問をもらいたい﹂といって︑問題の先送りをやったわけ
です︒けれどもそれは︑あてもなく︑口先でごまかしたわけではな

くて︑本気になってやるから頼む︑と書つたんですね︒

しかも選挙に勝って︑これだけ議席が増えたとき︑いまやらなか
ったらまたできなくなってしまうから︑きちんとやる︒そこでとり

門頼む﹂と量膿ったら︑

﹁よしゃれ﹂という︒

あ︑尺ずやりあげたのは︑公共事業にアメリカの企業を参入させうと
いう誰だね︒これはいまおっしゃった農業とは違うから︑土建屡に
ちょっと協力させて泣かせればいいわけだから︑それは金丸さんに
頼めばお手の物だから︑

どれぐらいやったらいいか︑そこで経済企画庁を呼んだら︑経済企

藤庁は流れ弾が飛んできて困ったわけだ︒一体いくらやったらいい
か︑どこまでやったらいいか︑ということを︑国疑を説得できるよ
うに考えてくれといったんだ︒たしかあのとき︑あとで資料を調べ

ますが︑四千億円か︒昌玉になったのが開西空港の事業にアメリカ
の企業を入れるという語で︑それがシンボルになったんです︒それ

をやれ︑と石原信雄さんに雷って︑石原が各省の腕利きを集めて︑

石原さんのグループでやった作業によって︑六角になって寳

やったんですね︒

俘藤
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米構造協議がある程度決着するというところに行くんですか︒
海部 中間報管の前に︑それらのあらごなし︑荒削りをやっておい
て︑トイザらスのオ⁝プンをやらせた︒奈良の第︸店のオ⁝プンの
ときは︑ジョ⁝ジ・ブッシュは大統領をやめておったけれど︑飛ん
できたんです︒僕が歓迎委員長になって迎えに行って︑ヘリコプタ
⁝で 緒に行った︒それで大店法の突破員もできたわけだな︒
撰藤 それは大店法ができてからではないんですか︒
海部 突破期だ︒デット・リザルトというから︑どういう方法で︑
どうやったら結果が出るのか︑おまえらやるやるといっても駄霞じ
ということは大店法がまだ成立していない段階ですか︒

ゃないか︒

伊藤

海部 はい︒地方通産局が︑公聴会と称して利審関孫者の意見を全
部聞いて︑そこが金会一致にならないと翌年回し︑ということをず
っとやってぎたんです︒そういうことも︑やめる︒議論だけは十分

するけれど︑二丁の前で公聴会もやるけれど︑決まったものはOK
を出す︒そして︑あのトイザらスをなんとかオ⁝プンさせなければ
目米関係がおかしくなるということで︑いろいろやりました︒そう
いうときも繋話集会に行くと︑ ﹁みなさんだって安い物が買えるよ
うになるんだから︑消費者の利益になるんですよ﹂と雷っていた︒
伊藤 結局︑九⁝年から公共投資を十ヶ年計難で総額四三〇長円と
いうことで︑アメリカとのあいだで︑だいたいこういうふうにしま
す よ ︑ と 雷 つ たわけですか︒

海部 この囲三〇兆という数字は︑思いつきで出すわけには行きま
せんから︒それから雪転じゃないけれど︑腰だめの数字だと言って
おったらまた馬鹿にされることになる︒その数字は︑どれだけなら
出せるかということを経済企画庁にいって︑これだけなら普遍的妥
当姓もあります︑能力においてもできますというようなことを︑わ
かりやすく国畏とアメリカの両方に需う︒翻○○兆を超えればいい︑
結局このときは予算状態が非常にいいわけですね︒

という大まかな線も出て来たんじゃないですか︒
極藤

﹁なんだ﹂といったら︑ ﹁マ

海部 いいわけです︒だって自然増収がいまと違っていっぱいある︒
三〇〇億︑五〇〇億という事業懸を作っても︑まだあった︒それな
らば︑まだほかに知恵があったら持ってこいと各省に書ったら︑文
部省が﹁おそれながら﹂というから︑

ウナケア︹ハワイ島嗣の上に天文台をつくってください︒あそこは

アメリカです︒アメリカに対してもひとつのあれになります﹂ ﹁よ

ろしい隔ということで︑それも持ってきたんです︒

大店法の問題とか独禁法の改正は︑国内での反発がかなりあ

︐日米構造協議3︵国内での反発︶
俘藤

ったんですか︒

海部 国内では︑独禁法のことは三木内閣のときに大変な反発を受
けて︑僕も骨身に染みていますから︒けれども独禁法は︑それをや
らなければならんものだ︒そこで僕が頭を下げに行ったのが山中寅

則のところだ︒女中貞剣と閾中六助と︑もう一人誰だったか︑金子

一平かな︒大蔵出身の︑当時の自由党の先輩の三入だ︒そうしたら︑
炉藤

あるんですよ︑いろいろなところで絡んでくる︒あの人はそ

独禁法の問題と税制の問題は関係があるんですか︒

なかでも↓番︑あれは言霊貞則さんだ︑ということだ︒

海部

の雨方の神様みたいなものだから︒

楠 なんで山中貞則さんは党税調でそんなにカがあるんですか︒
海部 知らない︒みんながそういうふうにしちゃったんだから︑し
ょうがない︒要するに︑稲葉修流に言うと︑法王の衣の袖に隠れて

﹁あれは由中がウンと喪わんからいかん﹂とか︑ ﹁山中会長が

悪いことをやっているやつがおるということだ︒族議員の集まりで
は︑

ウンというように︑おまえらもっとあれをしろ﹂とか︑いろいろな
神話ができるんですね︒

ことをやるんだ︒

極藤
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佐道 山中さんもその神話をいろいろ利用されるわけですね︒
海部 そうなんだ︒また由中さんはそういう場を作らないとなかな
か難しかった人だけれど︑場さえ作れば︑難いなりになってくれる

こうやればね︒逆だわな︒

中合根さんは別ですよ︒彼が強引にやれば︑息子にちょっと︑って
それぞれ違うんですね︒

存が一番気にしたのはそのことですね︒

ともあったし︑ラオスとかカンボジアからもいろいろな人が来て︑
首脳会談のたびに厳しいことを言われておったψ今度は︑私が選挙
前に行ってやってきたというので︑ ﹁霞本は東欧諸国に援助の手を
差し伸べるんだそうですね︒あれをわれわれは爽常に心配しておる
から︑条件を聞いてくれ︒今βまでの延長線上の経済協力は絶対に
減らさない︑まずそれが第一だ﹂という︒ ﹁いや︑あなたのほうの
あれまで減らそうとは思っておらん﹂というようなことをその場で
は答えておりましたが︑とことんまではできんけれど︑アジアの国

北朝鮮との蓄蔵をどうするかとか︑台湾問題をどうするかというこ

あの頃は今艮の聞題と違って︑まだまだ完全に米ソの韓立が終わ
ったとは雷えない︒アジアに来るとまだ複雑骨折が残っておって︑

ないか﹂と需つた︒

いよ︑巨本とアメリカとの関係が変わっていくというならば別じゃ

だから︑儲けをうんと上積みしておったわけでしょう︒ 門それはな

ィスカウントなんていうのをメーカーはやっていたんですからね︒

ろいろやらなければならん︒あの農林省でさえ何かをさせてやって
いくんだから︒ ﹁ス⁝パーコンピュ⁝タなんか売れても売れなくて
もそう痛くも痒くもないだろう﹂と言ったんだ︒アカデミック・デ

初めは︑辞表を懐に入れるような局長もおったんです︒とにかく通
産省というと︑大企業のことばかり考えておるという評判もあった
けれど︑今度は消費者・国渓の利益を考えて︑消費者のためにもい

海部 ええ︑それぞれ違います︒
俘藤 とにかくそれで六月が︸応の決着になるわけですか︒
海部 だいたい各方面ともやっと押さえつけたわけです︒通産省も

伊藤

もう結構です︑というのが地元の声でしたから︑宮澤さんは立候補
したって落選ですよ︒また立候補できるような状況じゃないんだな︒

人だった︒

楠 案外︑融通無碍な人なんですか︒
海部 そうなんだよ︒ただ事前にこういうことだよ︑といって耳に
入れておかなければいかん︒それから格好をつける入だから︑わざ
わざ来てもらって︑総理大臣官邸でお話をする︒貰聞記者が取り囲
﹁うん︑あの馬鹿がなんと か で ﹂ と い う ︒

格好が必要なんですね︒

んでいると︑

俘藤

海部 格好が必要なんですよ︒それで門ここまでお世詣になったか
ら︑先生︑どうもありがとう︑おかげでいろいろできました隔と言
う︒よう忘れんことは︑ 門海部君︑そんなに君︑礼を言わんでもい
いんだよ︒おれはあの頃から中曽根内閣を支えて作った人だという
評判であったけれど︑中曽根康弘よりもなあ︑君とのほうが物が言
いやすいし︑鴛のほうをおれは高く買っておるんだよ﹂ ﹁先生︑そ
んなこと言われたら困る︑困る﹂ということだ︒
伊藤 それはリップサービスなんですかね︒
海部 僕はジップサービスではないかと思うけれどね︒しかし官邸

︒

まで来てもらって︑絵になってもらって︑そこで頼むと︑ ﹁わかつ
とる︑引き受けた隔という︒金丸さんともちょっと似たところがあ
るんだな︒その代わり︑つんぼ桟敷にしておくともう大変なことに
やはり自邸に呼ばれて︑総理に頭を下げられると

なつ．たんだね︒

伊藤

門総理がそこまでおっしゃるなら﹂という︑宮澤さんのこの
海部
あいだの最後のセリフと⁝緒だ︒ ﹁総理がおっしゃるんだから︑恥
を掻かせるわけにはまいりません﹂とか言ったけれど︑そうじやな
い︒立候補したら自分が恥を掻くわけだ︒自分の甥か何かを後継者
にして︑小選挙匿のポストは譲っておいて︑今度出るといってもも
う出られんし︑名簿で続いて二度も三度も﹇比例一位になるの扁は
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そんなことでお荷物が大きくなってきたんだけれど︑なんとか風
呂敷を閉じて進めていかなければならん︒そのために党内のいろい
ろな人の意見を聞いてみると︑うるさい人たちも門それはそろそろ
やれ︒コメの自虐化もよろしい︒けれどもすぐに掌を返すようには
できんから︑みんながびっくりせんように︒ただ︑その方向だけは

けようと思うと︑渡辺美智雄と中朝皿郎と湊徹郎︑これを呼んで根
廻しすると︑だいたい党内は収まったね︒
佐這 八○年代の前半ぐらいまでは︑そういう大物の農林族の方が
いらっしゃって︑いまは先ほどの松岡さんとか︑よくテレビに出て
いらっしゃる方々がいますが︑この時期はいったいどういう方なの
か︒あまり顔が見えないんですね︒農林族が強いのはわかるんです

が︑どなたが一番りーダーシップをもってやっていらしたのか︒
海部 誰だったか︒田中派では︑竹下さんというより金丸さんに頼
んだ方が︑そういうのは遇えられる︒その下請けを小沢︻部がやっ
ておった︒あの頃は田中派をきちんと掬えておけば︑あと安倍派の

認めておかないと︒いつまでもよその国に行って︑これを買ってく
れ︑あれを買ってくれ︑売るものは売る︑と言って大売り出しに行
って︑コメだけは⁝粒も買いませんなんて言っておったんじゃ︑そ
れは通らんぞ﹂という意見があった︒哲下流に言うと︑ ﹁そのとき
には代わりに何か︑もっとびっくりするような補償を出せ︒みんな

ほうは︑安倍のお父さんがああいう状況になっておったものだから︑

⁝応貝剛構造協議に一つの段落がついたと

がそっちにパット費を向けて︑ワッと取り合いでも始めている間に︑
とにかくこれで︑

それが終わるようにしなさい隔ということだった︒
伊藤
いうことですね︒

海部 はい︒そして︑霞米構造協議が︸段落すれば︑角突き合わせ．
ておったβ米関係もなくなっていくし︑カ⁝ラ・ヒルズなんていう

大蔵大臣もやりましたからね︒

ような大変な暴騰で︑持てるものと持たざるものとの差がものすご

海部 行革審の中では︑あのときは土地がいちばん不平不満のもと
だったんですね︒働く人たちが︑自分たちの給料では生涯買えない

うか︒

れは特にどれが霞玉ということはないんでしょうが︑ご記憶でしょ

話は元に戻りますが︑臨時行政改革推進審議会の最終答申が四月
十八臼に出て︑公的規制の実質半減とか︑国畏負革率の上昇抑制と
か︑土地渚用の私権制限などを内容とする答申を出すんですね︒こ

俘藤

分が︑といって︑大蔵に足を突っ込んでおったみたいだな︒

おったけれど︑そんな頃︑片足は大蔵族のほうに踏み込み始めてお
った︒大平さんからおいしいことを露われたというので︑あとは自

そんなに霞立って﹇コメの問題を書うものはいなかった﹈︒それで
加藤六月はこっちに来ておってくれるから︒
佐道 加藤さんも農林族ですね︒
海部 そうだよ︑思い出した︒加藤六月はアメリカのヤイタ⁝と顔
見知りであったので︑いろいろな話ができたんだよな︒
佐道 渡辺蘂智雄さんはまだお元気な頃ですね︒
海部 もちろん元気な頃で︑これも農林省には影響があるつもりで

おばさんが畠て来てキャンキャン食いつくことも終わってくる︑と
いうことになりますね︒そうしたら︑あれが片づけばこれが︑とい
うことで自動箪の問題が出て来て︑まあ︑タネは尽きんなと実際そ
う思いましたね︒

佐道 コメの問題が出ていましたが︑長老の人も﹁コメもいつまで
も﹇入れないと言っているわけにはいかない﹈﹂というお話でした
が︑この時期︑コメは一粒もだめだ︑と頑張っている農林族の有力
な人はどういつだ方でしょうか︒
このときは中川さんはお亡くなりになつ．ていますね︒

海部 この時期は渡辺美智雄とか中川︸郎とか一︒
下道

海部 このときはもう中川はいないな︒あのときに農林でガチャガ
チャ言っていたのは︑まだまだ鈴木宗男は出て来ておらんし︑松岡
利勝ももちろんおらんしね︒いま農林のうるさいやつの前だな︒と
きどき三木内潤の頃と錯覚するけれど︑三木内閣で農林問題を片付
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くできた︒それから土地というものは︑哲学理念からいったら︑利
襯してこそ国が良くなっていくものだけれど︑利用ではなくて土地
を転がして儲ける︒それがいけないのだということで︑行藁審に頼
んで︑私権を調限したり︑懐上げを掬える監視庭域だとか登録翻度
とか︑いろいろなものがだんだんできたりしていって︑国昆の持っ
ている不公平感をなんとか是正していこうということが㎝つだった︒
それからいまのような公社公団の問題はあまり幽て来ていなかった
ように思いますね︒専意はこのときはもう済んでいますしね︒
伊藤 規制緩和ということがかなり火きかつたと思います︒これは
いまでも何百項目がどうのこうのといって大騒ぎをしていますが︑
なかなか規舗を外すのは難しいようですね︒それぞれの役所の権限
と 結 び つ い ていますからね︒

海部 役所もまた利口だから︒役飯のみならず︑規制によってうま
みを味わっておる業界のジ⁝ダーは︑外れません︒そういったこと

そうです︒

業界と役所のつながりですね︒

が一番上手だったのは︑僕は通産省だと思いますよ︒
餌藤
海部

鷹政治改革1︵小選挙区比例代表並立制︶
伊藤 その問題はちょっとあとにします︒そのあとに選挙制度審議
会の第一次答申が出て︑衆議院に小選挙区の比例代表並立綱を導入
するということが繊されるんですが︑小選挙区割という考え方につ
い て ︑ そ も そも先生はどうお考えですか︒ ﹂

海部僕は小選挙区制というのは︑あのとき言いたり見たりして︑
わかりやすくてよろしいねと思った︒その代わり︑余計な提灯や風
全部小選挙区にするということですね︒

鈴はあまりつけないで︑わかりやすくバサッとやろうと︒
伊藤

海部 全部小選挙醒にする︒そうしたらあるとき︑おれが三本さん

にその意見を言いに行ったら︑ ﹁海部君ね︑君はまだ青いと書われ
るよ︒二大政党で黒か白かで分けることができんのがこの世の中だ︒
︸日は二十四時間だ︒君らは︑うち十二時腿が昼で︑牽二時間が夜
だとか︑きちんと分けてやりたいだろうけれど︑夕方とか︑朝の曙

というときのほんのりと明るくなるとき︑そこが大事なんだ︒とい
うことは︑そういうすれすれの境界線のところに︑何があるかとい
うことを見なければならん︒浅意というものは︑代表選手ができて︑
勝った組と負けた組ができたら︑負けが組はこの次は勝った方を負
かすといってやればいいけれど︑そればかりではない︒朝や夕暮れ
の人たちもおるんだから︑それは小選挙区だけではいかん﹂と言っ
ていた︒

緒だったんだな︒萩聞の見出しで︑ ﹁海

あのときは︑比例代蓑併期性と叢立制で︑野党は供用性ならいい
と号綴ってきたんですよ︒いま話題になっているサトカン門佐藤観
樹﹈は︑おれと選挙区が

部さんがいじめるからああいうことになったんだ︒選挙区をお麗替
えさせられて︑お金がなくなって﹂というけれど︑それは嘘ですよ︒

まあ︑他人の懐のことだから言わないけれど︒

その佐藤が当時社会党の選挙認策委員会の委員長だったんです︒
それでしょつち頃う僕と会っておった︒そこで﹇カンちゃん︑おま

えな︑鋼像ができるから頑張れ︒そしてこの小選挙区に賛成しろ﹂
﹁海部先生︑そんな無茶書つたって︑そんなことはいかんで︒どこ

かにちょっとゆとりを残しておいてもらわなければいかん︒ハンド

ルのあそびがいる﹂といって併用性を持ってきたんです︒岱罵性と
比例代表そのものですね︒

いうのはドイツ方式ですね︒

楠

海部．そう︒比例代表の併用牲というと︑小選挙区の勝ち負けはあ

まり最後は閣愚なくなってくるんだね︒けれども並立制というのは︑

小選挙区舗の勝ち負けをやらせてから︑こちら﹇比例代表﹈にくる︒
けれどもあの頃僕は︑やっぱり小選挙万宝例代表にしたほうがいい
し︑本当なら小選挙区だけでやったほうがいいと思った︒ 門日本入
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の心情としたら︑負けたか勝ったか﹇はっきりさせて﹈︑負けたや
つはこの次勝とうと思ってもう﹁回頑張ればいい﹂と雷つたんです
が︑何か夕暮れだか暁だかわからんような︑グレーの部分がたくさ
ん繊て来た︒

﹁比例

一人が当選して︑もう⁝人がいつのまにか︑

でもこのごろはそうでしょう︒小選挙籔で勝ったって︑だいたい
二 人 籔 に な っている︒
﹁なんだ︑おまえ当選したのか﹂ということになっている︒

のほうでおかげさまで﹂なんて言うでしょう︒だから僕は︑やがて
いっかは比例はもっと少なくしていかなければならないと思う︒い
っぺん思い切って小選挙区だけにしてみるとかね︒これだけやった

﹇小選挙区で﹈落選しても︑比例で出てくる︒比例の出方もお

んだからね︒ ﹇小選挙区・姥例代蓑で総選挙を﹈三園やったんです
からね︒いまは一人一区じゃないですよ︒二人一区になっています
よ︒
かしな話だ︒

今日の新聞なんかを読むと︑まさに愛知県の語だよ︑都築﹇譲﹈
の選挙違反が起こって︑連座綱で都築が失脚すると︑この次に繊て

楠 かつて鳩山内閣の時代のときは︑濁会議員が入っていたと思い
ます︒やはり鳩由内閣のときの小選挙区制の失敗に学んでいるとこ

やっぱりハトマンダーなんて言われたらかなわん︑というこ

ろがあったんですか︒

伊藤

区割表で︑圏会議員が入って﹁おれは︑おれは﹂とやると︑

とでしょう︒

海部

それはいかん︒鳩凶内閣のときだったと思うな︑国会議員みんなに
﹁おまえの理想とする籔劉を持ってこい﹂と言って︑みんなが勝手

な匿割を作ったんだ︒それを涛っていって︑重ねるように合わせて

みて︑三分の二以上が合うところは原案に入れてやろう︑どうして

も合わないところはもういっぺん考え直せ︑ということだった︒

楠 自分で質問しておいて答えるのも変ですが︑たしか最後に実現
した選挙制度は︑小選挙区比例代衰にするということだけを決めて︑

付表の各選挙区の区罰は︑あとから作った︒まず法案を通してから
区割を通したんですね︒

溝部 それは形から入れというβ本仏教の考え方があるでしょう︒
形を作って︑袈裟︑衣を全部身につけさせると︑ああやっぱりと思
って︑みんな威儀を正す︒そこから議論を始めていくと︑だんだん

よくなってくる︒だから小選挙区にするんだぞ︑という法案だけ通

せということになったんでしょう︒肝心の区割が全然できていない
俘藤

んだもの︒

だもの︒ ﹇元秘書の名義借りで議員辞職した佐藤観樹氏に代わっザ＼民主党の比例東海

だけでしたね︒

くるやつは有罪判決を受けている被番人だ︒それが順番から行くと
当選するんです︒そんな無茶なことはあるものじゃないです︒裁判
をもっと早く結審するという話だったものが︑裁判も遅くなってお
る︒何か地例の繰り上げ覇選というのはもやもやしたものを残して
いると思います︒需っては悪いが︑サトカンもそうです︒比例当選
ブロックで惜敗率次点だった津川祥吾氏が繰り上げ盗選︒同じ東海ブロックの都築譲氏︵愛

きに妙な比例区というものを輻広く残したがために︑二百議席がお

海部先生のときは︑選挙制度の改正はないわけですね︒議論

知十五区で落選︑比例区東海ブロックで幾活︶は秘書・選封事務局畏が公選法違反に問われ

ね︒

楠 このときの選挙制度審議会には︑国会議員は入っていないです

の浅野翼弐︵岐阜㎜区で蕗選︶となるが︑選挙違反で公判中﹈

てお参︑有罪となると連座綱が適照され失職する︒そうすると繰り上がるのは借敗率次次点

海部 議論だけでなしに︑諮闘もしたんですよ︒そして︑忘れもし
ませんが︑読売の小林与三次という人が各新聞の論説委員を集めて︑
そこが決めたものはマスコミはだいたい反対はないんだ︒マスコミ
を賛成に持っていけば︑これはできると思うから︑それがいいんだ︑
乗必の故意みたいなものがあるから︑やつちゃえと思った︒そして︑
小選挙区にしたら︑今日いろいろな弊害が出て来た︒それはあのと

海部 入っていないんです︒国会議員は勝手なことを言うから入る
な ︑ と い う こ とだ︒
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か し く な っ たわけですね︒

楠 ただしあれは︑姥例区をくっつけなければ︑とても野党の賛成
は 得 ら れ な かったでしょうね︒

海部 それはそうです︒共産党とか一︒当時の厩臨調とかは︑な
くなつちゃうわけだから︒僕はわかりやすくきれいな政治をやろう
といったんだから︑それならば一人︻区だ︒比例なんていうものは︑

⁝回落選した人がまた当選したなんて︑そんなおかしなことはない
じゃないか︒そうしたらこのあいだ︑どこかの新聞が来て︑ 門その
ときは欠員のままで置くんですか﹂というから︑ ﹁そうだよ﹂と言
った︒比傍区の嚢選候補者が罪を上したり辞衰を出してやめたとき

は︑そのポストは次の選挙まで空白にする︒次の選挙でまとめて選
べばいいではないか︒だから現職の議員が自ら辞めるというときは︑
そういう世の批覇も受けるということを承知してやってもらったほ
うが︑むしろわかりやすいのではないか︒だから今度何かで議論が
あったときは︑僕はそれは曰うつもりです︒

だってあれが落ちたらこれが出てくる︑これが落ちたらあれが出
てくる︒そのうちに愛知県なんかでは︑落ちて︑もし百日裁判で百
日で片が付くと︑いまほかのほうで罪になっている人が順番が来て
当選しちゃうから︑これもおかしな謡だ︒あれは本当におかしいで
すよ︒

伊藤 一人一籔で︑三位で落選した人が跳例で峯資する︑というこ
と も 趨 こ っ ていますからね︒

海部 東京なんかもひどいものじゃないですか︒各政党ごとに割り
振る︒比例の制度でよくわからんけれど︑東京侮誕で五番か侮かで
二万票ぐらい得票したのが︑徒異党の比例で救われるんだな︒
侮票以上なければいかん︑ということですか︒

最初はありましたね︒いまは制限ができましたね︒

海部

選挙区で何割以上取らないと駄農︑というものですね︒

楠
俘藤

﹇小選挙区で扁三〜四万票なのに︑比例で救われ

海部 しかし侮割以上選挙区で取ったとしても︑相対的な問題です
からね︒だから︑

るなんていうのは︑僕はおかしいと思うんだよな︒いまそれが何票
になったのか︑それは﹁圓確認してみますわ一一選挙区で有効投票
総数の十分の⁝以上の得票を得られなかった重複候補者は︑比例区
名簿から削除される﹈︒

さっき︑小林与三次さんに云々という話は︑結局どうなった

懸政治改革2︵小選挙区の区翻︶
伊藤

籔翻審議会をつくって︑区割をしてくださいと言った︒それ

んですか︒区翻を作ったわけですか︒

海部

から国会議員は︑それに購を絶対に容れません︒もしそこに行って︑

自分のあれ﹇選挙区﹈のことを闘いたり考えたりすると︑これは許
さない︒許さないといっても︑立候補禁kぐらいまでかけますかと
いうから︑それはちょっと︑こそっと秘かに見に行ったから立候補

禁止するということはいかんけれど︑見に行かないようにしなけれ
ばならん︒小林さんのほうには︑ 門区割を作ったときには絶対に誰

にも言わんでくれ﹂と曇った︒その代わり︑私も見ませんでしたか

らね︒みんな︑ ﹁嘘だろう︑見ただろう︑おまえは︒教えてくれよ︑

伊藤

海部

俘藤

一人一筆でヨ百に分けた︒そこは当選した入が︑︸入﹁区︒

金部︸人︼区で︑ですか︒

できたんです︒全国できちんと作ったんですよ︒

それ﹇区割表﹈は︑できたんですか︒

ちょっと﹂と言われたけれど︑見なかった︒

演習

あとこ蔭が比例代表に回るわけだ︒跳例は各県ごとにまた何議席︑

県ごとですか︒ブロックじゃないですか︒

といって決めたんです︒

楠

海部ブロックごとか︒全国で決めうと書つたのを︑各県ごとにし
ろと言った︒僕は議論しておったときは各県のほうがわかりやすい
と思ったんだけれど︑そうそう︑ブロックになったんだ︒東北ブロ
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ッ ク と か 鱈 國ブロックとか︒

伊藤 あれは重複を認めなければ︑さっきおっしゃったようなこと
はないわけですね︒

﹁私も当選さ

地域のトップだった︒当選確箋だという︒そうすると今度は︑ ﹁海
部さんは放っておいても必ず当選する︑地例のトップだから﹂とい

助けになったんだ︑というのが︑僕のところにいろいろ言ってくる

よかった︑そうしたらいまごろ恥を掻かなくてもいいんだから︑人

海部 重複を認めるからいかんわけです︒僕も初めの選挙のとき︑
三園前は重複だったんです︒そして︑こちらは薪進党の党首だから︑
私がトップ︒東海ブロックだな︑愛知県ではなかったですね︒その

うことになる︒そうすると︑小選挙区に出るやつが︑

俘藤

いておいて押さえつけてくれんから︑変なのが入ってきて︑私はや
られちゃった輪といって︑泣かれたり口説かれたりした︒そうした
ら今度の選挙は瓢人とも当選したんです︒サトカンは比例で上がっ
てきた︒あれもおかしいな︒二人だもの︒しかもこのあいだの選挙
では︑最後の最後に決まったのが︑愛知県の十区です︒江綺か佐藤
か︑という争いだった︒三百票ぐらいの差で江瞬が競り勝ったけれ
どね︒あんなのは地元の人も︑小選挙区のときに落としておいたら

せて欲しいから︑私を応援してください縣という︒
俘藤 海部さんのところの小選挙区は︑あまり熱心ではなくなると

連日出て来ますね︒

俳藤

いまごろになって︑艮憲党の俊藤観樹なんていっているから

おったんだから︒

俘藤 あれは社会党以来の伝統ではないですか︒
海部 そしていろいろな中小企業を集めて︑そこから献金を取って

から︑それも書かなければいかん︑不公平だよ︒

者には書ってやったんだ︒おれに負けたから窮乏して︑ああいうこ
とをやらなければならなくなったと︑薪聞にはもっぱらそう書いて
ありますよ︒けれどもそうではない︒親聞も︑ ﹇サトカンは﹈二千
万湧も自分のカネをどんどん寄付していることがわかっているんだ

めて︑もらっておるわけだ︒その証拠に︑きのうの寸言か侮かに︑
選挙の前に民主党の愛知県連はカネがないから︑二千万円立替えて
寄付したというんだな︒ ﹁そんな入がどうしてお金がないというん
だ︒こっちは自罠党ではなかった︑当時は保守新党だから︑お金は
もっとなかったけれど︑二千万円も党へは出してないわ隔と新聞選

清貧で真癒目にやっておったみたいなことばかり言っておったでし
ょう︒ゴそうしたらよく聞いてみたら︑彼は彼なりに中小企業者を集

海部 新聞からテレビから︑またか︑これでもかと言うぐらい︑ど
んどん出る︒けれどもサトカンがひところは︑いかにもお金がなく

最近あまり大きな出来事がないので︑サトカン問題は漸聞に

人のもっぱらの話だな︒

い う こ と に なるんですね︒

﹇比傍誕への重複立候補を﹈やめたら︑新聞なんかも︑

海部 やらなくなつちゃう︒それはいかん︑というので︑僕は記者
会見をやって︑ 門いろいろあったけれど︑私は小選挙区の立候補だ
けにします︒橋は焼き切って︑退路は断ってやりますから︑どうか
みなさん私に投票してください︒票が集まれば当選できるが︑比例
の⁝番だから必ず三選するなんて謡われたのでは︑心の漫心が出た
り︑歪みができるからこれは駄目です﹂と︑声涙ともにくだる演説
をやって︑

そのことは茶化さないで好意的に︑選挙というのはそうですよ︑と
書いた︒

一三 やっぱり選挙というのは自分の名前を書いてもらって︑婦選
ですね︒

海部 そうなんです︒そのときも十五万票ぐらいのあれ門得票翻が
落ちなかったので︑サトカンは当時までいろいろやってきたけれど︑

いよいよ﹁小選挙区ではあんたとは⁝緒にやれん隔ということにな
って︑お露替えしたんです︒お蟹替えされたほうが︑今度は隣n愛

門あんたがあれを手元に置

知チ区︺の︑江崎二三の息子の鉄聾のところに行った︒鉄磨はそこ
で︑滴断したものだから︑落とされちゃって︑サトカンが当選した
んだね︒それで僕は鉄輪には恨まれて︑
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おやじ以来の社会党ですからね︒

ね︒僕らは︑社会党じゃないの︑と思うけれど︒
楠
門ま

溝部社会党というの績合が昔から饗って︑献金する体質癖
があるからね︒おれの後援者でも︑繊維塵業のおやじたちは︑
あサトカンにやられて取られとるけど︑しやあねえわな︑あれは︒

保険だわ︒保険をやっておかんと︑サトカンとか赤松とか︑ああい
うのが乗り込んで来ては︑労働組合をつくれ︑ストライキをやって
もっとようけ給金もらわにゃいかん︑といって煽動するから︑しょ
うがないで︒あんだけ払っておけば入ってこんから︑払わしておく
だ﹂といって︑月二十万だとか︑侮か用心捧代を払っているような
ものだ︒労働組合の宣債車が来てガ；ガーやられたら営業妨害で︑
いやでしよう︒

撰藤 保険ですね︒時間になりました︒次は外遊があって︑盧泰愚
の来賃があって︑カンボジアの和平東京会議があって︑サミットが
佐道
そ う でした︒

そのすぐあとに湾岸﹇戦争嗣になるんですね︒

あるということで︑先生の総理大臣の時代は盛り沢山なんですね︒
海部

伊藤 また︑よろしくお願いいたします︒今霞はどうもありがとう
ございました︒

︿以上﹀
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1．

231ヨ〉

1990年4月28Nから、先生は南酋アジア諸国歴訪に出られます。インド、バンダ
ラデシan、スリランカ、インドネシアを圓られました。30臼にはインド議会で演説
もされています。このときの外遊で印象に残っておられることなどお願いし讃す。

2．

5月24葭、韓国の盧泰愚大統領が来鼠します。海部先生は不幸な過査を朝鮮半農の
人々に謝罪され、芙墨も「痛惜の念」を「お雷葉」で述べられました。このときの
お言葉の内容などはどのようにしてお決めになったのでしょうか。また、盧泰愚大
統領の印象などもお願いします。

3．

6月4ff、カンボジア和平東京会議が開催されました。 H本が紛争解決のための国
際会議のホストになるのはこれが踏めてだったわけですが、ベトナムや中国が深く
関係し、米国も大きな佼置を占めているカンボジア和平閣題に対して、このときど
のような姿勢で臨まれたのでしょうか。

4．

7月9日、米圏のヒューストンで第16憾のサミットがありました。このときのサミ
ットで日本に特に関係がある問題としては対中借款再開問題と北方領土閣題があり
ました。各圏の反応などいかがだったでしょうか。

5．

6．

ヒューストン・サミットで、上記の問題のほかで特に課題とされた問題にはどのよ
うなことがございますか。また、先生はサミットに首脳としては初めての参加とな
ります。各國酋脳の印象などもお願いします。

8月2θ、イラク軍がクウェートを武力制圧し心す。この一報はどこでどのように
お闘きになりましたか。またお聞きになった直後の印象などはいかがでしたか。事
前情報などはなかったのでしょうか。

7．

8．

臼本政府はいち皐くイラクに対する経済劇裁を決定するなど、かなり早い対応を示
しました。この問題について内閣では嶺初どのような見通しにたって、どのような
議論が行われたのでしょうか。

8月18臼、イラクは岡国内の外国人を拘束するとともに、24iヨには：在クウx一トの
日・米・英の大使館を包囲しました。在留邦人保護・大使館保護という戦後の日本
が経験したことのない事態が生じたわけですが、これにはどのように対応しようと
されたのでしょうか。

※このあとの湾岸情勢に対する対応には、財政的支援聞題と國連平職協力法という二つの
重要な問題がありますので、この点は次園にお聞きしたいと思います。
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膿衛西アジア諸国歴訪1︵外交課題として︶
傍藤 それでは始めさせていただきます︒平成二﹇皿九九〇﹈年で
すから︑もう第二次海部内閣になっていますが︑ ︹四叉二十八日か
ら﹈南西アジア諸国の歴訪に出かけられますね︒インド︑バングラ
デシュ︑スリランカ︑インドネシアと回られます︒インドでは議会
で演説されるということもございました︒こういう外遊は︑ご自分
の一泊なんですか︑それとも外務省が︑いまここに行くことが大事
だ︑という判断で決まってくるものなんですか︒

海部結局︑ ﹇外務省が扁いろいろな素材を提供して︑これをフラ
イにするとおいしいとか︑煮物にしてもおいしいとか︑玉里だから
お刺身になりますよ︑というような選択の纏を残してのご進講とい
うのは確かにありました︒私のときは︑もう少し幅広く議論します
と︑忘れもしませんが︑それまで行くという約束をしてあったとこ
ろに︑いろいろなことがあまりにもあったので︑旅行していないん
です︒私の前任者までが︑ですね︒竹下さんが︸回だけ︑退陣を決
めてから行きました︒宇野さんに至っては︑行きようもなかった︒
けれども約束だけはしてあった︒それで手形を落としてくれんか︑
という話がだいぶ外務省に来ておったことは問違いないんです︒

そしてそれぞれの相手国にも︑言っていいか悪いか知らんが︑事
情がありまして︑この方は任期がいつまでだから︑それまでに一度
臼本に行きだいとかいう︒天皇陛下というのは︑溝西アジアとか東
南アジアの国々の政治家にとっては︑やはり︸つの象徴的な会いた
い相手なんですね︒だから迎賓館に泊まって︑天皇陛下に会って︑

というようなことを条件にして呼んでもらえませんか︑ということ
を言ってくる人が多い︒呼んでもらう薗には︑日本から来てもらわ
なければいかん︑という事情を︑向こうもよく調べ上げて知ってい
ますから︒

衝藤 向こうの事情もあるわけですね︒
海部 はい︒向こうの事情というのは︑とにかく導こうのりーダー
になった人で有資格者がいろいろありますね︒有資格者はなるべく
たくさん日本に来たい︒日本にいる大使の碗は︑そういうときにい
かにしてウエルカムするかということにある︒それが本国とのあい

だでいろいろある︒そういう話を︑あの頃ほうぼうから聞きました︒

それまで︑約束しても呼べなかったところがずいぶんあったんです︒

こちらの鍾内事情がそうでしたからね︒竹下さんの終わり頃から
字野さんの時代というのは︑ほとんどそういうことが途絶えてしま

いましたから︑ずいぶん溜まっていたんです︒いままでなら︑常識
的には東南アジアに行くのがアジア旅行のイロハのイですが︑いき
なり爾西アジアに行ってくださいという︒ ﹁どうして南爾アジア
だ﹂といって闘いたら︑さっき譲したように︑それは碍本の政府は
替わるとまず東南アジアに行ってもらうけれど︑それもだいぶ途絶

︑尺ておる︒そして南西アジアのほうには︑特にあの頃SAARC
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域協力連合﹈というインドを中心にした速合があった︒そこへば少
し顔を出して︑親密にしてやることが大事です︑というわけだ︒

たら︑

﹁この前書溺勇人様という方がおいでになってから︑もう三

﹁日本の総理大臣に初めて来てもらいました縣と喜んでおる

俘藤 日本と比較的疎遠だったわけですね︒
海部 はい︑比較的疎遠ですし︑東之アジアはしょっちゅういろい
ろなところで顔を合わせたり︑量ったり来たりしていまして︑親戚
づきあいみたいなところもいくらかありましたね︒けれども重窓ア
ジアのほうは︑本当に距離があり過ぎました︒ですから︑私が行っ
国や︑

十年以上どなたも来ていただけません︒ご招待だけは︑ 一昨年もオ

ファーしたんだけれど︑それはみな日本の事情でキャンセルになり

ました﹂というところもあって︑だいぶ溜まっておったことも事実

じゃあ︑手形を落とさなければならないわけですね︒

なんですね︒

俘藤
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海部

はい︒そのために︑これはこの前お話ししたと思いますが︑

アメリカに行ったときも本当はアメリカだけで帰ってくるものを︑

メキシコを翻り︑カナダに回る︒それはアメジカのブッシュから頼
まれて︑ ﹁トシキ︑あそこらもちょっとやっておいてもらわないと
うまくいかん︒日本のためにもなるからやってくれ﹂と言われて︑
行きました︒ノソト・オンリー・アメリカ︑バット・オールソ⁝・
エイシャン・カントリー︒それのみならず︑ヨーロッパのほうでは︑

いままではEU加盟璽しか行きませんでしたが︑初めて鉄のカーテ
ンの﹇東側の襯ほうに入っていったんです︒私の在任中です︒

海部内閣というのは︑いままでやらなかったことにずいぶん手足
を伸ばさなければならんのだな︑と思ったんですが︑いろいろ話を
闘いてみると︑それが二本の栽しい時代の立動でおり︑役謝だとい
うことがあって︑いろいろ出て来ましたが︑ ﹁まず南西アジアには
行きましょう︒だから案を作って盃急持ってきてもらいたい﹂と言
いました︒

︑

伊藤 これは外務省︑官厨長途あたりでいろいろやるわけですか︒
海部 外務次宮が官虜長官にご説明して︑嘗房長官が私のところに
報告に来て︑これでどうですか︑というわけです︒
俘藤 このときは自由﹇尚一﹈さんが事務次官ですが︑事務次窟は

定期的にi︒

﹁こ

門今度いかがでしょうか︑だいぶ溜まっておりますか

海部 定期的に﹇週に﹈一回ずつ説明があります︒その定例の説明
が終わると︑

ら﹂．ということで︑順番を謡して︑最初に申し上げたように︑

れは池田勇人さん以来ずっと行っておりません︒ここは︑竹下さん
にオファーがあったときは︑すでに駄目になって︑やめました﹂と
か︑いろいろなことを言うわけです︒
俘藤 総理としてはお若い先生ですから︑この際おおいに動いても
ら お う ︑ と い うことですね︒

海部 そういうところに行って話をしてくるのは︑いやなほうでは
ありませんからね︒心臓で︑侮でも片言でやって︑それで意志が通

ればやって来ましたから︒

インドは大変入口の多い国ですが︑いま選挙をやっています

璽南西アジア諸国歴訪2︵大翻インド︶
俳藤

ね︒入口構成も複雑で︑人種︑宗教︑言語︑バラバラな闘ですね︒

いまやそうですね︒あの頃もSAARC諸国︑南茜アジア諸

ただ︑南西アジアの大国であることは間違いありませんね︒

海部

魍のヲーダ⁝であることは︑自他共に認めておるわけです︒それは
人口のみならず︑資金の面でも︑知的レベルの面でも︑いろいろな
面で︑きわめて誇り高き国であったわけです︒ですから︑インドを
中心にやっておけば間違いないだろう︒あまりにも今日まで疎遠で
あったということです︒

インドのほうも︑もうちょっと二本と仲良くしたいという気持ち
は持ったでしょうけれども︑なかなかそこまで順番が回らなかった︒

というと言い方が悪いんですが︑いきなり日本︑ということにはな

らなかったんですね︒︑こちらから行くそ︑とオファーしてやったの

で︑インドは翼っ先にウエルカム︑歓迎しますといった︒

その背景には︑僕の直感の繍象ですが︑外務省の説明からの印象
でも︑インドという国はいろいろな意味で親返感もあるし︑よく知

っておる国ではあるけれど︑ちょっとよそよそしいところがある︒

ですから訪ねていくときは︑玄関を開けて﹁こんにちは︒ごめんく
ださい︒誰かおられませんか﹂と言って︑入っていかなければなら

ん圏なんですね︒あれぐらいの国になると︑連絡がしてあったら︑
﹁こんちは︑ちょっと裏から入っていくよ﹂といって裏日から上が

り込めば︑そう形式張った話し合いをしなくても︑スッと家族の暦
間に入って︑そこに座り込んで︑やあよく来たね︑という日本流の
つき合いができるんだけれど︑インドとはそれができなかったんで
す︒なんとかその突破口を顯きたい︒あまり肩肘張った難しい話を
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繊しなさい︑とやったんです︒

ということを事前の検討会で話し合って︑材料があったらいろいろ

するよりも︑これからひとつインドと日本とは友好的に提携して仲
良くやっていこうという結論を出しながら︑そのためにどうするか

はそれなりにいろいろ利用する︒

失礼だけど誰が書くか知らんけれど︑あまり難しい誰や堅い詣はバ
ッサバッサとやりますよ﹂と言って︑出してもらった︒そしてそれ

た︒

極藤 それは英語でやるんですか︑それとも日本語でやるんですか︒
海部 鍵本語でやります︒インドに行ったときは日本語でやりまし

私はそのときに︑ ﹁それじゃあインドに対して︑青年協力隊のこ
ともおれはテーマに繊すから﹂と言ったら︑ ﹁それは喜ぶことでし
ょう︒ただインドは誇り高き溺ですから︑技術協力ということで話

を持っていくと非常にいいと思います﹂という︒それから私が文部
大臣の頃に始めて︑ちょっと中途半端になっておったアジア拠点大

伊藤 反響はいかがでございましたか︒
海部 あの頃はインドでは珍しいから︑みんな議場をいっぱいにし
て真剣に聴いてくれたし︑インドの首相が︸番前に来て座る︒臼本
でもそうですけれどね︒われわれも〜番前に座って︑事前に配られ

たテキストを見ながら一所懸命に聴いて拍手をする︒なにしろ︑地
田勇人様以来初めての総理訪問ですし︑書写勇人様はインドの魑会

学制度というのがあるんですね︒それは東南アジアが中心で︑イン
ドまで行っていないんです︒だからそういったことも︑ひとつ今度
は始めようか︑というようなことを考えました︒

伊藤

﹁本当ならやめようかと思ったけれど︑あれだ

でしたが︑インドでも人は相当︑両側に出ましたね︒

行った︒㎜番ひどいというか︑ものすごかったのはバングラデシュ

車に乗ってそろりそうりと︑馬の足に合わせて︑馬並みに行ったん
ですが︑根巌長時間かかりました︒それでもちゃんと儀侯兵が先に

それでインドは︑驚くなかれ︑あの暑い国であるにかかわらず︑
儀侯兵がずっと出て︑馬で先導するんです︒私は馬はちょっと苦手
だから︑馬鹿にするなとは雷わなかったけれど︑車に乗るといって︑

海部 初めてのことでしたので︑向こうも期待をしたし︑わがほう
も一所懸命やったということです︒

じゃあ︑初めてのことなんですね︒

に行って演説をおやりにならなかったわけですからね︒

そのときに︑インドというのが彰彰に誇り高き国だということも
わかりましたが︑やっぱり行って良かったと思います︒いろいろな

なかった︒ 本人が︑

け約束もしてあるし︑行ってくるよ︒あまり楽しい旅じゃないけれ
針の莚だけれどな隔と言ってらっしゃつたことを私は思い出し
ど︑

そしてご承知かと思いますが︑王宮前の大広揚まで行くと︑ド⁝
ン︑ド⁝ンと空砲を撃ち始めて︑ずっと進んでいって︑あるところ

ます︒

俘藤 インドでは議会で演説をされますね︒その原稿はどうするん

で降りると︑敢り翻んで歓逓式典を始める︒だから非常に向こうも

﹁自分の書葉を入れたいし︑艮頃

あれは︑叩き台を書いて出してもらう︒
そ れ は 外務省ですか︒

外務省です︒それで私が︑

すね︒

気を遣って熱心にやってくれたことは事実です︒
伊藤 当時インドとのあいだに懸案はございましたか︒
海部 まあ︑経済協力をもっとやってくれませんか︑ということで

ですか︒

海部
伊藤

海部

使っておる書葉もあるから︑それを入れる余地をきちんと残して︒
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こ と が わ か りましたからね︒
o︑

ノキスタンには行力︑ないんですね︒
行 か なかったんです︒

インドからこちら側﹇東側﹈ですね︒

部藤部藤

竹下さんのときは︑お気の毒に退陣が決まったあとだから︑
いろいろな国を麟られたけれど︑ お詫びと顔見せ程度の護しかでき

海｛9海侵

ごらん︑北のほうを﹂というようなことを言って︑ ⁝所懸命そうい

でもインドは自力でやる︑という考え方ではありませんか︒

侵藤
う方向につくった︒

て︑そのへんのことはようやく成功したと思うんですね︒向こうも
ちょっと心を開いてきた︒また︑つき合ったほうがいいんだという

たらそれでいいから︑仲良くつき合えよ﹂というようなことを言っ

﹁それは理解できる隔というので︑ ﹁理解でき

海部 いや︑誇り高き屡ではあるけれど︑ ﹁よそとばかりやってお
らずに︑インドもそれは少しやってくれたらいいではないか﹂とい
う話はする︒

ODAですか︒

ようなことを考えてくれることになったと愚います︒そのほうが得

伊藤
海部

だということもわかってきたと思いますね︒

そうです︒

伊藤 インドとのあいだには︑トラブルになるようなことはないで
すね︒

闇爾西アジア諺国歴訪3︵インドの印象︶

俘藤 インドには何日ぐらいおいででしたか︒
海部 迎賓館には三泊しました︒そこで最大の歓迎︑心配りをして

くれたなと思ったことがあるんです︒ちょっと話が脱線しますが︑
私の健康管理法は水泳なんです︒いまでもしょっちゅうやっている︒

ところがインドでは︑ ﹁海部先生は水泳がお好きだということを闇
いておりましたので︑プールには水を入れ換えた﹂ぐらいだと思っ
たら︑そうじやない︑ ﹁プールを真っ白に塗り藏して︑水を貯めて
お待ちしておりますから︑明日の朝からどうぞ︑何時からでもでき

海部 インドとのあいだでは︑向こうがっくってくれと写ったダム
をつくることによって︑反対運動が趨こって︑帰ってくれというこ
とがもうちょっとあとで表面化して︑国会なんかでやられましたけ
れどね︒そのことは当時の総理会議では出てきませんでした︒むし
ろそれよりも私が言ったことは︑もうちょっと普通のおつき合いが
できんか︑ということです︒最初に言ったように︑玄関を開けてご
めんくださいと言って名繭を見せて入っていかなければならんので

りたい︒日本とインドとはそれぐらいのことはしなければならんと

るようになっております﹂という︒

お座敷にちょっと上がり込んで︑薩ちに詣ができるような間柄にな

はいかんから︑裏qを開けておいてもらって︑裏口から入ってきて︑

思っております︑というようなことも言いました︒

佐道

プールで泳ぐときにはどうしても水が入ってくる︒ 門せっかく僕

だよ︒

体がいけないんだ︒それを気をつけてください︑と言ってきたわけ

て古い話ですが︑総理大臣が行ったときには全員がお腹をやられた︒
何故そうなったかというと︑暑いからみんな飲むわけですね︒ビー
ルやウイスキイにアイスキューブを入れる︒そのアイスキューブ自

たら大申達い﹂ということです︒その前に︑三十侮年ぶりだといっ

海部 けれども︑バット︑しかしながら︑行く前に言われたことは︑
﹁インドでは水に気をつけてください︒水道の水だと思って安心し

それはすごいですね︒

それからインドの中立・王義と言いますか︑とにかくB本とはなか
なか仲良くできない事情がいろいろとある︒あの嘆アメワカとどう
してあんなに悪かったか知らんけれど︑日米安全保障条約を結んで

いらっしゃる国は︑インドから見ると軍事間盟的だから︑中立だと
そ れ は当然ですね︒

は認められない︒

伊藤

海部 そこで︑インドは中立第三世界のりーダーだということだ︒
﹁けれどインドと事を構えようとしているわけではないし︑臼本と

アメリカとの安全保障条約は︑ここだけのコンフィデンシャルな話
にして欲しいけれど︑相手は︑インドのほうを見て物を雷っている
わけでは決してない︒もっともっとあるでしょう︒北のほうを見て
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の趣味嗜嬉を調べて︑きちんとやったというんだ︒明臼の朝は入っ
てくれと言われて入らないわけにはいかんから︑おれは入るから︑
おまえらも明溝の朝六時半に起きて︑ここに来いや﹂と︑一緒に行
った外務雀の連中に霞つた︒それから不思議なことに︑僕の東海中
学の頃の岡級生で︑名前を出してもどうかと思うが︑M君というの
が当時インド勤務をしていたんです︒インドの専門家で︑任地はボ
ンベイの総領事館だったんだけれど︑僕のおるうちはニューデリー
に来て︑︻緒に行動を共にしなさいと言われたという︒それは外務
省の配慮なんでしょうな︒そういう身近なやつを集めて︑どうだと
闘いた︒ ﹁明匿ここで水泳をするのは︑先生︑やめたほうがいいと
思うが︑しかしそれでは成り立たなかったら﹂といって︑いろいろ
言うから︑ ﹁いや任せておけ︒おれも準備してきた物がある︒梅瞬
エキス︑酸っぱいやつだ︒あれを持ってきているから︑朝プールに
行く前に︑それを二倍入れていくけれど︑﹁緒に行く人にはまだあ
るから︑あげるから︑全部鷺に入れて︑それから行こう︒あまりバ
カみたいに口を開いて泳がずに︑口をつむってやろう﹂と言った︒
とにかく使わなければ気分を害したと思われるからね︒それで泳い
大 丈 夷 でしたか︒

できました︒

便藤

海部 大丈夫でした︑幸いにも︒
俊道 梅肉エキスがよかったのかもしれませんね︒
海部 梅肉エキスがよかったのか︑いつも日本でも泳いでいますか
ら︑少々の雑菌︑ばい菌には︑こちらに免疫ができておったのか︒
どっちでもいいんですが︑それをやった︒それが︸つです︒

それからもう一つは︑なにしろ使ったことがあまりない迎賓館で
すから︑こんな﹇大きな﹈ヤモリがいっぱい出てくる︒

﹁ノープロブレム︑ノープロブレ

佐道 迎賓館にいるんですか︵笑い︶︒
海部 迎賓館にいるんだ︒それで土くさい︒暑くてしょうがないか
ら︑ちょっと風を入れ換えようといって﹇窓を﹈開けると︑フライ
がいっぱい来る︒困っていたら︑

﹁虫は確かにこれで落ちる

ム﹂といって黒いのが入ってきて︑シャーシャーと薬を撒くけれど︑

．その薬はわれわれにとっても︑すごい︒

かもしれんが︑入間がやられちゃうよ﹂と言って大笑いした︒それ

でもしょうがないですから︑環境に慣れようと言って︑ 門ありがと

う︑ありがとう﹂と遅いながら入った︒それで第一夜は収まったが︑
強烈な印象でした︒翌朝六時半に起きて︑来いといったやつは来た
静藤

はい︒またみんなといっても︑僕の友人で岡三生で長いこと

みんな大丈夫だったんですか︒

から︑梅肉エキスを飲んで泳いで︑お腹も大丈夫だった︒

海部

インドに勤務していたんだから︒

伊藤 それは慣れているかもしれませんね︒
海部 慣れているんだ︒そこであのときは︑日本に対して︑ ﹁ヨ本
はこのごろ海の向こうのヨーロッパ︵東欧のことですが︶に手を伸

ばして︑いろいろなさっている︒■二本が援渤されることは︑われわ

れとしては非常に結構なことだから︑援助されてはいかんとは思わ
んけれど︑ただし︑それによってわがほうが鍋に入れて当てにして
いる分を酬られるようなことになっては大変だから﹂と︑そこまで
善爾うんです︒

﹁臼本はよその圏への援助をけちって︑ほかの國へ出そうなん

揆藤 かなりはっきり物を言うんですね︒
海部 総理大臣が雷うんだ︒シンさんといったよ︒ ﹁だから海部先
生︑それだけは見てわかるように︑ご承知ご配慮を賜りたい隔とい
う︒

ていうそんなみみっちい気欝ちは持っておらんから︑仲良く︸緒に
やっていきましょう︒何かあったら︑ここに大使がおるから︑大使

とお署しをして製してください︒とにかく今日は︑まず来て︑いつ
も玄関を開けて名刺を出して︑手みやげを持ってこなければ来られ

んようなインドではいやだから︑アジア的に︑われわれはお勝手鍔
を開けて入って来るから︑ときには手土産なしで来るかもしれんが︑
サッと上がったら上がった部屋にあんた方もおって︑そこでお茶を

飲んだり食事をしたりできるような︑アットホ⁝ムなおつき合いを
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したいんだ隔というようなことをズバリ言ったら︑
い い こ と だ ﹂と言っていた︒

﹁それは葬常に

伊藤 インドではその三日問でいろいろな捲導者にお会いしたんで
すね︒

海部 それがメインでした︒そして︑仕上げに︑国会に行って演説
をやったんです︒たしかいまから思い出すと︑ガンジーさんという
佐道

賢そうな顔をしておったな︒羅がぱっちりしていた︒

息 子 のほうですね︒

若 い 青 年 政 給家でした︒

海部

それでインドがおしまいで︑次がバングラデシュですね︒

躍南西アジア諸国歴訪4︵バングラデシュ︶
伊藤

でありながら︑不思議なことに軍備だけは持っておるんですね︒さ
っきちょっと申し上げたように︑インドの歓迎よりもバングラデシ
ュの歓迎のほうが︑人が出て盛大で派手であった︒飛行場から迎賓

館まで両側に全部並べたんですよ︒それは兵隊だけではなくて︑兵
隊が終わったと思ったら︑着飾った女の子やご婦人だ︒それに参加

佐道

俘藤

バングラデシュとのあいだではやっぱりODAの闇題になる

その人たちにとっては大変な物でしょうね︒

動員費ですね︒

すると︑ペラペラのシャツみたいな物を一枚ずつもらえたというん
だ︒だから近郷近在からみんな集まってきた︒

伊藤

んですね︒

海部 もちろんそうです︒バングラデシュはあの頃︑パーヘッドが
低かったんですね︒そして最貧国に数えられておったわけです︒だ
から何でもいいから手を出して︑ちょうだい︑ちょうだい︑サンキ

のは二度目ですが︑バングラデシュは初めてです︒インドと違って︑

海部 インドは池照勇入さんの次だから︑写本の総理大臣が行った

海部 はい︒だけど︑イスラムの関係はこれっぼっちも出しません
でした︒バングラデシュというのはかわいそうな国で︑水害が起こ

影藤

ュー・ベリ・マッチという感じであった︒

またちょっと一段落ちます︒これは了重には扱ってくれるけれど︑

るんですね︒水害が起こることがわかっておるのに︑毎年水害が起

海 部 バ ン グラデシュです︒
俳藤 これはずいぶん違うという感じですか︒

慰物無粍だ︒

こるんです︒だからなんとかしてもらえないか︑という強い気待ち
を述べられた︒驚いたな︑ヘリコプタ⁝に乗せられて上にあがって
下を見たんですが︑あのへんが全部駄冒になるというところは弄鴬
に入り組んだ水路がいっぱいあるんです︒堤防の補強や治水事業の

ラデシュの生活を中から見ておると︑ここに青年協力隊を送ってど
れだけ佳事ができるだろうか︒ただ闇雲に膏年が行って︑堤防をつ

バングラデシュはムスリムの霞ですね︒

そのときバングラデシュの首相は歓迎晩餐会をやってくれたんだ
けれど︑びっくりしたことに︑最窃の晩餐会で︑歓迎の襖拶が始ま
って数分経ったら電気が切れて翼っ暗になった︒そのとき彼らは少
しもあわてない︒霞本なら始まってすぐに電気が来なくなって真っ

専門家を送れば︑仕事がずいぶんあるではないか︒さすがにバング

インドとは転封格差があるような感じですか︒

暗になったら大変な騒ぎになるでしょうが︑二︑三人ちょっと動い
ただけで︑そのうちにつきますから︑という︒
伊藤

海部 あります︑あります︒あのころバングラデシュは︑インドと
紘べてもずいぶん下であって︑インドから経済協力をもらっておっ
た閣だったね︒食うや食わずみたいなところもあった︒そういう国

くるだけでは治りませんからね︒その前に専門家を出して︑どうい
う手の打ち方で︑こういつた洪水が直るのだろうか調べなければな
らない︒だからインドには青年協力隊を送りますが︑バングラデシ
ュには専門家を送って︑専門家の診察をしてもらう︑ということに
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したわけです︒

堤紡を直して以来ちゃんと治っている︒そういう経験もあるから︑
﹁⁝回そういう専門家を派遣して︑専門家に調査をさせる︒お国の

初に言いたいことは︑ ﹁エブジイヤー︹水害がある﹈︑日本は︑歴
史を調べると︑水をコントロールする技衛が非常に優れた国だ﹂と
いうことだ︒こちらも愛知県では濃尾の大災害があって︑そのとき

恥知らずになっているというか︑バングラデシュで驚いたことがあ

将来そういうことをやろうとする人も︸緒になって︑生活と労働を

そして晩餐会で惇継したという話をしましたが︑プレマサーダと
いうのがあのときの大統領です︒ああいう国の大統領というのはよ
ほど心臓が強くなっておるというか︑傲慢になっているというか︑
る︒イスラムですから︑夕食にアルコール類は一切ご法度なんです︒

日本から学者が見に来ます︒見終わったら︑どういう方法があるか︑
その方法を伝授しましょう﹂ということで︑めでたし︑めでたしで

それで甘いオレンジジュースが出てくるんだ︒暑いから﹇飲もう﹈

と思ったら︑アイスキューブがいっぱい入っている︒これはいかん
と思ったので︑僕は飲まんようにしょうと思っておったら︑向こう
の大統領がボーイ長を呼んで︑ 門チェンジ﹂という︒キューブの入
っていないのを持ってこいと書つたんだと思う︑あの身振り手振り
した︒

共にする︒ ︵あの頃流行になった技術移転で︶教えただけ︑ものを
あげるだけではよくないから︑あなたの国が今後宋来永劫にいい国
であるように技術移転をするから︑そういう準備をしなさい︒まず

で︒そしておれのほうを向いて︑ウンと言うから︑おれもウンと量口

伊藤 バングラデシュは何日もいなかったわけですか︒
海部 バングラデシュは二泊三日だったと思います︒その二泊三舞

﹁これも﹂と言って︑僕のと二つを持っていって︑またそ

こにオレンジジュースをなみなみと注いできた︒ジュ⁝スだけにな

の終わり頃に︑みんながお腹が痛くなった︒

ったら︑

ったら安心して︑おれも飲んだし︑プレマサ⁝ダも飲んでおった︒

先生は大丈夫だったんですか︒

佐道

﹁おいおい︑飲まんほうがいいよ﹂と

それでちょっと横を見たら︑小憩賑﹇恒﹈君︑将來の皇立様のお
父様︑彼は飲んでいるんだ︒

海部僕は大丈夫だった︒インドから始まった梅肉エキスがある︒
あれも効く人と効かない人︑合う入と合わない人があるんだな︒
﹁大丈夫ですと

言 っ た ら ︑ ． ﹁いやいや︑大丈夫です﹂と 言 う の で ︑

田南西アジア諸翻歴訪5ハスリランカ︶

スリランカまでは大丈夫だったんですね︒スリランカでは当

ます﹂と書っておりました︒下を走ると六時問半かかるんです︒上

タ⁝を出してもらって︑それで行った︒ ﹁下からドンパチ撃たない
だろうな﹂と言ったら︑ ﹁それはもうちゃんと露って︑やっており

う︒通ると危ないから上から行きましょうといって︑軍のヘリコプ

海部 始まって︑島の北西部が大変なところでした︒ところが飛行
場から都まで行く聞︑その内戦のところを通らなければならんとい

時内戦が始まっていましたね︒

俘藤

いって︑わかっているのか︑これは何だか﹂と言ったら︑ ﹁よくわ
かってます﹂と書う︒彼らはみんな免疫ができているわけだ︒ある

いは事前に争防薬を飲んできたのか︑そのどちらかですよ︒それで
し ゃ ん し ゃ んしておった︒

それは脱線誕ですが︑そうやってプレマサ⁝ダ大統領は自分のと
僕のだけ︑換えて来いと欝いましたね︒出した料理は︑見た昌︑ル
ックス・ライタは毛玉に悪いけれど︑食べてみると︑お腹が空いて
おったせいか︑あるいは暑い気候に適応するために必要な物なのか︑
いささか香辛料が利いて︑ピリッとした︑日本入の許容範囲に入っ
ている辛さでした︒だからそれは僕には大丈夫でしたね︒

俘藤 バングラデシュではQDAのことを約束するんですか︒
海部 ODAを約束して︑向こうがファースト・オブ・オール︑最
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を飛ぶと三十分なので︑私は上を走る組に入って行きました︒
伊藤 飛行場で降りて︑ヘリコプターに乗り換えて︑首都に行くわ
乗り換えていくわけです︒

けですね︒

海部

﹇襲撃者

佐道 随員の中には︑下を行かれた方もいらっしゃるわけですね︒
海部 後続部縁は下を膚動車で行った︒これ﹇武装した護衛︺がつ
いて︑あまり気持ちのいいものじゃないだろうけれど︑
が﹈出てきたことはありません︒

伊藤 ここも当然ODAですね︒
海部 もちろんODAです︒
一鎖 スリランカのほうがバングラデシュよりはましなんでしょう︒
海部 すこしはましです︒道路事情とか︑家の事情とか︑いろいろ
なものを詳細に見てみると︑スリランカのほうが︑まあ上ですね︒
入 間 的 に 生 活もしておる︒

掛藤 仏教国でもありますしね︒宗教が紛争のもとではあるんです
けれどね︒

海部 北と南で宗教戦争ですね︒
伊藤 そういうことは．公式の会談ではあまり出て来ないだろうと

﹁もちろん︑そう

﹁平和的に片が付くように努力してください︒われわれも大

思いますが︒

三都

変心を痛める話がよく外電で入ってきまずから﹂

決まり文句で言う以外にしょうがないですね︒

いうふうにやっていきます﹂という︒
伊藤

佐道 だいたい総理が行かれるときには︑・どういう案件に援助を実
施供与するかとか︑かなり具体的なことまで﹇決まっているんです
か﹈︒

海部 はい︑具体的なことまで積み上げて︑各省ごとに何ができる
か︑今碧まで何をどれぐらいやったか︑向こうに喜ばれる二；ズは
何であるか︑調べてある︒こちらがやってあげようと思う枠の中の
ことは︑これだけはいいから︑そちらから言いなさいという根圃し

も︑外務省がちゃんとやるんだな︒口頭のお話要領の中には︑先方
から婦警があった場合は︑こういうふうに答えていただいて結溝で
儲藤

振り付けだ︒

芝緩の筋書きみたいなものですね︒

す﹇と書いてある﹈︒
海部

最後に腹を決めて︑やらなければならんときは︑それはやり

佐道 予算折衝のどきに︑大蔵原案があって︑最後に大臣が行かれ
て大臣折衝でちょっと積み増しをしたりしますね︒こういう場合は︑
それがあるんですか︒総理が行かれて︑向こうの方に会われたとき
に︒

海部

ますね︒

大駆折衝の話が出たので脱線しますが︑主計官が中に入って︑ご

発書要領というのをつくって待ってきて︑ ﹁これだけ書ってくれ︑

﹁教員の定数削減をするならば︑こ

これは言ってくれるな︑これはいけません﹂といって︑事前に決め
たことを全部書いてある︒それに従って︑こっちは﹁これがいい︑
これはこうしてくれ﹂と善麗うと︑それでシャンシャンで終わること
になっておったんです︒でも僕が最初の文部大臣のときに︑そんな
こと︑あまり詳しく欝われたって︑その通りやる必要ないと思った
から︑僕の持論を少し述べて︑

﹁せ

ういうふうにしたらいい︒今霞の合意事項では署名できない︑もう

ちょっ﹁と数を増やせ﹂と言ったんだ︒そうしたら走ってきて︑

お役入さんたちは慌てるでしょうね︒

っかく積み重なったものが全部音を立てて崩れちゃいますから﹂と
いう︒

当道

溝部 慌てて︑当時の主計局長が︑やっているさなかに燈ってきた︒
大蔵大臣は︑最初のときだから竹下大蔵大更が横に陪席しているわ
けだな﹇最初の文相のときは福田内閣で蔵相は坊秀男︑二度冒の中
曽根内閣が竹下登﹈︒

﹁おれは転入数学級をやるなら︑もう少しあれしたらどうだ﹂と
言ったが︑それはもう謡し合いの外のことだ︒竹下も大蔵省の味方
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になるから︑ ﹁海部さん︑よくわかってるしな︑あんたが書ってら
っしゃることが正しいことだとわしも思うけれど︑それを言つちゃ
ｽらあかんわな︒今ヨまで積み重ねてきて︑みんなが努力して︑
全国の教諏目委員会から入れて上げてきた話だから︑ここのところは
ここでお手打ちをしておいて︑軌道に乗せて︑それからやっていっ
たらいいよ︒あなた方︑自僑を持ちなさい︒あんた方はえらい人ば
かりだ︒四十入学級を実際に身を以てやったら︑あんた方みたいな

利口な入ばっかり出てくる︒六十人学級で育ってくると︑竹下登み
たいなのばかりが出てくる﹂ ﹁まあまあ︑竹さん︑それ以上言わん
ほうがいい︑ようわかった隔といってね︒そんなやり取りをしなが
外遊も洞じようなものなんですか︒

ら︑そこで署名して終わった︑ということもありましたね︒
掛藤

海部 ああ︒外國は︑竹下の作文じゃないけれど︑外務省と大蔵省
の作文だからね︒

まずいわけです︒そういうときは︑

﹁お気持ちはよく理解し

俘藤 でもそれをオーバーするような約束をしたらまずいわけでし
よりつ︒

海部

ましたので︑持ち帰って︑実現するように前向きに努力をいたしま
す︒後灘大使を通じて︑担豪の局長と話を詰めてくれ﹂というよう
なことを言って︑闇をもたせて︑切らない︒向こうは向こうで︑⁝
所懸命話を続けていけばいいと思う︒蕉遅れても︑できればそれ
でありがたい︑ということになるでしょう︒

佐道 外国のほうからしましたら︑ODAがたくさん欲しくてたま
らないわけですね︒外務省と先方の外務省とで積み上げてきた話以
上に︑総理が行かれたら︑直訴ではないですが︑なんとかお願いし
ま す よ ︑ と い う話はけっこう出て来たりする ん ﹂ で す か ︒

海部けっこう慮て来たと思うのは︑こちらの筋書きに書いてない
のに︑例えば給水事業が︑インドではないけれど︑よその国で出て
き た こ と が あ った︒

伊藤ほかの国は︑そういう纂禦きちんとしていないというと

ころもあるでしょうし︑トップが独裁でものができる国もかなりあ

それに︑おれが厳しい顔をせずににこにこ笑って︑さあなん

．りますからね︒

海部

でもしゃべれという感じで話を引っ張り出したりしゃべったりする︒

向こうも︑そういう友好的な雰囲気があるならば︑ここで蕃・と
それはそうですね︒

悪ノリをするわけだ︒
伊藤

海部そうすると︑小吉君なんていうのが非難に冷たいム碁で・

﹁総理︑これは約束が違いますから︑お任せください︒私がきちん
厳しいですね︒

と固めますから漏という︒
佐道

海部だから︑﹁事前に話し合っていいと約束したことだけ話し合

ﾄくれ︒その中でそれを半年軍めるとか︑もうちょっと上積みす
るとかいうようなことについては︑その場の雰囲気とかお人柄で進
めることでしょうが︑全然話さなかったこと︑お断わり申し上げた

ことをここでまた蒸し返すのは︑いけません︑約束が違います﹂と

いう︒そういうことが二度ほどあったな︒

俳藤お話を禦ていると︑呆が纂国家だということがよくわ
かります︵笑い︶︒

奮南西アジア諸国歴訪6︵インドネシア︶

伊藤それでスリランカは特に懸黍あったというわけではなくて・
次にインドネシアにお園りになるわけですね︒インドネシアは︑日
本がODAを︻番たくさん出している蟹ですね︒

海部蕃たくさん︑出し過ぎているぐらい管ているんです・そ

して遣い訳になるが︑癒着だとかがたくさんあって︑デヴィさんと

かいうわけのわからん女性も行っておった︒いろいろな筋の︑まさ

に戦国時代の入身御供のような話だな︑デヴイさんなんていうのは︒

一26ブ

つ

っ

O

伊藤 だけど︑あれだけ注ぎ込んだのに︑なかなか経済成長もせず
海部 どうしてなのかな︑あれは︒ただ︑こういうことは言ってい
ました︒ ﹁石濾資源を豊富に持っておるから︑石油産業開発中心に
お金を使って努力もしてきた︒けれども︑石油だけでこの国の国毘
生活が豊かになるものではないから︑どうやったら国罠生活を潤し
ていけるかということに頭を使って︑今艮までやって来た︒だから
貝本があれもしてくれた︑これもしてくれたけれど︑そういうこと
を今後もさらにやってくれるといい漏と言っていました︒例えば︑
あの国は内陸部で橋が欲しかったんです︒バングラデシュなどを見
ると︑非鴬によくなるように橋の協力をしている︒ああいうものを
﹁テーマとして出しなさい︒政府聞交渉
の事前の話に乗ってこないと︑それはこういうところで一発で決め

でやらなければいかんので︑ご駈著しておいてください輪という︒
せっかくこんなものを︑帰ったらそれっきりで︑またお蔵に入っち
ゃうと軽いつくるかわからんから︒それで︑ こ枚お土産にもらっ

ていって︑お国のみなさんのホットな心温まる歓迎を思い畠すよす
がにしたい隔と言ったら︑喜んで︑くれました︒認んで︑くれたけ
れど︑こっちはそれはあまり嬉しくないな︵笑い︶︒
佐道 あとの処理に困りますね︒
海部 だから︑考えてみれば︑い蜜でも引き続き倉庫代を払ってい
るな︒もらってきた絵とか︑何ともならんようなお土産品がいっぱ
いあるでしょう︒捨てるわけにはいかんし︑向こうのいろいろなこ
それは個人で︑ですか︒

とも書いてある︒貸倉庫を借りて︑入れてある︒
伊藤

海部 もちろん個人で︑ですよ︒
撰藤 そういうのは政府の話ではないんですか︒
海部 いやいや︑政府にやらせてもいいのかもしれんけれど︑私の
場合は個人でやったんですよ︒

それはODAでつくった施設ですね︒
そういうことです︒

だいたいよろしいですか︒そのほかにはございませ

これらの国々を見た感想というのは︑いままでお話を伺った
ようなことで︑
んか︒

海部行って見てくれば︑ なるほど格差があることは間違いありま
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わがほうにもと書うので︑

ようと思っても難しい話になるから︑事前の積み重ねと調査が必要
だから︑それをやられたらどうか﹂と言う︒
インドネシアは瞬本とは霧常に友軒的な関係でしょうから︑

伊藤

俳藤
気は楽でしょうね︒

海部政府が共逸して保管してくれればいいな︒そこまで知恵が回

俘藤 じゃあ︑ あちこち搾るというわけではないんですね︒
首都の周辺だけです︒ 一つ二つ︑施設を見たと思います︒

泊三日ぐらいじゃないですか︒

伸藤 インドネシアはそんなに長く逗留したわけではないんですか︒
海部 インドネシアはそんなに長く逗留しませんでした︒これも二

らなかったんですよ︑あのときは︵笑い︶︒

普通はそういうのは政府ですね︒

海部 びっくりするような歓迎をして度肝を抜きますからね︒イン
ドネシアあたりへ初めて行くと︑へええ︑と思うね︒行くところ行
くところ︑国旗を掲げて歓迎するのは当たり前のことで︑バングラ
デシュみたいにペラペラの目立つ色のユエフォ⁝ムをつくって︑み
んなにタダでやって︑その代わり並んでおれ︑というようなことは︑
イン︑ドネシアではとてもじやないがやらんけれど︑道という道に︑

恥ずかしくなるぐらい大きなこっちの油絵が掛かっているわけだ︒
しかも僕だけではない︑家内の分もあって︑その向こうにはインド
︑堺シアの﹇大統領夫妻の溝像もある﹈︒だから四枚︑主なところに
ダ ⁝ ソ と あ る わけです︒

﹁やっぱり喜ん

街角だけにあるというのなら別だけれど︑泊まる迎賓館の中にも
いろいろある︒ああいうもので歓迎の慧を現わさなければいかんと
思っているんでしょうな︒宿舎にも掛けてあるし︑

伊海紅海
藤部藤部

せん︒おかげさまで辰本がこ・まで立ち直ってこられたのは・アジ
アの黒々があったからで︑言うならばアジアが日本という国の選挙
区でもあるわけですからね︒選挙区が立派になってくれば選挙も強
くなれる︑ということに︑われわれの言葉で言うとなるわけです︒
だからアジアの謎々︑向こう三軒両隣とはきちんと仲良くやってい

くべきだと思う︒そういうことで︑私がずっとやってきたアジアに
対する主三年協力隊の仕事は︑これはいいことだと思いますし︑いま
で も た く さ んやっておる︒

アジア全体が︑このごろはややもすると霞本を追い抜くようなカ
を持ったところもある︒例えば自動車産業だって︑いまはスズキと
いうのもだいぶ大きくなりましたが︑スズキが出て行って︑マレー
シアとかインドとか︑いろいろなところで小型車を作り始めたとき
は︑まさにそれらの国々にとっては憧れの的であった︒

﹁あなたがそれを本当にご希望ならば︑それ

マハティールが︑ ﹁ちょっとお話がしたいから漏といって︑首脳
会談が始まる前に私㎝入だけを別室に連れて行って︑そこで尊した
ことは︑ ﹁日本の真似をして︑第二国民箪をもっと競争させて作り
たい︵あのときプロトンというのだけあったんですね︶︒プロトン
はおかげさまで進んできておるから︑もう⁝種類︑競争車をつくっ
て︑受難の社会のように切磋琢磨して競争させるとよくなる︒それ
でダイハツだったか︑どこかがいいと思うがどうだろうか︑話をし
てくれんか隔という︒

は慎重にその意向を伝える︒直ちにすぐに援助べ⁝スに乗るか乗ら
んかは甥にして︑ちょっと目盛りを長くすればコマーシャルベ⁝ス
で考︑兄てもらわなければならんことになる話だから﹂と言って︑掘
られた穴にボコンと落ち込まないように︑いろいろ考えながら強し
て︑それでもちゃんとその続きはやりましたねb

灘盧泰愚・韓国大統領の来ヨ凄︵盧泰愚大統領︶

伊藤南西アジ藷国霧のあ生・月ぐらいで︑韓国の盧奮大
統重重するという・とがございましたロ九九〇年葺二＋四

強﹈︒ これは︑韓国の大統領の日本訪問としては一1︒

佐道二回饅です︒中薬さんのときに全斗換が峯います・

綴それで日韓潔は行き2唇っ︑複雑な・とですが・盧泰愚

さんが来るというのはあらかじめわかっているわけですね︒

海部盧憲さんはたいへんな重露っておった︒あのときは指

紋押捺の問題がありまして︑なんとかそれを持けなければ書ん・
幸か不幸か︑韓国の人は指紋を残していったがために︑いろいろな

騨繧藷漸縮難惑蘇遣繰筋斗貌群麓喋

知鱗請紹礪電量濃墨劇櫨黙思翻錠麓

れど︑取り除きながらやっていこうじゃないか﹂という誰をした・

あの人は呆とは仲良くしなければならんという︑腹の中では親

愛︒替でないとしたらせいぜい智だ︒というの籍・晩餐会

で横におると︑冠は海部さん︑日本の歌をよく知っていまぼと
いって︑どうしてあんな歌を覚えているか知らんが︑爵の淋しい

湖に︑天來たのも悲しい心2﹇湖畔の竃と歌う・こっちは姦

ディと歌詞茎部智ているなんて思わなかったけれど・それを歌

あの入は二本丸盆代ですね︒

うんだ︒ ﹁いい歌ですね︒けれどこれをいま国に帰って歌ったら︑
私は袋叩きです鳳と︑そういうことまで話せる人でした︒

伊藤

海都 だから話が難しくなると︑日本語でやるんです︒そしてこの
間題さえ片付いたら︑朱来志向の日韓関係をつくり︑艮韓が来来志
向でやっていけるようになると︑新時袋始まる︒それは僕も同感

だったから意気投合して︑ ﹁あなたの国へ︑私はこの話の火照りが

残っているあいだに老行きますよ﹂という話をして︑引き続き第

二幕は韓国でしょうという話までできました︒

伊藤．あとき海部謹として︑不幸な過去について朝鮮半島の人
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々に謝罪をする︑天皇も懲痛惜の念﹂ということをおっしゃって︑
いよいよ清算して未来志向で︑という話なんですが︑人が替わると︑
また元に罠ってしまうわけですね︒
海部 僕は﹁従軍慰安婦の問題など︑過表の歴史に立脚した不幸な
話は今曖でもって終わりにしましょう︒お互いに二入で踏み固めた
良い三韓関係の中にみんな埋め込んで︑これからは未来志向で行こ

う︒歴史に起因した問題で角突き合わせることは両国にとっては不
幸であるし︑妻ぶのは北だけです﹂という語までして︑なかなかこ
繰 り 返 しですね︒

のおじさんは話のわかる人だなと思ったことを思い出します︒
伊藤

海部 そうしたらまた出てきたから︑僕はびっくりしたんだ︒
伊藤 こういうときに︑総理として盧泰愚大統領に対して話すこと
は︑外務省とか宮山で振り付けをするわけでしょう︒

海部 それは︑はっきり言って︑過芸の日く因縁や故事来歴︑その

﹁おまえ︑日韓で大事なのはこれだ﹂とか︑

ときどきのエピソードというのは︑関かなければわからんですよ︒
もちろん街の専門家で︑われわれに耳学問をさせたいという先輩方
は い ら っ し ゃいますよ︒

いろいろ話に来る人がおりますわ︒なるほど︑という意見もあるけ
れど︑全く違う意見を持ってくる入もあるし︑判断に普しむんです
ね︒これがいい︑これがよくない︑と分けるだけの経験や知識が足
りないから︑そういうことについて︸つずつ積み上げて︑こうだと
いう理詰めの説明ができるのは︑あの頃は外務省が︸番だったと私
は思います︒それから官邸の中にあるいろいろな資料窯の親分なん
かも︑外務省から日頃いろいろ聞いていると思いますね︒

伊藤外交問題だったら外務省が取り仕切る︒そしてもちろん宮邸
ですね︒

海部 宮丘ですが︑自邸の中の誰の某ではない︒差し障りはあるか
もしれんが︑韓国との問題については︑特に瀬島門龍三︺さんの意
それは誰が競うんですか︒

見 を 聞 い て あ げてくれという︒

伊藤

海部 まあ︑おれの身辺にいる物知り博士たちだな︒
伊藤 それで瀬島さんはまたいろいろとi︒
海部 瀬島さんだけではなくて︑瀬島さんが﹁これの意見も聞いて
やってもらいたい﹂といって︑皿濃漿人連れていらっしゃったこと

も正直喰うとあった︒特に韓麟の間題のときには︑はっきり書うと︑

瀬島さんという人の駆虫からあれから読んでみて︑この入に頼んだ

りこの人の意見を関いてみても！︒なんといっても一時期︑国±
だったことは問違いないけれど︑その後経済界に身を置かれたわけ
ですから︑いろいろな意見で変わった色眼鏡をかけられることもあ

るかもしれん︒僕が韓国に総理の密使を︻人出して︑腹を割ったこ
ちらの気持ちを伝えて話を聞いてくるのは︑いつも︸緒に首脳会談

について回っておった小和溺君がいいだろう︒小湘二君を行かせる︒

それをこっちが決めて物を言ったものだから︑ ﹁こういうときは瀬
島さんを便っておいたほうが無難だよ︒悪いことは言わんから︑そ

うしなさい﹂というような︑いろいろな話が来るわけですね︒

だけれども︑それじゃあといって瀬島さんだけに乗り換えるのも
いかんので︑参考意見として聞くけれど︑こちらは腹を決めてある
んだ︒天皇陛下の﹁お言葉﹂のすり合わせです︒それで︑小和田君
がまず行ったんです︒行ったあとで︑瀬島さんも行って︑そんなこ

官邸というか︑外務賓と瀬島さんとの開係はどうなんですか︒

とは済んだあとですから︑そう害はなかろうと思って︑やったんで
す︒

脚気

海部 ちょっと︻時期まではずっと瀬島さんにお徴話になっていた
んだけれど︑どこかでちょっと瀬島さんの指さす方向と︑外務省の

指さす方向が︑着地点が違っておったことがあるのではないか︑と
いうような潔象を私は受けました︒蒋に韓国の場合︑瀬島さんが向
こうで持っていらっしゃる人脈と︑いまの韓国とのあいだで︑湧本
にとってプラスかマイナスか︑外務省の持っておりノウハウとか情

報から分析して︑ちょっと違うんじゃないか︑という気がしました︒

けれども僕は瀬島さんを信頼して何回も語も聞いてきました︒最
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初に﹁瀬島と飯を食ってみろ臨と言ったのは三木さんですからね︒
三木さんも交えて︑寿驚屋に行って︑いろいろ話を聞いた︒瀬島さ
んはちょっと話がくどいけれどさ︒二時間ぐらい話を聞かなければ
そ れ は 大変ですね︒

ならんから︒

伊藤

海部
﹁ああなりまして︑こうなって︑あの時はああでこうで︑爾
が降る日のことは天気が悪いと申しますが︑日本だけの話ではない
のであって漏というようなことから始めるものだから︑忍耐も要る
んです︒けれども︑なるほどな︑と納得させるような話を︑あの人
俘藤
それは意気投合しておられるから︒

中曽根さんとは非常に親しいようですが︒

は経験がいろいろあるものですから︑されるわけですね︒
海部

撰藤 でもやっぱり︑基本的に総理としては外務賓︑宜邸の振り付
けに従わないわけにはいかんでしょう︒
海部 それが僕は一番信頼できると思ったんです︒またそれ以外に︑
信頼できるような情報を正確に全部集めて持っておって︑説明がで
きるような部署はなかったと思うな︒内閣調査室︑内調の室長から
も長時闇にわたっていろいろ説明を闘きます︒あの頃は森岡﹇雄
二﹈君とか︑いろいろ室長がおりましたが︑いまいちでした︒
特に僕が瀬島さんの話を闘いたときに︑湾岸の最後の晃通しを︑
彼の経験の中からきちんと嶺てた︒ ﹁必ず来ます︒月で明るくなっ
た冒に上陸作戦がある﹂と言っていたのを覚えています︒

麗盧泰愚．韓国大統領の来B2︵天皇のお言葉問題︶
佐道 小三三さんを派遣されたのは︑天皇陛下のお言葉のすり合わ
せだとおっしゃいましたが︑お言葉は外務省主導で練っていくとい
いやそれは︑外務省は外務省でちゃんと練っておるけれど︑

う こ と に な る んでしょうか︒

海部

その前に外交上の裏の話をやったほうがより親切だということだ︒
こちらが持っていった案を︑それではいけないなんて失礼なことは︑
おそらくどこの國でも言わんと思うんです︒けれども︑持っていっ
てそういう話をしてくることが︑最後まで円滑に事が運んでいくた
めのすり合わせですね︒だから︑どこでどうしたとか︑どちらの案
がどうだったとかいうことを外に出したことは蔑もありませんが︑

それをやらせるには︑僕は小雪濁が一番いいと思っておったんです︒

僕の周辺で︑そういう語が︻番できる︒

はっきり言うと瀬島さんの場合はあまりにも歴代に深入りしすぎ
ていますからね︒いまちょっと名前が出たように︑中善根さんのと

ころにもいろいろ言いに行く︑竹下さんにもいろいろ言いに行く︒

その爾方の当事者から僕は闘いておりますから︒竹さんの如きは︑
﹁総理大臣というのは⁝人になって静かに考えて︑自分で本当に納

得できないことは雷つたりやったりしてはいかんよ︒そして自分が
これだ︑と思ったことは︑やれば総理大臣はできるんだ︒だからみ
んなの意見は憎きなさい︒偏った意見はいかんけれど︑いろいろな
ことをみんなが言うけれどな﹂と雪っていた︒
佐道 そういうふうにすり合わせをされて︑最終的に二刀を仕上げ
るときには︑官邸と外務省で決めるですか︒つまり三内庁は︑あま
りそういう問題には参加しないものなんですか︒
海部 宮内庁を参加させるとろくなことがないから︑おまえらは黙
つとれ︑と僕らは雷いたかった︒

このことも語したと思うけれど︑宮内庁ほど贋態依然のところは
ない︒僕にも衣冠束帯でやってくれと雷ってきたんだから︒皇族ま
で動員して︑皇族もおれにいろいろなことを頼むから︑おれは﹁閣
下︑お雷葉を返すようで申し訳ありませんが︑いまは民主主義の世

の中です︒新憲法の日本がそんなことをやっておって︑鍵界中にお
披露目したら笑われますよ︑駄屋です︒ここは一つわれわれの實任
でやらせていただきたい︒これをやれと誓われてもとてもできませ

ん﹂と欝つた︒それから刀を下げる︑あれが衣冠束帯の舗服なんで
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伊藤 当時は小蟹田さんは外務審議官でいらっしゃいますね︒それ
でさっき申しましたように︑次官が票山さんで︑大疑が中出﹇太

す︒それでこれ﹇笏を持つ︺ですからね︒

のお金を決めるときだったか︑橋本が︑ ﹁私が言ったことが︑それ

が︑それはアメリカがどう受け廷めるでしょうかね隔︒だから最後

うしてもそうお考えになるんだったら︑それぞれで総裁の権限です

海部

﹁そうですが︑ど

后榊さんでしょう︒そういう場合の中切さんの役割というのは︑ど

では食善藻になるから︑発表を︸日延ばしてくれ輪という︒

掛藤

そうですね︒

外交案件ばかり続きますが︑翌月﹇六月四日﹈︑今度はカン

■カンボジア稲平東京会議1︵タイ首相チャチャイ︶

留藤

らいかんですね︒

沖上だなと思うような決め方にされるからね︒そして帰り際にはお
れに︑ ﹁腹に入らんことはおやりになってはいけませんよ﹂と勝手
なことを言って︑首を振って帰って行くんだ︒だけど︑そういうこ
とを経ながら︑物事は決まっていくわけですからね︒そこでプレた

切れば済むこととは質が違うんだから︑心配するな﹂と言った︒
あれは酒が入るとくどくなるからね︒なるべく酒が入らんときに
謡をしたんだ︒また強いんだ︒みんな逃げちゃって︑秘書官も局長
も︑ちょっと廊下まで行って︑中を気にしながら待っていたりする︒
ほかの議員たちはみんな帰っている︒飲みながら︑ねっちり来るか
らね︒だからよほど気力︑体力のある人じゃないと︑噛み合ってで
きないんだ︒だから中由太郎なんかも︑いろいろ意見は述べ議論は
しただろうけれど︑終わり頃になると︑やっぱり大蔵省のほうが︸

おれは泥をかぶってもらおうと思っておらんから︑おれが最後の責
任を負うわけだから︒おれが腹を切れば済むことと︑あんたが腹を

合は私が泥をかぶるつもりで決めてきたことですから﹂ ﹁ええい︑

海部 湾岸のときだ︒ 州こういつて決めて︑これぐらいを限度にし
てくれなければいけませんし︑私は総理のためを思って︑叢悪の場

湾岸のときですね︒

﹁いや︑違わない︒おれはそう思うんだ﹂

う い う こ と に なるんですか︒
﹁ああそうですが︑

佐這

﹁命令だ﹂とい う と ︑

海部 あの人は秩序を重んずるほうだ︒最終的に﹁それは総理のご
命 令 で す か ﹂ と言うから︑

わかりました﹂と︑それで終わるんだ︒あの入は簡単だ︒
伊藤 じゃあ初めから事務方がやって︑総理のところで最終的な決
そうです︒

着がついて︑それから外務大臣も納得するという形ですか︒
海部

伊藤 それは人柄にもよるということですか︒
海部 人柄ですよ︒そこが最後は従いますが︑ ﹁総理︑自分で腹に
入らんことは︑誰に頼まれても誰に言われても︑おやりになっては
いけませんよ﹂というようなことまで言った︒ ﹁それはありがたい
ことだから︑よく覚えておくけれど﹂と言ってね︒
俘藤．昔のように総理大臣が外蟹に行って覆接首脳と話をするとい
うことがない時代でしたら︑外務大臣が相当決断したりしなければ
ならんということでしょうが︑総理が自分で外交をやるようになっ
たら︑外務大臣としての立場がないと言いますか︑奇妙な立場にな
りますね︒自分よりも︑情報としても総理に早く来るわけですから
ね︒

大蔵大臣は書本﹇龍太郎﹈さんですね︒
﹁そこは総理︑ちょっ

海部 その立場も尊重しながら︑私の場合は外務大臣と大蔵大臣を
呼んでは︑駕があろうがなかろうが︑風通しをよくしておかなけれ
ばならんから︑ここ﹇海部事務所﹈で話そうと雷って︑昼飯に呼ん
翻藤

橋本だ︒あれはちょっと斜に構えて︑

で詣をしましたね︒

海部

目に見えるような感じですね︒

と違うんじゃないですか﹂なんて言う︒
伊藤
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海部
﹁だから中国からきちんとやれば︑あとは熟し楠が落ちるよ
うなもので︑誰かが出てきて雷うことを待っておるんだ扁 門けれど
もチャチャイさん︑そうしたら︑あんたがやったらどうだ﹂と書つ
たが︑チャチャイは今欝までいろいろなことをやり過ぎたし︑チャ
ワリットがしょっちゅう行っては︑どっちの味方かわからんような

ことを言ったりやったりしてきた経緯もあった︒ちょうど話を思い
出すと︑いまアメリカが怒られておるように︑ラムズフェルドがサ
ダム︒フセインの手を握って︑こちらの手では武器を工作してひそ
ひそ知恵をつけたような役もチャワリットはやっておったわけだか

ボジア和平東京会議ということでございます︒これは臼本がホスト
国を引き受けるということは︑かなり前に決めてあるんですか︒
海部 いや︑侮か二本の存在を明らかにしなければならんし︑羅本
としてもそろそろ︑そういうことは考えるべきではないだろうか︒
それで何か知恵があったら繊してみろ︑ということを小人数会議で

あの頃︑チャチャイさ︑んというのがタイの首相なんですね︒チャ
チャイさんとは政策の話はしなかったけれど︑仲良くできたし︑い

ら︑その比較における直感と反省もあって︑

．は言っておったんです︒そうしたら︑その中で出てきたことで︑新
本が取り組む︸番いい政治的テーマはカンボジア和平の期題でした︒

い友好二目ができておった︒そうしたらチャチャイが僕を呼んで︑

思います︒

﹁そうだ︑落としたら

﹁出て来い﹂と書っても出て来ない︒ ﹁出てきてくれなければ

成り立たんじゃないか︒なんとかこの際︑涌平を成立させたい︑ぜ

す︒

キュー・サンファンともう一入来ていたな︒二人の代表が来ている
ことまではわかっていて︑呼んでも︑予備会合にも出て来ないんで

クメール．ル⁝ジュは︑逆に言うと中蟹の言うことしか聞かない
わけです︒そのことは︑会議を招集してみてわかってきたんです︒

がカを貸したことによって涌平を成立できるんだ︑というのか︒

二︑三の人に根遣して︑中瀬にものを頼むときはどうしたらいいん
だ︑正直に手本の立場はこうで︑これは中国の利益にもなる︑中国

そして︑東京会議に呼ぶときには席順でもめたんだ︒そこにクメ
⁝ル ル⁝ジュが繍て来ない︒さあ︑ここがいよいよ中国に頼む番
だと思ったので︑裏からやったらいいのか悪いのか︑よくわからん︒

呪おまえが出て来ないとうまくいかんよ﹄と霞ってやってくれ隔と
いうようなことを話しておったんです︒

に根回しはします︑協力する︒霞本はまず座敷を貸す決心をしても
らうと共に︑さあとなったらβ本の立場で中魑を引きずり出して︑

俘藤 要するに向こうは当事者なんですね︒
海部 さてそこで困ったことは︑ ﹁B本がやってくれればいいよう

たのでは片が付かない﹂というのは︑かなり正薩な君い分だったと

占われわれが出て行っ

﹁差し出がましいことを言うようだが︑今度は日本の出番だとわれ
われは思っている︒タイ露の地続きのカンボジア和平は︑タイ困に

二物本が出て︑受けてやってくれる気はないか︑

﹁時の氏神﹂と言ったかどうかは別にして︑そんな意味

とっては最優先の外交課題だから︑これは成功させておきたい﹂︒
そのとき︑
の こ と を 言 っ て︑

やればできますよ﹂という︒チャチャイが今環まで築き上げてきた．
いろいろな経験やノウハウを全部これに注ぎ込むという︒
そう 百われれば︑鶏本も外交的にそういうことはあまり得意とし
なかったわけだから︑何かできるならひとつやってみたい︒特にカ
ンボジア融平については︑チャチャイさんのみならず︑いろいろな
人が情勢を教えてくれたり︑協力してくれる︒チャワリットという

噌 落 と しただけではいかんじゃない か ﹂

タイの発軍人で最後は首椙になった人が来て会ったときも︑ ﹁いま
や熟した柿が︑ひと揺すりしてもらったら︑落ちてくるような状況
になっておるはずだ︒艮本はひとつ揺すって︑あれを落としてほし
い﹂

﹁そのクメール・ルージュを錦えるのに︻番いいのは

バシャッとつぶれて終わりだけれど︑それを理由にまとめなければ
ならん﹂︒要するに︑クメ⁝ル・ルージュのことが 番心配だった
んだろうな︒

まあ中国が支持していたわけですからね︒

中国である﹂︒

俳藤
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ひやって欲しい﹂と言ったんだけれど︒

﹁中国に頼んで︑中国に使いを出して引きずり出しなさい︑出て

けれど嘆によれば︑これ以上強引に出て来い︑出て来い︑池の鯉と

道はない︒それは︑この仕事を成し遂げるためにお願いするんだ︑

やっていたんじゃあ︑飛び跳ねて跳ね上がってどうかなるといかん
から︑あなたが連絡をして呼び出してください︒それ以外に助かる

くるはずだ﹂という話も来たので︑おれのことだから︑これは頭越
しでやるよりしょうがない︑アジア局長なんかに頼んだら︑ ﹁そん

頼む﹂といって︑余人を交えずに︸対一で頼んだ︒

﹁楊審訊さん︑ちょ

あの入の奥さんは︑愛知県立第＝尚等女学校の卒業生です︒そう
いう入脈があるんです︒楊洋紙の奥さんは︑僕の叔母に当たる者と
県立第工尚等女学校の嗣級生なんです︒子振亜の奥さんは︑そうい
う意味でうちに野意的だったから︑申国の大使館の何かに私が家内

なことまで頭を下げてはいかん﹂と言うから︒それでおれが中国の
大使︑三振亜とは姻人的に坤が良かったから︑
っとお目にかかりたい﹂と言ったわけだ︒

心裏 大丈夫ですか︑アジア局長を飛び越えて︒谷野﹇作太郎﹈さ
そう︒来てくれと呼んだ︒そういう工作をしていることは︑

んでしょう︒

海部

と一緒に行くと︑奥さんは日本語がべらべらですから︑出て来てい
ろいろいいことを言ってくれる︒そういう筋を使わん手はないと思

﹁頼む﹂と雷つたんだ︒あそこもパータイタイですから︑奥

さんをきちんとやっておけばうまく行く︒これはアジアの鉄則です

って︑

よ︒特に楊振璽の家はそうだ︒

だから︒

谷野もよく知っているから︒カンボジア和平でやるよ︑ということ

けでしょう︒

ろいろなことを言ったんだな︒ ﹁よし︑そうならばこちらの覇断で︑

馬を澄ましたね﹂という︵笑い︶︒そんな裏話もあったんですが︑
それは取っ掛かりをつけるために︑誓えた気持ちで︑本音の詣がで
きる人だということで頼んだんです︒そうしたら効き蟹はあらたか
でした︒大使がキュー・サンファンに︑ ﹁あんたここまで来て︑そ
んなへそを臨げておったら︑罪一身に背負うから︑出てきて︑書う
べきことを言いなさい﹂といったら︑些事が気にくわないとか︑い

会って︑ ﹁あの時はえらい世話になったけれど︑奥様︑ありがとう
ね﹂と言ったら︑揚振璽大使は笑って︑ ﹁海部先生︑いいところで

そのことは終わってから僕が中国に行ったときに︑建国で両方と

俘藤 そのカンボジア闘題には︑谷野さんもかなり関わっているわ
海部 もちろん関わっている︒谷野のみならず︑谷野君の家来で河
野﹇雅治﹈君という人が非常に深入りしておった︒
佐道 南東アジア課長ですね︒
海部 はい︒彼らがいろいろ情報を取ってきて︑︸所懸命やってお
ってくれたんだから︑それは間違いないことです︒

縢カンボジア和平東東会議2︵ポルポト派の姦商︶
海部 しかしいよいよとなって呼んでも︑キュ；・サンファンとも
う一人が︑二本まで来ておりながら︑クメール・．ルージュの代表は
来ない︒引っ張り出さなければならない︒
いよいよこういうときに奥の手を使って中国を呼び出そうという

キュー・サンファンを一番いいところに座らせる︒おまえのところ
は⁝番力が強いと霊っているんだろう﹂ ﹁いやそこまでしてもらわ
んでもいいけれど﹂︒あの時の代表の中で︑クメール・ルージュの

ほかにまだ出てきているのがあったでしょう︒

﹁大使︑ヨ本として頼むというより︑アジ

三派のほうですね︒

ことで︑楊振亜さんに︑

ア の こ と を ︑あんた本当に考えてくれる な ら ︑

佐道

そう︑そのアナザ⁝一派の下ではメンツが立たない︒キュー

一肌脱いでください︒

せっかくここまで来たという事情はあなたもわかっておるでしょう︒

海部
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・サンファンが座ったら︑その対面には日本の私が座って︑あなた
にお願いをする︒それで話が始まったら︑それぞれの入に任せてや
っていく︒ようやく出てきてくれたんだな︒そして︑ホッとしまし
た ︒ う ま く 行ったと思います︒

その後︑東南アジアに行ったときには︑いずれもチャチャイがイ
ユシアチブを発揮して︑チャワリットを間に上げて︑匹派とも出て
来いという根回しまでやってくれたんですから︒それがチャチャイ
さんの手柄にもなったろうけれど︑そんなことより日本の外交とし
ては初めてアジアの安定のためにあの辺の長い問の懸案事項を︸つ
片付けたということになるわけです︒あのことに感謝しながら︑中
圏の楊振亜大使にもありがたかったということで︑敬意を表しまし
た︒国のためにね︒

伊藤 これは中国とかタイが関わっているわけでしょうが︑アメリ
カも非常に強い関心を持っていたのではないでしょうか︒
海部 それは全部知らせてあります︑ ﹁こういうことをするよ︑あ
んたのほうが嫌いだと言おうがなんと需おうが︑キュ⁝・サンファ
ンを呼ぶ﹂と︒アメリカはクメール・ル⁝ジュが嫌いなんですから︒
門トシキ︑あれはここ﹇頭︺がおかしいそ﹂というようなことだけ
れどね︒ ﹁けれど︑そんなことを言っておったら片付くものも片付
かん︒あなたが出てきてそれを需ってくれというんじゃない︒日本
がやるんだから︑ご連絡しておく︒簡単に言うと︑お任せ願ったら
うまく行くように︑タイのチャチャイ野島もその気になっておるし︑
中国の大使も蹟てきて務力してくれる︒大使が協力しておるという
ことは︑中爾海のほうにも連絡がついているはずだ︒ああいう会合

まで出てきて︑彼らが泊まっているホテルに相手を呼び出しにまで
行ったんだから︒そこまでできたんだから︑もう少し様子を見てお
ってくれ︒結果がよければそれでいいわけだから﹂ということは︑
ち ゃ ん と 書 ってあります︒

梯藤 これはある程度うまく行ったということで︑アメリカとして
も よ か っ た わけですね︒

海部

そう思います︒

次にお伺いしたことも外交ですから︑侮か全部外交案件みた

曝ヒューストン・サミットー︵サッチャーについて︶
伊藤

伊藤

海部

佐道

逸民党自俸が沈没寸前でしたから︑B本の政治は外交どころ

選挙優先でしたからね︒自転党が勝たなければ沈没する︒

というのは︑それまであまり外交がなかったんですから︒

この時期はそれがかたまっていたんですね︒

いな感じですね︒

佐道

ではなかったわけですね︒

海部 そこにもつてきて︑あれやこれやの手違いがあって︑ストッ
プしていた︒だからいろいろなことがずっと溜まっておりましたの

選挙で安定政権もつくられたし︑ちょっと残っていた外交を

で︑外交が続いたんだと思います︒

佐道

いまのうちにやろうかということですね︒

海部ちょっと一息ついた︑というところでしょうね︒
伊藤 今度はサミットです︒七月九日からヒュ⁝ストンサミットで
す︒海部内閣としては︑初めてのサミットですね︒
海部 それまで二度︑随行で︑三木内閣のときにスポークスマンも
やらせてもらった︒しかし全然︑重さも迫力も違いますからね︒
僧藤 違うでしょうね︒でも全く未知の場に行くというわけではな
いんですね︒

海部 みんなそれまでに顔見知りになっておったし︑チータ・テー
トのときには︑特にジョージ・ブッシュとサッチャ⁝さんは︑僕に

舞當に好意を持ってくれた︒サッチャーさんが書いた回顧録では僕
を罪常にべた褒めにしてあった︒そうしたらフジテレビの安藤優子

いいことが書い
てあるよ︒お葉書を一筆出してやると︑サッチャ⁝さん︑こんなに

というキャスタ⁝が︑ ﹁海部先生︑これ読んだ？
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佑道
出 し たよ︒

出 さ れたんですか︒

うことで向こうも説得に来た︒ ﹇だから今度は﹈

なつちゃう﹇喜ぶ﹈わよ﹂と言う︒
海部

めだからやってくれ﹂と言ったんだ︒ ﹁それにはいろいろな手続で

それは議運圏対で長かったから︑ああいう人たちとも法案を通す
ときに裏の話もよくしてきたんだ︒ ﹁これはお国のためです﹂とい

いろいろ書かせた︒それからサッチャーの家に訪ねて行ったんだ︒

ニケ鍔かかる﹂と言うんです︒ 州よし︑じゃあ二ヶ月単待ってあげ

うことだ︑これをよろしく頼む︒ジョ⁝ジ・ブッシュはこうだから
頼む﹂と︑いろいろなことを話せる人なんだ︒サソチャーさんは頼
めばきっと勒けてくれると思って︑乗り込んでいって︑いろいろな

サッチャーさんはサミソトのときでも︑事前に会って︑ 門今日は
トシキさん︑どういうことをしゃべるんですか﹂ ﹁こうこうこうい

走って行かせた︒

月半里ってもできなかったら︑やっぱり富僚は駄目だ︑ということ
になる︒頼むよ隔と言って︑脅したりすかしたり︒それで秘書蜜に

門これはお国のた

あれはいいことを書いてくれた︒

門日本の総理の四人霞がトシキさん︑

門アイ・サンキュー・ベリ・マッチ﹂といって︑

要するに初対面のときに︑彼女はイギリスの証券会社を訳本の証
券市場に入れうと言ったんだ︒ ﹁私がこの問題を頼むのは︑あなた

る︒ 丁半﹄はのりしろだ︒二ヶ月半といって二ヶ月でできれば︑の
りしろを切り落として︑さすがに長織さんはえらいなということで︑
おれも今方で言ってやれる︒これは蟹を挙げての仕事だから︑二ヶ

で 四 入 目 だ ﹂といったんだな︑

あなたですよ﹂と言った︒おれは﹁よしわかった︒おれは四入墨で
終わりにする︒五人鐸は絶対につくらんから︑任せておけ︒その代
わり︑ちょっと時間がかかるから︑明屠︑明後ヨにできたかどうか
言ってくれるな︒竹本流の手を打って︑必ずあなたのところのなん
とかいう証券会社を入れる︒必ず入れるから︑ちょっと根署しの時
問がいる︒あなた方はすぐにデット・リザルトと言うけれど︑いま
ここで手の内の一端を序しておくから︒これはトップシークレソト
だよ︑他人に言うんじゃないよ﹂と欝って︑霞の前で解語をかけた

ことを頼んださ︒

﹁この問題はもう片を付けろ﹂︒

んだ︑

するという約束を守って︑●そして二ヶ月ちよつとかかったけれど一︒

ですから︑調べてごらんなさい︑イギリスの証券会社が止められ
て︑僕で四人璽の総理大臣だそうだけれど︑それでもって終わりに
入ったんですね︒

あのとき証券取引藤の所長は山口光秀かな︒長潤か山口かどちら
かだ︒とにかく蟹会対策でしょっちゅう来ておった連中だ︒それが

佐遵

後露談を養うと︑そこがこのあいだ撤退した︒ 宏同笑い﹈

﹁あなたも気がついておるだろうけれど︑

そ こ に 座 っ ているわけだ︒

海部

ろいろな要求も来るから︑それはそうは簡単に行かんと言いながら︑
防戦したり︑嫌味を言ったりしたこともあったけれど︑なにしろサ
ッチャ⁝さんとのあいだの心の通い路がぽっとできたのは︑イギリ

あれだけ苦労して入れてあげたイギリスの証券会社が︑日本のあ
れが悪いと書って︒だから英国の大使館でも︑峯時からおった古い
ホワイトヘッド大使も︑サi・フレデリック・ウオーナ⁝とか︑あ．
あいう連中はあの頃の経緯をみんな覚えておる︒サッチャーさんか
ら聞いて︑それで大事にしてくれたんだな︒その代わり︑その類い

サソチャーさんがここまで冒を据えて︑ ﹃トシキさん︑あんたで四
人昌だ︒もうちょっと日本はイギリスのことを考えてくれんか﹄と
いラ︒僕は﹃わかった﹄と言ったから︑やってくれよ﹂と雷つた︒
そうしたら︑ ﹁﹃わかった駈とおっしゃったんですか﹂と言うから︑
﹁そうだよ︑もう言っちゃつたんだ︒言って自縄自縛しないと︑こ

んな仕事は天下國家の問題でもないし︑はっきり書うと長騰さん︑
銭金問題じゃないか︑β本があの時はまだのるかそるか︑・認められ
るかどうか︑一緒につき合えるかどうかの大きな分かれ道だから︑
頼む︑やってくれ︒職を賭してでもやってくれ︒あんたも︑なった
ばかりで悪いけれどな﹂と雷ってさ︒
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スの証券会社を日本の誰三市場に乗せたからです︒
伊藤 サッチャ⁝さんとブッシュと懇意であれば︑サミットはいい
ですね︒

海部 そうすると︑アンドレオッテイがちょっとごちゃごちゃ言お
うと思っても︑サッチャーさんが門なに言ってんですか！﹂とビシ
ャッとやる﹇机を叩く﹈︒ ﹁あんた︑そんなこと言ったって︑日本
から見ていたらヨーロッパのことなんかよくわからんわよ︒あんた
方︑四の五の言うけれど︑それよりも︑どのぐらい本当に薩ってお
るのか︑ソ連のために金出せ︑金出せ︑だけではそれは駄目だ︒も
っと具体的にいろいろなことを君わなければいかん﹂という︒だか
タフ・ネゴシエーターですね︒

ら あ の お ば さ んはきついよ︒

俘藤

iドは駄霞だの︑アジアの近い蟹に出しているぐらい出せとかいう
ことを︑コールはあの大きな体で書うわけだ︒おれは﹁それは駄囲
だ︒ヨーロッパのことも︑こっちはできる限りのことでやる﹂とい
った︒

あの頃は﹁グロ⁝バリズム﹂という書葉がはやったけれど︑ジヨ
⁝ジが﹁世界的規模でいろいろなことをしていこう︑日本もできる
だけのことをしろ﹂という︒できるだけのことをしろと言われて︑
われわれがよく考えてみても︑あの頃の日本の予備費というのはい

まと違って︑そんなに底抜けにたくさんあったわけではないんです︒

湾岸の最初の協力金でも︑二十億ドル出したら予備費はなくなった︒

だから二︑王十億しか予備費を持っていないところで︑εBRDに

出せと言っても︑それ以上のことは無理だ︒

はじめは十億ドルで済まんかと思ったけれど︑いろいろなところ

のいろいろなご意見もあって︑ ﹁じゃあ日本は二十億ドル出そう︒

あまりウマが合う相手ではなかったな︒．大きいだけだ︒

当時は︑ドイツの首鼠はコールですね︒
コールは︑サッチャーさんやジョージ・ブッシュとやったよ

伊藤

撹界の中心のヨ⁝ロッパを侮と思うか︵笑い︶︒

とではないかとは︑侮事であるか﹂と言われた︵笑い︶︒

ら︑それが余分なことだったんだけれどね︒ ﹁事はヨーロッパのこ

﹁東と西が分けられてから︑もう⁝鰯軍く一緒になろう︑
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ち ょ っ と暗いですか︒

ヨーロソバのことが世界のことである︵笑い︶︒
ドイツ人というのはそういうところがあるんですね︒

その代わり︑日本も二十億ドル出すんだから︑あんた方の国も全部
もっと協力しなさい︒事はヨーロッパのことではないか﹂と言った

暗いというよりも︑ここまで書うのは僕のコンプレックスか

佐道
悌藤

しつこいんです︒そしてあの大きな体で抱きしめて︑ちょっ

たけれど︑

二iルが僕に詣したたとえ詣で︑なるほどこれはうまいなと三つ

ことによって︑えらい経済的に躍っているんだ﹂と言う︒

と雷っても出さないんだ︒西ドイツの妻たちも︑東ドイツを入れた

ヨーロッパの入たちは︑東独の実態・実清を知っておるから︑出せ

ことを言ったのは︑ 門日本の投資は東独のほうへ落としてくれんか︒

ゃんとやってくれよ︑頼むよ漏と言うと七時に︑あの巨資も本音の

と言う︑というのは︑EBRD﹇欧州復興開 とカを緩めてくれよと書いたくなる︒そして﹁￡BRDのことはち

の問題で︑ロシアに対してEBRDを使って︑どんどんい

東欧の復興基金ですから︑あの時の状況で遠いヨ⁝ロッパの東欧諸
圏の復興のために︑二本が出資するということだけでも大変なこと
なのに︑それを︑やれ少ないの︑もっと増やせの︑ダブルスタンダ

ろいうなことをやろう︑もっと資金も増やせ︑と思っておったんだ︒
いまでこそ範囲を広くしてきましたけれど︑あの贋
﹁は︑
￡BRDは

発銀行﹈

が 入 っ て い る だろう﹂

と思うけれど︑ 二本に対して︑ ﹁監本はそもそも︑いつもダブルス
タンダードではないか︒ ユ⁝のポケットの中には︑二つのメジャー

N

海部

海伊う海佐
部藤に気道

平粕的に統一しようという︑燃えるような願いがあった︒ちょうど
結婚前の若い男女みたいなものだ︒いっぺん見合いしたら気に入っ
た︒いいわ︑ドーンと合意したけれど︑さあ家庭を持ってみたら︑

あれもない︑これもない︑これも知らん︑あれも知らん︒新しい家
庭を作るということは︑こんなに金が要るものだとはわからなかっ
たと亡いながら︑年間百億マルクに近い金を階西から集めて⁝ヨ

本の平衡交付金みたいな格好だな一︑それをやってきた︒けれど
も表面的な話で︑内なる統一はまだできておらん︒これから苦難の
道が始まるんだ偏といって︑ロールさんは相当正直なことを書って
お り ま し た けれどね︒

︻番左端にミッテラン︑ビリ前がコールだ

佐道 ミッテランはどうですか︒
海部 あれは冷たい男だよ︒あまりそういうことを露骨に書ったら
いけないな︒碧き嫌いの順番で並べると︑ジョージ・ブッシュとサ
ッチャーさんがおって︑その隣にアンドレオッテイが終わり頃は協
力的になってきたんだ︒
ろ う な ︒ 僕 の採点簿では︒

というのはサミソトの場で︑ジョ⁝ジが何を言ってもいいよとい
うから︑僕が北方領土問題で︑ 門ユーラシア大陸の西で成功された
ことを︑東で片付けなければならない問題が北方領土の四島聞題だ︒
あの領土問題が片付かない限り︑日本の場合︑ちょっと凍ったよう
な心境があるから︑これを解きほぐしてくれないとうまく行かんの
だ﹂と言った︒そのときミッテランは第︸声でなんと言ったと思う︒
﹁海部さん︑日本は戦争に負けたんだろう﹂と言ったよ︒ ﹁だから
侮だ﹂と言ったんだ︑ ﹁戦争に負けたものは︑自分の鶴の固有の領
土をカで現状変更されても黙っているということですか︒ヨーロソ
バの款しい感覚は︑八月十五日以降の環状をカでもって変更しない︑
現状凍結平和共存というのが︑第二次世界大戦後の盤界秩序をきち
んと守ってきたヨーロッパの知恵だと私は見ておったけれど︑戦争

に二けたんだろうとは何ですか︒それを否定はしませんが︑戦争は
勝てば何をやったもよかったんですか︒ちょっとそれはひどすぎや

せんですか﹂と言ったんだ︒

そうしたらジ露ージ・ブッシュが︑ 州まあトシキ︑そう言うな︒

遠いところの人はその程度にしか知らんのだ︒しかもそれは︑ドイ
ツにしてみれば尊親の国のことではないんだ︒況んやフランスにし

てみれば︑そのドイツにもどこかを取られて︑返ってくるのにどん
な苦労をしたか︒第一次世界大戦が終わったときに︑コンピエヌの

森の郊外の列車の中に引きずり込まれて降伏文書に署名捺邸させら
れて︑本当に悔しい思いをした血で慮を洗うような歴史がある︒戦
争に負けたんだろうという二葉は言い過ぎかもしれんけれど︑そう
いう思いがあるんだ︒戦争に負けたところはみんな取られるんだ︒
悔しかったら力で取り返せというんだ︒それを言ったのでは︑世界

の秩序が乱れるからね﹂というようなことで宥めてくれた︒

ミッテランはそのときは悪そうな顔で︑最後まで物を言わずに黙
っておったけれど︑彼は自分がいったん言ったことを変える気はな
いだろうな︒

フランスだって第二次大戦で完全に勝ったわけではないです

アメリカとイギリスに救ってもらった︒

よね︵笑い︶︒

佐道
横藤

佐道 助けてもらっただけですね︵笑い︶︒
海部 そういうことは平気ですよ︒動けてもらおうが︑場面が変わ
れば掌を返して︑ああだこうだと言う．︑その証拠に今度︑世界ポリ
ティカル・フォ〜ラムをトリノでやったときに︑僕が行って演説を
ぶってきだ︒ ﹁あんた方冷たいじゃないか︒もうちょっとアメリカ
の役割を認めてやらないと︒暴れん坊がおったときに︑おまえちょ
っとどいてくれよと言って︑ひとまず環状を押さえて︑いい方向に

持っていく血を流す努力は︑アメリカ以外の国はあまりやらんじゃ
ないか︒それからヨーロッパ戦線を守るために︑アメリカがかつて
どれだけ努力したかということを思ってもらいたい︒アメリカにも

いろいろスピード違反のような︑人の理解も得ずに走っていくとこ

ろがあるから︑私はいつもアメリカはもう一回考えて︑止まって︑
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考え直して︑ストップ・アンド・シンキングで前進しなければいか
んよ︑とは書っているけれど︒それにしてもドイツとフランスはお
互いに味方だから︑最後になれば協力してくれると思っておったの
を︑冷たく扱っておるドイツとフランスは︑これからどうやって責
任を持っていくんですか︒代わりを出すんですか︒代わりを出して︑
守ってやるんですか︸と言ったら︑ほとんど誰も狛手しない︒
こっちはそんなに抽毒してもらおうと思っていたわけではない︒
アメリカの耳に入ったかどうかもわからんぐらいで︑ああいう揚所
だからね︒でも世界政治フォ⁝ラムにはあのとき五÷ヶ国は集まっ
ていましたよ︒

そうしたら一昨置ですが︑ドイツからいま国会の副議長が来てい
ます︒緑の党だ︒それがそのフォーラムに出ておったというんだ︒
それで門あなたのお語をトリノのフォーラムでお闘きしました﹂と
懲あんたは緑の党だから︑始詳しなかっただろう隔と言った

﹁それはアメリカをあまりああいうところでほめるわけにはい

いう︒
ら︑

かんから︒けれど︑押えているところは押えていらっしゃいました

このサミットでは大変な問題で︑ ﹁ブッシュさん︑この会場の名前
はライス大学だ︒ライス・イコ⁝ル・ジャパニーズ・コメ︑頭が痛
いな﹂と言っていたんだ︒

俘藤 このとき中石の対する借款の再開問題もありましたね︒
海部 ありました︒ ﹁あれ﹇中蓋への借款再三﹈はやるよ︒やるか
ら︑やったときに駄囲だ︑駄目だと言わんでくれよ︒なぜならば︑
日本は隣の國だ︒あなた方ヨーロッパの大国は隣じゃない︒日本に
は向こう三軒爾隣と言うけれど︑霞本のイニシアチブで中国を孤立

させないようにしなければならん︒中国を孤立させるということは︑

アジア地域の平漁と安定にはプラスにならんと私は思っているから︑
みなさんのご理解とご協力を求めておく隔と言ったんだ︒

意外とそれをすんなりと受けてくれたのはブソシュだ︒ ﹁自分は
中國を知っておる︒駐在しておったことがある︒むしろトシキより
細い道まで知っておる︒自転車で朝晩北京の街を歩いておった︒そ
んなことがあって︑ただやるなら日本だけでやってくれ︒このグル

⁝ブルができて︑価値観を共に護し合い︑政策協調ができるように
ならなければいかん︒ボイス・オブ・アメリカの放送をこちゃこち
やしたのはどういうことだ︒方励之といったか︑政治犯を捕まえた

ープの意志は決まったばかりだから︑いま直ちに変えるわけにはい
かん︒中国は︑もっと人権問題︑人問の自由に腎覚めて︑共通のテ

薗ヒューストン・サミット3︵対中借款再開問題︶

ということもあるし︑いろいろ目に余ることもある︒けれども隣の
国として見るに忍びないから︑アジアの安定のためにやるというな
ら︑日本だけでやれ︑その代わりあまり急激に︑滞っていたものを

ね扁なんて調子のいいことを言っているんだ︒

便藤 このヒュ⁝ストンのサミットはいかがでございましたか︒
海部 ヒュ⁝ストンのサミットは︑こちらも緊張して︑ただただ一
所懸命果たしていかなければならんということです︒ヒューストン

伊藤黙認しよう︑ということですね︒

そうです︒結局︑結論はそうなったんですが︑僕が帰ってい

﹁そんなことはどっちでも

くと大蔵蜜が喜ぶから︑ 門おい︑あれは全部出さんでもいいそ︒三
回に分けて︑三・二・五ぐらいの割合で娼せよ﹂と雷ったら︑ ﹁三

海部

やってくれ﹂ということだった︒

︸挙にやってはいかんから︑徐々に︑消化不良を趨こさないように

サミットのときは葬堂に暑い日が続いた︒あの写真﹇壁に撫かって
いる写真を示す﹈がヒュ⁝ストンです︒会場がライス大学だ︒それ
で暑いときだったから︑サッチャ⁝さんが﹁事シキさん︑ここは暑
すぎるわね︒倒れていくよ﹂と言うから︑ ﹁倒れるならこっちに倒
れたら駄霞だから︑そっちに倒れてくれ隔と言った︒そしてまたあ
そこはライス大学という名前の大学ですからね︒コメの市場開放が

．三・三では駄目ですか﹂と言うから︑
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いいけれど︑とにかく第皿園霞は半分以下で︑急激にやってはいか
んというから︑出して︑その代わり︑条件を厳しくつけようじゃな
いか﹂と書つた︒あの頃︑たしか中国は遅隣のいろいろな蟹に援助
しておった︒

門地球から緑がなくなる㎞とコ⁝ルはワーワー言うし︑地球

伊藤 そうです︒あれは援助国なんです︒
海部 だから︑それが目に余るときは︑こちらは考えさせてもらう︒
伊藤 直接日本がそこに出したらいいんですからね︒
海部 やったらいいんだ︒それから中国の魑内では︑あの頃まだ環
境問題はこんにちはど厳しくなかったけれど︑しかしサミットの場
でも︑

﹁環境案件に絞って出し

環境を守らなければならん︑人類の未来はそれが要るんだ︑という
ことをみんなが言うときでした︒だから︑

てもらったら︑それは撮界の銭指す方向とも近いように思うから︑
それでやっていこうと思う︒だから始めるけれど︑アメリカが露う
ように︑一挙に全部出して消化不良を起こしてもらうようなことは
しない︒けれども再開しないで中国を孤立させるとアジアと太平洋

のためによくないとわれわれはみんな思っておるから︑蔭本の立場
に対しては理解を示して欲しどと言ったわけだ︒
撰藤 そしていよいよ︑イラク軍がクウェートに侵攻するのが八月
二日なんですね︒

海部 八月はちょうど軽井沢に研修会の講麟に呼ばれて行っていま
した︒

伊．藤 そこから湾岸問題までこれからワッとあるので︑そこはまと
めて次回お謡しいただくことにしたいと思います︒先生もお虻しい
と思いますが︑よろしくお願いします︒ありがとうございました︒

︿以上﹀
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オーラルヒストリー質問項屡
（2004年5月

21

臼）

今回は、湾岸戦華時のお話を中心にお願いします。

1．

199◎年8月2H、イラク軍がクウェートを武力制圧します。先生は軽井沢におられ
たとのことですが、この一報はどのようにお闘きになりましたか。またお聞きにな
つた直後の印象などはいかがでしたか。事前情報などはなかったのでしょうか。

2、

日本政府はいち軽くイラクに戴する経済制裁を決定するなど、かなり早い対応を示

義講濃難￡卿閣では当初どのよ・・見馴・た・て・どのよう・
3．

8月18日、イラクは廟国内の外国人を拘束するとともに、24臼には在クウェ
トの

日

米嘆の大使館飽重し就た・確邦人保護大使館保護という戦後の躰

難癒驚1轍ミ生じたわ1ナですが・・網・ど…嚇…と
4・ciし紳で躰政縦イラ副題への支援策を打ち凱ます．8月29副。は磯間
航空機・船舶の呼上げによる館、臨品等の輸送の齪．翌30日には多国籍軍
への玲億ドルの資金協力を決定します。民間航空機、船舶を使用することに決定し
た経緯、それから資金協力10億ドル決定の経緯についてお願いします。

5・上の決定をした直後・9彫霞に糊のブレイディ財務館が舶し洗生はじめ
中山外相、橋本粗粗と会談します。その後、類本は多国籍軍へのIO億ドルの追加支

援と・紛鯛辺国への20億ドルの繍支援を決定します．この間の糊との灘と
追力岐援決定の経緯などお願いします。

6・編・9月鰭で40億ドルという巨額の支援鶴うことになったわけですカミ、40
億ドルという金額の根擬、ならびにイラク支援をめぐる当時の党内や政府の意冤ぱ

どのようなものだったのでしょうか．党内で1ま積滋雨を主張する・駅購長栖
智総務会長と、ハト派の溝野外交調査会長などとはかなり意見の相違があったと侮
兀られていますが。
7．

@このころには、資金協力だけでなく人的貫献の問題も本格的に検討されています。
それには糧空 らの強腰講もあったと伝えられていま勃・、姓とブ。シュ大統
領は頻繁に電誕会談もしておられますがこの点についてブッシュ大統領はどのよう
なことを言っておられたのでしょう。

8・iの難と関連しますが男生は9月29・H．・＝tユーS一クでブ。シュ大踊と会談
されました。このあと自衛隊の海外出動に先生も肯定的になられたという見方もあ
りますが、この点はいかがですか。

自構の派灘前提とした国連二黒法力・立案さ済す．し帆、自衛隊員の身
分をどうするかで、一時自衛隊の籍をはなれるべきだとする外務省と、身分をのこ
したままでという防衛庁で意見が寿立します。さらに法擬局の工藤長宮も厳格な法
解釈であったようです。先生はどのようなご意見でしたか。
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※今國は以上のような点についてお願いします。
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臨現在の政局から︵国民年金朱納問題︶

﹁選択の慮由を選挙甕．有権者に母え

傍藤 ⁝⁝いまもお国の︸大事ですね︒
海部 大掃除をやりますか︑徹癒的な大掃除を︒愛知県も大変なん
ですよ︑今度﹇七月の参議院選挙には自罠党候補を﹈二人立てます
からね︒僕は議論としては︑

たほうがいいし︑いつまでも与党でありたいと思っていろいろな勉
強︑政策をやっているなら︑三人定員があるところだから︑三入麺
では二入峯選を霞指して頑張るべきだ﹂と書っているんだ︒結果は
有権者が決めることだけれどね︒
伊藤 いまのところ︑勢いがいいでしょう︒
海部 いまは勢いがいいんですよ︒しかも私の愛知県は︑西の空を
工むれば妖雲あり︑ですからね︒敵に虚あるときは乗じて討つべし︑

あんなことを需わなければよかったのに︒ああいうところは

﹇中倒︑麻生︑石破の三閣僚の年金未納をとらえて︑菅直人がそう
呼んでいた﹈︑はしゃいでおったら︑なに︑自分がその来納の一人
であったなんていうのは︑笑い話にもならんですね︒菅さんはいか
んわ︒

伊藤
海部

審民運動上がり︑というところがあるんでしょうね︒

そういうことでしょうね︒

脇が甘いというのか︒

伊藤

海部 帯民運動のりーダ⁝は︑ああいったことでは︑そう脇を締め
ていなくても︑批正のあらを探して上手に攻撃していればそれでよ
かったんですね︒

断は禁物です︵笑い︶︒

海部

それはその年の手幌ですか︒

それは︹手帳を﹈晃たんですが︑日本商工会議所だな︒

一

279

一

揮藤 自分が狙撃されるほうになるとは思わないで︑やるでしょう︒
海部 攻めること専開の力士は防御が弱いんですよ︒朝青龍と同じ
ことで︑ガチッと食い止められたら︑もうそれで負けちゃうでしょ
う︒そんなことを言っておって︑また選挙の結果がどうなるか︑油

というのが古来中国の作戦の基本です︒
餌藤 このあいだじゅうの民主党のゴタゴタは︑ずいぶん利すると

俘藤

海部 危ないんです︒しかも攻める材料のあるときだから︑よけい
謙虚になってやれよ︑といっておる︒
撰藤 しかし実際にはどんどん攻めないといけないでしょう︒謙虚

そうですね︒燐断したときが一番危ないですから︒

こ ろ が あ る んじゃないですか︒

う﹇旧社会党﹈認委員長は︑俺とやれないから選挙区まで替わって︑

は謙虚だけれど︑攻めなければならないく笑い︶︒

海部 あるんですね︒もっとも︑こちらにも詞じような隅類がちら
ほらおるけれど︑特に愛知県に関していっても︑佐藤観樹なんてい
江崎鉄磨を落としておいて︑それがああいうことでしょう︒

匿湾岸戦争1︵イラグのクウェート侵攻︶

一九九〇年八月二日に︑イラク軍がクウェートを武力制圧す

俘藤

られたということでしたが︒

るという事態が起こります︒この前の先生のお語では︑軽井沢にお

伊藤

それから自崩党のほうは︑新進党で私どもと︸緒にやっておって
﹇自由党王民主党と︺替わっていった都築譲というのが︑連座制の
可能性が非常に強い︒最高責任者二入が有罪を食いましたからね︒
手続を取るなあ︑といってやったら︑もうよくないことはやります
という︒そういうときは敵に虚ありですからね︒
伊藤 党首がああいうふうになる﹇菅直入に内金未納が発覚﹈とい
門だんご三兄弟﹂をもじって﹁未納三兄弟﹂なんて言って

うことは︑その党にとって大変なことですね︒
海部

、

海部 そう︑僕は全部とってあるんだ︒これは平成瓢年の手帳です︒
それでイラクのクウェート侵攻が八月二艮︒私は軽井沢・鹿島ノ森
の商工会議所全国研修会の会場に︑前から行く約束をしてあったも
のですからね︒全国から入が集まりますから︑そこに行って演説を

やって︑また質問を聞いておったんです︒このころ︑わがほうとし
てもいろいろあったものですから︑四日柔いちおう許可をもらって
行っていたんですが︑休みを切り上げて︑三二に帰ってきたわけで
あります︒

俘藤 ということは︑その前からそういう動きがあったんですか︒
海部 事前にいろいろなことを聞いておりましたが︑必ずしもこの
こ艮に起こるということではなかった︒ ﹁近く﹂という言い方だつ
た︒向こうの動きをいろいろキャッチしている入たちから︑サウジ
アラビアの北の方の動きがおかしいとか︑イラクの軍が動いておる
とか︑いろいろな話がありました︒

そしてもう一つは︑直接サウジの皇太子から聞いた話です︒サウ
ジに対してサダム・フセインは︑ ﹁わかっておる︑武力でクウェー
トを攻略することはしない︑クウェートは侵さない隔ということを

らくは黙っているのに︑そういうことを書っていたから︑

﹁おまえは

﹇サウジ

言葉の上では約束しておった︒ところが︑さあとなったら︑やり心
した︒犬でも三冒飼えば恩を忘れないし︑鶏だって＝戸鳴けばしば
の皇太子はサダムを﹈すぐに電話で探したんですって︒

このあいだここに別て︑そういうことを善顧つたばかりじゃないか﹂

と言おうと思って探したが︑電譲にはとうとう出なかった︒だから
やるんだな︑と思ったというのが︑私と対談したサウジの皇太子の
調い分です︒

僧藤 軽井沢に行っておられるときに︑清報は誰がどうやってもた

侵藤

海部

外務大臣からです︒中山太郎︒

ど こ か らですか︒

電話です︒

らすんですか︒

海部

伊藤

﹁そういう事態が起こりましたので︑すぐお帰りください﹂

ということですか︒

海部 いや︑そんな言い方ではないけれど︑内閣の情報調査窒も︑
非常に風雲急を告げておると言っている︒イラクの情報はあるし︑
ブッシュのほうからもアメリカの情報をいろいろ書ってきたんです

ね︒聞いてみると︑これは差し止めようがない︑それでできるだけ
協力して圧力をかけて欲しい︑というようなことだったんですね︒
撰藤 攻めてこないように︑ですか︒
海部 いやいや︑手を出すと損するよということをわかりやすくい
って抑えてくれんか︑ということだ︒その頃はまだ収まると思って

﹃クウェ⁝ト﹇侵攻﹈をやるな隠と言ったら︑

﹃や

おったんでしょうね︒サウジアラビアらの情報でも︑ 一ここに来た
サダム記入に︑

りません﹄と雷っていった︒だからそういうふうにわれわれは理解
しておる﹂と言っていたわけですからね︒サウジは日本とは逆の︑

﹇サウジは扁相轟自僑を持ってお

イラクに対する湾岸協力基金の大スポンサーですから︒だからそこ
に行って︑まさか嘘は言わんだろう︒嘘を言っても︑すぐに絞めら
れちやうそというニュアンスで︑

そうですが︒サウジはお金持ちの国ですからね︒

りましたね︒

伊藤

海部 それでずいぶん出しておったんです︒それで侵攻はないと言
っておったのに︑侵攻したんですね︒その前︑アメリカやいろいろ

なところの情報を取ると︑イラクは石油のパイプラインを下から掘

っていって︑クウェートの地下油田から吸い上げておった︒サウジ

とクウェートの国境のところに入れて︑吸い上げていたことがわか
っておった︒だから網当やっておったな︑という話もありました︒
だからやらない︑というのは本当だと思っていたら︑やったわけで

す︒さあ︑これはいけないから︑わがほうも考えるといった︒

ブソシュから囚日に僕のところに電話が入って﹁いろいろやるか
ら︑イラクに対する欝置で溝本も協力して欲しい﹂という︒ 門協力

とは何だ﹂といったら︑ ﹁対イラクの経済昌吉だ︒石油については︑
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議官になっていましたね︒外務次官になる前だ︒ ﹁こういう謡を僕
のところにしてきた入があるけれど︑どうなんだ︒そのルートは儒
頼できるルートだ︒向こうにいる︑あなたの家来の︑向こうの大使
の奥さんが︑三木夫人のところへ昔からの顔つなぎだから︑直接電

俘藤 その話は聞いていないですね︒
海部 それは言わないほうがいいと思って︑あの時は言わなかった
んだろう︒すぐに藩翰をかけた︒あの頃は︑さる貴きお方のお父襟
にあたる高宮が僕について圓って歩く係だった︒当時はもう外務審

がなかった︒

くも﹇クウェートは﹈圏連加盟の独立国ですから︑そしてあのころ︑
民主主義国かどうかは別にして︑ 一応民主的な蟹だとわれわれは理

話して︑泣きついてきたんだ︒ ﹃いま﹇霞本に﹈おって︑もうじき

こちらは喉から手が出るぐらい欲しいけれど︑あれはストップして

解していましたから︑それをカでつぶすのはげしからんことだとい
うことで︑国連決議もあのころは簡単にできました︒アメリカも︑
こんにちはど︑おれがやるんだ︑黙ってみんな応援してくれ︑とい
うことではなくて︑國連決議があればあったほうがいいので︑決議

帰るんだけれど︑帰る前にちょっとでもいいからお霞にかかりたい︑

くれ﹂というような具体的な話がありましたね︒
だからそのときは︑こちらとしては︑事ここに釜ったら︑いやし

をとるように努力をしておったことも間違いありません︒当時︑装

と書ってきたんですが︑ご存知ですか隔という電話が三木さんから
来たんだから︑これは間違いないと思う﹂︒
おれのほうからはすぐに︑現地調査しろ︑と外務次富を呼んで怒

本の国連駐姦大使が︑覇も昼も夜もホットラインみたいなもので︑
先 生 に 直接ですか︒

こうです︑ああですと各国の情勢を報告してきました︒
佐道

ったら︑外務次窟は﹁たしかにそういうことはありましたけれど︑

門僕が出られる限り出るから︑おれに蔵接つなげ隔と言った︒

なぜそういうことを言ったかというと︑そのちょっと前に︑サダ

そんなことを出先から行きがけの駄賃のように言われて︑すぐに総
理大臣が宮邸で会っていただくというのは︑潜越な︑外交ルートを

海部

ム・フセインの意を受けて︑ラマダンという副首相が中国か香港か
どこかに来て︑ 門用が済んだから段本に寄りたい︑海部総理に平癒

外れた話です︒出先の大使なり︑こちらだったら審議官クラスが会
って︑まず粗ごなしをしなければいけません﹂と言うんだね︒ 噌そ

あるんだな︒どこかの国と経済制裁の約束をしたときに︑日本だけ
秘かに︑ほかのなんとかという石油の買い方で買ったことがわかっ
て︑アメリカやイギリスから︑それは同盟破りだというようなこと
で大変怒られたことがあった︒怒られたというよりも︑国際的不信
を招いたんでしょうね︒それで︑ ﹁そういったことはなるべくお控
えいただきたいと思うし︑来ても薄雲は中に入れないでしょう﹂と

むかしいっぺん︑そういったことで日本の外交が絞られたことが

ているのかと思う﹂と言うんだ︒

んなことをゴトゴト言っておらずに︑官邸に寄越したらどうだ﹂と
言ったら︑ ﹁いや︑それは新闘記者もうるさいし︑外交交渉という
ものもあるし︑アメジカやほかの国々が．裏で目本がこそこそ会っ

お目にかかって縛したい大事な案件があるんだ﹂と外務省に頼んで
きたんです︒それを外務省がおれに取り次がなかったんだ︒取り次
がないことが︑しばらく経ってからわかってきた︒というのは︑ラ
マダンのほうは︑三木さんが行ったときに向こうで知り合った顔つ
なぎができておる︒そこで三木先生に頼めば海部総理にはすぐ通じ

﹁海部さん︑こういう電話がかかってきたけれど︑

るであろうということで︑三木夫人を呼び出したんだな︒向こうも
ツボを心得ておるわ︒そして三木夫入から撲のところにすぐ電話が
か か っ て き て︑

外務省からあなた︑謡を類いていますか縣と言うから︑ ﹁いや︑お
れは外務省どころか︑どこからも聞いてないし︑ラマダンが来てお
るということも知らないけれど︑来て会いたがったら︑おれに直接
言えばいいじゃないか漏と言ったら︑いや直接は恋う方法がないか
ら︑外務省を通じてやったんだけれど︑どうも外務省はそれをつな
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言う︒

それで︑外務省から来ている秘書官もおりますからね︒だから折
田﹇正樹﹈秘書官を呼んで︑ ﹁白状しろ︑おれは裏の裏のまで泥を
吐かせて︑みんな証樋を持っておるんだから︑おまえまで一緒にな

けです︒商工会議所が全国から人を集めているんだし︑僕も一臼に

向こうに着いたところですから︒四霞までは何もないだろうという
見通しで︑みんなと相談して行っておるわけで︑よもやニヨに侵攻

があるとは思わなかったが︑やはり情報が首かったのか︒誰もが︑

横藤 それで翌日お帰りになってきたんですか︒
海部 はい︑帰ってきました︒スピーチを済ませて︑夕方帰ってき

﹁それまではありません﹂と言っていたんだからね︒

まずけれど︑もし会っていただくと大変なことになります﹂という︒
﹁何が大変なんだ﹂と露ったら︑ ﹁まあまあ大変なことです﹂とい

ました︒

門いや︑私は知っており

う︵笑い︶︒それは富僚流の発想だったんだな︒

仁道

って嘘を言ったらいかんよ﹂と言ったら︑

楠 そのラマダン鶴首棉は︑いったい侮を求めて︑先生にお会いに

いうことはなかったわけですか︒
海部

特別に先生に︑いつもと違う連絡員がついているとか︑そう

な ろ う と し たんでしょうか︒

佐這 通鴬のメンバーで行かれていたわけですね︒
海部 電話で向こう﹇東京﹈から言ってくる︒それを闘いて僕に伝

軽井沢のようなところに行くときには︑秘書官は連れて行く

ありません︒

海部

伊藤

そ れ は わからない︒

伊藤 結局お会いにならなかったんですか︒
海都 会わなかった︒結局︑そういうことをあれこれやっておるう
ちに︑時間切れになって︑飛んで帰．って行っちゃった︒会ってやっ
たらよかったと思うんだけれどね︒そのラマダンは︑その後私が中

んですか︒

える︒

東に行ったときに会ったんです︒それは後日の話だけれどね︒

全部連れて行きます︒秘書窟は各省から出ているのを連れて

行きます︒外務︑通産︑大蔵︒あの頃は審議官も来ました︒

海部

攻撃が始まるちょっと前です︒

そのラマダンが来る来ないというのは︑いつごろの誰ですか︒

海部

八月二日に攻撃が始まるわけですね︒

楠
佐道

佐道 小物国﹇慎﹈審議官が一緒に行かれていたんですね︒
海部 はい︒そして絶えず電話連絡をとりながら︒情勢は相蜜に煮
え詰まっておったものですからね︒

そうすると七月だな︒僕が万座に行くちょっと前ですからね︒
︻霞で︑前の日のm七月置三十︻目

海部

夏休みをもらったのが門八月﹈

﹁小選挙区

匿湾岸戦争2︵経済制裁の決定︶

に選挙擬度の答申を小林﹇与三次﹈会長からもらった︒

にしろ隔という答申です︒区翻はやらんけれど︑方針はこれがいい︑

はい︑そうです︒対イラク経済制裁を五日の日曜鐸に決定し

結局︑日本政府の︸番最初の行動は︑経済制裁になるわけで

俘藤

俳藤

目曜日に閣議をやったんですか︒

たんです︒

海部

すか︒

之いう答申をもらって︑よしやろう︑という約束もした︒
無謬 それはクウェート侵攻の前ですね︒

海部 ええ︑直前ですね︒クウェート侵攻は日本時間の八月二日で
すね︒

撰藤 その二馨に軽井沢にいらっしゃって︑その蘭は泊まられたん
ですか︒

海部 電話でいろいろ聞いたが︑午後講演する約束をしてあったわ
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海部 はい︒だからそれまで大変だった︒みんなにだいぶ恨まれま
したね︒三ヨの金曜日︑しかも決心したのは夜でしょう︒翌Bは止︑
曜日ですから︑ブッシュから電話がある予算が大使館からあったの
で ︑ 飛 ん で 帰ろうと思う︒

﹁ここは銭金問題じゃない

それから通産次宮ほか局長級が揃って来ておって︑ ﹁イラクに対
する混合借款の期限が来ておって︑取れるお金もとれんじゃない
か﹂というような泣き言を言ったから︑

んだ︒封鎖をやると決めたんだから︑それに従ってもらいたい︒馨
際信溺というものもあるんだよ﹂と言った︒そのときは言わんでも
よかったかもしれんが︑ ﹁だいたい通産省︑おまえらの考えが甘い
から︑この前のときは︑約策しておきながら抜け駆けみたいにコソ
ソと行っては独を入れておったじゃないか﹂と曲ったんだ︒それは
イラク以外の国ですよ︒それで国際的に問題になったこともある︒
重連加盟国を武力で侵攻するような国はいかん︒もうじき国連の経
済制裁は決定するから︑それに従ってやってしまおう︒
それで﹇閣僚を﹈全部呼び罠して︑日曜霞ではありましたけれど︑
朝の閣議をやって︑そこで決めたんです︒朝やって決めておかない
と︑当霞は飛行機に乗って広島に行かなければならん用事があった
原 爆 記念日ですね︒

ものですから︒

佐道

海部 八月五日︑羽瞬発午後五時広島行きが決まっておったものだ
から︑早いところ呼んで︑決定をして︑そして行きました︒次のヨ
︵八還六霞︶は帰ってきて︑また話が始まったんですが︑やっぱり

それを決定しておいたのは︑時差の関係もあって︑國連の経済制裁
決定の一日前になったんです︒

ただけると︑われわれは助かるんです﹂ということでした︒

佐道 従来だいたい蜀本は︑少し決定が遅れがちになりますからね︒
海部 そう︑国連ではまず最初の情報が取りにくいんですね︒どう
なるか︒波多野門敬雄﹈鴛は比較的入り込んでおったか︑いつ決ま

りますよ︑ということを姻んでおった︒それで連絡も来ておった︒
その前日にこっちはやってやろうということで︑時差の関係もあっ

たが︑日曜ヨといえども全閣僚を集めたわけだ︒みんな来ましたね︒
中にはブツブツ文句を言う者もいた︒武藤嘉文﹇通産大臣﹈な茄て

いうのは︑向こうに着いたらすぐ帰れという話で︑時計を晃たら︑
夜を徹して走らなければ間に合わんという︒ ﹁おまえ︑よう帰って
きたな﹂といった︒そういうこともあったけれど︑それをして︑経
済剃裁を決めた︒

後屡これが︑日本がイラクに対して駄目じゃないか︑同時にアメ
リカに対しても遅すぎるし少なすぎるではないか︑という土井演説

の導入部分で︑ ﹁イラクに対する決定も遅かったんじゃないか︑も

っと率先してやりなさい﹂と言う︒ ﹁いや︑ちょっと待ってくださ

い︒あのBは確か時差の関係があったんだけれど︑国連できちんと
決める前に︑同じ内容に近いものをこちらはやったんだ︒．しかも日
曜日の朝ですよ︒出先に行ってホッとしておる閣僚に︑みんな帰っ
てこいといって︑葡日に緊急連絡をして︑みんな呼び戻したんです︒
何があんたが書うように︑政府はたるんでおるんですか﹂と言って
それはおたかさんですか︒

胸を張ることができたんですけれどね︒
霞石

海部 おたかさんです︒ちょうどそんな頃︑人事院の勧欝が朝出る︑
七巳は人事院勧告をやらなければならんし︑その事前の閣議をやら

なければならん︒それが済むと︑貿易会議をやって︑安全保障会議

そ う ですね︒

これは一浪忙しいBでしたね︒

佐道

それは月曜ですか︒

をやって︑いろいろなことを決めなければ対外的な発表もできん︒
伊藤

はい︒ヨ曜日は五時に羽田から広島に行くんですから︑四時

海部 国連でまだ決定できないうちに決めたから︑あの時は駐国連
大使も喜んだんだよ︒

海部

﹁ああ︑私が初めていいニュ；スを持ってみ

んなに面目を通すことができました︒軍々とご決定いただいてあり
がとうございます︒どうせ決めるものなら︑こうして早く決めてい
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には官邸を出ています︒朝集めて︑経済蘇蜜をきちんと決定するま
それを具体化していくということですね︒

で が 躍 曜 霞 の仕事だったんです︒

俣藤
海部 はい︒意外や通産省が渋いことを書いまして︑ ﹁せっかくの
混合借款の期限が来ておるのに︑みんな結局制裁をかけるとパーに
なる﹂という︒ 門そんな銭金の謡じゃないから︑そこはグッと頑張
って踏みこたえろ扁と言ったんだけれど︑局長どもがみんな揃って
﹁なんとか思い返してもらいたい︑逆に国益に反します﹂と

十三Bの月曜ヨは天皇陛下に内奏ということで︑陛下が十時から
空けて待っておりますということだから︑それじゃあ行きましょう
ということで︑行った︒中身はあまりここでは言いませんが︑いろ

いろなことに関心をお持ちだから︑それにわかるように答えると︑

いつもどうしても十二時を過ぎるんです︒
楠 それは定例のものなんですか︑それともイラクの件があったか
らですか︒

海部 イラクの件があったからですが︑それがなくても︑月に︻園
か︑少なくとも二ヶ月に一回は︑ぜひ盤界の情勢と国内の閤題につ
いて総理の話を濱接聞きたい︑ということでしたから︑それで行っ

来て︑

そういうことは誰が連絡してくるんですか︒

いうようなことを︑経済嘗庁らしくいろいろ言って︑大議論になっ
た こ と を 覚 えております︒

伊藤

官僧庁です︒

椅子を賜るんでしょう？

たんです︒

このときは小沢□郎﹈が幹事長で︑西闘門武夫﹈が総務会長で
おりましたから︑その二人も呼んでつき合わせておいて︑小沢と西

海部

伊藤

そうです︒失礼しますとか書って︑座り込んじゃってさ︒

すか︒

そういうとき︑陛下に内奏されるときには薩立不動でやるんで

岡に︑ ﹁通産がゴトゴト霞っておるが︑あれを掬えてこい︒もうこ
れ以上ガタガタ言つたって駄目だ﹂といった︒そうやって︑党のほ
うも初めから共同謀議の︻員に湘えてありますから︑事はうまくト
ントンと行ったわけです︒間違えても門自民党をぶつつぶす﹂なん

海部

場所はどこですか︒

楠

て言いませんでしたから︒党のご協力がなければ何事もできんから

伊藤

忘れたな︒皇居の中であることは問違いありません︒入って

︵笑い︶︒

海部

ご協力する党であればいいんです︵笑い︶︒

れる部屋ですね︒

俘藤

縢湾由洋戦争3ハ隊下への内奏︶

俣藤 かなり熱心にいろいろなことをお聞きになるんですか︒
海部 いろいろなことをお闘きになる︒ τ善で言うと︑B頃お暇な

いって注側に油が見える部屋だ︒親任式なんかの閣僚待合塞に使わ

海部 それで広島が済んだら︑長崎にも行ってくれというので︑九

とを思われるんですね︒

時問もずいぶんあるから︑内外の閉に着けられるものは全部葭を通
して︑疑問に思ったことは︑これ．はどうだろうか︑というようなこ

俳藤

轡藤

日の長崎の原爆犠牲者慰霊凝霜祈念式典にも初めて行きました︒総
理大臣として初めて長崎にも行きました︒

海部ずいぶん忙しいんです︒そして十二瞬は霞曜曝でしたが︑ヤ

にお聞きになることもあるんですか︒

匡々︑結携乾しいですね︒

イター農林大羅がアメリカから飛んでくるので︑ぜひ会ったほうが

そうすると︑必ずしも総理だけではなくて︑いろいろな大罪

いいという︒

海部 一般の大臣が行くことはあまりないんですね︒陛下が直接そ
ういうことを開かれるのは︑政治のことに間しては
︒僕は議院
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﹁副議長と議運委員長の国会の三役

運営委員長の時に議長と⁝緒に呼ばれて行ったことが何園かあるん
です︒そういうときに議長は︑

でよかったなと思って︑ブソシュに電話して︑ ﹁あんたの指導力で︑

海部 まだそこまでは緊迫していない︒
滋藤 クウェートの武力制圧は︑あっと言う問にやったわけですね︒
海部 あっと言う間にやってしまいましたし︑そんなにあれだとは
思いませんでした︒あっと言う間に終わって︑死傷者も少なく済ん

ります︒

米側の犠牲は最小限でほとんど出ていない﹂と言った︒被弾した飛

でおじやましたいと思いますが﹂ということを逆に云い合わせると︑
﹁かまわん︑どうぞ﹂ということになって︑何回か行ったことがあ

佐道 総理として行かれるときは︑獲下と総理の一対一になるわけ
原 則 としてそうです︒

行機が︻機か二機あったんじゃないですか︒

海部

侍従か侮かはいませんか︒

伊藤

それはホットラインですか︒

曜日か火曜臼頃です︒

そして︑ブッシュから金を出してもらいたいという具体的な話が
あったのは﹇いつだつたか﹈︒電話の時間までは門手帳に﹈書いて
ないからな︒マルタの首相が来たときかな︑その繭後ですから︑月

ですか︒

伊藤

海部 侍従もいない︒その代わり︑こちらも守らなければならんこ
ともあるので︑陛下のほうもそれは意識して︑失書はせんように話
されるけれど︑危ない質問もときどきはあるんだな︒けれどそれは︑
ちょっとね︒いま世をにぎわしているような種類のことではないん
です︒皇太子はもっと気をつけろ︑立揚をわきまえろ︑なんていう
ことはまったくあの頃はありませんからね︒

﹁総理︑い

海部 はい︒そして︑ ﹁いま一番函っている闇題はシ⁝リフトとエ
アリフトだ﹂というようなことを最初に書いましたが︑ ﹁それには
いろいろこちらも手続があるんだ﹂と答えました︒それからとりあ
えず︑八月二十九βに十七ドルの第⁝次の拠出金の決定をしたんで

すね︒大蔵大臣がどうどう言いました︒橋本龍太郎だ︒

ま予備費がないんです漏という︒ ﹁いくらある？﹂と闘いたら︑
﹁二十億ドルですけれど︑全部出せと言われたら困る︒ぎりぎりの
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質周の内容は︑事前に知らされないわけですね︒

国会と違って

何もないんだ︒

限度︑十億ドルならすぐにでもお出しできます﹂という︒
単記 それをどこに拠出するわけですか︒
海部 これは︑湾岸協力基金というのをつくったんだ︒あの時サウ
ジの大使をやっていた発心﹇宗﹈君を議長にして︑産潤国の関係国
も入れて︑湾岸協力基金をつくって︑そこに出す︒拠出国として日

なことを知っていらっしゃるわ︒

べさせるようにする︒だから蔵接の武力行使に影響すると言われた

こうは使い道は雷わないだろう︒だから僕も国会で答えるときには
﹁協力基金の議長を通じて︑拠出国日本の意向は具体的に希望を述

本の意向も十分踏まえて欲しいということで︑日本の大使を議長に
したんですね︒この恩国君に雷っておいたことは︑ ﹁武器弾薬には

まだイラクでの動きはそれほどではないですね︒

なるべく使ってもらったら困るんだ﹂ということだった︒しかし向

伊藤

臓湾岸戦争4︵貢献策第一弾・十億ドル拠出︶

だいたい各省の局長を終わったのが行っておりますから︑ そうとう
細かいことまでご下問には答えられる︒ だから﹇隈下は﹈いろいろ

内庁の長富か︑ 外務省から入っている侍従長だ︒侍従長というのは

国会の答弁よりも面倒だな︑これは︵笑い︶︒
それから︑陛下のお耳に内外の諸問題を入れているのは︑宮

。

知らされません︒何が飛び出してくるかわからない︒

海伊海佐海佐
部藤部遂部道

ようなことには使わんようにしたい﹂といった︒栖本の意志は認め
られるわけですね︒拠出国は日本ですから︒

そうしたら今度はブッシュから﹁トシキ︑ありがとう︒まず十億
ドル出してもらったことは聞いたけれど︑周辺国の援助に資金が少
し要るんだ︒アメリカはちょっとそれはやりにくいから︑β本で引
き受けてくれんか﹂と雷ってくる︒ ﹁周辺躍習事といっても︑それ
はどことどこの話をしておるんですか﹂と言ったら︑ ヨジプトと
ヨルダンとトルコの三ヶ国︑これが協力国だけれど︑制裁をかけた

がために︑イラクから油も来ないし︑窮乏しておる︒この窮乏の度
合をできるだけ濁本として協力してやってもらいたい﹂というきわ
めて率直な要請がありました︒それで結局︑湾岸周辺麗支援という

伊藤
二 十 二ドル︒

い く ら出したんですか︒

名目を立てた︒ ﹁九月七日にブレイディを行かせるから︑ブレイデ
ィに詳しいことは説明させる﹂と雷って︑そして来たんですね︒そ
してそこで決定をして︑出している︒
海部

便藤 さっきの話だと︑そもそも二十億ドルしか予備費がないわけ

﹁それでは戦争が長引くと︸屡い

最初の予備費はないから出せんと善罷っておったんだけれど︑

ですね︒

海部

そこで二十三ドル出すとともに︑

くら要る﹂とかなんとかいって計算して︑もう一声頼むというやつ
で︑そこで結局︑ 一声十億ドルの追加を決めて︑三十億ドルにした
んです︒

炉藤 予備費はもうないじゃないですか︒
海部 けれど周辺国に渡すのは︑この二十億ドルを三つの罵に分け
るということで︑ブレイディには量口づて︑帰したんです︒そしてい

まのお語の通り︑お金がないから補正予算で手当をしなければなら
ない︒だから﹁日本は予算を議決しなければ出せないから﹂と書っ
て︑議会にそれを諮ったわけです︒

もうその頃になると︑社会党のほうもそんなに横になってガタガ

﹁それはそうだな﹂とかいって︑

﹁これをや

タゴトゴト言わずに︑いいにくい話だが︑ ﹁やるならばそっちの責
任で︑音を立てないように静かに出せ︒その代わり議場では絵にな
るように反対だ鳳と言うので︑ 門それは三方がない﹂というような
裏のやり取りまでやった︒そのころ山口鶴男とか昔の議運の仲闇が
中に入って〜所懸命︑

らんと︑せっかく努力しておることが元も子もなくなるぞ﹂という

ことを話して︑そして決めたんですね︒

それと岡時に大事なことは︑それだけでは済みませんから︑ほか
に九十億ドルもあります︒そこで補正予算を出すときには︑いくら

の規模で出すかというときに︑ドルで菖三十三ドルになるように計
算して出したんだ︒あれは当時のお金で湾換算すると︑十︸兆二千
憶円ちょっとですね︒

これが後爲︑足らんと言い出されたんだ︒ ﹁われわれは二本が國
際的に公約してくれた百三十億ドルをもらっておらん﹂という︒三
十億ドルは周辺国援助ということでもらってある︒そうすると︑九

牽億ドル分も出ておらんじゃないか︒円高差益が六〜七億ドルにな
ったんですね︒アメリカが足りないと言ったんだ︒それは知恵を絞
って出してやらなければいかんけれど︑︸事不再議とかいう難しい

厩理窟が法舗局にあって︑ ﹁いったんお決めになったことはいけま

せんから︑ほかの項罵にしてください﹂という︒侮に使うかという

使途の根底を明らかにせよという議論がたくさんありましたから︑

︑周辺蟹支援というふうに項馨を分けてあったし︑九十億ドルのほう
についてはこうだとなっていた︒

結局その差額に匹敵しするような等しい分を︑霞々変動がありま
すから︑ ﹁この日現在で圏定するから︑この分だけ追加で予算を取
って支出するが︑それ以上はたとえどう変わっても調わんで欲しい︒

逆に日本がプラスになるように為替差損がアメリカに行くようにな
っても︑損はせ黒しなければいかんよ︒けれど今日決めた今日の蜀

程でこれを払うから鴇という約束をした︒平和維持活動に対する協

力ではもう出せませんから︑侮か知恵を絞って︑湾岸周辺国の被害
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復狛とかいう名目をつけて︑別立ての予算を組んで︑足りなかった
分をアメリカ側が納得するように出したんですね︒

国畏のあらゆる階層が協力したお金だから︑これはそう簡単にはい
かないから理解して欲しい一といった︒ ﹁だからわれわれも︑これ
だけもらわなければ︑なんていうことはこれっぼっちも言っておら
ん﹂ということだ︒本来ならば︑些々が決めて︑濁連の決議に従っ
て行くんだから︑そういうお金は国連が払うべきなんです︒そのた

めにPKOの活動資金も別口で出しているわけですね︒けれども麹
接来て︑直接出せというから︒

そうすると︑湾岸協力基金を通じてやっていますから︑すぐに世
界中が知るわけです︒こっちももらいたい︑こっちももらいたいと
いう国が出てくるわけです︒その最たるものが︑今度アメリカと争
ったフランスと︑⁝緒になってやったイギリスです︒フランスもイ
ギリスも︑

﹁湾岸開戦の時にすぐに空軍を身動させて参加した︒わ

がほうも麟連の平漁回復活動に具体的に協力した︒アメリカだけと
いうのではなくて︑あの湾岸基金はイギリスにもフランスにも払う
ようにして欲しい﹂という︒これはいちいち︑ここにおる大使が︑
門出してくれ﹂と書って両方とも来るわけです︒ ﹁じゃあ︑あんた
のところは具体的に何にどれぐらい使ったんだ﹂と聞くと︑ ﹁それ
は遜告されておちんから言わないけれど︑そういう金額の要求では
なくて︑われわれも仲問に入れて欲しい﹂という︒

﹁引き揚げるお金

れました︑ありがとう﹂と雷っていた︒

なかったでしょう︒それをもってわかってもらいたい﹂というよう
なことを言ったんだ︒そうしたらアメリカは喜んで門よく言ってく

とき︑税金で集めたお金で国連決議に協力した国が一つでもありま
したか︒麟民のガソリン税を上げてまで払った国がありましたか︒

だからこのあいだうち︑湾岸の終わりの頃に︑世界敵国フォーラ
ムのときにあまりアメリカがかわいそうだったから︑ ﹁いま大きな
声を出しておるフランスだって︑いまは一緒になってやって来てと
きどき迷惑を受けておる友軍︑同盟軍のイギリスだって︑あの時は
一緒にやって︑われわれは感謝しているんだ︒感謝しているとここ
で言うだけではなくて︑あの時も両国の大使閣下にはそのことのお
礼も雷って︑アメリカ並みとは書わんけれど︑額は少なかったが︑
資本は国遠にそうやって税金で集めたお金を退しておるんだ︒あの

﹁何に要るんだ？﹂と言 っ た ら ︑

フランスとイギリスの場合は︑実際に参舶して爆撃機や戦闘機も
出していますし︑それがわかっているからいいんだけれど︑どこだ
ったかな︑バングラデシュとか︑人材︑兵隊を鐵してお金を使った
屡が途上国の中にあるんですね︒そこもくれという︒けれどもそれ
は 謡 を つ け た︒

がかかる︑船賃だ漏と言うから︑ 門それは溺で数えた方が処理しや
すいから︑ちょっと待っておれ︑ちゃんと講求書をもってらっしゃ
い﹂といった︒

そんなことがあって︑九牽億ドル事事について外務省は︑ ﹁大蔵
省はサインをする前に︑円建てかドル建てか︑ぐらいは心確に話を
つけて︑その日の値段でどれだけ支援するんだということをきちん

と書き込んで決めるのが常識じゃないですか︒そんな︑常に変わる
ものを基礎に計算して胸を叩いて︑終わってから数えてみたら足り
なくなった︑今日のあれがおかしいというのは大蔵省が悪いんで

そうして二手に分けて︑やりました︒いくら出したか正確に覚え
ておらんけれど︑澗国とも︸桁の億ドルです︒それでもいいかと需
ったら︑いいという︒もう分けちゃって︑ないからと言ってね︒そ
れまではだいたいアメリカだけに出した︑という取られ方をしてお

す﹂と言い出した︒それで大蔵大臣と外務大臣を呼んで︑宮邸で昼

んからね︒先に言ったとか︑言わんとかね︒

飯を皿緒に食べながら︑ ﹁そういった言い合いはやめろ︑みっとも
ない隔といった︒あの時はだいぶ仲が悪くて︑両方とも〜歩も退か

るし︑またそうでないと︑日本の国罠にも︑政府が今βまで説明し
てきたことが嘘になるといかん︒しかもこの九十億ドルというのは︑
﹁日本

当時たしか記憶に誤りがなければ︑法人税を二％加算して集めたお
金だ︒ガソリン税を四〇％臨時にプラスして集めたお金だ︒
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佐道

伊藤
そうです︒予算が通ったらという条件だけれど︑

九十億ドルは翌年の話ですね︒

その補正予算を組んだのはいつなんですか︒

佐道
そ れ は そうです︒

戦騨が始まったあとの話ですね︒

予算は必ず

というのは約束しただけ

海部

海部

最初の十億ドルの後︑周辺国への︑

通すし︑また通るから︑といった︒

伊藤

いうような話だ︒アメリカに︑そういうことにならんように︑明く
そのへんの確保をしろといっても︑なかなかうまく行きませんでし

た︒しかしあの時はどういうわけか︑ 一人も犠牲者が出なかったん
だな︒

九月で合計三牽億ドルですね︒

時期に釈放されたんです︒そんなことになると右へ倣えだから︑
門各商社とも向こうの甘い話には乗ってくれるな︒それが国のため

そしてあの頃︑例の中蛍根さんが︑ ﹁わしはサダム・フセインと
は口がきけるから︑行って取り返してくる隔ぐらいのことを書って
出かけるんです︒そしてどこかの商社の駐在員が︑調子のいいこと
を言ったりやったりしたんだな︒そしてその商社の駐在員だけ軍い

佐道
約 束 し ただけです︒

だ︑毅然たる姿勢で︑慰らmイラク﹈のやっていることは間違って

ですか︒

海部

現実には出してないわけですね︒

海部

童話

はい︒

連絡はついているわけですね︒

に引き受けたわけです︒

おま︑尺のところをどうしろと言っても駄目だから．片倉大使が︸手

州﹇灘﹈看がいなかったんだ︒休畷をとってどこかに行っておって︑
ヨーロッパにいたんだ︒だからヨーロッパを通じて電話をかけて︑

おるから︑早く兵を退きなさいというべきだ﹂ということをいろい
ろ言っておりました︒あのころ︑片嚢外邦雄﹈君という大使がイラ
クにおって︑これが棺盗のサムライであった︒
佐道 イラクの大使館との連絡は大丈央だったわけですか︒
海部 いや︑そのときは不幸な話だけれど︑駐クウェ⁝ト大使の黒

侵藤

海部 現金がない︑というんだもの︒ ない袖は振れません︒けれど
もお約策した以上︑ われわれは三民を説得して出してもらいます︒
横藤 それは議会で補正予算が通った後でやったんですね︒
通ったら処置します︑と言いました︒
海部

■湾岸戦争5︵夜留邦人の録護︶
研藤 外国入を拘束するとか︑日本の大使館も含めて︑クウェート

門入簡の盾一作戦

の大使館を包囲するということをやったでしょう︒イラク及びクゥ
エートにいた日本人たちの安否の問題というのが出てきたんじゃな
いですか︒

そうです︑人質に取られたところもある︒

便藤 ただ︑包囲されているわけですね︒
海部 包囲されているといっても︑侵入するぞという包囲ではない
し︑恐怖を与えるような包囲ではなかったと思います︒だからあの

海部
伊藤

時の安全だけは︑われわれは確信しておった︒ただ︑ ﹁人受の盾﹂

在留邦人の保護というのは初めてのことですね︒

と い う の を や られてね︒

海部・そうです︒そんなときには︑ウルトラ・コンサバティブのほ

作戦というのはもうちょっと後ですね︒

﹁それならば在留邦人の生命財産の保護という大義

うが出てきて︑

佐道

だから代理大使なんだ︒

大使がいらっしゃらないわけですね︒

在留邦人が︻箇所にまとめられたんですね︒クウェートには

名分があるから︑それこそ堂々と霞衛隊が出て行っていいじゃない
かしという極端な意見を言った入もある︒それは無理だ︑無茶だと

海部
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樫藤

応クゥエートの大使館とも連絡はついているわけですか︒

海部 はい︑連絡はついておりました︒そして入が何十入か来てお
るから︑という︒

俘藤 そういうときも︑大使館にはお金を送らなければならないで
しょ．つ︒

海部 そうです︒そういうことは︑先ほど申し上げた湾岸協力基金
の議長をサウジ大使の恩田震にやらせてありますから︒サウジはイ
ラクに対する最大のスポンサ⁝ですから︑お小遣いをくれる近所の
おじさんの言うことはいちばん闘くだろうということで︑実際それ
このときはサウジは雰常に難⁝力的だったわけですね︒

はそうでした︒

伊藤

海部 協力的でした︒協力的ではあったけれど︑サウジというのも
面白い国で︑環幼に行って︑さあ今日は皇太子と会談するといって
も︑時聞が何時からになるのかわかりません︒それで︑ここで待っ
ているわいといってホテルで待っていると︑向こうからご連絡しま
すといいながら︑待てど暮らせど連絡がないから催促をしてみると︑
いやいや今日中に必ずご連絡しますという︒真夜中の十︸時近くな
ってから︑ようやくお目にかかりたいからという︒それで向こうの

セインのことでみんな手を焼いているけれど︑誰がいったいあんな
サダムを育てたのか︒寒いにくいことを需うけれど︑アメリカもイ
ギリスもフランスも︑国連のP5の蟹は︑寄ってたかってサダム・
フセインを育てることによって︑バランス・オブ・パワーの力関係
の中で︑アメリカや民主主義麟の利益になる政体を守っていこうと
育てたのではないか︒だから必要以上に武器が集まっているんじゃ
ないか︒だからサダム・フセインが手が着けられんような鬼子に育
ってしまったのではないか︒私はそのことをここで率直に申し上げ
ておく﹂と書つたんです︒

傍藤イランとの対抗ということもあったんでしょうね︒
海部 イラクを強くしておかないと︑イランにやられちゃうし︑そ
れのみならず︑リビアなんかの薦みも利かせておく必要があったん
じゃないですか︒

佐進先生がアメリカにいらっしゃったのは︑八月ではなく︑九月
二十九環ではないですか︒

海部 アメリカに行ったのは︑九月二十八日だ︒
伊藤 八月二十八陰はいかがですか︒
海部 八月二÷八日は閣議を幽いて︑直後に安全保障会議をやって︑
十億ドル支出の予備費取崩しを内閣権限で決定して︑政府・与党首

脳会議に報告して了承をとって︑翌耳茸︑記者会見前にブッシュに
連絡して︑ ﹁あんたも侮園も催促してきたけれど︑やるぞ﹂と言っ
たら︑そこで﹁周辺国も顧むよ漏と霊われて︑電誰が高く付いたん

宮殿まで行ったんです︒サウジはそういうことがへいちゃらなとこ
ろですから︒むしろそのほうが涼しくなって︑会って負すのはいい
らしいですね︒

だな︒

呼び水になったんですね︵笑い︶︒

璽湾岸戦争6︵貢献策第二弾・物資輸送︶

伊藤

朝七時に外務省と大蔵省の事務方を全部集めて︑ ﹁こういうわけだ
から︑周辺国援助を書われたって繋るから﹂と言ったら︑予算をつ

余計高くなったんだけれど︑それは疑心がない︒翌三十瞬は︑

伊藤 八月二十九艮のところは﹇手緩では﹈どうなっていますか︒
海部 世界子供サミットが始まる︒だからニュ﹁ヨークに飛んでい
た︒その前漢にニューヨーク大学でスピ⁝チをやって︑ニュ⁝ヨ⁝

くることを義務づけるというのかな︒あのとき︑予備費がないとき
には︑予備費と購じように内閣の決定・判断で露由に使えるお金が

海部

ク大学の法学博士・になったんです︒そのときに︑何を書ってもいい
かといったら︑何を言ってもいいというから︑ ﹁いまはサダム・フ

侮かあるんだな︒閣議で決定しなくてもいい︒大蔵省が政令事項と
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ーティンワーク的業務だと思ってやってくれんか﹂と言わせたんだ

か︑二本の国内のナショナル・フラッグは︑乗員組合がうるさいか

同じぐらいのことで決めて︑その代わりそれは義務を負うから︑き
ちんと予算をつくって激す義務を国が負うわけです︒確かそういう
手続だったと思います︒細かいことや正式の名前は忘れたけれど︑
そういうやり取りがあって︑本当にそれをするならば︑それはいい

けれど︑駄目なんですね︒

それはどこに渡すものですか︒

乗務員組合はたしか左翼組合なんだな︒共産系だったかもし

それは共産系がおったと思います︒物資輸送すら駄臣だ︑医

あの頃幸いなことに︑アメリカからもらった情報では︑一悪に二十

ーグリーンだ︒野武士みたいな連中が操縦しておるんだ︒それから︑
船のほうだけはそういうわけにいかんので︑ヨ本の船船会祉に︑
﹁おまえのところもいろいろやっておるじゃないか漏と贈ったんだ︒

療品や食料の輸送すら駄目だという︒
俘藤 結局外官の飛行機を使ったわけですか︒
海部 それで飛行機は︑アメリカの︵佐道 エバ⁝グリ⁝ン︶エバ

海部

れない︒

掛藤

ら﹇できない﹈という︒それで撲は運輸次官を通じて両会祉に︑
﹁物資輸送だから︑爆撃して来いというんじゃないから︑類常のル

じ ゃ な い か と いうことでした︒
﹁予算が通ってからだ︒予算が通るまではあかん︑

﹁どうせ出さなければならんものなんだから︑気持ちよく出そ
う ﹂ と 雷 っ た ら︑

と言ったほうがいい縣というのがおった︒加藤六月政調会長だ︒
便藤 八月ニナ九日に︑民間航空機と船舶を借り上げて︑食料︑医

薬晶︑医療品などを輸送するということが決まったという記録があ

俣藤

それは現地におる多鷹籍軍です︒

隻近く︑ 一万トンを超える船がペルシャ湾の中にいっては油を積ん
で出てきているんだ︒ ﹁油の商売はできるのに︑こちらが頼む平稲
回復活動はできないのか﹂という︑写真を持って説饗するやり取り
があって︑逆にそれらの資料を使って説明しました︒
俘藤 船会祉は協力したわけですか︒
海部 会社は協力しました︒船員組合が協力しなかった︒ただそれ
は︑いまの民雛系の中に船員組合出身の粕醸春生という議員がおっ

る﹂と書つたんだ︒そうしたら最終的には︑麹馨春生が海員組合と

いろいろ話をしてきて︑ ﹁すまんけれど︑総理からこれに電話を﹇

本してもらったら︑いい結果が出るから﹂ということだった︒

庭園春生さんは︑ご自身が海員組合出身ですからね︒

それで海員組合の軽艇が指名する人のところに電議をしてい
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り ま す が ︑ そ うでしょうか︒

海部 それを決めたのはもうちょっと前ですね︒それはたしか貢献
策の第二弾︑追加として発表したんだ︒
評論 経済糊裁が第一弾なんですか︒
海部 貢献策の第︸弾は︑いまの十億ドルです︒そしてしばらく経
ってから︑第二次の貢献策を立てた︒その中に民問航空機や民間船

海部

周辺諸国に集まってきていた多国籍軍ですね︒

舶を借りて物資を輸送するということがあった︒向こうにどんな物
資が必要なのか浮いて︑物資の調達をする︒例えば四輪駆動車なん
かが入っていましたね︒
︑

撰藤

たので︑和繊春生を呼んで︑ ﹁鴛はヨ頃から国士のようなことを言
って︑臨民党の右派よりももっと右寄りの話をする︒春日のおやじ

海部 それは司令部がどこにあったのか︑いまは定かではないけれ
ど︒

楠

﹃いや︑それは潰喪︑沮喪﹄と言うに決まってお

伊藤 もうそのころ︑多国籍軍は入っていたんですね︒
多国籍軍はサウジを中心に入っていましたね︒
サウジだったね︒あの頃サウジがえらく協力的だったから︒
結局︑これはできたんですか︒
できました︒そしてある程度は運びました︒そのときに︑運

海部

に讃ってこい︑

ぶカらちょっと協力しろといっても︑結局は日本航空とか全日空と

：海伊海佐
・部藤部並

ろいろ頼んだら︑

﹁よくわかりました︑協力します﹂と言った︒海

員組合が協力しますと言わないと︑船会社も労使関係がつまらんこ
とになる︒

伊藤 あそこはたしかクロ⁝ズド・ショップですね︒
海部 それでホッとして︑第二弾の援助もできることになったんで
す︒

膿湾岸戦争7︵アメリカの要請︶

佐道

やはりこのときは︑みなさんの関心は湾岸のことに集まって

もちろんそうです︒そして最終的には協力の要請をしたわけ

いるわけですね︒

海部
です︒

あれはたしか活掌になっていますね︒

小騰子があります︒

伊藤
楠

佐道 ブレイディさんがいらっしゃつたときは︑たしか韓国かど︑こ
かから紹本に来られて︑日本には六時間か七時間しかいないという

てわかっていたわけですか︒

短期間の滞在で︑申由外務大臣︑橋本大蔵大臣︑総理にお会いにな
って帰るという霞程だったと思うんですが︑先ほどのお話ですと︑

撰藤 先生の蝕甚では︑九霞七βはどうなっていますか︒
海部 嘗邸で六時からブレイディに会いました︒そしてトルコ︑ヨ
ルダン︑エジプトへの周辺圏支援として二手億ドル︑プラス十島ド

海部 議題まではわからないけれど︑ブッシュから電話があった後
で︑そのブッシュの電量の背景説明のためにアメリカ大金館から来

かなりいろいろな入がそこで講演する団体ですね︒

いろいろ言っていった︒そして﹁お金をもらえば︑あとはアメ塗力
はストロング・イナフだ︒まだテストしていない武器与薬がいっぱ
いあるから︑単く使いたいんだ︒使うためにはお金も要るんだ︑そ

うな︑ブッシュが蚕簿言えないようなことを︑背景説明を兼ねて︑

メリカもそう豊かではないから︑日本が出してくれ︒その代わり︑
武器弾薬だとか︑軍隊が出てくれという詣はしないから﹂というよ

顔知りでよく飛んでくるおじさんが飛んできて︑ 門お金のことはア

軍資金が桔渇したら戦いにならない︒腹が減っては戦︵いくさ︶が
できん﹂という︒できるだけそういう協力はする︒その代わり︑変
な話だが︑その賄後にはカール・ジャクソンという補佐宮︑おれと

シュもきわめて正蕩に︑ ﹁トシキ︑助けてもらわなければならん︒

て︑お願い事がございますよ︑ということはあった︒
伊藤 じゃあ︑内容はあらかじめわかっていたわけですね︒
海部 わかっていた︒こちらが聞きたいのは︑ ﹁じゃあいつまでに
終わるんだ︒いくらぐらいかかっているんだ﹂ということだ︒ブッ

こういう目的で︑こういうことを依頼に来るということが︑前もっ

ル︑合議三十億ドルの遍加をブレイディに言って︑ブレイディはす
ぐブッシュと連絡をとって︑ ﹁大変感謝しております︑そういうご
協力をいただいて助かります﹂ということだった︒
伊藤 これは手形だけですね︒
海部 手形だけ︑﹇﹇約束だけです︒けれど必ずこの手彩は落としま
すよ︑という約束ですからね︒宮邸でブレイディにそれを雷ってか
ら︑党の全国党員研修会というのが川奈ホテルであったので︑また
すぐそこに飛んでいって︑八日の土曜日にはそこで講演をして︑講

演が終わってからパーティにつき合って︑帰ってきました︒月曜環
内外情勢調査会というのは︑どんな会なんですか︒

が 内 外 情 勢 調 査会でした︒

伊藤

海部 内外情勢調査会というのは︑時事通園が︑毎月いくらという
会費を企業入から取ってやっているんです︒その調査会の夏の全国
大会だから︑人を集めてありますのでお願い㌻ますと言われて︑行
俘藤

そうです︒

っ て い ろ い ろ話をしてきました︒
海部

のお金が残念ながらない︒ブッシュがあなたのところにちよいちょ
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い電話してきた．のもそういうことですよ﹂という話でした︒

たりしたらいかん︒おれはそれによってどれだけ苦労しているか﹂

にあんた方が宴んで行って︑耳あたりのいいことを書われたり言っ

さっき︑経済支援の間題で︑党のほうをちゃんと掬えたとい

い︑と言うんだ︒

ました﹂と言ってポケットにスッと入るようでは駄目なんだ︒感謝
させるためには立つぼどでなければいかん︒立つぼどということは︑
少なくとも五百万はなければ立たないな︒
伊藤 ポケットにスッと入れるわけにはいきませんね︵笑い︶︒
海部 百万だったらスソと入つちやう︒それではありがたみが出な

いだろうから︑持っていけ﹂とやるでしょう︒ 門ありがとうござい

金は︑ 門おっ︑重いな﹂といって︑ 門札束が︺立つぼどでなけれ
ばいかんという︒代議士を呼んで︑ ﹁おまえも選挙でいろいろ苦し

書うんだ︒

体質を持った入海はそう言うんだ︒ 門びっくりするぐらい写せ﹂と

それからもう﹁つは︑ ﹁出すなら気前よく︑もっと早く︑びっく
りするぐらい多く畠したらどうか隔というんだ︒それは受身角栄の
国対戦略に似通ったものですから︑潤中派でいちばん教育を受けた

と言う人がおった︒

た輸送機でものを運んだらいいじゃないか︑まずそこから始めろ﹂

は︑右派の強硬派のほうで︑ ﹁早く自衛隊を出せよ﹂ということだ
った︒あの頃からショウ・ザ・フラッグだからね︒ ﹁日の丸をつけ

海部 あったんでしょうね︒あったんだろうが︑直接僕のところま
で︑そういうことをやってはいかんと言ってきた人はほとんどいな
かったですね︒むしろ僕のところにいろいろなことを書ってきたの

うお話でしたが︑異論はだいぶあったんでしょうか︒

俣藤

闇湾岸戦争8︵党内情勢と人的貢献問題︶

と書ってやったんだ︒

佐道 具体的な金額の鍵示というのはどうなんでしょう︒いくらぐ
らい欲しい︑ということですが︒

海部ブレイディは初めに門周辺國支援のためには二十億ドル以上
のものを出して助けてやって欲しい﹂といった︒それはあの国が︑

クウェ⁝トとおかしなことにならなければ得たであろう利益をアメ
リカ流に大雑把に計算すると︑それぐらいになるんだという︒それ
を穴埋めしてやらないと︑アメリカに協力したがためにこんなに損
をして︑わが醗は成り立たなくなるというといかんから︑それはや
っ て く れ よ ︑ということなんですね︒

佐道 ブレイディさんが来るときには︑アメリカの大使も⁝緒に来
るんですか︒

海部 はい︑アメリカの大使がいつもついて案内してきましたね︒
俵道 アマコスト大使はあちこち動き灘ることで当時も話題になっ
ていた方ですが︑どうでしょうか︒先生のところだけではなくて︑
いろいろなところに顔を出していたり︑いろいろなことをしていた
という話がありますが︑そのへんの動きはどうでしたか︒
海部 アマコストは本当にちょこちょこ歩いていた︒おれがいちば
ん腹を立てたのは︑土井たか子のとEころに行って慧し込んでおった
ことだ︒ 門侮を話してきたんだ︑あんたは︒欝本は友達だとか友入
だとか言いながら︑日本の総理大臣は戸井たか子じゃないよ︒最初
の投票はたしかにあれが一番たくさん取ったかもしれんが︑いまは

こちらなんだから︒選挙の結果私は支持されて︑国会できちんと指
堪を受けてやっているんだ︒侮を勘違いしているんだ﹂と言ったら︑
﹁いや︑そういうわけではありませんが︑向こうもあれですから﹂
と言って︑二︑三回会っているんだ︒

﹁土井たか子は駄麟ったら駄目という人であって︑湾摩の協力基
金へも一銭も出しちゃ駄目といってきわめて雰協力だ︒アメリカ帝
国空義は日本の敵だといった佐々木更三の流れを受けた正統派の社
会党左派ですからね︒だから気をつけてくださいよ︑そんなところ

一

292

伸藤 小沢さんとか重岡さんはいいでしょうが︑河野さんなんかは
どうなんですか︒

海都 河野洋平は︑ちょっと変わっておりますからね︒小沢とか西
岡とか︑加藤六月まで入れていい︒加藤六月も来て︑協力的に物を
いわゆるハト派ということですね︒

書う︒河野洋平は︑ちょっとそれらとは肌合いが違っていましたね︒
揆藤
海部 大きく分ければそうですね︒そして︑ ﹁アメリカの言うこと
だけを聞いておってはいけない﹂という︒彼は親中派だと言われま

は認めないよ︑ということから始まっていますからね︒本当に心の
底から反省したら︑態度で示しなさい︒物を叢う以上︑需行一致で
やってくれなければ直る︒治定翌誠心で動いてくれなければ困ると
いう霧常にストイックな突き詰めた考えを持つ人でしよう︒河野洋
平さんもそれにいくらか近いんじゃないかな︒
便藤 さっきの話だと︑アメリカは人的な買献は要求しないという
ことですね︒

海部
﹁力の要求はしない︒アメリカがいまいちばん困っているも
のを助けて欲しい︒また日本の憲法の制約があることはわれわれも
理解しておるから﹂という︒

自衛隊の中ではどうだったんですか︒

自衛隊はそのとき黙っていました︒

そうですが︒へたな形で出されたら危ないですからね︒
呼ばれたらいやだもの︒

いまと雰囲気がまったく違いますからね︒

違います︒いまは蟹民世論もずいぶん変わりました︒それは

度重なる災害の救助に自衛隊が出て行って︑ 泥にまみれて堤防を修
復したり︑ いろいろと汗をかいている︒そういうのを国振が昌の当
たりに見ておって︑ ああ自衛隊にもいろいろな側面があるんだ︑災
害対策を通じて広い意味での国土防衛をしている︑ とわかるんだ︒
だから同じことを海外でやってもいいじゃないか︑という雰
債藤

それ⁝点張りで説得をしたら︑通りました︒

囲気になってきているわけですね︒
溝部

■愛知参院補選︵一九九〇年十一鍔︶など

海部 このころに︑愛知県で参議院の補欠選挙があったんですね
鷲九九〇年十﹁月四日﹈︒そのとき︑歯医者の大島慶久というの
を立候補させたんです︒そのときは湾岸で集中攻撃を受けているさ
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すが︑中國とまだ自−田往来がなかった時代︑ワンス・アポン・ア・
タイム︑はるか昔︑彼が喜んで報皆に来たことの第︻麟目は︑ ﹁海
部先生︑中属への入り方がよくわかりました︒深燐まで行って︑い
ったん麹車を降りて︑歩いてなんとか橋を渡って︑向こうに入らな
ければならん﹂ということだった︒入り方だけ覚えてきた︒田川誠
一なんていう良くない家庭教師がいますからね︒それで意気投合し
て︑ちょっと全体の中では変わったところがありますね︒

話が飛んで申し訳ないけれど︑僕らまでは︑ブッシュとの特別な
関係があるからかもしれんが︑アメリカに﹁早まるな﹂とか︑ ﹁も
う一呼吸置いてから考えろ﹂とか︑いろいろな見出しを使われるイ

こ の と き の誘ですか︒

ジタビューに答えたことがありましたが︑河野洋平．はそうではなく
て ︑ ﹁ ア メリカは聞違っておる﹂と言う ん で す ね ︒
楠

溝部 いや︑最近の話です︒最近のアメリカの話です︒そのときは
アメリカが間違っておるとは謳わないけれど︑ ﹁自衛隊を出すのは
反対ですよ﹂ということははっきり言ったな︒
撰藤 入的貢献の間題は︑ずいぶんいろいろ言われたんでしょうね︒
海部 自衛隊が部隊の単位で出て行った最初が︑湾岸ですからね︒
しかも掃海艇ですから︒それに対して︑自衛隊を海外に出してはい
かんというのは︑後藤韻﹇正晴﹈がそうだし︑伊東正義がそうだ︒

後藤田︑伊東という二人は︑ちょっと角度が違うけれど︑政治改革
のほうの蕎ボスで︑自民党の蓑紙を換えただけで本が瞬じでは團民

海俘海伊海伊
部藤部藤部藤

なかでしたが︑やれといって︑私は三屡昼行って街頭演説をやりた
かったけれど︑きわめて厳しい選挙でした︒いまで言うと変な認で
すが︑三河のほうではみな負けたんです︒名吉屋市内でも︑選挙区
の数ではおおよそ負けたんです︒ただ尾張地方といって︑私の家や
事務所がある選挙区では︑それを埋め合わせてなお少しだけ勝てる
だけの粟を取ったんですね︒だから選挙鼠の数で言うとずいぶんあ
ったけれど︑私の三区と︑隣の江崎さんのお父さんがずっと培って
きた選挙区をあわせて勝ったものだから︑トータルとして自寒露が
当選した︒それが大島慶久という歯医者の代表です︒

門浅野書は代々三溝だ︑君は端っこであるけれど尾張だ︒尾張と三

河で頑張れ﹂と書つた︒そうして切磋琢磨させれば︑敵に虚があり︑
乗じて討つべしでしょう︒

僕らの隣の選挙区で︑直前までは僕に刃向かっておった挨藤観樹

が消えたものですから︑うちの足元ではみんな喜んで︑なめている
んですよ︒だから﹁駄目だよ︑なめていると︑おれの選挙のこの次

のときにまたしっぺ返しを食うから︑今度は締まって行け︒候補者
が決まっていなかったが︑おれは若いほうの生きのいいいのを連れ
てくるから︑それをみんなでやれ﹂と言って︑うちの県会議員たち
が応援できる人をつくったわけだ︒それまでは︑大島憂久は予備選
の二番ですから︑三番が県の大ボスの寺西という議長の怠子なんで

す︒ところが︑二番も三番も勝てないと見て︑降りちゃった︒それ
なら公募して選んで︑これをやればいい︑と止った︒
俘藤 この前も埼玉で公募して︑勝ったんですね︒
海部 そのほうがいいんじゃないですか︒ ﹁これだけ千々に乱れて
絡まっているときは︑物事に迷ったら原理原則に還れというのが政
治の原点ですから︑公募して︑国民のみんなの意見で選んでもらっ
て︑それにこちらが乗った人は︑︸つ有権者のみなさんの審判をい
ただく︒言いにくい話だが︑民主党のおやりになったことはいいこ

それがこのあいだここに来て︑ ﹁県連の公認だけでも私は断じて
やりますから︑お願いしますよ﹂ ﹁よしわかった﹂ということだっ
たが︑携のことから︑ ﹇あんたやるならば︑これになりますよ﹂と
いう︒歯科医師会の中に入ってごそごそやったんだ︒衆議院では吉
環幸弘もしょっちゅう︑そこ﹇佐道氏の席を指す﹈に座っていた︒
思い出すね︒大島優久はその先輩だから厳張って来るけれど︑今度

てくれ︑何かあるのか﹂といったら︑ある︒臼歯︵二本歯科医黒

応援してください﹂言ったんだ︒

けれどまず吉鐙が落ちた︒どういうことかといって検察庁に連絡
した︒ 門これは政治をきれいにするために聞いているんだから教え

の参議院は両方ともやりたいと書つたね︒

鼠︶の贈収賄事件の中に入って︑忠実な運び屋をやった︒呼び出し
ては︸緒に飲んだり食ったり︑入れたりしたというんですね︒これ

愛知県の尾西帯の市会議長︑もともと労働組合の委員長だったん
ですが︑その奥さんの名前を借りて︑サトカンが給料の丸取りをや
﹁そうです﹂と言うわけだ︒それで︑予備

っておった︒黙って．おればバレないはずなんです︒どこからどうし

とでしたか︒ああいう社会をもう︸洞つくろうという方は︑どうぞ︑

は駄目だ︒そして吉留が抜けたら︑やるといってた大島までおとな
しぐなった︒ ﹁おまえ︑脅かされたな︒おまえは無蓋﹇貞夫﹈系だ
ったろう﹂といったら︑

選をやらせた二番﹇鎚大島氏﹈と三番﹇翻寺茜睦氏﹈が降りたんだ︒

で﹂というようなことを欝ってはさかんに自分の火の粉を払ったわ

てバレたんだ︑と闘いてみたら︑サトカンがその事件が始まった頃
から︑ ﹁あの議長は︑もともとどっちの味方だったかわからん入

それで自罠党は戦わずに一人だけでやりたい︒浅野﹇勝人﹈とい
う︑この前の衆議院で落選した何ともならん︑工事のおじいさんだ︒

けです︒

﹁よし︑おまえ気に入っ

そうしたら議長も︑自分の奥さんの名前を貸してくれと言って出
したんですから︑ ﹁そこまでおっしゃるなら言うけれど︑金環持っ

それは︑徴の中変わってきたんだから公募をやれといったら︑幸い
若い三十九歳の弁護士が手を挙げたから︑

た︑応援してやる﹂といって︑強引に尾張・三河の仕分けをした︒
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ていったお金はどうしたんですか鳳といって︑とう虐う暴露した︒
検察庁は喜んで︑ ﹁先生︑あれをやらせてもらいます﹂という︒お
れがやっていい︑と言ったわけではないんだよ︒ ﹁きみのほうで証
拠を持っていたらやりなさい︑癖が悪いからいかん隔と言った︵笑
い︶︒

そうしているうちに︑もう一人おった都築譲という労働省上がり
の若い代議士︒われわれの党が分かれたときに︑私は自昆党のほう
に将来は︸緒になろうということで︑初めから民主党と一緒になろ
うという気はなかったけれど︑小沢のほうは民主党と皿緒になろう
という︒そのとき小沢の方についていったのが都築譲だ︒これも︑
このあいだの衆議院選挙のときに一︒むしろ肩構がありますが︑

ったわけです︒けれど僕らが理解してるのは︑浅野は三河の人だか
ら︑三河は浅野で結構だ︑ただもう一人の古井戸というのは尾張の
代褒だから︑尾張は古井戸でやる︑二人とも当選させてください︑
というのが大門覚の幹事長の言う書葉だ︒その二人が切磋琢磨すれ
ば︑少なくとも一人は勝てるだろう︒この劇のゼロになったときが

大木浩と浦野の争いですから︒そして今度︑わがほうは公認しない

んです︒古井戸康雄三十九歳という弁護士は公認しないんです︒
人でなければ嶺選できないなんて敗北主義になってきた︒

本部が公認しないんですか︑県連ですか︒

県連は二入出したくてしょうがないんだ︒
じゃあ県連の公認みたいなものですね︒

県連の公認でいいです︑という︒
なかなかそういうところは︑農民党は融通無碍にできていま

今日までそういうことをお互いにやってきたんだから︒

あと一つが共産党の指定席とは知らなかった︒

この票の分かれ方を晃ておると︑共産党の四五万票というの
はまたおそらく贔ると思うんです︒

共産覚はそんなに入気がありますかね︒

愛知は昔は伝統的に民祉が強かったですね︒だからその関係で︑

伊藤
楠

昆霊が強そうな気がするけれど︒

海部ところが︑いまの選挙違反で婦人の部隊を一蓋八百円で集め
て電話作戦をやらせて︑それがバレて御飛になって︑その責任者と

連座制になると暇民・王の都築君は失格です︒

■湾岸戦争9︵国連平和協力法案−一意図︶

累累 死に戻ります︒ブッシュさんは自衛隊を出さなくてもいいと
いったけれど︑先生としては︑なんらかの形で露衛隊を活爾したい
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八百円の日当を約束して電荷で投票依績をしたんです︒それが御通
になった︒そうしたら投票依頼をやった組の組長や選挙の事務憂が
このあいだ有罪になった︒当然連座制に醗つかかる︒サトカンはも
う落ちたから︑僕が演説をやらんでも︑みんな知っておるわけです︒
そうすると︑ 門尾張で㎜入︑三河で︸人︑民主覚の現職の先生はこ
ういうことをやって恥じない人です︒私どもはみずからを戒めて︑
絶対そういうことはやりません﹂ということです︒
伊藤 しかし三人区に二人ですか︒あと一人は？
海部 共産党の指定席みたいなものです︑愛知県は︒
伊藤 共産党ですか︒蘭議員もいるわけですか︒
海部 前議員はいますよ︒これが六年前の愛知県﹇の参院選の結
果︸です︒ ㎜番が五〇万票の木俣﹇佳丈・国主新嗣︑二番が西五万
票の佐藤泰介﹇罠主新︸︑殴番が軍監党の大木浩﹇自民現﹈︑それ
から五番が浦野然興﹇自民新︺︑六番の都築譲というのはいま言っ
三番羅が共産党ですね︒

た自由党に行って︑小沢の家来になった︒
僧藤

海部 だから共産党候補が強いというんです︒放っておくとまた当
門浅野︑浅野﹂とぶ

選しそうです︒二入公認したら︑安倍﹇晋三﹈がまだ若いな︑飛ん
できて︑名古屋で浅野一入の勝利を最優先に︑

海伊海す伊海僅海伊
部藤部ね藤部藤部藤

というお気持ちはありましたか︒

﹁邪魔だから︑頼むから来てくれるな鴇といわ

門おいでなさい隔でも﹁ご苦労さん隔でもないんだ︒邪

海部 それは︑麹衛隊でなければ自己完結力がないですから︒民間
のNPOというと怒られますが︑あれらがこのとき現地まで持って
いっても︑
魔者扱いなんです︒
れる︒

有名な内閣調査塞長をやった︵佐道 佐々さんですね︶長々淳行
がここに来た︒佐々も昆間ボランティアの代表で︑医療品を持って
行ったんだけれど︑ご苦労さんでもなく︑そのへんに置いて帰って
くれという話だった︒というのは一緒に行った分国が︑今霞はどこ
に泊まるんですかと聞きにいったけれど︑そんなことは戦争をやっ
ている最中の国がとことん面倒を見るはずはないし︑飯はどこで食
えるんですかと食堂を尋ねるに至っては︑自己完結力がないわけで︑
ああいうところは物の言い様で嬉しいとも思われん︒

僕はいろいろそういう話を聞いておったし︑瀬島龍三さんにも話
をいろいろ関くけれど︑罠問のボランティアや︑さあ応援してやる
ぞ︑やってやるぞ︑というだけでの人では︑軍の戦蘭力を阻害する
わけですから︑むしろ行かずに︑お金と物だけだったら送って届け
てやったほうが実質的な応援になりますよ︒
もっとひどいことも言われるという︒ ﹁自衛隊をもしお出しにな
ったとしても︑飛んできたスカッドミサイルがどっちからどっちへ

肉かって飛んでいるか︑着弾が近いか遠いかの音の闘き分けも︑実
戦の経験がなければできません︒それを説明するのにも︑ときどき
鳳通訳をきちんと入れないといけない︒霞本の自衛隊の第﹁線の人
たちがみんな英語ができるとは限らない︒そこまでやっておると︑
やたら時間がかかって︑戦力がそれだけ阻害されるから︑ありがた
迷惑とは言わんけれど︑ご厚意だけ︑お気持ちだけちょうだいして
おきます﹂と言われるというんです︒それは佐々淳行が︑自分が行
って体験してきた話です︒物だけ置いてくればいいんだということ
です︒

伊藤本当に戦︑尺る軍隊でなければ意味がないということですね︒
海部 そういうことです︒濤巳完結力がどうしても要る︒それがな

国連平手協力法案が十月十六日に国会に提出されますが︑こ

いと︑行っても意味がない︒

伊藤

れはいまのお話との関係で言うと︑どういうことになるわけですか︒
海部 これは︑お金や物だけでの協力ではよくないから︑人的協力
ももっとして欲しいという話があったんですね︒日本は血を流さな

い国だ︑入的協力をしない躍だということが︑あの頃よく言われた︒

私は︑ ﹁そんなことはない﹂というんだ︒例えば戦場になっている
地域をはじめ︑アジア・アフリカの途上国には︑いまは二万人行っ
ていますが︑あの頃でも一万人近いオーダーで青年海外協力隊が平
稲協力で行っている︒そのうち五十二名が廃を流している︑命を藩
げておるんですよ︒けれどもそれは毎年予算が通って︑その都度命
がけで反対する入はいなかった︒というのは︑その犠牲があっても︑
それを償って余りあるいい影響を閑日諸閣に与え続けてきたという
協力隊の歴史がありますからね︒だから行く人すべてに皇太子殿下
が会って︑握手をする︒帰ってきた人は皇居に招いて︑茶謡会を開
いたりするんですね︒

僕はその発足のときから参画しておった︒ 門本当はこの海外協力
隊というのも︑もっとあらゆる立場の人たちを広く入れたい︒消防

とか地方の役揚の人とか警防団とか︑現地からの報道や報皆が間違
っていると攣るから︑毅聞記者のみなさんも参加してください︒僕

はここでみなさんに言いますよ﹂と︑内閣記者会で会見のときに︑

きちんとそういうことも何回も言ったんだけれど︑残念ながらそう
いうことは記事にはならないし︑応募者もおらん︒そういうことで

つくった協力隊ならば︑第一線で武力行使をしたり︑憲法で禁止さ
れているようなことをするのではなくて︑平頽協力抵動の一環とし
伊藤

自配完結力はありますよ︒というのは︑地方から集めるのは

それは自己兜結力があるんですか︒

て頑張れる︒

海部
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消防隊とか︑地方の警防団とか︑みんな自己完結力を持っています
から︒要するに緊急避難対策とか緊急避難譲練を受けていない集団
は︑言葉は悪いけれど︑ありがた迷惑だというんですね︒
まあ︑烏合の衆ですね︒

佐道

した︒

伊藤
それは佐々淳行が自分で行って︑そういう扱いをされたんだ︒

てやられたわけですね︒

こういう問題は中央突破はとてもできないということで︑そういう
タスクフォースみたいなものをつくって︑やったんですね︒だから
初めのときは︑僕は全会議に出て闘いて︑最初は僕の意見を述べま

海部
佐々さんは︑そういう海外協力に奔常に熱心ですからね︒

海部

そう︑とりまとめて下に降ろす︒そういう点については︑彼

それでその方針に従って︑石原翻長官が実質的な責任者とし

轡藤
熱 心 だ ︒だから︑

﹁海部先生︑それでやりなさい﹂という︒

海部

伊藤 これはどこが担当になったんですか︑
海部 内閣官房の担当にして︑法案を作るまでは内閣宮房で石原君
のタスクフォースでやった︒できたら︑外務省が窓口になってそれ
を国会に提出する︒防衛庁が窓口になってやるんじゃない︒当時ま
だ防衛庁が︑ということになると︑防衛庁の内部にすら異論があっ
た︒防衛庁の主流からちょっと離れて︑最後は防衛施設庁長官に出

は能吏ですからね︒

楠 この蟹連平和協力法案ですが︑防衛庁と外務雀にまたがるよう
な法案は︑どこが最初は起案するんですか︒
海部 内閣官麗です︒嚢時は石原﹇信雄︸副長官のところへ︑各署
の局長︑審議官︑あるときは次官までも集めて︑審議︑議論したん

されて不遇をかこったある人︑まだ生きているから名前を雷ったら
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ですね︒

かわいそうだが︑ここまで嘗て︑ ﹁そういう仕組みには絶対に反対

それからいま有名になったけれど︑小渕︑小泉内閣時代にちょっ
とこうされて門持ち上げられて﹈︑手先になった岡本北米︸課﹇行
央﹈︑あれはまったく時の政権にぴったりだ︒都合のいいことを立

だ稲と言うんだね︒

には交流して出向させたりする︒そこらは官房がその気になれば︑

案する︒あれも能吏というのかな︒彼も﹁断固やったらいいです﹂

楠 内閣官房が法案の最初の起案をしたりするんですか︒
海部 やるんです︒それは緊急の臨時の異例の措置だと言えばでき
るんだ︒いよいよ国会に付託するときには︑どこの省庁に責任を持
たせ︑どこの委員会に付託させるかまで考えて︑人材が墨らんとき
い ろ い ろ で きる季があるんです︒

案する︒

いんだ︒何をグズグズしているんだ﹂と怒られる︒加藤六月は加藤

けれども石原悪は︑もとが自治省ですから︑そこまでは熟語とし
て到達していなかったという面もあるといって︑よく私にも相談し
ながらやっている︒片方では︑小沢一顧に門断固やれ︑やったらい

という︒ 門たとえいま輸送船や護衛艦を環地に出しても︑憲法的に
は大丈夫です︒国辱の持っておる国有財産を守るために行くんです
から︑大砲があろうが︑鉄砲があろうが︑それは全く関係ありませ
ん﹂というような︑きわめて時の政権が喜びそうな話を︑いつも立

楠内閣官房の外攻審議室とか︑そういうところですか︒
海部 外政審議塞長も︑当時は有馬﹇龍央︸君といって外務省出身
でしたし︑内政審議室長はたしか大蔵出身の入がやっておったな︒
楠 その審議甕の課長補佐ぐらいの入たちが起案するわけですか︒
演部 そうです︒ところが︑審議室といっても結局は各省から使え
るやつを窃っ張ってくるわけですからね︒いままで茜雲に悪かった
横の連絡︑縦割りだけしかぎらっかなかった日本の寄託組織の中で︑
各省みんなが共通の認識を縛って︑共通の理解まで達しなければ︑
、

六月で︑
﹁いろいろな手続なんか踏んどっ

﹁行ってもいい︑行きなさい︑やりなさい漏というところ

までは一緒でも︑ちょっと違う︒

﹁あったって︑

﹁穴︵むつ︶ちゃん︑それは駄蹟だ︒

たら︑あきまへんで︒そんなものは︑時間がとてもあらへんから輪
と か 雷 っ て ︑まあ気が短い︒
手 続 だ 廿 は きちんと踏んで︑国会があるん だ か ら ﹂

総理︑それはね︑いまは緊急・非常・異例の事態ですから︸という︒
門それは緊急非常異例の事態だということはわかるけれど︑であれ

ばこそ︑より必要以上に手続は踏んだほうが︑むつちゃん︑いいと
思 う か ら ︑ やれ﹂と言ってね︒

一団 先ほどの岡本さんの意見は︑外務省の首脳とも意見が違いま
すね︒

﹁看のポソケにはチューインガ

海部違う︒だからあれは︑そういう意味で︑外務省という水では︑
いつまでも育てられなかったんだ︒これは雷うべきことかどうか知
らんが︑外務省としてまとめて︑総理のスピーチをいろいろ書くで
しょう︑アメリカに行ったときに︑

ム︑左のポソケには夢がある︒アメリカの進駐軍の兵士は日本に昆
主主義という夢とチューインガムを多くの國民に与えてくれた扁︒
そういったことを言って︑それが美空ひばりのなんとかとスピーチ
の中で使ったことがあるんだ︒それを書き加えたのは澗本行夫さ︒
外務省の首脳は︑ ﹁あんなことは言わんほうがいいですよ︑総理の
演説では﹂と言うけれど︑蜀本君は﹁いや︑断露これを言うとアメ

﹇北米﹈

︸課長が︒

リカには受けますから︒今日までこういうことを言わんから︑心が
開かれなかったんです︒これを書ってください︒結果は必ずいいで
す︒アメリカ入の琴線に触れる﹂と言うんだな︒

確かにそういう一当もあった︒あとから新開にぼろんちょに書かれ
たけれど︑それは決しておれの発想でおれの書き加えた部分だと言
いましたけれどね︒

そういう鋭いというか︑変わったというか︑もっと砕いて書うと︑
本流とちょっと離れた考えの入だから︑国連平和協力隊の頃の話を
しているときも︑身分を少し変えたらどうかとか︑．それは結息な手

段だと言われたらそれっきりだとか︑そういう姑息なことをやって
も︑化けの皮はすぐに剥がれますと書っておったが︑その説を出し
たのは岡本行夫なんだ︒あれは北米一課長なんだから︒それにコロ
ッと乗っておったのが︑小沢一郎幹事長だ︒それがいま亡霊となっ

て出てきたのが國連待機軍というものです︒あれとまったく瞬じで
す︒

俘藤ずっとつながっているんだ︒
海部 だから僕は︑ああ︑これは小沢の需いそうなことで︑岡本が
知恵袋だ︒それは岡本が︑と言うと気の毒だから︑もう一入︑二入

名前を出さなければいかんけれど︑当時外務省の中にも︑それに近
い賛問者がおったんです︒あと二人ばかりいた︒それらが︑そうい
うことをいつも童遽しておったんですね︒けれども少数意見だから

表に出なかった︒ところが相手がおれだから︑これはうまいこと讐
ってもら・尺ぱ出るかもしれん︒出ればアメリカに行って︑このスピ

ーチはアメリカ人の琴線を揺さぶることになる︑という発想があっ
伊藤

触れた︒そのことを覚えておった人がずいぶんおるんだ︒そ

それで琴線に触れましたか︒

たことも間違いない︒

海部

れで薪聞によっては︑ ﹁当時のことを率直に︑いいも悪いも分け隔

てて話しながらβ米関係の友好を説いたのは︑日本の総理としては

珍しい︒率直に物が言えた入だ﹂と書いた︒

しかもその話の中で︑これから日本は消費者の利益を大事にする︒
生産者といっても︑生産者だって消費者だ︒消費者の利益を大切に
したいんだ︒そういう面から言うと︑大店法は間違っておるから︑

アメリカの言い分でも良いことは聞こう︒私は帰って︑運用上の問

題で解決する︒ただブッシュの言う︑茎長構造協議︵S11︶とい
うのは︑あのまま押しはめられたら︑日本がまだそこまで成熟して
おらんから︑アメリカとはまだ温度差があるんだ︒だから消費者の

利益だよといっても︑日本にはまだ消費者の中になりたての労働者
も︑なりたての生産者もいっぱいおるんだ︒だから安ければいいと
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いうだけで紳していくと︑やがては日本経済全体にも鞭り返しのつ
かんひびが入ると思うから︑そのことについてはちょっと時間をか
けて話したい︑というような説は︑通産省からだいぶ教育されたん
だけれど︑なるほどと思うことがあるから︑それを受け止めた︒
特に繊維産業なんかで見てみれば︑安ければいいなんていったら︑
ちょうど今日︑それが実現しておるじゃないですか︒中鼠の繊維で

つぶされた︒だから安ければいいというだけではいかんから︑生産
者の立場も考えなければいけない︒消費者の利益は安ければいいと
いうことだけではない︒それは僕も率痩にそう思っておったから︑
それも言いました︒

このごろますます繊維が落ち込んでいく現状を見ておると︑安け
ればいい︑やりたい放題やればいい︑と言うだけでは︑歴史や伝統
を持ったところや︑スケール・メリソトを追求してようやく生き残
ってきた企業︑あるいは個人のベンチャー︑そういうものが成り立
っていかないのではないか︒そういうことばかり考えるから︑自罠
党の本流の雷っている経済政策と合わなくなってくるんだけれど︑
それは仕方がないと思うんですね︒それを消費者の利益ではなくて︑
国畏の利益だと言い換えたいわけです︒

闇湾岸戦争餌︵国連平和協力法案3一廃案︶
伊藤 この国連平和協力法案は︑最終的に廃案になってしまいます
ね︒

海部 これはただ単なる廃案ということではなくて︑今圓はまとま
りがっかんから︑一贋退こう︑その代わり︑三党合意で出し癒そう
ということで︑三党で協議機関もつくったんですよ︒だからあの時
は︑泓もちっとも落胆しておらんし︑むしろ将来に明るい希墾がで
きて︑三党のみなさんがこれでやろう︑やってくれというんだから︑
この次は必ず成立すると思うよ︑というぐらいのことで喜んでおっ

たことは事実です︒

佐道 ということは︑出されたときに審議過程を見て︑これは無理
だとかなり皐い段階から思ったわけですか︒
海部 それは答弁をもう少し統︸してうまくやっていけば︑酔央突
破もできたろうけれど︑狙っている肇標は正しいんだが︑答弁がバ

ラバラでしょう︒片方では案力行使はできない︑武力行使はいけな
いという︒要するに運んできた弁当を土窯に襲われて敵られるとき
には︑仲間がみんな腹を減らして飢え死にするといけないから︑そ
の土罠とは戦わなければならん︒戦うために︑土民が持っている程

度の武器は持っていって応戦してもいいんだ︒それが基本的人権の
一つである個別的自衛権の闘題ではないか︑とこちらは屍理屈をつ
けた︒だから刑法でも︑最後の最後の緊急避難というのもあるでし
ょう︒その程度のことはやってもいいし︑またやらなければいかん

のだ︒みんな世の中︑聖人君子ばかりではない︒私自身善意を信じ
るように︑あなた方の善意を信じますよといって歩いていって︑キ

リストと一緒で︑右の頬を打たれたら左の頬を黙って出せとなった
ら︑とてもではないが︑こういう大きな仕事はできない︒それなら︑

そういうことまできちんとできるようにしようではないか︑そのた
めに出し直そう︒出す直すためにはいつぺん廃案になっても仕方が
ない︒︐

というのは︑あの頃委員会の出先の中で︑名前を出しては書いに
くいが︑理事会を開くと︑どうも委員長以下も︑ここらでいっぺん
廃案にして︑繊直しをしたほうがいいということを言い出したんで
すね︒そしてそこへ持ってきて︑国会の階段から落っこちて︑打ち
所が悪くて︑お隠れになった︒小此木八声のおやじの彦三郎が委員
長だったんです︒

この委員会は法案を出した頃から︑どうも法案の扱いが厳しい︒
本当ならば︑どんな法案を出しても︑本会議に趣露説明を要求する
のは︑一つの党が〜回限りですね︒政府のほうは一資︑本会議の趣
雷説明をやれば︑だいたいそれでスッと通って︑委員会に行くんで
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すよ︒いまでもそうです︒この法案の時だけは違うんです︒委員長
がみんな聞いてやってくれというから︑どんどん雷い幽して︑十九
人の質閤通告が来た︒十九人が本会議で︑趣霰説明に対して質間す
るというんです︒しかも賛成する演説をやらなければならんはずの
虜畏党から出てきた三人も︑それは良民党のことだから賛成するけ
れど︑こういうところに疑問があるとか言う︒どこがああいうこと
を言い出したかわからんが︑鞠で捺したように岡じことを言う︒そ
れから駄目ったら駄目というおたかさんのほうは︑みんな総反対な
んですね︒

その前︑理事の︸覧表を晃た途端に︑これはいかんと思ったのは︑
自罠党のほうは反主流派︑非主流派みたいな︑おかしのなのがだい
ぶ入り込んでおる︒これはやられるな︑覚悟しておけよと欝つたん
だ︒そうしたら小沢は︑ 門そんなのはやつちゃいましょう︑ねじ伏
せてやつちゃいますから隔と言っておったんだけれど︑残念ながら
そのころから︑小沢は少し体調を崩してきた︒体調を崩すと人間の
精神は弱くなりますね︒そして︑小此木委員長自身が︑大出﹇俊﹈
とやっておったのかな︑置じ選挙区で仲が良かった︒とにかく山口
や大出や︑ああいう連中が︑ ﹁海部さん︑これは諦めなさい︒出し
ておいても絶対にできっこないし︑みんな体を張って不信任案の連
発をする︒内閣の総理大臣の不信侵案を出して争いたくないから︑
これは弱っ込めてください︒しかもあなたのほうも不十分なところ
があるよ﹂といろいろ書ってくるんだ︒

というのは︑答弁の統﹂ができていない︒例えば第㎝線におる部
隊が携行武器は小火器の小銃だけだけれど︑小銃を待ってバーン︑
﹁二÷・丁の自動小

バーンと撃つのではなくて︑いまの小銃は連射ができる︒それが一
個 分 隊 と 言 え ば︑分隊単位でも；十入近く い る ︒

銃が立ち上がって同じ貸的に向かってダン︑ダンと連日したら︑こ
れは武力にならんですか︒自己または他人の生命を守るためにやむ
門賢党がこういつて質蒸

を得ない必要最小隈の行為だとは書えないだろう﹂という︒
そ う 言 わ れ ると︑噛法制局長官を呼んで ︑

してくるが︑どういうふうに書らは答えるんだ﹂と言ったら︑ ﹁そ

れは一対一の場合︑バラバラの場倉を想定して︑小銃一丁の応戦火

力というのはこの程度ですから︑武器対武器のなんとかの原則とい
うのが戦時国際法上あるんだけれど︑その範囲内です縣という︒そ

ういうことでは常識的に通らんな︑そういうことも考え直さなけれ
ばならないか︑というようなこともありました︒

そういうことになってくると︑言いにくい話だが︑後藤田さんや
伊東正義さんの組も︑それには大賛成︒これは強行採決する問題で
はないから引っ込めよう︒その代わり︑黙って引っ込めるわけには

いかんから︑そういったところを良くしようじゃないかということ
で︑三党の協議機関をつくったわけです︒廃案と取り替えだ︒峯時

﹁総裁︑出せますね﹂というから︑ ﹁それはそういうものが

はもう小沢幹事長ではなくて︑小渕に替わったんじゃないかな︒
俘藤 小沢さんが体調を崩して︑ですか︒
海部 そうじやないか︑まだ小沢か︒とにかく︑国連待機箪みたい
なものを将来はつくるという約束にした︒そのときは予算措置をと
って︑

できるならばいいよ﹂といった︒そうすると国連協力法案を彊っ込
めても︑同じ塁的︑同じ趣爵のものが代わってできるならば︑その
ほうが︸歩前進︑二歩改革だ︑

コ歩前進︑二歩改革ねえ︒そうい

それで嘗澤さんが反対するならちょっと呼んで︑宮澤さんに﹁こ
れは一歩前進︑二歩改革ですから︑理解してぐださい﹂と書ったら︑
﹁ああ︑さすがに隼稲瞬大学雄弁会はおっしゃることが違いますね
︑尺﹂といって馬鹿にされてさ︒

ったことはi︑う〜ん﹂なんていって︑本当に罵鹿にされたな︒

高校野球だと言ってひとを馬鹿にしたから︑それを忘れられんが︑
あの人の手だな︒本当に面白い入だ︵笑い﹀︒
伊藤 何か罵に見えるような感じですね︒
海部 嘗を歪めながら需うんだ︑薄笑いを浮かべてね︒脱線します
が︑見ておると宮澤という政治家はラムズフェルドに似ておると思

うんです︒ラムズフェルドを見てご覧なさい︑記者会見のたびに︑
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言いにくい︑いやなことを言うと︑ニタッと薄笑いをするでしょう︒
あの気持ちの悪い薄笑いが︑どれだけ慢言に対してアメリカの立場
を損にしたか︑と思うな︒あの薄笑いだけは︑ラムズフェルドさん
はアメリカのためにおやめになったほうがいい︒ア・ピース・オブ
・ グ ソ ド ・ ア ドバイスです︒

餌藤 さて︑この法案の闘題のところで終わりにしたいと思います
が︑最後にこれが廃案になるということで︑アメリカ側の反応はど
うでしたか︒

海部 ブッシュは直接は何も言いませんでした︒こちらが﹁こうい
うわけで︑次なるものを目指して三党合意に受け継いで︑荷物の荷
﹁トシキ︑よく努力してくださる︒わかっております︒

嫡れを直して︑できるようにやるから︑わかってくれ隔という言い
方をすると︑
﹁アメリカに行って︑

四の五の評緬はしないから︑頑張ってくれよ﹂というようなことで
終 わ っ た と 思 う︒それから外務省の局長に ︑

それまでの入脈をみな幽って解説︑説明して来い︒こういうわけで
今回は通らなかったけれど︑三党合意に受け取って︑必ず通すから
といって説霧してきてくれ﹂と書つたんですね︒
佐道 アマコストはそれまで小沢さんのところに行ったりして︑裏
でバックアップをしていたわけですね︒彼は何か書っていませんで
したか︒

海部 僕に直接そういうことを号照うと︑またバンバンと言い返され
るから︒アマコストに言い返すのは︑アマコスト周辺から闘くと︑
総理大匝自身と大蔵大臣だという︒橋本だ︒ねちつこくやられるか
今属は少し先に行きましたが︑さっき九﹂月二十九日の訪米の

ら︑あれには︒

伊藤

話が︑世界子供サミットの話になりました︒そのときブソシュ大統
領と会っておられますね︒そのへんの話から︑もう︸回︑孚帳を見
ていただいて思い出したところで︑この次にお語ししてください︒

ここから手媛を覗いてみますと︑先生︑ずいぶんいろいろなこと

俘藤

海部

はい︑どうも失礼しました︒

それではまた門前︑よろしくお願いします︒

これを読んでいると思い出すんです︒

をお書きですね︒ありありと思い出されるのではないかと思います︒

海部

︿以上﹀
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今回は、湾岸戦争時のお話の続きがらお願いしますa

1・先生は「子供のための甥サミット」出席のため訪糺、199怖鯛29日、ニュ
ーヨークでブッシュ大統領と会談されました。このあと自衛隊の海外畠動に先生も

鵬騰勢という見聯り離ミ・このブ・シ・大型嚇・搬・
2．

@先生は訪米の後、エジプト、ジ：ルダン、トルm、サウジアラビア、オマーンとい

う帳5姻歴訪に出られます・湾岸危機のsses国ですが、誠された諸国の状況
および各国の日本への期待などはいかがでしたか。
3．

4．

@91年1月i7日、多珍籍軍はイラクを攻撃し、湾岸戦争が始まt］ました。戦争状態
欝1 どうか・あるいはいつ入るかについての醐・どの程度入・て・たので・

警勃発にともない・鰍ゴ灘危機対淋部」を設置されます．出自ですカ、

諜灘欝欝麓鷹野あったと思いますが識輪先・が期
5．

轍開始騰闇後1読生は言猪会見され、搬民の移送を引継会社に要講ずる
とともに自衛隊伽鵬も検討すると述べられました．自粕畠派遣をこのタイミ
ングで述べられたということは、事前に検討されていた結果だと思いますが、この
問題はいつごろから、どのように検討されていたのでしょうか。

6．

蝉隊機派遣i三ついては・自衛隊法の改zaという磁法でいくか四目の轍でお
し．なうかといっ問題がおきます。F湾岸危機に伴う避難民の輸送に関する暫定措置に

闘する齢」は決定され討が瀦駝偉灘の派遣は漁れ偲んでした．この
問題でも、自昆党内、法制局、防衛庁などで意晃が割れたようですが、先生はどの
ようなお考えだったのでしょうか。
7．

戦闘開駿の24臼・多醗軍に対する9・億ドルの追力・難協力醗表されました。
これ談で40億ドルだったのが90億ドルですから、相当な金額です。なぜ、どのよ
うに90億ドルは決定されたのでしclうか。

8．

4月3日、先生はEi米首脳会談のため訪米されます（ニューポートビーチ）。そこで

離危機に対しN謀臣の協蠣係鶴翻されることになるわけですが、異議、

繍薦灘鰹￡四四のでし・うか・次嚇・す・髄・
9．

4月1順に灘瀞は正式に騰が成立します．そ雛受けて、ペルシャ鶴機雷

除去のために海雄難の掃樋が派遣されることが鶴2媚に瀧され糺た
（26日に踊）・購隊が謙以外で櫓脚遣され撮初になるわけですが、こ

灘無血灘縫暴謙簿膿繍鷹ゑ蝋遣問題
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10．湾岸戦争の闘題はこれでひとまず終えさせていただきます。瞬じ時期のほかの問題
についてお願いします。国連平秘窃力法案が廃案になった直後の11月12日、「即位
の礼」が行われました。世界158力圏、2機関から国賓などをお迎えし、來Bした
多数の首脳と会談されたわけですが、危機のさなかのこの圏家行事については、ど
のようなことが印象に残っておられますか。

11．翌年（91年）1月9臥韓国を訪問されます。「未来志向の臼鯉新時代」を欝脳会談
で確認され．るわけですが、このときの訪韓のご印象などお願いします。

※今圃は以上のような点についてお顯いします。
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■子供のための世界サミット︵こユーヨーク︶

﹇︸九九〇年﹈九舅二十九日のニューヨーク

傍藤 だんだん門参議院﹈選挙が近づいてまいりましたね︒先生︑
この前は手帳をもとにしていろいろお話しくださいましたが︑あれ
をまたお願いします︒
子 供 サミットですね︒

の譜ですから︒

海部

伊藤 子供サミットでアメリカに行かれたということですが︑子供
サミットというのは何ですか︒
海部
門子供のための一世界﹈サミソト﹂というものをなぜやった
かというと︑識字率を上げなければならんということがテーマだつ
たんですね︒これは世界中で麗心があったと見えて︑これだけ集ま
ったんです︒これがそのときの記念写真です﹇子供サミットに集ま
った首脳の集合写真を示す︑七十〜八十入が並んでいる﹈︒
俘藤 講本の問題ではありませんね︒
海部 むしろ途上国の︑識字率が低い國の子供のためにどうしたら
いいか︑ということですね︒当時餓死していくのはアフリカの最貧
国の子供たちだから︑それを助けてあげるためにはどうすべきかと
いうのが︑子供のためのサミットのメインテーマだったんです︒

識字率とコメですか︒

でした﹇乞Φ看葱8獣酎﹀塗ド妙の頭文字をとって翼ERICA﹈︒
伊藤

海部 腹を減らして餓死するのを防ぐと共に︑識字率を上げていか
なければならない︒むしろ識字率というと︑当時は家庭の主婦やお

子供だけ読めてもしょうがないですね︒親が読めなければな

母さんを集めなければならない︒

早藤

海部

勝藤

海部

それはサミットが終わってからお会いになったわけですか︒

はい︒

そのときにブッシュ大統領に会うわけですか︒

そういうことです︒

らない︒

伊藤

海部 子供のためのサミットにはそれこそたくさん来ていますから︑
二国間のことはなかなかやっておれんから︑そのときに会うといっ

サッチャ⁝さんとか︑各国の首脳が来るわけですね︒

ても︑サ︑︑︑ットの会議とは離れて︑会って語をしたわけです︒

伊藤

海部 それぞれ︑バイの話し合いはやりました︒それからのこのと
きは︑僕の記憶に間違いがなければ︑湾岸戦争のことがまだ終わっ
ておりませんから︑中東の上空を飛ぶこと自体どうのこうのと言っ

でも中東に行くわけではないですね︒

ておったときです︒

伊藤

海部ないけれど︑あの辺を飛ぶのものよくないとか︑どうとかこ

﹇集合写真を見て﹈サッチャーさんもいますね︒先進圏の曽

俘藤

うとかいって︑いろいろあったんです︒

すか︒

海部

兵を出せというところまでは︑このときはいっていなかった

俳聖 それでブッシュ大統領との会談はいかがでしたか︒このとき
に資金援助の語とか︑兵を出せ︑というようなこともあったわけで

鳳湾岸戦争12︵ブッシュ大統領との会談︶

脳も結構いますね︒

海部 先進国が入って協力してやらなければ︑途上国の子供たちは
救われない︒子供サミットというと子供のサミットみたいだけれど︑

そうじやないんだ︒解釈が悪いんだな︒結局︑子供に焦点を置いて
もしょうがないから︑食料の援助は先進国の大人︑むしろわれわれ
自身が解決しなければならん問題だ︒このとき︑ネリカ米の話があ
りました︒ネリカ米というのは︑何かの枕調だけを集めた名前です
が︑ネジカ米がアフリカで栽培するには最も適しているということ
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と思います︒兵は出せと言われても出せるわけがない︒面白い話を
ブッシュさんもしたし︑僕もしたのは︑正麹書って︑当時の自衛隊
の成熟度から行くと穿ちに合同協議を始めるわけにもいかないし︑

みんな英会話ができる自衛隊員ばかりではないから︑通訳をつけて
もらわなければならん︒通訳をつけての戦争なんてまどろつこしく
ていかんから︑ごく限られてくる︒ごく﹁部の人間しかできないだ
ろう︒それよりも弼よりも︑スカッドミサイルというのがだんだん
改良されて︑使われる可能性が出て来たんだけれど︑音を間いて︑

これはスカッドミサイルの音か︑方向はどちらかというようなこと
は︑よほど談練をしていないとわからないはずだ︒高度の軍事機密
に属する問題でもある︒ ﹁だから自衛隊にいきなりそれをやれと言
われても無理だし︑わがほうも初めからそんなことでお役に立てる
とは思っておらんので︑そこはわかって欲しい︒その代わり︑なし
得る限りのことはする﹂と需つたんですが︑やはり物的な貫献だけ
では満足しないような入が多い︒ショウ・ザ・フラッグだとか︑シ
ョウ・ザ・ブーツとか︑考えてみればア⁝ミテ⁝ジが書い出したこ
とですからね︒

伊藤 でも︑とにかく侮らかの彩で自衛隊を活用するということが
話題になったのか︑先生がお考えになっていたのか︒
海部 自衛隊を活爾するということは︑当時は全然タブーでした︒
そこで︑いま民主党がガタガタ言っているけれど︑あれは小沢一郎
が当時われわれと議論している中で︑第二予備軍みたいなものを自
衛隊の中に甥組織としてつくろうということだ︒そのモデルになっ

ていたのは︑北欧のデンマークかスウェーデンのどちらかです︒デ
ンマ⁝クかスウェーデンのどちらかに︑そういう軍隊があるわけで

す︒それは日頃からPKF導門のトレーニングを受けている︒さあ︑
となったらすぐに出て行けるように︑︸健師団︑二個師団ぐらいの
単位で軍隊をもっておったんですね︒

それに繭激を受けて︑そういうものでもいいから出せないか︑と
いう語があって︑そこで石原﹇信雄﹈副長嘗を呼んで命令して︑

﹁事務的にそれができるのであればやってみろ﹂と言った︒二毛隊

を本当は出したいんだけれど︑自己完結能力を持つ一ておるんだけれ

ど︑自衛隊だけを出すというのはいかにもアレルギーが強い︒

こういうときの応援の仕方というのは︑僕の頭の中にはむしろ慮
衛隊よりも︑プラスα︑疑しいものを加えて薄めていく︒どんなと
ころをモデルに見ておったかというと︑青年海外協力隊というのが

あって︑あらゆる立場の人があらゆる途上国に行って︑汗を流して︑

その国の諭示にいろいろ協力しておる︒けれども犠牲者もずいぶん
出て来て︑いまは五幸童名になったそうですが︑当時は五十二名の
犠牲者が出ていたんです︒五十二名犠牲者があっても︑その犠牲を

乗り越えて︑この制度は続けていこう︑それに余りある成果も上げ
てきたし︑世界から期待もされている︒だから僕は︑それを第二二
七隊とは言わなかったけれど︑新しい組織をつくって︑それが出て
いけばいいと思っておった︒記考会見のときに︑ ﹁三二聞いていら
っしゃる詑者のみなさんも参加してくれませんか︒そうすれば野地

の報道とかその他がより本質に近いものになってくるはずだ﹂と言

戦闘地域には行けないですね︒戦後復興というか︑戦争が終

ったんです︒

轡藤

わった後方．で何かをやる以外にないわけですね︒

海部 武力による威嚇︑武力の行使を目的に行くわけではない︒あ
のころ僕らが描いておったことは︑停戦が成立して︑その後の戦後

復興という段階になるときが日本の出番であると思っていたので︑
そういうときにはすぐ行ったらいい︒できたら︑自衛隊の医務窟と
か︑そういうものが行けるならば︑日量いろいろなトレーニングも

受けているではないか︑と言ったんですが︑そんなものが行けるよ
うななまやさしい状況ではなかったわけです︒
俳藤 まだ始まっていませんからね︒ただ海上自衛隊のことはあり

船を動かすときは︑︸艦ごとに動かなければならんわけです︒

得ますね︒

海部

艦には千何百人という単位の入が乗って動かしておる︒その中に
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はいろいろな係もある︒そうするとそれは部隊としての海外派遣に
なる︒そんな言葉滉を捕まえて禅問答をやるくらいならば︑身分を
変えたらどうか︒あの時いろいろ考えたのは協力隊だったんですね︒
けれど最終的には︑党内の反発もあって︑名前だけ変えて中味が嗣
じでは駄霞だという︒あの頃︑ ﹁本の表紙だけ換えて中味が︸緒で

それは重要なことですね︒

な支持を強く打ち出してくれ﹂ということでしたね︒
俘藤

懸湾岸戦争爲︵中東歴訪︶
儲藤

変である︒

海部 それは周辺国のそれらの国々は︑アメリカから見ると非常に
友搏関係︑信頼連係のある国だけれど︑今度の一連の間題で非常に
経済的にも苦しくなる︒特にヨルダンとかエジプト︑あるいはトル
コは︑イラクとの石油パイプラインが詰まってしまうと経済的に大

アメリカに行かれたあと︑エジプト︑ヨルダン︑トルコ︑サ

は盤を欺くことになる﹂とか︑

ウジアラビア︑オマ⁝ンと中東歴訪に行かれますね︒

﹁箏段として姑息である﹂というよ

うな反対論があった︒もう⁝つは後藤田さん一派の﹁それは絶対駄
とやれ㎞ということになってきたわけです︒そこで墜り道をして俺
でもやろうという話はご破算になったと思うんです︒
俘藤 この訪米で︑ブッシュ大統領との会談はそれほど長い会談で

主に石演なんですね︒

門やるならば堂々

はなくて︑突っ込んだ話でもなかったんですか︒

早藤

自だ︑蟻の一穴になる﹂という反対論があって︑

溝部 ブッシュ大統領とは︑はじめからできるだけのことはすると

した︒

伊藤
すか︒

海部 まだついていないですね︒ついているというのはちょっと言
い過ぎだと思うんですが︑書われたらやりましょうというようなこ

そこに対する経済援助のことはすでに話がついている段階で

くれんか︒そうすると葬常に動かる隔ということを懇々と頼まれま

石油です︒ ﹁そこで︑その穴埋めというか補償をしてやって
﹁軍事

海都

前から話はしてあるけれど︑ブソシュ大統領自身は︑

前から話をしているわけですね︒

﹇いう話をした嗣︒

侵藤
海部

﹁弾を撃っ

﹁そういったこと

﹁自分も思っていないから︑トシキ︑それは心配せんでく

的なことにまでアメリカは期待をしておらん﹂︒
俘藤 期待できるような自衛隊ではありませんからね︒
海部

れ﹂という︒それから補佐官が一人飛んできて︑

を大統領はこう思っていますから隔という説明をして︑

とは決心しておったから︑アメリカの大使あたりが︑そういう清勢
を連絡をして伝えておったかもしれない︒
揮藤 じゃあ行かれたときに︑それぞれの国から要望を闘くわけで
はい︒

てくれとか︑出てきてくれとかいうようなことはありません︒ただ
シンボリックに日本も協力しておってくれるんだということで︑シ

海部

これらの国々の中で︑印象に残ったところはございますか︒

すか︒導くことがこの訪闘の仕事なんですか︒

がたい一という︒そこで具体的になってきたのがシ⁝リフト︑エア

伊藤

ョウ・ザ・フ．ラッグで旗が見えるような協力をしてもらえたらあり
リフトで︑飛行機輸送︑海上輸送をまず助けてもらえんだろうか︑

﹁まず政治的

だんだん︑それになってくるわけですね︒この会談のときは︑

ということになってきたわけです︒
俘藤

海部 一番正薩であったのはヨルダンですね︒ ﹇イラクと﹈国境を
接しておるから︒ご承知のようにサダム・フセインというのは︑性
格の悪いと言ったが︑り⁝ダーだから︑隣国で圏境線を持っておっ

そこまで行っていません︒とにかく大雑掘に︑

まだそんなに突っ込んだ話ではないですね︒
海部
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て︑非常に警戒しなければならん︒けれども︑おつき合いもしてい
かなければならん︒だからすべて禁輸だ︑すべてkめうと言われて
も︑それはできないとは言わなかったが︑クワイト・インポッシブ
ルといったかな︑ほとんど不可能に近い︒それは睦路で直接行ける
わけだけれども︑あの睦路の国境のゲートを見ると︑東西ベルリン
のダートのように厳しく鉄で朗じていない︒それが中東なんですな︒

まあまあ︑ある程度はということで︑繊したり入れたりしておった
んですね︒

日対北朝鮮交渉1︵仲介脅︶
楠 ちょっとよろしいでしょうか︒事前にお渡しした質問の文脈か
ら少し離れて申し訳ないんですが︑話も少し贈るんですが︑子供サ
ミットのときに先生は記者会見で︑北朝鮮とのヨ朝国交正鴬化交渉
を早期に開催する意向を表明しておられます︒この時期にヨ朝交渉
の早期開始を表明されたというのはどういう事情なんでしょうか︒

そのあと︑翌年の一月九重に韓圏を訪間されますが︑ここでも盧泰
愚大統領に対して︑そのことに理解を求めているわけですね︒中東
情勢が不安定になって︑戦争の兆しが見えてきた中で︑詫朝鮮との
話を出されたのは︑どういうふうに理解したらよろしいんでしょう
か︑

海部 それはあの時は︑艮本の周辺を眺めて︑複雑骨折しておる日
本の外交から見ると︑その一番近い焦点は北朝鮮である︒当時は拉
致問題がこんなに具体的にテーマにもなっていないときでしたが︑
核の問題だけはいろいろな情報が入ってきておって︑心配もしてお
った︒北と薮本とのあいだの開係は︑将来のアジア太平洋の平和と
安定にも欠くべからざる要素になる︒そこで︑できたら北朝鮮との
あいだは穰交を正常化したい︒国交正常化するにはどうしたらいい
だろうか︒

これはこの前もお話し申し上げたと思うが︑当時露華民主党には
﹁詑朝鮮との国交正常化を考える議員連盟﹂があったんです︒その

﹁海部さん︑いまええチャンスだからやりなされ︒北は

会長が久野忠治という入さ︒これは愛知県のおじさんだ︒僕のとこ
ろに来て︑

待つとるんです﹂という︑ ﹁何を待っておるんですか﹂と言ったら︑
﹁国交正常化だ﹂と言うんだな︒そのときに︑ ﹁向こうも国家だか

ら︑苦しい︑厳しい︑物をくれ︑金をくれとはいきなり言えないか
ら︑そこは日本のほうで眼光紙背に徹して︑どうだ︑こういうこと

がないか︑といって投げてやれば︑向こうも応えてくるだろう︒け
れどそういう謡し合いをして北の本国が素直に受け取るようにする
ためには︑日本が北に対して敵視政策をしておると北はとっておる
から︑北の国界︑北の学者や敷治家を︑なるほど日本も変わってく
れたな︑と安心させなければならない︒そのためには︑團名を正確
に日本は言うようにしてもらいたい︑それが︻番わかりやすい﹂と

久野忠治のところに言ってきたのは︑美本にある総連の責任

それは誰が言ったんですか︒

言ったんだな︒

縮

海部

副議長だな︒

楠 そこから国名を正確に霞ってくれと言ってきたんですか︒
海部 責任副議長というのは︑帰って行くといつでも必ず会えるん
だそうだ︒許宗萬だ︒久野さんが︑それに会っていることもわかっ

ておるし︑ここでだけ霞いますが︑その許宗萬がいっ・へん僕にも︑
門正直申し上げて︑話を聞いていただきたい﹂ということだ︒ ﹁け

れども訪問してもらっても困るよ︑窟邸に入れるわけにはいかんか

ら﹂︒そこでズバジ言えば︑ ﹁僕はホテルでほかのお客さんと会う

約束がある日程︑マスコミにすでに発表してある目程の前後のとこ
ろで︑ホテルに連れてきておれ︒久野さん︑あんたがついてくると
昌立つから︑また北朝鮮だという札付きだから︑それはいかん︒だ
から許宗萬︸人で来られるようにしなさい﹂と言って︑帝国ホテル
だったか︑ある会合をやったときに︑僕が部屡を押えておいて︑そ
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の部屋に行って︑そこで会ってあげましょう︑ということにしたわ
けです︒

﹁今度︑あの許宗萬と会っていただくそうで︒しかしそれは︑

そうしたら︑金籔紙の五大紙の中の一つで︑許宗旨としょっちゅ
う二二をしておった︑政治部の責任ある立揚の人が僕のところに来
て︑

向こうにもきちんとさせなければいかん﹂という︒ ﹁それにはどう
したらいいんだ﹂と需ったら︑ ﹁クノチュウハと薪聞社の人は呼び

捨てにしますが︶の手柄にしてもなんにもならん︒日本の闘題だか
ら︑それは一回消しましょう︒そしてわれわれが中に入ってきちん
とやります︒そのほうがマスコミだから信用がある﹂という売り込
みがあったわけです︒
．
両方とも前から知った人で︑両方とも顔を立てるわけにはいかん
けれど︑半分ずつ顔を立ててやろう︒ 門君がそんなに連絡できるな
らば︑いっぺん許宗萬のところに行って譜をしてらっしゃい︒ただ

んだ︒

楠 先生︑どうも私がわからないのは︑北朝鮮のような国と国交を
回復しても︑自由に往き来もできなければ︑侮も状況は変わらない
んじゃないかという気がするんですが︑圏交を正常化することによ
る具体的なメリットはあるんでしょうか︒
海部 あの国と躍交正常化して︑物のメリットがあるとか︑貿易の

メリットがあるとかいうことではなくて︑一つだけ︑当時のパスポ

ートには﹁芝山︾o鼻宏︒欝び内霧①鐙と書いてあったんだ︒だから日

本の外務省が︑政治的に国民の保護を要請することのできる梼季国
の中から北朝鮮だけ除かれておる︑ということで︑開孫としてはい
びつである︒だからそれは︑できたら直したい︒そのためには︑︸

切の条件をつけずに話し合いを始めなければならん︒その中で国交
正鴬化の無題をやらなければならん︑というように︑大きな筋書き
はあるんです︒

一3ププ

官邸で会うわけにはいかないし︑新闘社の人の目につくようなとこ

けれどそんな頃から︑ちらちらとではあるが︑問題はあったわけ
だ︒北朝鮮は危ない国だとか︑連れて行かれた人がおるとか︑いろ

いろな話がありました︒嶺時すでに警察が僕のところに飛んできて︑
f致されたのがこれだけありますから︑どうぞ言ってください﹂
という︒それは峯時︑警視庁も相当な資料︑材料を用意しておって︑
何年前にどこの海岸で誘惑されてどうなった︑そのときの前後の事
情から侮から︑護人から何から全部持っていて︑ ﹁拉致されたこと
は間違いないから︑言っていただいて結構です︑恥はかかせませ

﹁そんなことはしておりません臨と言う︒もちろんそうだろう

ちょうど当時︑ラング；ンの爆破事件が起きたでしょう︒ ﹁ラン

な︑あの時は︒

ら︑

だから僕が許宗萬と会ったときも︑ ﹁身莞がおかしくなったこと
を属望の国内では調べて︑どうもあんたの国に連れて行かれている
みたいだ︒確認はされていないけれど︑梼報がある︒それを出しま
すよ︒それに薄して納得の行くような答えができますか﹂と言った

ん﹂という︒

「

ろで会うわけにもいかん﹂と言った︒どこで会ったか忘れたけれど︑
﹁ある料亭でほかのお客さんを接待しておるときに︑そこへ来てお

れ︒そうしたら席を外して︑話をして︑お客さんをまた先に帰せば
新闘社はまけるから︑そこで話を聞こう︒そこへ連れてこい﹂と言
っ た ら ︑ 本 当に連れてきましたよ︒
そ れ は新聞社の人が︑ですか︒

﹁お前︑いいか︑

じゃあ︑それは当時の萩聞にはまったく出なかったんですか︒

海部出なかった︒まったく出なかったから︑よけい信頼している

楠

からよく知っているやつで︑信頼関係のある人ですから︒

命を賭けるな﹂ と言ったら︑ ﹁命︑賭けます﹂．と言う︒それぐらい
のことをやらなければ︑この問題は打醐できませんから︒それは前

け れ どそれは信頼麗係のある萩聞社 だ か ら ︒

ということは︑当然薪聞社にキャッチされるということです

薪二一の人が︒

海ね伊海伊
部。藤部藤

グ⁝ンの爆破事件などは︑われわれは全部おかしいと思っておるん
ですよ︒それから李恩恵さんの問題があったな︑あれは蜀本人じゃ
ないかという正確な情報もあって︑そういったことを全部規上に乗
せて︑国交は正常化しなければならん﹂と盤ったら︑ ﹁その次まで
にご返事します﹂と言いながら︑すぐに彼は﹁いっぺん北朝鮮と連

策をやめて︑本当に正常化を望んでいらっしゃるならば︑わが蟹の
正式な国名を︑それとわかるように公の揚所で︑できたら僕にあな
たがこの次おやりになる国会の演説の中で︑北朝鮮という言葉を使

わずに朝鮮畏主主義入民共和国と発言してください﹂という︒

思うだろうな﹂ぐらいのことだった︒

絡をとるから︑数日暇をください﹂と言ったんだ︒それはいいです
よ︒けれど中に入った人に雷わせると︑北にいっぺん︑いろいろな
話を持って︑行って来たんだそうですね︒ところがそのときにはま
だ︑これは秘密警察や軍部がやった行き過ぎたことであった︑とい
うようなところまで踏み切っておりませんから︑ ﹁そんなころはあ
りません︒ありませんし誰かがデマを言っておるんでしょう﹂ぐら

楠

そこまで言われると︑こっちもしょうがないから︑もういっぺん
クノチュゥを呼んで︑ 門久野さん︑北朝鮮と言ってはいかん︑朝鮮
畏主主義島民共頽国と言えば︑色本が心を開いたふうに向こうは受
け取るのか︒そんな重要なシグナルになっておるのか﹂と聞いたら︑
久野さんはあまりそこのところは詳しくなかったね︒ ﹁ただ政治的
に︑そういうふうに言ってやれば︑海部さん︑鍵の中も変わったと

い の こ と し か言わなかった︒

海部

なかった︒

よくマスコミでは︑︸度だけ正式名称をいって︑そのあとで北

あれはマスコミの立場であって︒

朝鮮と盛ったりしますね︒

楠

それまでなかったんですか︒

公式の場で︑総理大臣が北朝鮮の蕉式名称を言うということは︑

ただあのとき︑非常に国内の食料事清も厳しくなっておったんで
すね︒だから言いにくい話だが︑言わなければわからんだろうが︑
加藤紘︸に頼んで︑いくらか食料援助を頼む︒加藤紘一では限度が
ぎりぎりなので︑と言っておったら︑なんとかいうお使いがいるな︑

海部

そうですが︒総理大臣は北朝鮮としか書わなかったんですか︒

海部 言わなかったんだ︒ ﹇北糊鮮一とか︑
﹁の﹂の字を入れた入はあったけれどね︒

楠

わかりでおやりになるのなら結講です︒碧してはいかんとはアメリ

揮藤

﹁北の朝鮮﹂といって

カは決して言いません︒アメリカだって出さなければならんときは

加藤紘一のお使いだ︒それはアメリカがみんな掴んで︑僕のところ
に教えてくれたんだけれど︑ 門こういう人物がおる︒ただそれは食
料援助だけみたいですから︑ヨ本が隣国のため食料援助を出すとお

出 す ほ う で す から隔という︒

海部 だから薩訳すれば北朝鮮で悪くないんだ︒けれども向こうと
しては︑朝鮮罠・薫主義人浅共粕国というのが正式な呼称だから︑そ

﹁本国にも行ってきたし︑本国では首を長くして待って

質霞夢§話p︒ですからね︒

1対北朝鮮交港2︵正式鰯名︶

た条件は︑

海部 そんなことまで堕しておいて︑やったんだけれど︑残念なが
らそこからは︸歩も進まないわけだ︒そうしたら向こうの出してき

れすら知らん圏畏が日本には多いから︑そういったことを正式な場
所で総理自身の口から書ってもらう︒一番それがわかりやすいのは
施政方針演説のときに雷ってもらうと︑ああここでギアが変わった
んだな︑と受け止めます︑と肖ったな︒
楠 ちゃんと言ったんですか︒
海部 触ったんだ︒その速記録もちゃんと残してあります︒しかも
おるから︑略称だけはまずやめてもらいたい︒日本が北朝鮮敵視政

紙に書いて持っていって︑朝鮮民主主義人民共和国と言いました︒

372一

問違えるといかんから︑本会議の議場に上がっていくときに︑原稿
の︸番上に一枚持っていって︑間違えんように話しました︒そのと

掻藤

王国だろう︵笑い︶︒

係をつくりたいと思って︑いくらシグナルをあげても︑返事も反応
も来ないじゃないか︒いったい上まで近いておるのか︒どうも許宗
萬がいろいろ雷うけれど︑それから某栽闘社の政治部の実力記者が

海部 それで︑そのときはそれをやったけれどいかんので︑ ﹁書の
ところには︑こちらが言われたようにイニシアチブをとっていい関

んだな︒

言うけれど︑あなた方のところで止まっているんじゃないか︒最高

き︑その新聞の政治部の某実力者は来ておりましたよ︒そして終わ
ったらすぐ飛んできて︑ 唱言っていただいてよかった︑あれで大き

塁審 アメリカに行ったときには︑ブッシュさんともその話をされ

幹部のところまで甕接報告が届いていていないんじゃないか隔︒日

く変わりますよ漏とかなんとか言っておったが︑あまり変わらない

たわけですか︒

本が態度を変えると注目して見ているシグナルはそれです︑と書つ

逆説みたいな謡ですからね︒

結局︑海部内閣の時期には︑それから全然前進せず︑ですか︒

﹁細大漏らさずアメリカとよく連絡をとってからお舐をしま

れたのに︑行ってご馳走になったり飲んだりしているうちに︑ワ一

約上は︑前の日韓のときに片付いておるんだ︒だからこれ以上はそ
こに出すわけにもいかん︒しかも牝朝鮮と日本とが戦争をやったと
いうこともないし︑だから性格︑湿度が全然違うことだから﹂と言
ってあれだけ事前によく頼んだのに︑ 門よしわかった︑そこだけ気
をつけてくればいいんだな︑よしわかった﹂なんて露っておってく

クを受けてから行ってください﹂と言った︒あの人はようしゃべる
ものだから︑ 門補償と償いの問題は︑こういうことで少なくとも条

すので︑外務雀のアメリカ局長なり誰なりに︑いろいろなことをレ

から︑

いよ隔と書ったら︑ ﹁よし︑わかった︸という︒それであの頃︻番
問題になったのは︑アメリカが葬鴬にこのことを気にしております

海部 前進せず︑です︒そこで金丸さんが行きたいと諮ったときも︑
﹁こういうことがあったから︑金丸さん︑気をつけて行ってくださ

俳藤

籔対北朝鮮交渉3︵韓翻の対応など︶

何もないんですね︒

たなら︑少なくともそれに対する反応ぐらいはなければいかんが︑

海部 そこまで細かくは遠いませんが︑霞本側としてもいろいろな
筋を使って︑敵視政策をやめてくれと言ってくるけれど︑こちらは
敵視しているわけでも何でもないので︑羅名ぐらいはきちんと呼ん
でもいいよ︑といって︑私の施政演説もそれで書つたけれど︑そん
なことがいくらマイクに乗ったって︑それが理解できる北朝鮮の人
はほとんどいないはずだけれど︑上のほうの人には︑確かに変わっ
たんだということになるから︑それは書いました︒
ところが意外と︑日本の新森には︑これが態度変更につながるん

だという解説や見出しはあの頃つきませんでしたね︒僕のところに
言ってきたところは︑総理大臣が初めて正式な名前を呼んだといっ
て囲み記事で書いたけれど︒けれどもそれはそれで後追いがないし︑
忘れた入が多いと思う︒けれども︑そこで僕は﹁逆に打ち返してこ
い︒君がそういうことを言ってきたから︑おれはこのあいだ言った
じゃないか︒あんたは傍聴席から見ておって︑にっこり笑って頷い
ておったじゃないか︒僕は鴛に類われたから言ったわけじゃないけ
れど︑正式な名前があるのに︑略称ばかり使われたら︑それは言わ
れたほうは気分が悪いだろうから︑だから正式に直ったんだ︑艮主
主義入民共和國と﹂︒共勲国でもいいというが︑そんなことはいか
ん︑ちゃんとそう言います︒ただ︑名は体を表わさなくなつちゃう
伊藤

民主主義でも共和匿でもないですからねハ笑い︶︒

か ら ︒ そ う でしょう︒

佐道

一3f3一

ッとなった︒

いような外交辞令かもしれませんが︑盧泰愚もそう言った︒

︒

それは言ってからの謡だけれど︒

それは施政方針演説で正式名称を書ってからの話ですか︒

楠

マ ス ゲ ームを見せられて︒

楠

海部

事前に韓国とは

伊藤

何の反応もなかった︒

それに蝉しては別に侮の反応もないですか︒

僕らは韓蟹︑韓国と言っていますが︑あれも正式名称を雷う

俳藤

中国と霞っていますが︑中華耽読共和国と言わなければいけ

そうですよ︒

ことは事実です︒

ないでしょうコ普通の新闘でもみんな︑北朝鮮は朝鮮三主主義入民
共粕国と書いて︑中国は中国︑韓国は韓國と書いているんですね︒
海軍 それは相手の国の成熟度によって︑反応・反発がないとか︑
それでいいという了解があったところと︑そうじやない︑変わって
いるところと分けてつき合わなければならんな︑という感じがした

海部

んだったら大韓民国と言わなければいけないでしょう︒

侵藤

だったと思弘な︒

楠 岡じ盧政権でも︑いまの政権ならわかりますが︑このときは盧
泰愚政権ですから︑何か文句が来るような気がしますけれど︒
海部 盧泰愚という人はその点は︑仲良くしようという基本が心の
中にあった︒僕が驚いておるのは︑指紋押捺の問題の片を付けたの
も︑盧泰愚と僕のときですね︒けれども盧泰愚は︑ ﹁それは未来志
向で行きましょう︑今日まで黛韓関係を阻害しおったのは話が後ろ
向きだからです︒歴吏に起因した問題は︑ここで一切不問に付して︑
未来志向オンリーで行きましょう﹂と言ってくれたけれど︑たちま
ちまた戻って︑やれ慰安婦の問題だとかなんて︑盧泰愚が替わった
らすぐに歴史に起因した問題に戻っていったけれど︑あれは問違い

海溝

正式な名前があるんだから︒

海部 韓團の了解をとってから︑というわけではありません︒アメ
リカには書っておいたけれどね︒正式の名前を言うよ︑と︒それは

楠

海部 ﹁任せておけ﹂といって︑四十五年の償いと謝罪をやつちゃ
ったんだな︒

伊藤 戦後まで含めて︑ですね︒
佐道 先生が朝鮮斎主主義人民共和国という名前で呼ぶとか︑シグ
ナルを送るというような場合には︑窟邸の中では先生のほか︑どの
程度のレベルまでご存知なんですか︒
門こういう連絡もあるけれど︑

海部 あの時は澗醗長嘗︑それから外務次宮を呼んで︑外務次宮の
ご 報 告 の 時 間を利周して︑そこで︑

おれはそれはやってやってもいいと僕の気持ちとして思う︒自分が
納得できんことはしないけれど︑正式に名前を呼んでくれと言われ
たら︑正式の名前があるんだから︑呼んでやってもいいんじゃない
か︒ただし︑施政方針演説の初めのところで一回だけ言うんだから︑
一つの大変なシグナルになるんだというから﹂と焦っ

いつもいつもほかのところで言わんから︑それはそのつもりでおれ︒
ただそれが︑
た︒

私はあの頃︑委員会でも答弁したことは︑ ﹁霞本は平漁外交だと
か敵国はつくらないとかいろいろ雷っておるけれど︑一番近いとこ
ろに妙な閣係の国がある︒ここは喉に藤さつた骨だから︑この骨を
抜いて︑整理していくと初めてアジア金体とのあいだの等距離平田
外交もできるようになるんだ隔ということです︒
楠︑韓国からは何かクレームはつかなかったんですか︒
海部 韓国からクレームはついたけれど︑それはクレームというよ
ゆ口裂であって︑韓国というのは︑そういうときには﹁やってくだ

さい︒韓国はいつの日か北とは仲良くしなければならんと思ってい
るんです︒日本が北とそういうふうにやっていだくとしても︑事前
にこれだけアメリカと連絡をとられ︑韓国とも話をしてもらうなら
ば︑よろしいからやってください︒むしろやっていただくことのほ
うが︑われわれにとってはいい﹂という︒ある程度外に漏れてもい

一3ブ4一

﹁飲みなさい︒

︸杯飲

﹁海部さん︑いらっしゃい︑こっちに﹂といってお尻﹇のポ

楠北韓と言わないだけ︑まだましじゃないかと需いたいですね︒
伊藤 金丸さんの問題はまたあとで別に伺いたいと思いますが︑北
朝鮮問題は︑海部内閣のときは︑そういう接点はあったけれど︑前
進はなかったということですね︒
海部 結局はなかったんです︒こちらは大変に決心したけれど︒
伊藤 久野さんという人は︑まるで向こうの使者みたいな感じです
よね︒どうなっているんだろうと思うんですが︒久野さんというの
はだいたい少し右がかった人じゃないですか︒
海部 佐藤栄作の家来でね︒それで栽幹線ができた頃に︑電車に乗
ると︑
ケ ッ ト ﹈ か ら銀のウイスキイ入れを出して ︑
﹁おれは先生︑弱いから飲まんで﹂

﹁いやそ

むと︑えりゃあ元気が曇るですから︒これは焼酎に朝鮮人参が漬け
て あ る ん だ ﹂という︒

んなことを言わずに︑これをわしはキューッと飲むと元気が出てい
いんだ﹂と言って︑それを持って歩いておった人ですからね︒僕も
ちょっと舐めてみたけれど︑なるほど焼酎の人参潰けになっておる
んです︒その息子が︑このあいだ辞めた統↓郎だ︒

匿湾岸戦争14ハ戦端︶

いわれても︑とてもできなかったんだ︑あの環は︒ちょっと話した
ように︑鰹輪駆動車を運ぶ船さえ︑二二問知多半島沖で拘束された
ぐらいですから︒それぐらい組合の力も強かったし︑竪党の抵抗も
強かったということです︒だからアメリカのエバーグリ⁝ンという

飛行機をチャータ⁝して︑そのチャーター機のお金を日本政府が払
うということで︑やったんです︒
便藤 そして九︸年︸月十七日に聖主籍軍がイラクに入っていくわ
けですね︒それで門湾岸戦争﹂ ︵僕は第⁝次イラク戦争だと思って
いるんだけれど︶と呼ばれる戦争が始まります︒アメリカがやるだ

ろうということは︑みんな予測しているわけですね︒だけどこの日
にやるということは︑事前にはわかっていたんですか︒
海部 これもまた︑まことに奇妙奇天烈な話ですが︑だいたいその
ヨになるだろうということは︑気象学的に月が明るく照らす日がそ

月が瞬るい方がいいわけですか︒

の艮だった︒

伊藤

海部 暇るくないと︑何も見えんでは困る︒
御藤 しかし普通は︑ ﹁夜陰に乗じて隔というじゃないですか︒

海部 それは裏をかくわけです︒夜陰に乗じて暗い日に来るだろう︑
ぐらいに思って待ちかま︑尺ているところに上がっていくやつは馬鹿

いかどうか知らんが︑瀬島龍三さんがおれに教えてくれた︒

の骨頂だ︒その話は︑大変な海軍の作戦将校から闘いた︒言ってい
伊藤 北朝鮮問題はまたあとでお話しいただくことにして︑さっき

傍藤

海軍の話で︑上陸作戦はこうですよということを︑瀬島さん

海部

当時のヨ本の萩聞は︑かなりぎりぎりになるぐらいまで︑本

やっている︒

．つ︒

が教︑曾てくれたんだ︒だからだいたい︑月明の日は十七β︑当たら
ずといえども遠からずです︑という︒
掛藤 でもアメリカとのあいだで情報交換をやっているわけでしょ

海部

瀬鶴さんは陸軍ですね︒

じゃあ︑陸軍じゃないですか︒

の湾岸諸国門歴訪﹈ですが︑ここである程度具体的な約束などをな

楠

お 金 の 面は︑はい︒

さ っ た わ け でございますか︒
海部

伊藤 だいたい向こうの要求にある程度応じましょう︑ということ
ですね︒

海部 応じましょうと︒向こうが正直に告白するんだから︒ただし
それまで︑こちらもだいたいこあたりしてみたけれど︑日本の旗を
見せてくれといわれても︑艮本の印の付いた飛行機で運んでくれと

佑道
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当に武力行使があるのかないのか長い間議論していたという詑憶が
あるんですが︑政府としては︑アメリカとの情報交換の中で︑武力
行使が必至だということは︑かなり前からわかっておられたわけで

懸湾岸戦争第︵開戦と支持表明︶

かるだろう︒

だいたいわ

とにかくあの湾岸戦争で︑いままでの戦争概念とすっかり違

﹁トシキ︑心配してくれるな︑武器弾薬を出せとは

﹇というニュアンスが感じられた﹈︒

はカダフィのことを書っていたんじゃないかと思うけれどね︒そう
したら人によっては︑それはイランの話ではないかという︒

高いはずだけれど︑ ﹁やらなければならんし︑やるし︑やるけれど
も︑あるところで︻旦収まって退くから︑とことん金部やりはしな
い﹂という︒キッシンジャーに言わせると︑ 門全部やると今度は力
の謹白を利用して︑よけい悪いのが巌てくる﹂ということだ︒これ

あとから解説をしてくれた補佐官の話によると︑ 門あります︑テ
ストもしていないような受章弾がいっぱいありますから︑今度の湾
岸戦争は︑臼本はもちろんのこと︑外国から武器も弾薬も全然いら
ん︒だからブッシュ大統領はああいう強気なことを言っておるんで
す﹂ということだ︒ ﹁そうか﹂と書っておったら︑今度はアメリカ
の議会のほうから︑ロス上院議員とか︑こちらの大使の奥さん︑ナ
ンシ⁝・カッセルブームという上院議貴が︑当時は瓢しかったけれ
ど︑右翼だったんだ︒右翼の婦人議員の連絡というのは相当確度が

書わん﹂

葉の端々にも︑

たんだから︑棺当自信があったんだろうと思う︒ブッシュ自身の書

海部 ピンポイントですからね︒ピンポイント爆撃をやるわけです
ね︒それが精度が落ちてきたのか︑軍人の訓練が不足になってきた
のか︑ピンポイントを闘違って︑ほかのところに打ち込んだとかな
んとかいう話もありましたが︒しかしあれだけきちんと結果までテ
レビに載せて︑閲せるものは世界に見せながらピンポイントでやっ

った戦争になったということですね︒

傍藤

オ⁝デル・ナイセを越えて行けとは言っていないから︑

すか︒

だから手帳を晃てください︵笑い︶︒

海部 鶏にちはまた孚緩を調べなければいかんけれど一︒
柳藤

海部 キッシンジャ⁝が来た二九九〇年九月の来日時のこと︺︒
そのときキソシンジャ⁝が言ったことが︑やっぱりやるんだ︑とい
うことです︒やらないと︑最後は五十五万になりましたが︑あの頃
は五十万近くの兵を動員して︑すでに︸部は戦闘の配置につけて︑

砂漠の盾作戦というのはたしかあの時の詣で︑﹇入盗たり一日ニリ
ットル水分が要る︒ペットボトルの大きいもので㎜人当たり二本だ︒

それはキッシンジャ⁝の話ですか︒

五十五万入行っておったら︑かける二でしょう︒ものすごく膨大な
量が要るし︑第一線に配冒して︑ここで︑さあやめた︑兵を退けと
いうタイミングはすでに過ぎ査っている︒だから︑いつ始めるかの
闘題だけで︑やるかやらんかはもう決まっている︒ただし︑始めて
も︑オーデル・ナイセを超えて進撃することは決してしません︑と
いう︒

俳藤

海部 キッシンジャーの話です︒キッシンジャーはあの頃アメリカ
のどこのシンクタンクに属しておったか知らんけれど︑えらいいろ
いろ知っておって︑自信ありげに物も言っておった︒結果として︑
キッシンジャーが言っていたことが︑あとから顧みると当たってい
た と い う こ とですね︒

伊藤 それは多国籍軍の攻撃が始まるだいぶ前ですか︒
海部 だから僕はだいぶ前から言っていたんだ︒始まってもそうい

つまでも長引かんよ︒なぜかといういとキッシンジャーはこの廼び
きった兵軸線は兵の士気に関わる︒兵の士気が衰えたら戦争にもな
らんし︑犠牲者が巌て本国に帰る﹁麻の袋﹂が増えると︑本国の厭
戦気分も出てくる︒だからそんなに長期はやらないし︑侮よりも︑
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ちょっと脱線していいですか︒このごろ新閤を読むと︑ ﹇二コ口
三年に始まったイラク戦争のことを﹈大義なき戦争だとか︑大量破
壊兵器が見つからないという︒それが今度の戦争の問題だ︑という
ことがオールモ⁝ストの議論の根底になっているけれど︑僕はもう
一つ欠落している悶題点があると思うんですよ︒というのは︑本当

の核兵器は︑そう簡単に持ち運びできるような軽いものでもないだ
ろうけれど︑大量破壊兵器のほうは︑核だけではなくて生物兵器や
化学兵器がある︒しかもこのごろは︑フセインは全然持っていなか
ったんだ︑というようなフセイン善蓋論まで書く人がおるけれど︑
あれはクルドなど自国の住民にも使ったという歴史的事実があるわ
けで︑みんな知っているわけでしょう︒

そうしたら︑中東のわかりにくい国で︑そういったものをいつま
でもフセインが持っておるとは思われん︒入ってきたら︑やがて見

い︒なにかそこらへんに︑もう︸つ奥があるのではないか︒
伊藤 奥があるだろうと︑誰だって思いますよ︒
海部 けれど︑それを明かした入もいないわけです︒
又預 ないんです︒そんなことはわかるわけがないですね︒本当に

いまイランとかシリアが改めて問題になっているのは︑あっ

向こうの極秘中の極秘でしょうからね︒

佐道

そうですね︒だけどそれをアメリカがやり始めたら︑どんど

ちに流れたんじゃないかという話があるからですね︒

侵藤

ん広がっていきますからね︒

信じて疑わないわけだから︒あのころ︑サリンの問題が起こった頃
に︑サリンというのは︑晃をただせば生物化学兵器の一種ですよ︒

つかって取られてしまう︒それならいまからどこかに預けておけ︒

たまたま預かりましょうといって手を出したのが︑隣のイランだつ
た︑ということでしょうね︒イラ・イラ戦争をやりながら何だと思
ったら︑あの国は裏では絶えずアンダー・テ⁝ブル・シェイク・ハ
ンズの国だから︑そんなこちらの頭やこちらの良識で物を言ったら

なるほどね︑と思っていろいろ闘いたことがありますから︒

佐道 それは大変なことになります︒
海部 大変な広がりになる︒だから僕はあの一点だけ︒戦争の大義
がない︑大量破壊兵器が見つからないというが︑見つからんのは当
たり前で︑どこかご親戚筋に持っていっちゃっているわ︒それは鑑
測だけれど︑推測にあまりある事実があって︑僕もあれっと思って︑
もう一回今日資料を調べ直したり︑僕のところにその話を持って来
てくれた防衛庁の某幹部も門それはそうです﹂と言って︑いまでも

間遠えますよ︒現にこのあいだまた資料を調べ直したら︑百を超え

あいつらが作れるぐらいですから︑蟹家のカでは作れますね︒

海部 サダム・フセインはいまは持っていないだろうけれど︑逃げ
るときは︑みんな運び出せ︑運んでおけ︑といって持っていったと
思いますよ︒だからいま︑どこかでサリンの津があったとか影響が
出たとか書いてありましたが︑どこかに集め残した津が残っておっ

僻藤

のはせい諄い十数機︑

たとしても︑十何年経っておれば︑その効力はガタッと落ちておる
から︑そう心配することはないというのが︑このあいだ来た専門家

る数の飛行機が飛び上がって︑対空砲火を受けないでイランに着陸
して︑地下手に入っていっているんですね︒

ていくときに︑人間だけ積んで逃げていったのかな︑と思えば︑そ
うではない︒人聞は残っておったわけだ︒そうするといまごろ探し

︸割に満たないというんだね︒それらが逃げ

佐道 この湾岸戦争のときですね︒
海部 そうです︒それでアメリカが気づいて︑追いかけて落とした

たって︑残っているはずないじゃないか︒あれが終わったときに︑

ら︒

の意見でした︒だからこれから探しても見つからんということだと
思っておいたほうが僕は正しいと思うが︑しかしそれを除かなけれ
ば心配が取れないというので︑ヨ本はあれに踏み切ったわけですか

全部運んで隣に持っていったんじゃないか︒あるいは隣を経由して︑
そこからどこに行ったかわからんよ︒そこまで追跡調査をして︑な
るほど腹にストンと入るような説明や解説はいまだに︸度も聞けな
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伊藤 それは当然ですね︒湾岸戦争が始まるときにβ本は政治的な
﹁やりますよ︑そのときは支持してくださいよ﹂というこ

支持をすぐするわけですね︒だけど︑それを予告されていたわけで
はない︒
と を 言 わ れ ていたわけですか︒

そ れ は開戦の前ですか︒

海部
﹁政治的な支持を明確に︑トシキしてくれ鴇︑これはブソシ
ュから電話がかかってきて︑欝われておった︒
伊藤

海部 前です︒そして﹁いつ開戦するかについては︑まだ腹を決め
てないから言・尺ない︒だから必要なときは知らせるし﹂ということ
であった︒だけどあの開戦のゴチャゴチャになったら︑ブッシュか
ら電導がかかってくるのを待っておるだけではいかにも受け身だか
ら︑それで中山外務大臣に﹁お前は行ってベイカ；に会って︑蔑接

ベイカみ雲叢って報告せどと言って出したんだ︒﹁何三士
の何時とは言わなかったけれど︑相当な決心をしております︒だか
らもうあります偏という電藷が入った︒さもありなん︑と思ったな︒
薮鴬そしザ︑危機対策本部をつくるわけですが︑それはあらかじめ
そうなった場合にこうするぞ︑という準備をしていたわけですか︒
海部 そうです︒陶こうはある程度事前に通密をしたつもりでおり

ますよ︒ただ；︑あてが外れたのは︑C欝の現場中継がNHK

﹁いや︑いや漏と言っていた︒

テレビで始まって︑ベイカ⁝から敬った開戦時刻がまだ来ておらん
のに︑も︑︐やっておるではないか︒あとから界奨臣︑何をやっ
ておるんだ︑おま︑凡は﹂と言ったら︑

それはcNNが現場でやり出して︑ア凶リカの炸裂音が聞こえたの
は︑忘れもしませんが︑日本時問で七時半です︒通告を受けておっ
たのは厨本甲醐で八時半頃に始まります︑ということだった︒ただ
それは爆撃じゃないからね︒控訴始まるということです・
﹁攻撃
が始まるといってもよくわからんな︒艦砲射撃でもやるのか﹂とい
ったら︑ ﹁そんな古いものではない繍という︒こっちはそう思うわ

な︒そうしたら︑パーシングEを持っておる国だから︑そういうも
のが使われるだろう︒軍艦の上から撃ったんだね︑あれは︒それが

向こうから聞いておった時間よりも一時問早く︑CNNでいまいろ

いろ立環がしてる︒これは欝だろうか︑戦争の火ぶたが切って落とさ

れたんだ︒それは僕らもみんな聞いておった︒もう始まっておるじ
ゃないか︒外務省のアメリカ局長に︑ ﹁外務大臣はどこにおるん

そうそう︒日本時問の八時半が危険ラインだよ︒じゃあその

それで八時半の時間に合わせてみなさん集合されていたんで

だ﹂と言ったら︑ ﹁まもなく現われます﹂とか雷っておったね︒

佐道
すね︒

海部

前にみんな集まっておれ︑と言ったので︑七時前から集まっていた︒

そうしたらもうパラパラ音がした︒現場からだね︒CNNが﹁番早

始まるときには一応︑主要メンバーは待機して︑それに備え

かったけれど︑その場で撮って世界に流すんだから︒

佐道

そうそう︒

ようということだったんですね︒
海部

伊藤でも結局︑﹁日本はアメリカから事前にちゃんとした情報を
ありましたね︒

受けていなかったんじゃないか︑偲をやっているんだ﹂という声が

海部あった︒けれども︑聞いておりました︑内容はこうでした︑

なんていうア︑﹂とは書えんからね︒だいたいそんな碩にあるだろうと

思って︑外務大麗もあらかじめ派遣して︑．向こうの国務長官と前か
らいろいろな情報を交換していたんだ︒外務火臣からは﹁われわれ

の想像を超︑又た準備が遷んでおりますし︑いよいよあります︒繊月

何日かは断言できないけれど︑しかしできたら︑そういった準備態
勢をおさおさ怠りなきように︒いずれにしても︑今墨糸が危ない
と思います﹂ということだ︒それは瀬島さんから聞いておった︑月
が熱々としてくるのは何冒の何時頃でということで︑それなら未明

なら大丈夫だなというようなことが︑いろいろ合致したんだな︒

蟹湾岸戦争裕︵危機対策本部の設置︶
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傍藤 湾岸危機対策本部を設置するといって︑それはどういうもの
なんですか︒

海部 宮邸につくったんですね︒
伊藤 各省から入を出させるんですか︒
海部 もちろん各省から︒中心になるのは警察と防衛︑もちろん外
務は窓口です︒そこに︑当時はいかなる加減か金もいろいろ要るだ
ろうからといって︑大蔵省も呼んだ︒そうしたら党のほうが︑わし
らも入れておいてもらわんと困るぞと言い出した︒それはまた︑大
蔵大臣と政調会長が犬と猿だったから︑ ﹇橋本︺龍太郎とm加藤攣
六月だからね︒穴月も地獄耳で︑ ﹁おとつちゃん巨安倍ちゃんに︑

ちゃんと言わんとな︒いいか︑総理頼むよ︒私もそばに置いておい
てください﹂という︒彼はそういう意味では︑忠実な安倍の連絡孫
だった︒

﹁総理︑そ

あれは開戦直前だったかな︒

それは開戦直前の第二次海部内閣改造のときですか︒

えますからね︒

事実にあれを入れたな︑と思った︒病気になると︑誰でも気力も衰
楠
海部

楠
宏九九〇年U÷二月二十九日です︒
海部 じゃあその改造だ︒それでえらい恨まれた人が出てきたとい
うことですけれどね︒それはまあ仕方がない︒おれの責任で駄瞬だ
と言ったんだから︒それは安倍の意見を闘いたら︑安倍があれは駄
目だと言ったといって︑六月も﹁おれがしゃべると︑総理も信用し
てくれんだろうけれど︑わてがこの器械を持っていって︑安倍ちゃ
んからしゃべらせるんだから︑これはわかってちょうだいよ﹂と誉
って︑携帯電話を持っていっては︑生唾に説明して︑ ﹁いま総理が

﹁これは駄罠だよ﹂とか︑ ﹁これはこうだよ﹂と絶つ

闘いておりますから話してくださいと言います﹂という︒それで安
倍がそこで︑

たら︑その通りにしてあげた︒

それは法禽とかなんとかなしです︒例えば前哨のあるような

俘藤 いま﹇湾岸危機﹈対策本部に党も入れうという話がございま
したが︑対策本部というのは何に基づいてつくるんですか︒
海部

まあ︑そうでしょうね︒

小食

経済鍛策の閣僚会議とかは︑党と内閣の躾方が集まって︑そこで本
部をつくってやればいいんだ︒けれどこういう繁急異弼の雰常事態
の本部ですから︑そこは融通無碍にというと書い過ぎだけれど︑入
必要な人を入れる︒

れるわけだ︒

揮藤

はい︑必要な入を随時入れてやっていく︒

それは官邸の中の大きな部屋か何かをとるんですか︒

あまり大きな捷書はとらずに︑小さい部歴を取ってね︒

堂とか︑ 総理応接室とか︑そういうところでやりました︒
基本的に連絡調整の場駈ということになるわけですか︒

海部

物事を決定するのは閣議でないと玉露でしょう︒

佐道

俘藤
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門加藤六月は﹈当時まだ珍しかった携帯電譲というのを持ってお
った︒黒いこれぐらいの大きいやつだ︒そして︑本当にあのころ安
倍さんは︑いまから思えば順天堂に入っておったんだ︒

こに侮時頃谷っておりますから︑ここにおってくださいよ﹂と言っ
て︑そこに行って︑その携帯電謡から電話をしてきて︑ 門いまここ
には誰もおりません︒交換台を使っておりませんから︑ばれること
はありません︒これから安倍に替わりますから︑どうぞよろしく︒
私は席を外しますから﹂とか言って︑横で聞いておるに違いない︒
練 習 で すか︒

よく忠実にやってくれた︒それはその練習も前もってあったんだ︒
揮藤

﹁じゃあ安倍ちゃんに聞いてこい︑安倍ちゃんが頼んだら入

海部 真意を伝える練習だ︒それは携帯電話を使ってやるんだ︒誰
を閣僚に任命するかということで︑自薦他薦が多い中から最後の判
断は︑

れるし︑安倍ちゃんがいかんと言ったらその男はやめるよ﹂といっ
た︒そうすると六月が﹁ちょっと待ってください︒それはすぐ行っ
てきます隔といって走っていって相談した︒いまにして思えば︑六
つちゃんと仲が悪いやつだったものだから︑ああ︑こうなるように

海伊海
部藤部

門あんな者は替えろ﹂と言ったら︑

海部 もちろん閣議ですよ︒閣議にかける前に︑これに関する問題
は安全保障会議にかけるんだ︒けれども︑安全保障会議とかにかけ
ると︑最初にちょっとお話ししたように︑あのときの内閣の墨金保
障室長は自治省から連れてきておったものだから︑感度が悪いこと
お び た だ し い︒おれが怒って︑

石原君が﹁官僚にとってはこういうときに替えられたら
︒何か
次のときに必ず替えますから﹂と言ったが︑ ﹁そんなこと悟ったっ
て︑待っておれんじゃないか︒なんなら石原君︑鴛は副長官だから︑
内調室長の上の實妊者だから︑君が責任を持ってきちんとやれ﹂と
雷つたんだ︒それで彼は最後まで︑日本航空との裏の折衝とか防衛
庁との裏の折衝とか︑責任を持ってやった︒自治省上がりの地方の
あれは︑こういう切った張ったの修羅場には向かんなあ︑悪い入じ
ゃないけれど︑こういうときにはいかんなあ︑と僕は思ったな︒
掛藤 対策本部の本部長はもちろん総理がなるんでしょうが︑事務
方の中心になって動き回るのは副長密なんですか︒
海部 本当は内閣の五室長の中でやるのが碩当です︒内政室長とか︑
安保室長とか︑それから外政室長というのがおったんだ︒有馬﹇龍
外 務 省の人ですね︒

夫﹈君というのが︑外政室長だ︒
伊藤

海部 だから僕は︑内政は本当は警察か防衛庁からとったらいいだ
ろうと思ったんだけれど︑いかにもギラギラするゆだから自治省か
らとっておいて︑全翻の地方団体ともよく意志の疎通が取れる人が
内 政 室 長 に はいいだろうと︒

醗湾岸戦争17︵被災畏移送︶

被災民というのは具体的にはどういうことですか︒
海部 あの頃は︑幸か不幸か︑最後にはあまり鷹てきませんでした
が︑そういったことが想定されたんです︒戦場になると︑被災蔑が
出てくるだろう︒それから出稼ぎに行っている人もずいぶんおった
わけです︒そういう人も出てくるであろう︒そこで︑すったもんだ

の議論をしたんだけれど︑昆聞航空にそれをやってもらおうと恩っ
ても︑保険料を一気に高くしてくれんと保険会社がギャランティを
出さないとかいう︒

じゃあ結局︑そこでぶった屍理屈は︑ずっと読んでみたら︑ ﹁内
閣総理大臣もしくはこれに準ずる者﹂を運んでもいいと書いてある
んだな︒ ﹁内閣総理大臣もしくはこれに準ずる者鴇というのは︑常
識的に言うと︑各省大臣だとかそういうものだろうけれど︑ 一旦緩
急あった戦時国際法の中で︑内閣総理大置も人間だけれど︑被災民

も人聞なんだ︒人間という立場から考えたら︑尊厳は同じじゃない
か︒だから瞬翻総理大飯に準ずる人格者だということで︑本峯に困
っている入は線を引いて運んでやったらどうだろうか︒僕は一所懸

命そういう理属を述べたんだけれど︑ ﹁総理︑それは飛躍しすぎて
おります︒なかなか国会が通らんでしょう﹂という︒ところが團会
が通る通らんよりも︑被災民が出てきて︑本当に助けを求めている
ならば︑それが緊急避難の状況にあたるときには︑手を差し伸べる
のがもっと高い次元の救済ではないか︒自然法的な援助活動になる
のではないか︒

それから︑あの頃国際なんとか条約というのがあって︑被災渓は
助けなければならんとか︑いろいろなことを書いてあるわけだ︒だ
から︑屡本の飛行機にそういうところまで行ってくれといっても︑

日本航空も全日空も行ってくれないけれど︑アメリカの命知らずの

飛行機は行ってくれるわけだ︒エバーグリーンというところだ︒

﹁戦闘調始三時暴慢に先生

俘藤

それで︑質疑の五項農霞ですが︑

は記者会見をされて︑被災畏の移送を艮問航空会陰に要請する︑特
に自衛隊機を使用することも検討する﹂と述べられたわけですが︑

そういうときに︑いろいろなところで出た被災民を集めて拠点ま
で運んであげるために︑想定したのはヘリコプターです︒日本の持
っている大型ヘリコプターを持っていって運んでやったらいいじゃ
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ないか︑といったんだ︒そうしたらそこで話がついて︑そういう限
定ならば︑政令事項にしましよう︑政令でそれを決めて︑責任を持
つならばよろしい︑ということだ︒これまた自衛隊法の一〇三条か
何かに︑オリンピックの応援団だとか︑まったく関係ないものが運
べ る と 書 い てあるんだな︒

そういうことも全部総合的に考えると︑内閣総理大臣が人間の尊
厳として︑それに準ずるというか︑むしろ等しい人間だから︑この
際人間を助けるという意味で︑戦場に架ける橋ではないけれど︑戦
場に出す救済のルートだということでやったらどうだ︑ということ
で︑政令を作ったんです︒そして︑そのへんでそういうことが慧こ
ったときは︑大型機が発着できる拠点まで被災罠を集めて回ること
が で き る ︒ 政令は通りました︒

伊藤 それは塗筆隊のヘリコプタ⁝ですか︒
海部 はい︒乗せて運んでくるのは︑できればわれわれは日本航空
に行ってもらいたかったんだけれど︑行けないときはエバーグリー
ンでやればいいじゃないか︒輸送賃を払えばいいんだ︒その前にバ
ングラデシュかどこかの傷病兵や帰還兵や交替のときに還ぶのも︑
エバーグリーンで運んで︑金だけ払ったこともありますから︑それ
は そ れ で い いではないか︒

娯藤 このときは難罠みたいな被災民はほとんど出なかったんです
ね︒

わけです︒それから︑引き揚げなかったところもあります︒例えば
アラビア石油とか︒国境線のちょっと下﹇←南﹈のところで︑カフ
ジの油田を最後まで操業を続けたんだね︒そういうのも運んでやら

なければならん︑どうなんだ︑という議論も確かにしました︒

だから僕はあの時は︑ ﹁議論をしておってもしょうがないから︑
できることはやろう︒やった結果助かるなら助けよう︒あとから實

任をとれといわれたら︑責任もとろう︒謝れといわれたら謝りもし
ましょう︒けれども見殺しにしたということだけはいかん﹂と言っ
たんだ︒ ﹁男子翼然を恥ず﹂1︑それを決めたときに︑ある友人
が﹁君はいいことをやった︒男子支払を恥ず︑何もやらなかったと
いうことを恥じろ︑よくやった﹂と労った︒けれども何も運搬はし
ませんでしたが︑そういうセイフティネットを張り巡らしたという

ことがよかったんだよ︑ということに最後はなりまずけれどね︒

発動しなかったけれど︑生きているわけです︒しばらく経っ

横藤 結局︑避難畏が出なかったから︑さっきおっしゃった政令は︑
実際には発動しなかったわけですか︒

海部

◎やあ生きたわけですね︒

て︑収まってから︑執行宣雷もやりました︒
伊藤

海部 生かさなければ︑胸を叩いて大見得を切れません︒任しとけ︑
といって︑用意と準備だけはしたわけです︒
佐道 自衛隊法を改正して正々堂々と行け︑という議論もありまし
たね︒

れた人i︒

俘藤 イラク在住の日本人の救踵問題というのはどうなるんですか︒
海部 それはちょっとこれとはテーマが別の問題で︑入間の盾にさ

このときは社会党はどういう態度だったんですか︒

うがないじゃないか︒

内閣が責任を持つということだから︑それは責任を持たなきゃしょ

やったって︑いかんわけないじゃないか︒政令でやるということは︑

うのは輻写しておりましたからね︒できたら政令で行こう︒政令で

海部 そういう議論があったんですよ︒けれども僕は︑自衛隊法を
︑改正しているような時間も暇もないし︑それからあの頃の議論とい

俘藤 戦争開始のときには︑商社の著たちはほとんど引き揚げてい

俘藤

社会覚はとにかく︑

海部 ほとんど出なかったんだ︒出る︑出ると言われておったけれ
ど︑幸か不幸か出なかったんです︒

るわけですか︒

海部

﹁少な過ぎる︑遅過ぎる隔のおばさんが

海部 いや商社の中の︑言葉を気をつけて言わなければならんけれ
ど︑調子のいいところは︑何のかんの理屈をつけて引き揚げている
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伊藤
はい︑駄目︒自衛隊と名の付くものはみんな駄震︒

自衛隊は駄目︑ということですね︒

門愚臣ったら駄目よ﹂です︒

海部
前ほど勢力はなくなっていたわけですね︒

ま だ 威 張 っ ておった頃ですから︑

伊藤

海部 なくなっていた︒もう一つは︑たしか野間の援助団体が︑向
こうに行こうと思って︑お金もどれだけあるとかなんとかかんとか
言うから︑ ﹁それじゃあエバーグリ⁝ンという飛行機が︸圃行って
帰ってくると︑全部で二百五十万か三二万で︑一機往復できるんだ︒
その金で雇って行ってくればいいじゃないか︑やりなさい﹂といっ
た︒五百万集まったとか︑六百万集まったとか︑額は忘れましたが︑
そういうものの使い道がない︒あまったもので援助物資を買って持
っていくんだ︒

﹁今目は侮人来ているんだから︑何人分の飯はどこだ︑

そんな頃にいろいろな話があって︑実際に行っても︑向こうでは
﹁もう結構だ︑来てもらわんでもいい﹂という︒日本の浅間団体の
入が来たら︑

食堂はどこだ︑泊まるところはどこだ﹂とか言う︒自己完結力がな
い入が来てもらっても︑はっきり言うとありがた迷惑になる︒だか
らああいうときにああいうところに応援に行くのは︑自己完結力の
あるものがいい︒

だから僕は︑自衛隊を出さなければならんなと思ったのは︑せっ
かくそこまで譲現して︑しかも入隊するときに︑そういったことを
顧みずやりますよ︑という一筆を入れておる人たちだからだ︒けれ
ども自衛隊を出すことに対しては大変なアレルギーがあったから︑
炉まは新聞でよく言う昆主党がしゃべっておる国巡待機軍︑名前は
どうでもいいけれど︑僕も自衛隊ではなくするためには︑服装も替
えたらいいんじゃないか︒それから自衛隊員のみならず︑同じよう
あ り ますかね︒

な自己完結力のある組織が日本國内にはたくさんあるはずだ︒
伊藤

海部 あるよ︒例えば消防︑警察︒警察の機動隊︑消防の特別隊︒
あるいは日本青年海外協力隊の帰圏隊員︒激しい外地に行って生溝

と労働に唄えてきておる︒協力隊のことも僕は頭の中にいくらかあ
ったものですから︑答弁のときにああいう答弁がやれたと愚うんで

すね︒それが本当にできたら︑いまからでも行けるんじゃないか︑
と思うぐらいだ︒

話は飛ぶようですが︑いま自己責任の原則なんていうことでちょ
っと脚光を浴びたけれど︑洋間のブリ⁝ライターといわれる人々が

喜んで戦揚に行って捕まったり︑泣き言を言ったりいろいろしてお
りまずけれど︑捕まるのはかわいそうだと思うよ︒けれども︑ああ
いう戦場カメラマンになって一旗揚げようとか︑行って向こうで記

事を書いて自分のジャーナリストとしての出抵の窓口にしょうとか︑

いや︑いくらかどころか︑ほとんどそれですよ︒

そういう思惑もいくらかあるわけですよ︒
俳藤

海部 だから︑外務省がここに来ては︑ ﹁先生︑あれはもう十回出
している札付きです一とか︑ 門何回も行ってはいかんと言った札付

きです﹂と言って来るわけだ︒けれどもあのとき︑そういうような
ことが実質的にできるならば︑各界の代表が集まって︑それこそ自

衛隊でない︑貫本の平飼活動協力隊だとか︑名前は侍でもいいよ︑

考︑兄て︑そして自衛隊が中心になって︑それに消防や警察や青年協

力隊や︑そういう自濤自給能力を持っている人が谷つたほうがいい︒
彼らも危なかったんだろうね︒だから︑報道したいとか︑写真を撮
ってきたいとか︑そういう個人的な思惑のある人は従軍して︑その

訓練にもなるからいらっしゃい︒ 皿緒に連れて行って︑寝たり起き

たり薪割りをしたり︑いろいろなことも手伝わせてしごけばいいわ

けだ︒そういう気持ちが︑いまでもいくらかありますね︒

■湾岸戦争18︵九十億ドル追加支援︶

伊藤 戦闘が鰯始されて三週間ぐらい経って︑多麟籍軍に対する九
牽億ドル追加資金協力を発表されるわけですが︑この前もちょっと
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お話を伺ったように思います︒最初が四季億ドルでしたか︒
海部 最初が十億ドル︑それから周辺團援助という名目で二十二ド
ル︑そしてさらに十二ドル追加した︒アメリカの財務大臣︑ブレイ
ディがブッシμの伝雷だといって飛んできて︑いろいろ話して窮状
を訴えたから︑ ﹁おれのほうも予算舗度というのがあるんだ︑真っ
先に出せるお金は︑どんなに嬌本を脅かしても牽億ドルしかありま

せん︒ない袖は振れないという諺が日本にはあるけれど︑予算を通
すまで待っておってくれ︒通したら︑然るべきものをちゃんと応援
するよ﹂といった．あの時はガソリン税の四〇％上乗せと︑法弊税
の二％の上乗せを決めて︑それを財源にして補正予算を組んだんで
プラスした分は︑どこから出てきたんですか︒

すから︒

俳藤

海部 それはまったく別です︒全体として︑初め十億ドルといった
のが少な過ぎる︒本当にそうだと思うね︒こっちもそう思った︒も
っと繊してあげたい︒そこで九十億ドルまでなったわけです︒もと
は九十億ドルになって︑枝葉の部分が周辺蟹援助で︑トルコとかヨ
ルダン︑エジプトという友好的な国で影響を受けた国への支出が出
てきた︒それをやりましょう︒そうすると︑合わせてオール・トゥ
ギャザーで百三十号ドルになるということです︒囚十億ドルと九÷
億ドルですからね︒それをドルで決めてきたから︑あとになってか
らいろいろあったということは申し上げた通りです︒
俘藤 この九十億ドルも︑峯然追尋予算で出さなければならないわ
けですね︒

海部 それは︑財源は二％の特甥法人税の加算と︑四〇％のガソリ
ン代のアップと︑両方合わせて︑九十億ドル・プラス・サムシング
・モアをつくったんです︒それは為替差益分を出さなければならん

﹁大蔵雀が言ったって︑お前のところの親玉が

から︒二七億ドルちょっとあったと思いますけれどね︒それも全部
耳を揃えて払うためには︑そうなったんだ︒大蔵省は出す必要がな
いといったけれど︑

行って決めてきたことだから︑揮の締め方が足りなかったのはお前

のところの親方︒よく槙落してこい︑腹を括れ﹂と書ったら︑ 門は
い﹂と言っていた︒外務省はもっぱら︑ ﹁それで結構ですよ︑差益
分は払う必要ありませんよ﹂と書っておったんだけれど︒
俘藤 差益じゃなくて差損ですね︒
海部 差損だ︑損したんだから︑わがほうは差損だ︒七億ドルプラ

そうですね︒額がでかいですからね︵笑い︶︒

スαの差損でした︒ああいう国際的な為替差益とか為替差損という
ことは︑口では需っておったけれど︑実感したのは初めてですから
ね︒

俘藤

佐道 額がでかいですからね︒いまの銀行預金と違いますからね︒
九十億というのは︑アメリカ側の要請の額ということになるわけで
すか︒

海部 いや︑九十億ドルといったら駄目だと︒言われた通り出すわ
けに堆いかん︒だから︑町昨の呼吸で︑だいたいこれくらい幽した
らお前のほうは拒否しないな︑溝本尊内で少な過ぎる︑なんていう

のが多いから︑これだけ出したらいいよ︒あの時は百億ドル出せと︑
タシマルクになる︒丸く足して欝と書っておけば︑あと遽加された
ときに︑全部出したからと言えるじゃないか︑という勇ましい意見
もありました︒それは加藤政調会長の意見さ︒だからみんなが︑龍
ちゃんが九十で胸を導いてきたから︑加藤はそれが気に入らんから
百にしろと言ったんだ︑という裏語があったくらいだ︒こっちも出

すならば︑九十億ドルのほうが言いやすい︒あの頃はそんなことで
すよ︒

というのは弾が早発使うのか︑戦争がいつまで続くのか︑どれぐ
らいどうなっているのか︑専門家でないからわかりません︒だから︑

例の作戦指導参謀さんたちは︑ ﹁第二次︑第三次が来ることを︑総

理︑覚悟しておいてくださいよ﹂という︒ ﹁ああいいですよ︑しょ
うがない﹂︒ただ国民のみなさんが受けてくれるかどうかわからん
けれど︑もうちよつとお願いしますよという場面が来るかもしれん
なと︑そこまで覚落はしておりました︒正直にしゃべればわかって
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ういう展開になりそうだというシミュレ⁝ションはなさっていたわ

もらえるものだという汐待ちでしたね︒
佐這 一月十七日に戦闘が︑ミサイル攻撃とか窒爆とかで始まって︑
地上戦が始まったのは二月になるわけですね︒十七ヨにアメリカの
攻撃が始まった時点で︑アメジカからの情報はいろいろあるんでし
ょうが︑官邸でも湾岸戦争の推移︑展開について︑予測として︑ど

断だったと︑僕は僕なりに解釈しておりますね︒

ちょっかいをかけられても︑独立自存ができるだろう︒そういう判

則が崩れて︑もっと悪いやつが出てきて︑もっと悪いことが起こる︒
サダム・フセインのカは温存しておいて︑サダム・フセインを使っ
て︒︸民力が強いと向こうが霞っておる本土防衛隊とかいう直轄部
隊は︑サダムの下に無傷で置いてお甘︑そうすると︑近駈の国から

けですか︒

か︒

海部

あのときアメリカは︑これは終わったと見るわけです︒近く

掛藤 それを今度はぶつつぶしたわけですから︑えらいことですね︒
その四月三ヨに︑先生は首脳会談のために渡米されたわけですが︑
これは具体的にはどういうことが議題というかテーマだったんです

﹁トシキ︑そん

海部 みんながそれぞれの筋道があって︑やっていましたけれど︑
私は︑いろいろブッシュさん本人の電話や︑さっきちょっと捻った
キッシンジャーが解説をしてくれた話や︑瀬島さんが解説するいろ
いろな詣を総合的に事案してみると︑ブッシュは︑

︵いまとまったく違うわ﹀︒

中東の新しい体剃のことですか︒

な に い つ ま で も長期間にはならない︒

伊藤

そうです︒徴界の︒当時はヨ⁝ロッパ諸国とも意見の対立は

というような言い方はしませんでした︒もうこれは終わったんだか
ら︑先のことをひとつ考えようということで︑なんとか言ったな︒

ちゃんと片付けるから︑心配せんで見ておってくれ﹂という︒
佐道 いまのイラク問題も︑こんなに長引くとは思っていなかった

海部

私の資料には︑

﹁初めて公式にコメ市場開放をアメリカ大統領
それはありました︒

たときです︒

轡藤 なんだ︑戦争が終わったらすぐそれか︒
海部 それはどこで書われたかというと︑彼の霧荘に呼ばれていっ

海部

が要請鳳と書いてあるんですけれど︒

楠

以上のことは言いませんでした︒

そして︑そのときは日本にはよくやってくれたと感謝をして︑それ

張ってくれということですから︑一番よかったんじゃないですか︒

督藤 まさに多国籍軍ですからね︒
海部 そうです︒そしてヨーロッパのほうも︑アメリカに︑よし頑

ありませんでしたからね︒

んじゃないですか︒

伊藤 いや︑政権を残して︑ここで線を引いて終わりにしたわけで
すから︑後片付けをする必要はないからいいわけですね︒今度は軸
部やつちゃつたから︑後始末もしなければならないわけですね︒

膿B米構造協議︵九︻年四月訪米︶
俘藤 このときは︑だいたい鉱質十一日に惇戦になるわけですが︑
海部先生がアメリカに行かれた四月三年忌たりには︑だいたい先が
見えてきていたと思うんです︒そんな状態でございましたか︒
海部 だいたい先が見えてきていました︒もっともアメリカは︑初

めから脚本通り済んだ戦争だと思っていますからね︒いまから言え
ば︒カで行けば︑全然大丈夫だ︒
後藤 あのときも︑行こうと思えばもっと行けたわけでしょう︒
海部 行けたけれど︑行くと︑それはバランス・オブ・パワーの原

極論 それがニューポートビーチなんですか︒
海部 ニューポートビーチです︒コメの開放のために︑僕は事前に
党内の調整は済ませて行きました︒そしてそのときに有名なセリフ
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は︑

﹁よし︑海部君︑何でもいいから決めてこい︒アメリカあって

の霞本だから︑ヨ本あってのアメリカじゃないから︒アメジカがや
ってくれと書うときは︑よほど霞つたことじゃないと言わないから︑
コメだろう︒胸を添いてこい︒あと党内がゴタゴタ霞ったら︑おれ
が 責 任 を 持 つ ﹂ということだ︒
誰がですか︒

﹁よし︑

﹁そういうことを言い出すと︑トシキ︑きりがなくなるから︑

海部 そうでしょう︒だからそれをよくしてくれなければ︒あの頃
はいろいろ想定闘答をもらっていって︑ブッシュにも需つたんだけ
れど︑

まず日本がリ⁝ダーシップを発揮して︑こうやれ︑と言ってくれる
と︑みんながそれについて行くから︑ついて行きやすいんだ︒それ
はアメリカを助けることになるんだ︒おれを助けるよりも︑おれが
議会といろいろやるときに︵あの時はファーストトラックとか震っ
たな︶︑それを通して全部OKをとるから︑屡本がまず率先して︑
それでやってくれ扁という︒

うな大局論を︑おじさんはアバウトにぶつわけだ︒そうすると当時
の農業関係の渡辺美智雄だとか中川一郎︑農林族の韻沢吉郎だって︑
みんな金丸さんに﹁そうだろう！﹂︑と言われたらそれっきりなん

金丸さんは門それでいい︑やれ︒おれが責任持つ﹂という︒そう
いう話は︑アマコストを通じて金丸さんは豪し合いをして︑もう伝
えていると思うから︑ ¶海部君︑行ったら言うから︑ブッシュのほ
うは受け口になってやれよ︒それが世界の大きな流れだ﹂というよ

は︑

だ︒あれはありがたいおやじだった︒

日本は︑ アメリカあっての日本だ︒そこをみんな間違えるな︒答え
だから︑やってやれ﹂という︒農林大臣が渋い顔をしておって

も知らん顔している︒あれでだいたいそういうふうに決めていった

ですね︒

い︒

佐道 実際には開放というのは難しいですね︒方向はその方向しか
ないといっても︑ウルグアイ・ラウンドでも︑まだそのあとでもゴ
タ ゴ タ し ま す からね︒

海部 よその国と問時履行の抗弁権というのもあるけれど︑アメリ
そ う で すよ︒

海部先生の庇護者としては最大ですね︒

んですね︒ ﹁基本的にコメ市場は開けよう隔と︑誰かが言ってくれ
なければ醐かないような状況であったし︑アメリカとしてみても︑
臼本とのあいだでちょっとやらないと︑アメリカの農罠もそれに頼
ってきたわけですから︒ありがたいことに︑あのころ日本はアメリ
カから農産物を一番たくさん輸入しているんです︒
伊藤 農産物は輸入しているんですが︑コメは︸粒たりとも入れな

らいはやらなければいかん︒二本あってのアメリカじゃないんだ︒

わかった︒一面だったっけ輪
という︒ 門ロメの謡です﹂ ﹁コメぐ

頼んだことを雷ってちょうだいよ︑
ここで﹂と言ったら︑

そういうことを言いそうですね︵笑い︶︒
あっちに行って胸を剛いて︑こっちでも胸を叩いて︵笑い︶︒
そういう点は︑あのおじさんは本当に頼りがいがある人なん
政府与党の連絡会議でも︑おれが﹁おとつちゃん︑このあいだ

金丸︒

。部藤道部藤

カはアメリカで勝手に保護している懸がたくさんあるんだから︒
掛藤

最大の庇護者だったな︒
大丈夫︒

竹下さんはどうですか︒竹ちゃんも大丈夫ですか︒

コメの問題はなんとかしましょう︑ということを言ったわけ

﹁なんとかしましょう﹂じゃなしに︑ ﹁日本にとって農業と

きますよ﹂

﹁わかった﹂

門わかったらちょっと静かにしておってく

が必要だから︑それは任せておいてもらいたい︒しかも選挙を前に
してそれをやったら︑アメリカは目塗の敵だという社会党政権がで

いうのは非常に大切な問題だから︑よほど手順手管を考えてやって
いかなければならんから︑そうせつかちに掌を返すように︑虜囚返
事しろとか︑明日やれとか︑それは晒る︒激変を緩略していく期間

海部

俘海伊海債
藤部藤部藤
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﹁構造協議のほうは私が貴任を持っていろいろ

ださい﹂︒あの頃はコメだけでなしに︑ヨ米構造協議というひどい
問題があったから︑
やると言っているんだから︑見ておってください﹂︒

佐道 構造協議のほうは︑湾岸戦争が始まる前に最終報皆が出てい
ますね︒八月二日にイラクのクウェート侵攻がある︑その前の九〇
年六月ですね︒今度はその実行をどうするかということですね︒
海部 実行は︑アカデミック・ディスカウントなんていう擬度をや
めにして︑大型電子計算機が売れるような話をもうちょっとコマ⁝
シャルベ⁝スに乗せてくるとか︑いろいろな努力はしましたよ︒そ
れから材木の話でも︑合板をどうするこうするということは︑中に
入って細かく実務者会議でやりました︒そういうことは石原宮房副
長 宮 が ︸ 所 懸命やった︒

佐道 その四月三日頃霞米首脳会談の︸番大きな議題は︑何になる
わけですか︒湾岸戦争が終わる直前に先生がアメリカに行かれて︑
海部
戦 争 の 話ではなくて︒

アメリカとの聞はやっぱり構造協議でしょう︒

はい︒海上自衛隊を派遣したのは戦争が終わってからです︒

e

伊藤

もちろんそうですが︑もうすぐ終わるじゃないですか︒

海部 なんとかしなければならんな︑と思い始めた頃に︑もうちょ
っと調べてみなければわからんが︑ドイツが贋すと行ったでしょう︒
ドイツの憲法裁判駈が︑それはいいことだと認めたから︑ドイツの

掃海艇が回り始めたわけですね︒だからあの頃︑国会のやり取りで
も︑製本もそれぐらいのことはやれるし︑また霞本が胸を張ってお
役に立てるのは︑β本近海の掃海活動で今蔭まで実績を上げてきて
いることだ︒だからペルシャ湾に行ったって︑状況はほとんど変わ

海上自衛隊の一番の得意技ですね︒

りがない︒

伊藤

海部 任せといてくれというところだ︒だから落合たおさ﹇掃海部
隊現地指揮宮﹈なんていうのは喜び勇んで︑参加したわけです︒
伊藤 それは前々からやっていたというのではなくて︑停戦になっ
てから考えたということですか︒

海部 いや︑考えは停戦になる前から考えておったし︑せめてお役
に立てるならば︑ここまではやってもいいというような内々の腹は
決まっておった︒それは︑ 門よくご決心なさいましたね︒それをや
ると世界申に対するあれも変わりますよ︒何もこちらから攻繋を仕
掛けたり︑機雷を敷設に行ったりするんじゃありません﹂という軍
事専門家のいろいろな話もあった︒

けれどその頃︑防衛庁の内部に︑前にも話したかもしれんが︑調
べればすぐわかるな︑早稲贈から防衛庁にエリートで入って︑一番
愚世したやつが飛んできて︑ ﹁これはとてもできません︒訓練を受
けていません︒そんな長蓮離の航海をして︑とてもできません︒裏

庭に行って掃除をしてくるぐらいのことは︑子供の頃から親に言わ
れてやっておりますが︑そんな知らん遠いところまで行ったことは
ありません﹂と意うんだね︒

伊藤 あれは小さい船なんですね︒
海部 五〇〇トンの船で︑そんな荒波を越えて︑向こうまで行けな

いというんです︒しかも木造船でしょう︒だからそんなころ僕は︑
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ブッシュさんと会談されるときですね︒
伊藤

海部 戦争はもうさっき申し上げたように︑向こうはもう終わった︑
勝った︑山手にならん︑あとは時聞の問題だということで︑さあ次
は こ れ だ ︑ ということだった︒

佐道 もう次の段階に行っているわけですね︒
海部 新しい世界地図をどうやってつくっていくかというようなこ
とにポイントは行っているんだと思うな︒

錘湾岸戦争19︵掃海艇派遣︶
海上自衛隊の派遣問題は︑そこでは議論にならなかったんで

移す伊
部か藤

むかし大竃重信が冷罵観測船が行くときに︑壮行会に行って︑ボケ
ソトマネ⁝を五万円出して︑これで鉄板を買って木造船の横に打ち
付けていけと言ったという話がある︒だから長南丸というのは急遽
︸センチの鉄板を張って行った船です︒その故事もあるから︑その
ぐらいの金なら出せるし︑匿本の造船のカも残っているからいいじ
ゃないか︑僕はそのことから思って﹇鉄板を張れと扁言ったんだけ
れど︑それは全く間違いであった︒それは機雷に早くはぜなさいと

閣の責妊でやりますから︑法案を通してくれなんて言ったら︑また
酢だの賄蕩だの︑タカ派とハト派の神学論争が始まって︑いま㎜量っ
たおじさんたちが出て来て︑いろいろなことを言い出すから︒中退

根さんなんかはそのときは︑ 門海部君︑むかしからそういうことが
あったんだから︑君のやっていることは間違いないから︑やつちゃ

え﹂というようなことで︑応援してくれた︒

けれどもあの時は︑通儒砲設を寄付するということが闘題になっ
たんだって︒要するにペルシャ湾が安金に航海できるように︑どこ
の船が使うかも別にして︑通信施設をペルシャ湾に寄付して設置す
ること︑それがイラ・イラ戦争で掃海艇を出すか出さんかで︑出し
たらもう自分が︑といって神学的な反対論をぶたれたおじさんたち
がケツをまくって︑さすがの康弘さんも降りちゃったわけだ︒その
とき︑竹下さんが大蔵大臣で︑いくらかそのお金は出すといったら
しいんだけれど︑それは別に補正予算を組まなくても︑予備費の中

門 蟻 の︸穴だから駄目だ﹂という ︒

﹁駄園だ﹂とい

佐道 イラン・イラク戦争のときに強硬に反対された方がいらっし
ゃいますね︒そういう方はどうだったんですか︒

大したことがないと言ったら︑そうじやない︒

佐道 聾意で言ったのに︵笑い︶︒
海部 本当に好意で︑それぐらいやるよ︑それぐらいの金ならそう

いうことだ︒軍事的な無知をあの時はさらけ繍しましたね︒

海部

から出せる分で︑ほんの二千万円ぐらいではなかったな︒それで出

朝から晩までおれのところに電聴してきて︑

被のほうが︑少しご協力しますといってきた︒あそこを使っている

あの頃ご記憶にないかな︑重油を流されて︑ウミウが重油を吸っ
て死んでいったかわいそうな姿がずっと出ましたね︒そしてダーツ
と油田に火をつけられて燃え上がっておった︒あんなときに︑船会

るではないか︒だからやりましよう︒

そこが軍和の海に質的な転換を遂げたあとならば︑二本にとっての
生命線であるから︑すべての圖民の生活を守ることになるでしょう︒
そのために︑持てる技能︑龍力を発揮すれば︑別に大砲の弾を撃た
なくとも︑何もしなくても︑お役に立てるというならば奮んでくれ

俳論 掃海艇の代わりにそれをやるということですか︒
海部 代わりにそれをやるという︒ところがこちらになったら︑掃
海艇をドイツも鐵すと言い出したし︑僕は掃海艇を出すことは︑あ

は出て行かなくなったわけだ︒

すという約束をして︑その後どうなったのか︑僕も追跡調査をして
いないけれど︑そのことで︑あの火は消えたんです︒だから捕海艇

佐道やっぱり駄震だと雷うんですね︒
海部
レつG

佐道 戦争が終わっても駄目だというんですね︒
海部 僕は﹁戦争が終わった︑停戦条約ができそうだ︑アメリカは
勝つことを確信しておる︒ただ停戦になるまではやりません︒国連
の安保理で停戦決議が成立したら︑平漁の海に変わるわけだから︑
それから行きます︒それでもいけませんか﹂と雷ったら︑ 州それは
蟻の︸穴になるから駄頃だ﹂という︒
佐道 擶海艇は実際に派遣されたわけですが︑その前にアメリカの
湾岸攻撃が始まったときに︑政令によって︑自衛隊のヘリコプタ⁝
で避難艮を運ぶということをお決めになりま←たね︒これはいろい
ろ戦闘状態が起こっている地域で出てきた避難民を運ぶということ
ですから︑より大変な問題ではないかと思うんですが︑そのときの
党内論議はどうなっていたんですか︒
海部 党内論議が起きるといけないから︑私は政令事項にして︑内
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船会社で︑いまから思えば︑自分たちの金儲けの航海用だからね︒
けれどもそこにオイルスキーマ⁝というのを持っていって︑油をず
っと吸い込んで︑地上に上げて砂漠に埋める︒それを二︑三圃繰り

支持するグループが︑あの頃ほんの一部だったけれど︑社会党の中

という最後の結論を言ったよ︒﹁掃海艇を出すことは︑自衛隊が組
織として出て行くことだから︑いかにいろいろなことがあっても︑
自衛隊の存窪が憲法違反だから︑だから社会党は賛成できない︑反

うなよ扁と書ってやったことを思い出すけれど︒そういったことを

対する﹂という︒ ﹁お繭︑そんな結論だけ無理してゴチャ︒コチャ言

返せば︑燃えている油だけ消せるわけです︒それは晟問の船会社と
鼠食会社がやって︑できたことです︒
だから航海路を確保するために必要なことで︑武力による威嚇で

社会党は携にそのこと自体に猛烈に反対したというわけでは

にもおったんです︒

幌藤

ないですね︒

前に出て来て︑

﹁トミさん︑それはやり過ぎじゃないか﹂と書つたん

門こんなことは駄目だ︑みんなここで下がれ︑下が

海部 ないんです︒でも上の方が猛烈に反対したんです︒当時鷹対
委員長が村山憲撫だったから︑あれが出て行って︑ガンガン反対だ
とやったことをよう忘れません︒村山内閣ができることに僕が本能
的な反発を感じた直接の理由の一つは︑そこにあったんだな︒目の
れ隔という︒

その問題はまた何回かあとの先生への質問になりますね︵笑

だけれどね︒

佐進
い︶︒

なかったら掃海艇は行くべきだ︑行った方がいい︑と思って︑閣議
でも決定をして︑霞を決めて︑本会議で報皆をしたときは︑衆議院
はよく間に合ったけれど︑残念ながら参議院のときは二日ぐらい遅
れた︒だから演説をやり出して︑こうこうこういう理窃で掃海艇を
出すことは政府は決心し︑その所要の手続として︑それも政令事項
でやつちゃったんだけれど︑ ﹁所要の手続が終わって︑ただいまペ
ルシャ湾に向かって走っております﹂と報告したんだ︒そうしたら︑
また遅すぎると言われるんだけれど︑それは遅すぎるんだ︒出発す
る前に報零しなければ︑了承のしようもないじゃないか︑という議
論にもなりました︒とにかくそれだけ手続をやって︑無事出て行っ
たということです︒それすら蟻の一穴だと言って︑怒られたことも
覚えております︒

伊藤

佐道

非常にいまの問題を重なってくる間題ですね︒

十年ちょっと経ちましたから︵笑い︶︒

︿以上﹀

本当にそうだ︑先取りだ︒ちょうど五時半になりましたので︑

俘藤 たしかに密衛隊が部隊として遠方に行くのは初めての事態で

ここで切ります︒どうもありがとうございました︒

﹇二〇〇四年になって﹈ついに多国籍軍に参加することになり

すからね︒蟻の一穴であることは間違いないですね︵笑い︶︒
楠

撰藤

歴史は繰り返す︑ですね︒

ましたね︵笑い︶︒

海部

このときといまと違うのは︑

それから社会党の中にも賛成派がおるということです︒

﹇いまは﹈社会党がほとんどな

俘藤
海部

当 時 ︑ですね︒

いということです︒

伊藤

は い ︒ですから記癒にないかな︒

州憲法違反だから反対だ﹂

海部
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第31図

オーラルヒストリー質問項闘
（20G4鋒7月26

H）

今回ぱ、湾岸戦争以外のお話を中心にお願いします。

1，

国運平和協力法案が廃粟になった1壷後の90年二月12日、r即位の礼」が行われま
した。徴界158力国、2機関から國賓などをお迎えL、来鶏した多数の首脳と会談
されたわけですが、危機のさなかのこの国家行事については、どのようなことが印
象に残っておられますか。

2．

翌年（91年）1月9H、韓国を訪問されます。「来来恋向の日韓新時代」を首脳会談
で確認されるわけですが、このときの訪韓のご印象などお願いします。

3．

4月7日、第12園統一地方選挙がありました（13都道府県知事選挙と44道府
票議選〉。このときの結果は、地方選挙では乱民党が圧勝したものの、東京都知事選
挙では自民党公認候補の磯村氏が現職の鈴木俊一氏に敗れるという波乱がありまし
た。磯村擁立を椎進したのは公明党との二二を重視した小沢幹事長といわれ、磯村
敗能の責任をとって小沢民は幹事長を辞任します（ξ愛｛≡E：ノ］、i美i］恵三三）。小沢疑の辞儀

は海部山臥にとってマイナスだったとか、竹下派とのパイプがよわくなったなどさ
譲ざまな評儘iがありますが、案際はいかがでしたか。

4．

闘16ff、ソ連のゴルバチョフ大統領が来日しました。6團、13時間を越す長時間
の首脳会談の結果、択捉・隔番・歯舞・色丹と千島を初めて萌記した上での領土問
題の解決と平押条約の締結を農揃すことをと記した：日ソ共闘声明を発表しました。
これは大変重要な成果であったと思いますが、ゴルバチョフ来日の経緯や北方瞬島
明記にいたる交渉の状況などお願いし萩す。

5．

嗣じく4月、前圃うかがった播海艇派遣（24日）の直後、27日置先生はASE醸5力
圓（マレーシア、タイ、シンガポール、ブルネイ、フィリピン）歴訪に出発されま
す。5月3日にはシンガポールで、日本とASffANとの熟成したパートナーシップを
求めるという敢策演説をなさいますが、このときのASE姻訪問のE的や現地での状
況などはいかがでしたか。

6．

7．

局月25H、リクルート事件で離党していた中曽根元菖相の復党がみとめられました。
一部報道では先生も中二三氏の復党をご存知でなかったとぜ云えていますが、この時
期にどういつだ経緯で中曽根氏の復党は認められたのでしょうか。

5月isN、安倍晋太郎氏が死去しました。総裁候補といわれながら病気に倒れたわ
けですが、安倍氏死宏について先生はどのようにお感じになりましたか。また、安
倍派後詰争いが三塚・加藤六月民の聞で展麗されるわけですが、これについてはど
のようにごらんになっておられたのでしょうか。

※統一三方選からこの時期、秋の総裁選挙に隣けて各派の動きが活琵化していきます。
その問題と引治改革問鷺が連動しますので、それはまとめてお聞きすることにして、
政治改革以外の重要問題について先にお粘きしておきたいと思います。

8．

5月27臼、圏連軍縮京都会議を主催されます。ここで、通常兵器の移転報告凝度を
提唱され参加国の問意を得られます。この制度は7月の四ンドンサミットで睡運総
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会での提出を提案しておられるわけですが（12月9日可決〉、軍縮会議主催の狙い
や飼鋼度提唱の意義などについてお願いします。
9．

6月3日、前年から噴火溝動を続けていた雲佃普賢岳で大火碑流が発生し、多くの
被害が出ました。翌4日、「雲杣普賢岳噴火非常対策本部」は設置され、先生も現地

視察されます。書賢綴の噴火活動は前年からであり、このあと6月8B、9月15N
にも大火砕流が発生するなど被害は拡大し長期化します。鎖然災害への対応はなか
なか園難ではありますが、E体の場合、こうした緊急事態への対処問題でよく政府・
良治体の初動や連絡などが問題とされます。このときの場食、政鰹の薄応として先
生がとくに気をつけられたのはどのような点でしclうか。
1

O．

7月10賑、ブッシュ大統領と着脳会談のため訪米され（ケネバンクポート）、その
後15日から第17圓サミット（ロンドン〉に参撫されます。このとき、初めてソ連
のゴルバチョフ大統傾がオブザーバーとしてサミットに参加したわけですが、この
ときのサミットの印象などお願いします。

1

1．

uaンドンサミットが終わるとそのまま欧弼に滞在され、第一圃貝蔭C首脳会談を行わ
れヨ・EC共周宣言が出されます。欧頻統合の流れにのって、欧弼との関係強化を進
められたわけですが、このときの欧甥訪問のご印象などお願いします。

1

2．

欧粥訪問がおわったあと、8月10Hに今度は中国・モンゴルを訪聞されます。中国
に関しては、天安門以來、西側首脳としてはじめての訪閤になりますが、この時期
の中国そしてモンゴル訪問を行われた経緯や訪闘されたご印象などお願いします。

1

3．

8月19臥ソ連でクーデターが発生します。先生もサミットで顔を合わせたばかり
のゴルバチョフ大統領はこれで失権していくわけですが、横瀬を驚かせたこのクー
デター騒動では、米麗との連絡や在留邦入の保護など、政府も大変だったと思いま
す。このときのクーデターへの対応などお願いします。

※今回は以上のような点についてお願いします。
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懸現在の政局から︵二〇〇四年参院選︶
このあいだの選挙﹇七月十一優の参議院選挙﹈はいかがでし

もう終わってしまいましたが︒

伊藤
そうそう︒事実︑議席の数にすると︑一増一減ですね︒

現状維持ぐらいに思っているんですか︒

自覚症状が足りないわ︑みんな︒負けたと思って

海部
それはそうですが︑票数を考えるとね︒

からね︒

と一緒に保守萩党から自畏党に移ってきた山谷えり子︒あれは何か︑
宗教団体のバンクがついたんですかね︒悪例但で︑彼女自身も﹁当
選するか︑わかりませんけれどね﹂なんて︑最初は言っていました

楠ちょっと意外だったのは︑意外と言っては失礼だけれど︑先生

いる︒七千票ぐらいしか差がないんだな︒

けれども︑隣の三重県なんかでは︑非常に長いあいだ議長の下で︑
信用統治もいいところですからね︒それがああいう目に遭ヶ︒それ
から岐阜の松聞岩男なんかも︑あの無風区でもうちょっと﹇粟を﹈
取っていないといかんなと思うやつが︑あそこまで追い詰められて

なを激励した︒

今度二入立てた合計﹇得票﹈数のほうが多いんですよね︒ 晒せめて
それをもって目すべし︒みんなよくやった﹂と言って︑最後はみん

窪しみみたいだけれど︑この前の小泉ブームのときの得票数よりも︑

海部 それから︑愛知県の地方の票数だけを考えると︑これは負け

撰藤

ないんだもの︒

的に負けないと︒

まあまあ︑ですね︒負けて諦めるならば︑もうちょっと徹癒

まあまあ︑というところですか︒

終わったことだけれど︑まあ︒

o

海部 そちらに送っておいたほうが当選の可能姓が多いから︒二階

グループにおっては駄目だから︒あれは森派にカウントされるんだ

でもずいぶん取りましたね︒

よ︒ただ︑宗教懸体の票がついたわけだ︒
俘藤
取りました︒

極藤

﹇伊藤﹈先生もご存知ですか︒

そうですね︒上の方でしたね︒

自民党の中では五位ぐらいだったんですね︒

海部

楠

僕は名前だけ︒

楠

伊藤

しばらくやっておった︒

楠 お父さんが有名なコラムニストだったんですね︒
海部 山谷親平といった︒それで﹁朝までテレビ﹂の初めの頃は︑
僕らともよく栢孚をしたし︑産経新聞の関蓮の婦人新聞の編集長を

楠 彼女がまだバッジをつけていたとき︑衆議院を一期やっている
んですね︒そのときにイラクに行って︑帰ってきたらご主人が交通
事故か何かで亡くなったという︒

海部 交通事故の不慮の死です︒
楠 だから家族会議を醐いて︑イラクなんかこの時期に行かないで

くれと︑お父さんも含めてみんなで引き留めていたのが︑お母さん
は元気で帰ってきたのに︑お父さんが亡くなったという悲劇があっ
たそうです︒

そんなことがあったな︒

拉致議連副会長なんかもやったりしている︒考えがよく合うな︑

海部

楠

と思いまして︒

掛藤 かなり居動していますね︒
海部 活動家なんですよ︒だから僕もそのことは信頼をして︑彼女
の家の近くとか︑選挙事務所をつくるときとか︑そんなときに行っ
ては街頭の三星演説もよくやってあげた︒けれども︑こうなったら
大きな組織をつけなければ魯らん︒いろいろ謡をしておったら︑そ

霊友会か仏所護念会か何かですか︒

ういうものがあるというから︒

楠

一
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海伊海た伊
部藤部か藤

かったはずだから︒

海部 結局︑仏所護念書ですよ︒
俣藤 やはりそういうのが票になるんですかね︒
海部 彼女の場合は票になりましたね︒それがなければ当選できな
ばならない︒

海部

伊藤

はい︒そしてそのかん︑こちらも迎賓館に行っておらなけれ

けっこう大変ですね︒

楠

にわたったんですね︒

がいいと思います縣というようなことがありまして︑結局︑三口間

楠 昔︑父の頃は七十〜八十万票取らないと当選できませんでした
が︑いまは場合によっては十数万で当選できまずからね︒そのぐら

海部

まとめられるグル；プがあった︒ ﹁気候温暖化で氷が溶けるから︑

そんなにはやりません︒申し訳ないけれど︑島嘆濁といって

でもこれは︑すべて百五十七ヶ國とやるわけではないでしょう︒

い だ っ た ら ︑はじき浮せますね︒
伊藤

それはわれわれの閣の存続に関わるんです﹂というようなことを言
いたいと島喚国は事前に言って来たから︑そういうのは全部まとめ

党 名 を 書きますからね︒

翻﹁即位の礼﹂と式典外交

︑て︑九ヶ国金部に出て来てもらって︑代表の意見を聞いた︒ ﹁特に
ほかにありますか﹂というようなことで聞いたんですね︒そしてそ

してはけっこう大変でしょう︒

海部 はい︒あのとき本当にしみじみと竹下さんが言った書葉は︑
﹁やっぱり人間には運不運︑向き不向きとかいろいろなことが言わ
れるけれど︑自分はお葬式のほうを取り仕切った︒あんたは︑ご即

一
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れが足かけ三警になったんですから︑それは相当な努力でしたよ︒
撰藤 それに式典もあるわけですね︒郎位の礼というのは︑総理と

会談が行なわれたのかな︑と思ったんですが︒こういう場合は︑梢

位のお祝いのほうだから︑まさに天国と地獄だなあ﹂なんていう︒

伊藤 それではお願いします︒今日は湾岸戦争以後の話なんですが︑
国連平恥協力法案が廃案になった直後の一九九〇年ですから︑いま
から÷四年前︑十一月十二日︑ ﹁即位の礼﹂が行なわれました︒即
位の礼には世界各国から大勢の國賓が来られますね︒そういう多数
の首脳と会談されたわけでしょうが︑湾岸戦争という危機の直後に
こういうことがありまして︑いったい各圏の首脳との問でどういう
当 お 会 い に な るんでしょう︒

竹下さんらしいですね︒

﹁皇塞に失就だから言えんけれど﹂なんて言っていた︒
俘藤

竹さんらしいんだ︒あの人は︑のちにも出て来るかと思うが︑

会います︒

挨拶だけではなくて︒

海部

卜

三十分︑あるいは申し訳ないが十五分︑という組に分けた︒

いろいろなことを︑夜︑気楽にスッと出て来て言ってくれた︒僕ら
はホテルオークラに湘まっていましたから︑ ︸つおいて先の部屋を

本当は訪ねて行かなければならなかったのに︑失礼しておるから︑

に﹈会わなければならんようになると︑ ﹁どこどこの誰は︑おれも

ことによく使いました︒薪聞記者の遍跡はホテルの玄閣でまくこと
ができますからね︒そこでいろいろな謡をする︒早速飛んできて︑
竹さんらしい話をよくした︒そこで︑こんなにたくさん﹇の首脳

空けておいて︑そこに通して︑飯を食ったり飲んだり話したりする

通訳が入るわけだから︑実質そんなにないですね︒
実質そんなにないし︑事前に向こうも表敬だということを書

ってくるんですが︑ 各 国 ず っ と ︑ み な い ま し た ね ︒
でもいちおう外務省が詰めて︑こういう話をしますとか︑い

﹁こことはこういう問穎があります﹂

﹁今度の話でいちおう触れておいてもらったほう

あ り ま す︒それから︑

という問題点と︑

海部

ろ い ろ あ る んでしょう︒

伊藤

海儲海俘海
部藤部藤部

そこはまあよろしく頭を下げておいてくれ﹂
や り 取 り も あ りましたね︒

とか︑いろいろな注文︑

字が出て来つつあったと思いますね︒

海部 チャチャイは︑ ﹁いま自分が根を張っている周辺国は︑日本
からの弾が飛んでくるのをみんな待っている︒これは絶好の磯豆だ

続いてはいないと思いますが︒

なかったですね︒

から︑ひとつやってくれ﹂と醤う︒こちらもインドシナ半島の平調

俘藤

やっぱりそういうことはきちんとやるわけですね︒

のために努力したいと思っておったところですから︑チャチャイに︑

一緒に会うということはなかったわけですか︒

はい︒

頼んだ︒

水没するわけですからね︒

が︑チャチャイが儒頼している実力者であって︑そのチャワリット
を使って︑これとこれとこれだけは必ず説得してやらせる︑やった
ほうがいいじゃないか︑ということだった︒それでその次に行くと

あのへんでは︑当時タイというのはある程度力を持っておったし︑
チャチャイが自信を持っていたのも間違いありません︒この時はチ
ャチヤイが首相ですが︑チャワリソトというあとから首相になる入

そういうのを集めておく﹂という︒

やっていただかんと︒特にカンボジアの中でもクメール・ルージュ
とは︑日本には直接のあれ﹇パイプ﹈がない︒それから︑カンボジ
アでも﹃ありがとう︑ありがとう﹄の殿下のほうはいいけれど︑ど
うもその先の転換がないから隔と言ったら︑ ﹁この次あなたは︑な
るべく皐い機会にタイへ来てくれ︒そこに私が︑謡ができるように

﹁ここではお願いだけにとどめておくけれど︑できるだけ

特に問題になって︑記憶に残るような会談はございましたか︒
この時ですか︒この時には︑問題を抱えて一番熱心だったの

は島嘆圏の連中でした︒国がなくなるかどうかという話ですから︑

俘藤

極 め て 真 剣 な 話でした︒

海部 はい︒といって︑ああするこうするといって︑簡単に変わる
ものでもありませんけれども︒
伊藤 地球温暖化をどうやって防ぐかといっても︑そう急にどうこ
うできるわけではないですからね︒
海部 それから︑井戸を掘ったりするという話も︑当時途上国から
はずいぶん出て来ましたね︒要するに飲み水の問題で︑あの頃から
ひどかった圏がたくさんあったことを覚えております︒

俳藤 そういうのは︑ODAでやるわけですか︒
海部 はい︑ODAでやるわけです︒あの時︑アメリカは前大統領

膿訪韓・盧泰愚大統領との会談

海部

翌望九九一﹈年になりますが︑一月に韓魍を訪問されます

きには︑ちょっと寄って︑みんなにバンコクに集まってもらった︒
伊藤 そうですね︑翌年いらっしゃいますね︒

伊藤 そういうのは全部︑外務次官がブリーフをやるわけですか︒
海部 そうです︒そしてもちろん︑ポイントしかやる時間はありま

伊藤

﹁未来志向の日韓薪時代隔ということを首脳会談で確認される

力 ⁝ タ ⁝ が 来たのかな︒

せん︒

ね︒

海部

これは前からの懸案というよりも一︒今日は北朝鮮とどう

わけですが︑この訪韓問題は前からの懸案なんですか︒

その下地がこの時できたと思います︒

俘藤 でも大変な勉強をしなければなりませんね︒
海部 そうです︒スハルトさんなんかが喬つたことは︑ 門インドネ
シアはこれまでは石演に頼ってきたけれど︑石油に頼るのではなく

て︑近代国家としていろいろな製造業や産業をやって︑石墨以外の
輸出︑貿易その他でやっていくんだ︑ということを特に申し上げて
おきたい一ということだ︒それがあの頃︑数字の上でも少しいい数
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海僻者俘海伊
部藤部藤部藤

やって霞交をきちんとつないで行こうかということだが︑当時は北
朝鮮とはまだ具体的な間題はなくて︑北朝鮮のほうが︑もうちょっ
と経済協力をきちんともらいたいとか︑やって欲しいことがあると
ム

ヘ

カ彩うような裏の話を︑新闘社を通じたり︑日朝友好議員連盟を通
じてさかんにボールを投げてきておった︒私が富まされた踏み絵だ
が︑正確に共勲蟹の名前を公の場でわかるように首相として二言し
てもらうことだ︑ということを書ってきたことがあった︒それでず
いぶん悩みました︒

その麟に︑韓国のほうもきちんとしておかないといかん︒臼本は
︻衣帯水の両国を雪冤にしなければならんわけですからね︒そうし
﹁どうぞ﹂と言

たら盧泰愚さんは︑首脳会談の時なんかは日本語でしゃべるんだね︒
こ ち ら が ﹁ 瞬本語でしゃべっていい．か﹂ と 言 う と ︑

う︒通訳に﹁呂本語でやれるようだから助かるよ﹂と置いながら︑
いろいろ護をした︒そのときは︑いまの拉致闇題とはちょっと性質
が違うけれど︑従軍慰安婦の問題とか︑指紋押擦の問題が前鍵にあ
ったわけです︒けれどもそれは︑未来志向で考えていかないといけ
ない︒ ﹁いま両方のマスコミが非常に目を向けている過宏の歴史に
起因する問題に︑いつまでもこだわっておったのではいけないから︑
これからの日韓関係は未来志向の臼韓関係にしよう扁︑これは陶こ
うで話している最中に︑盧泰愚が書つたことですよ︒ ﹁こちらもま
ったくそれには賛成だ︑ぜひそうしてもらいたい﹂というようなこ
と を 言 っ て お りました︒

そうしたら︑それまでのあいだに韓国との問題をずっとやってき
識艮本の裏のパイプがあるんだ︒ 門それを大事にして︑声をかけて
やらんといかん︒協力する態勢になってうずうずしているのに︑官
邸から弾が飛んでこない︒飛んできたらこちらの筋も動かして︑全
面的に協力すると言っておる人がいるから︑やらしたらどうか﹂と
門天皇の訪韓ができ

いう︒そういう注意もあったので︑会ってご意見を聞いてみた︒
﹁何を言口ったらいいんだろうか﹂といったら︑

るかどうか︑できるならそのときのお需葉はぜひ相談させて欲しい︒

それから従軍慰安婦の問題はたしかに喉に勅さった骨であるけれど︑
そのことだけにこだわって︑ほかの問題が全部ブロックされること

にならないように努力をするから﹂というようなことだ︒

こちらも来来志向なら大賛成だから︑そして︑それなれば首脳会
談をやった意味もあるから︑向こうが門先に来てください︑そうす

ればこの問題について片が付きます﹂と言ったので︑じゃあ指紋押

捺の問題はわがほうもそれまでになんとか片が付くように持ってい
くから︑その指紋押捺の問題も未裏志向で考えて︑やってください
といった︒

﹇人だとか求人だとかいう規模じゃありませんね︒︒コ

ただ︑振り返るとあの時︑形を変えた拉致問題のようなことも確
かにあった︒

ソッと工場に来たりしたことがあったけれど︑それがあるからなか

なか解決できなかった︒それが︑たしか︑私の記憶に誤りがなけれ

ば︑経済協力五罪ドルの供募で解決する︒ ﹁あれがこれがと言って︑

小別のケースを挙げたり︑鰯々の項騒に割り振りすることは難しい︒
歴史の問題に対しては︑われわれは深く反省もするし︑二度と繰り
返さないという決意も表明する︒しかし灘で表明するだけではいけ

ない︒お麗の経済の問題については協力する﹂︒

そのとき韓国が言ったことは︑ 門日本の企業が進出してきて︑い
ろいろと経済協力をしてくれるけれど︑技術移転が非常にス二一で

ある︒もっと技術移転もきちんとやって欲しい﹂ということだった︒

僕がそのことを経繊連や日経連やいろいろなところに確認したら︑
﹁勢いにくい話だが︑韓国がそういうことを書うのなら︑移転して

もらったらそれは協力だから︑日本の奉仕じゃないんだから︑特許
料とは書わないが︵俘藤 ライセンスですか﹀︑お金を払う約束が

躍際的にあるものが多い︒韓国が欲しがっておるものは︑日本の企
業としては努力として成果もあげておるものだから︑それを持って
行けというのが技術移転だ︒けれども持っていっても︑待許料をあ
んたのほうはちっとも払わんじゃないか﹂．だいぶ溜まっていたん
です︒
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外務省は﹁ぜひこのことは首脳会談で触れておいてもらわないと
いかん鳳というので︑ ﹁払うものだけは払ってもらわないといかん︒
ギブ．アンド．テイクではないけれど︑こちらは好意をもって協力
しようということで繊すんだが︑それには国際的な約束事もある縣
と言った︒払わんから︑かなりの額になっていたんですね︒

︸説によると大変な額になっている︑という

それは盧泰愚さん自身も門私のほうも︑そのことは韓国側の企業
にきちっと指示します︒そういう問題が両国をブロックすることは
辛い﹂というようなことも言う︒こちらも数字を出して︑たしか今
日 ま で ︑ で 総計すると︑

︹それは事実だからどれだけ言ってもらって
﹁けれどもそれ

ことも調べて見せた︒
もいいし︑取らなければいかん﹂と書うんですね︒
を出したら︑この次すぐに出すものがいろいろあるのか﹂と聞いた︒

薔わないけれど︑出さないと企業に対していろ

出すものは︑向こうがあらかじめリストを出しているわけです︒
﹁ここまでは済んでおります︒けれど特許料を払っていないから︑
あとは駄導だ縣とは
い ろ な こ と も書えない︒

両三の首脳が闘乱志向で︑アジアのために協力してリードしてい
こうというならば︵まだ北との関係は全然曙も出ていなかったけれ
ど︶︑そういうときに日韓の関係が緩い︑弱いのは具含が悪いので︑
ぜひやって欲しい︒そのときは︑ぜひやります︑という問題も決め
ました︒

さらに︑言っていいか悪いか知らんが︑歴史に起因する問題にい
つまでもこだわっておると︑両国の喉に刺さった骨は解決しない︒
従軍慰安婦の問題はもうこのへんであれするから︑来来に向かって
いろいろなことは言わないから︑できるだけ現碧落であれをしてく
れ︒この前五億ドルを払うときは︑それに包麗した約束になってお
ったけれど︑そういうことなら︑プラスαで侮か知恵はないかとい
うことで考えた︒その結果︑韓国に日本との関係で原爆症の被害者
になった人たちがかなりいるから︑それは日本にお招きして対応す
るなり︑こちらから医師陸を送るなりする︒日本側も︑そういう過

去のことについては︑そちらのご厚意に応えて出て行ってやるよう
にしますということで︑出て行ったり︑呼んだりしたことがあった
と思います︒

﹁臼本の歌をご披露します﹂と言って︑

﹁ランプ引き寄

伊藤 でも政権が替わると︑元に戻っちゃうんですね︒
楠 全然継続性がないんですよね︒
海部 屡っちゃって︑あの時こう書つたじゃないか︑といっても︑
政権が替わると駄麟なんですよ︒
伊藤 そういう点では普通の国とは違いますね︒
楠 いまは︑もっと前に戻っちゃったんですね︒
伊藤 そうですよ︑いまはもっと戻っているんですよ︒
海部 あの時は盧泰愚さんのおかげで︑いいところまで行ったんだ︒
そのとき夜の晩餐会などでは婁んで︑弓馬記者の公式取材が終わっ
て帰ると︑

日本語世代ですからね︒

せ故郷へ♪隔と三面語で歌を歌う︒
極藤

海部 だから︑ああ︑これは来来志向でやっていって︑この人たち
と謡がついていけば︑前向きに進んでいくと思ったんですが︑全斗
換に対するいろいろな問題が起こったでしょう︒それが盧泰愚にも

波及してきたでしょう︒これで全部ご破算になってしまうという︑

非堂に寂しい気持ちも衝撃的に起こりましたね︒

薗東京都知事選︵鈴木聡磯村︶

撰藤 先に進みますが︑四月に第十二回の統︸選挙があります︒地
方選挙では自民覚が圧勝するんですが︑︸番の問題は東京都知事選
です︒この時自民党は磯村尚徳さんを公認候補にする︒それで環職
の鈴木﹇俊こさんとぶつけるという奇妙なことがありました︒

海部 顧みればあのとき︑磯村さんを無理して立てるに至った理由
は一︒肝心の東京都連の主流が僕のところに来ては︑ ﹁絶対に立
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ててもらっては困る︑また立てないほうがいい﹂というようなこと
鈴木さんでいいわけでしょう︒

を 言 っ て お っ たんだな︒

伊藤

海部 そうなんですね︒そしてあの時は︑鯨岡兵輔が長いあいだ都
連の幹事長で︑そういうことの窓口をやっておったので︑僕らのと
ころにもしょっちゅう来ておった︒薪闘記者にバレんように︑夜宿
舎に来てもあいつとは話ができる︒ ﹁海部さんね︑よく考えてごら
んよ︒これでは駄昌だ︑こんな状態で︒だから鈴木さんをみんなで
お迎えしたら﹂ということを言っておったわけだ︒

門磯村を﹂ということをビシッと言ったのは︑天下周知の事実に
なっているけれど︑小沢一郎だ︒二二学会のさる人とずっと長いあ
れがあったから︑その線で話ができてくる︒僕は創価学会のさる入
ともそのとき会いましたし︑いろいろ話も闘きました︒やっぱり
﹁選挙で応援する︑選挙の票も必ず園すようにするから﹂というよ
うな具体的な話まで︑当時からそんな約束があった︒それじゃあ︑
といって僕は小沢に﹁勝てるか？ 勝てるならいいけれど﹂と言っ
たら︑ ﹁鈴木さんに引導を渡してくれ﹂というから︑僕は行ったん
ですよ︑東京都庁に︒格野だけつけなきゃいかんと思って︒あれは
いつだったか︑蹟にちが必要なら調べます︒初めて東京都庁という
引導どころじゃなかったですね︒

ところに行ったんです︒鈴木さんのところに引導渡しです︒
伊藤

海部 そう﹇鈴木さんは︸︑ ﹁頑張ってやります︒やりますし︑や
れます﹂と言う︒そこは鯨岡なんかが中に入って︑ ﹁海部さんの立
揚もあろうけれど︑引導渡しに来るが︑それは乗ったらいけません
よ︒乗らなければわれわれがその状況を受け止めて︑また押し返す
か ら ﹂ と 言 っ ているんだ︒

意気が上がっているのは公瞬党だけだ︒東京都というのは︑創価
学会出身の都会議員がいろいろ都政に協力をしておる︒そういうこ
ともあるので︑もうちょっとそこをよく整理して︑やってくれよ︑
と い う こ と を 言っておいた︒

ところが︑そう書っておいても︑自民党の中の劇備学会嫌い︵と
いうと雷い方が悪いが︶がいる︒たしかあのとき︑磯村さんの奥さ

んか何かが翻価学会と関係が深すぎるとか︑甚だしきに至っては︑

創緬学会の婦人部に入っているんじゃないかというようなことまで
書ってきた入があった︒

門国

けれども︑それとこれとはこの際別で︑どちらが勝てるのか︒そ
れで小沢を呼んで︑ ﹁おまえさんは磯村︑磯村と言うけれど︑それ

は確実なあれ﹇毒勝機﹈があるのか﹂と言ったら︑そのとき︑

会の情勢が自民党単独では行けない︒へたをすると霞米関係が根本
的に狂うようなことになるかもしれない︒予算を組むとき︑湾岸の
話が中心でなしにやろうということになっていますが︑湾岸で約束
したお金が払えないと︑総理︑あんたも私も︑斗米関係で顔向けが
できなくなります﹂という︒

俘藤 要するに公明党の協力がないと−⁝︒
海部 予算が通らない︒予算が通らなければ九十億ドルも出せない︑
ということになるわけですね︒だからそれは︑議論の表には出て来
なかったけれど︑腹の中でグッと踏みとどまって考えたことは︑そ
うだな︑ということだ︒

門いやそれでも︑それが

それであのとき︑また溺の面︑アナザi・サイドに光を当てると︑
都庁が立派過ぎる︑羨き過ぎる︑トゥ・ビッグ︑トゥ・ゴージャス
という批判があった︒それからいまと﹇緒で︑鈴木さんはたしか八
十歳に手が届くような入で︑そんな人をなぜまた担ぐんだという意

見もあった︒けれども鯨岡に言わせると︑

強いんだ︒それで勝てばいいんだ﹂というようなことでありました︒

いや︑まあそれは︑qでは﹁勝てます︑勝てます扁と︻署うけ

やっぱり︑そっちからですか︒でも勝つ磨信はあったんです

けれども︑当時小沢の意見は︑貸米関孫が最優先ですからね︒

俘藤
かね︒

海部

よくわからないのが︑どうして公瞬党︑翻工学会が鈴木を嫌っ

れど︒

楠
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て磯村を支援したかということなんですね︒それは都庁舎批覇であ
るとか︑高齢批判であるとかありますが︑それは非常に表面的な理
由にしか聞こえないんですけれどね︒
海部 それはおっしゃる通り︒現象面的な理懲です︒
楠 どうして鈴木を挙会が嫌ったのか︑真相はどうなんでしょうか︒
海部 公明党の都会議員の中の複数のボスが︑いろいろ企諏し︑企
んだことに対して︑鈴木が拒否したという理由がありますね︒特に
うにも相当行ったわけですね︒

伊藤

都連の主流というのが︑あの須は鯨岡兵輔︑粕谷茂︒議員も

楠 だって︑勝たなくてもいいんでしょう︒公弱党の協力を摩りつ

が 勝 て る と いう要素はない︒

たかといって︑あの当時の迷論調査を見ても何を見ても︑磯村さん

じゃないですか︒

楠

ぶおったな︒

ーなんかもその前の選挙の時に貼らせてもらったから︑今度掌を返
すわけにはいかんとか︑そういう理密を言ってくる都会議員もだい

結局自給党の票は︑公認のほうに行かないで︑鈴木さんのほ

という人もおった︒

頭数を数︑兄てみれば︑そちらのほうが多かったですからね︒そして
半ば︑分裂になったんじゃないかな︒演説会や街頭にも立たないよ︑

海部

﹁けですか︒

まあ︑そうでしょうね︒都率は結局分裂みたいな形になるわ

霊 園 問 題 が 絡んでいる︒

海部 それはもちろんそうです︒特に︑自脈党の都会議員というの
は今日までさんざん鈴木を利用してきたんですから︒そしてポスタ

俘藤

俘藤 それはすぐに臆に落ちますね︒わかります︒認可の問題です
ね︒でも小沢さんは︑勝てると思わなくても︑やっぱりやらなけれ
ばしょうがないという事態に落ち込んだんですかね︒勝てると思っ

け る こ と さ えできればいい︒

伊藤

海部 それはたしかに強撰なやり方であったという批判も後目あっ
た︒だからそういうことをひしひしと感じながら︑しかし小沢は辞

■小沢一郎幹事長の辞任

そうですね︒

自民党支持層の判宮贔窪みたいな気持ちを掻き立てちゃったん

海部 公明党の協力を引っ張って取りつけておけば︑参議院で劣勢
でも︑公明の協力があれば予算は通る︒
楠 それは小沢さんにしてみれば責任問題にはなるだろうけれど︑
どっちに転んでも自罠党系で︑鈴木さんが当選しても︑蘂濃部が勝
海部 あのときの鈴木に対して︑磯村がいろいろなパフォーマンス

任をいとも簡単に申し出たわけだ︒

つ わ け で は ないんですからね︒
をやったけれども︒

お風呂屋に行って背中を洗ったりした︵笑い︶︒

海部

お風呂屋に行ったりね︵笑い︶︒

海部

こういうときはやはり幹事長にカがあるわけですか︒

楠
伊藤

をしたんだ︒小沢の欝説きの一つは︑ ﹁私は︑もうちょっといろい

俘藤 それはいいですが︑幹事長は海部内閣の要の一つでしょう︒
﹁おう︑辞めた﹂といって辞められたのでは︑大変じゃないですか︒

海部 それは幹事長が横を向いて﹇いやだ﹂止書ったら︑選挙はも

けれどもあのとき︑小沢は僕のところへ来て長時間サシで話

ちろんできないということは︑大平幹事長の時にやろうと思ってで
きなかった抵抗がありましたからね︒あれは僕らもいやと言うほど

ろなことを考えておる︒いまの盛会を見ておって︑放っておけない︒
結局アメリカとのいろいろな約束の中で︑ただ単に金さえ繊せばい
いわけじゃない︒人も出さなければならない﹂ということだ︒彼が

感じさせられたけれど︒また︑幹事長はそれぐらいあれ﹇←権限﹈
をもらわないと︑目頃の統率ができないんじゃないですか︒
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言う︑いわゆる︿普通の国﹀論だ︒

﹁そこまで全部ひっくるめたら

無理になるから︑それはちょっと待ちなよ﹂と書って︑いろいろ話
しておったんです︒PKO法案でも︑あの頃から︑できたら片足を
突っ込んで︑多国籍軍にはスム⁝ズに入っていこう︑というような
いま﹇の小沢氏﹈と全然違うじゃないですか︒

気持ち︑考えがあったでしょうから︒
伊藤

海部 はい︒あの入はその時その時に︑いろいろ思うと︑忠実にパ
ッパッと変わるから︒竹下さんに聞いてみても︑そうだと書うしね︒
金丸さんもあの頃まではずっと︑協力どころか︑何でもやってくれ
たから︒

﹇私が﹈

﹁こちらは

伊藤 小沢さんが辞めるということは︑海部内閣にとってはどんな
そ れ は 新閣ヅラを見てもわかるよう に ︑

影 響 が あ っ た んですか︒
海部

政治改革をやることを第一義に考えた内閣だから﹂と言ったら︑
門そうでしょう︑私もそうだと思います︒だから私がここで幹事長
を辞めたら︑捨て身で特別委員会の委員長を引き受けさせてもらう︒

そうしたら体を張って︑あの法案が通るように︑野党がゴトゴト書
わんように︑やつちゃう﹂と書う︒それまでに全部︑貯金もはたく
つもりを持っていたんでしょう︒それは大事なことだ︒
金丸さんにいろいろ言ってみても︑ ﹁あれはいろいろなことを考
えておるだろうから︑ここでいくらおれが翻意しろといっても︑あ
れは翻意しねえよ︒思い込んだら命がけ︑ 一途な人間だから︑しょ
うがねえなあ︑ああいうのは﹂ということで︑あまり慰留工作︑説
得工作を︑金丸さんはやろうという気はなかったな︒
伊藤 それで小灘さんが幹事長になるわけですが︑これも︑同じ系
統ですからね︒

海部 竹下さんを呼んで︑竹下さんと話して決めたときに﹇私は﹈︑
﹁小沢がこちらが期待しておるものを本当に引き受けて︑党に行っ

たら特別委員会をつくらせて︑そこの委員長になってこれを必ず通
せば︑ヅあ法案を通すことも︑政治改革を考え︑日米関係を考えて

﹇と言うと竹下さんは﹈ ﹁わかった︒ただ︑いまここで

おったわれわれの気持ちとしてはいいわけだから︒ぜひそれをやっ
て欲しい﹂

¶それはよくわかりました﹂︒

﹁格好良く雷つたのに︑戻ったら恥をかくから︒しかも負け

もう︑いっぺん書っているから︑ですね︒

翻意して戻れと言うと︑あれは恥をかくことになる﹂という︒
伊藤
海部

たんだから﹂

それから党内の大多数を敵に賦して︑というと言い方が悪いが︑
党内の大多数は︑まあそんな無理無茶せんでも︑鈴木でいいじゃな
いか︑今ヨまでの実績もあるし﹇という考えだ﹈︒それから変な言

い方だけれど︑ ﹁高齢だから駄員だとは侮事だ！﹂という批判も相

当︑高齢奮のほうにあった︒そう思うと︑どっちもどっちだな︑と
いうことだ︒

ただ︑勝てるのはどちらが勝てるだろうかということで︑いろい
ろ考︑尺ましたが︑公明がとにかく全力を挙げて磯村でやると言うん

竹下さんはこの時はオーナ⁝でしょうが︑竹下派としても︑

ですからね︒

伊藤

もう小沢さんは辞めてもしょうがない︑小渕さんにしよう︑という

そう︒要するに︑小渕が出てくれば︑すぐにコントロールで

話ですか︒

海部

きるでしょう︒隔意なく報告もできるし︑話もする︒小渕もそれま
でいろいろなパイプ役をやっておってくれたんだから︒たなごころ
を返すようにわかるわけです︒そのことによってぎくしゃくしたも
のにはなりませんよ︒

伊藤 大丈夫です︑ということですか︒
海部 しかもその次︑僕らも読めなかったんだけれど︑あれが体が

ひつくり返ってということになるとは思わなかった︒ 門三熱︑委員

長を弱き受けて︑そこでこの法案の成立のためにやってくれるとな
れぼ︑それはそれとして大事なことの一つじゃないか︒竹さん︑そ

れでいいんだな﹂と言ったら︑ 門それがいいんだ鳳という︒
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■．灘ルバチョフ大統領訪臼1︵求次一郎沃の役割︶
伊藤 同じ九︻年四月ですが︑ソ連のゴルバチョフ大統領が来写し

首脳会談が終わると︑ソ連大使館に戻って︑そこで打ち合わせをや
るわけです︒迎賓館ではやらない︒それが終わった頃に︑どんな話
だったか︑何に気をつけたらいいのかということもいろいろ雷って
くれるわけだ︒

すごい情報ですね︒

価人的な友人ですよ︒

で博すんですか︒

が︑そういう人が総理大臣と話すときには︑いったいどういう立場

來次一郎さんというのは︑

撰藤

楠

門小クリ

﹁聖誕健青津隔という︻種の引書囲

ます︒ずいぶん圓数を重ねて︑長時聞の首脳会談をやられたわけで
すね︒それで北方四島の問題を明記した共同声明を発嚢されました︒

体の代表に過ぎないですね︒一・百ってみれば政治浪人みたいな人です

﹁小クリル列島﹂と書いてあったので︑

というふうに言ってくださる人も多い︒最初に︒ゴルバチョフ

これは雰常に画期的だと思うんですが︒
海部
が 出 し た 紙 には︑

ル列島ではわからんから︑名前を︑歯舞・色丹・択捉・国後と︑艮
本国艮みんなに説明するときに︑言いやすいのに変えてくれ︒小ク
﹁しばらく待ってくれ﹂ということで︑押したり引い

リル列島なんていったら︑また変わったのか︑と思うことになる隔︒
そうしたら︑

それは前からですか︒

前からです︒僕は最初は自昆党の青年学生部長だった︒
それが健青立と関係があるわけですね︒
そうですよ︒そして健青会はどちらかといえば︑青年団体の
中では右寄りのほうだと思っていましたからね︒
俳藤 もちろん右寄りでしょう︒
海部 それで末次にズバッと聞いてみたら︑ ﹁大丈夫です︑ちゃん
と正客に正確にやります﹂という︒それまでも青年行動の問題では

っき合いが長いですから︒ 門よし︑わかった﹂ということでいろい

末次さんというのはどんな感じの入ですか︒

ろやってもらったし︑やってくれた︒
伊藤

海部 あれはいろいろ言われるように︑艮本のために︑天皇のため
にという︑宵い時代の右寄りのものが腹の申に︸点ある︒これは聞

違いない︒それから私が総理になったときに︑紫色の大型の儀紙に︑

金泥というのかな︑それで﹁般著心経隔をきちんと書いて︑お祝い
だと言って持って来てくれた︒それでだいたいご想像がつくと思う

けれど︒僕らも青年部長になった頃からずいぶんつき合いをしてい
ました︒

後日︑三島の市長になった奥國吉郎なんていうのは︑三次と並ぶ
当時の青年の代表であって︑東京オリンピックの時に世界の青少年
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たりがありました︒

この時のこういうやり取りは︑初めからこんなに長く続くとは思
いませんでした︒ところが︑費景を説瞬すると︑あのときは宋次一
郎君という人がいて︑彼が毎晩連絡してくれるわけです︒しかも槽
手側の相談が終わると︑どういうことが話されて︑どこをもうちょ
っと押せとか︑これはこのへんでとか︑手の内をよく闘いてきてく
れるわけだ︒

あのときはプリマコフだ︒諜報闘係の親分になった︒それから︑
園想録を書いた当時の大使︑霞本語がよくできる︒その中にもこの
会談のことがよく出て来ます︒

﹁ここで退いてはいけませ

﹁ここをもう 踏ん張りして︑こんなことは雷わせないようにさ
せなければいかん﹂とか︑ ﹁そういうことをロシア側は雷っておる
から︑負けずに突っ張りなさい﹂とか︑

ん﹂とか︑そういうことまで︑末次さんは両方に極めて信頼できる
あれ門←パイプ﹈を持っていたんだな︒だから僕らも首脳会談が終
わってすぐに帰らないで︑しばらく時間が欲しいという︒向こうも

海伊海伊海
部藤部藤部

を集めて︑オリンピック青少年キャンプをやろうというようなこと
もみんな奥田が提唱する︑それをやってあげる︒それから末次のほ
うは︑そういうときには裏のほうで謡をつけて︑やってくれる︒と
ころがたまたま出て行って︑名前まで出してはいけないかもしれん
が︑北州石松君というのが外務政務次官か何をやっておった︒そう
したらアフリカかどこかに行く飛行機で︑席がガチャンコしちやつ
た︒それで北剰石松が外務政務次宮だから︑外務省のほうをふるつ
ちゃったわけだ︒ ﹁なんとかしてもらえませんか﹂と雷って来たか
ら︑ ﹁ああ︑宋次さんならおれが詣してやるから︑どういう経緯が
あったか算え﹂といって︑調整したわけです︒外務省も︸馨置いて
おったことは間違いありません︒いろいろ異界をもらっておったわ
引 き 揚 げ 者運動ですね︒

けだから︒

楠

﹁国

伊藤 そこから始まるんですね︒
海部 ㎜番初めはね︒だからどちらかというと︑窪翼の学生運動で
はなしに︑やや右寄りのグル⁝プを率いてやっていた人で︑

士﹂というと欝い過ぎかもしれませんが︑・国士的な感じもあったん
だ な ︒ そ う 僕は思っています︒

伊藤 あの入にくっついている青年がたくさんいたわけですね︒
海部 いまでもやっています︒このあいだ︑僕のところに末次の跡
﹁おまえ︑髭を剃れ隔と言ったんだけれど︒

継ぎでいま青年運動をリ⁝ド．しているのが来た︒このごろ髭まで生

民間だ︒

民 間 の 入 ですか︒

や し て い る ので︑
楠
海部

楠 日赤短大の教授じゃないですか︒圏旗にやたらと詳しい人︒
海部 それが︑膏年海外協力隊のことを︑僕が予算委員会のやり取
りの中でプレイアップして︑ ﹁汗も流さん︑血も流さんとは何事で
あるか﹂と挙った︒たしかあのときは︑もう五十二入も犠牲者が嵐
ておったんですからね︒それを乗り越えてやっていくということは︑
大変な青年運動であって︑これを始豪つたときにりードしておった

のが末次一郎である︒あのころ︑ ﹇末次さんには扁東南アジアの主
査として調査に行ってもらい︑僕はアフリカを入れうと言ってアフ

ジカに行って︑協力隊をスタートさせたどきの仲間でもあるわけで
すから．ちょっと友愛同志会の連中とは距離がある︒いま書つた奥

嗣なんかは︑友愛瞬志会のほうにも深い関孫があったんだな︒

友愛岡染会というのは鳩山□郎﹈さんのほうですか︒
そう︒

しかし面白い人ですね︒
面白い人です︒

でも︑ヨ本のためにはずいぶん役に立ったんですね︒

日本のためだと言ってやると︑なんでもやりますから︒しか
も毎Bそういうふうで︑彼ら﹇ソ連訪ヨ認扁が迎賓館の会費から車

を連ねて出て行くと︑ ﹁どこに行くから後をつけていけ﹂とやって
﹁わかりますよ︑自分の大使館しか行きません﹂という︒
いたら︑

当時︑

狸穴と言いましたね︒狸穴に行って︑穴に入り込んでやって
というような話をする︒そして終わると︑電話で済まんか
いるわ︑

ら︑ メモを届けさせたり︑重要なことの時には直接会いに来たり︑
毎日速絡してくれたから︑ それは助かったわけですね︒

個人的な関係とおっしゃっても︑総理大駆と一疑問入ですから︑

例えば豪邸に出入りするのも大変じゃないですか︒そういう場合︑
入館証か何かがあらかじめ与えられているんですか︒
海部 いや︑あらかじめそんなものは与えてないけれど︑うちの外
務雀狽当の秘書宮には全部本当のことを話してあるから︑ ﹇おまえ
迎えに行って︑入れてこい﹂という︒それからお巡りたちも︑うす
うす知っていましたよ︒公安関係には全部︑颪は割れているわけだ︒
これは決して敵ではない︑広い意味で味方だと思っておるだろうか
ら︑それはいいんじゃないですか︒それから僕がそれまでに当選す

る前からの顔知りですから︒僕は末次のやっている研究会には︑年
に一図記念講演にも行って︑全圏の青年の研修会の講師もやってい
ますから︒
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海伊海潮海伊
部藤部藤部藤

楠

楠

伊藤

海部

楠

ですから︑それはおかしいんですが︑これも韓国と怨じで︑

それは継続はされないけれど一︒

﹁それはスターリン時代の誤りであった﹂とか︑ゴルバ自身

がよく言ったんだもの︒ ﹁君の騒は信用できない﹂と惑うと︑ 門ど

濾部

ったわけですからね︒

それは継続されるものなんですか︒ソ連が解体してロシアにな

海部 その新樹会に行くと︑萩樹会を卒業した県会議員どもがだい
ぶおって︑その中から国会議員になった者もいま数名います︒この
あいだ落ちたかな︑九州の県会議員上がりで︑元気のいい︑若い国

政権が交代したら駄目になる︵笑い︶︒

﹁漸二会﹂ですね︒

会議員がおった︒

厳ゴルバチョフ大統領訪日2︵共同声明と北方囲島︶

おって︑ヨ本の大使館が解体修理をしょうと思ったら︑盗聴器がい
っぱい出て来たじゃないか︒そういう国でしよう︑今日までは﹂と

うしてだ﹂と言うから︑ ﹁どこかのホテルでみんな盗聴器がついて
非常に特筆すべきことですね︒

需つた︒

結局これは北方囚島問題というのを明記したということで︑

海部 そしてそれが︑歯舞・色丹・択捉・国後のことであるときち

楠

俘藤

んと書かせた︒もしご必要ならば︑後から探して持ってきますかね︒

ということで︒

なんといっても共嗣声明ですからね︒ゴルバチョフという人

のカードにはなりますね︒過去にこういうことを言ったではないか︑

﹇ゴルバチョフのサインのある書類は﹈侮もないよりは︑交渉

僕はゴルバチョフに︑そのことをきちんと書けといった︒そうした
ら︑そういう書き方をどういうふうにしていいか︑いっぺん考えさ

伊藤
海部

は︑どういう感じでした︒

その四島の小クリル列島という表現をやめて︑歯舞・魚丹・択捉・

いだけれど︑ゴルバチョフは霧だ︒彼は人間として信頽できるから︑

せてもらうといって︑その田は別れたんです︒その日また狸穴に帰
って︑そこでやっているんです︒そして宋次君からの報告によると︑
國後とする︒今日まで積み重ねてきた肯定的な問題を全部含めて︑

そういう意味でおつき合いしなさい﹂ということだ︒
伊藤

それで︑サッチャ⁝さんにも︑ゴルバにもよく需っておいて

その通りでしたか︒

あれはサッチャ⁝さんの表現を借りると︑ ﹁共産童義は大嫌

その上に立脚して平太条約構想を加速させる︒
伊藤

海部

で︑サインを取ったものがあるわけだ︒ミハイル・︒ゴルバチョフ︒

当かどうか︑あとから知らんと言われるといかんから︑肉筆でサイ
ンしなさい﹄といって︑サインも取っておきなさい﹂という︒それ

です︒二人でいろいろ話をした︒

が﹂と言ったら︑ 懲ウエルカム︑スパシーバ﹂︒それで朝行ったん

おったから︑

それで行ければよかったんですけれどね︒

海部 そう霊ってきたから︑図鑑が︑ 門そのときはそれだけで帰し
てはいかんから︑手を捕まえて︑ ﹃ちょっと待ってくれ︒これは本

歯舞・色丹・択捉・濁後で間違いないな︑間違いない︒そして今日

サッチャ⁝さんも︑ ﹁氷が⁝番大事なのは溶けるときだ︒氷の溶
ける状況がわかるときは亀裂が入ってくる︒いまロシアには亀裂が

くれといった︒最初のときにも︑ソ連に行っていろいろ謡したいけ
れどそれはできないが︑サミットの時にロンドンの宿舎がわかって

まで積み重ねてきた肯定的な間題を全部置いて︑法と正義に従って
やっていくということまできちんと言ったんです︒その証拠書類は

﹁書の宿舎に行って︑ちょっと︻対︸でお話ししたい

全 部 残 っ て おりますからσ

入っているんだから︑そこに上手に撰を打ち込んでいって︑人間と
しての信頼関係をつくる︒こちらもある程度オープンにして︑心の
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通い路ができれば︑あれは儒頼できる人聞だ﹂という︒これはサッ
これは成果の多い会談で︑ようございましたね︒

チャ⁝さんのゴルバチョフ評です︒
伊藤

海部 これはそうです︒だからこれが終わってから︑いまでもゴル
バチョフは目本に来るたびに連絡もしてくるし︑彼がやろうとして
おる﹁世界政治フォーラム﹂には必ず来てくれと言われる︒だから
行って︑いろいろ言いたいことを需ってくる︒いまゴルバと僕が共
瞬議長になっていまヰ︒ただあれが︑どういう財閥と結びついて何
をやっているのか︒あの資金源がどうも豊かすぎるな︑と思うんだ
ああいう社会ですからね︒

けれど︒

俘藤

海部 侍か暗黒のルートもあるんだろう︒これは僕一人の勝手な撲
測ですけれどね︒

伊藤 そういうものがなかったら︑あそこでは生きていけないわけ
だから︒

海部 そして年金なんか限られておるから︑年金でいくら最高額を
もらっておったとしても︑そんなもので論評会議を維塾して︑人を
スポンサーがいっぱいついているんですね︒

集めてやっていけるはずがない︒
伊藤

海部 ついているんです︒それがモスクワで開けないところがミソ
で︑彼がああいうことを固めてリードしてやっていこうとすると︑
イタリアに行かなければならん︒僕が行った去年のイタリアの会議
の時も︑前大統領のイタリアのコッシーガが出てきておるんです︒
それでいろいろ話をしておる︒だからこのおじさんは︑まだまだ相
嶽研究しなければならん分野がたくさん残っておるんだな︑と愚う︒

願ASEAN歴訪1︵マレーシア︑シンガポール︶
伊藤 前回︑掃海艇派遣のお話を伺ったんですが︑それが四月二十

四日に出て行きます︒そして濾月二十七日に︑先生はASEAN五

ヶ国歴訪に出発されることになります︒さっきもお詣がありました

が︑このときタイにも行かれるわけですが︑臼本とASEANとの

成熟したパートナーシップを求めて政策演説をなさいます．この東

蒲アジア歴訪の一番大きな目的はどういうことだったんでしょうか︒

海部 あのころ︑東南アジアのみならず︑南西アジアの国々からも
八段本はどうも昌がアメリカに向いておるじゃないか︒アメリカだ

﹇と思われていた﹈︒そこで僕のほうからは︑

けを向いておられると︑ますますわれわれは日本には本当のことも
書︑尺んことになる﹂

﹁いや何を言うか︒あなたのほうも︑いつも正面玄関には鍵がかか

っておって︑手土産を持っていっても受け取りにも来ないじゃない

か︒裏から上がって一緒に飯でも食いながら話をする︑そういう関

﹁もうちょっと心を開けよ輪と書っておった︒

係が近所づきあいなんだから﹂というようなことを冗談に任せて話
をしながら︑

はじめ︑ひどかった頃は︑行くといっても︑インドなんかは第三
世界の王者だから︑位高き︑誇り高き国でしよう︒けれどもだんだ
んそれができるようになってきた︒僕が心配したのは︑掃海艇を派

遣するときに反対が強いということを前からいろいろ言っておった
からだ︒透隣諸国によく言っておかなければならん︒

しかもこのとき︑忘れもしませんが︑参議院に掃海艇派遣の月日
をしたときには︑日程の関係で︑もう出て行ったあとなんだ︒だか
ら︑あれぐらい恥ずかしいことはなかったけれど︑もう一β早かっ

たら︑あんな黄色い声で前のほうの人に︑ ﹁海部さん︑あんた知ら
ないの︑もう出て行っているよ﹂と言われる︒それはそうだ︒でも

出て行かなければ間に合わんから出て行ったんです︒

それに対しても︑これらの国々が反対するんじゃないか︑反対し
ないまでも懸念を持たれてはいかんと思って︑一応それらの首脳に
は直接了解を求め︑理解を求めておこうという気持ちがあったもの

これらの圏は︑この前の戦争の時に日本にやられた︒やられ

ですから︑

揮藤
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一

たといっても︑実際にはそのおかげで独立したわけですね︒
海部 独立した国もあるが︑それを言ってはいけません︒
楠 訪問国は︑最初はマレーシアですね︒マレーシアのマハテイ⁝
ルさんは非常に親ヨ的な人として知られていますが︑そういうこと
を意識して︑最初にマレーシアを持ってきたりするような組み方を
するんですか︒

そして名前も︑あのころEBRD﹇欧州復興麗発銀行﹈のことで

は︑雰常にやり敗りがあって︑ようやく解決したんだが︑アジアで
マハティールが言い鵡したのは︑点本語に訳すと︑なんとか機構と
いうんです︒それを変えてもらわなければいかん︒呼び方を変える
ぐらいはいいけれど︑内容としてアメリカを初めから常置メンバー

として全部入れておくわけにはいかんと︒

俘藤 アメリカはずいぶんこだわるんですね︒
海部 こだわる︑こだわる︒こだわるから副大統領がわざわざ飛ん
できて︑やってくれと言うんです︒そこで副大統領を説得して帰っ

てもらうのにも︑ずいぶん時間がかかったということです︒

伊藤 アメリカはもう少し購本を信頼しておけばいいのにね︒マハ
ティールは購本に対しては非常に好意的だけれど︑アメリカに対し
てはものすごい反米ですからね︒

霞本の真似をしょうという政策だから︑信頼して最初の機構に入っ

海部 ものすごく反心的です︒そして彼は︑ ﹁私のルック・イ⁝ス
ト・ポリシーは︑ルック・ジャパン・ポリシーだ︒屡本を見習い︑

てくれ﹂といったんですね︒ ﹁東南アジア経済協力機構﹂だったか

伊藤

そういう意見ですね︒

それはもうちょっとあとの話じゃないですか︒

い上げたりして︑通貨の不安な状況をつくったじゃないですか︒

海部 そして︑アメリカはあのころ東南アジア諸国で金の二二があ
った︒アメリカのなんとかいう大金持ちが乗り込んできて︑金を吸

俳藤

でくることは︑あらぬ摩擦を陣ぶかもしれない﹂という︒

しかしこっちも﹇シンガポールに﹈行って︑頼むと言われたとき
に︑いきなり頭からそれはいかんとは言えんから︑お得意の方法だ
な︒ ﹁まだ議論が煮詰まるまで時間がかかる︒短兵急に掌を返した
ように︑そこにすぐに入れといわれても︑いろいろ問題がある﹂と
いうと︑向こうもうすうす感じているから︑ ﹁いや︑アメリカを敵
規するわけではないけれど︑アジアのためにはアメリカが入り込ん

な︒アメリカは︑それは困るから壊してくれと欝ってきたんだ︒
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最後のほうはシンガポールで︑ ﹁シンガポ⁝ルの首相が日本の政
治的な役割の拡大の懸念を表明した﹂という記録がありますが︑そ
れを︸番最後に梼ってきている︒やはり戦略的に︑訪問国を順序立

いったかな︒

てて選んでいるとか︑そういうことはあるんですか︒まさか︑行き
やすい順に選ぶということではないだろうと思うんですけれど︒
海部 結局︑そういうことも全部勘案して選んだんでしょうが︑あ
のときは正直に善うと︑タイを入れたのは︑チャチャイを利用する︒
チャチヤイの表現を借りれば︑ ﹁いまや榔子の木から実が熟して落
ちてくる寸前だから︑ちょっと一声かければいい︒自分も協力をす
る﹂ということだ︒そこで︑タイに入る前にマレーシアをやるのが
道順だから寄ったけれど︑マレーシアというのはそのころは問題が
ずいぶんあって︑アメリカから副大統領がすぐ飛んできた︒なんと

の機構ですね究○年＋工月︑マハティ⁝ルは￡AEBを提案︵欝段壽貯野

伊藤 マハティールが提唱していた︑アメリカを除いたアジア諸国
︒ o諺融bdざ︒押︶︒その後8A￡G︵GはO困︒賃営昌⑳﹀として発表︑九一年十鍔︑

それをつくるということにアメリカは非常に神経を尖らせて︑

εAEC︵Cは○Φ琴質の︶に変更﹈︒

海部

わざわざ副大統領が飛んできた︒忙しいさなかだったけれど︑別の
ホテルの部屋を取って︑そこでいろいろ話を闘いたら︑なぜアメリ
カをウイズアウトされているのかという︒だから︑閉鎖的なものに
はさせないし︑アメリカに対していろいろなことが出て来たときは︑
日本がそれを代わってカバ⁝するから︑ちょっと見ておってくれと
いった︒

一

う主張があったんですね︒だから︑それがもっとすっきりしなけれ
ば駄目だ︒だからB本はいま入らないで︑ちょっと慎重にいろいろ

領だから︑というようなことまで書つた︒

⁝シップを取っているアメリカのブッシュ大統領にもよく言ってお
くし︑ブソシュはそういうつもりで動くであろう︒言い過ぎかもし
れんが︑中圃のことを︸番よく知って理解しておるアメリカの大統

分聞いて︑それが反映できるようにする︒またそのことは︑ジ⁝ダ

な面を考えておるところだから︑といった︒それで門機構﹂という

海部 あの繭からおかしくなってきているんだ︒その諸悪の根源の
ようなものはアメリカにあるんだという︒マハティ⁝ルにはそうい

名 前 を 変 え て ︑ ﹁グループ﹂にしたのか な ︒
伊藤 そのグル⁝プに証本も入ったわけですか︒

中国がいま改革開放路線に入っていくと言っておるが︑改革劇毒
をやっていくには︑そこに自由の背景がなければできる問題ではな
ない︒だからアメリカと僕が話をして︑改革遺放の問題をわれわれ
は隣の籔としてプッシュする︒協力する︒それはアジア太平洋の平

海部 入ったわけです︒それは﹁グル⁝プにしろ﹂と言った以上︑
﹁﹇グループに﹈する﹂と雷われれば︑入らなければならん︒入る

に対してそういう政策をとることはわかってもらいたい︒というよ
うなことを言っておるときに︑彼が﹁トシキ︑おれもよく知ってい
るんだ︒北京は︑自転車で裏町まで走って知っているんだ隔という
ようなことを言い出したこともあったぐらいです︒
俘藤 いま東南アジアは中国の影に入ってしまいましたね︒
海部 影に入っちゃったね︒だから東南アジアだけでまた︸園しっ
かりして︑その中で助けるものは肋けていってやらんと︑踏みつぶ

心と安定になるし︑またアメリカが今ヨまで言い続けてきた自由と
罠主主義にも究極のところでは一緒になるじゃないか︒それを敵視
してはいかんし︑それはみんなで支えなければならん︒ヨ本が中国

こにアメリカが一人入ってきて︑おかしなことをいろいろやると︑

されたり︑︸色にされたりしたらいけないから︑その役碧が萩たに

代わりに︑それは排撃的なものではないということを条件に取りつ
けて︑それを対外的にも言うよ︑といったんですね︒
俳藤 AS￡AN五ケ圏は︑もっと遡って考えると︑韓圏︑台湾︑
シンガポール︑香港︑そういうところがまず経済成長をして︑それ

それがまたバラバラにされると困る︑というような懸念も言外にあ

こちらには来ておるんだと思いますよ︒

海部 たしかあのころは︑フライング・ギ；ス﹇雁行形態﹈と言わ
れたんだな︒いまは違うけれど︑呂本がトップで︑ずっと下にAS
EANの国が連なっている︒だから東南アジアのフライング・ギ⁝
スの経済成長の枠組の中で︑みんながやっていけばいいわけで︑そ

に引き続いてASEAN諸国が経済成長に入る︒こんな形ですね︒

りました︒そういう厳しい幽い方ではなかったが︒

伊藤

ブルネイにも行かれましたが︑ブルネイはお金持ちの国です

海部 行きました︒なぜ行かなければならんかというと︑裏の裏ま
で雷うけれど︑ブルネイは初めは入っていなかったんですよ︒そう

ね︒

伊藤

匿AS髭AN歴訪2︵ブルネイ︶

本当にそうですね︒

霞本はそうではない︒アジアのみんなとこれからも協力してやっ
ていくが︑日本はアメリカとも安全保障の闘題などいろいろ関係も
深いんだから︑それは理解しておいてください︑というようなこと
も言った︒そうしたら向こうは︑それはわかったという︒そしてマ
ハティールさんが祷に強調したことは︑アメリカとだけで進んでい
かないで︑いろいろなことがあったときは︑われわれとも相談して
やってくれ︑ということだった︒

だから僕は︑必要ないかと思ったが︑サミットに行くときも︑東
爵アジアから選ばれているのは僕だけだから︑みなさんの意見も十
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したら金丸さんがおれのところに飛んできて︑

﹁総理︑頼みが︻つ

﹁なんですか﹂といったら︑あの人はアバウト
﹁ブルネイというのは︑おとつつあん︑

﹁どこかをちょっと一二減らして︑そのぶんブルネイに行

あるんだ﹂という︒
だから︑
っ て や っ て くれ﹂という︒

伊藤 蘭印ですか？ イギリス領のほうじゃないかな︒
楠 要するに︑霞本がかつて狙っていたところですね︒
督藤 狙っていたというか占領していたところですよ︒
海部 そして桁外れのお金持ちであることは間違いないわけだよ︒
あの時計は︑恥ずかしくて︑してこられないけれど︑宝石のいっぱ

いちりばめた金の自動巻のものすごい時計を夫婦にまずくれた︒

門だから一頃でい

それはお持ちですか︒

何も関孫ねえよ︒外交的な問題は﹂と言ったら︑
いから行って︑飯を食ってきてやってくれ︒
伊藤

鋳っていますけれど︒

一杯飲んで︑飯を食っ

て︑やあと言ってもらえばいいんだ﹂と書うんだね︒
海部

石 油 だ︑石漉︒

便藤

れど︒

海部

なぜブルネイと関係があったかという謎が解けませんけれど

金丸さんに奪わせると︑ ﹁海部書︑そういうときはサービスはど
ういうふうにしてきたんだ﹂︑海部﹁サ⁝ビスって？﹂︑金丸﹁い
やいや︑国王は第四夫人までおって︑どうやってサービスしている
んだ﹂︑海部﹁そこまでは聞けませんよ隔︑金丸﹁そうだろうな﹂︒
掛藤 金丸さんは大丈夫だったんですか︑第何夫人だか知らないけ

驚いたな︑あれには︒

二夫人は第二夫人のプライドがあるのかな︒住んでいる三宮は︑嗣
じような規模︑購じようなスタイルの王宮に住んでいるわけです︒

て左﹈が第二夫入︑こちらが第三夫人﹇第二夫人の左﹈︒第四央人
は今日は招いていないという︒それで︑第二夫人用︑第三夫人用︑
第囲夫人用といってお土産を屠冒して︑向こうも必ずお土産をくれ
る︒それが家内のところに来るものは︑大きさがちょっと違う︒第

ネイという国は一央多妻の国ですからね︒正式の晩餐会でも︑こち
ら測﹇例えば肉かって右﹈が第﹂夫人 正夫人︑こちら掴﹇向かっ

掛藤 それはいくらなんでも捨てられないでしょう︒
海部 家内も㎝図も使っていない︒ ﹁こんなのは選挙区にはめてい
ったら一発で評価が下がる﹂とかなんとか書っていた︒それでブル

にやっていいかわからんしさ︒

傍藤 ㎝度見せてください︵笑い︶︒
海部 一度見せるわ︒まだ捨てないである︒入にやるといっても誰

門おれは知らんけれどもな︑おとつ

海部 こっちもそんなことだけでは﹁うん﹂と言えんから︑竹下に︑
門金丸さんがこういうことを言ってきたけれど︑あんたは何か裏を
知っているかい﹂と聞いたら︑
つあん︑何かそんなようなことがあるのかな﹂と言っていた︒

ブルネイから特使が来るというんだ︒王族ばかりだからね︒第侮
番員の王位継承者が来る︒その返礼という意味で寄ってくれれば︑
外交的におかしいことはない︒当時ブルネイは喧嘩をしている国も
ありゃしないし︑経済協力をしてやると言っても︑結構ですという︒
伊藤 向こうはお金が余っているんだから︵笑い︶︒
海部 余っているんだ︒ ﹁何のために何をしに行くんだ﹂と言った
ら︑ ﹁まあまあ︑それはいつぺん︑ちょっと向こうも来てくれと書
うから﹂という︒というのは︑当時の僕の推測ですが︑湾岸諸国に
碧して︑ブルネイは自分の国の存在感とか︑自分の国の立場はもっ
と上だと思っておったんですよ︒それはお金の支配なんです︒湾岸
協力基金というところへ一番お金を出して︑つくったのもブルネイ
であるし︑その周辺諸国で困っておるところが手を出してくると︑
援 助 圏なんですね︒

それにちょっとやっては︑面倒を見ていたんですね︒
極藤

海部援助圃だ︒
あれは石抽で︑とにかくすごいんでしょう︒
蘭 印 の︸部でしょう︒

あれは昔の蘭印に入るんですか︒

伊藤
楠
海部
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ね︒

星斗 何かあったんでしょうね︒金丸さんのことだから︑端侃すべ
か ら ざ る こ とがあるんでしょう︒

そうでしょうね︒お互いに結構で︒

海部
﹁ちょっと一日寄ってやってくれ︒約束してあったどこかの
国を 日減らせばいいじゃないか﹂というんですから︒それはそう
だけれどね︵笑い﹀︒ブルネイでは大した内容の話はありませんで
した︒

伊藤

海部 ハッピ⁝︑ハッピーで︑ミユ⁝チュアル・アンダースタンデ

海部

そう︒

門それはそれ︑約束は約束でやってください﹂と言い

ました︒そんなころはフィリピンのみならず︑いろいろな籔でそう
いう要請が出たんです︒溝時に︑あのころ日本は円高差益の閥題か

な︒ ﹁あなたの国の経済のあれが変わってくるから︑返さなければ
ならん分もこれだけ増えてきておる︒だから円高に見合う分だけ下

げてくれんか﹂というような話もあったんです︒ ﹁では今度︑円安

になったら増やすか︑ということにもなるわけで︑約束は約束で守
ってください︒その代わり︑それによって不都合が生じたいろいろ

たんです︒

ィング︒

●ASEAN歴訪3︵フィリピン︶

驚いたことにはそんな頃︑ドイツのシュミットから︑ ﹁これはま
あ︑あまりメイクパブリックしたくない話だけれど﹂といって︑
﹇賑本に円借款のあれを切り下げるように﹂といってきた︒

な問題が趨こったら︑それに対する薪規借款も︑いま返しておいて
もらえば出せるけれど︑いまここでカットダウンとか無しにしてく
れ︑ということになると︑あとが続きませんよ﹂ということを言っ

俘藤 ブイリピンは︑援助してちょうだい︑ということでしょうね︒
海部 はい︑そしてあのころ︑日本の援助が減るのではないかとい

利率ですか︒

伊藤

ああ︑湾岸でお金を出すからですね︒

う心配をみんなが持っておった︒
伊藤
はい︒

﹁それはそれ︑これはこれだ︒今日までお約束してき

海部

海部 ドイツも債権放棄をすると早うんです︒ドイツもあの辺に相
当借款を出しておるんだね︒けれどもそれはそれ︑これはこれで︑
ご説はよくわかるけれど︑怒らせんように上手な断わり手紙を書い

てくれといったら︑知恵を絞って書いて︑持ってきた︒それでサイ
ンだけして放り込んでおいたから︑どういうことになったか知らん

ているのは︑ここでそのために少なくするとか減額とかいうことは︑
しません︒それを闘いて安心してくれ﹂といった︒

楠 先生はフィリピンでは債務削減要請を事実上拒否したという記

けれど︒

わざわざ公文書ではなく︑︐﹁プライベ⁝トにお願いするけれど︑

録がありますが︒

海部 当時はブイリピンのみならず︑いろいろな国が債務を削減し
て く れ と い う要求をしてきた︒

向こうはこんなに溺っておって︑こうだから︑日本とのいろいろな
関係で毎年毎年︑支えきれない負担になりつつあるようだから︑こ

﹁ノット

・オンリー・フィリピン︑バット・オールソi・ポーランド︑ ハン

うやってやってくれ﹂という︒そこから先が大事なんだ︑

楠 ブイリピンだけではないんですか︒
海部 フィリピンだけではありません︒それから︑特にフィリピン
ではそれはできない︒それをや6と︑新規借款もできない︒全部駄

ガリ⁝という國もあるんだ﹂ということを手紙に書いてきたけれど︑
その国だけ︑というわけにもいかなくなるじゃないですか︒

員になる︒

極藤

四手がどこであろうと︑それは駄目だ︒そういうことになっておる
から︒その代わり︑新規借款を鐵すときに︑あなたのご意見はいろ

一348一

い ろ な 状 況 等を聞いておいて︑
て お き ま し たけれどね︒

対処するだろう︑という返事を出し

当時安倍派の連絡将校は加藤六月がやっておった︒加藤六月がこん
な大きな初期の携帯電話を持って走ってきて︑ ﹁総理︑ちょっと入

タタタソとやって病室の安倍を呼び出すわけだ︒もめてきたときで
す︒そうしたら︑ 門私が代理で言っても総理は信鰐してくれんでし
ょうが隔と言って︑安倍に代わってもらったら︑ 門あれだけはちょ

払いをしてください︑重要な話がここから出て来ます嚇と言って︑

俳藤 その次は中雪根さんの復党問題ですが︑一部の報道では︑中

っと待ってくれ︑あれをいまするわけにはいかん﹂という︒しかも

■中善根康弘の三民党復党

雪根さんの復党を先生がご存知なかった︑と書かれているようです
が︒

海部 それは全く知らなかったわけではありません︒事前にコソッ

おるわけだ︒それで︑むつちゃんがそれを知っていて言い触らして．

リクルートのことで問題があるときは︑派閥に対するものが向こう
から伝わっておっただけで︑安倍のところに入っていなかった︒そ
んなようなことから大変な不信があって︑それを加藤六月は知って

と︑もうそろそろ
︒初め群馬県連で復党を認めて︑公認申講も
自民党に畠す︒だから自浅党のほうでも︑という動きがあるよ︑と

ら待ってくれという︒

贋って潟つた面もあったかもしれんが︑どうしてもそれは二二だか

それはリクルートと関わるんですか︒

いうことを︑チラチラ言っておりました︒

影藤

リクルートの灰色で︑結局もらったという発声になっている︒

あれは県連が申請するわけですか︒

傍藤

海部

加藤六月もそれで入閣は駄目だということで掬えられてきたわけだ︒
ある入をそれで柳えた︒ある入と言わなくてもいいな︑森が﹁運輸
大臣にどうしてもなりたいから頼みます輪と言って来たわけだ︒僕

海部 県連が窓口になります︒ところが正直に言うと︑中曲薦帳先生
という人は︑この前も秘したように︑おれの結婚式の時もちゃんと
来てやってくれるし︑また総理になったときに皇暦で会ったら︑
﹁奥さん︑あなたは結婚式の頃と比べて︑ちっとも変わっていませ
んね﹂なんてお世辞を言ってさ︒
お 盤 辞かな︵笑い︶︒

けれどもそうしたら︑加藤が安倍に聞いてきて︑ ﹁安倍がどうして

伊藤

海部 お世辞だよ︒うまいことこうやられて門詩ち上げられて﹈な︒
中善根さんとはいろいろあるわけだ︒しかし︑︸人だけや惹と︑ほ

もそれだけは待ってくれと言う﹂という︒

は彼とは雄弁会以来の関係もあるし︑お父さんの選挙にも応援に行
ったりしておるので︑できたらそうしてやろうと思っておったんだ︒

かの人もみんな許さなければならんようになる︒私のあのころの一

んだ︒

電語を持ってきて︑ ﹁みんなを入払じしてくれ﹂といって︑やった

門しかしむつちゃん︑お

貫した問題は︑ただ中嘗根復党の問題だけではなくて︑リクル⁝ト
の関係があった人に対しては︑あまり門を開いてはいかんというこ

まえの言うことだけではあかんよ︒といって︑病院にまでそんなこ
と︑おれが聞きに行くわけにはいかんし隔と言ったら︑ ﹁待ってく
ださい︑いい方法をやってきます﹂と言って︑出始めの大きな拷帯

﹁政治改革︑政治改革﹂と霊っている最中ですからね︒

とだ︒リクル⁝ト問題をきれいに片付けたところで︑ ﹁自民党は︑
さあここで生まれ変わりました﹂と言えるわけですね︒
督藤

海部 そう︑そしてあのころ︑大変誤解を受けたのは︑後冒リクル
⁝トの関係者になったことがはっきりした人だ︒入閣するときに︑

かなり重いものでしたよ︑当初の携帯電認だから︒忘れられん話
だ︒そしてそれを通じて安倍の真意を聞いて︑ ﹁じゃあ︑そうしま
しょう﹂と言った︒そして﹁橋本を留任させるならば︑中山で続け
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てやってくれ﹂と書うんだ︒要するにそれだけ︑︐安倍さんの外交を

受け継がせてあげたいという気があったものだから︑それで推薦さ
せたら中山であったから︑ずっと続けたということです︒
憐藤 中轡根さんの復党は︑この時は単独でしたか︒

海部 単独です︒しかも侮かがあったときに︑自辛党の総務会か党
規委員会は︑定足数ぎりぎりぐらいのところで開いて︑礫くや否や︑
異議なし︑ということで成立したという報笛を受けたことを思い出
します︒そういう動きがあったことはほかの表現で報告があったけ
れど︑何月侮日にどうするということではなかった︒

伊藤 これは総務会で決まれば︑総裁は一応OKというふうにする
そう︒

わけですね︒
海部

伊藤 でもせっかく政治改革︑政治改革と雷っているときに︑先生
としては好ましくないことですね︒
海部 それは好ましくないわ︒だから︑正二二って聞くとあかんと
言われるだろうから︑お互いに恥をかかんようにしておこう︑しか
し責任は総務会が負おう︑ということで︑そこで短時問でパッパッ
と議論もなしにやつちゃったんだな︒
樫藤 総務会が責任を負うといっても︑結局は総裁が責任を負うん
でしょうね︒

海部 それはそうですよ︒結局はそうですけれどね︒だから僕はそ
の場で︑佐藤孝行のことも何遍も駄目だと言って麹えて︑党内から
はそのことではさんざん怒られた︒それから灰色はとらん︑駄目だ︑

之いって︑加藤六月も巨魚だから︑おまえは駄賢だといった︒みん
な︑駄昌だ駄昌だといって断わり続けておったものだから︑だいぶ
欲求不満が出て来たことも百も承知でした︒それで中瞥根さんのこ
とも︑偲三二には︑書つたようにいろいろ関係がある人ですから︑
正面窃って闘いてこられると︑ちょっと待ってくださいと言わざる
を得んから︒

伊藤 そうでしょうね︒そういうふうな形にしたわけですね︒わか

りました︒

匿安倍晋太郎の死と安倍派の帰趨

僻藤 その安倍さんが翌鍔亡くなられるということになりますね︒
ガンで亡くなるであろうということは︑だいたいみなさん予想して
海部

安倍派としては︑大変なことですね︒安倍さんというのは総

わかっておりました︒

いたんじゃないでしようか︒

衝藤
海部

そうですね︒その安倍さん個人とは︑先生はどういうご関係

最短題離におったんだ︒

裁候捕の筆頭みたいな感じでしたからね︒

伊藤

でございましたか︒

海部 安倍さん個人とは︑選挙の応援に行って来いと書われて︑青
年部の講習会に講囁になって行ったり︑それからどこどこの応援に

行ってやってくれ︑じゃあ一緒に行きましょうかといって行ったり︑
そういうことがありました︒

それからこれはお読みになってバレておるだろうけれど︑料事の
おかしな下足番が資料を出して︑うちは誰が来て︑誰が来てと書く
でしょう︒あそこには竹下登︑安倍晋太郎︑ときどき海部俊樹︑ち
ゃんと出てきておったな︒それで︑そのことはもう天下周知の事実
ですから︒

傍目 ニューリ⁝ダーの集まりですね︒
海部 ニュージーダ⁝と言われた頃の話です︒そしてゴルフの道具
を一番最初にプレゼントしてくれたのも安倍さんだ︒ゴルフの手ほ
どきを最初にしてくれたのも安倍さんだったな︒それで︑加藤六月

もそのころゴルフを始めた︒ところが向こうはみんな上手であるが︑
海部さんは駄目ですか︒

こっちは上手ではない︒
伊藤
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こういうところ﹇頬のあたり﹈はちょっと化粧すればいいわ

この人は僕のところと同じ組だ﹂という︒僕を入れておけば︑おれ
より必ず上でしょう︒しばらく経って︑こっちが計算できるぐらい

じ ゃ な い か ら︑

伊藤森さんはどっちですか︒

海部

俘藤

海部 このへん﹇頬﹈はどうしても出るけれど︒いまだったらシリ
コンでも入れてね︑おっぽいを増やすやつ︑あれはいまいいのがで

けですからね︒

僧藤

打てるようになると︑ ﹁ほうほうほう︑今日はどういう風の吹き回
しか輪という︒それでバンカ⁝に入ったら︑ ﹁海部︑手の五番で行
楠

海部 駄目︒そうしたらあの頃は︑派閥と派閥のゴルフつき合いと
いうのが非常に流行った頃で︑福田派と三木派でゴルフのコンペを
よくやったんですね︒ちょうど福源越夫先生という人はあまり上手

こう︑ほうほう︑手の五番だ﹂という︵笑い︶︒橿睡先生が教えて

当選回数は少ないんですよ︒

門ようようよう︑海部婁︑こっちにいらっしゃい︒

くれたんだ︒ ﹁先生︑手の五番はいいですな﹂とやったけれど︑そ
れは福田派との親蕃ゴルフでしか使えないわけだ︒よその派でそん
なことをやったら︑とてもじゃない︒だから僕のゴルフはちっとも

楠

㎜二男の家来で︑早いところ三塚を一︒一二塚のほうが森より

県議だ︒

三塚さんは県議か帯議あがりですね︒

海部

三塚でしよう︒

そうです︒ものすごい争いだった︒そこへ森喜朗まで入る︒

なに﹇激しい争いに﹈なったじゃないですか︒

安倍派の後継争いは︑三塚﹇博﹈さんと加藤六月さんがこん

きているそうだ︒

上手になっておらんわけです︒ハハハ︒

海部

﹁ 手の五番漏はよかったですね︵ 笑 い ︶ ︒

待ってください︑三塚さんはなんでそんなにカがあったんで

伊藤

伊藤

しよう︒

派の中で︑ですね︒

じゃあ︑森さんもそっちの側のわけですね︒

派の中だ︒

けれども︑加藤六月もいろいろやっておったわけだ︒

問題が絡んでくるでしょう︒だからあそこの役所はあれは駄霞だと
か︒言いにくい話だが︑金丸さんから直接︑ ¶防衛庁長官はそれは
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福 闘 さんに教わった︒

海部

すか︒

い け ません︒

海部 あの人は︑なんでカがあったんですか︑と聞かれると︑ちよ
つと答︑尺ようがないけれど︑要するに細かく面倒を見ておった人で

伊藤 安倍さんが亡くなるということは︑自民党としても相当な大
きな痛手ですね︒

海部 安倍派ならびに安倍﹇族にとっては大変な痛手だ︒安倍さん
がそうなったということを一所懸命情報を取って喜んでおったやつ
もおるんだから︑それは非情な世界です︒
海部

秘しておるわけですが︑すぐ伝わるでしょう︒

炉藤 敷治家の病気というのは一︒
伊藤

とにかく︑安倍さん生存の頃から跡目争いは激しくやってい
たわけですね︒

覆審だよ駄と言って︑具体的に名指しで断わりが無たりさ︒組閣最

激しくやっていた︒それで︑なんていうかな︑すぐに利権の

れ︑顔色悪いな︑どうした？隔という︒安倍さんのときも︑かわい
そうに︑あれはワイシャツにパットを入れたんだね︑最後は︒そし
て偲か公の席に出たでしょう︒あのとき︑ルソクス・ライタちっと
も貧粗に見えなかった︒ワイシャツにパットを入れて︑その上に背

後のところだったので︑ ﹁そんなこと言ったって︑ほかがほとんど

海部

広 を 着 た ん だから︒

灘部 すぐ伝わるし︑また伝わるようにさせられるわね︒特にこの
ごろみたいになってくると︑みんなが鵜の目鷹の麟でしょう︒ ﹁あ

俘海俳海俘
藤部藤部藤

決まっておるから︑任しておいてもらわないと國るけれど︑おとつ
つあん駄欝か﹂と書うと︑ ﹁いや︑あんなのを防衛庁長官に入れた
ら︑えれ︑尺ことになるぞ﹂という︒その人の名誉のために書いにく
いけれど︑海部内閣の組閣の頃の防衛庁長宮として︑あとから顧み

金 づ るですか︒

れば︑ああ︑と思うような者だ︒それだけ防衛庁というのは当時か
ら︑ご本玉もそうだから︑金づるになるところだったんだよね︒
伊藤

楠 大きなものを買いますからね︒
海部 そう︑それは金づるですよ︒しかも巨大産業から
︒
伊藤 でもだいたい防衛庁長窟というのは︑一番最初になる大貫で
すよね︒

海部 そうですよ︒どうしてもあれになりたいと思っているやつは
あまりいないんだもの︒けれども︑その防衛庁倉皇にだいたい決め
ておったやつを︑ ﹁あれだけは駄目だ︒あんなのを防衛庁に入れち
や あ 駄 冒 だ ﹂と霞われた︒
楠 それで結局ならなかったんですか︒
海部結局ならなかった︒その代わり︑オールモースト決まったあ
との泣きですから︑それは防衛庁長官を外れて︑横滑り︒横滑りで
行った先は無難な人だったから︒
楠 じゃあそのあたりの新聞を一陵︑二日見ればわかりますね︒
海部 わかつちゃうが︑名誉に属する問題だから言いません︒
擬藤 この安倍派の後継争いは︑安倍さんが亡くなったことで露わ
になるわけですね︒これは党運営にいろいろな形で影響を与えるこ
老になりますか︒

海部 手間がかかるようになりました︒要するに︑安倍一人に聞い
て︑ああだこうだといって決めているわけにはいかなくなった︒
掛日 両方に闘かなければいけないんですね︒
海部 三塚と六月と︒三塚は早稲曝の雄弁会ではおれの先輩ですか
らね︒彼の仙台市長選挙の最初のときから応援に行って協力はして
おるけれど︒当然碧分のほうにあれをしてくれるものとみつちゃん

六月さんのほうはどうですか︒

は応じておるわけだから︒

聯帯

海部六月のほうはりクル⁝トのとき︑ロッキードのとき︑いつも

虐げられていじめられてきたから反発力は強いし︑野育ちだから︑

融所を知っているわりには︑いつでも引っかかるじゃないで

いろいろ勘所を知っているわけだ︒

撰藤
すか︒

﹁加藤六月とかけてなんと解く︒繊雲芝居の煙草盆だ︒

海部 いつでも引っかかるけれど︵笑い︶︑それは本人の自覚と立
ち回りの問題だろうな︒だから︑僕が言ったんじゃないけれど︑澱
の悪い入が︑

どんな場面にもちやんと出ておる﹂という︒言った人もだいたい想
大変なことだ︑これは︒

像すればわかるだろうけど︑あの知恵者が書つたんだ︒
影藤

騰国運軍縮京都会議

俘藤 その周じ五月に︑国連軍縮京都会議を先生が主宰されます︒
これは通常兵器の移転報皆制度ですか︒
海部 あのころは核兵器をなんとかしろということよりも︑通常兵

器をなんとかしろということのほうが世界の平和と軍縮のためには

役立つのではないかと︑私はアイ・ビリ⁝ブ・ザソトでした︒けれ
ども言うときには︑核を廃絶しなければならんという︒究極の霞的

は核廃絶だけれど︑その前に現実的にやらなければならんことは締
であるかということになれば︑通常兵器だ︒必要以上に強い国をそ
の地域につくってはいけないから︑みんなが監視してみておって︑
あそこにはどれぐらいあるか見ている︒そうすると近駈の国が︑そ
れは危ないからやめておけ︑とみんなで包囲網をつくれば︑戦争は
未然に防止されるだろう︒私はそういうことを教え敏れ︑自分もそ

れがいいんだと思って︑転じておりました︒
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サダム．フセインがおだてられて︑通常兵器をどんどんもらって︑
あの辺の王者になれるようにやっておった︒
伊藤 それはよく知られていることですね︒
海部 兵器までどんどんもらっていたんだから︒だから通常兵器の
報皆綱度をもつとオープンにして︑どれだけあります︑亮買は新た
にこれだけやりました︑ということを必ず報告する︒そういう制度
があれば︑ああ︑この国は必要以上に強くなりそうだなと思ったら︑
近隣の国々が警戒もするだろうし︑それが無霞のプレッシャーにな
るだろう︒

当時は︑睡本が原子爆弾で被害を受けた最初の圏だから︑濁奉の
軍縮では核兵器の軍縮から言わなければいかん︑という意見がずい
ぶんあった︒それを︑お経じゃないが唱え続けておってくださいと
いう意見もあった︒が︑僕はもうちょっと環実的に︑ステップ・バ

伊藤

海部

伊藤

必 要 性も少なかった︒

それが拡散するという可能性もあまりなかった︒

五ヶ國︒

この時はまだ核保有国がそんなに多くはないし︒

イ．ステップで成果の上がるものは成果を取りながら進めていかな
いと︑とてもできないことだと思っておった︒

海部

楠 ただこのときに海部先生は︑核疑惑圏に対するIAEA﹇国際
原子力機関﹈特別査察を提唱というように書かれていますから︑通
常兵器だけではなくて核のこともあったんですね︒
海部 核のことにももちろん触れなければならんし︑核は最終的に
は 完 全 廃 棄 ︑廃絶だと︒

楠 三月EAの特別査察というのはそれまでなかったんですか︒
海部 舗度としてあったんじゃないですか︒瀬度としてあったけれ
ど︑実際に行使されたことはなかったということで︑それはやるべ
きだ︒あの頃︑大使で派遣してあったのが帰ってきて︑いろいろ報
告してくれたときに︑それをやらねばいげませんよということを霞
ってきてくれたのがヒントになっておるんです︒日本はまた自分の

国だけが核が︑というと︑言いにくい話ですが︑じゃあ誰が核を落
としたんだ︑ということを意地悪く反論されたり書き立てられたり
する︒結局アメリカじゃないか︑ということになる︒やっぱりそれ
だけじゃなくて︑もっと現実的に身近な安心・安国のためには︑通
伊藤

そして売買を︑もっと国連に報告するようにしなさいという

とにかく実態を明らかにしょうということですね︒

常兵器の廃棄が最優先だ︒

海部

ことです︒

楠 ここで核疑惑国に対する特別査察を提唱されたというのは︑侮
か北朝鮮のことがあったんですか︒
海部 正直に言って︑あったんですというと格好いいけれど︑その

時はまだ北朝鮮は持てるとも持てんとも︑わかっていなかった︒

楠 じゃあ特に撒朝鮮を意識して言ったわけではないんですね︒
海部 頭にあって意識して言ったのは︑パキスタンとインドの関係
です︒それで私が南西アジアに行ったときに︑両国のトップに﹁お
互いに核の間題はきれいさっぱりしなさい︒ここで変なことに火を

点けたら︑取り返しがっかんことになる﹂と書つたんだ︒

パキスタンは︑あのころ雰常に頑なだと書われておった︒あのこ
ろ︑やや美人だったけれど︑プットさんという女性首相に会ったら︑
門海部さん︑間違えないでおいてくださいよ︒悪いのはこっちじゃ
．ない︑向こうだ漏という︒向こうというのはインドのことです︒そ

れで︑ ﹁私はここでお約束しておきますが︑インドが⁝歩下がった
ら︑わがほうも一歩下がります︒インドが百歩下がったら︑私も直

ちに百歩下がります︒だから︑インドがいろいろな挑発やちょっか

いをやめなければならない︒カシミール問題であくまで悪いのはイ
ンドです﹂というような⁝点張りだったのね︒

僕が﹁必ず一歩下がったら下がるか﹂と需ったら︑ ﹁いやもうそ
れは当然のことだ．．わがほうもぞうしたい臨という︒そこで﹁私は

﹁いいならば︑私は

帰り道にインドに畷っていく︒インドで会ったときにそのことをメ

イク︒パブリックしてもいいですか﹂ ﹁いい﹂
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日本の記者にもそのことを詳しく伝える︒さすがにプットさんは平

﹁わかりました︒向

掬主義者であるということになるわけだから︑その約束だけはきち
ん と 守 っ て やってください隔︒

そうしたら︑インドに行っても同じことだ︒

こうがやめたら︑インドも直ちにやめます﹂と言うんだ︒結局あれ
は非難の応酬の仲立ちをしたようなもので︑これ以上やっておって
も一︒けれども︑言ったという言質は捕えておかなければいかん

が来ておったんですよ︒首脳会談をやっている真っ最中に︑メモが
入った︒第︸報だ︒それは報道関係者が巻き込まれて︑犠牲が出た︒
当世流に雷えば︑自己責任の原則をマスコミのみなさんにもよく守
ってもらうように︑一般黒斑に避難命令を出したり退避命令を出し

たりしたところに︑マスコミだから入っていってもいいというのは︑
ちょっといけませんよ︒けれどもお亡くなりになった方には︑心か
らご同情申し上げる︒談謡をくれと言ってきたんです︑被害を受け
たマスコミから︒そのメモで︑首脳会談の最中だけれど︑ちょっと

門私はあなたのお話を聞いて非常に感銘があった﹂と言った︒

から︑

緊急事態が起こったから鐡弁してくれ︑といったわけです︒

﹁カシミ

伊藤 もう明らかに死んだ人は後医しなんですね︒
海部 そう︑後回し︒需っては悪いけれど︑本当にお隠れになって
いる方は後園し︒助かるかもしれん︑という人を助けるという優先

んで︑そしてやれ︒

災害の時にはヨーロッパでも﹁トリアージ﹂という制度があって︑
それは優先順位を決めるんですよ︒ドッと犠姓氏が運び込まれたら︑
この人は直ちに緊急の手術が必要か︑この人は放っておいてもいい
か︑この入はどうするか︑それは現揚の判断だそうです︒現場で判
断して︑緊急に手当することがその人の人命にとって必要なときに
は︑純粋に人麗を助けるという角度から侮が大切かという判断で選

向こうが一歩下がれば必ず一歩下がる︑菖歩下がれば百歩下がる︒
百歩下がるということは︑一切ないということだからね︒

⁝ル問題の雰難はいろいろあろうけれど︑それを乗り越えて︑南西
アジアの重要な地位を占める国だから︑期待しておりますよ﹂と言
ったが︑結局それ以後︑見ていても︑進展していないんだな︒
伊藤 それで結局︑核保有麗になつちゃったんですね︒
海部なつちゃったんだ︒
楠︑既成事実化してしまいましたね︒
海部 そんなころに︑この二ヶ国を早く国際社会の権威ある機関に
検証させて︑情報をメイク・パブリックするように持っていって︑
危険ならば危険だということをきちんと世界中に知らしめるには︑

そのためにIAEAという組織をつくったんでしょう︒そこで議論
もされないというのもおかしなことだから︑ぜひやったらいいと思
う︑これは霞本で言っておったことです︒

順位は現場で判断しろ︒基準も何もないんだから︒そうしたらそれ
も現場が混乱すると 置うけれど︑それは現場に責任を持たせなけれ
ばならん︑どいうことになりました︒雲仙・普賢岳のときは︑そう
いうことが起こったときにまさにどうするか︑ということを具体的

に闘題提起された場だったと思います︒その後アメリカから︑トリ

それから余談になりますが︑雲仙・普賢岳のあったところはむか
し島原の乱で問題があった地域なんですね︒そして︑すぐ行ってく

1雲仙・普賢岳の火砕流災害
伊藤 その次の雲瓠・普賢岳の問題は︑なんと書いますか︑次々と
いろいろな問題が起こって︑総理としてはなんらかの形で関わらざ

れと言われた︒でも済んだところに行ってもしょうがないじゃない
かと思ったけれど︑そんなことは期には出せませんから︑最も早い

アージ︑緊急救済制度の専門官が日本にも来たことがありました︒

るを得ない事態が連日のように起こるわけですね︒
海部 普賢錘のことで忘れられんのは︑あのときちょうどある首脳

機会に行く︒ただしそれよりも︑あそこの対応をどうしてあげるか︑
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法律改正までやって再生ができるようにしてあげるのか︒あのとき
は︑西岡武夫だとか︑長崎県の選出議員には︑久間門章生﹈もいる
ね︒とにかく当時自畏系で︑こっちを支えてくれておる仲間がみん
長崎はほとんど農罠党ですからね︒

なおるわけです︒

便藤
そして︑参議院には親分︑最後は議長を長くやった入がいる︒

息 子 が 出 ていますね︒

そういうのがみんなおって︑

﹁補償をしろ︑国家補償に切り

海部
楠

海部

換えてもらわないと︑この惨状は救われない﹂という︒それで霞あ
まりおかずに︑それらにせかされて現地に行きました︒そうしたら
みんな来ておった︒あの頃はとにかくあの地域の生産手段が全部灰
に埋まってしまって︑どうにもならんことになっていたんですから︒

﹁やります﹂と答えてきました︒

伊藤 鉄道も切れましたし︑道路も切れた︒
海部 そうです︒それは奔常に惨憺たる状態でしたね︒しかしすぐ
に手を打ったのは︑仮設住宅をつくるということでした︒
伊藤 あれは激甚災害とか︑そういう搭定をするわけですか︒
海部 それはすぐに指定しました︒もちろん激甚災害です︒そして
仮設住宅のほかにあのときすぐに打てた手は︑帝町村長に対して︑
緊急の貸付金が出るようにするということで︑それは視察にいった
現地で︑

俣藤 それはもちろん︑こっちから出かけるときにもう根心しして
行 く わ け で し ょう︒

海部 もちろん︒方法は何かあるかといったら︑こうこうだという
から︑じゃあそれは言ってくるからな︑といった︒それで党は︑司
司にみんなおるから︒だから長泣出身の議員に逆に︑党のほうはよ
く根回しをしておいてくれよ︑行ってやってくるから︑と言って︑
行 っ て 来 た ん だね︒

俘藤 まあ︑最初に先生がおっしゃったように︑危ない︑そばに寄
るな︑というにも拘わらず︑まあ大丈夫だろうということでマスコ
ミの連中はずいぶん透ついたんですね︒

海部 だって︑逃げる暇がなくてやられちゃったんだから︒火砕流
のスピードを素馨は曾く見ているわけです︒けれどもあれがダーツ

ええ︒それで犠牲者になってしまった︒

と流れてくるときは単いスピードですからね︒
伊藤 ものすごいスピードらしいですね︒
海部

回ロンドン・サミット

便屋 さて︑その翌月ですが︑ブソシュ大統領との首脳会談のため
にアメリカに行かれます︒これはサミットの前ということですね︒
ロンドンで行なわれるサミットの前に訪米される︒これはサミット
の前打ち合わせですね︒

海部 前打ち合わせということですが︑このとき㎜番議論になって
おって︑ブッシュが快く思っていなかったのは︑どうもコールがえ
らそうなことを雷い過ぎるということだ︒EBRD冒ガ︒国罎︒℃①

餌郎ごコ翁︶燃犀独唱切Φ8霧霞∬o賦︒嵩餌類蟻O①︿臨︒娼ヨ①馨﹈のことだ︒それ

門ミスタ⁝海部︑

で︑侮か枠の権限をもっと増やしてやらせうとコールがいうが︑そ
れは駄霞だ︒約束した通りやって行けということだ︒フランスのミ
ッテランは︑あの頃はコールにうまく雷いくるめられて︑￡BRD

に送り込まれたのがミッテランの家来です︒

コールはとにかく首脳会議の最中に名指しで︑

あんたは二枚のペーパーを用意してきたんじゃないか︒スケールが
ちょっと違うじゃないか︒中濁に対して君は︑われわれの合意を無

の提案にτ言も乗って来ないじゃないか﹂というようなことを言わ

視してでもやれやれと言うけれど︑EBRDの語になると︑こちら

門だった

れた︒だからそのとき︑ ﹁いや中出は隣の国だから﹂と重ったのが︑

結局はまずかったんですけれどね︒そうしたらコールは︑

らおれだって︑隣の屡だ︒だからEBRDに日本ももっとお金を出

せ﹂ということなんですよ︑結論は︒
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撰藤 コール︑ミッテランというのはときどき組んで︑日米とやる
わけですね︒

海部 そう︒ジョージ・ブッシュもそのことは百も承知だから︑
門トシキ︑寄っていかないか﹂といって︑ワシントンに初めに行っ

た︒ ﹁君のことは︑どうせECの連中は︵当時はまだEUと襲わな
かったんじゃないかな︶いろいろ雷うだろうけれど︑要は日本から
もっと出させうということだ︒日本とアメリカだ︒日米に責任を持
たせるぞ︑というような共同戦線を張っているようだけれど︑それ
はあかん︒約束事︑決めたことばきちんと守ってやっていこう︒ま
ず決めたことをきちんとやっていって︑そしてやり終わったときに︑
それでも足りるか足りないかで︑やらなければいかん隔︒
僕はそのとき︑そういったことを聞いたから︑ 門日本でもそう安
易によろしいといって増額の約束はしないし︑何が必要かというこ
とがまだわかっていないじゃないか︒病人がここにいる︑それはわ
かる︒たしかに峯時のロシアは病人かもしれない︒でも︑どの薬を

飲ませたら効くのか︑どの注射を打ったら効くのか調査ができてお
らん︒まずきちんとロシアに行って︑何を擾吝したり再建に役立つ
かということを決めようじゃないか﹂と雷つた︒それでサッチャー
さんもアンドレオッチさんも︑それはそうだという︒僕はそういう
ことを書いますからね︒それでたしかそのときの会議では︑直ちに
増額する︑というコールの提案はみんなで抑えたということになり
当然カナダも賛成はしないわけですね︒

ましたね︒

伊藤

﹁言

海部 カナダも︑対ECだったら︑アメリカと一緒になって進む︒
ブッシュはそのとき︑ 門そのセリフは臼本に向かって言うはずだか
ら︑おれが答えるよりも君が甕矢答えてやったほうがいいよ﹂

ってよろしければおれが言うよ︒事実そうなんだから﹂と雷つた︒

伊藤 それでこのロンドンのサミットで︑初めてゴルバチョフ大統
領がオブザーバ⁝として出て来ます︒これはそれまで少しずつサミ
ットのメンバーが増えてきたのとはちょっと違う︒つまり︑当時の

ソ連を考えたら金持ちの国ではありませんからね︒

海部 それからもう㎝つ議論の中心は︑ソ連は共産主義体制からま
だ自由民主主義の体制に完全に変わっていないし︑経済行動自身も
われわれとは共通のものがないじゃないか︑ということで︑初めか

ら正メンバーにはしなかった︒ ¶したい﹂と書ってきたのを︑私ど

コールですよ︒

サミットのメンバーの申では誰が言ったんですか︒

﹁したい﹂と至ったのは誰ですか︒

もが﹁それは幽玄だ﹂と言った︒
伊藤

楠
海部

撰藤 自分たちの味方を増やそうということですね︒
海部 そう︒要するに︑自分の恩を売ってだんだん増えていくこと
がいいと︒けれどもそれをやってはいけません︒侮をやったら共通
の議論をするための背景ができるのか︒だから援助の内容とか援助
の方法その催については︑もっと話をして︑このメンバ⁝だけでは
なしに︑世界のあれが集まる︒世銀もそうだ︒そうしたらコ⁝ルが
すぐに門EBRDも入れろ﹂というから︑ ﹁わかった︒代表を入れ
て︑議論は地球的規模でやったほうがいい﹂ということで︑最終的

ゴルバチョフはオブザ⁝バーとしてサミットに参加したわけ

には合意しました︒

憐藤
海部

そうですね︒経済問題というわけにはいかんわけだから︒

政治問題が中心ですね︒

ですが︑これは政治問題のほうですね︒
伊藤

●日本・EC龍脳会談

伊藤 それでは次の話までお願いします︒ロンドンサミットが終わ
って︑そのままヨーロッパに残られて︑ヨ本と￡Cの首脳会談をさ

れます︒日本とECの首脳会談といいますが︑ECの首脳というの
は誰のことを櫓すんですか︒

一
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海部 あのときはECの議会の議長です︒それまでヨ⁝ロッパの国
々とはバイの關係ではいろいろあった︒私も当時から臣事﹇議員連
明巴の会長をやっておったり︑日英の関係があると出て行ったりし
ていま．したが︑日本とECを⁝つにまとめてのものはなかったんで
す︒それで︑やろうと決めて︑いままで続いておるようです︒

そしてこの時は︑終わったその次に場所を栽しく設営して︑ルベ
ルスが代表になって︑ヨーロソバ側の意見を述べ︑ヨーロッパの希
望を言いました︒

俳藤 霞本とECの関係というのは︑貿易関係︑政治関係︑さまざ
ま に 棺 当 あ るんですか︒

海部 棺当あるんですが︑どちらかというとECのほうは貿易関係
には寒雲に関心を持っているけれど︑それ以外の閣係になるとちょ
っと︑とんちんかんなことを言うやつがおった︒
俘藤 この当時は︑日本とヨ⁝ロッパの貿易は︑ヨ本の黒字なんで
すか︒

海部 日本の黒字で︑それがけしからんという︒けしからんと書わ
れるほどひどいことにはなっておらんが︑ ﹁それよりももっとけし
からんと思っているのは︑いったい霞本は自虫貿易のドアを開ける
つもりか︑もう㎝回閉じるつもりか︒いま閉じているじゃないか﹂
ということを雷い出す︒ ﹁例えばどういうことなんだ︒こちらは約
菓したものはみな開いてきて︑必要以上に入ってきているのがちょ
っと迷惑だと思うようなことも︑率直に奪うとある﹂と言った︒特
にこの時は︑自動車三聖なんかをヨーロッパが言い出した︒ 門日本
の自動車はヨ⁝ロッパの自動車産業をつぶすつもりか︒どうも︑そ
んな気持ちが晃て激れる︒アメリカとばかり自動車交渉をやらない
で︑ヨーロッパともきちんとそういったことはやらなければいかん︒
だからドアは翻けるのか閉じるのか︑方針をしっかり教えてもらい
たい︒開けるというのなら︑どうやって︑こちらに対しても同じよ
うな態度で臨んでくれなければならん鳳というようなことをさかん
に言いました︒

そんな頃︑⁝番調子が悪かったのは︑フランスの女性︑僕はミセ
ス・サラダと雷ってやったんだけれど︑クレッソン︒クレッソンが
あることないこと︑いろいろつくっては物を言って︑マスコミにも
どんどん書かれる︒だから経済問題はそちらのほうで︑ほかの問題

はあまりなかった︒とにかく第︸回目の宣言だからきちんと出そう
じゃないかといって︑ 一所懸命努力作業をしているさなかに︑クレ
ッソンが﹁ちょっとこの宣君はこんな内容ではいけない︒日本がヨ

ーロッパへ上がってきて︑現地で生産する物は全部輸入品として認

めて計算するんだから︑組み立ても侮もかも全部駄目だ縣という︒
門そんなことを書ったら︑それは雇用もずいぶんしているんじゃな

いか﹂︒あの頃呂本の電子機器の中で︑よく忘れませんけれど︑初
コピ⁝の機械ですか︒

めてヨーロッパの進んでおった部門があったでしょう︒複写機だ︒
伊藤

海部 コピーの機械︒日本がだんだんあの頃︑安いいい機械をつく
って売るようになった︒そんなことがあるし︑自動車だって︑ロー

カル．コンテンツといったかな︑その地域の部品をどれだけ買って

くれるかということによって︑どれだけつくるかをあれするかとか
非鴬に細かいことまで言い出す︒ ﹁それをもっと納得の行くように
してくれなければ駄農だ﹂と言ってきたんです︒

駄費だと言われて︑せっかく第︸回をやるのに駄瞬かと思って︑
ドロールを呼んだ︒あのころはドロ⁝ルが中心になって向こうをま

とめていましたから︑ ﹁もしそんなことを言うなら︑こっちももう

いい︑けれどもドロールさんと私がいろいろ相談して︑せっかくや
ろうというんだから︑バイでやっておったことを︑ECにまとめて

くれ︒￡Cとの会議が行なわれないのはおかしいけれど︑それでや
ったせっかくの最初の会議なのに︒終わるや否やみなさんはここに

来て︑私も帰るのをやめて来ているんだから︑これがまとまらんこ
とはよくない︒第一瞳会議だから︒すまんけれど︑あなた︑今晩中
に説得してください︒ミセス・サラダはあなたの国のお仲間じゃな
いか︒あしたの朝サラダを持ってきてくれたら︑おれ食っちゃうか
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ら ﹂ と 醤 っ て 笑った︒

﹁やあ︑その通りでよろしい扁とか書って︑抱きしめて︑抱き合っ

そのとき︸緒に行った議員連申に︑しょうがないから受けようとい
って︑蘇年︑魍会は国会同士で紹互訪問して︑迂ったり来たりやろ

て︑えらい感激的なシ⁝ンをやっておった︒はあ︑と思ったけれど︑

れたんです︒そして朝一番にドロ⁝ルの秘書官が達絡に来て︑

うと約束したんですね︒

ドロールは︑ 門ミッテランがどう言おうがこう言おうが︑おれが
片を付ける隔という︒本当に翌日の朝までにドロ⁝ルが片付けてく
日のお約束はうまく行きましたから︑今日の調印式はやりましょう︒

﹁昨

発表できますよ﹂と言ってきました︒だから最後にミッテランが

るんです︒

それで決まったことが幸いずっと続いております︒それでここ王
年間︑私もドイツに行っていなかったので︑今度は会長薗身に来て
もらわなければ困ると言われておるので︑来月はドイツに行ってく

︵そうだ︑整い出しっぺがミッテランだもの︶日本に来たときに︑
﹁いままでヨーロッパはヨーロッパだけでやっておった︒日本はア

メリカとだけやっておる︒これではいかんから︑ヨーロッパと蜜本
がやらなければいかん︒もちろんバイではフランスもヨ仏議員連盟
とかR﹇英とか︑霧独とかあるけれど︑やはりいまやECになったん

だから︑￡Cの首脳との会議を行なわなければならん︒ECの首脳

俘藤 まあ向こうもメンバーが替わったでしょうから︒
海部 いままでの大将であったのは︑ドクタ⁝・ヨブストといって︑
冒本にもしょっちゅう来たんだよ︒それでヨブストには勲一等もあ
げました︒今度は変わったのが︑選挙区がワーグナ；の生まれたと

ころ︑バイロイト選出の国会議員で︑ 門今度来てくれたら︑いっぺ

けでしょう︒

べまではいかん︑と言っていたのが︑よくなった︒
伊藤 先生は賃独の関係で︑コールさんともしばしば会っているわ

だな︒

海部 どうしてなんだろうか︒だから今度またいっぺん︑いろいろ
なことを書って話しても︑ある程度向こうは優越感を持っているん

掛藤

さる﹂といって︒

というのは︑合議体みたいなもので︑ちゃんと棺談して決めるか
ら漏 ﹁それで結構だ﹂ということになって始めたんですから︒サラ
ダが︸晩で説得されたのか︑背景はわからんけれど︑とにかくゆう

海部ちょぼちょぼ会っています︒
俳藤 あの人はどうなんですか︒いままでのお話を聞いていると︑
温本に対して︑あまりよくない感じがしまずけれどね︒
海部 そうですよ︒心を聡いて飛び込んでいって︑この人のために

便藤

んワ⁝グナーのオペラにご招待するから来てください﹂という︒
﹁闘くところによれば︑日本の首相はよくドイツオペラを見てくだ

という気にはならない︒そしてあれを最初につくったときは︑一九

伊藤

そういうようなあれがあるんじゃないか︒

えらいんですね︒やはリヨ⁝ロッパの中心の人種だと︒

あるんですね︒そうですよ︒

ますね︒

なんとなくドイツ人とはうまく波長が合わないところがあり

八四年だったか︑中蟹根さんがサミットに行って︑中雪転・コール

海部 おれがひしひし感ずるのは︑ヨブストと仲良くなってから︑
門おまえらはな︑あんまりえらそうなことを言うなよ︒どうのこう

海部

うけれど︑コ⁝ルなどには何か近寄りがたい嫌なものがあるな︒

調いや私はちっともそんなことはないけれど﹂と言

会談をやって︑そしてそこで今後もヨ本とドイツが中心になって︑
ECをまとめてやっていかないか︑そこで碍独の間の定期協議をす
るために超党派の友好議員連盟をつくろうというのが︑中讐根・コ
ール会談でできた︒その時中隠線さんが門私の名前はヤスだ︒アメ
リカとはロン・ヤス関係をやっておる︒あなたと私のあいだも︑そ

伊藤﹈︶Φ暮︒・oげ冨長窪⇔げ窪鋤翻Φの︵笑い︶︒先生︑そこで切りましょ

のと雷うから﹂

ういう隔意のない関孫にしたい﹂と襲った︒そうしたらコールが︑
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う︒どうもありがとうございました︒
︿以上V
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欧州訪問がおわったあと、8月IO臼に今度は中国・モンゴルを訪闘されます。中躍
に関しては、天安門以来、創建猶脳としてはじめての訪問になりますが、この時期
の中国そしてモンゴル訪問を行われた経緯や堀場されたご印象などお願いします。

2．

8月19鶴、ソ運でクーデターが発生します。先生もサミットで顔を合わせたばかり
のゴルバeF sフ大統領はこれで失権していくわけですが、盤界を驚かせたこのクー
デター騒動では、米国との連絡や在留邦人の保護など、政府も大変だったと思いま
す。このときのクーデターへの対応などお願いします。

3．

5月ごろから政治改革問題および秋の自噴党総裁選挙閤題が大きく動き始めます。

まず、5月31Ei、政治改革遅速3法案要綱骨畢案が党議決定され、その後6月28
霞に政治玉磨関連3法案党議決定（7月10臼魍議決定〉。政治改革は「小選挙区・
比例代表並立制」の導入が中心になっていたわけですが、当時の党内の雰囲気など
はいかがだったのでしょうか。
4．

上の質問にも闘連しますが、先生は「政治改革国民対詣集会」を北海道や神戸で麗
催されるなど、国民にも理解を得るべく対話活勤を行っておられます。改革の中心
となった「小選挙区・比例代表並立鋼」への国民の急心・理解などについて、先生
はどのようにお感じになられていましたか。

5．

7月2臼に政治改革素縫法察の党議決定に対し、畠民党総務会が反発します。さら
に擬4薦には、三塚・宮沢・渡辺の三派所属総務が党議決定のやり直しを求めて総
務の過半数の署名を集めます。三派は、秋の総裁選挙を目指して協調していたよう
ですが、この動きに対して先生はどのように見ておられ諌したか。また、先生を支
持する竹下派もこの当時一枚岩ではなかったという報道もありますがいかがでした
か。

6．

政治改革法案に対する前述のような窟民党内の混乱で、7月6日の与野党党着会談
でr政治改革圏会」を野党に求め、政治改革の主導権を握っていこうという先生の
シナリオが狂ってしまったという見方もありますが、先生ご自身は政治改革法案の
成立に向けてどのように考えておられたのでしょうか。

7．

このころ認券・金融問題がありました。証券会社による損失補てん問題で註券市場
が混乱し、あわせて富士銀行不正融資闘題に橋本蔵相の秘書が関係していたとして
国会で追及されました。橋本銑や竹下派にはダメージだったと思いますが、先生の
政権運無上はこの問題の影響はいかがだったのでしょうか。

8．

7月li臥東京佐州急便の暴力団穏翔会系企業への融資が発覚します。これが翌奪、
佐川急便事件としてさらに拡大し、最終的には金丸氏への献金問題・辞職・起訴へ
とつながっていくわけですが、闘題の発端となったこの時点において、佐川急便事
件についてはどのように認識されておられましたか。

9．

9月、衆議院において政治改革3法案の質疑が始まります。本会議は異例の三礒聞
にわたり、与野党18入、計5時間15分にも及びました。‡朝r倭員会でも嗣様で、
与党葉2人、野党13入、17時間50分に及んでいます。結局、野党のみならず与党
の中にも反対グループが生じたことで審議未了の扱いになっていくわけですが、党
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内の原対グループに認しては先生は具体的にはどのような対応をされていたのでし
ょうか。

10．政治改革法案をめぐって国会は紛糾している一方で、世論調査によれば政権交代に
関して、先生の続投を支持する意晃が來代を支持する意晃を上回って44％とな弓
ました（9月18日「ee H」〉。3ヶ月前は39％でかなり上昇したことになります。
ちょうど総裁選挙について、磨沢・渡辺・三塚の各翫が立候補を表明したわけです
が、国会における改革法案の混鼠と先生ご膚身の続投問題と、どのように考えてお
られたのでしょうか。

11．前の質問と蘭連しますが、9月25葭には金丸氏が「海部続投j発欝をする一方で、
政治改革法案は廃案となっていきます。これをうけて先生が「重大な決意」という
発雷をされるわけです。このこ発言の真意については解散をお考えになったなど、
当時からいろんな解釈がなされてきておりますが、実際、先生のご本心・真憲はど
ういったことだったのでしょうか。

12．

「重大な決意」発言後、先生は政治改革法案廃案の責任をとるということで総裁選
挙出馬断念を表明されます。竹下派支持、世論調査でも高支持率（56％）という
状況があったわけですが、なぜ出馬断念を決意されたのかについてお聞かせいただ
けますか。

※今圃は以上のような点についてお願いします。
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曜中圏・モン．誕ル訪問

柳藤 それでは︑始めさせていただきます︒この前︑ヨ⁝ロッパに
行っていらっしゃったお話がございましたが︑帰ってきて今度は︑
中国︑モンゴルに行かれます︒たしか天安門事件のあと︑しばらく
西側や日本はあまり﹇中国に﹈行かないという時期に︑率先して行
かれたわけですが︑侮かそこに特別の経緯があったのでしょうか︒

再照したらいい︒円借款を決めたのは竹下さんのときだったけれど︑

こんなことがあって︑すぐ駄霞だ︑ということで切ってしまいまし
たから︑それは再開させなければならん︒

サ︑︑︑ットの場でもそういう議論がずいぶんありましたが︑私は私
なりに︑ブッシュ大統領とサッチャ⁝さんにはよく話をして︑ ﹁艮
本はそれをやるよ︑中国との関係を改善して進めていきますよ︒あ

れを孤立させたらよくない隔と言っておりました︒ちょうどブッシ

ュさんは北京のことをよく知っておる︒中国の駐在をやっておった

わけですからね︒ 門自分は自転車で路地裏まで走って知っておる﹂

いよ﹂ということだった︒

海部 ﹁書でいうと︑お隣の国であるからです︒ほかのサミットの
メンバー国と違って︑日本の場合は︑いろいろな歴史上の闇題もあ
るし︑地理的な闇題もある︒だから中国を孤立させておいたのでは︑
アジア太平洋のためによくないという思いを僕は強く持っていまし

サッチャーさんのほうは香港返還閤題があったものですから︑こ
こではあまり敵視しない︒香港の畏主化を考えるならば︑日本がこ

門こちらはこれでやらせてもらうし︑おおよそ

それは衰向きに出たわけではないんですね︒

海部 ここでの議論をひつくり返すわけにはいかないから︑そうい
うことは議題にしなかったことにして欲しいということで︑表向き

俳藤

話をして︑結局そういうことになりました︒

のメンバーのみなさんもいいという︒ただこの場で︑G7でそれを
了承するとか︑認めるというのではなく︑日本がやるということに
対しては︑わかったというところまで合意が欲しい﹂ということで

べきことを雷って︑

ただ︑いろいろと理屈をつけて︑ ﹁出すお金はないんだ﹂と言い
ながら︑ ﹁もっと重要な問題があるではないか﹂といってロシアの
問題を必ず例に引いたのがコ⁝ル首槙だった︒けれどもそこは言う

るから︑自分としては反対しない﹂ということでした︒

イギリスのためにも︑いまはそのほうがいい︒要するに︑ ﹁香港の
民憲化については︑日英共通でそれを見守っていくことが一環にな

れからそこに買を向け︑存在を知らしてもらうことはためになる︒

﹁サミットとしては合意がまとまらなくても︑アメリカとしてはい

ということでしたからね︒このことに対しては私の主張について︑

た︒ただ︑あの頃サミットとしては︑中国との高宮交流もやめうと
いうこともあったし︑こちらから保利﹇耕輔﹈文部大臣が中国に行
くということに関しても︑いろいろ闇題があるからどうのこうの︑
もうちょっと先にできないか︑というようなことがありました︒そ
れから中国側からは︑たしかスーカカという名前の人が屡本に来た
いと言ったんだけれど︑それもサミットのあれ﹇申し合わせ扁に反
するから︑もうちょっと先にしたほうがいいだろう︑というような
こ と が い ろ いろありました︒

しかしいつまでも放っておいたのではいけない︒サミットの場で
は︑たしか︸年間はとにかくもっと締め上げなければいかんという
ことで︑制裁をみんなで決めようということであったんですが︑私
は門そうではなくて︑隣国であるという特別の理由もあるし︑とに
かくヨ本はそれはそのまま守れないんだ﹂と言った︒

というのは︑円借款が停止になっていたんですね︒それはアジア
の安定のため︑平柏のためにはよくない︒当時はたしか︑環境問題
はひどくなっておったけれど︑そんなに政治的な話題にはなってい
なかった︒そこで︑中顯の国内の整備のために使うならば︑円借を

に出たのは︑もうちょっと民主化をみんなが確かめなければならん︑
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ということでした︒あのころ︑ボイス・オブ・アメリカの問題だと
か︑方々之さんという罠霊化運動家の画題もありましたから︑アメ
リカも非常に厳しかったんだ︒けれどもブッシュはよろしいと書つ
た︒だから私も外に向けて言うときには︑G7がそれを了解したと
か︑G7全部でやるとは言わない︒日本だけがやることを︑みんな

海部

伊藤
そのときにモンゴルにもいらっしゃるわけですね︒

そ う い うことです︒

黙認したということですか︒

がそこで認めた︑ということだ︒

伊藤

その連中は﹁ぜひ行ってください﹂という︒それから欧米派という
か主流派のほうは︑ ﹁もうちょっと待ったらどうですか︑もう一回
待って︑少なくともサミット養浜国の合意を得るようにしてからの
ほうがいろいろといいではないですか輪という︒要するに血止派の

忙中は︑明けても暮れても︑ ﹁まだ︑いまは単過ぎる︑特に人権問
題がある﹂というようなことをさかんに雷ってきました︒
伊藤 党内でもいろいろ議論があったんでしょうね︒
海部 ありましたよ︒党内でもぜひやれと言うのは中国に柔い︸部
の入で︑やっぱり渡辺美智雄だとか︑ああいう組は︑ ﹁あんなもの
はもうちょっと干しておかなければいかん︑絶鰐によくない﹂とい

う意見と︑二つ大きくありました︒僕個人は︑立憲を敵視するのは
うまくないから︑ここで定本だけは独自の立場でパイプを太くして

起因する問題も逆の意味でいろいろあって︑日本とモンゴルとの関
口を非常に大事にしていきたいと思っている︒そこへもってきて︑
最近日本の復興がめざましい︒できればもっと仲良くしたい︒ぜひ
いっぺん来て欲しい︒今日まで譲本の首棺が来てくれたことがない

海部

楠

があったら手を着けよう︒それは谷野君が︻所懸命やりました︒

海部 これはまったく別の話になってきますが︑当時モンゴルとい
うのはソ連の影響が非常に強い国でありました︒ところがモンゴル
としてみると︑いろいろ調べてみると︑近隣諸国との等距離外交を
したい︒臼本に対してはまた格別な親近感も持っておるし︑歴史に

じ ゃ な い か ︑ということでした︒

ブソシュにサミットの時にも雷っておいた︒ ﹁日本は特別の関係が
あるから︑アメリカがそれに対してどうのこうの迷う必要はないと

おいたほうがいい︒あのとき︑いろいろなものは停止しても︑ちょ
っとクッションを置いて︑人物交流や高富交流もやっておったわけ

そこでアジア局長の谷野﹇作太郎﹈鴛に︑秘かにその間題につい
てよく調査をして︑鐸本とモンゴルがそういうことに足を踏み入れ
ることについて中国はどう思うか︑ソ連はどういうリアクションを

思うけれど︑賃本としては了解だけはとっておきたい扁といった︒
伊藤 そうすると︑外務省の中にも意見があり︑党内にも意見があ

それはここだけの話だけれど︑ ﹁おれは中国に行くよ︸と︑

訪中前にアメリカとの調整はしておいたんですか︒

きたい︑行けるようにしなさい︑その前にやらなければならん問題

ですから︑断ち切っていいはずはない︒ということで︑中国には行

起こすか︑そんなことも考えて︑やらなければならんと言った︒し
かしモンゴルをいつまでも放っておいていいわけでもないから︑こ

るという中で︑総理として行く︑と言えば︑そうなるということで
すか︒

海部 はい︑そういうことです︒そしてあの頃は中国との関係を断
ってしまうということは非常によくない状況ですし︑円借款の問題
のみならず︑対中国貿易の聡題についても︑スーカカはたしかあの
頃︑中継側の聴聞貿易の窓口をやっていたと思うんですね︒だから

こで決心しよう︒よければおれは行くということで︑麹分が行くと
いうことを最初に決めて︑谷野君に宿題を出して︑行くとしたらど
うするか︑という謡をしました︒
伊藤 中国に行く閥題については︑外務省はどういう態度だったん
海部 中国に行くことについては︑外務省の中にも硬軟両派があっ

民間貿易の面でもうまくないから︑それはやっておいたほうがいい︒

ですか︒

たようですが︑外務省のいわゆるアジア・スク⁝ルというんですか︑
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んだ︒ハズブラートフが﹁自分がこれから日本との窓口をやる﹂と

外に出すのはちょっと待とうじゃないか︒とにかく情勢が刻々と動
いておるし︑ゴルバチョフの命が残っておるのか残っておらんのか
もわからん︒釘よりもエリツィンが意気諾了と戦車の上で演説をぶ
っておるのに︑軍はそれを支持しているように見える︒軍が支持し
しなかったら︑あそこで引きずり下ろされるはずだ︒もうちょっと

それから臨時議会の議長になったのはヤナーエフといったかな︑
副大統領か何かだ︒鷺本に来たこともありますから︑私も会って語
をしている男だ︒これがなって︑今後は自分のほうでやるから︑と
いう長文の電報も外務省を通じて来たんです︒しかし︑まだこれは

いいのか︑材料がまだありません﹂ということだった︒

とです︒外務省の当時の説明では︑ ﹁従来の方針通りやっていって

︸報も︑向こうに革命委員会か侮かができて︑それが誉ってきたこ

いいんだ︑やってくれ﹂という︒それならば︑この騒動がどういう
ふうになるかという見通しをまずきちんと教えてもらわなければな
らん︒それに従りてできるのかどうか︒外務省を通じて来ている第

門君はロシアの園会の議長じゃないか﹂と言ったら︑ ﹁いや︑

俘藤 竹下さんとか金丸さんという︑先生の内閣の支えになってい
懲行く気なら︻向に構わんから︑行ってきてもいい

言う︒

いや︑

る人たちは︑行けというぼうですか︒
海部
や ﹂ と い う ことです︒

團ソ連邦解体の始まり

宏九九︸年八月十九日︑﹈

俘藤 ではその問題は終わりにします︒本当に毎週のように次々と
いろいろな問題が出てくるんですが︑
ソ連でクーデターがございます︒これで︒ゴルバチョフが失漉するこ

とになるわけですが︑ソ連の終わりの始めということになるわけで
すね︒このように︑ソ連でクーデターが起こった︑あまり状況がよ
くわからないという場合︑官邸としてはどういうふうに対処するわ
︑海部 これは初めは︑本当に情勢がよくわからなかったな︒そして

けですか︒

ゴルバチョフが生命を保っておるのかどうか︑それもよくわからな
かった︒クリミア半島だったかな︑そっちのどこかにいるけれど︑

様子を見なければならない︒軍が革命みたいなことを支持している

というニュースも裏から入ってきている︒

それで私はいままでお話ししたと思うけれど︑ロシアとは裏の深
いパイプを持っている末次一郎君という長年の友人に葺いたが︑さ
すがの彼も︑

という程度の情報があった︒そしてテレビを見ておると︑エリツィ
ンが戦箪の上に飛び乗って意気軒属に演説をぶっておるところがバ
ンバン入って来るわけです︒これはおかしいじゃないか︑ゴルバは
どうしたんだ︒ちょっと無茶だったが︑あの臼︑予算委員会か何か
の お 昼 休 み に︑

﹁けれども君のあれ﹇パイ

そうしたら不思議なことに︑電話が通じたんですね︒

プ﹈を通じて︑全部探ってくれ︒まず第一はゴルバチョフは生命を
保証されているのかどうか︒それからヤナ⁝エフの政権は進んでい

当時日本政府︑外務省と翠蔓で︸番考えたのは︑これは通常の形
の政権移譲ではない︑異常な形の政権移譲だ︒政権移譲というより
もわれわれはクーデターだと見たい︒けれどもクーデタ⁝と言い切
ってしまうのは非常に習険だから︑注意深く様子を見たい︒その蜀

﹁よくわからん隔と書う︒

ロ シ ア大使館ですか︒

くのかどうか﹂と青った︒

﹁電話が通じたら電話をかけろ﹂と書つたんです︒

三共

いや︑モスクワに電護を入れた︒まだ匿本はお昼ですからね︒
﹁おまえの勇姿

潅部

そ の と き ︑ もしエリツィンが出たらエリツ ィ ン ． に ︑

を見たぞ﹂と言おうと思ったが︑エリツィンも同語には出ない︒ゴ
ルバチョフがおったらもちろんいいが︑わからんということです︒

そのとき二野に出たのは誰だと聞いたら︑ハズブラートフだという

は予算委員会もあるわけですから︑予算委員会もまた流れに従って︑
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その都度の報苦を受けて︑対応しましょう︑ということだ︒だから
クーデタ⁝と断言はしませんでしたが︑ク；デタ；のような受け止
め方も非常に強い︒そういうことを言ったことを覚えています︒
⁝日でクーデターは失敗したわけだ︒

ただ︑︒ゴルバチョフは︑たしか野暮後には健在であるということ
が わ か っ た わけです︒

それだけですね︑内戦的な危機があったのは︒
衡量 本当にごく⁝部の場所だったわけですね︒
海部 はい︒二・二六事件みたいなものですよ︒
俘藤 そうですね︒二・二六事件よりもっと小さいかもしれません
ね︒

■政治改革の周辺1︵政治改革法案の閣議決定︶

儲藤 こういうときの情報は︑末次さんもそうでしょうが︑アメリ
カとか︑それから霞本に清報機関があるのかないのか知りませんが︑
外政審議蜜とか︑いろいろなところがらどんどん清報が入らないん

伊藤

そこに焦点を当てられてしまったがために︑党内のいろいろ

すから﹂と言いました︒小選挙区反対運動に火を点けたい勢力もた
しかにありましたが︑しかしそれはいけません︒

る︒これはわれわれが決めた案ではないし︑私自身がそんなことは
全然関知していないし︑驕写してはいけない︒区割を決めるときに
は区割委員会で︑もっとわかりやすくして︑基準を示して議論して
もらってから発表しますから︑いまそんな反対だと襲われても困る︒
われわれも︑その作業には薩接聞接タッチしないでやっているんで

んだ︒真っ先に反対を言い託した︒ ﹁おとつつあん︑反対したら困

なところに替わらさせられたらかなわん﹂と言い出したのが金丸さ

大して根拠のない；覧表を発表したところがある︒そこで︑ ﹁こん

氏の選挙区はここに替わるとか︑誰の選挙区はここに替わるとか︑

な反対運動に火を点けた︒例えば名前を言ったら悪いかもしれんが︑
全国紙で︑皿人の試案を引っ張り出して一面トップに載せて︑金丸

海部

てしまったわけですね︒

月二十八ヨには三法案が党議決定され︑七月十曝に閣議決定になり
ます︒ここでは小選挙区比例代表並立制の導入が中心で︑それ以外
は大した議論にならない︒なんとなく政治改革の焦点がそこに行っ

秋の自民党総裁選挙がだんだん動き始めるということになります︒
五月二辛︸ヨに政治改革三法案の要綱骨子案が党議決定されて︑六

それで︑先生の内閣の課題でありました政治改革の問題と︑

でしょうか︒

海部 来ます︒外政審議室からも来るし︑米大の大使置接で︑情報
はもらってくる︒

楠 先生はクーデターの発生の三日後︑つまり八月二十二日には︑
エリツィン大統篠と電話会談をしているんですね︒これはどういう
謡ですか︒三ヨ後で︑もう大統領になっているんですね︒
佐道 工夢ツインはその前にロシア共和撰の大統領になっているん
ですね︒

伊藤 ソ連の大統領ではないんですね︒ロシアの大統領とソ連の大
統篠がどういう関係になるか︑ということでしたね︒
海部 たしか外務大臣も︑ロシア共和国の外務大工が︑ ﹁外交は私
が命じられて取り佳切ります︒今後の日ソ交渉関係は︑ロシア共粕
国でやります︒なぜならば︑ロシア共粕国の範囲内に北方領土も全
部入るからだ﹂というようなことをわざわざ言ってきました︒
伊藤 こういうときは︑往留邦人の問題とかそういうこともすぐ考
︑尺なければならないわけでしょう︒そういうことは外務雀にお任せ
ですか︒

海部．外務省はそのとき﹁在留邦人の身には危害は起こっていない
し︑起こり得る状況かどうかは︑わかり次第連絡をしますが︑〜応
いまは平静を保っています﹂と言っていました︒㎝応出動した部隊
も直ちに制圧したみたいですから︑モスクワも平穏が保たれた︒た
だ射撃されたのは︑赤の広場のこちらにあるホワイトビルですか︑
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それで僕らは小選挙謎にするだけではないということを強調しま
した︒あの填︑お金の問題と倫理の問題がちょっと霞んでおりまし
たから︑第一は政治倫理の確立である︑第二は必要以上のお金を用
意しなければ選挙ができないという風潮はよくない︑と重ったわけ
です︒国艮の信頼を取り罠すためには︑必要にして十分な最小眼度
の資金はこれぐらいだということいっぺんみんなで議論して決める︒
それを守らなかった者は︑将来の公罠権を剥奪するというぐらいの
厳しいものをやろうじゃないか︒

イギリスは⁝八八三年でしたか︑オラクシヨン・コラプションと
いったかな︑そういう名前の厳しい法律があった︒三木さんあたり
はその法律のことを日頃考えておって︑勉強にも行かせた︑︑帰って
きた臨治省と法制局の連中は︑イギリス的な方法でやるならば︑
﹁お金の枠を決めて︑その枠内で使うお金は小切手にする︒小切手

人たちだから﹂ということで︑組閣を貫いてきたつもりです︒だい

結局︑小選挙区になった場合︑いまおっしゃったようなこと

ぶ厳しかったですけれどね︒

俣藤

もありますが︑派閥の解消とリンクすることになりますね︒

海部 はい︒派聡解消は天の声だとあのころ言い続けた人があった
し︑三本さんなんかも︑ ﹁諸悪の根源は派閥にある﹂と雷ってやっ

てきたわけです︒われわれもそうだと思ったから︑私が議運︑鳳対
に出て行って︑派閥次元ではないところで︑国の運営のために一所
懸命頑張った︒だが︑派に帰ると︑当選圃数が上の議員や︑年上の

連中には相当痛めつけられましたね︒三木さんと話をすると︑三木

﹁いいから︑君の思った通りやれよ﹂と言われるから︑
﹁やってきます﹂と言っていた︒それでも︑こういういやなのがお

さんは︑

るからといって︑三︑四人の該当者がおりました︑威勢がいいのが︒

それでも︑そういったことをなくすこと自体も致治改革になるん
だと︑私は上から下までの次元をみんな思い出しながら︑これはや
らなければならんと思って取り組んだのが︑小選挙区比例代表並立
制であります︒

それは党内で孤立したわけではないんですね︒
孤立ではありません︒
支持する人もいたんですね︒
支持する組もあります︒

しかし本当に現実の区割まで行ったら︑またちょっと違って

区割の予想案を出されただけで︑われわれの最大の後ろ盾で

くるだろうと思いますけれどね︒

海部

あった金丸さんが︑ ﹁あんなことでは函るよ︑おれは由梨以外では

選挙はやらんから︑あれなら反対だ﹂と欝うから︑ ﹁いや︑あの案
は政廃がつくったわけでも何でもないんだから︒あれは間違ったガ

セネタですから︑そんなことで天下の金丸先生が動いてもらったら
困る﹂と言った︒そうしたら︑ ﹁そうか︑けれどもあんなのはあか
んぞ﹂といって︑金丸さんですらそう思って︑すぐ電話をしてくる

一

369

一

を切って︑選挙運動の費用に使う︒その代わり︑ここで初めて公費
というものを考えて︑その小切手の落としは政府が責任を持つ﹂と
いう案も出した︒これを巡って︑党内でいろいろな反対論に火を点
けたわけです︒

伊藤 選挙法の改正ということになると︑ハチの巣を突いたみたい
なことになるわけですが︑このときに小選挙区が政治改革の中心に
なってしまって︑ほとんどほかのことは霞んで︑このことだけに議
論がな︑ってしまうわけですね︒

海部 そうです︒だからそれだけではない︒政治改革で︑あのとき
みんなが思っているのはリクルート事件︑ロッキード事件です︒特
にリクルートに関するいろいろな問題で世の中が騒然としてああい
うことになったわけですから︑この機会に政治改革をやらなければ
いかん︒それから私が︑名前を出したら悪い淋︑渡辺美智雄とか︑

ジクル⁝トの灰色高官は党の要職には乗せないということを貫いて
﹁これはちょっと待ってくれ︑

きた︒いまでも覚︑尺ておりますが︑組閣の度に出てくる名簿には必
ず そ う い う いやな予定者がおるが︑

これは党が政治改革をして︑党が生まれ変わってから入ってもらう

俣海伊海伊
藤部藤部藤

ぐらいですからね︒ボソボソ言い出した連申︑小選挙匿鋼反対だと
いうやつらが︑いまのように五人︑六人集まっては︑その代案をも
とに︑ 門小選挙区になるとわれわれは外される︒われわれを落とす
つもりでやっているのか﹂というようなことを言い出しておったの
も 事 実 で あ りました︒

■政治改革の周辺2︵宮灘派︑YKKの動き︶
極藤 それで︑先生としては︑国昆対話集会というのをずいぶん熱
心におやりになって︑あちらこちらで演説をなさったりしています︒
そういうときの反応はいかがでございましたか︒
海部 聴衆は︑その会場に入っている人たちの反応は︑圧倒的に
逆 に 言凧兄ば︑支持する人が来るわ け で す ね ︒

﹁やれ一．やれ！隔という支持が強いんです︒

俘藤

海部 そう︒でも街頭演説は支持する人だけではありませんよ︑ヤ
ジる人もおる︒けれども︑例えば札幌の衝頭演説でも大阪の街頭演
説でも︑私は反応は悪くないと思いましたね︒だからそれを重ねる
たびに自信を持っていったのも事実です︒
俘藤 でも結局︑この関連法案の党議決定について︑やり直しをし
ろという形で︑三塚派︑宮澤派︑渡辺派の三派がなんとなくまとま
って︑これがまた総裁選挙に結びついていくというような格妊にな

﹁や

るわけですね︒これは口実でしようか︒
海部 いや︑蕎に腹は代えられんという本音の部分もだいぶありま
す︒小選挙区にされたら派騰の力がなくなるし︑せっかく耕してき
た畑がこれだけになってしまうとかいうことで︒当落を賭けること
になる︒誤解されたが︑ ﹁小選挙区にして政権交代可能な民主主義
をつくるということは︑政治に緊張感が出てくることだ﹂と僕らは
需いました︒そうしたら﹁それは利敵行為だ︒総裁は初めから負け
るつもりで考︑κておるのか漏というようなことを言ってきた︒

れるものならやってみろ﹂なんていうことを︑えらい生意気に書っ
てきたのが︑いま閣僚になって︑いろいろなことを言っているから︑
喰飯物です︒その頃のイメージから行くと︑小泉純︸郎は改革派で

改革派でもなんでもない︑反対派だ︒特にその急先鋒に立っ

YKKが︸番強く反対したんですね︒

もなんでもないですよ︒

楠
海部

て︑︸番陰険に利用してやっていたのが加藤紘︸です︒こいつは許

せないと思って︑宮澤さんにも直接そのことは言った︑ ﹁あんたは
獣姦だ鳳と︒

それからもう一つ︑小泉はYKKの最後ですね︒あれはほかのこ

とはあまり言わなかったけれど︑小選挙区に心しては頭から反対だ
ったんです︒僕は﹁書はイギリスで勉強してきたのに︑小選挙区に

反対か﹂と言ったら︑ ﹁いや︑勉強してきたのはほかのことで︑選
挙制度︑行政論の勉強はしてこなかった︒あれ﹇小選挙区制﹈はぶ
つつぶすから﹂という︒

YKKができた大きな繁い分は︑ ﹁いくらわれわれが頑張っても︑
竹下支配に押さ・尺られておる自民党では駄霞だ︒ここに重点がある
んだから︑総理︑あんた勘違いせんでくれよ︒倒閣運動でも侮でも
ないんだ︒反竹下派だ﹂ということだった︒しかし表には出しにく

いテーマだね︒だからYKKの集まりは︑小選挙区反対のところに

どうしても行きますが︑本当は竹下支配に対して反対だったんだと

思う︒それは何回も私に言いに来ましたし︑また共通の友入︑例え

ば牛尾治朗だとかと飯を食うと︑ 門海部さん︑あんたな︑誤解して

怒っておらずに︑こうだよ﹂と言ってきた︒それから堤義曙は︑
﹁加藤紘〜に反訳運動ばかりするなと言った︒けれども︑反竹下な

んだ﹂というようなことも言いましたね︒
伊藤 しかし反竹下でやられたら︑海部先生はつつかえ棒を外され

それから︑無下派というのが数の上でも多いし︑いわゆる政

るようなことになりますね︒

海部

策のデパートと霊いますか︑それぞれの部会にポイントを置いてい
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た︒特に選挙では︑資金の問題でも公認の購題でも︑要所要所は全
部押さ︑尺てやっていましたから︑政権をつくるときは︑これが応援
してくれなければできない︒けれどもそのとき︑いかなる加減か︑

竹下派の方では︑橋本人気というのは国書的にはあったけれど︑金
丸さんは見通していたのかどうか知らんが︑あれは駄屋だという︒
なぜ駄昌か︑といろいろ関いてみると︑これ︹左手の小指を立て
る﹈とこれ﹇左孚の親摺と人差し指で丸をつくる﹈の二つだから︑
爾方とも出ちゃったじゃないですか︒

駄昌だという︒

俳藤

海部 それで宇野がやられた後だから︑金丸さんだからああいうこ
とを琶うけれど︑ 州こちらのほう﹇下半身を指す﹈は大丈夫か︑こ
の次のやつは︒尾行をつけて︑これ﹇小指を立てる﹈はおらんか調
べ上げろ﹂というようなことを露われたりした︒冗談でしょうが︑
半分本気です︒ ﹁また今度これ門小摺﹈でやられたら︑それで終わ
りになつちゃうから﹂と言っていた︒脱線したようだけれど︒
伊藤 だけど︑その三派は︑結局最終的には海部さんに対して︑次
の総裁選挙で候補を出していこうという形ですね︒
海部 それはもちろんそうでしょう︒
揆藤 その手がかりとして︑小選挙区制の問題をやるわけですね︒
海部 つぶそうというわけだ︒はじめは︑衰面的には協力するよう
な顔をしてずっとやっておいて︑それが駄目になったときは︑こん
なこと一つできんようじゃ駄罵だといってつぶそうとする︒宮澤が
中心になってそういう方針を作って︑加藤紘一が先頭に立って︑八
つ当たりみたいになって悪いが︑北海道の隣部文男︑あとで御用に
なった入ですが︑あれらが総務会に行って︑さかんにそれを仕掛け
始めた︒

﹁私はこれはやります︒加藤紘⁝と宮澤は

あの頃︑西岡﹇武夫﹈齎は︑別の意腺で私とは信頼関孫があった︒
あれは早稲田の雄弁会で︑選挙のたびに僕は長崎に応援に行ってい
るんだ︒それで悪岡が︑

けしからんやつだ﹂というんだ︒

その加藤紘〜を敵に回した遠困は︑宮澤さんがとれといったのに︑
私がm海部内閣に﹈とらなかったからだ︒それは私績でとらなかっ
たのかというと︑そうじやない︒もうちょっと挙党態勢をつくらな

ければならな℃︑同時にあの嘉藤さんの問禦ちらちらと・お

そういうことはよく聞こえてくるものですから︒

友達関係で︑お金のほうの問題が出てきておった︒
俘藤

海部 はい︒不思議に闘こえてくるんですよ︑ ﹁こういうことを知
っていますか︑こうですよ︑ああですよ﹂ということが︒

佐道 当時から︑やはり噂があったということですか︒
海部はい︑お金のほうでは厳しい︑細かいことがありました・・そ
こで︑もしそんなことで叩いて埃が出て来たら︑そのこと自体そう
大したことではなくても︑ ﹁天の時︑地の利︑入の勅﹂という大き
な流れの中で出てくると︑大変な責任を負わされる︒もう一回選挙
にきちんと勝てるようになるまで︑その問題はきちんと蓋をしよう︒
рﾌ内閣のうちは消費税を上げません﹂と言う小泉と︸緒で︑
﹁私の内閣のうちはリクルートの闘係者は使いません﹂と需っちゃ
ったものだからね︒

二度羅の組閣の時か何かに︑渡辺蘂智雄が︑これを使え︑あれを

使︑兄といろいろ欝ってきたやつに︑引っかかるやつが多いんですね︒

閣僚のほう︑党役員のほうはそうやって塁光らせておっても・政
務次窟までは正直に雷ってわかりませんよ︒各派で誕をされて︑上

がってきたリストをずらっと見て︑パソと決まるわけですからね︒

その政務次宮の中に灰色さんが皿人入っていたものだから︑ ﹁これ

意公約だから︑政務次官だからいい︑大臣だからいかんということ
でやっておると︑蟻の一穴になって堤防が駄羅になる︒ここはすま
んけれど︑歯を食いしばって党のため︑黒の政治のために一期先

延ばしするよ偏といって︑それは先錘ばしをしました︒

﹁私はまだ外国へは行ったことがありません︒ 一測連れ

そういったことが︑畏い冒で見ると︑加藤紘一に恨まれるもとを
つくったんだろうと思うんです︒個人的には︑加藤整は当選した
次の年に︑
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門

て行ってください﹂と言うから︑ドイツへ行くときに連れて行った
んですよ︒ ﹁その代わり︑おまえは日独友好議員連盟に入って会員
になれ︑なったら連れて行く扁といったんですよ︒それ以来︑よく
知った仲だったんだけれど︑お互いに立場が変わって派閥を背負う
そ れ は当然そうですね︒

こ と に な る と︑いけないですね︒
撰藤

﹁先生︑もうちょっと増やしてくれませんか︒こちらに選択

海部 そしてまた宮澤さんが電話してきて︑ ﹁今度はいかがでしょ
うか︒複数の名簿をお届けしてありますが﹂と霞う︒けれども加藤
紘︸がいの一番に書いてあるから︑それは駄目だというと角が立つ
から︑

肢をもうちょっと与えてもらわんと︑イエスかノーかで返事を追ら
れると︑残念ながら答えが決まってくるんです﹂と彫ったんだ︒そ
うしたら︑あの人を横に座らせておったんでしょうな︒ 門とおっし
ゃると︑宮澤派を足蹴になさるということでございますか﹂︑そう
いう言葉を使ったから︑よく覚えている︒
楠 ストレ⁝トな著い方をするんですね︒
海部 ねえ︒ ﹁足蹴になんか絶対にしませんよ︒けれども︑私のお
願いしたいことは︑もうちょっと幅を広げて複数で出してくれとい
うことです﹂︒具体的にいうと西岡を入れうということですね︒加

藤紘一ひとりを繊してくるから︑加藤紘︻では駄圏だと言いたかっ
たけれど︑それは書えない︒いろいろな積もる理由もあるので︑西
岡を出してこいといっても︑出してこないわけだな︒そうしたら
門窟澤嗣派内で︑もし今度西岡が入ったら︑彼を派から除名すると
いうように︑撫藤紘一が画策して︑阿部文男が動いたわけです︒

そういうことがわかったので︑宮澤のところにもういっぺん電話
を入れて︑ 門先生︑複数で出し蔵してくれましたか﹂と書ったら︑
﹁ああ︑お届けさせました﹂という︒それで見たら︑ 一番最後に︑

三役候補に函潤武夫と書いてあったから︑よし︑これならこれでい
い︒もらった申から私がチョイスしたんだから︒あのころ︑入の隈
に手を突っ込んだとか︑そういういやな言い方をされたんです︒党

内秩序が乱れるという︒だからなんとかそこへ潤い込まなければな
らんと思ってやったわけですけれどね︒
俘藤 元来あまり宮澤さんとの仲はよくないわけですか︒
海部 よくないです︒だって海部内閣のときに︑支持率が高かった
でしょう︒ ﹁ああ︑⁝所懸命おやりになっていますね︒高校野球の
試合を見ているようなものですよ︒まことに︸所懸命おやりになっ

ています﹂ということを宮澤さんは書うんだ︒それがほめ需葉じゃ
ないことは︑闘けばわかりますよ︒いくら︸飯懸命やったって︑汗
を流したって︑ということでしょう︒
俘藤 たかが高校野球だ︑ということですね︵笑い︶︒
海部 ですから初めからボタンの掛け違いがあったわけです︒それ
からもう㎜つは︑あの人とは三木内閣の順にも遠因がある︒会期延

長を許可するかしないか︑という差し迫ったときに︑当時外務大臣
だった宮澤さんは︑北方領土幌察のためにその閣議は体みますとい
う欠席届を事前にポッと出してきたんです︒三木さんが︑ ﹁これは
いかん︑許可しない︑呼び戻せ﹂と書われたから探したら︑もう北
海道に行ってしまっている︒時間的に無理なところに行っちゃって
いるわけだ︒そんなことから︑いろいろと私にはあれ﹇不信感﹈が
あった︒

それからもう一つはその後︑河本﹇敏夫﹈さんの総裁選挙を巡っ
てのことだ︒河本の総決起大会で︑河本も日頃は︑経済は積極経済
でなければならんということで︑宮澤さんの経済敷策とは噛み合う
ところが多かった︒そのころ富澤さんは︑三木さんの外交と噛み合

わんことは私はよく知っていました︒副長宮の頃に︑一緒になって

いろいろなことをやりましたからね︒けれども経済政策に関しては︑

河本さんがやっておる方針には賛成してくれるだろうと思って︑宏

池会の事務所に︑恥を忍んで頼みに行ったんです︒ 門こういうわけ

﹁はっはあ︑あれですね︒まことに残念です

で︑河本のあれ門総決起大会﹈ですから来てください﹂と頼んだら︑
孚娠を出して︑見て︑

が︑私もこういうことになっておらなければお邪魔するんですが︑
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とても大事な先約がございまして﹂といって断わったわけだ・ああ・

逃げられたなと思った︒帰っていって葉に︑ヨういうわけで先
門あ︑そうですが︒それは結構です﹂︑それで終わりだ︒

約があって駄窪みたいですよ﹂と欝ったら︑清本さんはさつまりし
た人だ︒

いやそれはお金に関する限りだけ︒けれども協力的ではない

たんじゃないですか︒

海部

ですよ︒協力的じゃないからこそ︑宮澤派の碁会の無文崇先

頭に論v﹁って署名運勤を始めたんです︒それでにんまりしておったの

が加藤塾だ︒あの宮澤派というのは︑警改革に関する限り・決
して協力的ではないし︑そこに加わってきた小泉も︑YKKは全部
揃って反対派だ︒

そんなようなことが積もり積もっているところにもつてきて︑さ
らに決定的になったのは︑竹下と宮澤が争ったときに︑竹下はいか
に金権で︑金脈の汚いものをいっぱい使うかということを・宮澤は
思ってもおったけれど︑そのことをおれにも言う・コ一匹さんとよ

ホテルオークラの玄関か何かで︑小豪が歩いてくる︑僕が行く︒
おれが︑この野郎︑と思って︑ ﹁言うことがだいぶ変わってきたじ
ゃないか﹂と重った︒その前からいやなことを言っているものだか

﹁いやいや﹂なんとかかんとかと言いながら︑そのとき

カという問題はあると思うんですが︑派閥の間馬が蕃問題だとい

幌れでしたね︒それは結果であって︑そ雪時ど・まで轟せた

とになって︑蕃大きな打撃を受けたのは︑葉派というか竹下派

まったということは闇題だと思うんですが︑結果的に見ますと︑小
選挙譲剃の導入で自民党の派閥のあり方は大きく修正を迫られるこ

佐遵この政治蓬の問題で︑馨制度ばかりに焦点が当たってし

顯政治改革の周辺3︵政治改訂法案の騰案﹀

は別れたんだ︒

うしたら︑

ておるから︑おれは信じておるから︒全国を贋ってくると︑国民の
声は︑農党よ︑しっかりやれよということだ︒だからしっかりや
る︒君も漿ある人だから︑ひとつ賛成に回って︑旗を振ってくれ・
そんなYKKなんていうのは駄目だ︒人を通じて︑鴛はいろいろな
．鳩とを言ってくる︒あれは海部内閣を倒すためのYKKじゃない︑
竹下支配を倒すためだと逸書っているということは聞いた﹂・そ

ら︒そうしたら︑﹁とことんやって︑霧会で瞥になります﹂と
か︑さかんに電ておった︒曇あ見ておれ︒西岡が扉懸命やっ

く話して相談してくれ︒三木さんもこの際三論の政治改革のため
に︑竹下ではなくて宮澤をとおっしゃるはずだと思う隔︒彼は妙に
自分は三木さんに信じられておると思っておったんだな︒

それで︑それはその通り三木さんに報告しましたよ︒三木門そう

言っておったか︑海琶どういつで返事をしてぎましょうか﹂・
三木門う〜ん︑それはちょっと券は誰にも言うなさ︑海部それ

﹁三木先生はもうしばらく駄目

じゃあ放っておけばいいですね﹂︑三木﹁うん︑放っておけばい
い﹂ということだ︒

しょうがないから宮澤さんには︑

だ︒放っておけということですから︑派内でもどっちの支葦張
化するとかいうことはしません扁と言ったことを覚えていますね︒
あに図らんや︑数で選ぶほうは︑数で行けば竹下だと読んでおって︑
そのときは宮澤さんはかなり本気だったんですね︒

宮澤の§はなかったわけですね︒
俘藤

海部本気だったから︑身を低くして私まで呼び出して・三木先
生にひとつ︑こういうことをおっしゃってくれませんか﹂と言う・
サミットの時も︑総理に直接雷いにくいことは︑おれを呼んで︑
門わかりました﹂と言って︑お取り次ぎしたことは何回もある

副書︑すみませんがこういうことを言ってくれませんか﹂とい
う︒

んです︒だから︑奪えもわかっておる︒けれども︑政治肇のと
きには彼は協力的ではなかった︒

縷繁肇そのものには︑宮澤さんという人はかなり熱心だつ
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ければならん︑やりましょう︒そういう議論だから︑あまり衰出つ
た反対もありませんでしたが︑影へ圓ってのボソボソはよくあつた

見てもわかるようになるほど心を入れ換えているという枠組と内容
を示さなければならんという気持ちで始めた佳事ですから︑やちな

ということです︒

う流れの中から小選挙区糊を導入しようということが出てきた︒そ
うだとすると︑反対している人たちにとって︑区割がどうのという
のは全く個入の利害の問題であって︑ 般的にはあまり説得力がな
い話だと思うんです︒政治家自身にとっては問題かもしれませんが︑

そういう角度の人も東京に集めた︒三否五十六回の中には︑そうい
うことも全部入っているわけです︒だから︑各界︑各層あらゆる意
見も闘いてあるし︑町の声も聞いてあるし︑選び鐵した人の意見も

それから︑県連の会長とか幹事長とか婦人部長とか青年部長とか︑

そこはどういう論理だったんでしょうか︒そもそも小選挙区制の導
入がどういう結果をもたらすとかいうことについては︑きちんとし
た議論がなされにくかったということでしょうか︒
海部議論は︑私の記憶に聞違いなければ三酉五十六回︑いろいろ
な種類の会合をやりました︒もうこれ以上聞くことはないというぐ
らい聞いた︒各当選麟数差︑年齢別︑地域別︑それから地方にこち
らが出て行って︑詫海道から九州まで行った︒入を集めてやるのは

高いてある︒それは︑各萩聞社の論説委員で政治改革を担当して書
いている人に全部集まってもらって︑小林算三次さんを会長にして︑
審議会をつくってもらったんですよ︒
俘藤 推進するほうの会ですね︒
海部 推進するほうです︒政治改革はしなければいかん︑いまが推

なってしまうわけですね︒この結末は一体どういう事態なんですか︒

伊藤

進する時期だ︑いまをおいてはない︒それはそうでしょう︒あそこ
までやられたんだ︒内閣総理大臣が総理大臣の指名を衆議院ではも
らえても︑参議院ではもらえなかったんだ︒そういう冷厳な現実の

議で全く稀有なことをやった︒いかに重要法案といえども︑衆議院
の本会議でその提案の趣旨説明を求めるのは︸日で終わっているん
です︒二日以上かかかったことは決してなかったんです︒三ヨ聞や
ったのは︑施政方針演説に対する質疑ぐらいですね︒けれども︑こ

いけないという批判もあるので︑こちらは街頭演説をやろうという
ことで︑街頭演説をずっとやって︑それらを含めて言書五十六回で
す︒それだけやって︑ ﹁反対する人は︑言いたいことはウンとでも
スンとでも雷ってくれ︒その都度答えるよ﹂と言っていたんだ︒
それから︑これも前にお話ししたと思うんですが︑衆議院の本会

れに関する質疑だけは議員運営委員会にかけて︑十七人の質間者を

海部 これはやっぱり面従腹背というか︑本音と建前の使い分けを
しなければならん人も出て来たからです︒結局︑委員会段階で廃案

た︒やりますよ︑という通告は来なかったわけです︒来たら︑そう
はいかんといって︑もっと粘って交渉しろと需うに決まっておりま

前にやったんですからね︒ある霞突然という感じで︑言いにくい話
ですが︑それを決めてやることは私は直接事前には知りませんでし

にされたわけですね︒それは正式の機蘭では決議できないわけです︒
けれど国会に任せて︑穆法・行政・立法の三権の中で︑立法府の中
．で採決をやったら負けてしまった︒その採決も︑また予定日よりも

党議決定があって︑多数を持っていても︑これは審議未了に

うもっぱらの話でしたからね︒

前で︑放っておけば自畏党はこれで終わりになるのではないかとい

決めて︑時問見限なしでした︒ですから︑結局三日間かかりました︒

そしてその中で︑一自民党から出て来た質問者も︑反落の結論を言
う 人 が 過 半 数でしたね︒

俘藤 とにかくこれは︑覚議決定としては推進することになったわ
けでしょう︒

海部 そうです︒党議決定は推進することになって︑改革要綱もで
きた︒自誓党が本当に生まれ変わって︑一切のあれ﹇腐敗﹈と訣別
します︑というようなことを言った︒いまでいう国手の政治不漁も
高まっておるから︑これを元に戻すためには︑自戒党自身が︑誰が
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すから︒

党のほうはどうだったんだと聞いたら︑圏岡も﹁いや︑そんなこ
とは総務会では認めておりません﹂という︒けれど︑圏会運営の権
限は総務会ではありませんからね︒与野党の国会対策委員長会議で
決まると︑だいたいそれが国会運営のレールの上を走るわけですか
らね︒

伊藤 結局自畏党の側の蟹対の人が問題のわけですね︒
海部 そうです︒だから当時の自民党の国対関係の幹部︑例えば政
調会の中にある麗対担当副委員長とか︑幹事長室におる国対損豪翻
幹事長とか︑そういう国対関係者が集まった合瞬会議なんかで︑﹁
年生の声なんかを闘くと︑ ⁝年生も心配だということだ︒そこで裏
に回って 駈懸命根回しをしたのは︑私は宮澤派と加藤紘一だと︑
いまでも信じています︒そういう誕をみんなが闘かせるし︑また事
実そうだったろうと思います︒
佐道 竹下派が多数で︑幹事長は小灘﹇恵三﹈さんですね︒そうい
う中でも宮澤さんとか加藤紘皿さんの工作がうまく行ったというか︑
功を奏したということですか︒
海部 結果としてね︒それは竹下派の﹁年生︑二年生といっても︑
背に腹は代えられん人もおったんじゃないかな︒自分は賛成じゃな
いけれど︑反対とは言えん︑反対してくれたら反訂してもらったほ
うが自分のことを思うといいな︑と思っている︒要するに未必の故

意です︒自分からやることは差し控えるけれど︑突撃と言われれば
銃を持って走っていくけれど︑声を出すときはやーッと書っておい
て︑退くほうにカを入れて︑幽すほうはおそるおそる出すという人
が た く さ ん おったんですな︒

佐道 竹下派というのは︑闘中派以来の門鉄の団結隔と言われます

﹁山梨から

が︑なかなかそういう押さえは効いていなかったということですか︒
海部 それは最初に申し上げたように︑入口のところで︑竹下派の
アバゥトスキイの親分が︑産経新聞の朝刊に載った門金丸︑選挙区
は○○﹂というガセネタを読まされたからだ︒たしか︑

神奈斯㎜区に隔と書いてあったかな︒釘の理由も関連もないのに︑
こうだといってスッパ抜いたような記事で︑それにはほかの人のこ
ともいろいろ書いてあったんですよ︒あれはつぶすためのガセネタ
です︒出所は︑なんとかグループのなんとかによると︑こういう試

怪文書のたぐいだな︵笑い︶︒

案もあるということでした︒

僻藤

海部 それを新聞が使うからいかんですよ︒
俘藤 竹下派優勢の中でもこれはできないんですね︒
海部 それだけ背に腹は代えられん人が︑竹下派の中にもたくさん
おったのではないですか︒

佐道 金丸さんは非常にアバウトで︑金丸さんの名前はこの当時も
よく緒てくるんですが︑幹事長を退いて以降の小沢﹇一郎婦さんの
動向はどうだったんでしょうか︒
海部 わからん︒とにかく︑最近のあの﹇八一党内における小沢氏
あれは病のほうですか︒

の﹈動きを見でいると︑まだ持病が治ってないなと思う︒
伊藤

海部 あれは病です︒だから髭ぬまで治らんな︑ああいう性︵さ
が︶は︒人間の業︵こう︶でしょう︒何か自分の思った通りにいか
んときは︑政策論争を吹っかけたりする︒理論構成はなるほどと懸
うことを見つけておる︒誰か知患をつけるのがおるからだ︒国連待

機部隊もそうですね︒それで岡田冤也良主自党芭が憲法碧

してどうのこうのと雷つたことにガブッと食いついて︑ ﹁できもし

ないことを言ってなんだ︑憲法を改正しなくてもやろうと思えばで

きる芸当はあるんだ﹂と言うわけだ︒どっちが現実論として軍配を
上げやすいかということになると︑小沢は相当な作戦の経験者です

小沢さんはいま︑トップになろうは思っていないわけですよ

からね︒

佐道
ね︒

そうですが︒．いろいろ解釈の仕方がありますね︒

海部というふうに思わせておるだけだ︒
俘藤
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それが主

．海部 それはマイナスですよ︒要するに︑一般角昆から見れば︑な
んだ︑あれらばっかりうまいことやるじゃないか︑ということで︑

ならなければ︑彼の志は達せられなかっただろう︒

題じゃないから︑そのへんにしておいてください︒

､まいこと﹂と感じられるね︒自分たちはこれだけ真面冒に働い
て︑汗水垂らしておって︑報われるものは少ないではないか︒あい

海部

闇政治改口の周辺4︵損央補填︑佐短急便事件︶
僅藤 ちょっと別の問題になりますが︑証券会社の損失補填問題と
いうことでゴタゴタがございました︒それで冨士銀行の不正融資聞
これは︑海部内閣にとっては非常

題に橋本さんの誓書が関係していたということで︑また政界のスキ
ャ ン ダ ル が 出てくるわけですね︒
に 具 合 が 悪 い事態ですね︒

この問題については︑ 先生はどうお考えでした

海 部 具 合 が悪い事態です︒
俳藤 政治改革だといっていて︑ その内閣を支えている竹下派の橋
本蔵相ですからね︒
か︒

海部 あのときは︑ 大蔵大艶がここでこけると︑海部内閣の最後の
頃にいろいろな影響が起こるだろうから︑ 門別自身が本当に疾しい

ことが喰いならば︑とことん支えるから︑あまり弱音を吐いたり︑
べらべらしゃべったりしない方がいいよ﹂と言ったんだ︒だから僕
の本心は︑最後まで続けておってもらいたかった︒そのために︑ず
っと連続して在任中三回の組閣にあたって購じポストで入れたわけ

伸藤
はい︒

やっぱりそういう情報は︑総理には入れるわけですね︒

は い ︑ やりました︒

これ

ですからね︒それは内閣の三本柱だ︒外務︑大蔵はね︒その一本が
こけたらうまくない︒けれども︑よく裏の話を聞いてみると︑捜査

海部

証券会社の損失補填闘題もかなり火問題になりまして︑

当 局 は 相 当 な裏を持っている︒

伊藤
海部

そういう問題は政権にとってはマイナスですね︒

もたしか国会でいろいろやりましたね︒
俘藤

つらは勝手に調子いいことをやって︑よすぎる︑と受け取られるわ
けですからね︒しかもこのときは政治をきれいにすると言ってやっ

そして七月には佐翅急便問題というのが発覚して︑暴力団稲

ておる政治倫理内閣ですから︒

伊藤

川会系の企業への融資をしたということで問題になり始めて︑あと
で佐川急便大事件に発展するわけですが︑これも非常に具合の悪い
事態に発展するな︑ということが初めからわかっておられたんでし
ょうか︒

海部どの程度のこととつながりがあるんだろうかということを︑
ずっと聞いてみますと︑これは自罠党のきわめて伏せておきたい部
伊藤

聞こえますね︒

それは検察の側から︑いろいろ誰が聞こえますか︒

分にまで陽が当たってくる︒
海部

伊藤 最終飼には金丸さんまで行ってしまうわけですが︑先生の内
閣のときにはそこまで行かないですね︒でもちょっと危ないという

金丸さんが狙われているな︑という気はしました︒

感じはあったんでしょうか︒

海部

国酋梢の情報源

楠 こういういろいろな鐵来事がマスコミを通じて社会に開らかに
なる前に︑永購町の中ではすでにいろいろ曝かれたりすることがあ
ると思うんですね︒そういうときに︑情報通がいますね︒ 一つは新
聞記者が耳打ちするんでしょうが︑それ以外にも椿報通と称する有
象無象の人たちが永田町にはいると思うんですが︑先生の周腰にも
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「

そういう人がいますか︒固定的な情報を入れるような人が一︒誰
とは言・尺ないでしようけれど︵笑い︶︒

海部 いやそれは︑僕も初めは不用心で︑来るやつには門おう！お
う一．﹂と呼んでおった︒国会議員の申にもそういう情報専飛で︑人．
の顔色を窺うようなやつがおるから︑これは気をつけなければなら
んな︑と思ったことが二︑三ありましたね︒新欄が﹁﹇多相の﹈動
静欄﹂に書くでしょう︒あんなことがそういう情報を取るときには︑

謔ｵ︑じゃあおれが今度会ったときに書っておいてやるよ﹂とい
う裏書きに使えるわけですね︒
俘藤 名刺になるわけですね︒
海部 そう︒だから︑今日は何も大した用がないのに︑と思うのに
入ってきて︑しばらくおって︑出がけに萩聞記者にいろいろなこと
そうですが︒議員じゃない入でもたくさんあるわけでしょう︑

を聞かれて︑嬉しそうにしゃべって帰っていく議員がおるわな︒
翻藤
有象無象が︒

海部 それはあるよ︒有象無象といったら悪いけれど︒
便藤 でも貴重な情報を持ってくる入もいるんですか︒
海部 貴重な情報をくれる人もいるけれど︑そういう入の数少なき
⁝人が︑お蕗ししたからいいと思うが︑宋次なんだ︒寒次は自分の
足で︑あまり身汚いお金に絡まずに動いてくれた入でありますね︒
それからすぐにお金に絡んでくる情報屋もおるわけです︒ 門ちょ
っと轡を開いてくれ﹂という︒霞を開いてくれというのはどういう

﹁それはこちらからは言い︑

﹁昌を開けとおっしゃるけれど︑われわれのポケット

ことかというと︑ ﹁情報を取ってくるにも資金がかかるから︑そこ
をちょっと目を麗いてもらえんか﹂というんです︒
俣藤 そういう物の言い方なんですか︒
海部 こっちはそんな者とは︑初めからまとあにつき合う気はあり
ませんから︒

に入っている金でいいのか恥というと︑

﹁じゃあどれくらいのことができるんだ婦
﹁それはそちらが堤示してくれたら︑百なら頁︑

ま せ ん が ﹂ と 欝うから︑
と 探 り を 入 れ ると︑

二百なら二途︑五酉なら五否︑それに合うような情報を開拓して︑
お届けに上がります﹂という︒こういうのとは︑つき合わないほう
がいい︒つき合っても︑ろくな情報は来ないということですね︒
極藤 でも秘書竃のところで︑かなり選別されるんじゃないですか︒
海部 そうです︒秘書官のところで選別するけれど︑秘書官がうま

く言いくるめられて︑ ﹁おれは特甥︑海部さんとはこういう伴だか
ら隔と言われる︒甚だしい大物に至っては︑先輩の総理経験者から

﹁然るべくよろしく﹂というのは何を意味するのか︑

ちょっとしたメモが来て︑ ﹁この男と会って︑然るべくよろしく縣
と言われる︒

初めの頃はわからなかったけれど︑盆暮れになって行ったときには
然るべくよろしくとか︑そういう意腺でした︒そういうのは︑はし

た金で済むわけです︒いわゆる交通費というやつです︒

門これにはやっておいて︑

伊藤 しかし交通費も毎年だったら一︵笑い︶︒
楠 そういうものを使って︑見えてくるものもありますか︒
海部 いや︑そういうことはいちいちこっちがやっておるわけには

いきませんから︑それは至当に任せて︑

これにもちょっと﹂というリストをつくる︒ちゃんと盆暮れには取

検察からの情報というのはどうやって入るんですか︒面会に

りに来るようになるから︒

伊藤

面会に来て︑首相執務室で人払いして︑せいぜい︸人︑警察

来るわけですか︒

海部

それは﹁動静欄﹂に出るわけですね︒

からの秘書官だけを残してやりますね︒
俘藤

海部 出ます︒だから用があろうがなかろうが︑外務次嘗と警察は︑
ニケ月に一霞とか呼んで︑会って話をして闘いたんです︒
伊藤 検察ではなくて︑警察ですか︒
海部 警察です︒検察と会ったりしたら︑三木さんの電話と同じで︑
どんなことになるかわからんし︑それは気をつけなければなりませ

警察というのは情報を持っているものですか︒

ん︒警察です︒

伊藤
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「

海部 はい︑拉致問題なんかでも﹁もっと早くやりなさい﹂といっ
て︑一番最初に秘かに会いに来て勇気づけてくれたのは警察です︒
それは秘書官が警察の長官を連れてきて︑ ﹁よろしかったら私も席
を外します﹂といって︑ ﹁ちょっと君は出ておれ一と言われて︑秘
書官も出て行って︑長官が直接︑ ﹁蚊致問題ではどこまで露っても
らっても結構です︒資料もこういうものが揃っております一と︑え
もうその段階で︑そうなんですね︒

らい自儒をもっていろいろ言っておりましたからね︒
心室

海部 だから︑僕はまだいろいろあるんじゃないかと思っています
よ︒

伊藤 それから何年も経っていますから︑警察だってもっと情報を
調べて︑修正しておると思う︒

収 集 し て い る んでしょうね︒

海部

繍海部内閣の最後1︵﹁重大な決意﹂発言︶
影藤 結局︑佐川急便の弱題とか橋本さんの問題とか︑いろいろゴ
タゴタがあって︑その中で総裁選挙という動きになってきます︒
﹇宮澤・三塚・渡辺﹈三派はだいたい反竹下派なんですね︒という
ことは︑反海部内閣という形でだんだんまとまっていくということ
溝部

中心は富澤さんのところですか︒

だいたいそんな感じでしたね︒

になりますか︒

佐道

に行ったり︑いろいろしてきた仲問でもある︒そしてまた三塚は︑
ちょっと突っ込んで言うと︑同じ派の中に森門馬朗﹈がおったでし

ょう︒森がやや優勢で︑三塚がやや落ち霞だから︑ 門派内の力関係

もうこの時は︑三塚さんは三派連合のほうに行ってしまうわ

で︑ちょっとこっちを助けてくれよ﹂というようなことだった︒

伊藤

けですね︒

海部 それは仕方がないんだ︒そんなこともあって︑ここまで誉つ
たからみんな言わんとわからんだろうけれど︑混入的な問題で言う
と︑僕にとっては三塚さんは先輩だし︑森は後輩だから︑どちらか

﹁先生︑いっ︒へんあれ

といえば仲良くやってきたのは森だし︑やれるのも森だし︑いまで
もそうだけれど︑彼も気の毒なことに︑リクルートでちょっと傷が
できたわけですね︒それで︑彼が閣僚になりたいといったときに︑
待たせた︒待てという中に入った︒加藤紘一もそうだ︒それだから︑
変な筋だが︑擾慮大学の経済挙部の教授で︑名蔚は喬わないが︑僕

がいろいろなところで接触しておる教授が︑

を撫でておいたほうがいいですよ﹂と雷つたんだ︒ ﹁何を撫でてお

くんだ﹂と闘いたら︑ ﹁森が誤解しております︒政治家として海部
さんに干されたと思っている一 ﹇いつの話をしておるんだ﹂といっ
たら︑ああそうか︑彼がなりたいと言ったときに︑運輸大臣にしな
かったからだ︒

そのときにはまた裏の裏があって︑安倍﹇晋太郎﹈さんがまだ病
院におって︑古風な大きな携帯電話で言ってきた︒ここまで言われ
ればやってやらなければならんかということで︑最後は安倍の判断
に従って︑やめさせたんだ︒そんなこと等もあって︑三塚は僕とは
いろいろな颪で野望してきたし︑親しくやってきたけれど︑森君の
ほうは︑そこでちょっと辛かったんだろうな︒おれにつぶされたと
おかしいが︒

佐道 三塚﹇博﹈さんのところは︑最初はどうもふらふらしていた

うん︒

よ う な 感 じ もするんですが︒

思っているんだ．おれがつぶしんたんじゃない︒背後霊というのも

海部

海部 いや︑三塚と僕は︑姻人的には早稲賑の雄弁会の仲町で︑彼
が一番不遇の時代︑市長選挙に落選したり︑苦しんだ頃には︑

門海

部ちゃん︑頼む︑助けに来てくれよ隔と言われて︑街頭演説をやり

伊藤 まあ︑そうなんでしょうね︒
海部 しかもその蕾後霊のほうはいろいろな関係があって︑ほかの
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そこまで言っているのに︑よしといってやるわけにはいかんから︑
やらなかった︒それで当分恨まれたり寂しがられたり︒またそれは

問題でも娘みを持っているから︑リクル⁝ト事件の株の問題で︑
門あれは許せん︑だからいかん﹂ということを病室で書うわけだ︒

う書い方をしなかったかもしれんけれど︑ ﹁重大な決心で臨むよ﹂

終わってから︒ノ⁝トテイカーが悪いんだな︒ ﹁重大な決意﹂とい

海部いやいや︑もっと害うなれば︑あんな﹁重大な決意扁なんて

きには︑それはどっちを向いていたんですか︒

時間が解決すればいいのであって︑と思っておった︒

いう癸言は私はしておりません︒そして︑誰かが外に出したんだ︑

俘藤 結局︑九月二十五ヨに金丸さんが讐海部続投漏と言いますが︑
しかし︸方で政溶改革法案は廃案になる︒これは先生としては︑

とか︑ ﹁重大な気持ちでやっていかなければいかんよ﹂とか︑それ
と取られるようなことはいろいろ言っているし︑事実あのときの心
境はそうでしたからね︒これがならなかったら︑誰かに託してやら
せなければならん︒

﹁重大な決意﹂という発言をされるわけですが︑このへんの心境は
ど う い う も のですか︒

伊藤

巷間伝えられるところは︑それは解散を意味する︑ということ

だから解散がやりたかった︒やりたかったから︑金丸にも竹

﹁解散やるよ﹂と言った︒ ﹁総理が

﹁君はまだ支持率が高いんだよ﹂という︒

くれたわけだ︒それはそうだったんですが︑しかし︸人になって静
かに考えてみると︑いろいろな党内の動きでいくと︑この尖りや歪
みやガシャガシャは︑みんなそれぞれ政治生命を賭けた本音の話が
だいぶ出て来て及対になっているのではないか︒それからもう⁝つ︑
そこを乗り越えると︑政治改革で私が取り組んだことは︑書ったら
叱られるけれど︑政治とお金の関係をもっとわかりやすく︑もっと

伊藤 そうなんですよ︑この時は︒
海部 ﹁だから心配せんでもええよ﹂というような書葉まで出して

さん如きは︑

伊藤 じゃあその重大な云々はそっちの意味ですね︒ここまで来た
ら︑解散をもても︑とにかくやると︒
海部 磐戸改革を訴え続けていけば︑圏艮は支持してくれる︒金丸

自身が確かめたんだから︒

そう腹を決めたら︑やつちゃえや︑それは﹂と金丸さんも了解をく
れたし︑竹下もそれは了解をくれた︒そこは間逮いありません︒僕

下にも︑出先まで．追いかけて︑

海部

ですね︒

楠

う感じなんですか︒

むしろ退くほうに行っているんですか︑解散でやって︑とい

海部 政治改革については︑三蒼五十六國︑各界各層の前に顔を出
して︑ 州これをやらなければならん︒自民党が本当に蘇生するのは
これだ﹂と書って︑僕も金精力を注いでやって来た問題です︒しか
も党内は支持してくれるものだと思い込んでやってきた︒
掛藤 それを期待されて総理になったわけですからね︒
海部 そうですよ︒そしてなったら︑これにまさる名誉光栄はない
から︑おれはいつ辞めてもいい︑名は残ると思って全力投球したん
ですが︑オリンピックの鉄捧と︻緒で︑最後の着地にちょっと失敗
したものだから︑ああいうことになつちゃった︒それじゃあ︑悔し
いけれども︑ということになってくるわけだね︒
けれども︑そんなことは横に置いて︑国会を通らなかったという
敗因を考えると︑人を替えなければできない法律かな︑と思った︒

僕がやっていればいろいろなしこりやしがらみが残る︒例えば宮澤
さんとか加藤紘一とか︑由隣敏夫にしてもそうだ︒裏の詣︑影の話
は︑毎晩入って来るわけです︒誰がどこで誰と会って︑どう言った︑
こう言ったという話が︑各社の政治部の黒門崖の評を集めて読んで
みると︑あれが何を言っているかはすぐわかる︒そんなものを抱え
てやり始めても︑できっこない︒むしろ人を替えて︑政治改革だけ
はとにかくやり遂げなければならん︒非常に生〜本な気持ちでそう
考えたものですから︑退陣するときは本当にさわやかでした︒
俘藤 ただ︑退陣すると言っても︑最初に﹁重大な決意﹂と書うと
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きれいにしないと救われんよ︑ということだ︒だからわかりやすく
きれいな政治を確立するためには︑やらなければならんことは全部
や っ て い か なければならん︒

おれはそう思って︑それに関連した人たちにも︑いくら綱人的に
仲のいい友達であっても︑ ﹁ちょっともう︸期待っておってくれ
よ﹂と言って︑組閣も党役員も先送りさせてもらった︒だんだん自
浅党も支持が罠ってきて︑街頭演説をやってもよくなってきたな︑
と思い始めた頃だったものですから︑選挙をもう︸回やったら︑そ
れがガチンと固まるのではないか︒これは確証ではないけれど︑希
望 的 観 測 は ありましたね︒

俳藤 それを断念されるというのは︑どういうことですか︒
海部 それを断念したのは︑最後まで信じておった連中︑例えば小
沢︸郎というのは︑最後の最後には身を翻して逃げたからね︒小渕
も︑もういっぺん考えさせてやろうというところまでは行ったんだ
けれど︑あそこまで行ったら一︒これ以上突っ込んだら農に見え
る︒政治改革の法案そのものが︑あれだけトリモチを踏んだように
な っ た ん で すから︒

侵藤 ただ総理に解散権があるわけですから︒
海部 だから︑それはいいですけれど︑それをやったら独裁者にな
るよ︑艮主空義者じゃないよという︒おれがこう思うから断固やる︑
それは非鴬にいいけれど︑それをやったら艮霊主義が死んじゃうよ
という︒

伊藤 政治改革のためにここは解散して︑国民の昆意を間うんだと
いう︒

海部 あくまで聞題はそこですけれどね︒そのために自分は苦労し
てきたんだし︑そのためにここまで来たんだけれど︑しかしどう見
ても︑ ﹁天の時︑地の利︑入の重臣︑いろいろ踏まえてみると一︒
あの三碍聞にわたる本会議場での趣旨説明の時の総理答弁︑誰がヤ
ジるかわかりますね︒毎晩のように各新聞社からもらう報告を読む
と︑何派の誰と誰とがこう言った︑こう言ったという︒そういう資

料を全部取って読んでみると︑ここをさらに中央突破してというこ

とには︑なかなか﹁天の時︑地の利︑人の和﹂が奨めないというこ
とじやないですか︒

圏海部内閣の最後2︵竹下派の動向︶

楠 いま伺っていると︑選挙を按揮する幹事長が最後は態度を変え
てしまったということが決定的に大きかったということになります
か︒

海部 前任幹事長ですか︑そのときの幹事長ですか︒
楠 そのときの幹事長は小灘さんですね︒いまのお話だと︑小渕さ
んも︵伊藤 その前の幹事長も︶逃げていったということですね︒
伊藤 ということは要するに︑竹下派が﹇逃げていったということ

︸番最初は︑小沢が逃げていったんだ︒

ですね﹈︒

海部

楠 竹下派のボスニ人が支持してくれても︑結局︑党を指揮する部
隊長が戦線離脱したら︑戦いにならないですね︒
海部 それだけれど︑その背景にあるものは︑中堅︑若手の一人ひ
とりの意見が小選挙区制には反対なんですよ︒それは本音の部分で︑
おれが落選するかもしれんという危機感ですよ︒そういうことを露

骨にみんなに夜︑酒を飲みながら等している連中の申には︑こいつ
もかと思うような者までいるわけさ︒表面では﹇小選挙薩翔の導
入﹈賛成︑みたいなことを需っていてもね︒だからああいったこと
には︑縦横斜め︑十分な清報を販って説得して︑出てこいといった
ときに出てくれん人も︑あの会のときもいなかった︑あのときもい
なかったということになると︑それは反対派の確儒犯だな︑という
ことになるわけです︒だから︑最後の最後は数が足りなかったとい

うことじゃないですか︒少数派閥だから︒

しかもその少数派閥の中にも︑当選回数の多いやつや︑年の上の
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連申の中には︑面白くなかったのがおるでしょう︒だから河本さん
は最後まで︑ ﹁やったらいいです︑やりましょう︒この機会はやり
ましょう︒ここまで来たら後ろを見ておったらいけません﹂と書っ
て支持して︑激励してくれるけれど︑しかしf︑このへんにして
僻藤
初めは︒

でも金丸さんは一応やれ︑という話だったんじゃないですか︒

おこう︒

海部

楠 金丸さんのカが落ちていたということですか︒
海部 結局そういうことじゃないでしょうか︒威令行なわれずとい
伊藤
そうだ︒

面従腹背になったら︑もうカはないですね︒

うことだ︒ただ当時は︑みんな面従腹背していましたけれどね︒
海部

佐道 この段階ですでに︑小沢さんも金丸さんから臨離を置き始め
て い た ︑ と いうことですか︒

海部 だって金丸さんの最後のところは︑小沢によって引き金を引
かれたんだ︑と金丸さんも思い込んだんだ︒そうでしょう︒
楠 そうすると︑自民党の分裂というのは︑このあたりから一︒
海部 もう決定的なものになりかけてきたんじやないか︒ビリビリ
竹 下 派 の分裂ですが︒

ッというひび割れだ︒

佐遂

楠 それが結局は自艮党の分裂になるわけですね︒
儒藤 自昆党の分裂といっても︑具体的には竺下派ですね︒
海部 しかもいまも余韻が残っておるけれど︑政治改革を巡って︑
当時本当にひたむきになって頑張って︑影になり日向になって表に
立ってかばってくれたのは︑自民党選挙制度調査会長・羽田孜です
よ︒あれが︸所懸命支持をして︑情報も持ってきて︑やってくれた︒
九段下疑志だったから︑一緒に呼んで︑飯を食ったり話を聞いたり︑
こっちから指図したりしておった︒

そして︑変な話ですが︑当時の社会党の選挙特別委員長は︑かの
有名になった佐藤観樹ですよ︒僕と同じ選挙区だ︒長い間やり合っ

た相手だ︒そのサトカンも呼んで︑ ﹁おまえは賛成か反対か扁と言
ったら︑ ﹁賛成するわけにはいかんじゃないか﹂と書うから︑ 瞥け

﹁小選挙区になれば︑

れど︑おまえは小選挙区の数を少なくすれば賛成すると言っている︒
羽嗣慰から間いておるぞ︒羽罵と会って︑君はそういう話をいろい
ろしておるんだろう︒決まってしまえば︑慰の当選は保証するか

ら﹂とえらそうなことを言ったな︑こちらも︒

選挙区はどうせ分かれるんだから︑保証するよ︑おれのほうが出さ
なければいいんだから隔と言って︒いや︑本気になってそう思った．

ことがあったよ︒二五〇にして︑小選挙区は二五〇にするとか︑サ
トカンが社会党の案の出した贋はね︒

それは羽田が中に入って一網懸命やっておったんだ︒金丸さんは
われわれと夜会って︑ ﹁羽潤がまあ︑本当に中毒患者みたいにカソ

カして走り回っておるから︑あれは少し水をかけて冷やしてやらん
と︑あれもどこまで行つちまうかわからん﹂という︒それで︑ ﹁金
丸先生︑小選挙区反対ですか﹂と言ったら︑そのころまだ心の底に

一点不信感があったんだろうな︑ ﹁選挙区を変えられたら︑海部齎︑

おれはもう政治家を辞めなければならんよ﹂と言っていた︒
佐道 羽田さんは︑政治改革︑小選挙区制の問題についてはプレな

プレなくずっとやるの一点張りだ︒断じてやる︑ということ

くずっとやっていたんですね︒

海部
だ︒

伊藤 そうか︑あとまでそれはつながるわけだ︒
海部 羽照さんはそういうところだけれど︑小沢はもうちょつど︑
次のステージまで視野に入れて︑やつちゃおうということでおった

﹁辞めちゃいかん︑続けておれ縣

んだけれど︑おれが一番がっかりしたのは︑ 門幹事長を﹈辞めてか
ら入院したことだ︒辞めるとき︑

と言ったけれど︑幹事長は東京都﹇知事選﹈の責経を取って辞める

という︒金丸さんにも竹下さんにも︑ ﹁辞めさせんでくれ︑あれに

縛り付けて責任を持たせなければならんから︑彼は小選挙区を一所

懸命やっておってくれたんだから﹂と言ったら︑ ﹁まあ︑海部君︑
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俘藤

いろいろな人が︑いろいろな意見を言ってくるでしょう︒

海部 やれ⁝やれ！という︒その根拠は支持率だ︒ 門五六％もある
じゃないか︑やれ﹂という︒それから各社の世論調査を分析して︑

そういっても駄目だったから︑替えちまえ︒小渕だ﹂ ﹁小灘はしっ
かりやってくれますか﹂と書ったら︑ ﹁それは君が仲聞だから︑薩
接やれと言やあ︑あれはやるよ﹂というようなことでした︒

人もあるけれど︑それはこっちが心を決めてしまったあとですから︑

荒都

これに零する反応はどうでございましたか︒

そ う で すよ︒

俘藤

﹇海部先生が総裁選挙に︺立候補しないという発表をしたのは︑

それは﹇総裁﹈選挙のどれぐらい前ですか︒

た︒できたらご本人に歩いてもらってくれ隔なんて宮内庁が書う︒

それから文化勲章の授与式︑いまでも覚えておりますが︑森繁久彌
にあのとき文化勲章をやった︒彼は足がすでに弱っておった︒それ
で僕が﹁車椅子を環意してあげなさい﹂と欝ったら︑ ﹁いままで車
椅子を駕意して陛下の前に出たことは︑畏れ多くもありませんでし

から︑たくさんあったものを公邸に座り込んで︑全部書きました︒

海部 それはそうです︒だから残務整理だけをやりました︒
伊藤 残務整理というのはどういうものですか︒
海部 勲章の宛名書き︒あれは﹁海部俊樹﹂で書かなければならん

ですね︒

佐道 それで党大会が二十九目なんですね︒
俘藤 じゃあ︑もうその﹇十月五日の﹈時点で︑この内閣は死に体

十月五日ですね︒

楠

次のあれ﹇自証党総裁選﹈には立候補しませんと這った︒

そんなことになってフラフラしておったら︑いつまで経ってもこっ
ちも決心がつかんから︑それはもういけない︒それには詑者会見で
しゃべるのが︸番わかりやすいと思ったので︑内閣算者会で︑この

﹁どこに替われという意見がありますか﹂ということを器ってきた

そうして︑結局﹇小沢は﹈幹事長を辞める︒よししょうがない︑
その代わり︑これだけはやるんだぞといったのが︑特別委員会の委

員長だ︒小沢は引き受けるといったんだ︒それを新闘記者にも書っ
て︑そのつもりでこちらはおったら︑結局小沢はやらなかった︑や
れなかったんだ︒

侵藤 やらなかったんですか︑やれなかったんですか︒
海部 やれなかったんじゃなくて︑やらなかったんだと思うんです
よ︒それは病院にいくら入っておったと言っても︑その後の悪態の
つき方︑動き方を見ておると︑それはできますよ︒本当にできない
のなら︑いまごろ銭名に変わっているはずだ︒あのとき言ったこと
が本当ならばね︒ ﹁総理︑とてもいけません︒もう心臓がなんとか
で﹂と欝っていた︒悪いことは事実悪いらしいけれど︑ぺ⁝スメ！

カーを入れたりしたことも事実だけれど︑入れたって十何年生きた
いまもお勘気のようですけれど︒

入 は い く ら で もおるんだ︒

俘藤

海部 いまはまた昔に漢っちゃつて︑梱変わらず︑岡閏克也を噛ん
で︑振って︑いじめている︒そうでしょう︒また癖が出たな︑とこ
っちは思っておるだけのことだ︵笑い︶︒

■海部内閣の最後3ハ続投せず︶
俳藤 だけど︑最終的に﹇海部先生は︸今度の総裁選挙にはもう出

俘藤

それはいろいろありますわ︒

ませんということを心嚢なさるわけですね︒

海部

それで僕は森繁さんを支えて歩きましたよ︒そういうことを片付け
る︒総理がやらなければならんことは︑勲章の勲一等の勲記に署名
することと︑文化勲章の授与に侍立すること︑それが形式的にはど
うしてもやらなければならんこととして残っだな︑と思いましたね︒
撰藤 総裁選挙麹体については︑ご自分の考えはいかがでございま
したか︒つまり何入か候補が出るわけでしょう︒自分はどうしょう
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か︑あるいは旧三木派隠河本派としてはどうするのか︑ということ
ですが︒

海部 まあ︑やっぱり︑敗軍の将︑兵を語らずで︑あまり質入の意
見はこの際は欝わずに︑ただ一点︑政治改革をきちんとやり通して
くれる人にバトンをタッチしていきたい︒個人的な心情からいった
ら︑宮澤さんというのはいろいろなことが積もり積もってあったか
ら︑あの入に託したってできっこないんだから︑いやだな︑という
気持ちはあったけれど︑しかしそういったことを言っていると次元
がうんと低くなって駄困ですからね︒渡す以上はしっかりやっても
らわなければならんということだ︒

佐道 先生が出馬を断念された時点で︑次は宮澤さんだな︑という
こ と が 見 え ていたものですか︒

海部 いや︑見えていなかったですよ︒それはもうしばらく経って︑
でもそんなに時間はないですよ︒

からですね︒

伊藤

海部だって︑渡辺美智雄だってある意味では野心満々で︑大変や
りたかったんだな︒

重藤 支持する人も多かったんですか︒あれは党内の力挙でしょう︒
海部
﹇私自身の﹈頭がそこまで行っていなかったですよ︒その次
の人を誰にして︑どうのこうのということは︑党内のいろいろな謡
し合いで︑最後は投票で決めればいいじゃないか︒鍔音主義という
の は そ う い うものだ︒

伊藤 でも自分だって投票しなければならないし︑自分の属してい
そ う で すよ︒

る河本派だって︑態度を決めなければならないでしょう︒
海部

伊藤 このときは河本派は宮澤に投票したんですか︒
海部 河本派は︑派としては宮澤に投票したんじゃないですかね︒
長い聞の経緯からいって︑宮澤の経済政策というのは︑河本さんが
河本派の経済敢策の中に溝かしておったんだという思いはありまし
た︒けれどもそれを宮澤のほうは評価しないで︑乗ってこなかった︒

だから硬修会をやっても︑派閥の研修会に来て︑ここで宮澤の話を
してくれと顧みにいっても︑さっき言ったように︑手帳を繰って何

やらかにやら︑四の五の言って︑とうとう来なかったわけです︒そ
れは遠心を辿れば︑嘗澤の持っておる三本携判にまで行き着きます
かちね︒ ﹇それ以上言うのは扁やめておきます︒とにかく︑いろい
ろあったものだから︑あのときの選択としてはそれ以外ないんじゃ
ないか︒その代わり︑きちんと責任を持ってやってくれなければい

もちろん竃澤さんも立候補したときには政拾改革をやると言

かんよ︑ということですね︒

静藤

雷わざるを得んですから︒言わなければ︑すぐにこっちが︑

ったわけですね︒

海部

それは約束が違うと言い出しますからね︒

伊藤 内閣が終わりになるということは︑閣僚がみんな辞めるとい
うことでもありますし︑政務次官も會めて︑みんなそうですね︒そ
れから秘書官その飽︑ずいぶんだくさんの人たちが動くことになり
ますね︒内閣が終わりだということで︑最後に億かやるんですか︒
海部 セレモニーですか︒いろいろやりましたね︒秘書官とか︑内

調から来ておった連申とか︑内閣関係者がみんな集まってもらって︑
どこかの中華料理崖でやったな︒

伊藤 お叢れ住みたいなものですか︒
海部 お別れ会でお礼を雷うと共に︑おれも消えるわけではないか
ら︑政治家として自分の言ったこと︑やったことをさらに高めてい
かなければならない︒みんなもそれぞれどこかへ散ったら︑それぞ

れのところでまた協力して欲しい︑ということだ︒
伊藤 ここで総理をお辞めになる︒普通総理をお辞めになると︑昔
はそんなにあと長生きしませんので︑だいたいお話が終わりになる

んですが︑海部先生の場合︑このあとが長いわけですね︒長いだけ
でなくて︑いろいろなことに開わっておられますね︒だからしばら

くまだおつき合いいただかなければならないということなんですが︑
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そ れ は よ ろ しゅうございますね︒

海部 ご迷惑だろうと恩いますが︑ぜひ私も残しておいてもらいた
いことは︑新進党というものをどうやってつくったかということで
す︒そして︑新進党が第一回の衆議院の選挙で︑いまの恩師党と同
じように︑得票数は一位になったんだ︒そのころのこともちょっと

伊藤 新進党の後始末のこともございますので︒
海部 なぜあれが政権を取れることを館の前にしてついえていった

いったい何が起こったのか︑面向に不明確なところがまだた

のか︑公明党との問題もある︒

俳藤

くさんございます︒

海部

踏ん張りしたら︑政権が取れたんだ︑という

話すとともに

重藤

あのときもう

僻藤 この前﹇二〇〇四年の参院選で﹈民主党が︑ずいぶん票を集
めた︒いよいよ政権交代云々と言いましたが︑前の新進党の時もそ

楠

︒

うじやないの︑と思うんですね︒そのことを二一はほとんど書いて

名な門重大な決意隔という喬葉は︑先生はおっしゃっていないとい
うことですね︒

今日のことで︑一点だけ確認させていただきたいんですが︑有

それはぜひお願いします︒

思いも︑いまだにありますね︒

い な い じ ゃ ないですか︒

海部 書いてない︒事実︑当時の新進党は多かったんですよ︒得票
数では第︸党になったんですよ︒しかもそれは参議院選挙ではなく
て︑衆議院選挙でやったんですから︒今目の状況とはちょっと違い

海部 私は︑それらしいことは
︒
楠 それらしいことはおっしゃったけれど︑それらしいことの中に
は︑解散を決意したということが含まれているということでよろし

﹁そこまでいったら解散になる腹できて

ますね︒

含まれております︒

いんですね︒

海部

俘藤 でもこの次の衆議院選挙で︑罠霊党が第一党になるかどうか
はちょっとわかりませんけれどね︒

それでは今度は新進党のところまで︑お話を伺います︒

﹁いやそれは︑そう

おるんですか﹂と︑西岡か誰かが喬つたんだ︒

俳藤

ポイントだけお︑聞きします︒自棄党分裂という大騒動があり

わ か り ません︒

海部

いう気持ちがなければ言えない︒それからまた︑最後に政治が判断
︐を受けるのは圏鼠の投票じゃないか隔と言ったんだ︒
佐這

らね︒

伊藤 そのときの風がどういうふうに吹いているかわかりませんか
楠 でもあのとき毅進党ができたからこそ︑いまの二大政党舗に近
い状態ができたんじゃないでしょうか︒あのときに初当選した連中

ますから︑これはお厚きしたいと思います︒
撰藤

が︑いまや昆主党の幹部になったりしていますからね︒
伊藤

そこからつながらないと薪進党に行きませんね︒

て い た だ い た︑という感じですね︒

佐道 そしてまた首班指名という組題があります︒羽田さんのお話
が出たので︑あれがつながるお話だと思いましたね︒
撰藤 伏線になりますね︒それでは︑どうもありがとうございまし

門新進党は︸手無会党を吸収して︑大臣にして︑それに消え

海部 その中にサトカンがおった︑ということだ︵笑い︶︒
佐道 サトカンさんも︑ちょっと違う意味ですが︑政界から消えて

た︒

︿以上V

行 か れ ま し たね︵笑い︶︒

伊藤 そういうことも含めて︑あと二︑三回はぜひなんとかお願い
萩進党のことまでは︑私にも責任が若午ありますから︒

したいと思います︒

演部
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第33回
宮沢内閣〜五五年体制の崩壊（1991〜1994）

【2004年9月27日（月）14：00〜16：00】
於：TBRビル10F・海部俊樹事務所

［インタビュアー］

伊藤
楠
佐道

（欝書きはインタビ識一の時点〉

隆

（政策研究大学院大学教授）

精一郎

（東洋英和女学院大学教授）

明広

（中京大学助教授〉

￡記録、編集］

得羽

溝隆

海部俊樹先生

第33［亜…

オーラノレヒ＝ス

トリー質問項甕彗

（2004年9月27葦ヨ）
1．

91年11月、先生の内閣は総辞職されます。先生は若くして総理の座に就かれたわ
けで、総理をおやめになってから後の政治活動については何を重点を置いて考えて
おられたのでしょうか。当時は、総理経験者が再び総理になるとか、閣僚になると
かはあまり考えられなかったと思います。出身派懇との関係も含めていかがでしょ
うか。

2．

91隼11月、先生のあとに宮沢内閣が成立します。富沢内閣の成立について先生は
どのようにご覧になっておられましたか。

3．

92隼1月、金丸嬬氏が麹民党副総裁になります。自民党内の金丸罠の勢力が相轟強
まっていたと思いますが、一方で前置以来の「佐甥急便箏件」が拡大し、9月には
東京地検が略式趨無く罰金20万円）JO鍔に議員辞職という事態に追い込まれます。
これに徴論も反発するわけですが、佐翔急便事件の拡大および金丸既の問題につい
ては先生はおそらくご存知だったこともあるのでぱないかと思いますがいかがです
か。

4．

9月22ヨには東京地検が、竹下内閣発足時の暴力腰蘭与を胃頭陳述するなどといっ
たこともあって竹下派は混乱し、12月18H、竹下派は分裂し羽田派（44人〉が成
立します。「鉄の団結」を誇った竹下派の分裂といった事態について、先生はどのよ
うにご覧になっておられましたか。

5．

カンボジアで、93年4肩8日国連選挙監視ボランティアの中田厚仁民が、そして5
月4H文民警察窟高田晴行警部補が梱次いで亡くなるという事纏がおきました。 El
本国内ではカンボジアからの撤退と言う話も出たわけですが、この件について先生
はどのように晃ておられましたか。

6．

先生の内閣の時代からの継続璽要問題である政治改革問題が停滞し、宮沢内閣への
内閣不信出駕が自民党議員の賛成もあって6月18日掛成立し、衆議院が解散されま
す。不信任案可決に翌る過程について先生はどのように対応されていたのでしょう
か。

7．

8，

6月21巳新党さきがけ（代表二武村正義〉、23B新生党（代表＝羽田孜、代表幹事：
小沢一郎）が結戒されます。こうした斬党に関じてはどのようにご覧になっておら
れましたか。また、それらとの関係はいかがでしたか。

7月18陽、第40幽総選挙が案施され、薗民223、社会7e、新生55、公9A 51、葭
本新党35、共産15、民社15、さきがけ13といった結桑になり譲した。自饒党は過
半数を維持できず欝沢内閣は総辞職します。このときはまだ自民党内におられたわ
けですが、長く続いた55年体制・自民党政権が倒れたことについて、当時どのよ
うに見ておられたのでしょうか。また、自民党は総裁に河里蚤洋平、幹事長に森喜期
氏を選出します。この人事についてはいかがでしょうか。
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9．

8月6日、H本萩党細曙翼煕氏が首審目に指名され、9日非窟民連立内閣が成立します。
細用首相という入物への評髄も含めて、この政権の発足についてはどのようにご覧
になっていたのでしょうか。

10．薪政権は共産党以外の非霞民政党のあいのりで、発足後早い段階から軌みが見えま
す。特に政権の立役者といわれた小沢氏の行動をめぐって社会党の反発も伝えられ
たりしました。こういつたことは94年2月の消費税7％の「国民複祉税」への転換
の首相発雷など、政権内の不僑感が外部にも相当伝わってきていたわけですが、先
生はどう見ておられたのでしょうか。

1t

佐用急使からの借り入れ問題が浮kしてくると、細摺着相は4鍔8鼠辞憲を表明し
ます。その後、鰻本親党とさきがけの統一会派解消、社民連と霞本新党の倉流、羽
田内閣の成立と新生・H本新党・民社・墜由・改革の会の5党派による「改薪」結
成、それらを信義違反とした社会党の連立離脱とめまぐるしく事態は展閣します。
結局、少数移労でスタートした羽闘内閣は6月5日に総辞職し、社会党村山党着を
かついだ農昆・社会・さきがけと、先生を首相候補とした非自罠連立グループとの
対決ということになります。自民党を離説して非霞饒グループへの参加といった政
治決断をされた経緯や背禦などについてお聞かせください。

※今田は以上のような点についてお闘いします。
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懸内閣総辞職以後

︒

伊藤 前回で海部内名の総辞職というところまで来たんですが︑そ
こから先が実はいろいろございます︒先生は総辞職をなさいました
が︑まだお若いんですね︒さてこれから先︑一体どうしょうとお考
えでしたか︒もういっぺん第二次海部内閣をつくろうとか

海部 そんな大書壮語をしたり︑射程距離に狂いが生ずるようなこ
とは考︑尺ないで︑いまおるところでやり残したことや︑やろうと思
って︑まだ志半ばで中途半端な問題もありますからね︒

俣藤 政治改革もそうでしょう？
海部．政治改革も︑実はそうですね︒政治改革に本当に芯を入れよ
うと思ったら︑例えばいま瞑の前でわかりやすい器も赴こっておる︒
だから政治改革はしばらく時閲がかかるでしょうね︒けれども︑こ
の前も言ったかもしれないが︑ ﹁自性清浄心﹂というものを政治家
みんなが持って︑世間に間うて︑縦から見ても横から晃てもこれで
行くんだ﹇と言えるようにする一︒もっと簡単にわかりやすく備え
ば︑子どもに教えておるように︑嘘は言いませんというあのきわめ
て単純明快かつ素朴なことを︑政治家の中にきちっと入れていけば︑
そ れ が 政 治 改革になりますね︒

掛藤 それはまあ︑実際の大人の世界でも︑ ﹁嘘も方便﹂というこ
とはしょっちゅうあることですから︒
海部 それは許容範囲はいくらかはあるでしょう︒でも平気で堂々
と嘘を言って︑それがまかり通ってはいけない︑ということですね︒
轡藤 先生︑総理をお辞めになるでしょう︒そうすると︑元の派閥
のメンバーに戻るということになりますか︒

海部 もうあの派閥というものからは︑私は離れるつもりです︒も
う 離 れ て お りますから︒
伊藤 河本派ではない︑ということですか︒

楠 それはいつからですか︒総理になられた時からですか︒
海部 なった時からです︒それで総理を辞めた時に﹇派閥に﹈戻ら
なかった︒総会に顔を出したら︑ ﹁またこれを機会を漢ってきてく
れ﹂と言われたけれど︑もうおれの立場も変わったし︑漢って行っ

て小姑みたいにああだこうだと言ってはいかん︒またある意殊では︑
派腿が自由民主党の党改革にマイナスになったこともあったし︑国
民の霞から見たら．派閥というものが本当に必要なのかなと思う面
もあるだろうから︑僕はあのとき以来派閥には戻っておりません︒
俣藤 そうですが︒派閥に属していれば毎週会合があって云々とい
うことだと思いますが︑自分の臼常的な政治活動に︑そういうもの
がなくなったんですね︒

海部 そういうものは︑なしです︒
伊藤 そのあと驚九九︸年十月に﹈宮澤内閣ができるわけですが︑

宮澤内閣の成立についてはどんなふうにごらんになってましたか︒

だいたい先生はこの前︑ ﹁宮澤さんはあまり好きじゃない︑だけど

あとを託すんだったら宮澤以外にない﹂というお話でしたが︑内閣

﹇富澤氏は﹈ ﹁政治改革なら敏治改革を本気になってやりま

ができてみて︑どんなご感想でしたか︒
海部

す﹂とおっしゃったんだから︑本気になってやってもらいたかった
し︑そういったことを期待しておったわけです︒けれども︑いろい

ろな面でその期待通り事が進まなかった︒それから宮澤さんに対し

ては︑いろいろ﹇私の首根﹈在任申のことも申し上げたが︑ ﹇宮澤
さんが﹈どうしてもブッシュに会いだいとかいろいろなことがある

﹁こういうわけで宮澤が行くから︑それは渓祉党系の議員も回

と︑私はその環境整備や条件整備等もよくやりました︒電話で話し
て︑

れて行くから︑国会運鴬には役に立つ縣というようなことをいろい
ろ言って︑言わんでもいいような手の内まで明かして︑ブッシュに

会えるように首席補佐窟のスヌヌを書いくるめたりした︒ 門頚程に
は入っておらないし︑それはもうお断わりすることになっておった
けれど︑海部さんがそうおっしゃるならいっぺん大統領と檀談して

一
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みます﹂

﹁できたらやってほしい﹂というようなことで︑

所懸命

協力したんです︒それは日米関係というものは︑誰になろうが彼に
なろうが大切だという大きな方向性があったものですから︑やはり
それはやるべきだということです︒

事務所はやはりここ﹇TBRビルー0階﹈ですか︒

無役です︒

海部

うに思われましたか︒

て︑竹下派は宮澤さんを推すと決定したわけですが︑あのあたりで
小沢会長代行の面接ということを近くで晃聞きされて︑どういうふ

楠 宮沢政権の成立のところに漠って恐縮ですが︑宮澤政権ができ
るときは︑宮澤︑渡辺﹇藁智雄﹈︑三塚﹇博﹈と三候補がいて︑竹
下派としては誰を推すかということで︑例の悪名高い小沢鷺藻﹈
さんの面接というのがありましたね︒そして金丸﹇儒﹈さんによっ

事務所は︑それから︑ここにしました︒

序が逆だというと言い方が悪いけれど︑特に宮澤さんなんかが素直

宮澤内閣の時期は︑先生は党でもどこでも無役ですか︒

そうですが︒それまでは議員会館ですか︒

に頭を下げに行って受けてきたから︑それはおかしいじゃないか︑
と思いました︒

はっきり書って︑ちょっと二二が逆だと思ったんだよね︒葉

︑尺え︑議員会館です︒議員会館があるものだから︒けれども

議員会館におると︑ どうもあそこは銀座通りみたいで︑貧している

楠

いって探したら︑ たまたまあった︒初めは僕はよくホテル・オーク

きん︒ そういうことを思ってこのあたりをずっと見渡すと︑みんな
こういうところを構えておるものですから︑じゃあおれも探そうと

景にできたと言ってもいいわけですか︒

伊藤

海部

下妻

海部

ということは︑逆に言えば宮澤内閣は︑あの竹下派のカを背

と思い衷すね︒

やはり︑それだけ総理になりたいということなんですかね︒

意外な感じがしました︒

ここはそれに比べればかなり安いんですか︒

便利さは便利さで︑ありまずけれどもね︒

懸自民党分裂への序麹1︵宮沢内閣の成立︶

海部

すね︵笑い︶︒

海部安いんですよ︒桁が一つ違う︒
楠 ここも銀座通りとはいわないけれども︑かなり出入りがありま

伊藤

うことで︑探せと言って探させたら︑ここがあったんでね︒

海部

そうですよね︒そうすると先生の内閣とあまり変わらない︒

堕落としてそういうことになったんでしょうね︒

海部 結局︑鈴木善幸という入と宮澤さんとはあまりしっくり行っ
ていなかったはずだから︑そういう入からの知恵もいろいろ聞いて
おったのがあるんでしょう︒宮澤内閣のスタートとともに︑うまく
やっていくためには︑やはり党内のいろいろな力関係をまず受け止
めて︑できるだけそれを利用しようと一︒

伊藤 その次の年玉九九二年﹈の一月に︑金丸さんを自昆党の副
総裁にするわけですよね︒これは︑あとあとひどい霞に遭うことに
なるわけですが一︒

す︒僕は侮園もこの耳で聞いておるから︒

俳藤

海部 そして宮澤さんは︑金と政治の関係については︑竹下派︑竹
下内閣のやったことについて大変な抵判を持っておったはずなんで
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うにおったものですから︑訪ねてくる人が︑ ﹁それじゃあ︑先生ま
た﹂ と 雷 う か ら ︑
﹁じゃあオ⁝クラへ來いよ隔と言った︒あそこは
昼飯を一緒に食べるにもどうするにも使い勝手がよかったんですけ
れどもね︒ただ︑ずっとパーマネントにあそこで開いておくと︑金
がかかってしょうがないんです︒毎月いくらぐらいかかったかな︒
だから︑ちょっとあそこは事務所としては身分不相応に高い︒とい

一

意外な感じですか︒

あいだにどこの誰が入ってくるかわからんし︑ あまり門前払いもで

海鼠海餌海辺
部藤部藤部藤

がやられた︒

丸⁝小沢﹂ということで動いていたわけでしょう︒それで金丸さん

りますね︒これは竹下派といいますか︑あのグル⁝プにとっても非
常に大きな打繋になったんじゃないでしょうか︒金丸さんは︑ ﹁金

でまた騒然となって︑結局金丸さんが議員を辞めるということにな

だけど︑同時に佐川急便問題がだんだん認題になってきて︑東京
地検が略式起訴で罰金二手万円で終わりにしてしまいました︒それ

雰常に奇妙な関係だと私は思いますが︒

憐藤

海部

伸藤
もっとも金丸さんは︑先生の庇護者でもあったわけですから︑

と 思 いますね︒

結果的にはまずい人を利用した︒

伊藤

いかなければいけませんよ﹂と言ったんです︒

こに本来の目標があったわけです︒それが結局曲がりなりにもでき
て︑僕は嘗澤さんにも﹁半歩前進︵⁝歩前進と本当は画いたいけれ
ど︶は間違いなかったんだから︑これは後退させないようにやって

海部 政治改革の︸番のもとは︑選挙区を小さくすることではなく
て︑政治と金にまつわる蜀係をきれいにしていくということで︑そ

いですか︒

きましたからね︒そうでなかったら︑政治改革なんていうことを︑
とても人前に立って街頭に出て言えんですよ︒
伊藤 でも政治改革を書っている人が︑よく捕まったりするじゃな

﹁おかしいな︑．隔の人の書うことは﹂と思ったんです︒それはお金

だ﹂というようなことを盛んにおっしゃっていたので︑そんな頃︑

それは申し継ぎですか︒

海部 だからあのときは︑重石が外れるなら外したいということが
深層心理というか潜在意識の中にある︑そういう者がいくらかおっ

海部 それはきちんと論いました︒あの人も蔚からその点において
は︑私の考え方と︸致しておったんですから︒ ︹竹下さんがお辞め
にならなければ︑園中政治の方法を変えなければ︑よくならないん

たんでしょう︒

俘藤 佐川急便の問題というのは︑前からちょっといろいろ噂にな
っていたようですが︑先生だってご存じなかったわけではないでし

海部 ありません︒そういうことについては︑僕は自分自身でよく
わかっておりますから︑ここから踏み込んだらいかんな︑というよ

海部 金丸さんの︑ですか？
俳藤 金丸さんのと欝わないまでも︒佐弼急便がいろいろやってい
ま
ることですが﹇問﹈︒言いにくいことかもしれませんが︒姓川急便
はなぜ︑いろいろ動いていたんですか︒先生のところにアプローチ

督藤

海部

そうなんですよ︒主流だ︑保守本流だと言って︒

だいたい応援していたじゃないですか︒

餌藤

そうでしょう︒でも佐州急便は財界の主流でもあるまいし︒

いうことをやっておったわけです︒

すから︑半ばメイク・パブリックされたんだけれど︑ご本入もああ

ょアつ︒

うなところへは絶対に踏み込みませんでしたね︒だから変な話です

はなかったですか︒

いろいろなことで心

との関係で︑このあいだの長期信絹銀行の闘題をちょっと見てみる
と︑あれは宮澤さんとはあえて言いたくないけれ︑注記も含む大平
の系統︑それと大蔵省とのつるみで︑助けなければならんとかどう︑
だとかいうことがずっと続いて来ていた︒もう本になって出ていま

けれども︑いつもきわめてニコニコしていて︑

海部

噂話程度ですよ︒確証をもって︑ああだから︑こうだからと

ますが︒

夢中派は危ないお金ももちろんいろいろあったんでしょうけれども︑
副総裁になる前から金丸さんと佐倒急便の謡は出ていたように思い

だけど宏池会というのは︑池田さん以来臼本の財界の霊流が

配しなくてもよかったんです︒僕も自性清浄心だったとは醜いませ
んが︑少なくともそれに近いことをやっていこう︒嘘だけは言わな
いようにしよう︑そしてこれは踏み込んでいい線か︑ここからはい
けない線かはきちんと分けておかないといけない︑と思ってやって
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いことはいいと言うから︑二人で力を合わせて︑できるだけやろ
う︸と言った︒それは政治改革をやることだ︒政絵改革をやること
だといってもなかなか抽象的だから︑具体的には特甥委員会をつく
って︑そこで法案をまずみんなで力を合わせて強行突破してでも︑

て︑良くても悪くても㎜心同体でやっていくよりしょうがないと思
った︒だから小沢にも門包み隠しするなよ︑おれもしないから︒い

よ︒

わかりやすくやつちゃいましよう︒その時の委員畏は私が引き受け
ると﹇小沢は﹈言ったんだよ︒体の悪くなる前の話ですからね︒だ

いうようなところまではいっていなかったと思うが︑金丸さんの場
合は︑ノット・オンジー・佐絹急便︑バット・オールソー・いろい
ろだ︒だから﹁田舎芝居の早撃盆﹂だと雷われたように︑場面が変
わっても演し物が変わっても︑煙草盆だけは田舎芝居に出ておるん
だと言われるぐらい︑いろいろなところに関連があったと思います

關自民党分裂への序曲2ハ竹下派分裂︑羽田派結成︶

から最後はできると思っていた︒

僕はあの消費税の時も︑金丸さんに頼まれて︑最後の採決は全部
僕がやったんですから︒だから委員会できちんと誰かが泥をかぶっ
て法律をつくれば︑世の中は変わっていくものだということはその

通りです︒小沢に頼んでこれをやってもらって︑小選挙馬事の法案
が通れば︑それによって議席を失う人もかなり搾るだろうけれども︑

考︑兄て︑いっぺんやってみて︑揺すってみて︑壊してみて︑そして

うがない﹈︒ 一覧表を持ってきて︑ここで小選挙区をやるとこの人
は落ちる︑これは落ちる︑これは拾いものをするとか︑いろいろな

いう言葉がある︒これは必要悪なんだ︒これは乗り越えなければな
らんことなんだ︒だから断行しよう︒そこでいたずらに︑あの人が

﹁質①o霧︒・餌躇⑦諒ごと

その次に安定するならば︑その時変わろう︒それまでは︑これでい
い︑やらせよう︑というようなことがあるんじゃないかという気が
した︒これは率直にそう思った︒だからどの場薗がどうだったと書

ことが書われていましたが︑それは考えない︒それを下手に考えて

盤の中には︑もし使っていいというならば︑

われると︑ちょっと目記をつけてあるわけじゃないけれど︒その片

おったらおかしくなつちゃいますからね︒国会答弁もできなくなる︒

伊藤 一九九二︵平成四︶年に竹下派が分裂して羽照派ができます︒
これは小沢さんですよね︒このときは先生は脇で見ているというこ
とだろうと思いますが︑どんなふうに解釈しておられましたか︒
海部あのころから世の中で﹁壊し屋﹂という名前が流行りだした︒
例は必ずしも正確ではないかもしれんが︑エジプトでナギブさんと
いう人が革命をやりましたね︒そしてナギブ時代というのはすぐに
終わって︑ナセルに替わったんですね︒ああいうナギブ的なことを

鱗はいまも残っているでしょう．︑

それは猜疑心は強いでしょうね︒

担がれたほうですね︒

んは担がれたわけですか︒

なければならん︑ということで割り切っていました︒
幌藤 その時﹇羽田・小沢のグル⁝プに﹈四十四入ついていくわけ
ですよね︒だから︑竹下派と羽田派に分かれるわけですが︑羽重さ

ああだとか︑この人がこうだとか︑個入の次元まで﹇考えてもしょ

楠 小沢さんという人は︑性格はどういう人ですか︒私はある人か
ら︑非常に小心で猜疑心が強い人だと闘きましたが︑先生はどんな

そのときは︑もし僕がその中︑淘汰されるほうに入ってもいいんだ︒
それは買方がない︒これだけ言って︑これだけみんなもやらせるん
だから︒けれどもそういう場面に巡り会った者がこの仕事は片付け

海部

先生は直接おつき合いがあった場面もたくさんあるでしょう︒

人 だ と お 思 いですか︒

伊藤

海部 あります︒僕は門﹇小沢を﹈幹事長に隔と金丸さんから頼ま
れて入れたわけだから︑もうこれは飲み込んで腹の申に入れちゃっ

海部
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侵藤

でしょうね︒いくらなんでも小沢さんが・王難でしょうから︒

羽蟹さんとはご関係がありましたか︒
海部 侮回も話し合って︑いろいろあって︑あれもここ﹇海部事務
所﹈へ裏たことはしょっちゅうある︒変な話ですが︑国会議員の申
で本当にオペラが好きで︑前から聴いておったのは羽圏であって︑
小泉よりも羽田のほうがはるかに歴史も古いし︑来る憲章も多かっ
た︒それで僕が羽賑と 緒になるのは︑そういうところでのなり方

俘藤

総理をお辞めになって︑そんな事柄があるような時期は︑先

生は何をしておられたんですか︒

海部 総理を辞めたあとですか︒辞めた後は︑それこそ議員会館へ
行くのをやめた︒あそこは誰が来て何を欝うかわからんから︒それ
で事務所の必要性を感じて︑総理が終わってからはここ﹇TBRビ

ルの海部事務所﹈へ来た︒そしていままでのことを⁝切あれにして︑
ここへ通うようにしたんですね︒

儲藤

そうすると︑やはりいろいろな人の出入りがあったというこ

も多かったわけです︒ただ︑金丸さんに言わせると︑

とですか︒

﹁羽嗣は熱病

患者になつちゃったから︑海部慰︑ちょっと熱をさましてやってく
﹁もう小

海部 まあ︑みんな済ましたね︒けれども︑来て︑それがいかんこ
とではないからね︒どうぞ︑と言っていた︒
幽妙 それはそうですよね︒霧に何かを求めても求められても困る

﹁どういうことですかしと聞いたら︑

選挙区︑小選挙区と言い続けている︸ということだった︒
俘藤 熱というのはそっちのほうですか︒熱の元は先生じやないで

わけでしょう︒

れ よ ﹂ と 言 うから︑

すか︒

ら︑すぐ来てくれんかと書われました︒
伊藤 それはどういう組織ですか︒
海部 環境競題についてひとつ︸緒になって考えよう︑考えるだけ
ではいかんから行動もしょうという組織です︒それは啓蒙運動や薩

と待ってください︒もうちょっと僕も人生があるし︑まだ足腰が立
つわけですから︒いまからここでご隠居さまになってしまってはい
かんから﹂と繋った︒幸いあの時︑漸たにスタートする働き場所と
して地球環境行動会議というのがあったわけです︒総理が終わった

何かの役職についたりしてはいかんから︑ ﹁そういうことはちょっ

困るわけです︒

海部

﹇金丸氏の言いたい

海部

そうなんだ︒おれが口説いたんだから︑

ことは﹈おれに口説くなということなんでしょうね︒けれどあれは︑
かくすればかくなるということを心に思ってするのも︑やはりみん

と閻時に︑いまこれは本気で言っているんですが︑派閥の領袖で
もなく︑侮億というお金が右から左へ自給に動くわけでもなく︑知

なそれぞれだ︒

揮藤 総理を終わった入はいったいどういう政治活動をするのかな︑
と思うんですね︒それがよくわからないんですよね︒
海部 それは前例がないから難しいでしょう︒僕がそのとき思った
いにしえ
な
のは︑ 門我をもって古と作す隔ということです︒あの時︑僕にそ
ういった方面で救いの手を差し伸べてきた人がいろいろあったけれ
ども︑そこでまたあまり急いでお金に飛びついて︑お金をもらって

恵を使ってそのお金を叩き出すことができるわけでもないのに︑
﹁天の時︑地の利︑入の和﹂というのがあって︑流れ弾が当たって

不幸な状態にのめり込んでしまった仲裁が︑あの時はだいぶおった
わけです︒そして狙い打ちされたように︑肉体的に駄絹になってい
った人が贔てきましたゆ例えば安倍蟹太郎です︒あれらがおったら︑
慢の中またどういうふうに変わって行ったかわからない︑というこ
ともありましょう︒そんな大きな流れの中で︑Tえいやあと決めて飛
び込んだ以上は︑それでとことんやるんだ︑という腹でした︒

■環境問題への取り組み一︵地球環境行勤会議︶

践運動的なこともあるから︑議員だけでやるのではなくて︑財界か
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り竹下ではいかんから︑海部︑お前はいっぺん野党のほうも呼んで︑
超党派でもやれるな﹂と言うから︑ ﹁ええ︑共産党を入れてくれな
ければいいです︒やりましょう﹂と言ってスタ⁝トしたのが地球環

らも学界からもみんな集まってもらって︑大きなグル⁝プができた
藁筆 それは財面か何かにしたんですか︒そうではなくて任意団体

境行動会議です︒その地球環境行動会議というのは︑僕は第二代︒

海部

それのトップに海部さんがおなりになったんですか︒

あれは任立思書体です︒

しかし竹下︑海部と続いたのでは︑みんな政治家ばかりになるから︑

わけです︒

み た い な 感 じですか︒

揮藤

それは東電なんかがお金を出したりしたわけですね︒

よね︒だけど先生の揚合はちょっと違う︒

理を辞めても派閥のオーナーですね︒みんな︑前の総理はそうです

伊藤．そういう仕掛けがうまくできるものですね︒先ほど︑初めて
の経験だとおっしゃいましたが︑竹下さんみたいな方は︑自分が総

きるようになっておるんです︒

海馬 お金を出すといっても︑それは公になっている特別会費を畠
すということですよ︒そして企業もたくさん入って︑独立採算がで

伊藤

東京でその会議もやりました︒

うやって独立採算性が取れるようにして︑彊っ張っていったんです︒

てもらおうということで︑僕の次に第三代目の会長に這ったのは平
岩さん︒平岩さんにすれば︑また民間の企業も多くなってくる︒そ

第三代は財界から誰かやってもらおう︒環境問題というのは︑いま
でもそうかもしれんが︑欝に電力会社には厳しい内容だったんです
ね︒けれども東電がそれを熱心にやると言うから︑また平岩さんが
﹁やらねばならん﹂と書うから︑じゃあ︸度平岩さんに会長をやっ

海部 いや︑それをつくったとき︑初代はたしか哲下登だ︒これか
らは環境が大事だから環境をやろうや︑といって役所をみんな集め．
た︒ああいうノウハウはやはり鶏中派だな︒どの段を絞ったら何が
出てきて︑どうなる︑ということになりますよという︒そして財界
も入れなければいけない︒東京電力なんかにも話して︑それも入る
ことになった︒そうしたら︑東京電力の平岩﹇外廻﹈さんが︑ ﹁海
部さんもみんな暇になるはずだから︑なったらすぐに入ってもらえ︒
野に放っておいたら人聞はぼける︒総理ボケになってはいかんし︑
環境問題は国連にとっても大きな目的だ﹂という︒そう言われてみ
ると︑僕はあのとき総裁に立候補して石原慎太郎や林義郎とやった
時も︑政策を環境で打ち出したんですからね︒これからは環境問題
が罪常に大事だ︑堰球環境をよくするというところに今後日本が磁
界の中で果たしていく役罰があるはずだ︑と障ったんだ︒

一度自

あのころは公害問題をひしひしと感じましたよね︒われわれの選
挙区へ行っても︑川が汚れておるし︑あれも駄冒だ︑ここが駄目だ︒
そういう問題の中で︑選挙の洗礼を受けてきたわれわれは︑

分のふるさとへ帰って︑ふるさとの由河を見てみよう︒汚水闘題や︑
エア・ポリューションの詩題で︑それぞれ汚れておるじゃないか︒
けれども︑かくすればかくなるという解決策は︑まだ出ておらんで

題もあるし︑僕は文教にも畏いこといましたし︑選挙区の関係で逓

海部 なる前からオーナーでもなんでもないんだから︒
伊藤 まあ︑そうですね︵笑い︶︒
海部 そうでしょう︒だから怖いものがないんです︒何が何でも派
閥を押さ︑馬ていなければならんというような思い詰めた気持ちもな
い︒それなしでも︑いろいろ仲間はたくさんおった︒議運の仲間や
團会対策の仲間︑党派を超えて﹇仲間もおった扁︒それから環境問

はないか︒幸か不幸か︑お隣に中国という国があって︑ここに途轍
もない桁違いの国民がいる︒だんだんその生活水準が上がるに従っ
て廃棄物を出すようになる︒これは日本が中心に取り組むべきいい

できるだろう︒人的なつながりがある︒

商産業省の委貴会もやっていましたから︑それはそれで﹇人脈が﹈
﹁いきな

課題だから取り組もう︑ということに私も賛成でした︒
それではそれをやろうということで︑みんな集まった︒
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それから︑そのころから誤認になりかけておったのは︑周辺が汚
れておったのでは駄露だということだ︒それからきわめて宗教的に
なるが︑また自性清浄心ということに戻りますが︑嘘を欝わないで
も済むような馨にしていかないと駄罵だということです︒薩州が見
ておって︑あれは嘘ばかり言つとるじゃないか︑と思われたのでは
いかんから︒

欝 気 は自分で伴うことでは決して な い け れ ど ︑

﹁我をもって古

それは︑党の役員とか閣僚とか政務七宮のあいだでは︑時には嘘
も方便ということもあったかもしれんが︑そればかり言っとったん
ではいかんから︑せめて︑ある意味で樵の中で﹁功成り名遂ぐ﹂と
いう

︾

O

と委す﹂であって︑自分から決心して自分から歩．み出す︒これは初
めてのことだよ︑ということがわかるようにできれば︑それが何よ
りの政治改革だと僕はあのとき本嚢に決心した︒あのころは︑地球
環境行動会議なんかに入ると︑企業を敵に回すことになるわけです
議々⁝llI

玉垂 企業も入っているじゃないですか︒
海部 だから︑それは入れなければならない︒中へ入る入が二十︸
垂雪に生き残る︑先見性のある勇気のある企業なんだ︑というよう
なことで︑いろいろ説得をしたり説いたりした︒平岩さんはそれが

海部

伊藤

でも︑財界人がたくさんいなかったら困るじゃないですか︒

いました︒まあ︑そんなにたくさんではないけれど︒

麺にも財界人がいたわけでしょう︒

わ か る 人 で したね︒

伊藤

その入たちが公審の元をつくったりしでいるわけですから︒
海部 本当はそうなんです︒本当はそうなんだけれども︑公害闇題
というのはみんなでやっていかないと︑時代に逆流することになる︒

蟹環境悶題への取り組み2︵公害対策の画顧︶

海部 僕らが学校で習ったことだけれど︑倒に汚物を流してはいけ
ないよ︑ということは︑農林業者とのあいだの謳いになる︒ところ
が︑工業用排水というものはどうしても汚れる︒汚してはいかんか
ら︑排水と燭水を分離する用排水分離という政策をわれわれは初め

の頃やったんです︒大変な金をかけた︒
伊藤 それはいつのころの話ですか︒
海部 当選して五年ぐらいたったころだ︒足下からワーワーと︑い
ろいろあった︒

伊藤 その排水はどうするんですか︒
海部 用排水を分けて︑天井をつくるんです︒蓋です︒そして揖の
水は川の水で木警頚へ流していく︒それから排水で出てきたものは︑
終宋処理揚をつくった︒その時にまた問題が趨こったのは︑終末処
理揚をつくるというと︑そのへんの関連業者たちが︑言ってはいか
んかもしれんが︑みんな霞の色を変えて集まってくるんだ︒そして

名の知れた大企業がそのやり方を開発して︑地元の業者に流して︑
この制度を使ってくれたらそれで行きますよという︒すぐ金儲けの
語につながっていくわけですね︒

けれども︑僕のそういうときの考え方の結論は︑じゃあやらずに
放っておいたらどうなるか︒このウォ⁝ター・ポリユ⁝ションの問
題は片づかんじゃないか︒やったらどうなるか︒やると︑一部の業

者が儲けすぎるとか︑堰元の業者がひがむとか︑目をつぶらなきや
ならんとか書いますが︑そういうのは地売の業者にも単分仕事をや
れ︑仕事は中小企業にもちやんと分けうというようなことで努力す
ればいいんだ︒やらんよりもやったほうがいい︑やろう︑というこ

とで︑第ヨ写は愛知県糸島郡祖父江町の工場︒工場の名前を言うの
も気の毒だし︑つぶれてなくなつちゃったが︑いつも汚水を垂れ流
している工揚があったから︑それをつかまえて︑排水をきれいにし

なさい︑濾過浄化漕をつけろ︑とやった︒そうすれば農業協同組合
とも語さなければいかん︒紹んぼに瞬植えもできるようになるんだ

よ︑というようなことにまず血道を上げたんです︒
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﹁先生︑水は見たらわかる︒においでわかる︒けれども︑

そうしたら水だけじゃない︒水は蟹に見えるからいい︒くさいに
おいも︑におうからいい︒あのころ挙者といろいろ擁して聞いた耳
挙問では︑

見ても魚も変わらないし︑においはいくらかするかもしれないが︑

たいしてにおいもしないエア・ポリューション︑空気の公害のほう
が恐ろしいですよ︒入間みな︑それを無条件で吸い込むから︑それ
もきちんと挿えていかなければならん︒遣く中国でそういった情勢
が必ず起こる︒入口が増えていけば必ずなるだろう︒そんな頃︑浦
東開発区という計画が出て来た︒あそこでは焚きっ放し︑垂れ流し
でしたからね︒それがみんな偏溝風に乗って二本へ来るわけです︒
それを何とかしなければならんという問題で︑ ﹁先生︑水のことだ
け話していらっしゃるが︑水だけ話をしても片づかない︒空気のこ

とも話しなさい﹂と書われて︑ちょっとデ⁝タを取り寄せて調べて
みたら︑その通りであった︒じゃあ︑これもやらなければならん︒

そうすると︑空気のことから水のことから︑公害問題と取り組ん
でいかなければ︑この国の将来は変なことになってしまう︒そのう
ちに奇形児が生まれたり︑州に泳いでいるハゼやモロコがいびつに
なってきたりして︑みんなそれがそういう公害の影響であることが
わかったわけです︒元はそこだから︑そこへも手を着けなければな
らん︒これは途轍もなく大変なことになったな︑ということで︑水
と空気は共によくしなければならん︒そんな頃︑世界に先駆けて公
害対策基本法をつくったのが貫本だったんですね︒そういった意味
で︑あのころの世の中の移り変わりの最先端の問題と取り組むこと
ができた︒

四二 日本は公害先進圏だと言われたんですが︑結局それをどうか
するシステムをつくって︑それが産業になった︒つまり儲けにもな
る︒

海部 そうですよ︒ものには光の面と陰の面がありますが︑だから
といって悪いほうばかり焚きつけて﹁いかん︑いかん﹂ということ
には反対なんです︒悪いこともあるけれど︑いいこともある︒比べ

てみたら差し引きゼロどころか︑差し引きプラスαだったらやれ︒
万事それで行って問違いない︑と私は思ったので︑そういうときに
は︑ ﹁奮んでやりなさい︒やるべきだ︒やらなかったらいまのまま
の状態がさらに続くだけのことですよ﹂と言い続けてきました︒
伊藤 畜産なんかをやると︑必ず汚水が出ますね︒あれが川の汚染
につながってくる︒

海部 悪臭とかね︒けれども︑悪臭とかなんとか書っても︑それを
また利用して再生肥料に使っている農家もあのへんには多かったん
ですね︒だからお互いに光の面と陰の面︑両蔭がありますから︑待

ちつ持たれつでやって行くんじゃないだろうか︒

その判断で問違いないなと今ヨまでの政治活動を通じて思ったこ
とは︑いっかもお話ししたと思うけれど︑臓器移植の問題が議論に
なったときです︒名前を言ったほうがわかりやすいと思うけれども︑
私は初め︑あの臓器移植はやるべきかやらないべきかというと︑あ

れは人間の命の尊厳に関わるからやつちゃいかんという考えだった︒

そういう宗教的な関係から反対する人も多かったし︑私自身も宗教

学校の卒業生であったわけですから︒

そこでつい先輩の申から一人︑その時はヒマそうだったから︑梅
原猛を呼んで座長になってもらって︑臓器移植の小委員会をつくっ
俘藤

総理の時です︒そして十入ぐらいで︑なるべく半年ぐらいで

それは総理の時ですか︒

てもらったんですね︒

海部

﹁海部さん︑あん

﹁いや︑おれはやりたいんだ︒け

詰めた議論をして︑結論を尊してくれといった︒
たはどっちなんだ﹂と言うから︑

れども︑やれば助かることもある︑鋤からないこともあるというと

きには科学的な知見を集めて︑助かる率はどれくらいになるのか︒

放っておいたら︑みんな駄目になるんだから︒そういうときには︑

助かる率があれば︑近代医学を信頼して︑そちらへ賭けるのが僕の
やりたいことだから︒方向はそれだ﹂と言ったんです︒方向として
はやるほうに賭けておって︑僕は直感的にそれに賛成に回っておっ
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たんです︒やらずにおいたらみんな駄目になってしまうでしょう︒
やったら︑そのうちのいくらかは必ず助かる︒じゃあやるべきだ︒

ところが︑あのとき梅原さんたちが出した結論は︑やつちゃいか
んという結論だった︒ ﹁あんな結論を幽すならば︑先輩︑事前にち
ょっと俺に言ってくれたらよかったのに︒こっちも赤っ恥かくよ﹂

ういうところにメスを入れるのは間違いだ﹂という︒だからあの人
はムツゴロウの問題にまで反対するわけです︒ ﹁ムツゴロウには命
と魂がある︑それを捕まえて食っちゃうのは間違いだ﹂という︒そ
こまでいくと︑きりがありませんよね︒ムツゴロウと人問の閤題と
は違うから︒

ものには光の蒔と陰の面がある︒光の面のほうが少しでも入問に
プラスになるならばやるべきだ︑というのが僕の気持ちにあるんで

と書つた︑んです︒けれども︑彼も京大でインド哲学かなんかやって
難しいことを書うんです︒
す︒

﹁人聞の命は大事だし重い︒それをそん

な医師のあれで死の宣告をしちやいかん﹂ということでした︒

■理境問題への凝り継み3︵地球規模の環境問題︶

俘藤 やはり総理をお辞めになってからそういう活動をなさって︑
将来的にある結論が出れば︑法律をつくるという方向に行くわけで

あのときは︑脳幹がやられたらもう蘇らないということでした︒
﹁らくだの馬さん隔という落語や笑い話があったけれど︑みんなが
集まって悲しんでおったら︑棺桶がコトコトと動いて︑ 門おい︑お
れはまだ生きているぞ﹂と言って︑お化けが出てきたという大笑い
だが︑そんなことには絶対ならんな︑ということをあらゆる立場か

そうです︒

すね︒

溝部

そのグループで︑その法案づくりや何かもやるということに

ら 突 っ 込 ん で考えた︒

私は総理であっても︑名古屋に一日帰って︑名古屋大学あるいは

伊藤
海部

総理をお辞めになってからその会議でいろいろ議論して︑

そうです︒

なるわけですか︒

俘藤

海部﹁それは環境閣題ですね︒というのは︑私が最初に参加したサ
ミソトで︑コールが初めて環境問題を持ち出したということを申し

番大きな問題は侮でしょうか︒

門語まで聞きながら︑二日がかりで勉強して︑自分の心の中に入れ

上げたことがあったと思うんですが︑彼がサミットの席で︑いま㎝

︸

﹁こうこう︑

愛 知 県 の 貫 赤病院︑主な医療機関へ薩接電 話 を か け て ︑

こう思うがどうだ﹂と雷つた︒まあ医者だから︑医者はどちらかと
いえば︑単ば﹇臓器移植を﹈やりたいほうですよ︒やっていいとい
うほうへ賭けているわけです︒だからそういうことを書うんです︒
じゃあ︑絶対安全だというブロックをかける︑あるいは二重三重の

て︑これはやったらいい︑と結論を出した︒やらなければみんな駄

番大事な地球的規模の問題はこれだと言ったんです︒調べたら︑ド

ブロックが要るけれど︑どことどこをどうしたらいいんだという専

自になるが︑やればいくらかでも助かるなら︑近代医学を信じてや
ったらいい︑そういうところへ僕は到達したんです︒

俘藤 全滅というのは何ですか︒
海部 全滅ではないけれど︑目に見えて森林地帯がやられていくん

イツでは森林が全滅し始めたんです︒そこまで僕は直接見に行きま
した︒シュバルツバルトというところだったかな︒

それをやって︑結局いま︸○○％とは言いませんが︑手術例を見
ていると助かる人もあるわけです︒だからあれは決して間違いでな
かったと僕はいまでも思っておる︒梅原さんにはその後もときどき

です︒

﹁それは海部さん︑そ

会う機会がありますから︑そういうことを言ってやると︑笑ってい
るけれどね︒彼はいまでも反対なんですよ︒
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伊藤
枯 れ てしまうんです︒

伐られてしまうということですか︒

砂漠化しているんですか︒

海部
酸 性 燭ですね︒

楠

佐道

伊藤 ああ︑酸性爾の闘題か︒それは日本でもいま起こっている︒
海部 ですから︑それはやはり大きな問題だから︑国内のどぶ想を
きれいにする︒僕が軽士へ行ってえらそうに演説をやったのは︑俳
水は全部木曹痢へ持っていって導永して流したから︑ ﹁昔からみん
なの親も言ったでしょう︑菌つたことは水に流せと︒だから︑みん
な木碧飼へ流したら喜んで引き受けてくれた︒ふるさとはありがた
いものだ﹂なんて︑とんでもない結論を出して喜んでおったんだ︒
それは一次的な救いにはなったでしょう︒あのへんの農業協岡組合
が 喜 ん だ わ けだから︒

ただ︑それだけで闘題の線本解決ではなかったんですね︒そこで
ちょっと角度を変えて︑ 門エア・ポリュ⁝ションになってくるとち
ょっと違う︒昔︑高いところへ立って罠の竈を眺めたら賑わってい
ない︑これは畏が可哀想だから租税を免じうといって三年聞にわた
って租税を免除した仁徳天皇という人が一番情け深い天皇陛下だっ
た︒偉い人だな︑あれは﹂と言っていた︒

本当はそうやるといいんだけれども︑いま露本は金がないからそ
んなことをやる予算も組めんけれども︑しかし︑税を取るのをある
程度やめようという気持ちがあの頃あった︒いままたちょっと蔵し
くなってきたけれど︑全体に均落できるような減税を考えようと思
った︒特定業種だけや︑特定の法律に基づいてやる特例減税ではな
いものだ︒特例減税というのは︑どうしても裏で不公平が起こりま
すからね︒そういう方薗にずっと持っていこう︑そうすればいいで
はないか︑とあれこれ考えて議論した︒

そんな頃︑有名な︑いまでもよく出てくる経済挙の先生が︑全部
二〇％に消費税を上げれば︑インカムはそう心配せんでも困らんは
ずだ︑という︒全部二〇％というが︑あの頃は三％にするか二％で

やめておくかということで︑金丸さんあたりは﹁二％がよかよ︒三
でいかなければ︑二しかねえんじゃねえか﹂というような話であっ
た︒宮澤は門三％ぐらいでは︑海部先生︑行き詰まりますよ︒いま
から五にしなければいけません﹂とあのころ言ったんだから︒ある

意喋では大変正直な意見を述べたなあと思った︒けれども僕らは︑
﹁いま五にしたらとても駄目だから︑三だと言い切って三で行こう︒

﹇それでうまく扁行かなければ︑その次に考える時にこうこうこう
だから︑あと少し足してくれと露ったらいいじゃないか﹂と言って
いた︒

﹁三でみんながあれだけ反対しているから︑海部鴛︑

だからあのとき︑一％から五％までの数字が出たことも間違いあ
りません︒片方は︑あだ名の通り︑グレ⁝ト・アバウタ⁝ですから
アバウトで︑

㎝％に全部まけちゃえ︒そうすればいいだろう鳳と書う金丸さん︒
もう片方は︑ ﹁総理せっかくおやりになるならば︑三でなくて五に
しなさい︒五にしたほうが長持ちします﹂という嘗澤さん︒

﹇地球環境行動会議は﹈そういう⁝種のボランティアみたい

伊藤 いまは︸○にしろとか二〇にしろとか書っていますけれどね︒
海部 だから︑ある意味では先見の明があったと奮えばそれっきり
だ︒

伊藤

そういうものは︑ほかにもいろいろあるわけでしょう︒議員

そうです︒

な活動なんですね︒
海部

㎞伊藤
海部

そうすると︑結構この事務所も賑わったんですか︒

いっぱいあります︒

連盟とか醒際交流のいろいろな嗣体とか︒
伊藤

海部 賑わって︑いろいろ連絡もあるし︑入も来ます︒それから変
な話だが︑議員違盟の会合でこのあいだ九年ぶりにドイツまで行っ
てきたら︑ドイツのほうはまだ待っていて︑また両国の政策協調を
やらなければいかんと言い出しましたから︑ ﹁よし︑それもやろう︒
定期協議も復活だ﹂と言って復活しました︒向こうもいろいろ覚え
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るようになったんだから︑ 憎じゃあドイツがそこを受け持とう︑出
てこよう﹂というべきだろう︒アメリカに﹁お前はちょっとやりす
ぎだ隔と護うならば︑イラクの問題もドイツがもう少しやったらど
うかと思うが︑まだそこまでは踏み切っておらんわけですよ︒ ﹁荒
つぼいことを言わんでくれ隔と言うが︑今度もう︸実行ったら︑世

界政治フォーラムでも︑嫌われるかもしれんけれども︑そのことを
ちょっと言ってこようと思う︒

懸五皿年体制の崩壊1︵密沢内閣不億任案可決︶

ろおやりになっているわけですね︒

そういう国際団体がいろいろあって︑そういうことをいろい

せて︑二十億ドル以上は出せんからそれでいくが︑どうしてもいけ
ないときには︑その先も考える余地をちょっと﹁のりしろ㎞として

極藤

残しておこうというところまで行ったことも事実です︒
ただそのドイツが︑このごろことことに︑特にイラク問題を挟ん

伊藤

ていますから︑やらなければならない︒
ただ僕が思っているのは︑そのときドイツと合意した一項目は︑
もうちょっとドイツも鍵界政治に責任を持つ国になってくれという
ことなんです︒サミットのときにコールさんが︑物差しの目盛りは
日本とドイツと合わせてからやろうと言ったんです︒それはEBR
Dに対する拠出金の問題で︑日本の出し方が多いとか少ないとかい
って︑ドイツは霞本にもっと繊させたかったんだ︒こっちはそんな
に出してはいかんと思っているから︑アメリカと喫して歩調を合わ

で︑アメリカを敵対乏して︑アメリカと対立的な立場に持っていく︒

が出て︑自畏党議員の賛成もあってそれが成立してしまう︒あの不
信任案が出た段階で︑もしかしたら通るかもしれない︑という感じ

でも︑この不信任案が通れば解散ですね︒

俘藤

海部

それは起こすだろうと思っておられましたか︒

そういうことですね︒

ということですね︒

海部 そこまで行き着くだろう︒
揮藤 このときは︑結局小沢さんたちのグループが反乱を起こした

伊藤

てもいいよなんて思うこともできまぜんからね︒

海部 通るかもしれんという感じはあったよね︒けれども︑未必の
故意もありましたからね︒通ったってしょうがないじゃないか︑て
めえが勝手にいろいろなことを言ったりやったりして︑もっと責任
をもってそういったことを差し止めていくような努力をしてなかっ
たんじゃないか︑というような気持ち等もあった︒通った結黒は厳
しいものになるだろうけれど︑それは甘んじて受けなければ︑通っ

だったわけでしょうか︒

それはそれとして︑平成五年にとうとう宮澤内閣に不儒任案

それがあのシュレーダー政権の選挙公約に近づくわけだ︒彼の最初
の選挙というのは︑こんな状態になるとも知らずに︑いろいろなこ
とをぶちまくったわけでしょう︑緑の党のご機嫌を敬るために︒
ですから︑僕はドイツに規実的な外交を門してもらいたい﹈︒い
まの立揚でアメリカを懲らしめてアメリカを追い込んでしまって︑
それで徴界平倉がうまくいくのかどうか︒ドイツもそこまで言って︑
フランスなんかと手を組んでアメリカを孤立させるのであれば︑代
わってここはわれわれが引き受けると言えばいい︒アメリカに対し
て︑圏連軍の決議も受けておらんのだからと言うのなら︑われわれ
が出す国連決議に賛成しろ︑どんな屡連決議にしたらいいのか︑と
いうようなことを︑世界にわかるようにもっと蘭へ出て来てくれ︒
初めからアメリカが︑ ﹁おれの國は強い︒手間のかかるところに

は頼っておらん︒われわれは 入でやるから見ておれ﹂というよう
なことでは︑世の中はまるく収まりませんよ︒それにはもうちょっ
とドイツが生まれ変わった気持ちで︑アメリカに﹁そういったこと
はいけない隔と言うならば︑じゃあ代わりにドイツが︑せっかくこ

のあいだから戦線も拡張してNATOのあれでどんどん出てきてや
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言った︒やったら終わりになつちゃうもの︒

言わんもの︒そして西岡がああいう思い詰めた顔をして来る時は︑
﹁この野郎︑小沢とちゃんと語をして頼まれて来たな﹂と思うから︑

でも︑まさかとは思わなかったんですか︒

楠 でも︑そのとき西閥さん自身は﹇自民党を﹈出ていないですよ
ね︒それはもうちょっとあとの誕ですね︒この時は︑さきがけと羽

海部 起こす︑起こすと︑いろいろあらかじめ需っておった︒いま
の小泉と違って︑予告が激しい人だから︑手に取るようにわかって

まさかとも︑僕は思いませんでしたよ︒

さきがけとはしょっちゅう連絡があった︒

こちらも初めからガチつと鍵をかけて︑少々のことでは駄罠だよと

そうですが︒これはもう行っちゃうとi︒

興部

爾岡さんですか︒

な︒

楠 さきがけも︑結果的には小さな塊で嵐たけれども︑もっと大き
な塊で先生を抵いで出ようというような動きはあったわけですね︒
海部 うん︒あったんだけれど︑それも豊凶まで言うのも気の毒だ

圏派目新生党ですから︒

行っても仕方ないじゃないか︑その責めは霞頃の平生彼生だ︒
ああ︑そうですが︒それで結局選挙をやりましたが︑この時

俘藤

うん︒

︒

海部

おった︒

もし︑

伊藤

伊藤

していた︒ですからみんなが︑いくら使ったか金銭帳を出せ

裏で軍師みたいな顔をしておったのが︑まだ存命中だけれども︑ア
ナザi小沢ですよ︒辰男のほうだ︒

とやったりしていた︒あの頃︑いろいろなところに噛んでおって︑

海部

ら分派的な動きをしていたわけですか︒

佐道 量間的には羽弱派というか小沢さんのグル⁝プが︑竹下派の
分裂以降は注目の的だったわけですが︑武村さんのグループも前か

ろいろ言っても︑それはあかんよ︑ということだ︒

すごく伸が悪いんですよ︒考え方が全然違う︒僕のほうには︑小沢
の考えは西岡を通じて事細かに入ってきておる︒それから武村がい

武村﹇正義﹈さんと先生は︑関係があるんですか︒

海部

海部 武村と私は政治改革の頃︑初めにいろいろ話をした︒武村と
私は関連もあったんですが︑しかし武村と小沢一郎というのはもの

ろ言ってくれる友情はよくわかるけれども﹂と言いました︒

という言葉があるが︑二番煎じはあり得ない︒こういうときは受け
んから︑それは駄環だ︒おれは身の程を心得ておるよ︒君が ろい

海部 それは西岡﹇武夫﹈惹周辺の画策情報でしょうから︑おれは
翼岡君に﹁そういうことをやると︑それは世の申に贔屓の引き倒し

い か け は な かったんですか︒

楠 先生は︑そもそも自民党が分裂する時に︑分裂したほうの新生
党とかさきがけから︑例えば党首になってくださいというような誘

はい︒

隈玉五年体鋼の崩壊2︵新生党と新党さきがけ︶

あまり苦しいこともなかったですか︒

たないといカ
︸んけれども︑ できるだけ応援する候補者を絞って応援
僕自身もおかげさまで当選しました︒

奮んでというのではないけれども︑選挙になった以上は頑張って勝

海部

の選挙は︑ 先生はいかがでしたか︒
僕は︑選挙は恐れず逃げずということですから︑喜んで

伊海移｝海俘
楠 では茜岡さんからは︑そういう話があったということですね︒
海部 うん︒いやそれは西窓も︑言われてこなければそんなことは
書わないわ︒小沢と謡をして詰めてからでなければ︑そんなことは

あのころ小沢辰男と武村と西岡といて︑そこへ小沢が﹁海部︑︸
回ぐらいお前も顔を出してくれんと俺の立場がねえや﹂と言うから︑
触よし︑じゃあ︑お前の顔を立てに行ってあげよう﹂と言って︑行
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藤部藤部藤

って認を轟いて︑

門小沢タッちゃんの言うことは正しいよ﹂という

ようなことを無責任に言いながら︑こっちは取材に行ったつもりだ
ったから︑何をしゃべるか聞いてきたということです︒
三二 じゃあ︑向こうは狽っていたわけですね︒
海部 狙っていたわけです︒事があったら︑このグル⁝プで行動し
よ う と 思 っ ておったんですね︒

伊藤 でも︑ものすごい少数派でしよう︒
海部 少数派だ︑もちろん︒そして繊中秀征なんていうのがついて
だいたい武村さんも︑もともとは革薪知事で出たんですよね︒

いるからあかんのだ︒あれはちょっとインチキだから︒
楠
そうですよ︒社会党のあれだから︒

元 は 自 治省だけれど︒

海部
楠

このときどうなるか︒つまり自民党は第一党ですから︑第〜党とほ
かの党が連立をつくって政権を維持するのかどうか︒その可能性も
なきにしもあらずだったわけでしょう︒
海部 そうですよ︒それで︑みんながそれぞれのお得意様のところ
に筋をかけて︑︸緒になれるかどうか︑連立政権ができるかどうか︑
という話を真剣にしたことは間違いありません︒
伊藤 そのとき海部先生は動かなかったんですか︒
海部 僕はあの時は動きませんでした︒無理して連立政権をつくっ
て︑水と油を↓緒にして︑またその中でやるよりも︑いったん党に

と言ったように︑小沢擬男君が来たり︑酋腿が来たりするぐらいの

迷惑をかけて党が壊れた責任の︻端も負わなければならんし︑有権
者の前で自分が書ってきたことがもし正しければ︑いまごろそんな
ことを考えんでもいいような陣営ができていたはずですから︒だか
らあのときは︑僕は侮も動きませんでした︒だから︑さっきちらっ

伊藤 武村さんとの接点は︑どういうものですか︒
海部 あれは政治改革に出てきて︑初めの頃︑わかったようなきれ

ことでした︒

いまは︑声が聞こえないですね︒

武村さんはいつの間にか消えてしまいましたね︒

い事を言つとったよ︒

楠
重藤

楠 もう現職じゃないですよね︒一時は大蔵大隠をやりましたよね︒
佐道 いまも滋賀県では武村さんの勢力が強いという話を聞きまず
けれどね︒

佑道 当時の世論の流れから書いますと︑宮澤内閣不信任案が通っ
たことがかなり画期的なことですから︑世論が沸いて︑そのまま選
挙で自民党が負けた︒これで非自罠の内閣ができるかもしれないと
いう愚論的な期待がかなりあった︒それで先生のおっしゃるように︑
竃畏覚は無理して連立を組まなくてもという話ですと︑自力党は当
然下野する︑ということになるわけですが︑その場合はしょうがな

けですね︒

くありましたが︑ずっと沈殿していく行き先がどうなるかといえば︑
やはり二大政党に収敏していくだろうし︑そうさせるのが本当の姿

海都

いということですか︒

海部 さきがけの入からはいろいろ誘われたことがある︒新生党と
いうのは小沢血塗と酋溺が︑あの畷ずっとくっついて動いていまし

だという思いも一方にありました︒

伊藤 そうですが︒それで結局︑栽党さきがけができて︑多生党が
できた︒この颪方とも︑⁝応海部さんを狙ったことは狙っていたわ

たから︑できたら﹂緒にやってくれというこ乏を言われたことも事

佐道 二大政党の方向ということですね︒そうすると一つは自罠党
ですが︑もう︸つのカウンターパ⁝トとして︑先生はどこかに期待

うん︒ 一時期はそれに情熱も燃やして萩進党をつくったり

まあ︑あのときはいろいろな動きががちゃがちゃめまぐるし

実です︒ただ僕は︑ ﹁二度と再びそう雷われても︑これ以上恥の上
塗りになるから﹂と書って動かないと決めて︑きちんと厳しく自分

海部

されていたわけですか︒

でも選挙が終わってみたら︑自罠党は過半数が維持できない︒

を戒めました︒

伊藤
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︵佐道 はい︑ちょっとあとになりますが︶︑第一党ができたけれ
ども︑あの時は構成分子を間違えたがために︑思わぬところで積み

本くずしがあったんですね︒だから︑できたら二大政党になってい

おった︒だからあのときにはだいぶ流れたでしょう︒

海部 みんな膚信甕失しちゃって一︒
佐道 小沢さんのところに流れていこうとか︑ちょっと自民党は駄
目だから︑と考えるような人が
︒
海部 そういう連中は︑いち皐く小沢のほうへ旗を立てようとして

くためには︑ ﹁自毘隔対﹁非自民﹂という二つの大きな流れになら
なければならんけれども︑それにはやはりいろいろな条件とか環境

手は︒

海部
楠

﹇㎜九九三年八月九二︑艮本漸党・日本社会党・斬生

それで小沢辰男さんが︑ 一時公明党に接近してグループをつく

をq説いておったわ︒

どことおっしゃっても︑小沢辰男が真電になって石賑幸四郎

の話ですよ︒自畏党へ吸収する相手をどうするか︑ということだ︒
撰藤 そんなのはどこにいるんですか︑自疑党に吸収するような相

党が中心になる大きな勢力をつくって固めていかなければならんと
いう動きはありました︒当時それを一番心配して動いていたのが︑
さっきも申し上げた小沢辰男ですね︒
極藤 小沢辰男さんはどういう立場だったんですか︒
海部 このまま無茶をやっておっちやあいかんから︑どこかと一緒
にならなければいかんじゃないかということで︑要するに吸収合併

海部 あのときは︑そうなるんじゃないかという心配をみんながし
ておった︒だから︑連立内閣でもなんでもいいから︑なんとか自蔑

ざいますか︒

誕生﹈︒できてしまうと︑自選党の先生たちのところにはもう陳清
もないし︑情報も来ないし︑実に寂しいものである︑ということを
おっしゃる方が結構たくさんいらっしゃいますが︑そんなものでご

党．公明党・罠被党・新党さきがけ・祉会晟主連合・民主改革連合の連立により細川内閣が

そして細川内腿ができる︒

やがて日本萩党の細川﹇護煕﹈さんが総理になるわけですね︒

国五五年体制の崩壊3︵細朗内閣の成立︶

そうですが︒それは自艮党の中でですか︒

なかった︒

俘藤

が必要なんだ︑という思いもありました︒
俘藤 でもこのとき︑自昆覚は河野n洋平榊さんが総裁になって︑

幹事長が森﹇嘉朗扁さんという体捌ですね︒先生はこのときは自昆
党の最高顧問という形でおいでになったということですか︒
海部 はい︑そうでした︒そして政治改革だけはどうしてもやらな
ければならんという思いは断ち切れんものがありましたから︑敵治
改革議員連盟と雷つたかな︑それを鼻翼党の中につくって︑選挙が
伊藤
中 で ︑です︒

始まると︑総裁遊説と分かれて分派遊説もやったんです︒
海部

楠 河野さんは︑どうしてこういうときに総裁に選ばれたのか︒結
果的には貧乏くじを引いてしまいましたね︒唯一総理火臣になれな
い自罠党総裁であるわけで︑どう考えても︑野党になった三富の自
浅党総裁になるというのは分が悪いと思うんですが︑その中でどう
して彼が引き受けたのか︒そのへん最高顧問でいらっしゃった先生
としては一︒

石川︒秘書をやっていた入ですよね︒

よpつ︒

海部 それは洋平さん自身に聞くか︑あるいは洋平さんの後におっ
た石川君に闘かなければわからんわ︒時事通信の記者がおったでし
樒

海部 いまの飯島﹇勲﹈みたいな影響力を涛っていましたな︒
俘藤 とにかくみんなで︑河野さんでいい︑ということになったん
海部

過半数割れした自民党の中は︑どうなっていたんでしょう︒

でしょう︒ほかに選択肢がなかったということですか︒
佐道

一
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っ て い ま し たよね︒なるほど︒

海部 その場合も︑ ﹁海部︑お前も顔を出しておってくれよ扁と言
われて︑僕が顔を出したこともある︒そこには︑いまから思えば大
久保直彦がいた︒いまはいないけれど︑早稲田の頃からわれわれの
仲關で︑議運や国体の時も一緒におって︑陰独議員遮盟も彼が副会
﹇﹇カが出てきたこともありましたよ︒

門小沢辰男は﹈

﹁頼む︑一緒

たくさんいるじゃないですか︒もういまはあまり名前も残っていな
いけれど︒

楠 いまだに生き残っている人もいますけれどね︒
海部 そういうブームに乗ってしか出られない人もおるね︒それは
そうだろうと思いますね︒

俘藤先生は細川さんとはおつき合いがあったですか︒
海部 むかし彼が政務次宮になった時は︑私は−内閣の富墨汁長嘗で
したから︑政務次官会議の総取締がこちらでした︒それから彼が熊

長になって一緒に旅行したこともあった︒その大久保が来たり︑坂
になって︑われわれもこれから大きな政党になって頑張らにやなら

本の知事に出る前に竹下さんに頼まれて﹁細筆を知事に出すから︑

そうですが︒公明党がこの時錨選したのが五十一ですから︑
﹇政権が﹈でき

松野頼三さんと同じ熊本だから︑松野頼三さんに少しうまいこと話
しておいてくれんか﹂とかいろいろな話があった．しかし細川があ

ん ﹂ と 言 っ ていたんだ︒

伊藤
そのまま︸緒に統︻会派を組んだら︵伊藤

か な り 大 き いですね︒

佐道
ますね︶︒

ゃんなんだな︒

そこまでトントン拍子に総理になるとは見ていなかった︒なったら
途端に︻億ぐらいのはした金で︑えらい金持ちみたいなことを雷っ
ておったが︑こっちでもやらんようなことをやってポケット入れて︑
それがもとで︑ああいうふうに棒に振ったわけでしょう︒だから結
局あの人は︑どちらかといえば︑いい意味でも悪い意味でもお坊ち

海部 あれは何かが原因で︑そこまで行かなかったんだな︒
楠 小沢さんは︑たしか公明党にきわめて近い︑創緬学会がし向け
た小さなグループ︑院内会派をつくっていましたね︒あれは何と善図
ったかな︒それで先生︑こういう時は︑やはり後擾会の人たちはか

まあ殿様ですからね︒

海部 そう思うんです︒松野さんもそう言っておった︒
伊藤 細川内閣ができて︑屡社会劇の人たちも大臣になるというこ
とになりました︒社会党は︑このときはたしか右派の入たちが大臣

左派もなったんじゃないか︒サトカン門佐藤観樹﹈もなった

左派は︑むしろ村山内閣になってからじゃないですか︒

俘藤

細川内閣ができた時から︑すぐにこれをひつくり返して︑も

鐵五五年体創の崩壊4︵自民党内の動き︶

楠

んだもの︒

海部

になりましたね︒

伊藤

なり動揺するものですか︒あるいは地方議員とか︒
海部 いや︑わかりませんが︑僕に関する濁りは後援会の動揺はな
かったです︒ 門ここは自筏党でもなんでもない︑海部党だから︑思
った通りやりやあ︒どこまででもついて行くからいいよ﹂というこ
とをみんなが書ってくれておるし︒
佑道海都先生の後援会は︑ちょっと別格ですからね︵笑い︶︒
楠 そうでしょうけれど︑県議︑地方議員などからすると︑これは

ステヅプアップする︸つのチャンスだといって飛びだそうとするよ
うな動きがあちこちにあったんじゃないかと思いますが︑少なくと
も先生の周辺にはなかったわけですね︒
海部 うちの周辺で飛び出すやつがおったら︑みんな絞めちゃうか
ら︒次の選挙は絶対当選できないもの︒

俘藤 このときB本新党かなんかに入って︑ヒュソと出てきた人が
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ういっぺん政界再編成をやろうという動きはもう始まっていたわけ
ですか︑

海部 細廻内閣ができた日からその通りですね︒できたら︑軍くこ
の内閣はひつくり返さなければならん︒そして陰に陽に資料集めが
資料集めというのは侮ですか︒

始 ま っ て い ま したね︒

海部
僧藤

党の最高顧問というのは日常的に何か役割があるんですか︒

海部 あるような︑ないような︒
楠 定例の会議はあるんですか︒
海部 定例の会議はある︒最高顧問会議というのは︑いまはないみ
たいだけれど︑あのころはちゃんとあったんですよ︒いまは︑例え
ばイラクの闘士が起こったり侮かがあるときには︑その都度ずっと

極重

ことでしたよね︒

海部 だからあの頃は︑ 門みんな自分自身の選挙だけは自分自身で
責任を持て︒党や上に頼らんでもいいように努力をしておけ﹂とい
うことを言い合って︑足らんところはみんなで助けてやろうという

浮 き 足立っている人もいるし︒

くはない︒ ただ自畏党のほうがガタガタでは夕霞だ︒
伊藤 自 民 党 だ っ て ガ タ ガ タ で し ょ う ︒
ガタガタですよ︒ガタガタにされちゃつたんだから︒

背中に荷物という入もだいぶあったので︑ それは揺さぶればそう長

海部

タやっている︒ こ れ は っ け 入 る ス キ が あ る ︒
あれだけの寄せ集め所帯であったわけですから︒腹に︸物︑

そうですが︒先生は︑七つか八つの党派で﹇政権をつくって
向こうの様子を見ているわけでしょう︒向こうは中でガタガ

佐 弼 急便になるんですよ︒

ああ︑そうですが︒それが佐川急便になるんですか︒

侮か︑スキャンダルになる﹇ネタだ﹈︒

uる藤部藤部藤

回して据柔して︑総理経験者のご意見が聞きたいからおいでくださ
いと雷って呼び集めるわ捗です︒昔はパ⁝マネントで常設的な最高

俳藤
はい︒

そこで何か意見を述べたりすることができたわけですね︒

顧問会議というのがあったんですね︒
海部

伊藤 それで先生みたいな形になると︑翻会の中では委員会にお出
になるとか︑そういうことはどうなるんですか︒
海部 それは︑自分がこのテーマはちょっと任せておけんから言い

たい︑というときには︑通吉しておいて出て行けます︒そうすると

委員長は気を利かせて︑ ﹁何かご発言があるならば︑議事の中に入

れますので﹂と言ってくれる︒けれど︑そういうところへ出ていっ
て︑いちいち手を挙げて質問して︑局長の答弁に門この野郎﹂なん
て怒っておっても逆にみっともないから︒行くことは行きまずけれ
どもね︒

掛藤 見に行くということですか︒
海部 よきに計らえ︑ということで帰ってこんと﹇いかん﹈︒小始
みたいな顔をしていちいち言っておってはいけませんからね︒だか
ら︑むしろそういうときは委員会に行く前に党の政調会なんかのそ

ういう問題を扱うところに行く︒むしろ文教関係の中で教育をやる
というときには︑歴代の文部大臣を集めたり︑政調会の担当者の主
なものだけを集めたりして︑そういうところに行ってものが言える

ように︑いまはみんなが気を遣っておりますね︒

佐道 相手がガタガタしているとつけ入るスキがある︑というよう
なお話でしたが︑例えば梢手の弱いところを見つけて攻めていくと
か︑そういう指揮はどなたかがおとりになるわけですか︒幹事長が
海部

森さんじゃないですか︒

それは幹事長の大きな役割ですよ︒

政権奪図のための方針を立てるんですか︒
俘藤

佐道 森さんは︑そういうことはお得意の方なんですか︒．
海部 お得意かどうかは知らんが︑痛きであることは聞違いないな︒
だから︑俺がここにおることがわかっておると︑幹事長はここまで

来んでもいいのに︑ここへ走って飛び込んできて︑ああだこうだ︑
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佐道 野党になってしまったときの総裁は何をされるんですか︒与
党のときは︑総裁イコール総理大臣でしたから︑総理としての激務

運 動 し す ぎ になってしまう︒︒コルフ場で も そ う だ ︒

う︒フットワークがよくて︑出ではいかんところに出て行くから︑

僻藤 森さんはフソトワ⁝クがいいほうなんですか︒
海部 フットワ⁝クはいいほうですよ︒よすぎて脱線するんでしょ

ておったね︒

いてやれよ﹂と書うと︑ 酬いや︑これだけ汗かいてやっております
が﹂なんて︑いろいろな言い駅をしながら説明して︑比較的努力し

から︑これに協力してもらえませんかと善う︒

海部 そこらがわからんところだね︒例えば︑具体的にいうと新進
党も議席はたくさん取って︑得票も多かった︒ここで文句を書わず
にみんなでやっていけば政権がとれるというところまで行ったわけ

俘藤

しい︒

も横車だと思うものを︒コリゴリ押して︑荒れるならば荒れたでよう

海部 ここらへんは︑小沢という人の本質が︸番出ているところじ
ゃないかな︒物事がまとまったら︑穿在価値がなくなつちゃうわけ
だ︒志も果たせなくなるから︑まとまる前にこれをつぶせというこ

にご覧になっていまいたか︒

て出発するということになりますね︒そのへんのことはどんなふう

がおありですが︑野党になっているときは︑河野総裁は何をしてお

でしょう︒そうしたら今度は︑

ああだこうだといろいろ説明して︑こうこうこういうふうにしたい

られたんですか︒

公明党がおるとどうのこうのと言って︑酢だのこんにゃくだのと言
って︑いろいろな厩理屈が出てきて︑そして比例区だけは分かれる︒

﹁慧ももっと汗をか

海部 何をしておられたんですかといっても︑出番は限られるでし
ょう︒いまのようにイラク問題みたいな激しいものがあれば︑党首

ハードルを高くしてね︒

に一緒につき合わされたけれどね︒

り出したかち︑ ﹁お前もおかしいな︑またか﹂ということになるわ
けです︒それで結局ぶち壌しちゃったわサだ︒そのとき︑創価学会
で今度引退するけれども︑衆議院議員よりもそのほうにかけては長
けておる藤井﹇富雄﹈君というのが出てきた︒おれもこ圓ぐらい夜

門逆孜新隔というか︑新進党の中に

でも︑そうしたら敷権を失うもとじゃないですか︒

とになる︒ぶつつぶすためには︑こういう改薪のような︑誰が見て

討論なんていうのも脚光を浴びるし︑政治改革なんかも蜘光を浴び
たと思うんだな︒河野が出ていって︑最後はお手打ちをやらねばな
らんから︑その前にどうするんだということでいろいろ議論した︒

全国区は公明は公明だけで新しい党をつくってやってくれという︒
新進党で政権をとるという大義が顕の前へ迫ってきて︑いいところ
まで行って︑しかもあの日はみんなが小沢に毛質の再選を認めてあ
げた日ですよ︒その日にああいうことを言って︑ああいうことをや

ここは騒がずに押せ︑取れるものは取ってこいと言ったが︑彼は小
選挙区脱誤代表並立制に必ずしも一〇〇％賛成ではなかったんだか
らね︒

﹁改薪篇というグループをつくるのは小沢さんでしたよね

螢五五年体制の崩壊5ハ羽田内閣の成立︶
俘藤
海部

それで﹇政権与党が﹈分裂というか︑そういうことになって︑

﹇輪生党・民社党・飼本新党・自由党・改革の会で毅院統㎜会派﹁改新鼻がつくられる︸︒

傍藤

それで﹇一九九囲年四月二十八曝︑﹈羽銀内閣が少数与党内部とし

伊藤 最初に圏民学漫税問題でぎくしゃくしますよね︒なぜああい
う問題が出たのかよくわからないんですが︒それで今度は改新の問
題︒細測さんが佐川急便問題で﹁ああ︑もう辞めた﹂といって辞め
て︑それで羽田内閣になるんですね︒
楠 とりあえずは︑細蟹政権が最大の課題としていた選挙法案を成
立させますね︒結局これが︻つの求心力になって七党派だか八党派
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がまとまっていたわけですが︑それが成就したものだから求心力が
急になくなってしまって︑そこでいろいろな問題が臓出してきたと
見てよろしいんでしょうか︒かつて護憲三派内閣が︑普通選挙制度
を成立させると途端にばらけたように︑何か歴史が障ったような印
象をあのとき私は受けたんです︒掲げたテ⁝マが成就したものだか
ら︑求心力が急に下がってしまったんですね︒
掛図 要するに選挙法の改正でしょう︒
楠 ええ︒それが大義名分になって七党派が集まったわけですね︒
佐道 政治改革をする︑ということですね︒
揮藤 政治改革が︑なんで選挙法の改正だけになったのかよくわか
らないけれどね︒

楠 それは結局︑マスコミなんかがそういうふうに問題を絞り込ん
で伽臼一二したからじゃないですか︒順序としては︑結局それで七党派

の細川内閣の求心力が失われて︑それでばらけるんですよね︒
便藤 ちょうどそんなところで佐川急便詩題があって︑それで細川
さ ん は 辞 め て しまう︒

楠 そして羽露内閣ができるんだけれども︑社会党がそこから出て
行ってしまう︒そして出て行った社会党と自罠党が季を結ぶ︒それ
ああ︑

﹇膚民党が︺村由とくっついて︑村由内閣をつくるこ

に反発して︑先生が虞民党をお出になって︑そこで萩進党をつくる︒
海部
とがよくない︒

腰盧民党離党と首班指名選挙−︵引き金︶
︑楠 ええ︒実は質問をさせていただきたかったところではあるんで
すが︑先回りして申し上げれば︑なぜ先生が自罠党から飛び出され
たかということです︒たぶん村山内閣ができるときに︑それに反発
して先生がお出になったんじゃないかというふうに推測するんです
が︑そういうことでよろしいでしょうか︒

﹁ここで杜会党は退け﹂とか︑ ﹁もっと頑張れ﹂とかなんとか

海部 大きな流れはそういうことです︒それから三二のトリガ⁝︑
引き金になったのは︑あの前の何らかの法案の時に︑村山塞市が国
会対策委員長で︑いつも衆議院の本会議場で俺の目の前に現われて
は︑

言って︑余計に議場の中が騒乱するようなことをやってきた︒ ﹁お
う︑嘗田市さん︒あんた下がっておれよ︑おまえは﹂と︑つい声を荒
げざるを得ないようなことがあったわけです︒だから村山さんが総

﹇村蜘氏は﹈社会党の国対でずいぶん長いことやったわけで

理になるということは︑ああいったことからのいろいろな思いがあ
ったものだから︑これだけは許されないと思った︒
僧藤
すね︒

海部 歯種委員長を長いことやったいわゆる実力者だったんだ︒本
会議をむちゃくちゃにして︑約束は破る︒ ﹁何だ︑約束を破っちゃ
いかん︑何時になったら駅き揚げると書つたのに︑引き揚げんじゃ
ないか隔と富欝さんに文句を耀いかけると︑出てきて﹁おう︑みん
な駅き揚げろ︑引き揚げろ﹂なんていう八首長を始めたり︑調子の
いいことばかりやっていたんだ︒

楠 では︑仮に社会党が担いだ首相候補が村山さんではなくて︑ほ
かの社会党の議員だったら︑飛び出すまでいかなかったということ

いや︑もうそこまでいくと僕の基本的な割り切ゆ方だ︒さっ

も考えられますか︒

海部

きちょっと例に引いたように︑どっちがいいのか︑この法案を通し
たほうが国晟のために政治が少しは良くなるか悪くなるかという境
ですから︒村山富市以外の誰でもいいが︑あのころ名前が出ておっ
たのは誰でしたか︒

伊藤 村由さんぐらいじゃないですか︒
海部 あまり鐵ていなかったですね︒伊藤なんとか﹇←伊藤茂﹈と
いうのもおったでしょう︒蕎歩譲ってそうであったとしても︑それ
は最後のところまで行ったときは︑もうしょうがないわけだ︒
伊藤 祉会党と連立をして政権を奪取しようということで本峯に動
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伊藤 そうですが︒森さんはしょっちゅう先生のところへ来て︑あ

の ︸ 人 は 森 婁朗じゃないですか︒

いたのは︑自民党の中で誰なんですか︒
海部 あの時は︑心の奥底で何がどうなっていたかは騨にして︑そ

侵藤

なあ⁝ ⁝﹂ということです︒

海部

俳藤

佐道

やる気だけれども︑雛下がぽろっと露つたことは︑

竹下さんは︑やる気でしよう︒

竹下さんなんかはどうなんですか︒

﹁村由も

あだこうだと言っていたわけでしょう︒

竹下さんは︑村由さんでやってもいいと一︒
迷っているというんだ︒

可能性は高いわけですか︒

海部 森はとにかく露分が幹事長だから︑舞台回しをきちんとやる
糞任者だと思ってやっておったんでしょう︒
佐道 森さんのほかにも︑いろいろと具体的に動いていた人がいる

の動き﹈をやっていたわけですか︒

な社会党は﹂と書っても︑ ﹁サミットがあるからのう﹂と去ったと
いう︒だから最後の最後まで〜○○％溶出でやれるんだという確儒
を竹下さんがしきれなかったのは︑本人がまだ腹を決めかねておる
と見ておったからじゃないですか︒
伊藤 森さんは︑だけどどういうパイプでそれ﹇社会党との連立へ

楠 サミットが︑あの人でもつかという心配をしていたんですね︒
海部 また本人もそこはよく知っていて︑ 門竹ちゃんや︑rサミット
がなければのう隔と言うから︑ 門書いてもらったものを読むだけじ
ゃないか︒労働組合ではそんなことはよく慣れているだろう︑みん

海部

楠

くなったんだよ．︑

あれも国対伸間ですからね︒

海部 そうよ︒いろいろなことを閾かされておった︒同時にあれも︑
おそらく雄弁会の仲間の︸人だ︑ぐらいに思っておったから︒けれ
どもあの頃は︑彼にしてみればそれをやることが自民党のために役
門社会党と一緒になる

海部 そして竹下が門村霞に﹈最後に﹁どうなんだ︑ やらんか﹂と
習いたら︑﹁サミットというものがあるからなあ︑ 竹ちゃん︒それ
は難しいわ﹂と配ったという︒そんなこと心配して行くものだから︑
オリーブ油にあたったりなんかして︑サミットに予見通り出られな

に立つと思っておったんでしょうね︒僕は︑

ことは自畏党の役に立たん︑ためにならんから︑この際すっぱりき
れいに
︒河野君︑あんたもやって負けて野党になったら︑そこ
であんたの得意な正論を吐いて︑選挙の審判を受けると言って国民
に訴えたほうが筋ではないか︒議会制罠主主義というものは︑その
ほうがわかりやすく守られるんだよ隔と言ったんだ︒
﹁わ．かりやすく︑きれいに隔というのが︑あのころの選挙になる
とわれわれのスローガンの一つでもあったんだ︒けれども︑いろい
ろ説明しなければならん︒こうすればこうだ︑こうすればこうだ︑
というような裏の腹芸やいろいろなことで説畏しなければわかって
もらえんようなことは選挙の時には使っちゃいかんことなんだ︑と
僕 ら は 思 っ ておりました︒

楠 当然︑最高顧問会議では︑そうした激論があったわけですか︒
海部 そう︒それは﹁いま社会覚と組んで村由をやってみたってし
ょうがない︒トリモチを踏んだようになるからやつちやいかんです

中碧根さんも︑それには賛成だったんだ︒

中蕾根さんはどうでしたか︒

よ︒駄目だ﹂ということを僕は言った︒
楠
海部

伊藤

そんな︑個人プレーでできないでしよう︒

楠

富 澤 さ んはどうですか︒

溝部 宮澤さんは︑賛成だったか反対だったか︑忘れちゃったぐら

集中しますからね︒

海部 やはり党のある程度の機関がなければいけない︒自民党の場
合は︑ある程度幹事長のところへそういったものの考え方や権力が

自分の内閣が崩れた藏後だから︑荘然窪失ですか︒

いだ︒

楠

一407一

楠 そもそも河野総裁はどうだったんですか︒外交姿勢なんかをみ
ると︑かなり社会党に近いんじゃないかという気がしますが︵笑
い︶︒

海部 河野総裁は︑だって︑このごろでこそ立場上ああいうことを
書つたりやったりしているが︑河野さんが最初の外務大臣の時には︑

常任理事圏の問題でも︑本会議場で﹁そこまで考えてはいかん﹂と
だから︑社会党といいわけですよ︒

いう非常に腰の退けた消極的な発言をしておるわけだから︒
楠

だんだんフットワークが悪くなってきたな︒

佐道 合っていますよ︒敬策三親麹性は高い︵笑い︶︒
楠 ただ︑あまりフットワークがいいようには思えないですね︒
伊藤

海部 あの息子が批判するぐらいだから︒
楠 もうその時から︑お体の具合が悪かったんですかね︒
佐道 先生のところには︑そういう自艮党と社会党の泣きを見るな
りなんなりして︑誰かが使者に来られたわけですか︒
海部 情勢はいろいろ闘いた︒白民党の党内情勢を聞いたのは︑変
どうしても森さんになる︒

な話だが︑森なんかがよく︵ああだこうだと言って来る︒
憐藤

圏自民党離党と首班揃名選挙2︵擁立︶
佐道﹁非膚艮グループで︑先生に総理候補になってもらって村由に
対抗しようとした入たちは︑いつぐらいの時点で先生のところにお
伺 い に 来 ら れたんですか︒

海部 それは︑小沢が最終的にそういうことを藪岡に謡し︑それで
西岡が動き出して︑そうかと言って聞いたら︑小沢もその通りです
という︒

伊藤 やはり西岡さんなんですか︒西岡さんというのは文教族のつ
ながりでしょう︒

海部 そう︒早稲田大学雄弁会のつながりが早いし︑あれが初めて
立候補して落ちた墳は︑僕は長晴まで応援に行ったんだから︒そし
て長綺薪閾の講堂で話そうと思ったら︑労働組合が鍵をかけて帰っ
てしまったものだから︑宣伝車だけ前へ止めて︑そこで演説をぶっ

て︑ ﹁お父さんにこれだけつくってもらった新聞社だ︑これが新口
のやることか﹂と需って︑さんざん八つ当たりの演説をやったんで
俳藤

西岡さんの説得が効いたかどうか︑それはやはりいろいろな

でも︑それだけ西岡さんの説得が効いたわけですか︒

す︒

海部

海部

揮藤

そういう入たちは︑ ﹁じゃあ︑醤岡さんの話に乗っかれ﹂と

います︒

三木派以来の政友もいるわけでしょう︒

動きがあるものだから︑悪闘さん︸人だけでもありません︒

伊藤

﹁ついていくよ︒ついていくからやってくれ﹂という︒

そこまではみんなと腹を割って話はしなかったけれど︑話を

いうことになりましたか︒

海部

した連中は︑

それは僕らもあのころ仲良く遊んでおった三木派の仲間たちですか
らね︒腹を翻って話もできたわけだ︒例えばと言われたら︑伊藤宗

郎だ︒それから︑絶対それに従わなくて︑反対の立場でぎゃあぎ
ゃあ言っておったのが︑例の鯨岡兵助だ︒ ﹁体を張って反対してく

じゃあ︑判断がなかなか大変ですね︒

ださい︑駄馨です﹂と言った︒

揮藤

その決断がよかったか悪かったかというのは︑あとになって

海部 それはそうですよ︒だからそういうときは一人で決めるしか
しょうがない︒孤独ですよね︑物事を決断するときは︒
伊藤

からしかわからないわけですね︒

海部 そのとき自分がそれで満足し︑納得したら︑それでいいんじ
ゃないですか︒少なくともこちらのほうがいまの自分の気持ちには

箆直だと思って決断したら︑それに従って︑途中でもガタガタ変え
たりしないことだ︒
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傍藤 やはり︑ ﹁番のポイントは︑社会党との連立︑しかも村山を
総理にするということが︑許せないということですか︒
海部 それは絶対許せなかった︒
掛藤 絶対許せない︑ですか︒とにかく自民党が政権を園復すると

わけですか︒自民党と琶会党の接着剤になるとかならないとか︑い
ろいろな議論がありましたが︑ただ単純に戻ってくればいいという
話だけで︑自浅党の中ではあまり意識もされなかったということで
すか︒

まあ︑信頼のおける人があまりさきがけの中にはいなかった︑

ということじゃないですか︒

海部

海部 政権を回復するかどうか︑あのときの情勢ではまだわからん
伊藤

い う こ と で あっても駄羅ですか︒
わけですから︒

海部 ああ︑腹を割った本当の駕し相手はいない︒みんな格好いい
調子いいやつばかりだ︒あの武村を筆頭にして︵楠菅直人︶︒田

そうですが︒お友達がいなかった︒

伊藤 だって︑自評党と縫会党が組めば
︒
海都 組めば︑ですよ︒政権をとるために組むというならば︑もう
ちょっとほかの組み方︑やり方があったじゃないですか︑あのとき

佐道

掛藤

そう︒そしてどこも行．くところがないからといって︑三木事

みんな昔から知っているから︵笑い︶︒

もう海部さんは長いから︵笑い︶︒

すと︑そこからいろいろやって面倒を見たんですから︒

中秀征然りでしょう︒あれは初め石畷博英さんのところの走り使い
で︑ここへも資糧を持ってきて︑こうですが︑どうですか︑ああで

伊藤

海部

でも︒

楠 でも︑手っ取り早いのはやはり数合わせですね︒
海部 数合わせなら数合わせらしく︑もっと前にわかりやすくきれ
いに政策協定を両党で結んで圏民に発表するとか︑党内議論もやっ

務所の政策研究飯へ入り込んで︑こんな厚い本が出るとその本を買
ってきて読んで︑そのダイジェスト版をつくって配って歩く︒それ

そうですが︒社会党じゃなくて︑ですか︒

てみて︑いろいろな反対論も沸騰して︑こういうわけだから反対だ︑
こういうわけだからいやだ︑と醤うだけ言わせて︑そして︑この場

たらね︒

伊藤 たぶん論を尽くしたら︑できなかったでしょうね︒
海部 政策的にきちんとみんなに仏参できるような話に持っていっ

佐道

すから︒

伊藤 そうですが︒あの三木さんの政策研究所ですか︒
海部 そうですよ︒あそこにおったのが武部ですよ︒今度幹事長に
なった武部勤︑あれも三木さんところの政策研究所におったわけで

があれの佳事だったわけですから︒

俳藤 村由さんのほうだって︑社会覚に説購はできなかったでしょ

楠

合はこれ以外に道がないだろうという︑論を尽くしたあとの結論と
して蟹昆に訴えなければならない︒

うね︒

伊藤

村凶さんを総理にする︒それと海部先生が自民党を出て︑反自蔑の
側の候補になるというのは本当のサプライズですね︒ちょっと僕は
えっ︑という感じでしたが︑いまの説明を聞いて︑社会党のあの冨
市さんとは一緒にはやっていけないよという一︒

サプライズといっても︑趨るいサプライズではないような気

BSEのときの農林水産大楚でしょう︒サプライズです︒

武部さんが幹事長ですよね︑驚きましたね︒

海部 できんですよ︒それは︸夜にしてあれだけ掌を返すような大

がしますけれどね︵笑い︶︒社会党と自民党が連立政権をつくって︑

祉会党だって︑別に政策転換したわけじゃないですからね︒

転換だから︑真面圏に議論したらできないで七ようね︒
伊藤

佐道 この時は︑自・社・さきがけになっていくわけですが︑さき
がけはもともと自酌党を出た人々ですね︒この人たちについては︑
どういう見方だったんですか︒やはり︑それなりに役割を果たした
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海部そういう気持ちで︑ずっときておったことも跳違いないわけ
ですから︒

伊藤 そうですが︒だけど︑竹下さんに聞いたら︑竹下さんは門い
や︑お互いにあまりお金がなくて育って︑片方は労働組合をやって︑
片方は青年鐵をやって︑地方の議会をやって︑国会議員になって︑
国対をやって︑ずっと長い間つき合っていて︑気心の知れた相手だ

そういう役割は誰がやったんですか︒

訪ねたりして票読みをやって︑というようなことはしていませんわ︑
全然︒

包丁

海部まあ︑いける︑いけるといって︑みんながいろいろ言ってき

小沢さんあたりがやったんですかね︒

︵1︒
伊藤

海部 それは済んだことだから︒結果がああいうことですからね︒
しかしあれでたくさん敢って当選したとしても︑あのしこりは残っ

からやっていける﹂という説明でした︒
海部

て︑ギスギスして尾を添いたでしょうね︒これはあとから考えた理

轟たらずといえども遠からずで︑竹下流の哲学だよね︒

伊藤ええ︒だけどいまのお話だと︑ずっと一緒に国対をやってい

楠 先生がお出になったときには︑自辛党からほかに離党者がいま
したか︒そんなにいなかったですよね︒

則に殉じるか︑それとも政権のほうを重視するかと判断して︑政権
のほうを重視する人が多かった結果がこれだったんじゃないか︑と

楠 自畏党議員の立場になれば︑社会党をくっつければ確実に政権
に戻れるということが見えてきたときですから︑それでも重囲や原

なかった︒

とか保岡興治とか︑前から政治改革議員連盟におった幹部たちだ︒
そのほかにも︑やめる︑やめると言った入がおりますよ︒けれども
そういう人を誘って出て行ったって︑心底こころを︻にして行動で
きるかどうかよくわからんというところもあって︑あのときは誘わ

ら漏と言った︒ ﹁まあまあ︑そう短気を起こすなよ隔と言ったんだ
けれども︑あれらは離党するという︒それならばと雷って︑見殺し
にはできんなあ︒そのほかにも離党すると言っておったのが野紹毅

門寛﹈と野昆﹇昭彦﹈︑この二八が来て︑ 門私たちは離党しますか

極藤先生についてあまりたくさんは出なかったでしょう︒
海部 誘わなかったもの︑誰も︒
楠 つ豪り︑誘いもされなかったんですか︒
海部 誘わなかったもの︑誰も︒はっきりしておるのは︑今津

屈ですけれどね︒

て︑いやこいつだけは許せないということですね︵笑い︶︒
潅部 それは︑あれのやった︸挙手︻投足がみんな基本ル⁝ルに反
していますからね︒もうちょっとここでは
︒
俣藤 じゃあ︑竹さんは許せたんだ︒
海部 うん︒竹さんはそれだけ大人物だったんだ︒腹が大きい︒僕
はやはりそうはいかんなあ︒自分で納得しないと︒

闇自決党離党と首班指名選挙3︵決断︶
伊藤 それで︑これは勝ち昌があると﹇思われましたか﹈︒
海部 いや︑それを思うと︑みんなは︑そんなことはないだろうと
やって勝とう︑ということですか︒

言うけれども︑勝ち目があろうがなかろうが︑やろうということだ︒
幌藤

海部 いや︑勝てたらありがたいという気持ちは︑それはあったか
もしれん︒ないと欝ったら嘘になるだろうと思う︒
極藤 それはそうですよ︒必ず負ける戦争をするはずはないと僕は
奪う︒

海部 しかし︑あのときはどう考えても準備期間もないし︑事前に
も︑私が納得するような多数派工作も何もしていないですよ︒です
から僕は︑三木さんがやったように一軒︸軒電謡したり︑一蔚一較

私は恩うんですが︒

一4プ0一

伊藤

そ う い うものですかね︒

海部 結局そういうことじゃないですか︒選挙の時に︑また反対候
補を立てられたり︑意地悪されたりしたら︑それを押しのけ押し切
ってまで一︒だから︑あのとき一緒に行動できた連中は逆に書う
と選挙に自信がある人だ︑という気がしますね︒
伊藤 そうすると︑やはりこの段階になると自民党は少しずつ闘ま
ってきていたということですか︒まだ内部混乱の最中ですか︒

祉会党なんかに政権を取られるよりはよっぽどいいんだという気持
ちがあったことも間違いない︒それよりも侮よりも︑あの社会党と
いうのは何でもかんでも反対の社会党で︑いったいその馬の足にな

説明ができない︑ということですね︒

れるのか︑少なくとも国晟の前に立って話ができる立場がなくなる
じゃないか︑という思いのほうが強かったんです︒
極藤

はい︒衝頭演説でも説明ができない︒その代わり︑僕がこう

いう立場になったときは︑有権者みんなに説明して歩く︒そして
﹁皆さん︑賛成の入はここへ残って拍手してください﹂とやった︒

海部

しかたがないな︑今度の選挙を考えると﹂ということで︑選挙を考
揮藤

﹁まあまあ︑

えるとどうかという二心まで問題が降りてきて︑次の選挙を考える

海部

混 乱 の 最中だったんだけれども︑変 な 話 だ が ︑

と︑結局︑先ほどお話にあったように県会議員や市会議員や足下や︑
あるいは後援会の集票能力を持っている大ボスたちがどう言ってお

俘藤 このときは離合集散ですね︒だから非常に政界が流動化して︑
どうにでも動けるという感じですね︒

海部

るか一︒
俘藤 最後に自分で決断するときは︑やはりそれを考えないといけ

海部

はい︒そうですよ︒

このときもそうだけれども︑前後に小沢
しておるでしょう︒
ゃないですか︒

でも︑信頼ならないその小沢さんに︑先生は乗っかったんじ

郎の影がちらちら

羽瞬内閣が倒れたときは︑総辞職であって選挙ではないんで

な い と い う こ とですね︒

伊藤

すね︒

海部 結局︑みんなそうじやないですか︒だから僕は︑変な話だけ
ど︑日頃からいろいろな話をして︑ ﹁これが国のためにならんと思
った時は︑僕は︸人で立ってでも反対するから︑そのときは支えて
くれよ﹂ということを︑この問題だと号閣わずにときどき嬉しており
ました︒その時みんなが︑ ﹁ああいいわ︒こっちは海部党だと思っ
てやっているんだから漏と言ってくれた︒
これから先を言うと人の悪口になるけれど︑中選挙区でしよう︒
だから︑それまでほとんどのあいだ︑溝O自由言霊党の人に私はい
じめられたり虐げられたりしたということを︑みんな選挙昆は見て

海部

あると思いますが︑直進党も一園選挙を経ているでしょう︒

海部結局はね︒
伊藤 それは失敗だったのか成功だったのか︑長いスパンで見れば
ちょっとわかりませんけれどね︒このあと新進党ができる︒その新

おるわけです︒だから﹁自各党なんか︑きっつ嫌いだから︑ええよ︑

伊藤

海部 似ている︒それから票が増えたことも似ている︒
伊藤 でもこの潮の選挙のときに︑上進覚のことを思い出して新闘

るんですね︒

民主党も︸圃選挙の洗礼を受けていますから︑すごく似てい

立ってやりました︒

経ていますよ︒選挙に鐵て︑そのとき私も全国遊説を先頭に

進党が︑さっき先生が少し触れられたように雑多な政党で︑いまの
民主党みたいなものですね︒民叢党もちょっとそれに似たところが

先生︑何をやっても﹂と霞ってくれる︒そういう人の気持ちや声を
いつも聞いておったことが︑こちらの潜在心理の中にあったんでし
ょ．うな︒

だから自崩民主党の総裁になった瞬間に︑そのことはもう全然な
くなっているはずであるし︑できれば保守二覚論ができたほうが︑

4ププ

に書いたところはほとんどなかったように思うんですね︒不思議で
すね︒

海部 あのときは︑票も増えたし︑得票率からいっても第一党にな
ったんですよ︒だから︑あの勢いで頑張れば︑この次は夢が現実的
なものになるなあという気がしたことも聞違いなかったですね︒票
が増えたという結果が出たわけだもの︒
民主党だって︑いまそう憩っているんですから︒

だけど︑また壊れるかもしれない︒

気をつけろよとは言えない︑言いたくてもね︒

壊し屋さんが入っていますしね︒

似 た ような構造ですからね︒

そして︑ちょっと育ってくるとゴン︑ちょっと育ってくると

とやるから︒

あの人はやはりトップになりたいんですか︒

そ う ︒本音はそうですよ︒

この前だって︑するというのにならなかったじゃないで

本音はそうだといっても︑なりたいような顔ではないじゃな

いですか︒
すか︒

海部 いや︑ ﹁あげなぶり﹂はいやだと思っているんじゃないです
か︒あげなぶり︑上げてやられることだ︒なったって︑結局上がこ
れ だ け お っ たのではいびられる︒

便藤 上がいないじゃないですか︒
海部 いまはね︒けれども数が増えてきたでしょう︒それで小沢を
警戒する人が増えてくると︑そうじやないですか︒
伊藤 そのへんのことから︑この次に新進党の話を中心にもう一回
はい︑どうも︒失礼しました︒

お願いします︒どうもありがとうございました︒
海部

︿以上﹀

472

そ う ︒そう思っているでしょう︒
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1．

第34画

オーラルヒストリー質問項震
（2004隼10月29臼）

今回は前進党のことを中心にお願いいたします。1994年12月10日、萩進党の結党
大会が横浜市みなとみらい2廿パシフィコ穫浜」で開かれました：。海部先生が党酋、

小沢一郎氏が幹事長という体制です。小沢氏は新党準備会の段階から中心となって
萩進党結成に取り組んでいたわけですが、先生が流刑をお引き受けになった経緯、
￥fi進党結成に関する基本的考え方などお願いします。
2．

95年ば新進党にとって飛躍の琿でした。3月の青森票知事選で1ま前萩進党議員の木
村守男が当選、4月には党推薦の候補が踊手票、三重緊という重点知事選挙で勝利
しますeその後も布野選・市議選、区議会選挙など地方選挙で勝利を紋め、7月の
参議醗選挙では改選議席19を倍増する40議席を獲得しました。しかも比例区では
霞野党を上回る1250万票を獲得しています。この選挙は先生にとっても印象の深い
ものと思いますが、この選挙戦についてお願いします。

3．

7．月の参日目選挙は勝利したわけですが、このころから離党者も出始め、小沢氏を
めぐる確執も伝えられてきます。12月に党首選が行なわれたわけですが、先生は当
初立候補に煎向きと伝えられていました。立候補をおやめになった経緯についてお
闇かせください。また、鳩山民、船田氏も立候補の姿勢を見せていたものの結局出
馬しませんでしたが、その点についてもお重いします。

4．

党首選の結桑は、小沢氏が羽田氏に112 S票対56万票の大差で勝ちました。このと
きの党酋選は、18歳以上で1000円払ったものも投票権を得る公開選挙が注自され
ていましたが、羽鋤翫が不在の澗に党野選に関する様々なことが決められたり、投
粟用紙が捨てられて一般参加の投票者に確認がとれなくなるなど「不明朗な選挙」
であったという多出摘もあります。この選挙の後、小沢氏は党務・選穀に渡辺慎三銭、

二階俊博氏、菌瞬武夫氏などご自分に近い入で工めていくわけですが、この党二選
の結果についてはどのようにお考えでしSうか。
5．

6．

96年半通常国会の最大の焦点は柱二士題でした。6850億円の税金を投入しようとい
う政府・与党に国民は反発します。これに乗じて新進党は3月4闘から25日まで国
会で22日置ピケをはる戦術に出ましたが、これは意外に不評でした。この二二を
めぐる党内の議論、先生のお考えなどお願いします。

96年9月27日衆議院が解散し、10月20臼に総選挙がありました。この選挙で薪進
党は4議庸減らしてf56僧門となるなど、事実k敗北します。この選挙では比例匿
の無位決定が執行部の独断に近い形で行なわれるなど、執行部に対する強い不満・
硬鋼が聞かれました。その後、羽田氏と小沢翫の確執はさらに深くなり、結局12
月26爲に羽雲煙は離党し「太陽党」を結成します。この間の経緯などについてお願
いします。

7．

97年で月にはいると、「親進党基本政策に関する全議員会議」が開かれるなど、外
交・安保に関する党の基本的な政策に関する議論が行われます。1月16日党基本問
題調査会のメンバーが発表され、海部先生はその会長に就任されています。この時
期の党の基本政策に蘭する考え方や、党基本問題調閉会が作られて先生が会長に就
任される経緯などお願いします。

一4fsM

8、

9フ年は新進党にとってスキャンダルにゆれた年でもあります。友部議員のオレンジ
共済の墨資法違反・詐欺罪問題が細測元総理及び党関係者にも金が流れたのではな
いかという問題になり、あわせて細月既の軽井沢別荘地が他人の借金の担保になつ
ていたりなど、スキャンダル続きという睾購勢になってしまいました。こういつた状
況を先生はどのようにご覧になっていたのでしょうか。

9．

上記のようにスキャンダルに党が揺れる中、小沢党着は魯民党との連携をにらんだ
「保保路線3を模索するようになったと伝えられています。党内には「保保路線」
に批覇的な入々もいたと伝えられていますが、小沢弐のこういつた動きについて先
生はどのように見ておられましたか。また、党内の状況はどうでしたか。

10、上の質問に関連しますが、7月の東京都議選で議魔ゼ欝という惨敗を喫し、党の崩
壊過程は旱まったように見えます。8月には反保保の鹿野道彦元総務庁長窟が勉強
会という名目で「改革会議」を発足させますし、公明党も轟時の神崎総務会長が反
保保を言明し、小沢氏の党運営に疑義を星します。こ：の後、鹿野氏ぱ党首選に出馬
ということになるのですが、このときの先生はどのような立場でいらっしゃったの
でしょうか。

11．12鍔18繭党蒼選が行なわれ、小沢疑が鹿野氏を230対182で破りました。再選さ
れた小沢氏は新しい党体鋼作りに乗り出し、i日公明グループやIH蔑？±グループと相
次いで会談するなど党の結束固めに動いたと伝えられています。しかし、小沢氏は
突然解党に動き出し、27日には両院議員総会を醐き解党を正式決定します。この一
連の経緯についてお闘かせください。
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蟹新進党諜︵結成〜党蒼就任︶

一九九四く平

伊藤 三二は︑新進党のお話を中心にお話しください︒
海部 はい︒新進党のころのことを思い出さねばいかんから︑こう
いうものを引っ張り出していろいろ見ておったんですけれども﹇新
闇 の 切 り 抜 き帳を開く﹈︒
伊藤 まあ︑記憶されている範翻でお話しください︒
十 二 月十資︒

成六︶年に﹇新進党の﹈結成大会が開かれますね︒
海部

僻藤 そして海部先生が党首︑小沢さんが幹事長ですね︒これはだ
いたい小沢さんが︑その前から準備かをずっと進めていたわけです
ね︒海部先生が党首になるということは初めから予定されていたん
ですか︒

海部 大きな流れは︑もうそういうふうになっておったですね︒そ
して︑自昆党に対決できるような数と能力と政策を持てる党になら
なければならん︒嚢時を思い出せば︑わがほうは自民党から出てき
た人がほとんどですからね︒艮社党や公明党の一部とも横の達携は
あったけれど︑自民党に前おった人たちが中心になって︑第二保守
党と書われんように︑改革﹇のための政策﹈をきちんと立てて︑わ

海部 人事のことで︑ロッキードやリクルートの関係者を次々と復
活させたり︑差し障りが出るかもしれんが︑中曽根さんが地元の手
続きは不明瞭なまま最高顧閤に漢っていらっしゃるというようなこ
とと併せると︑これは宮澤さんには何も期待できないなというよう
な思いをみんなが持った︒われわれはそこのところは違うんだ︑わ
れわれのほうは本当の改革をやるんだ︑ということを晃せなければ
ならん︒その改革に協力してくれる人を中心にして︑まず党の幹部
をつくろうとしました︒

俘藤 結局新進党は︑自渓・社会・さきがけの連立内閣に苅抗する
連合体ですね︒だから考え方としてはかなり違う人たちも合流して
それはそうですよ︒

いますね︒

海部

俘藤 でも︑いまおっしゃったように︑小沢さんを中心にした自民
党脱党組がだいたいコアということですね︒そのコアが︑なぜ海部
先生を党首にしょうということになったわけですか︒
海部 なぜということは︑結局それまでの自昆党の置かれた苦しい
立揚を反省するとともに︑あの苦しい立撃の中でも世論調査の支持

率は︷圓岡かった︒だから︑これをみんなで支えていかなければならん

﹁もう俺は受

という話し合いが裏で行なわれたんだろう︒そういった話は︑雷っ
ては悪いけれども︑集まるたびにみんなが︑こうなっておると教え

てくれる︒だから頭ごなしに︑ ﹁俺はいやだ﹂とか︑

けないよ﹂というようなことは︑初めのうちはちよいちょいしまし

れわれが努力してやろうとしてできなかった改革をやろう︒

宮澤内閣がスタートしたときに︑宮澤さんは最初の記者会見など

たが︑もうイコール・ノ⁝は言わない︒それでなければ︑せっかく

﹁政治改革は﹂と言って︑まあ書葉ではうまいこと︑

揆藤

その時から書われているわけです︒だからそれは︑言っては

その時から言われているわけですか︒

一・︻路線のやり方は︑いつも壊し屋じゃないかと﹇雷っていた﹈︒

は誰だったか︑やや小沢路線に批判的なところがあった︒それから

小沢辰男さんとか経験豊かな人たちがいて︑例えば公明党の詞じ世
代で意見を交換できる︒良識派と言われた石田拳三郎とか︑罠社党

のものが船出しないじゃないか︒そしていまはいなくなったけれど︑

﹁敬意

では︑

を衰して︑海部内閣が敷いた路線を走る﹂とか︑ 門それができるよ
うにする﹂とかおっしゃった︒けれどもそのおっしゃった舌の根も
乾かんうちから︑組閣なんかを見ておると︑われわれの時にこれが

自民党が政治改革をやるという護になるんだ︑これをやらなければ
それは人事のことですね︒

国艮も納得しないだろう︑と書っておった線が次々と外されていく︒
伊藤

海部

一4プアー

悪いが︑もうちょっと先になって足腰が露まってからならいいけれ
ども︑再スタートするその時からやっておる︒その護拠に︑環にポ
ロポロと離党する入が出てきたが︑呼んで話を聞いてみると︑ ﹁本
当に海部さんがやってくれるならいいけれども︑小沢﹇一郎﹈さん
がやるならばちょっと自分はついていけん﹂と言うような入もおっ
た︒小沢辰男が﹁まあ海部︑お前も年貢の納め時だと思って︑最後
のお役に立つように︑国のために頑張れよ︒どうせこの前︑あれで
振っちゃったんだから﹂ということになって︑こちらも︑もちろん
政界がきちんときれいになればいい︒それが窓分の夢だから︒
伊藤 やはりこういうときは︑党首になってくださいという要請は
小 沢 さ ん か ら あるんですか︒

海部 小沢さんからと需うよりも︑小沢さんを取り巻いておった人
たちが︑みんないろんなところに網を張って情報を取ってきて︑小
沢﹇︸郎﹈に対して﹁接着剤として今度⁝番まとまりやすいのはお
前ではない︒あんたはもっと一﹂と言ったわけだ︒小沢辰男さん
が︸番そういったことを言ったと思うんだ︒

それからもう︸つは︑公明のほうが︑ 二・〜ラインのいままで
通りの線で突っ走るならば︑ちょっとそれはいかんよ﹂というよう
なことだった︒また都議会議員で藤君門富雄﹈さんという︑国会に
もえらい強い影響力を持った人がいて︑何度か話し合ってみたけれ
ども︑ ﹁やりなさい︒やって救わなければ︑また社会党に思うよう
にされてはかなわない﹂というような声があった︒
﹁くたびれたからいやだ﹂ と か ︑

門もうここでは離れ

あの時︑最終的に雷うと︑選挙のことを考えて生き残らなければ
ならんので︑

たどとか言うと︑それは鯉人のわがままになる︒それは選挙を一
蒼きちんとやって︑接着剤の役を果たしてからそういうことを言う
のならいいけれど︑いまはせっかくまとまってきた機運で︑また海
部でまとめようということで本会議の投票でもみんなが脱落なしで
固まったという裏を見ておると︑やはりそれで選挙を戦わなければ
な ら ん と い う 謡でしたね︒

俘藤

党首と幹事長の関係はなかなか難しいところがあると思われ

ますが︑実務は幹事長になるんでしょうね︒
海部 実務は幹事長になる︒それから僕も︑小沢幹事長にして海部

総裁でやったことも自難党時代にもあった︒だから︑知っているん
だ︒

海部党首・小沢幹事長ということでスタートなさいまして︑

厳新進党2︵九五年地方選・参院選での躍進︶
押藤

その関孫は前もそううまくいったわけではなかったと思いますが︑

とてもうまくいっている時は︑そうぎくしゃくすることはないわけ
ですね︒次の年＝九九五年﹈に入ってすぐ地方選挙があって︑バ

カスカ︑バカスカ︑とにかく連勝ですね︒
海部 みんな勝つちゃったんだ︒当初の薪進党には期待も集まって
きた︒そして知事選挙も︑愛知の選挙が初めだったんですね︒青森
の知事選︑三重の知事選︑その順番はどっちが先だったかな︒青森
が先ですか︒

佐進 三月が青森︑四月が三重です︒
海部 あのころはバカスカ勝てる︒そのため一人ひとり議員が行く

わけですが︑それはお涙演説の材料に使えるわけです︒ 門本当なら

ば︑この木村﹇守男︺零が知事の候補者として立候補されたら︑わ

が党としては困る︒ところが︑こんなに優秀なピカピカのタマを︑
皆さんが知事の選挙に担ぐとおっしゃってくださるなら︑そういう
ことを怖れてはいかん︒要請には応えなければならん︒出す限りは

皆さんもうんと応援してくださいよ﹂と言って出した︒

それから三重県の時なんかはお隣ですからね︒ ﹁皆さんもご承知
のように︑仲がいいけれど︑身を切る思いだ﹂というようなことを
書いながら︑やった︒北想正恭ですよ︒ ﹁これもせっかく門国会
に﹈当選して︑わが党の中整幹部としてこれから育ってもらう人な
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のに︑皆さんが知事によこせとおっしゃるから﹂と言って応援した︒
俘藤 そうすると︑こういう地方選挙もかなりたくさん党善として

海部

それで霞晟党が二〇〇万票台ですからね︒
伊藤 このあいだ門二〇〇四年七罵の参院選︺の罠主党と自畏党の

海部 はい︑ないんです︒だから個人後援会の類がある入ばかりだ
し︑青森も三重も︑私も何度か応援に行っているところですから︑

地方支部とかの組織は︑まだ全然ないわけですよね︒

伊藤

てみんなで戒め合った︒あまり初めから楽に勝てると思わなかった
のに︑票だけ見れば比較第一党になったわけですから︑あれは大変

似ているんです︒その時に︑やはりここで油断してはいかんし︑
門勝って兜の緒を締めろ﹂という雷葉はこのためにあるんだと言っ

そう︑非常に似ているんだ︒それから獲得票数の差も非鴬に

選挙と瞬じですよ︒

応援演説に行かれたわけですね︒
海部 はい︑行きました︒小沢もどんどん︻緒に行きました︒
佐道 まだ党は前年の十二月に結党大会をしたばかりで︑いわゆる

その人値人の入脈で︑顔も知っていますよね︒だから青森へ行けば︑
北村正妊といういまの毎露萩聞の祉長の親父﹇鼠算正哉﹈が副知事

すか︒

徐々にできていきました︒．なかなか難しいですよ︑つくり上

それで︑少しずつは県連とかそういうものができていくんで

な励みになりました︒

をやっておって︑それが知事に出るときも街頭演説を手伝った︒

海部

げるのは︒

それから三木派の一入の国会議員が出る時コ九六四年︑八酉﹈
は︑

伊藤︑難しいでしょう︒それぞれまたちがった出自の組織ですから

﹁ちょっと助けて来い叫と言われて三木さんの代わりに行った︒

それが熊谷﹇義雄﹈という代議士です︒だから︑その熊谷代議士の

ね︒

佐道

なことですか︒

それは︑例えば重点地域をつくって広げていく︑というよう

後援会とか本村知事の後援会というのはみんな顔見知りばかりだか
ら︑海部さんが今度新進党という党の党首になったというので︑ま
あ動員だけは協力してくれる︒けれど結果を見ると︑動員だけでは
なかった︒みんな投票もしてくれたわけです︒おやおやと思って︑
ち ょ っ と 頬 をひねった︒

海部 いや︑もう重点地域も非重点地域もないわ︒行けるところ︑
敵っ掛かりのあるところはみんな重点地域だ︒そして動員してくれ
た人がおれば︑その人をその地区の支部の支部長にしたりして︑組

海部 なります︒大変な組織づくりになりました︒そして群雲なん
かが軒陰的に書いてくれて︑侮か人の集まりがよさそうだ︑ひょっ

感量

選挙が︑同時に組織づくりにもなるわけですね︒

織づくりをやりながらの選挙の応援︑選挙演説だ︒

佐道 従来︑自民党の中ですと︑組織で麗連団体とかにローラー作
戦をかけて動員する︑ということでやっていると思うんですが︑組
織が金くできていない紙進党でこういうふうになるということは︑
本当に魑入のコネクションを中心に動いたということですか︒
海部 それと街頭演説ですよ︒とにかく街頭演説︑街頭で訴えると

としたら行けそうだ︒現に地元の愛知県の場合でも勝った︑という

新闘も︑客観的には相当応援的な記事を書いていますね︒

い う 手 を 使 ってやりましたね︒

伊藤

そういうのは門猫も杓子も﹂というと言葉は悪いけれど︑手を挙げ

ことだ︒だから伝え闘いたところでは︑よしそれに乗っかってやれ
ばひょっとしたら勝てるかもしれんという万年次点候補も出てくる︒

海部 まあ好意的︑応援的な外事を書いてくれたと思います︒
轡藤 この勢いで︑その年の七月の参議院選挙で︑また勝ったわけ

ただ︑あまり無駄金を使うほど金はないですからね︒候補者選び

て来たのはなんでも抱いてかかえてやろう︒

いや︑あれは本当に結果が出ました︒たしか＝一五〇万票︒

ですね︒

海部
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のチェックの養方が悪かったので︑次の参議院選挙の時にはえらい
ババをつかんでしまった︒あの責任もやはり党首にあると雷われれ
ば︑それは表毘代理ですからね︒言い訳もしたがったけれども︑面
﹁すまなかった﹂

接をやったのはたった二回だけですから︒二回の面接で︑そんな腹
の 中 ま で わ からない︒だから謙虚に謝りま し た ︑
といって︒

俘藤 これは︑公認料は出せたわけですか︒
海部 公認料というほどのものは出せませんが︑応援に行ったとき
に︑党としての陣中見舞いだと言って︑百万︑二野万︑三百万︑そ
んな単位で出しましたね︒そんなにびっくりするようなお金はとて
も鐵せんですよ︒

伊藤 党の資金というものがだいぶ必要になるわけでしょう︒本部

海部内閣の衆議院の選挙の時に︑金がないからと言って︑財界を
集めて割り当てをやった︒あれで評判がうんと悪くなって︑新闇に

も一時スッパ抜かれて書かれたことがあった︒呼んで聞いたら︑
﹁はあ︑この際だからというので︑少し集めんといかんから言った

けれど︑このごろ出しませんよ﹂とか言う︒これはここだけの話で
すが︑小沢が身につけておったのは︑瞬中角栄のこれ﹇やり方﹈で
すから︒ ﹁いいか︑おまえ︑そんなことを書ったら︑この次はあれ
はしねえぞ﹂というようなことを言って︑ときどきやったらしいで

すけれどもね︒けれどもそれはそれ︑これはこれ︒
栽進党になってからは︑そういうことは努めてやらないようにし
てきたつもりであります︒それは政治改革をやるとあれだけ偉そう
なことを言って︑匿の前に宮澤さんというとんでもない人がおって︑
そして村山がああいう政権をつくって掌を返すように口だけで自民
党とくっつく︒

を維持しなければならないし︑選挙もやらなければならない︒

村山政権ですからね︒

そうです︒

海部

佐道

村山は許せんという強い思いがありますからね︒それを言う

﹁なるほどな︑そうですねえ﹂と書ってくれる入もおったです

海部
と︑

俘藤 資金集めというのは︑やはり幹事長の仕事ですか︒
海部 結局︑幹事長の仕事になって︑ ﹁それはお任せください︒代
表は街頭演説で国民を策ねて︑やってください﹂と雷う︒だから幹

ね︒特に閃舎へ行くと︑ 門社会党では駄目じゃないですか﹂と言う︒

門党首が応援演説に︺行くときに﹁ついて来い﹂と置うと︑

事長は︑

だから僕はそのころ︑社会党と共産党のウイスキーの水翻り論とい

イスキーを混ぜられると真っ赤になる︒どっちがどっちだ︒共産党
に︑世を忍ぶ仮の姿を与えるのが水割り論だ︒だから水だけになっ

これは真水だと思って飲んでおると︑臼当たりはいいけれども︑ウ

うのをやったが︑そうすると田舎の人はよくわかるんですよ︒ ﹁ど
っちが水でどっちがウイスキーか見分けてから飲まないといかん︒

ついてきまずけれども︑街頭演説なんかはやらない︒ ﹁やったら票
が減るからいかん﹂とか言って︑業界とか団体とか会議所とか︑入
を集めたところへ行って頭を下げて﹁金がないから出してくれ︒そ
う舐めとってはいけませんよ︒ここは勝つんですから︑強いですか

佐道 組織づくりとかそういうことは︑基本的に幹事長の仕事︑と

たら︑くその役にも立たん﹂︒

ら﹂．と言って︑ほうぼうでやったことを思い出しますね︒
い う こ と に なるわけですか︒

というと︑怒られるんだよな︒終わりごろはそれをやめました︒
というのは︑農村地帯であんまりそれを言うと︑ 門きれいな水が要
らんと雷ったら︑農作業にも困るじゃないか︑入間の生存もできな

いではないか﹂というようなことにもなる︒それは確かにそうだ︒

海部 だいたい政党というのはそういうものです︒自艮党のころも︑
そして高進党になったときも︑それはそれでやらせました︒ただ︑
あまり目を離しておると︑頭越しに何をやられるかわからん︒だか
ら 二 ︑ 三 回 ︑小沢幹事長には︑

ということで︑それはもういつまでもやりませんでした︒⁝時はそ

﹁それは具合が悪いじゃないか﹂と︑

呼んでいろいろ厳しく言ったこともあるんです︒
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れが非常に受けて︑効いたことも事実です︒
だから︑ 門わかりやすくきれいに﹂というのは︑お金の面だけで
はありません︒書葉でも︑街頭演説で賢の前でしゃべっていれば一
番わかりやすいわけです︒声だけ聞こえるとか︑活宇だけ読んでい
るというのではいけません︒顔を見ながらやって︑終わったら中へ
入っていって握手する︒難しい顔をしていたら︑ ﹁おとつつあん︑
どうしたんじや︒何か意見があったら聞かせてくれよ﹂と言うと︑
い ろ い ろ 心 が通うようになる︒

ずっと新進党の初めのころは︑そんな選挙戦をやったものです︒
それに︑電通の若手の女性プロデュ⁝サーが集まって考えてくれた
のが︑これです︹新進党結党大会の新関記事の写真を示す︸︒これ
はみんなの印象に残っているでしょうな︒大きな垂れ幕が舞台から

サーッと出てきた︒それからこの結党大会の時に︑来賓の挨拶をや
ってもらったら加藤シヅエさんという入が来た︒車椅子でも︑しっ
﹃協調性

かりしゃべってくれるんだ︒そして﹁このあいだまでは小沢さんは︑
見ておると︑みんなに﹃あんたはワンマン過ぎる﹄とか︑

がない﹄とか秀われておった︒政治的な能力も才能も頭脳もあるの
に惜しいなと思っておったが︑今度はあんたは幹事長だ︒しっかり
やってください︒海部さんもいままでのようなあれで︑ひとつしっ
かりやってくれ﹂といろいろ言ってくれる︒
﹁ありがとうございました︒

それで僕は︑これは上がっていかねばならんと思って︑壇上へ駆
け 上 が っ て 行ってその場で握手をして︑

おっしゃった通りにやります﹂と雷って︑車椅子を押しておった人
をよけて︑おれが押して行った︒そうしたら︑そこも放送してくれ
たので︑プラスになったんだな︒
佐道 それはもともとの演出にはなかったんですね︒
海部 いや︑もともとの演出じゃあない︒下﹇の座席﹈におって︑
﹇加藤さんの演説が﹈済んだところで︑これはと思って﹇壇上に﹈
行った︒瞬間の政治的な閃きで︑いいと思ったことは実際やったほ
うがいいんですよ︒

俘藤

それが筋書きにあったら︑そんなにスムーズにはいかないで

しょう︵笑い︶︒

海部 いきませんよね︒．それは筋書きなしです︒ただ︑経験は一回
あった︒文化勲章授与式の時に森繁久弥が︑足が弱くていかんのだ
けれども︑宮内庁が車椅子はいけませんと抜かしたんだ︒そんなこ
と言わずに持ってきて用意しろと言って︑車椅子で行った︒それで
森繁さんを支えてやったら︑ ﹁いや︑よかった鳳という評緬があっ
た︒今後こういうことがあったら︑こういう経験は活かさなければ
いかんなと思っておったことを︑なんの脈絡もなくそこでパッと思
伊藤

本当に万雷の拍手になりましたよ︒

いや︑海部さんは行動派だな︵笑い︶︒

い出して︑もう行動に移っておった︑ということですな︵笑い︶︒
海部

糠新進党3︵明Bの内闇︶

佐道結党から選挙に変るまでのところでちょっと質間に入れ忘れ
たことがあったんですが︑選挙の候補を選ぶときに新しい候補を公

募するということをやっていますね︒それから︑いまは南山党なん
かもやっていますが︑ ﹁曝臼の内閣﹂という舗度をお採りになって

います︒また︑先生ご自身が党首ということで︑代表質問ではなく
て施政方針演説を翌年の国会でおやりになっています︒そういうこ

とは︑従来と全く違う党だ︑全く違うやり方だ︑ということで始め
られたと思うゐですが︑これは︑みんながそういうものがいいとい

うことで議論がまとまったわけですか︒

海部ずっと前に話したように︑選挙法の改正の問題の時に︑イギ
リスの議会へ入を派遣したり︑僕自身も行ったり︑いろいろやって

きました︒そんなとき︑イギリスに門影の内閣︵シャドウ・キャビ

影の内閉と言うんだ﹂と闘いたら︑

﹁いつの日か政権が替わった時

ネット︶﹂というのがあるということを勉強してきました︒ ﹁なぜ
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海部 人選ですか︒それは毒いなことに︑自昆党から来ておる連中
は︑政務次窟やら委員長の経験者が多いですからね︒何を経験して
いるかをまず見る︒それから公明党も艮社も大事にしなければなら
んものですからね︒そうでしょう︒そういうときはしようがないか

に︑なったばかりですからとか︑不慣れですからとか︑と了うよう
なことではいかん︒それまでにちやんと準備ができていますよ︑お
れのほうがこれだけやっているんだ︑ということを示すんだ﹂と言
われたんです︒イギリスの議会でえらい勉強をさせられて︑ほらを

ら︑小沢辰男に頼んで︑ ﹁これはどういう政策が向くか探ってきて

伊藤

つくったんです︑実際︒

実際にそのシャドウ・キャビネットをつくったわけですか︒

あと一番支ったのは︑羽田孜をどう処遇するかということだった︒
結局︑最後は副党首ということにして︑やってもらったけれども︑
なかなか初めはウンと書わなかったわけだ︒けれども︑ 門はあちゃ
ん︑お前がつき合わなければ︑この党は壊れちゃうよ﹂ということ

ようなことを話したり︑相当そこらのところは詰めました︒

えから︒その代わり︑さあとなって︑もっともっと飛躍しなければ
ならんときには発展的解消でやってくれなければいかんよ﹂という

くってはいかんけれども︑せいぜい﹃友の会﹄ぐらいのことで集ま
って臓交を暖めていくことはええだろう﹂と言うから︑ ﹁それはえ

そして︑当時はまだ労働組合のぼうも︑償民社系が集まってなん
とかグループをつくっておったんです︒それも﹁党内に嚢中党をつ

らくして奉っておけばいい人だ︒

がなかったんだなあ︒あれは小沢﹇一郎﹈と近すぎると思って︑み
んな警戒したのか︒それから米沢隆︑この人は人のええ︑人聞ええ
太郎ですから︑とにかく外してはいかん︒副党首でもなんでも︑え

だから︑石田幸週郎なんていうのは総務長官ができるぞ︑自分も
そう思っている︑というように︑みんなそれぞれ一芸を持っている
わけです︒それから妙な話だけれども︑帯川雄︸だけは推薦する声

をとっておいて︑そこへ来てもらっていろいろな謡を聞く︒

ークラよりもいいやつで︑そこに小部崖があるんですが︑軽食ぐら
いは運んで裏るわけです︒それからウイスキーも運んで来る︒そこ

といって︑赤坂の料亭で飯を食うわけにはいきませんからね︒あ
れだけ毎日︑テレビや新聞が出してくれておるから︒だからホテル
ォータニの地下のヘルスクラブ︑ゴ⁝ルデンスパーといったか︑オ

くれ﹂と言って探ってもらった︒そして呼び出して会った︒

吹かれたことがあったんです︒

それがきわめて染みついておったのと︑三木さんがやはりそうい
う考えをもとにしていた︒ ﹁若い政治家は在野の時代に︑もし自分
が宮に付いたら何をしたいか︑どうしたいかを考えるべきだ隔とさ
んざん言われたことがある︒だから︑僕らもそういう立場で︑野党
として見るときは︑与党のことを常に考えてみたほうがいいんだ︒
なるほど︑そうすると︑どこまでが反対していいのか︑どこまで財
力したらいいのかわかる︒国のため︑という漠然とした大図標だけ
はあるわけですから︑国のためというところでやって来いと払うた
めには︑やはり野党に常々勉強してもらわなければいかん︒そうい
うことを︑与野党の間柄ということで政治改革の議論を．した時にも
考えたんです︒いまでもそれはありまずけれどね︒

だから﹁影の内閣﹂をつくって︑絶えずそのときどきの問題に取
り組む︒それから施政方針演説が終わったら︑野党の﹁影の内閣﹂
の首相が登壇して︑自分だったらこう思うけれども︑あんたの話の
ここはこうじゃないか︑支離滅裂じゃないか︑というような政策的
な詰めを突くことができるような演説をやると︑それは残るよ︑と
いうことになった︒まだまだ全然経験も侮もなかったけれども︑よ
し︑この際使うべきだ︑ということになった︒だからあれは反対討
論でも何でもないんです︒飯儒表明に対する逆提案で︑こちらの党
の所儒表開をやったわけですね︒あの時はたしか︑陰本経桑園闘と
読兜萩聞が大変いい社説を書いてくれました︒ですから︑そういっ

海部

それは人選が大変だったでしょう︒

たことを引き続いてやっていかなければならんということですね︒

伊藤
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を言って︑彼が入ってきて︑それで四頭立ての馬車がようやくでき

海部

娯藤
じゃあ副党首は︑それぞれのグループを代表するわけですか︒

縢頭立てということは︑党首と三人の翻党首です︒

四頭というのはどういう意味ですか︒

たわけだ︒

揮藤

海部 それぞれの出身母体︒公明と艮社と︑自民党の中の早めに分
かれた組︒

俳藤 薪生党をつくった組ですね︒
海部 そうです︒そしてそれは︑僕らは陰では﹁小沢グル⁝プ﹂と

﹁これは相当に近いなあ﹂なんて言うから何の話かと

雪中角栄さんを巡って寵愛合戦というと悪いけれど︑どっちが入り
込んで長くいろいろなことを霰つたりやったりできるか︒それから
金丸さんという人がおって︑金丸さんは罪証無用で小沢〜郎なんだ︒
羽田なんかに需わせれば︑それはちょっと面良くないわけだな︒面
と向かっていろいろなことで文句を言いに行く︒
金丸さんがいまの消費税の委員長をやったときに︑僕らはみんな
呼ばれて理事で固めて︑強行採決の時だけ︑おれは﹇委員長に﹈︑代
わらされた︒けれども︑そのちょっと前に金銭問題で︑リクル⁝ト
の江醗﹇浩正扁が間題になって︑江翻が身を隠すために長野県へ逃
げておった︒

思ったら︑ ﹁羽岡に頼んで長野県の土地勘を得て︑羽重にどこかに
匿ってもらっているんじゃないか﹂と金丸さんは需っておったんだ

評しておったんです︒窪艮党の小沢組︑発駕党のそれ以外錘残った
われわれ︒小沢とか鹿野︹道彦﹈は出ていったのが早かった︒それ
から辰男も早めに出ていったほうだ︒出ていっても︑あの連申とは︑

な︒羽田に﹁お前︑長野県に隠しておるのか﹂と言うと︑ ﹁いや︑

海部

どこ震源地なんですか︒

そうです︒

伊藤

党首選の時に︑海部先生はどうなさるつもりだったんですか︒

調整しておるというような畷も余裕もなかったものだから︒

惰とか愛着もだんだん変わってくる︒私のところへは︑その両方の
意見がビンビン入ってくるわけです︒ところが︑それを中へ入って

りますが︑結局︑太陽光線とか水が行き届かない地面と︑それが潤
沢に行っておる地面とでは作物の出来が違うように︑党に対する愛

海部．どこが震源地かと言われると臼く言い難いこともいろいろあ

俘藤

たわけですか︒

極藤 ﹇選挙で﹈勝って勢いがついて︑順調に物事が進んで︑ちょ
うど㎜年経って党首選があるという駿階までに少しガタガタし始め

田新進党4︵九五年党考選︑小沢聡羽田︶

そうじやない︒全然そんなこと違うよ﹂と雷っておったけれどね︒

その後もしょっちゅう会ったり話したりしていました︒そこに亟岡
﹇ 武 夫 ﹈ もしょっちゅう来ていました︒

佐道 細川門護煕﹈さんはどうだったんですか︒
海部 細痢は︑総理大田経験者ということで︑薪党をつくろうとい
うときは︑それぞれみんなシャッポになってもらわなければならん︒
それで︑羽騰︑細川︑海部の三人で集まって︑今度つくる政党の基
本的な姿︑基本的な綱領はどうするかというようなことについてい
ろいろな話をしたんです︒だから︑敷策の中身詰めとは違った盤間
向けのイメ⁝ジですね︒そのほうの会合もずいぶん何回もやりまし
た︒そこには小沢辰男さんは入っていないし︑小沢︸郎もいろいろ
な雰囲気があって︑みんなそれぞれちょっとずつ差異があったもの
だから︑話がきちんと決まるまでは表へ出さないで︑絶対あれ門内

輪﹈でやっていこうということだった︒その初めの三頭立てのトロ
イカ方式は︑結覚までうまくいったんです︒
佑道 最後の段階になりますと︑細捌さんもいなくなり︑羽霞さん
もいなくなります︒結党の時は︑羽田・小沢関係というのはどうだ
あの二人の関係はよくわからんけれど︑長い冒く困縁がある︑

ったんですか︒

海部

r

423

﹁初めからそんなことを言い出されたのでは︑

海部 僕は正直書って︑そういつまでもいつまでも新進党の党首を
やっていようという気はなかったので︑適当なところで⁝一︒初め
から︑本当は替わったほうがいいと思った時期もあったぐらいです
か ら ︒ そ う したら︑

せっかく求心力をもってまとめて束ねていくことができるやつが︑
いけなくなつちゃうから﹂と書われた︒

それからもう﹁つは︑あのとき︑正直言って︑これで選挙をやっ
て勝てばまた保守二大政党時代がつくれるなという素朴な夢もあっ
たものだから︑それに対して全国遊説を全力を挙げてやったんです︒
しかしあれだけ出身三体や過去の生活態度の違いで︑しがらみやし
こりが残っておったのでは︑とても︻筋縄ではいかないという思い
も ︑ だ ん だ ん出てきた︒

傍藤 組織統合というのはそういうものだろうと思いますけれども
ね︒

海部 政治改革ができないならば︑しょうがないけれど︒
伊藤 でもわずか︸年で︑党首を辞めようか︑ということになった
わけですか︒

海部 ええ︑そうです︒その点は︑なかなかこちらはあっさりして
お る と い う か︑単純というか︒

侵藤 でも︑どういう流れなんですか︒先ほどいろいろなグループ
があると言われましたが︑例えば鳩山さんなんかは︑どこにどうや
自由さんは︑ある意味で大変好意的であった時期が多いし︑

っていたわけですか︒

海部

それから小沢辰男君が鳩山の後見人みたいなつもりで︑いろいろ分
担してきた分野もあったんです︒それで︑先ほどちょっと零した陰
の簸の時には︑小沢辰男さなんとはよく話が合うんだ︒それは上が
︸緒だから︒しかしどうして︑そういうところまで鳩山兄弟の動き

というのは！︒まあ︑弟﹇邦夫﹈が自民党へ罠りたくなったのは
初めからわかっておることでした︒けれども︑兄貴のほうは︑ああ
い う 頑 な な ところがあるし︒

葛藤

由紀夫さんのほうですね︒やはり鳩山さんのグループみたい

なものもあったんですか︒

海部 あったんです︒それは自艮党の中でも鳩由さん中心でやって
きたグループもあるし︑小沢辰男さんのグル⁝プもあるし︑小沢⁝
船田門元﹈さんは？

郎さんが抑えておった金丸直系と言われるようなグル⁝プもおる︒
俘藤

海部船厨さんは︑ここまで言っちゃあ悪いかもしれんが︑あのこ
ろはまだ︸人︸派ではなかったでしょうか︒鳩山と組んで﹁鳩船連

合﹂とか︑いろいろ言った時期がありましたけれどもね︒
伊藤 十二月に党首選が行なわれるということになって︑候補者と
していろいろな人が浮かんだり消えたり︑いろいろあったと了いま
降りた︒

すが︑最終的には︑先生はかなり早い段階で降りちゃったんですか︒
海部

佐道 このあいだの晟主党の党首選挙もそうですが︑選挙で大勝し
たあとですよね︒そうすると︑選挙に勝ったんだからこの党首で︑
というふうに流れていくのが通常で︑このあいだも小沢さんがごち
ゃごちゃ書つたから︑それはおかしいんじゃないかという謡になり

ましたが︑今園も海部先生の下で︑全く寒しい組織で︑地方選挙か
ら参議院選挙で大勝利となると︑この勢いでとにかく今回の党首選

は先延ばしにして︑とか︑あるいは今回はしゃんしゃんにして︑と

僅藤

海部

はい︑それは︒

そうなる可能性も︑ないわけではなかったでしょうね︒

まあ普通の常識通りいかないところが複雑なところでしてね︒

いうふうになるのが普通かなと思ったんですが︒

海部

まあ︑

︸般的に考えればね︒だから僕らも不思議だなあと思

俘藤

ったんですが︒

海部 いや︑ああいう時に後世の批判というか︑世の歴吏家の挽判
というものを常に考えると︑あれ以上やっておって︑せっかくの萩

進党がもっと傷ついてもっと亀裂が生じたら大変なことになる︑と
いう思いがあった︒
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だから︑ ﹁党大会で二度聚の党首に推薦するから︑おれも出ない
から︑心を入れ替えてみんなの意見を聞いてやれよ﹂と小沢辰男あ
たりが厳しくm小沢一郎に﹈言って︑ ﹁はい︑そうします﹂と雷つ
た時には︑もう公明党とのあいだでこれ﹇確執﹈が始まっていたん
だね︒だから︑藤井さんの舗を聞いてみると︑ 州小沢を替えてくれ
なければつき合っていけん﹂ということだった︒
憐藤 でも︑最終的に選挙は︑小沢さんと羽霞さんという対決にな

海部 それがなければ出ないです︒リスクを負撮してまで
︒
俳藤 海部先生は︑細濁さんと小沢さんのどちら側についたんです
か︒これは厄介な話じゃないですか︒
海部 それは﹇語るには﹈時期がちょっとまだ早いなあ︒
伊藤 そうですが．︸般的にはあまり言われていないんですか︒ど

のグループが誰を推したというようなことは薪関では報道されませ
んでしたか︒

海部 ここからこちらが羽鴎の応援︑とかなんとかいうのは﹇報
道﹈されなかったよね︒これは門語るとしても﹈もうちょっと経っ

るわけですね︒そうすると︑いろいろなグループがどっちかについ
た と い う こ とですか︒

党首選は︸九九五︵平成七︶年の暮れですね︒羽国さんは︑

てからだ︒

極藤

海部 いろいろなグループがどっちについたと言われても︑あの時
山よi︒

僧庵党費を千円払えばいいという︑あまり聞いたことのないよう

これは変な選挙ですよね︒

小沢さんと対抗してやっていこう︑勝てると思っていたんですか︒
海部 もう︑そんなころからそうだったですね︒
俣藤 変な話ですが︑羽田さんと海部先生はどういう関係になるん
ですか︒もともと派澗は全然違うし︑接点は一︒

俘藤

海部 九段の議員宿舎の部盤が近かったから︑ちょいちょい会って
おった︒それから音楽文化岡好会というのがあって︑オペラとかな
んかに行くと︑むこうも二人で来ておる︑こっちも二入で行ってお
る︒それで家族同士も噌やあ︑やあ﹂と仲良くなっておる︒腹が減
ると真夜申に電話も来て︑一緒になって何か残り物を食べるとかと
いうような人間的なつき合いはあった︒ただ金権政治に対する批判

変な選挙です︒党員を集めて︒

な選挙ですね︒

で︑

そうですよ︒
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海部

海部 あれは霞中派がお得意とする選挙じゃないですか︒露中角栄
さんが幹事長のころに編み出した方法は︑︻般の人から〜鎮いくら
の軽い会費を集めて︑そして全部を有権者にして投票させたらどう
だという方法で︑発想したのは賑町さんじゃないですか︒それをや
るためには︑十分な資金と十分な準備期問と︑動じない陣営を固め
て進めていかなければ恥の上塗りをするだけだ︑といったことをい
皿般選挙というのは︑たしかに話題にはなりましたね︒

その反省から始めんと説得力はないそ﹂というようなことを言った
ことも覚えております︒それから︑また橋本﹇龍太郎﹈とも性格や
態度が全然違うんです︒だから︑小沢とも合うはずがない︒奥深い

﹁潜も張中角さんの直系の銘子でありながら侮を言ってるんだ︒

ろいろ考えたことも事実です︒
佐道

そうですね︒一＝芳対五六万ですから︒

ところでは絶えず爾方とも意識し合い︑警戒し合い︑対立し合って

両方合わせて一七〇万票ぐらいですか︒

ず こ い投票ですね︒

海部

ますね︒

伊藤結局︑この二人は︑元の竹下派罰士の戦いということになり

おったんじゃないですか︒

このとき小沢さんは︑自分がとにかく党首になって︑

e

やろうということだったわけでしょう︒

大いに

党勢拡張には︑あのやり方はみんなやればいいと思うんです

俘が海傍佐解
藤ね部雪道藤

海部 ですから︑それぞれのグループが︑あまり出身母体や過宏の
しがらみに従って党中党をつくるようなことはするなと書って︑晟

俘藤 そうすると︑ほかのいろいろなグループが︑結局その二人の
どちらかに投票するということになったわけですね︒

くだとたくさん理由を持っていますからね︒あれに言わせると︒

海部 体質的に︑もう小沢とは共に戦えないということになったん
ですね︑最後は︒それは︑その選挙戦の最中のことについて︑くだ

いうことになるわけですね︒

まあ︑これがきっかけで最終的には︑羽鋼さんが出て行くと

魏クラブも公明のほうも︑いちおう形の上ではなくなって︑定期的

極上

に集まっておった集まりもやらないようになって︑こうい弘さわや

佐道 いままでのしがらみというか軋礫が︑これでもう決定的にな
ってしまったといヶ形なんでしょうかね︒
そうでしょうね︒

かな選挙をやらなければと書って︑やったんですが︒

海部

結果として︑党内で羽田派は干されちゃうということになる

あまりさわやかではなかった︒

伊藤

撰藤

そうでしょうね︒

ろから︑ぼつぼつ︑ ﹁もういい加減にやめんか︑座り込みというの

ところが︑いまにして思えば︑遣論の支持があったのは﹇週間︑
二週間︑三週間目まででした︒三週間過ぎて︑四週闘冒に入ったこ

いう判断に立ったんです︒

出すべきであって︑こうなったから少し国が薗倒を見てくれと書っ
てはいかん︒そして私たちが体を張っても詳論は認めてくれる︑と

自己信任の原則ということを言うならば︑商売を始めた企業が失敗
したら︑責任をとって︑分散して法の手続きに従って自分のものを

企業の失敗の穴埋めに使うのはげしからんじゃないか︑と思った︒

海部 誰が㎜番あれかなあ︒結局は小霊的だと思いますけれどね︒
しかしあの時は︑僕らもそうだったが︑みんなが︑税金をそんな私

なんですか︒

極藤 そして︑その翌年鷺九九六年﹈の通常劉会では︑住専問題
が大問題になりますね︒嚢進党としては︑これに反対して国会でピ
ケを張るという戦術に凝るわけですが︑これは小沢さん的なやり方

醸新進党5︵住専悶題に対するピケ戦術︶

海部

わけでしょう︒

海部 さわやかでないけれども︑しょうがないわな︑あれは︒そし
て︑やはり起死回生の願いをかけておったのは︑公明党だ︒この場
合︑小沢と市弼が組んだ一・⁝ラインの作戦でしょうけれども︑主
流にのし上がって︑いろいろ問答無用︑なしだというような地位を
確保したかったのが︑確保されなかったわけです︒党内で絶対安定
でも得票を見る眼りは︑断然小沢有利ですね︒

多 数 に な ら なかった︒

伊藤
それは㎜般の票の集め方だ︒

じゃあ︑議員の票ではわからないわけですね︒

海部
俘藤

海部 議員の中ではわかりません︒わからないから︑ひょっとした
らということで︑羽田なんかもその気になって頑張っておったんだ
と懇う︒

佐進 羽曖さんは︑この党首選のやり方が自分が知らないところで
決められてしまったとか︑選挙が終わって﹇般参加の投票者につい
て確認しようにも︑名前がきちんとされていないし︑一部は捨てら
れてしまったとか︑そういう批判をあとでしておられた︒

海部 おれがおらんところで知らんうちに決まつちゃったというの
は︑負け犬の遠吠えみたいなものだ︒ああいう場になって︑党首選
挙を争っている最中の党首としては︑誰かちゃんと出て物を言い︑
待ったをかける係も置いていなければ︒それから︑おれのおらんと
ころで決まつちゃったというのは︑それはちょっと見苦しい聞き苦
しい言い訳だという感じがしますね︒

一
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はみっともないよ隔と言われ始めた︒テレビが顔を映すわけだから︑
﹁あんなみっともないことをやっておると︑もうこの次は応援でき

んだというような話を︑小沢辰男君の線もどこかから仕入れて持っ

自社さ連立の側からのアプローチはなかったんですか︒

てくるし︒

摂藤

もうそろそろやめよう︑ 触撃ち方やめ漏の話は︑二食間目︑

三週問目はまだなかったんです︒議運・国対クラスがやっていたか

海部

ない縣とか︑闘くに耐えんような電話攻繋をみんな受けるわけです︒
そうすると︑そうかなあという動揺も入ってくる︒そして三週闇ぐ
らいやったところで︑結局あの座り込みは駄目になりました︒それ
伊藤

リ

演説をやっておっても︒

ん﹂ということをバンバン言えたわけだよなあ︒それは正論ですよ︑

伊藤 これは結果としては︑ちょっと失敗ということですか︒
海部 正直に言うと︑僕はそう思いますね︒あんなようなことにな
ると思いませんから︒現に共立講堂とかいろいろなところで反対集
会をやると︑人はめちゃくちゃ集まったわけです︒圧倒的な支援が
あった︒そして﹁これは失敗した人の麹己責任です︒自己責任とい
うのはそういうものであって︑税金で穴埋めするものではありませ

ね︒

乗じて撃つべし﹂ということになるから︑そこまで持ちこたえる︒
﹁それにはわかりやすく座り込んでおれ﹂ということになったんだ

以上できっこない﹂というものだった︒そうすると門敵に虚あり︑

衆になってしまいますからね︒これはとことんやらねばならん︒そ
のころ入ってきたニュースが﹁あと四︑五聖で敵は降参する︒これ

海部 けれども僕らもそのころは︑表で﹁撃て﹂とやっているうち
は︑ ﹁撃ち方やめ﹂なんて時期を間違えて言ったら︑本轟に烏合の

それはやらないわけにはいかないでしょう︒

もしれんけれど︒

までは応援もあったし︑差し入れもあって︑これでいけば存在感が
出て残ると思ってみんなやったんだけれど
︒それで︑全部集ま
って﹁撃ち方やめ﹂︒

ただ内容的には︑われわれの言ったことは間違いなかったんだよ︒

そして大蔵大臣が委員会へ入れんようにピケを張ったのも︑考えて
みれば︑古い昔の社会党の左派がやった戦術を新しい保守に代わる
政党がやろうというんだから︑やはりちょっと厳しいことになった
な︒けれどもあのころの新鉱論調も︑やはり佳専の六八五〇億円で
したか︑あれは無駄遣いだという説をみんな支持してくれた︒そし
て住専の経営者はもっと自らの責任を敗れ︑情報公開しろ︑情報公
麗して責任を取れということがマスコミの大きな流れになってきて︑
﹁天はわれに利ある﹂というような気持ちになって頑張ったんです
やコ

野々一
撰藤 そういう戦術をやるときに︑最初はどこで繋ち方やめにする
か︑どういう形で決着をするかということの見通しなしに突っ込ん
だ ら 泥 沼 に なりますよね︒

海部 そうです︒だから︑結局向こうが﹁まいった﹂と言って折れ
るだろうと思った︒それは︑こちらが苦しいときは向こうも苦しい
んだ︑ということだ︒内部の謹話をいま思えば︑ひそひそとやって
あ っ たはずですよね︒

本当ですね︒

週間しか続かなかったということです︒三週問でもよく続いたほう

なかったし︑そのことに盤論の賛成はいつまでも続かなかった︒三

けれども︑だからといってピケを張って︑体を張って委員会を閣
かせない︑阻止するというようなこと選評は︑そう芳しいことでも

揮藤

もうちょっと頑張れという︒もうちょっと頽張れと善預われる

落馬

私があのときフソと思い出したのは︑スト権ストの時に頑張

おったパイプがどこかにあったはずですが︒
海部

海部

ですよ︒

ものだから︑いい気になって頑張ったわけです︒頑張っておれば必
ずあれになるから︒ただ︑いまここで何を決めても表に出るから決
めるわけにはいかんけれど︑頑張っておれば道はおのずから開ける
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って牽五日間ぶち抜きをやられた時です︒あの時は﹇こちらが﹈攻
めるほうですから︑十五日目に勝ったんです︒
伊藤 そうです︒向こうが﹁撃ち方やめ﹂をやったんですからね︒
海部 そうそう︒歯を食いしばってもうちょっと正論を吐いていう
と言って︑正論を吐いていたんですから︒忘れもしませんが︑÷玉
費目に終わって︑勝ったんです︒けれども三週間もったということ
は︑テーマがテーマだったし︑萩聞や学者も︑まだそのころまでは
掌は返さなかったんです︒それが正論だといっていた︒
伊藤 結局︑国会が何の機能もしないということについて窺判が出
てくるわけですね︒

海部 そうです︒それはそんなに畏くかからんから︑もうちょっと
頑張っておれというひそひそ謡があったので︑われわれはそれを悪

ことですが︑寄合扉帯の弱みが︑全部あの比例の決定に出てきた︒
それから書いにくい話だが︑例の友部﹇達央﹈なんていうのがオレ
ンジをかついできて︑もっといいところへ入れうとさかんにゴテた

あとでそのことは大問題になつちゃいますけれどもね︒

のは殿様ですよ門→九五年の参院選の話﹈︒
伊藤

﹁あんなの駄§

この衆議院の選挙の時は︑海部先生は︑もちろん全然間題な

海部 殿様が出てきてゴテるから︒小沢も初めは︑
ですよ隔なんて言っておったけれども︒

掛藤

く当選なさったんでしょうけれど︑羽田さんの太陽党は大きな党じ
ゃないですね︒

海部 初めから太陽党というのは︑そんなに大きな数はなかった︒
悪露 まあ︑珍しい名前の党ができたな︑と思ってびっくりしまし
海部

この住専問題から選挙に妊る過程でも︑やはり羽贋さんが小

万物のシンボルだ︒

たけれども︒

佐道

魔のささやきだと思っていた︒

雛新進党6︵九六年総選挙での幻妻減︶

党の中はかなりゴタゴタしているということが︑それこそ新刊でも
海部

週刊誌なんかにはいつぱい出ていたからね︒

出るようになったね︒

第︻に︑いままでの勢いが止まったことは確かですね︒結党の時の
環有勢力よりも減ったわけですね︒これはかなり痛かったのではな
いかと思います︒新進党︸五六議席ですからね︒
海部 そして︑橋本内閣が第二次をやったんですね︒
伊藤 そうですね︒だから玉戸内閣から橋本に替わって︑社会党は

佐道 そうですね︒それは︑結構漸進党にとって影響が大きかった
ということになるんでしょうね︒
伊藤 この総選挙での敗北はどういうふうにお感じでしたか︒まず

伊藤

沢さんの批判をやったり︑内部のゴタゴタがずいぶん繊ていました
ね︒それまでも少しずつは出ていましたが︑このころになると新進

伊藤ちょっと先へ進んで︑この年︵︸九九六年︶九月の衆議院解
散︒総選挙という話に行きたいんですが︑やはりこのころには熱が

出るようになってきていましたね︒

冷 め たと思いますよ︒

少 し 冷 め た んですかね︒
海部

伊藤やはり醗畏の勘気はそんなに長くはもたないんですね︒だっ
議席は少し減りましたね︒

てこの選挙で議席を減らしたじゃないですか︒
海部

葎藤 いままでの勢いでいけば︑少し増やさなければならない︒
海部 増やさなければならない︒
二二 この選挙が実際のきっかけになって︑羽出さんが出ていくこ

とになりますね︒この時の選挙のやり方について︑比例区の順位の
決定の仕方などへの批判ですね︒
海部 あれで相当内部の亀裂も起こったんです︒そして言いにくい

自民党にくっついて︑さきがけもくっついていた︒
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佐遂 それでも効かなかった︒
いいかいな︑と思ったね︒
伊藤 このとき海部先生自体は︑党の役職には全然ついていないん

投 票 日 の 二 日前だ︒

海部

撃が大きかったと思いますが︒

しかし︑栽しい党へのご祝儀というのは︻年ぐらいしか続かない
ものですかね︒やはり︑党執行部の独断︑独裁とかいうような声が
党内で起こってくるということですか︒
佐道 このときは先ほども出た罠社の問題として︑たとえば隔離さ
んとかそういういわゆる大物が落選をされたりして︑党としても打

てきた︒本当に立たなかったんだ︑私のところでは︒ ﹁立てたかっ

海部

伊藤

いや︑僕のところへは﹁対立候補は立てませんから﹂と言っ

海部さんのどころにも︒

とは間違いなかったと思いますよ︒

小選挙区で︑先生お︸人だけですか︒

傍藤 自毘党のほうは︑新進党の動揺している議員を引っ張り込も
うと思って︑いろいろ箏を打っていたんですか︒
海部 手も打って︑話しかけて︑あれ﹇引き抜き﹈をしておったこ

ずか︒

海部

ゃないですか︒

たら立てろよ﹂と勝手なことを言っていましたけれどもね︒
佐道 無駄なことですね︵笑い︶︒
海部 だから対立候捕なしというのを︑たしか僕は二度やったんじ

そうですよ︒米沢のところは︑僕姻人も応援に行ったんだ︒

ですか︒

海部 全然ついていません︒このときはせいぜい最高顧問とか︑そ
んなことでしょう︒僕はそれ以外のことはやりませんでしたから︒

門もう自分が出ていく︒要する

伊藤

佐道

まあ︑それに誓いサインですね︒

というようなことではなかったんですか︒
極藤

うん︒

■新進党7ハ基本政策に関する全議員会議︶

海部

せんか﹂

新進党の中を託て︑ ﹁海部先生︑そろそろお戻りになられま

いします﹂ と言ってくる︒
なんとなく色目を使っている感じですね︒

民党からは ﹁対立候補は立てませんから︑そのつもりで今後もお願

無投票にはならないわ︒共産党が手を挙げているから︒
どこでも幽てくる共産党だから︵笑い﹀︒
しかし公明党は︑いち皐く私のあれ﹇推薦︺を決めるし︑自

無投票ではないでしょう︒

海佐海俘妊
部道部三道

伊藤 では︑少し先へ進んで︑平成九年入って︑ ﹁新進党基本政策
に関する全議員会議﹂というのが瀾かれて︑外交・安保に関する党
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この羽闘さんの離覚の時は︑話があったんですか︒

はい︒

米蹟健三さんもやめる︒いろいろな方がおやめになって︑そういう
流れがちょっと止められないという感導でもあったというになりま

とお辞めになっていたわけですね︒高市早苗さんもおやめになる︑

佐道 羽閏さんがお辞めになるまでにも︑いろいろな方がぼろぼろ

海部

じですか︒

俘藤

に小沢一郎とはとても一緒にやっていけない︒ あれがおるところに
はおれん隔 と言った︒ ﹁まあ︑そう短気を起こすな﹂と言って︑い
ろいうな話はしたんだけれども︑ 根が深かったですね︒
まあ︑一応慰留はしたけれども︑とても駄目だろうという感

︻緒に出ないかではなくて︑

︸緒に出ないかという話はなかったですか︒

出 る よ︑ということですか︒
﹁出ていきたい︒とても︸緒にやっていけん﹂と言って︒

あった︒

海轡海伊海俘
部藤部藤部藤

の墓本的な敢策に関する議論が行なわれます︒党の基本聞題調査会
はい︒

というものができて︑海部先生はその会長になられるんですね︒
海部

俳藤 これは政治的に雷うとどういう意味合いなんでしょうか︒こ
の通りに受け取ってよろしいですか︒

海部 初心に返って言えば︑政治改革ということが︑薪進党をつく
って︑保守の二大勢力をつくるに至った大きな願いですから︑それ
はいつまでも放してはいかん︒また︑それ以外に錦の御旗はない︑

というつもりですね︒そういうことを雷っておったんだと思うんで

O

す︒それから基本白鷺調査会は︑たしか僕が会長か何かにされたん
だよな︒そして週に﹁回か︑みんなメンバーが集まって︑いろいろ
な 意 見 交 換 をしました︒

活発にいろいろやっておられるような

これは︑党の基本政策を策定かるところまで行ったんですか︒

そ れ はいつになっていますか︒

これは九七年ですから︑だいぶ先のほうです︒あまりこ至上

ないですか︒

海部 そういう萩しいものをつくろうというので︑やっておったこ
決着がついたかのかどうかよくわかりませんが︒

とは事実です︒

侵藤

海部 結果は︑あまり出ていなかったんじゃないですか︒
傍藤 とにかく海部先生にとっては︑敵治改革︑クリーンな政治と

狙うことが︸番の謳い文句であるし︑また信念でもあったわけでし
ょうが︑この年︵ 九九七年︶に入って︑先ほどお話のありました
オレンジ共済の問題が鵡てきてしまいました︒これはちょっと痛か
そうそう︒オレンジ共済の友部を公認したときの公認証書は︑

っ た ん だ ろ うと思うんですが︒

海部

参 議 院ですね︒

海部俊樹になっていますから︒党首ですから︒
俣藤

海部 細塵がさかんに推薦してきて︑これは大きい組織がある︑と
いうことだった︒一回だけ︑僕は調査もしないで行ったのがミスだ
ったと思うが︑東京に人を集めるから︑絶対にこれはいいからと書
うので︑そこへ行ったわけです︒行ってみると︑ ﹁いま党首がおい
でになっておるから︑ご挨拶を﹂と言われた︒オレンジ共済という

のは︑僕ははっきり言ってよく知らんわけです︒だから︑後日それ

が無責任だということになるわけです︒ともかく公認候補にしたわ
けです︒

俳藤 だけど党首が発心の議員候補者が何をやっているかまで調査
はできないじゃないですか︒そんなものは党の組織がやるべきこと

けれども︑残念ながらまだ足腰の弱い党では︑そこまで調査

でしょう︒

海部

能力がないんですよ︒それから細弼は︑当時三入の総理経験者の︸
人で︑新進党を結党する前から集まって相談しておった︸人ですか
ら︑これは大切にせざるを得ないわけです︒そしてまた一般の中に︑

今度の候補者でこういう組織﹇オレンジ共済扁を持っておって︑何
万という間志もいる︑党勢拡張には結果として役に立つ︑各都道府

県ごとに支部がある︑そして候補者のどなたにも応援してつきます︑

という︒まあ︑創緬学会が選挙のときに使うような利益誘導で︑
﹁この指止まれ﹂といったようなことです︒そして︑みんなあのこ

ろ︑少々眉唾だと思っても︑いくらかでも禦が来ればいいわ︑とい
うようなことで利用したんです︒
伊藤 やはり細川さんがそれを推薦して︑推進した︒そしてその細

川さん膚身もそのスキャンダルにはまってしまうわけでしょう︒細
刺さんはやはりこのグループのある意味で象徴的な︸入であるわけ
ですね︒それが政治スキャンダルの主になった︒これは薪進党のイ

あれは本当に辛い時期だったね︒友部の息子にいい加減なや

メージとしては最悪ですね︒

海部

︻緒に捕まった人ですね︒

つがおってね︒

佐道
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活発にやりました︒

伊海伊海俊
藤部藤部道

ですか︒

らでもあるという状況ではなかったのでしょうか︒結党の時の隔総
理経験者︑海部先生︑羽田︑細口に加えて小沢さんというところが
キーパ⁝ソンだと思うんですが︑羽黒さんは辞めて別の党をつくる︒
細川さんはスキャンダルにまみれてしまう︒先生は党の役職にはお
就きにならなかったということですが︑そうすると︑ただでさえい
ろいろな寄合いの党なのに︑凝集力と言いますか求心力と雷います

そうそう︒

海部

海部
﹁あれっ？﹂といったような感じだよ︒羽賑に言わせれば︑
﹁そうでしょう︒もう小沢はいつでもこうだから儒規できない︒つ

﹁最近の〜郎のやり方はよくない﹂と露って怒り堕す︒し

海部 この件に関しては︑何と追っただろう︒まあ︑ありきたりの

か︑そのあたりはいかがでしょうか︒

佐道 選挙は負けたとはいえ︑九六年は門減らしたのは﹈四議席ぐ
らいですね︒挽心しようと思えば︑まだまだその先の可能性はいく

かも公明党とのいろいろな関係やつながりが出てくるでしょう︒

が彼も︑

いていかれない縣という理由にする︒それから小沢辰男にしても︑
あれは長年新潟と置銭で︑角さんの側近の︸部だったんだ︒ところ

俳藤 友部という人は︑全然それまでは知らなかったわけですか︒
海部 僕は全く知りませんでした︒最初に出てきた経歴表を見たら︑
海軍兵学校卒業︑そしてなんとか組合だ︒海軍兵学校卒業というの
は︑われわれの心置では比較的心も頭もある程度の賢い︒しかも兵
学校のあの訓練に耐え抜いて任官したというなら︑これはひとかど
の人物だろうと思ってしまうわけです︒裏のことを知らないから︒
私がよかろうと言ったのは︑たったそれだけの理由です︒それは候
補者もあまりいませんでしたけれどね︒だからそういう点が︑私と
しては本当に国疑に対して申し訳なかったということになるわけで

語 を し て お っ たと思うよ︒

いたんですか︒

佐道 細倒さんはこの件に関して︑党内ではどういう弁畷をされて

ですよ︒常に細工とやっていたから︒

す︒友部とは飯を食ったこともなげれば︑糊し合ったこともないん

伊藤友部という人は︑ずいぶん細報さんに深く食い込んだんでし
ょうね︒

海部 そう︒だから︑資金とあれ﹇票﹈を出しますよ︑ということ
やっぱり殿様なのかな︒うまく細携さんは利用された︒まあ︑

で 食 い 込 ん だんじゃないですか︒

伊藤

︒

あの人も︑そこが大政治家たる所以かもしれんけれども︑人

間の常識ではわからんことがときどきあるんだよ︒ ︿楠氏登場﹀

海部

てきたものですか︒ご誰測されるところで

に行くよ﹂というようなことで︑みんなを励ましておったのが精〜
杯だったね︒その代わり︑地方へはよく足を運びました︒来てくれ
と言われれば︑冒程が空いておる限りは応援してあげた︒
俣藤 小沢さんのこの﹁保保﹂というのは︑どういうところがら出

海部僕のところへよく通ってきていた若い議員の意見なんかを全
部聴いてみると︑ 門この党をこれ以上バラけさせたりしては︑とて
も自分たちも選挙にならんから︑先生︑しっかり頼みますよ縣と言
うから︑ ﹁先生しっかり頼みますと言われても︑おれはしっかりし
ておるからいいけれど︑お前ら自身が自分の選挙区できちっとした
土塁をつくれ︒お役に立たんけれども︑応援に箏いというなら応援

むしろ利用されたほうが大きいんじゃないかな︒

細川さんも利用したんでしょうけれど︒
海部

膿新進党8︵小沢一郎電着の隣保路線︶

﹁あれれっ？﹂という感じ

伊藤 そもそも穀進党は︑自社連立と対抗すべく結成されたにもか
かわらず︑何か小沢さんは門保保﹂のほうに行くでしょう︒あれは
どんなふうにご覧になっていましたか︒

そして︑特に公明の影響をそのころから深めたいと思っても︑な

一43プー

なくなった︒そして村山が頭がよかったというよりは︑僕は︑あれ
は野坂浩賢が作文したんじゃないかと思うんです︒あるいは僻藤

かなか公明は︑履窃民党のグループのようなわけにはいかなかった
ところに一つの悲劇もあるでしょうな︒彊力が違うから︒

﹇茂﹈というのがおったですね︑背があまり大きくない︒彼らのB
頃のあれ﹇やり方﹈からいくと︑それぐらいの手は打つんじゃない

あれは︑祉会党が党議決定したわけではないですからね︒

くりはいっていないですね︒

たりして固めていかなかった︒だからすぐ干上がって浮き上がった
という気が︑こっちから見ておるとしますけれどね︒
伊藤 まあ︑社会党との闘係︑さきがけとの関係も︑そんなにしっ

伊藤 しがし肖渓党はもう政権党になっていますからね︒麹浸党自
体が動く可能性はあまりないですね︒
海部 そのときはもうありません︒ただ橋本が最後は政権をとって︑
あのていたらくだから︑あんまりしっくりと鍍着剤を配ったり出し

る︒そんな動きがあった時期もありました︒

お前のほうも︑自民党のほうのあるまとまったものをガバッと割っ
てこいと︑そういう線だったと思いますよ︒それは小沢辰男なんか
が裏をとりにいって︑そういうことだといろいろなことを言ってく

伊藤 だんだんその﹁保保﹂の認が出てきましたが︑小沢さんは自
艮党のどこと語をしていたんですか︒
海部 ですから︑僕が小沢の話をしておったころ︑保守系を集めな
ければならんという意陳の﹁登熟隔は︑僕は公明党の少なくとも参
議院レベルで︑ぴったりと意見を一致してくれて︑公明党というも
のはなくなってもいい﹇というところを考えていた﹈︒その代わり

言った︒

いうようなつもりで︑村山を利謂できるのは政策的な歩み寄りでは
ない︒だから︑海部さん︑わかってくれよ︑もうじき替わるからと

海部 あれよあれよというまに︑村山㎜人で答弁して︑みんなそれ
に便乗した︒あのときは︑もうしばらくはしようがないからそうや
っておいて︑いかんときは︑また村山を替えればいいじゃないかと

伊藤

だろうかと思う︒

佐道 保保路線のほうに歩んでいくというのは︑党内的な議論とい
うのか︑少なくとも先生とかに棺談をされるとか︑そういうことは
さ れ な い わ け ですか︒

海部 いやいや︑いろいろなことを聞いたり思ったりすると︑ ﹇小
沢︸郎を﹈呼んでは︑話をしました︒それは別に新進党になってか
らではなくて︑自罠党のころからもよくやったし︑それはあの人と

﹁任してはおくけれども︑四島しか駄蟹だ

きちんと詰めておかなければいけないことだから︒だから前にも話
したように﹇小沢一郎が︺︑ 門ソ連といろいろやるから︑任してお
いてくれ﹂と言うから︑

よ︒すぐ二島︑二島になって走ってはいかん﹂と言ってやっても︑
﹁保保とは何だ﹂と量口ってこちらが問い

結局駄囲だったという前例もある︒
だ か ら 保 保 の場合でも︑

詰めると︑結局︑公明をちゃんとできない︒だから衆議院と参議院
の公明を分けて︑参議院の公明だけまずあれを名乗らせて取っちゃ
いましょう︑という時期もあったな︒そんな思うように行くものか︒
小沢辰男なんかも︑そのことになると届唾であったと思います︒
伊藤 ﹁保障﹂ということは︑つまり自民党と提携しようというこ
とですね︒そうすると︑自渓党には鮭会党を追い出せという意腺で
すか︒

海部 結局そういうことですね︒けれども︑そのころの麹晟覚には︑
まだ社会党を追い出すだけの余裕やゆとりはなかったということで
す︒

伊藤 第︸︑なんだかんだと雷いながら︑乙丸党は祉会党と連立を
してそんなに長く経っているわけではありませんよね︒それをまた
急に放つぽり出したら︑評判は悪くなるでしょうしね︒

海部 それに︑祉会党のほうがあれだけ阜く掌を返して︑一晩で安
保賛成︑憲法も賛成﹇3自衛隊合憲﹈と言い娼したから︑もう放つ
ぽり出す理由がなくなってしまうんです︒わかりやすい大義名分が
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俣藤

﹁保保﹂を巡って党内でもこんなに﹇ごちゃごちゃ

掛藤

三胎目は小沢さん対鹿野さんという党首選になるんですね︒

これ﹇党首選﹈で小沢さんが︑︸⁝三〇対︸八二ということで

雷つた︒

れと言われたけれども︑その会に呼ばれて行ったこともない︒鹿野
本入とはこ︑三圓話し合ったこともありますから︑彼が侮を考えて
おるかもわかるし︑ 門鷺違っても自求党の補完勢力になってはいか
ん﹂ということを絶えず言い続けておりましたからね︒わかったと

海部 鹿野グループの体綱は︑当選回数の比較的少ない若手の入が
多かったというのは︑その通りだと思います︒それから僕は来てく

か︒

あったというようなことが伝えられていますが︑そういうことです

んに流れて反保保でやろう︑反保保だ︑という流れが若手を中心に

佐道 鹿野さんは︑小沢さんが触保保﹂を進めておられるので︑
門反保保﹂を蓑明ざれて出られるわけですね︒党内的にも︑鹿野さ

伊藤

やくあそこへ収まり込んで落ち着いたと思いますけれどもね︒

気持ちを持っておった人であることは間違いないが︑最近は︑よう

承知のように︑小なりといえども門萩覆みらい縣というのを立ち．上
げてみたり︑いろいろああいうことをやりたかったんだ︒そういう

何を〜緒にやるんですか︒

海部

海部
二緒になって侮をやるんだ？﹂と言ったら︑彼はその時か
ら新党論者でも︑保守萩党をもう︸つつくらんと駄霞になつちゃう

い っ て いません︒

掛接 まあ︑乗ずべき隙がないとは言えないとは思いますが︑しか
し政権についているところがらどうかしようというのはちょっと無
そ う で すね︒

理 じ ゃ な い かと思いますね︒
海部

という︒中選挙区で彼の選挙醒は︑いまはいなくなったからいいが︑
近藤鉄雄とか︑ああいうすばしつこいのがたくさんおって︑自民岡
士にいじめられてかなわん︒そこへもってきて彼自身が︑これもご

覆新進党9︵九七年党首選︑小沢鴨鹿野︶

まあ︑

そもそも公明党は︑地方では独自の政党だったわけですからね︒

つばい出たでしょう︒

伊藤 そして七薄の東京都議選で︑議席ゼロという惨敗をする︒こ
れはやはり前代未聞のことですね︒
楠 それは立候延している再進党の候補者も少なかったんじゃない
ですか︒二︑三人とか︑その程度じゃなかったですか︒
重藤 まあ︑そうです︒だけどこれが一年前だったら︑候補者もい
楠
伊藤

に﹈なって︑元公明党もちょっと錐離を置く︒元公明党といっても︑

公明党の組織は︑形がなくなろうが侮をしょうが︑公明は公賜なん
ですよね︒

海部 公明は公明だと思いますが︑しかし一時期は藤井何某を頂点
にして︑その下に都議会・橋本﹇辰 ⁝郎﹈幹事長とかいうのがおっ
た︒公明の参議院の下請けに都議会がおって︑公明の都議会の連中
が︑↓所懸命裏でのつるみをやっておったと思いますよ︒
俘藤 その年の暮れの党首選で罎てくる鹿野﹇道彦﹈さんは︑どう
鹿野道彦さんは︑ご存じだと思いますが．︑鹿野彦吉の息子で︑

いう方なんですか︒

海部

そして彼は初めから﹁乃公出でずんば﹂という気宇広大な人ですよ︒
まだ密昆党のころに︑ 二緒になってやりませんか﹂ということを
僕 に 呼 び か けたりした︒

勝ちますが︑この前の選挙とは選挙方式が全然違いますね︒議員だ
けでやったわけでしょう︒この数の差は案外小さいですね︒という
ことは反小沢勢力もずいぶん強くあるということだと思いますが︒
海部 やはり薪進覚の中にある程度蓄積されておったのは︑そろそ
ろ小沢の問答無懇のやり方はいかんじゃないかということだ︒要す
るに︑会議に積極的に顔を出さないし︑ちょっと時間をとってここ
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へ来い︑なんて呼び出しても来ない︒というようなこと等があって︑
だんだん接着剤の粘着力が弱くなっていったんだろうと思います︒

それから鹿野君が︑それに代わるだけのあれ門実力と人気︸を持っ
ておったとは僕は思いませんが︑彼は弗常に小まめに動きますから
ね︒影の内閣ではいつでも︑外交をやらせてくれとか︑あれをやら
せてくれとか︑いろいろ二ってきたし︑そういう仕事を与えれば彼
は彼なりに︸所懸命動いて︑こちらに報告もする︒
俘藤 この鹿野さんを支持した一八二ですが︑鹿野グル⁝プだけで
こ ん な に 集 まるわけはないですね︒

海部 そうです︒まあ記名投票ではありませんから︑みんな投票用
紙に陶いたときに素直に書くだけです︒
伊藤 ということは︑反小沢的な空気がずいぶん強くなってきたと
それは平生彼生だと思います︒

いうことですか︒

海部

海部

揮藤
海部先生もびっくりでしょう︒

それは︑みんなびっくりしたんだけれども︒

でも︑せっかく党誉選に勝ったあと︑解覚だというんですね︒

三州⁝進党10︵解党︶

伊藤
僕もびっくりなんだ︒

﹁せっかく︑お前しっかりやれよ︑と

海部

応援してやったのに︑なんだ﹂と言って小沢辰男と僕とで怒ったん
です︒そうしたら︑ ﹁まあ︑どうにもならんよ︑それはもう︑そう
言われるのは間違いない﹂なんだ︒しかも第二圃の延長を決めてや
つで︑われわれも投票して︑そして決まったその艮に︑ 門ちょっと
公明に対して物を言わなければならんから﹂と需って︑公明党との
あいだがそのへんでちょっとおかしくなって︑孔それが塊震のひび割
蝦渓祉グループとも︑やはり駄目になったんですか︒

れを大きくしていったと思うんですね︒
傍藤

海部

民祉グループと駄霞になるのはその前ですよ︒要するに純血

主義というのかな︒

俳藤 純血主義と言ったら︑小沢グループだけになつちゃうじゃな
いですか︒そして小沢グル⁝プは多数派ではないわけだから︒
海部 それはそうですよ︒しかし︑あの時は必要のない喧嘩を売っ

そんなことは︑

﹇小沢︸郎に﹈聞いたって答えないな︒

何が面白くなくて︑喧嘩を売ったんですか︒

たものだと思いました︒特に公明に対して︒
楠
海部

俳藤 先生のご賢察ではどうでしょう︒
海部 言うことを聞かんようになった︑ということでしょう︒患う

侮でもハイハイと聞いてくれないと駄閉なんですね︒

ようにならなくなったということだ︒
早藤

海部 小沢はどちらかというとわがままなところがあるから︒問答
無綱で言うことを聞いてくれるのでないとあかんのだな︒

伊藤 でも︑そういう小沢さんは︑海部さんに対してはどうだった
んですか︒ハイハイということを聞いてくれるわけでは必ずしもな
いでしよう︒

海部 必ずしもないけれども︑時間をかけて話すと︑最後は向こう
が諦めたのか折れたのか︑ ﹁わかりました︑じゃあそうしましょ
う﹂と言って︑そうしましょうと言ったことはきちんと守ってやっ
ている︒そういう信義は厚かったと思うんです︒その代わりこちら

も誠心誠意やる︒本当のことを話しながら︑こうしたいからこうし
てくれ︑ここはこうだ︑と書わなければならんですね︒
傍藤 これは︑しかしわずか満三年忌すよね︒一時期ワッと勢いに

桑つたのに︑あっというまに解党というのも︑なんともちょっと理
解に苦しむところですが︑なんと説明されますか︒
海部 それは外から見られるとそうでしょうけれどーー︒新進党と
して選挙を戦って︑蘭がりなりにもあれだけの支持がもらえたんだ

から︑背伸びして届くところの︑そのうえさらに二議席取ったわけ
だ︒だからあのときは︑これを大事にしてやっていけば︑保守の二
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大政党時代をつくることができるものだと本気になって考えており
ましたし︑そういった夢を持って頑張ったんだけれど︑いかんせん︑
公明党を放すような︑くさびを入れるようなことをした︒なぜあの
ときくさびを入れて公明党を追い出したのか︑理解に苦しむんだけ
れど︑公明党もきちんとしておけば︑二度農のあれ﹇党首﹈で小沢
を引き続きやらせるから︑それでやりなさいと言ったのに︒

それから罠社のほう︑米沢のほうも︑可哀想に選挙に落ちたりし
たけれど︑あれも大事な勢力だからということで公明のほうに聞く
と︑民社とは一緒にやっていけると言うから︑それじゃあ︻緒にま
たやっていこうということになった︒そんなころに鹿野なんかの離
脱は︑鹿野自身の腹の中で決まってきたんでしょうな︒
静藤 鹿野さんの離脱ですか︒そういうことを察知して︑小沢さん
はもう面倒くさいということですかね︒
海部 面倒くさいという表環は僕はちょっと当たらんだろうと思う

んです︒これはいかに何をしても打開できない︑このまま行ったら
ジリ貧になってしまうという発想のほうが強かったんじゃないかな︒
伊藤 しかし︑ジリ貧にならない方法として解党というのも︑スッ

ではなくて︑やはり自壊ですか︒

海部 そうでしょうね︒僕はそう思う︒
俘藤 外から揺さぶられて駄目になったというものではなくて︑で
すか︒

海部 原因は中にあると思ったな︒
俘藤 そうですが︒欝本の政党史の中で︑こういう動きはほかに類
例がないですね︒

海部 よそから外圧が来たり︑侮か鑑さぶりが来て︑それによって︑
結果こうなったというほうが先生たちにはわかりやすいだろうけれ
ど︑そうじやないんです︒あれはやっぱり申が駄醤だった︒十分な

詰めをしていないうちに︑個性も能力も経験も育ちも︑氏素性も明

く違う人たちが集まった︒言葉は悪いけれども︑そこは訓練も調整
もされておらなかった︒そこで個性を出して︑純血主義で事を構え
る︒そうするとみんながだんだんいやになってきて︑良質的な部分
は離れていくということが始まった︒どちらがいいか悪いかは別で
すよ︒離れていったやつが悪いのか︑放したやつが悪いのか︒それ
は爾方に理壷はあろうけれど︒ただ︑僕がいまから思えば︑せっか

ずいぶん極端に走ったものだなという感じがしますね︒

かったんだろうか︒

くあそこまで行っておりながら︑なぜあそこでグッと我慢ができな

佐道
極 端 で すよ︒

とつながってこないところがありますね︒
海部

麗現在の政局から﹇名古屋布長選﹈

んかでもまだ勝っていますよね︒

海部 あまり恐ろしくて他人の党のことまで言えないけれどなむ︒
考︑尺てみればね︒ただあの罠主党は︑当時の新進党と本嚢に似通っ
たところが多い︒このあいだの選挙は勝ち過ぎましたね︒
俘藤 でも民主党はまだ勢いがあるでしょう︒けっこう地方選挙な

なるかどうかは知りませんが︒

俣藤 そうですね︒いま艮主党が罰じような様相を呈しかけている
んですが︑やはり潤じような事態だと見ていいんですかね︒解党に

傍藤 極端なんですか︒海部さんだって驚くというんだから︑どう
にもならない︒

佐道 負けたとはいえ︑四議席負けただけですからね︒まだ挽回し
ようと思︑尺ば︑やりようがある︒党首を投げ鐵すというならまだわ
かりまずけれども︒

二塁 普通だったら︑こういうときは党誉を辞めて︑あとの人に託
す︒あの方が︑あとでおっしゃるようなコ兵卒﹂としておやりに
文宇通り本嶺の︸兵卒になってやればね︒

なればよかったんじゃないかと思いますけれどもね︒
海部

伊藤 これは︑自罠党が仕掛けてどうこうしたとか︑そういうこと
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海部 名古崖の市長選挙のことをちょっと調べた人はありますか︒
まだないでしょう︒いまあそこで民主党は大変なことになっておる

出ると言っていますね︒出るということは報道されましたが︑

そうだ︒河村たかしが留るんですね︒

んです︒どうするか︑ということでね︒
楠
俘藤

それがどういう賀景でどういう波紋を生むのかということは全然解
本 当 に そうですよね︒

説がないから︑よくわからないですよ︒
海部

主要 やはり︑あれは大きな波紋を呼ぶものなんですか︒
海部 というのは︑卑近党は︑特に愛知県では︑労働組合上がりと

その他のものとに分けられておるわけです︒河村は労働組合関係じ
ゃないんです︒それと薄汚い譲葉を使って︑ ﹁おみやあさん︑なに
やつてりゃあ﹂ということだ︒そして鰹年前の選挙でも︑出る︑出
ると言っていた︒八年前にも出たかった︒ここへきて︑ ﹁先輩︑お
れ出たいわ︑今度は︒も︐ナあかんわ︑あんなものは﹂と言ってさん
ざんこぼしておったけれども︑そう無責任に﹁お前も出ろ﹂とは言
えん︒あれも一時期新進党におったんですからね︒それから彼のお
姉さんと僕のところは小学校のときの仲間でもあるし︑家も近くに
育ったことがありますからね︒澗人的にはよく知っているんだけれ
ど︑なにしろ品が悪いな︒彼は意識的にそれをやっておるんですよ︒
伊藤 そういうふうに見えますね︒
海部 名古麗弁を使って︒ ﹁ほんなこと雷つたって︑なんぎや︑そ
んなものはよう﹂と書う︒ところが良主党の愛知県連は︑溝村が立
候補すると言っても︑いい顔をしておらんですよね︒いまの松原
﹇武久﹈市長を引き続き今度も応援するという︒党がそれを正式に
機関決定したら︑本当に惨めな戦いになるんじゃないか︒燃えるよ
うなところがない︒そして政策をお読みになったでしょう︒新宮に
載ったのがすべてではないだろうけれど︑あの政策の幡はちょっと

みみつちいですな︒甫長の報酬を三分の一にしてやる︑八百万でよ
ろしい︒ほかに市政の上で予算をつけるところがあるかといったら︑

侮も出てこないね︒それから市会議員も多すぎる︑これも三分のエ
にするという︒それから職員も多すぎるから︑みんなカットだとい
う︒そんなことをバッと出した︒そうすればポピユジズムには通じ
るけれども︑それでいいのかなという気が他入事ながらしますけれ
ど︑それが活字になってずっと流れておるわけです︒まあ︑他入の
伊藤

ただ︑地元畏はいろいろなこと言う︒いま河村が立候補して

しかし愛知県のことではありますね︒

ことだからいいけれども︒

海部

くれば︑あとで補欠選挙があるでしょう︒自風党は︑あの名古蹟市
内五つの選挙区ではいまゼロです︒だから河村が辞めてくれれば︑
誰か︸人こちらが橋頭墜を確保できるだろうと︒
段落 蔑主党が名古屋を押さえているのは︑海部先生のお陰である
という説ですけれど︒

海部 そういう説はないわ︒昔はぞういう時期が一︒河村の応援
も僕はちょっとはしてやったんですからね︒けれども︑このあいだ

名古屋で市会議員の補欠選挙があったときに︑うちの秘書がひとり
立候補して当選したんです︒そうしたら今度は︑河村のあとに出る

後釜にも︑僕の秘書は名古還のどこの選挙区にもおりますから︑
﹁それを出してもらえんか﹂と県連の会長日くだ︒ 門もう︑うちの

秘書ばかり出しておるとあかんから︑もうちょっと広い視野で考え
なさい︑誰が出ても当選できるような候補者ではない﹂と言ったん

だけれども︒もう一人うちの秘書が県会議員で若いのがおるんです︒

いまは︑若いということと地方議員だということが揃えば︑それで

それがメリットになるわけですね︒

のして行けるわけです︒

樹立

海部 そうなんです︒それで︑政治の勉強や調練は積んであります︑
ずぶの素入ではありません︑衆議院議員海部俊樹事務所において十

何年間働きました︑というようなことで︑ 一緒の写真なんかがある

とバーツとばらまくから︒それだけ見て︑入れる人もいくらかはお
るでしょう︒補欠選挙をやると︑そういう人がみんな当選しちゃう
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わけだ︒そうすると責任が重くなってどうにもならない︒あまりえ
え加減な人は繊せない︒河村の後釜にこんなのが出てきた︑と言わ
れても登る︒

閲新進党11︵新進党の評価︶
伊藤 薪進党は︑満三年で解党︑バラバラになるわけですか︒
海部 はい︒本当に︸半の責任は私も感じております．ああいうも
のをつくって︑それが保守二党論の中で皿角を占領できる︑そうい
う夢を持たなければ政給はできません︒しかしこちらが微力だった
から小さくなった︒

れましたか︒いずれ︑それは融合すると思われていましたか︒
海部 結党した時点では︑人間だから誠意をもって話せば︑ ﹁至誠
天に通ず﹂という言葉があるように︑この人たちも一宗教政党で終
わらずに︑圏民政党に脱皮しなさいというようなことで逆折伏をし

て︸緒に融合できるものと信じておったし︑また僕に付き合ってき
た入たちは創価学会の中でも良質的な部分だったんですね︒だから
ときどき名前を出すけれど︑石照幸四郎なんていうのは良質的な︻
人だと思うんです︒皆さんの評価はわからんけれども︒それから一
︐一はよくない︒だから︑よくない緯といい組と︑僕らは自分のほ
うでは始末しておったんです︒

それは例は悪いけれど︑玉置﹇漁郎﹈さんにしろ︑この人のお父
様︹楠正俊氏﹈にしろ︑僕らにこっちへ来いとか︑こういうことを
やれとかいうことは︑︸回も書つたことはないんだ︒そして僕も来
いと言われれば︑あそこのまるいご本尊へ行ってね︒
楠
立正佼成会ですね︒だけど︑創建学会というのはもともと垂下

けれども︑こんなことを霞うと叱られるかもしれんが︑そちらと
つるんでおる人や︑こちらと仲良くしておった人というのは︑票が
欲しいだけの人は別にして︑やはり真面罠に将来の二大政党を考え
たら︑いかに宗教政党であろうと︑話をして抱きかかえて︑︻緒に
心が通うような話ができれば︑これは宗教政党だといって抱草して
はいけない︒むしろ㎝緒にならなければいかん︒そういう思いがあ

このあいだ﹇二〇〇四年七月﹈の選挙では︑ ﹇保守新党の議席
が﹈わずか四人になってしまったから︑もうこれはいけないという
ことで︑あれ﹇自民党に合流﹈しましたけれども︒描いた夢や図が︑
ケバケバしくきれいに描いたから︑それを有権者に演説をぶってき
だわけですが︑この前の選挙は厳しかったし︑辛かった︒けれども
これだけはやはり頑張らねばいかんと思って応援して園つたんです
が︑応援に行ったやつがみな落ちてしまったからしょうがない︒自
分の足下だけしっかり間めてやっていくよりない︒ただ政治改革が︑
まだ憲半ば︑道半ばですから︑それをもう少し実行できるようにし
なければならん︑ということですよね︒
楠 先生︑お立場上お答えにくいかもしれませんが︑私は新進党が

海部

誹他的︑戦蘭的ですね︒

これは教義から来るものだから︑いくら抱きかかえようとして
んかとちょっと違う︷厚薄ですから︒

も無理じゃないかなと思うんです︒まあ︑立正着成会や成長の家な

楠

排他性が強いですね︒

正宗ですからね︒霞蓮正宗というのは霧鴬に異質な宗派で︑非常に

りました︒

できた時から︑いずれそう遠くないうちにこれは解党するだろうと
思っていました︒その理由は︑やはり創価学会・公開党という奔常
に異質な集懸をその内部に取り込んでいたからです︒そこと︑それ
以外のところは︑なかなか交流がないですよね︒これは︑長い時問
をかけていけば融合するという性格では絶鰐ありませんから︑それ
を抱えている以上はいっか新進党はバラけるんじゃないかと思って
いたんです︒先生は︑結党された時点でそのへんはどう思っておら

海部 違う︒全然違う︒ただし︑異議があったらちょっと答えてほ
しいけれど︑そういうものがゴチゴチに出ている組と出ていない組
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﹇新進党が﹈分かれたときに︑

とが︑はっきり欝って︑長いあいだつき合っているとわかるんです
つ い て 行っちゃったんですね︒

よ︒だから︑ひどいのもおるよ︒
楠

自由党についていった禽緬学会員がいるんです︒

海部それからもう；は︑そういうことを抜きにして・私どもが

小沢電髪んかと藷緩を食ったり︑本誰日本の政治を憂えた

きたいと思います︒ですから︑次回は︑少しざっとしたお話を構い

一九九八年から現量までのところで︑おおまかに質問をつく

たいと思います︒

佐道

保守新党が自棄党に合流するところまでいけばいいのではな

らせていただきます︒

伊藤

いかと思います︒

蒙蕃恥ずかしい話をしなければならんけれども︑まあ・それ
そうなんですか︒

はこの次にしましよう︒

俣藤

だってそうでしょう︒大きな見通しを誤ったということです

次厨なんとか終わらせていただきたいと思います︒どうもあ

いところですけれどね︒

て成り立たない ︑それじゃあ︑ということですから︑最も恥ずかし

まあ︑それはよぐあることでしょう︒
そして理屈をつけるために㎝番よかったのは︑味方はおおか
た撃たれたり︑たった四人の政党になって︑もうこれでは政党とし

e

り︑政治改革をやらなければならんというのは︑別に小選挙区にし
なければならんということではなかったんです︑僕らの本音は・汚
職や腐敗をなくしてい≦芝にあるということを言い続けてきたも
のだから︑そちらのほうへ行くならば︑みんな一緒になってやって
いかれるだろう︑またやっていかなければならんと思いますね・宗

教政党だから替だ︑と言っておったので三体どうなのか・同じ
ヨ本人じゃないかと言われたらそれっきりで︑そんなことで差別す
るのはげしからんと露われればそれっきりですからね︒できるだけ
謙虚な気持ちで︑つき合って仲良くしていこう︒

海解か海伊
部藤ら部藤

りがとうございます︒

︿以上﹀
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ｵて︑いまになってもよく雷われることですが︑昌雪避

それは︑公明党の中でもそうだということですね︒

そろそろまとめませんと問に合わなくなりますので︑ご協力いただ

についてざっとお伺いして︑打ち止めにしたいと思います︒際子も

ら終わりまでお話しいただきました︒この次は︑薪進党以後のこと

綴だいぶ時間も過ぎましたので．今愚新進党の問題で初めか

産党の中には︑残念ながら私の知る範囲では︑ない︒

海部そうです︒だから良質な部分はどの党にもある・けれども共

伸藤

あ る じ ゃ な いですか︒

んけれども︑少なくともその方向鍍治家がみんな足並みを揃える
ことができる︑心を寄せることができるようになることが大事であ
る︒．汽は夢のような慧論かもしれんけれど︑思いの中にあるん
です︒そういったことができる入とできん入というは︑おのずから

人だ恵っています︒あれ鐘想論であって︑そこまではいきませ

毛﹂という言葉がありますね︒僕はあれを聞いて守れる人は立派な

、そ
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98臨月・韓の雛党膿後、野党再結集曜き槻られる中で洗生膿圏無

難離難欝擁講誌準準賭灘藝翻。給
いて、どのように考えておられたのでしょうか。

98年4月、猫脚と小沢辰男氏を中心に、Ifi公明党グループを含む保守中道勢力の結

集を図聴きが表面化したとして湘されています．姓畿銚、雛党分裂後
笹樟舐と軸舐が作・た会派「無所属の会」 t・A流され（4月η臥岡会

翻膿欝欝璽とさ楓

ると報道・れ・・紘・鞭嬢

98匂月・参議院騨があ琴漉蹴1四川6蔽席から嫌席へ惨敗を喫し誘
本醜が辞任しました読生が応援する候縦漸属で立候補するなど、このとき
肋なりご苦労があった惚われます・L、公示前に訟さ糠ことが榔徽半 さ

縦繕露赫嚇ρ騨こついてぱ・かがで・た・・また・榔
98年8月2媚滲議四一結果綬けて非自民の離会噺総合政策研究会」

耀㌻こ小幽晦表に・先生黒磯・れ…す・・郵駅糠
98年末漕麟と野党が濫をすることカぐ明らかになります証式な連立内醗
尾1緻策合慧1塒闘がかかったため9怖翻媚にな臆す．舶連劾・明らカ、
になったときはどのようにお考えになljましたか。

前頒問燗連しますが・
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1

R・14日、先生は・駅榔舳党風と会談され

碍野党に難して最高顧問となられまし・・融党入党・騰つい・繍・
駐内閣離後・小沢曲弾言はし1まし腱蝦競をほの鋤・L2す．Xた、99

嬰顯糊塗歌て轍魁なります舳・・の連鎖をど・・
200畦3月末・小沢氏は連立灘の意思鞭めたと伝えられました．舳党内1、は
離脱反対のもの移く洗生噺党鍼に動いておられるとtt一う報銚あります。

結局・野畷氏を中心蘇號が鍼され洗生は鵬顧問蹴任されます．この
闘の経緯についてお願いします。

200眸6田鰻が実施されました．先生は齪の推薦を受けたことで6年．Sミ・」1、

齪縫を調されています・保守党1・ついて騰しい騨であっ赴思いますが、
このときの選挙はいかがでしたでしsうか。
1

O，

離髄立離搬に・1・灘穆がイ至・lkT森内閣が成立．翻閣纈命で200峰4月1。

齋閣が成立します・森膳小泉内閣につい・はど…嘲・して・・れ・
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11．2002年12月、浸主党熊谷弘氏らの合流で保守新党が成立します。しかし野［ヨ党首
らが参加せず s新党はわずか1名増加しただけにおわりました。自民党への合流路
線と新党勢力拡大路線の対立もあったと伝えられていますが、この合流問題の経緯
簿お願いします。

12、2003年11月の総選挙の結果、保守新覚は党首まで落選する惨敗を喫し、結局解党・
自罠党食流となりました。保守新党は成立時点でかなり厳しい状況にあったと思わ
れますが、先生は保守新党についてはどのように評価しておられますか。

13．先生が推進してこられた政治改革の結果、自民党派閥の力は相当減少し、自罠党内
にも変化が見られるように思います。復党されて、現在の自疑党をどのように見て
おられますか。

に

※今回は以上のような点についてお顯いします。
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て資金も豊寓ではない︒ではなんでやっていくのか︒集まって心の
通い路を大切にしていけ︑疎外感を持たせないようにして︑みんな
のいいところを発掘して︑希盤を持って前進できるようにしよう︒
それには選挙に勝つことですが︑勝つためにはどうするかというと
ころに落ちていくと︑やはり政党の政策がしっかりしていなければ

匿選挙屡・支持者・後援会

考試党分裂後︑先生は当面無所属で活動されると述べられています︒

いかんということだ︒

伊藤 一九九八︵平成十︶年︑大した前ではありませんが︑前年の
萩進党が分裂したのはもう昔のことのような感じになりますね︒

伊藤 当面無所属で行くよということは︑どこにも属さないわけで
すね︒いろいろなところがらお誘いがあったんじゃないかと思いま

あれが最大の失敗ですよ︒あそこで分裂するのはいかん︒

分裂して︑バラバラになってしまいますね︒
すが︒

誘いは初めからいろいろあったけれど︑やはり選挙区の人に

持者たちは︑ ﹁何を言っても︑なかなかうちの先生は節を曲げて歩
いてこないから︑まあ当分やりたいようにやらしておかなければし

考︑兄てみれば︑そういう非常に質のいい︑良質な支持者グループ
を持ち得たことが︑威張っておれた背景だと思います︒そういう支

れたし︑それだけしがなかったんですから︒

て︑・任せっきりだ︒だから身体に気をつけて頑張ってくれ﹂と言わ

ること︑考︑κていることを支持して︑侮を公約しようが︑何を選挙
公告に書こうが︑そんなことはみんな白紙委任みたいなものであっ

と言ったんだ︒ ﹁どうやってもいい︒共産党以外なら何をやっても
いい︒われわれは海部党でやっているんだから︒あんたの言ってい

だから︑みんなそれを理解してくれるという約束じゃなかったか﹂

りにくい︑ということを盛んに書ってきた︒ ﹁おまえら︑そんなと
ころで言っては駄馨だ︒こっちは歯を食いしばって頑張っているん

仲痩りとは﹂といったら︑ 門もう自艮党と皿緒になってくれ﹂とい
う︒あのへんは自民党の金城湯池ですからね︒だから毎露毎日がや

くれる毛織物工業組合の幹部とかいうような入は会うたびに︑ ﹁先
生︑もうそろそろ仲直りしてくれませんか﹂という︒ ﹁なんだ？

長いあいだ精神的に混乱させた︒あのころ選挙区の中でも︑僕の中
学の同級生とか︑青年会議所のメンバ⁝とか︑私を支持しておって

海都

バ ラ バラになりました︒
︸ 番大きいのは民主党ですか︒

バラけて行ったのは民主党だということに︑結果としてはな

っています︒ ︸番たくさん集めたのが︑民主党を旗印にした組であ
そこには隈連合系も民社系も入る︒それからあのときたしか
って︑

一枚岩だと思っておった公明党にも小さな変動があって︑そちらに
渓 つ た 人 も あったでしょう︒

解藤 そういうバラけた状態の中で︑海部先生はどうしょうと思わ
れましたか︒

海部 そのときは一番いたく︑自分を含めて責妊を感じました︒と
いうのは︑薪進党をつくることは︑大きく言えば保守二党にして︑
その二党剃の中で日本の政治が立ち直っていけばいい︑また立て零
すべきだ︑と初めから思っておったものです︒けれども結果を見る
と︑こと志と反したということになるんですかね︒
伊藤 やはり二党があって︑二大政党の政権交代というのは昔から
寳われていますが︑なかなか難しいですね︒
海部 そうです︒本当に難しかった︒
伊藤 政界を取っている方は凝集力があるで七よう︒だから少々意

見が違おうが弼をしょうが︑これにくっついている︒野党のほうは
凝集力がないと難しいですね︒
海部 それから人事で引っ張ることも露骨にはできないし︑さりと

ょうがないな隔という︒
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海伊海餌海
部藤部藤部

極藤

い い 支 持者ですね︒

数えるようなことも書わない︒ただ素痘に反省して︑こんにちの時
点に立ってこれをやらなければならんということには全力を挙げて

やろうじゃないか︑と言ったわけだ︒

だからみなさんに㎜番わかりやすいのは︑焦専の無題のときに︑
六八五〇億の公金の注入は何が何でも阻止しないといかん︒私企業
にはそれぞれの自己算数があるんだという考え方から︑なんでもか
んでも国費で穴埋めすればいいというものではいけません︒という
ことで︑座り込みをやってみたけれど︑三遷間ぐらいしかもたなか

海部 はい︑いい支持者です︒お正月とか暮れに︑大変な規模で集
まります︒それはいい後援会があったということで︑支持者とそう
いう心の通い路があったということは︑舞常にありがたかったと懇

んですね︒それは非常にありがたいことだと僕は思っています︒

ない︒ほどほどに限度を心得て安心できるように解決してほしいと

後擾会だったから︑無理してガバッとお金をどこかから取ってくる
とか︑点綴になって頭を下げてもらいに行くという必要がなかった

います︒その上に立って︑私の後援会は要するにお金がかからない

だから小選挙区に替わったときに︑これでお金がかからない選挙
ができるだろうと思ったら︑ほかの人の話を聞いてみると︑ますま
すお金がかかるという︒どうしてかどいったら︑きめ細かく詰めな
ければならんから︑発もたくさんかかるんだというんだね︒お金が

醸無所属の会

﹁こういう後援会に支えられたことを私は非常に感謝している︒

俘藤
はい︒

それがいまでも続いているということですか︒

さりながら︑こちらも立ったばかりの党だから︑ ﹁行くよ︒行くけ
れど︑誰か間者を入れておけ︒正雲切って平泉渉の悪口は言わない

れに家内同士がまた挿良しときているから︑ ﹁頼むから応援には来
ないでください︒あんなにやられたら大変だ﹂というけれど︑さは

おる︒あれは個入的にいろいろ僕とは關連もあるし︑たしか︑︸番
最窃に科学技衛庁長官にしてあげた人ですよ︒彼の選挙誕です︒そ

のは初めてだったけれど︑応援に行きましたよ︒応援に行ったもの
だから︑笹木竜三の後援会でしゃべれば︑そこに平泉渉というのが

俵道 笹木竜三さんと中湯玉ですね︒
海部あれらもみんな無所属の会に入りたいといってきたから︑じ
ゃあ受け皿になってやろうということで︑僕は笹木竜三なんていう

伊藤 先生はしばらくして︑ ﹁無所属の会︸に入られますね︒この
﹁無所属の会隔というのは︑笹木さんですか︒

いう願いや思いがあったんじゃないでしようか︒

國民が目指しておる国の致治の姿は︑どんなところに限界があるの
か︒徹底的に理屈と理想論だけで割り切ってやることは︑潔しとし

った︒四週立込にはみんなで反省して︑座り込みは解いたわけです︒

そんなにたくさんかかるようになるのは︑われわれの志した政治改
革とはまるっきり反対じゃないか︒だから終わりの頃は︑後援会の
総会でも︑青年部も婦人部は鵬々に総会をやっていましたが︑そこ
で︑

このごろしみじみ︑そのありがたさがわかる﹂というお礼を言って

海部

バラけたけれど︑再結集しようと．いう志はおありになったわ

お い た こ と も ありました︒

撰藤
けですか︒

海部 結局︑再結集しなければならんと思った︒こと志と違ったか
らといって︑ 暇や二厨のことではいかん︒僕らはすでに新進党を
つくるときに︑新しい政策作りにも参加して︑政治の基本を少し変
えていかなければいかんと思っていました︒自分は総理大臣も経験
させてもらっている以上︑あまりいろいろな細かいことまで口を容
れることはできん︑容れたら︑ ﹁じゃあご自分の時にどうしてやら
なかったんですか隔と言われることになるわけだな︒だから僕は︑
もう済んだことに対して後ろ向きの語はしないし︑死んだ子の歳を
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し︑両方政労あわせて改革していくのが瞬本の政治だと言ってくる
から︑心配するな﹂といって行ったんですが︑笹木というのも一匹
当選したきりで︑その次の選挙の時には当選できなかったんですね︒
傍藤 小沢辰男さんたちの動きとはまた別なんですね︒この無所属
の会というのは誰が中心なんですか︒
海部 無所属でおりたい︑色づきになるのはまだちょっと早い︑と
いうようなのが︑あのころ無責任な謡ですが︑よその党の︻期生や
二期生にはたくさんおるわけです︒それからまた自尊党の中にも︑
こうなったから言ってもいいと思うけれど︑ ﹁先生︑応援に来てく
れ︒うちの後援会は先生のお顔翻染みがずいぶんおるから﹂とかな
んとかいうと︑俺も行ってやるわけだよ︒

それから大島理森なんていうのは︑いまでこそ閣僚経験もしたけ
れど︑このころはまだちょっと弱かったんだな︒郷里から後援者を
ダ⁝ンと連れてきて︑励ます会︑資金パ⁝テイの小さいのを東京の
﹁來てくれ︑いいでしょう？﹂と言われると︑

﹁よし︑

ホテルでやるわけだ︒僕はあそこには初めから侮園も行ってあげて
おるから︑

うグループに行きましたね︒それで最後は公明党と院内会派が一緒

になる︒何か小沢辰男さんの行動はよくわからないんですけれどね︒

海部 辰男さんは︑ここまで書いてはいかんが︑個人的な怨恨がお
って︑入間性において小沢︸郎とは相許されないということで︑
﹁あの野郎の顔は二度と立てない﹂ということを何回も讐っておっ
た︒

偶藤 最後は無所属の会で⁝緒なんですね︒
海部 そうです︒僕も︑もうちょっと選挙区の様子をほぐしてから
でないと︑自分で納得できる大義名分がないと︑いきなり自罠党に
帰るというわけにもいかん︒社会党がもうちょっと生まれ変わって
立派になってくれば︑それも︸つの道だろうけれど︑自艮党もこの
へんで本当に反省して︑わかりやすくきれいな政治ができるような
政党になれば︑これはせっかくできているんだから︑ここでやれば
聞違いない︒

のに︒

﹁おま・兄︑もうちょっと腹を立てるなよ︒もう一呼吸︑二呼

伊藤 小沢一郎さんのほうに行くという選択肢は全然ないんですか︒
海部 あれは初めのころは︑しょっちゅう誘いに来たけれど︒行っ
てやってみても︑栄進党のときに︑せっかくいいところまで行った

行ってやろう︒ただ自罠党は立派ないい政党だと褒めちぎるわけに
はいかんよ﹂と雷ったら︑ ﹁何をおっしゃってもいいですよ﹂と言

﹁改革クラブ﹂とい

うことを善類っておりましたね︒

の健全さを蝕んでおるな﹂というようなことだ︒あの先輩はそうい

か始めて︑それから︑小沢辰男に書わせると︑ 門肉体の健康が精神

あれは身体が弱ってきて︑体力が衰えてきてから︑手術なん

カーッとなる瞬間湯沸かし器的なところもあるんだ︒
伊藤 昔からそうだったわけでもないんでしょう︒

吸おいてから物を言え︒公明党を切つちまおうとか︑公明党は許せ
んとか︑カリカリするな﹂と喬つたけれど︑彼が昔から﹁壊し屋﹂
と言われる理由の︸つは︑そういうところにもあるわけだ︒すぐに

海部
﹁それなら小沢辰男︑おま

うから︑ ﹁よしょし扁と言って︑行ったことがあります︒大島君の
ところは二度ほどあります︒ほかの入のところも︑名前はいちいち
出しませんが︑それまで行ったことのある人は︑頼まれれば︑原則
として都合がつけば応援に行ってあげた︒
伊藤 無所属の会の中心が海部先生だというわけではないんですね︒
海部 はい︒無所属の会というのは︑最後は誰か︑つくらなければ
・ な ら ん だ ろ うということになったので︑

小沢炭男さんも︑この会なんですか︒

え が 歳 が 一 番 上だから扁︒

俘藤

小沢衰男さんは︑無所属の会を経由して︑

一郎は駄目だけれどね︒それは本人もよく自覚しているんだ︒

海部 ええ︑無所属の会ですよ︒小沢辰男は入畜無害だしね︒小沢
楠
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膿小測内閣時代1︵小渕恵三の思い出1︶
伊藤 それで︑この︹九八﹈年の七月に参議院選挙があります︒そ
れで自民党は負けて︑橋本﹇龍太郎︸さんが﹇首相を﹈辞任すると
いうことになりますね︒この参議院選挙の時には︑やはりあちこち
応 援 し て 歩 いたわけですか︒

海部 はい︒そのときは︑放っておいて自民党だけが強くなってい
ってもいかんから︑自罠党でない︑できたら︑当選後は無所属の会
ぐらいに入って︑と思ったんですが︑そういうスケベ根性みたいな
選挙はあまり強くないな︒やっぱり︑はっきりわかりやすく旗印を
立てて︑理屈を言わずに︑本音の謡を正忌にしていかないと一︒
俘藤 無所属の会のメンバーも︑選挙に鐵たわけですか︒
海部 出たものもおります︒志に反して︑嚢選できなかったものも
俘藤

当選したのは︑小沢辰男がそうじやなかったですか︒

当選したのもいるんですか︒

おります︒

海部

伊藤 それで小渕﹇恵三﹈さんが内閣を作られます︒小渕さんとの
関 連 は ご ざ い ましたか︒

﹁いや︑テープじゃな

﹁あんたの最初の演説を

海部 ありました︒長い間︑あれは早稲園大学雄弁会の後輩で︑初
めに立候補したときは僕のところに来て︑

このテ⁝プに吹き込んでくれ﹂と言うから︑

い︑おま︑尺︑そこでやってみろ﹂といって︑やらせた︒

﹁もっと真面目

玉沢徳︸郎君というのは︑そのとき海のものとも由のものともつ
いていなかったけれど︑バンカラな畢稲躍の後輩で︑竹刀をもって︑
﹁ こ ら っ ︑小渕﹂ということで︑デーン と 叩 い て ︑

﹁わかった﹂と雷って︑小渕は帰

︸所懸命そこでこけおどしをやりながら︑僕がい

に性根を据えて覚えろ︒演説で票を取らなければ︑おまえ按んか駄
目だぞ﹂なんて︑

ろいろ謡したんです︒話したら︑

った︒

次の臼︑今度は玉沢が来た︒ ﹁すいませんが︑昨日の話は小渕は
みんな覚えておらんので︑今日はテープをもってきましたから︑こ

のテ⁝プにもう一揉吹き込んでください﹂という︒おれは﹁玉沢︑

おまえ︑ええ加減にしとけよ︒ひとの忙しいときに︒ああいう話は
真剣にならなきゃ︑本当に真剣にならなきやあ︑あんな演説はでき
んのだ︒こちらが本当に絞り出すようにいろいろなものを全部出し

て︑なりきってやってやったのに︑もう一醸とは何だ︒けれども恵
三がそこまで本気に頼んでおるというならやってやろう﹂といって︑
吹き込んであげた︒それを持って帰った︒小渕の家には庭がある︒
あれは生糸問屋ですから︑ガーソと機械が鳴っておって喧しいとこ
ろだから︑そう少々の声でやったって過所迷惑ではないし︑かなり

広い家があるから︑そこで教えて︑覚えさせた︒

そういうことから始まった僕と小渕の開係ですから︑ただ単に大
学の先輩と後輩の関係だけではない︒また小潴の頓知もあって︑ち
ょっと面白い務想をする︒さあ︑いよいよ後援会総会をやる︒護

か応援に来て︑俺のことに提灯をつけてくれなければ︑俺︸人では
全然駄目だから︑やっぱり悪いけれど応援に来てちょうだい﹂と言

﹁よし行くよ隔と言ったんだ︒当日会場に行ったら︑控え

窒にみんなおるじゃないか︒ ﹁なんだ︑おまえも来たのか﹂ ﹁私が

うから︑

行かなければ誰も来てくれんと恵ちゃんが叢ったから﹂といって︑
西岡あたりもおるんだな︒俺も行ったし︑そこにはまだほかにも︑
阜稲闘火学雄弁会のわれわれクラスの連ゆがおったんだね︒だから

小渕は︑なかなかの政治家であったことは間違いないな︒

そして当選してからは︑早義子の雄弁会はみんな仲良くやってき
ました︒勉強するために委員会に行ってはよく話もした︒それでい
っかも奇したと思うけれど︑小難のところとは︑奥さんとも息子と
も娘とも︑みんな家族ぐるみのつき合いをしょうということで︑と

きどき集まってはご馳走を食べたり︑おいしいものをお互いにあげ
たりしていた︒
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そのうちにオリエント急行に一圓乗ろうというので︑イギリスま
で行って︑ロンドンからオリエント急行に乗って︑ずっと旅行した︒
そして小灘もちょっとロマンティックなところがあって︑エーデル
ワイスの歌が好きなんだ︒ 門海部さん︑悪いけれど︑汽車を途中下
車してもいいんだ︒調べてあるから︑ちょっと降りて︑あの尼さん

﹁あれはいい映画だぜ﹂という︒ところ

のおったお寺に行ってこよう﹂と書うんだ︒ ﹃サウンド・オブ・ミ
ュージンク﹄の舞台になった修道院のことです︒ ﹁おまえ︑よう知
っておるな﹂と書ったら︑
糊ないじゃないか﹂と書つ た ん だ ︒

﹁あなた︑もうち

が︑そこを探しても︑ちっとも見つからなくて︑ 雇だけそこをド
ライブして︑

ょっときちんと調べていらっしゃいよ﹂とか奥さんにさんざん書わ
れておった︒それでも︑オリエント急行の旅を続けたというのは私
それはご夫婦で行かれたわけですか︒

に と っ て は 大 変な思い出です︒

楠

悔部 はい︑央婦で行きました︒こっちも夫婦です︒今から思えば︑
娘も息子もついてきているんです︒
楠 いま代議士になった娘ですか︒
海部 代議士になった娘じゃなくて︑姉さんのほうだ︒暁子ちゃん
と い う の が お るんだ︒

楠 いずれにしても︑いま代議士になっているあのお嬢さんはよく
ご 存 じ の わ け ですか︒

﹁何になりたいか﹂

﹁俺は政治家なんかには向かんか

海部 よ一く知っている︑優子ちゃんは︒しょっちゅう遊びにも来
た︒それから醐鴛という息子は︑

ら ︑ な り た く ない隔と初めから雷っておっ た ︒

と言ったら︑ ﹁スキーのインストラクターになりたい﹂という︒そ
して一時期はずっとスイスのツェルマットにあるスキ⁝挙校の堅手
﹁そ

﹁おまえ︑それをおやじと誕したのか﹂と

﹁書つたけれど︑おやじはうんと雷わん隔という︒

をやっておったんです︒
雷ったら︑

のうちに︑俺がおい頼むぞ︑というときはあるから︑その間やりた
いことをやっておって︑その代わり帰ってこいと言ったら帰って来

いよ﹂と言ったんだ︒

小渕自身も︑南米かどこかを無銭旅行しておる最中に門父死ス︑
スグ帰レ﹂なんていう電報を打たれて︑どうしょうかな︑と思って
空を仰いで触ってみたら︑ちょうど財布が空に近かった︒よし︑帰
ろう︑そして政治家になろう︑親の跡を継ごうと決心して︑ブラジ
ルかどこかから帰ってきたというのが︑彼の㎝つの話なんだね︒選
挙区でもずいぶんやったよ︒だから︑ ﹁二君はやりたくないと言っ
ても︑おとつつあんでもそうだったから一といって説得したんです
が︑結局小渕がああいうふうになって︑志半ばで亡くなった︒あの
前には私は党は違っておりましたが︑仲の良い個詩的なつき合いは
ずっと続いておるから︑箏紙を出して︑ ﹁いろいろ噂が流れておる
けれど︑今度︸番頂点を自指すのに一番近い立場におるのは看だと
思う︒頑張れ﹂と書いたんだ︒

灘小渕内閣時代2︵小渕恵三の思い出2︶

海部 あのころ︑ ﹁侮でもありの小渕さん﹂と言われて︑致策的に
もそうだった︒本当の名前は﹁小渕派﹂だったんだ︑ ﹁橋本派﹂と
書かれたことはないんですよ︒ところが︑繊中派がひつくり返って︑
竹下が駄霞になったら︑繊中派﹇←竹下派﹈と雷わずに︑橋本派と
書きだした︒それで小渕がこぼして︑怒っておった︒ちょうどここ

﹇一1海部事務飯﹈ですよ︒木曜日の昼は︑ここでカレーライスを食

いろいろな会があるんだな︵笑い︶︒

べるというカレーの会があったんだ︒
僧藤

海部 その常連メンバーは︑西之﹇武夫﹈と小渕と僕だ︒ともに︸
年生代議士だけれど︑鐙と西聞は家庭持ち︑小渕は実際はそうじや
なかったんだけれど︑ルックス・ライタ・チョンガーだったんだな︒
俺と西岡がいたく嗣蓋して︑ ﹁これ︑恵ちゃん︑おまえもそろそろ
嫁さん候補者がなかったら探してやるから︑身を固めなければ駄騒
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だぞ﹂というような話をしておったら︑話が逆だと言うんだ︒

たほうがいいんじゃないか﹂と雷つたんだ︒無手は中蓉根さんの実

﹁俺

はそう思っておるんだけれど︑うちの彼女が︑あんたはこの次当選
できるかどうかわからんから︑この次当選したら結婚してあげまし
ょうといっているから︑困っちゃったんだ﹂と言うんだね︒それで

たら︑今度はちっとも結婚が具体化しない︒そうしたら在所のほう
では心配になるんだろうな︒侮をやっておるか︒そこから先の表現
は慎んでおきまずけれど︑すでに○○ものになつとるとか︑世間で
いう欝葉だ︒ 門だから早くきちんとやってけじめをつけたほうがい
いと思います﹂と向こうの家族も言うんだ︒醤輝も俺も門そうだな︒
われわれも初めから結婚して当選しているんだから︑結婚しろ﹂と

家と同じような材木屋のお嬢さんだ︒ところが︑やっぱりそういう
ことにはならんと思って︑認めて許しておったが︑お父さんが亡く
なったら︑帰ってきて途端に立候補して政治家になった︒なつちゃ
つた以上はもうしょうがないというこ壼で︑許した︒ところが許し

俺と西岡で︑ 憎よし︑そんなら俺が呼んで話をしてやるから︑いっ
ぺん連れて来いや﹂といったんだ︒
西岡に︑それをやろうといったら︑西岡もああいう男だから︑や

﹁先生方︑何を言われてき

﹇小渕の彼女は﹈真剣に闘かずに︑含み笑いしたりし

りましょうというので︑縞入でどこだったか︑たいして高い料理歴
じゃなかったが呼び出して︑時間だけはゆっくりかけて説明した︒
そうしたら︑
ているんだ︒おかしいな︑と思ったら︑

言ったんだ︒

﹁あんたがいい返事をしないから︑いい返事をさせて

たんですか﹂

むしろ逆に︑あのとき聞いた謡では︑毎曄毎霞恵三がラブレター
を書いたというんだ︒一坐し︑二押し︑三押しでやったらしいんだ
から︑それならば結婚しなければいかんよ︒奥さんのほうは︑ ﹁先
生方︑何か繊違いしてらっしゃるみたいですが︑私がいやだとか︑
私の家が駄目だと言って︑結婚できないわけじゃありません﹂とい

﹁いままでここで説得したことは︑全部裏の裏まで打ち合わせ

ません︒あの人はそんなことを打ち合わせるほどの人ではありませ
んから︒たぶんそういうお話をなさって︑先生方が動いたんだろう

済みだ﹂と言ったら︑ ﹁いや︑ホホホ︑打ち合わせ済みではござい

う︒

くれと恵三が言ったんだ︒なあ︑藪騰﹂と書ったら︑西岡も﹁そう
ですよ︸という︒それも引っかけられておるわけですね︒ ﹁逆です
から︑よく言ってやってください︒うちのほうで︑みんな心配して
いる︒とにかくきちんと結婚式をやって籍を入れてもらって︒落選
してもどうしても︑それはそっちのことだけれど︑とにかく結婚式

﹁恵三が

を挙げてきちんとしないと﹂という︒
あそこはお父さんも衆議院議員だったんですが︑かわいそうに︑
最初の当選までに三回落選があって︑翅圃目に当選して︑やっと当
選したと思ったら︑う⁝つとなつちゃったんだな︒それでお隠れに
なったわけです︒あそこの気丈な小灘浜のおばあさんは︑

と思います﹂と言って︑ちゃんと見通しておるわけだ︒だから奥さ
んのほうが役者が上なんだね︒そういうことがあって︑小渕君がい

よいよ結婚することになったわけです︒

楠 それは二回目の当選の前ですか︒
海部 はい︒その結婚の式は︑仲入を誰にするか︑仲入なんかもう
いらんだろう︒けれども︑いるからというので︑仲人を誰かに頼め
と書ったら︑橋本登美三郎さんか誰かに可愛がってもらっておった
んだな︒それで頼みに行って︑どこだったか︑そのへんのホテルで

政治家になるまでは﹂ということで︑︻切のことを犠牲にして︑買
霧訪問から侮からやったわけです︒そして小泉の二百俵じゃないけ
れど︑ ﹁恵三︑おまえがなるためには︑お蔵の中のものはどうせお
父さんがあれしたんだから︑金に換えて︑それで頑張れ﹂と言って

な く な つ ち ゃうわ﹂と言うから︑

結婚式をやった︒それで︑僕らがその立会人みたいな格嬉です︒面

恵三に言わせると︑

﹁いや︑それはちょっと浅知恵だ︒

¶そこで結婚なんかしちゃったら︑女の票が

非鴬にみんなに期待されておった︒

それをばらしたら本当になくなつちゃうよ︒それよりも幽く結婚し

448一

俳藤
だから︑語れば長い長いおつき合いがある︒

そうですが︒それ以来の家族的なおつき合いなんですね︒

白かったですよ︒

海部

国小渕内閣時代3︵小渕内閣についてV

人なんですか︑という語が︸時期流れたりしたぐらいです︒竹下派

伊藤

海部

存在感もなかった︒

存在感がなかったですね︒

知名度も低かったな︒

を継いで︑派閥のトップになっているけれど︑あまり強い帥象があ
った人ではありませんね︒橋本さんと比べてもそうでした︒

海部

理というところまで注圏されると言いますか︑思われるようになっ

一般はそうなんですが︑政治の中で︑小灘さんがいずれは総

楠 自罠党のなかというのは︑ある種雰常に狭い村なんですね︒入

たのはいつ頃からでしょうか︒

伊藤
間 関 係 が 錯 綜 していますね︒

わけではないから︒あのころ︑畢稲国大学雄弁会の飯の会をやると︑

彼が総理大臣になるなんていうことは︑初めから思っている

海部

小灘さんの電詣は有名じゃないですか︒

海部 鯉入の入的開係です︒そういう醐係だから︑真夜勤でもいつ
でも︑用ができると小渕も電話してくるし︑俺も電話をして話し合
γつ︒

撰藤

集まってくるのは渡部恒三とか三塚博とか深谷隆司とかだ︒ちょっ
と森書朗は︑開き流しておいてほしいけれど︑彼は体力派であって︑
つき合いもセンスも雄弁会じゃなかったんだよ︒ラグビ⁝の閣係で︑
あれは体力派だというζとで︑恒三あたりが︑ ﹁ヨスロウを呼んだ
ら︑おまえ︑ここの会の知性が下がるぞ﹂というようなことで笑っ

ておったんだけれど︒そんなころから︑最初に遣したように︑ ﹇小
渕は﹈治分の後援会総会には︑主な仲間がだいたい来るように仕向

海部 ああ︑ブソチホンといったな︒すぐに電話で返事をする︒そ
れで︸回彼があわてたのは︑ブチが総理になってからですよ︑竹下
登に︑ 門せっかくしてやったことはいいけれど︑あれはな︑あんた
らと違って頓知がないから︑攻められると︑ウウソと詰まっちゃう
から漏と書われた︒そんな頃︑あれは﹁冷めたピザ﹂と言われた︒

けるとかね︒

出そういうときは竹さん︑今

気があって︑会長にエボルブされたのは︑そういうことなんだ︒人

較的︑小輪恵三は︑言っては悪いが︑橋本よりも劇経世会の中で入

て雷って何回も電語をしてきた︒行ってみたら︑みんなおるじゃな
いですか︒これが政治家だな︑と思った︒そんなことがあったので︑
ほかの人にもそういうことを言っているんじゃないかな︒だから比

伊藤 結構やるじゃないですかね︒
海部 そう︒あのときわざわざ﹁誰も来んから︑海部さん︑頼む︒
あんただけは来てくれよ︒来てくれんとどうにもならんから﹂なん

冷めたピザということは︑まずくて食えんという話でしょう︒僕の
言ったのも間違っていたんだけれど︑

﹇冷めたピザは﹈チンす

﹁チンではパサパサになるから駄

度言われたら答えさせなさい︒記者団に︑
ればすぐに食えるようになると﹂

佐道 小渕さんという方は総理になられたときも︑いまの冷めたピ

は す ぐ に 乗 り 切るんですね︒

﹁小渕さんってどんな

目だ︑電熱器で温めなければいけないんだ隔という聞違いもあった︒

ザではないですが︑一般の人間からすると︑

間関係だ︒だからよく恵三はここに来て︑ ﹁俺が会長だぞ﹂と威張
っておったけれどね︒だけど栽聞は︑総裁候補となると︑橋本だと

けれども小渕は︑それを上手に萩聞記者にも言って︑ああいうこと

人？﹂という詰になりましたね︒竹下内閣の時の官房長官で︑ ﹁平
成﹂を掲げた﹁平成おじさん﹂という話で︑どんなことをしてきた

大売り出しがかけやすいから︑書くでしょう︒彼はそれが不平で不
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でもとにかく内閣ができて総理になりましたからね︒

満 で し ょ う がなかったの︒

伊藤

海部なったものだから︑結局︑なんでもありになつちゃったんだ
ね︒ 門なんでもありの小渕さん﹂になつちゃった︒その代わり︑
﹁何でもありでもいいだろう︑景気が良くなったから﹂とか︑そう

いうふうにスッと転換できる人ですね︒

督藤自民党の総裁・総理だから︑ちょっと無所属の会の先生とし
ては︑正面切って応援したりはできないですね︒
海部 正面切って人前には立てませんが︑あんなころ︑もう小渕恵
三の未来政治研究会という資金パーティまでは行っていましたよ︒
伊藤 じゃあ︑ある程度距離をとりながら︑つないではあったとい

この年の暮れに︑自由党と自民党が連立するという︑思いも

海部

麹由党が無所属の会を激り込もうという話ですか︒

いや︑自民党じゃない︒こっちと自由党だ︒

傍藤慶罠党とのあいだですか︒

そろうまく行くよ︑雪解けだよ︑というようなことを言ったと思う︒

ておるのが︑わかりやすく新聞記者にずっとしゃべって︑もうそろ

て︑ここに入れて話したこともあった︒そのときは︑ ﹁もういっぺ
んご指導いただけませんでしょうか﹂といって非常に低姿勢で︑彼
にとっては煮︑凡くりかえるものを冷やして︑冷凍庫へ︸晩入れてか
ら頭を下げに来た︒誰がついてきたおったかな︑二︑三人連れてき

ら入ってくればいいじゃないか︑わざわざ呼び込まんでも﹂といっ

うそろそろ呼び込んでもいいですか﹂と言うから︑ ﹁何を？﹂と言
ったら︑ 門小沢⁝郎が﹂と讐うから︑ ﹁小沢一郎が話をしたがった

ただ︑あの小沢一郎が︑ここ﹇海部事務所﹈の廊下まで来て︑立
って待っているわけだ︒それでお使いが入ってきて︑麺覇が︑ ﹁も

いうことになって︑入った︒

海部 非常に言いにくい話ですが︑もうそんな頃になると︑小沢︻
郎のほうは先を見て︑先を読んで︑釘かできたら︑この秩序は壊し
て︑もうちょっと大きくなるような策を考えなければいかん︒そう

門えっ﹂と思われたんですか︒

かけないことが発生するわげですが︑これはごらんになっていて︑

伊藤

墜自由党への合流と自自連立望

っていくことはありませんでしたね︒

る︒それから︑あれらは︑⁝同とはうまく行くはずがない︒瞬時に
あれは自由浅主党をつくった︸郎先生の本当の慮が流れているから︑
被会党のあっちに行くわけにはいかん︒呼んだら来て︑一緒に飯を
食ったことがあるんですよ︒けれども︑それはその後癸展して広が

ズ

俘藤
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うことですね︒

﹁海部さん︑来てくださいよ﹂と言うので︑

海部 超えてならない一線というのがもしあるとするならば︑超え
ていなかったと思います︒それはノット・オンリー小渕恵三で︑小
渕だけではなくて︑いまも言ったように大島だとか︑西岡だとか︑
ああいう人々の会があれば行く︒選挙区でも︑長騎の知事選挙で何
かあったな︒県会議長でこんなのがおって︑西岡によほど困るかと
い っ た ら ︑ 塞るという︒

応援に行ったことはあります︒ ﹁俺が応援に行って票が減っては行
かんぞ﹂と書ったら︑ ﹁そんなことはありません﹂と言う︒あそこ

そ れ は西岡さんの縁ですか︒

も蕪日から行っていますから︑みんなが知っているわけです︒行くと
¶ や あ ︑ やあ﹂という入が多いから︒
撰藤

はい︑初めから応援に行っている︒
﹁新総合政策研究会﹂︑代表が小沢辰男︑先生が顧問ですね︒

辰男がどこかから闘いてきた情報だ︒あれらも−内心に不平不満があ

それが無所属の会がいろいろ衣替えしておるさなかの︸つで︑
そのとき集まったメンバ⁝が面白かったのは︑ホ当に無所属になる
ならば︑海部俊樹と並びの待遇をしてやるといって︑鳩山由紀夫も
鳩由邦夫も︑二人とも参加したいと書って来たんです︒それは小沢

海伊海
部藤都

海部 取り込もうというか︑よかったら︑無所属の会の人が自由党
にカを貸してくれるならばありがたい︑ということだ︒
伊藤 そうしたらそのあと︑三曲党は自民党と連立するじゃないで
すか︒

海部 それは小沢は先の読み方が皐いやつだから︑これはものにな
る︑あるいはものにならん︑どれぐらいまで行くか︑ということを
見抜いて︑次の手をすぐ打ってくる︒起承転結が窪いもの︑あの入

海部

娯藤
小沢辰男さんの解釈なんですね︒やはりそういうものですか︒

その解説をしてくれたのは小沢辰男のほうだったけれど︒

自民党に入って︑中で壊そうということですか︒

は︒

伊藤
︸転して塞

自自連立というのは︑僕らも州ええっ﹂と思いましたけれどね︒自
畏党を脱党して︑自一党政権をつぶした当のこ当入が︑

時は本気になってそういう気になっていましたよ︒実らな

罠党と連立を組もうというんですからね︒

海部
か っ た だ け の 話です︒

便藤 山山蓮立は実際に実現するわけですね︒今度は︑先生は小沢
さんと会談されて︑自由党に合流されるということになりますね︒
こ れ も 解 説 が 必要ですね︒

海部 それは欝盛りの長い話じゃないですから︒
伊藤 だんだん﹇現在に﹈近づいてくるから危ない話かもしれませ

門おまえも前

んが︑小沢さんと共にできないという海部先生が︑小沢さんの自由
党に入る一︒
海部 だから自由党に入るというところまで︑僕らは約束していま
せんね︒その中を敢り持って︻筋懸命走っておったのは︑小沢辰男
と︑いかなる加減か酉商だったんですから︑酉騰に︑

科⁝犯だからよく気をつけてやってくれよ︒また今度⁝緒になって
督藤

最 終 的 にはね︒

でも最終的に︑先生は自由党に入られるわけでしょう︒

壊れたといったら︑それこそ駄霞だよ﹂という話もしましたね︒
海部

海部

伊藤
うん︒

それで自由党の最高顧問になられる︒

俘藤 今度は小沢さんと組んで︑政権党のほうになるわけですね︒
海部 あのころ︑政権党であろうとか︑政権党でないということよ
りも︑新進党をやってみて︑あれだけ情熱を込めてやって︑弓折れ
矢尽きたというところまで行って︑極限まで行っていますから︑そ
ういうことに対して︑色気も思いもないけれど︒しかしそんなこと
を言っておったんじゃあ︑政治家として無責任ですから︑自分の立

場︑自分の持ち場で︑できるだけのことはしてあげましょう︒

そしてずっと見ておると︑そんなころからですね︑考えてみれば︑
僕が地球環境問題に雲気になって取り組んだり︑アメリカとの旨本
の関係はいいけれど︑ヨ⁝ロッパとの関係がよくないんじゃないか
と思って︑日本とEUとの文化交流を毎年やろうという認を当時の
EUの委員長であったフランスの︵佐道 ドロ⁝ルですか︶ドロー
ルと話して︑それをやったので︑Euと日本の嬌渡しをやらなけれ

ばいかんではないか︑それには拠点もいる︑それではということで︑

長いことやっておった講衆友嬉議員連盟の会長を引き続きみんなが
やれというからやった︒それで去年も︑第三十九圏になりましたが︑
定期交流でドイツまで行って︑議員交流をやって帰ってきたという

ことがあります︒ヨ⁝ロソバのほうに第二員を置こう︒

撃発関係はきちんとうまく行っておるし︑さあとなったら︑ブソ
シュ︹父﹈のところに電話をかければ︑ブッシュは︑ ﹁侮でも書っ

てこいよ︑いつでも書ってこいよ﹂ということになっておる︒向こ

﹁ちょっと来いやと書われても︑あんたんところちょっと

うからも遠慮会釈なく︑用があったら﹁カイフ︑ちょっと来いや﹂
という︒

遠いからな﹂なんて冗談を言っておったんだ︒

そして最後は︑いよいよ驚晃のアジアがいかんからということで︑
ヨーロッパとともに︑アジアに対しても何かできないか︑と思った

モンゴルへ行ったということですね︒

ところで︑手を広げていった︒

伊藤
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海部 はい︒モンゴルだとか︑中越だとか︑言われるままに行きま
した︒脱線するが︑モンゴルも今度建国八百年記念ですよ︒

う︒侮回選挙をやっても︑何図わがほうが内部で画策しても︑それ
は駄農なんだから︒

楠

伊藤

どね︒

言い方としては︑選択肢の申に入っていたということでしょ

視野に入っていなかったというと︑嘘になるかもしれんけれ

そうすると︑この時点で先生は自民党にお帰りになることが視

僧藤

野に入っていたと考えてよろしいんでしょうか︒

ジンギスカンからですか︒

海部 おう︑ジンギスカンだ︒義経がお隠れになって八百年ですか
海部
それをくっつけるために︑一番いいと思うんだね︵笑い﹀︒

やっぱりジンギスカンは義経ですか︒

ら︒

楠
海部

海部 そういうことですね︒ということは︑こと志と違ったけれど︑
それなりに自民党の体質改善をして︑われわれの書って来た﹁わか
りやすくきれいな政治漏にするための選挙制度の改革も︑一入︸区
の小選挙区であそこまで来た︒まだ理工はありますよ︒僕は比例区
の制度は曖昧にしておって悪いし︑今度の愛知県でも︑ ︻人︑都築

︐つ︒

楠 ちょっとよろしいですか︒先生が自由円に合流されて最高顧問
になられるのが一九九九年一月十四艮です︒それで白由党と自民党
の連立が同じ年の﹇月十四日です︒このあいだには何か関係がある

﹇譲﹈なんていうのが駄目になると︑その次に上がってくるのが︑
ほかの選挙違反でいま引っかかっておって︑こんなのを嘱したら︑
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と考えてよろしいんですか︒自罠党と自由党が合流するということ
を前提に︑先生が自由党にお入りになったということでしょうか︒

また駄霞になる︒

小沢さんとは︑いちおう手打ちをされたということですね︒

海部 向こうがここに来て︑ 二毛にやってもらわないとあれだか
ら︑頼む﹂と言って来たときに︑小沢展男が仲人役で︑西岡武夫も

俘藤

挙区のほうがよっぽどいいと思っていますからね︒

ればならんけれど︑といって︑今すぐ変えるわけにもいきません︒
そういうことが続いておるうちに︑みんなに認識させておいて︑変
えていかなければならん︒私は前の中選挙区制に戻すよりは︑小選

じゃあその下は︑と言ったら︑もういい加減なところまで︑名簿
の順で上げてくる︒だから︑ああいう点はきちんと変えていかなけ

俘藤どっちが先なんですか︒
海部 あのときは︵もう自民党のほうが合流しますと︒全部一緒に
なってもらって︑要するに保守・和動の僕の理想に一歩でも近づい
て行くならば︑やろう︒それまでいろいろ自分の思いで︑自分の判
断でやってきて︑こと志に反したわけだから︒その責任を痛感しな
がらやっていこうと思ったんです︒
おそらくあのときは︑反自由じゃなくて︑自画党を助けてやろう︒
門補完勢力になってくれ﹂という本音の話も自民党の．ほうからもあ
っ．たし︑また現にこんにちまでやってみれば︑まことにその通りで
すから︒

頼むよ︑ということだった︒けれども︑その後格別そういうことに
ついて話し合ったとか︑飯を食おうといって︑昔のように親しく飯

極藤 そのときに︑自昆党に戻るのではなくて︑自由党に入られた
わけですね︒

伊藤

でも自由覚の党首と顧問ですからね︒ふつう顧問というのは︑

を食うことはなくなりました︒

海部 自民党に罠るんじゃないけれど︑自民党をもつと支える︒ど
うせ片方の中心の旗印として︑自民党は残らなければならんでしょ

あまり顧問業はないんですね︵笑い︶︒
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海部 はい︑それはそうです︒
伊藤 担がれているだけですか︒可笑しいですね︒慈自連立ができ
る︑非當に安定したような感じですが︑じきに小沢さんは連立を離

海部 それは面白くないですよ︒
俳藤 特に小沢さんなんかは面白くないですね︒

海部 そうです︒存在感がなくなる︒
俘藤 存在感がなくなるだけではなくて︑もともと公明党とはやり
合ったわけですからね︒

脱するというようなことを言い曝すんですね︒
海部

それは︑そう言わなければ存在感がなくなってしまうから︒

また言い書したな︑というのが当時の感じです︒三園目か囚圃目の
﹁またやったな︑あれは︑やっぱり﹂

傑藤

﹁どうぞ﹂とは言わんだろうけれど︑言わんばかりの扱いを

そこで︑自由党の中がまた割れるわけでしょう︒小沢さんと

受けるわけです︒

海部

﹁どうぞ﹂ということになる︒

てもいい︑それでその通りに︑自由党が﹁趨ていくそ﹂といっても︑

海部 そういうことはないでしょうね︒公明党との問題は永久に解
決しないのかもしれんし︑これをわかりやすくきちんと解明する理
論家もまだいないんじゃないですか︒
佐道 公明党の側も︑小沢さんとは少なからぬ因縁があって︑一緒
にと書われて︑そう素直になれる人たちばかりではないと思うので
す︒そうすると︑いま公明党の首脳になっておられる方々が︑小沢
さんとのことはあるけれど︑やっぱり自民党と一緒にやっていくん
だということで動かれて︑積極的にやっていたということになるわ
けですか︒神騎﹇武法﹈さん︑冬柴﹇鉄三﹈さんですがi︒
海部 特に冬柴なんかは︑与党になろうと思えば︑それしかない︒
伊藤 いまの説明であったように︑自公が連立すれば自由党はなく

うことはないんですか︒

楠 穿った晃方かもしれませんが︑最初に自罠党が自由党と組んだ
というのは︑いずれ公明党と組もうと思ってアテ馬に使われたどい

離 脱 騒 ぎ を やったときには︑

﹁そんなことをいっても︑そうしないといけませ

﹁今度はそんなことを言わずに︑あれしとったらどうだ﹂と

いつもそういうことを言っているんですね︒

と い う 受 け 翫め方でしたね︒

伊藤
海部
僕らが書っても︑
んよ︒なめられちゃう﹂と霞う︒

●自自公連立
伸藤 そして今度は門自自公連立隔になるじゃないですか︒これは
公明党を誰がどういうふうに引っ張り込んだんですか︒先生なんか
全 然 關 係 な しですか︒

海部 あのころは︑石国幸四部もそういったことをやる情熱もカも
だんだん失っていました︒あの入は謝価学会のほうの大物ですから
ね︒

俘藤 自自公の連立で︑とにかく政権としては安定したな︑という
ことでございますか︒
−
海部 はい︒逆に言うと︑いまでも自公の連立でいちおう安定して
おるわけです︒

佐道 数からいうと︑自公が組んでいれば基本的に安定するわけで
すね︒そうすると︑自虫党の存在感︑緬値は︑相対的に下がってし
まうということになるわけです︒そうすると︑自由党側としては︑
自自公と言われても面白くないということになりますね︒

いう人は︑くっついている人がいつも同じではないですね︒
海部 あそこの出入りは最も激しいですね︒
伊藤 面白いですね︒いつも側近が違う︒
海部 小沢が最初に幹事長をやった噴は︑中村喜四郎が腰電着みた
いにくっついていると思ったが︑離れちゃった︒それからこのあい
だ離れたのは熊谷弘だ︒あれは︸時期は小沢の家来で︑四島返還の
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ガセネタをもって︑ボリスキイとかいう男のところへ駆けだして︑

小沢のロシアに対する窓口を開くために努力したわけです︒それか
ら︑最後に中西﹇啓介﹈と二階﹇叢薄﹈が小沢と一緒にやらずに別
れてきたときに︑僕はびっくりしたんだな︒

佑道 小沢さんの側近だということで︑小沢さんに近いといわれた
減たちが︑やがて小沢さんとは繰に天を戴かずという感じになりま

伊藤

海部
はい︒

遠くで見ていたほうがいいということですね︒

近ければ透いほど︑ひしと感じる憎悪感が大きいみたいだな︒

すね︒

海部

佐道 若手は︑しかし﹁小沢チルドレン鳳という人たちが︑これま
・たしつかりいるわけですね︒

海部 当選をさせてもらうためには︑それしかない︒資金が比較的
来るためには︑それを言い︑人寄せパンダみたいに出ていって︑人
を集めてよくやってくれる︒選挙にもプラスになる︒そういうこと
面 倒 見 がいいんですか︒

の提供はこまめにやっておるだろう︒
楠

海部 そう︑そう思うんだ︒けれどももう一方の評価は︑西瞬なん
かが蓑向きはくっついておるけれど︑心が離れているのは︑会に出
てきて話もしないし︑なんとかの会にはあんたは来るなとか︑おま
︑尺は来るなとか︑人好みもよくやるし︑結局わがままだ︑というん
だね︒そういったことで︑二身が心を許さなくなったのは︑小沢に
とってはかわいそうだけれど︑悪いことだったな︑という気がしま
すよ︒

翻保甲乙の結成
二段 だんだん最近の話になりますが︑変転が激しいじゃないです
か︒自自連立ができて︑自良公連立ができて︑自由党が離れる︒こ

海部

それで自由党の中の残留派は︑先生が保守党をつくられるわ

短い期間ですよ︒

れは短い期間ですね︒

掛藤

けですね﹇二〇〇〇年回月﹈︒そして保守党と自民党と公明党の連
立︑三党達立ということになりますね︒

海部 はい︑そしてあのときなぜ短命に終わるようなことになった
かというと︑やっぱり保守党のほうが︑最後は保守薪党になったか
な︑あれが問違いだったんだ︒熊谷弘というまがいものが入ってき
たがために︒

伊藤 最初の保守党の時は野駅﹇毅﹈さんが党首みたいな形ですね︒
海部 これも言いにくい話だが︑ ﹁どうしても顔を立ててそうして
もらわんと︑あなたはもう総理大臣もやられたし︑立派に遜る名前
と顔だけれど︑私の場合は︑今度させてもらえなければ落選してし
まう︒選挙区で当落がかかっているんだ﹂ということを首をうなだ
れて言うわけだ︒事情を調べてみると︑その前に僕も︻緒に応援に

行ってやった熊本の市長︑三角﹇保之﹈鴛という若いいいのが当選
したんだが︑それも布長選で自民党公認に負けちゃったんです︒そ

れでもう面擦だというので︑野韻君は自分の地位を確保するために︑

いろいろな人に頼んで︑自民党に帰るという話をし出した︒

俘藤 党首になってからですか︒
佐道 それは保守新党になる前後のときのことですね︒
楠最初保守党は爾千景さんが党首だったんですね︒
海部 扇だ︒薦さんをm保守党党首に扁したのもこっちの責任で︑
扇さんは﹁私は女だから﹂と誉って断わったんですよ︒ ﹁私は女だ
から︑先生︑やってよ﹂と言うから︑ ﹁おまえさんね︑われわれは
いまみんなすべてを賭けて︑みんなが自分をさらけ出して︑どうや
ったらβ本の政治のためにこの党が成り立つかということを︑良質

の部分だけでも残っていかなければならんので︑やっているんだか
ら︒女だからできることもあるんじゃないの鳳と言って︑ ︻晩かか
りましたね︒
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伊藤
海部
伊藤
海部

しかし扇さんとはその前からつき合いがあるんですか︒
ああ︒あの人は無類の麻雀好きだ︒
先生も麻雀はお好きですか︒
はい︒嬉きではないけれど︑おつき合いだけはよくやってき

ゴルフか麻雀は必修科目ですね︒

ました︒それは議運︑国対におれば︑やらざるを得んでしょう︒
楠

海部 特に公明党の人なんかは︑ゴルフを先にやらないと︑麻雀の
席にもなだれ込まないんですよ︒だから面倒だけれど︑第︸幕はゴ
ルフ場でゴルフをやっておいて︑そこで打ち合わせをしておいて乗
り込んでいくと︑それなりのしつらえの場所があって︑自罠党のわ
れわれでは決して使わないようなところに行く︒だからゴルフと麻
雀というのは︑あのころの国会の潤滑油だったと思いますよ︒

海部 あれは︑それぐらいびっくりしたようなイメージチェンジを
しないと︑変わらないだろう︑ということです︒時計がカチカチ鳴

っているだけではいかんわけで︑柱時計がここにあるぞという存在

感を高めて︑チンと鳴ることですからね︒ ﹁溺さん︑あんたも死ん

だと思ってそれをやれよ﹂ ﹁いやだわよ︑縁起でもない﹂ 門そうじ

﹇扇子景氏は二〇〇〇年七曜︑第二次森内閣で建設大臣として入閣︒

扇さんはもう建設大受になっていましたか︒連立をしてから︑

やない︑あんたも死んだと思って﹂︒
楠
ですか︒

自自連立の際は︑野田毅が自治槽として入鶴︑自自公連立のときは二階氏が運輸
相として入閣﹈

海部 初めの時はなっていないんじゃないかな︒
楠 党首になってから火臣でしたか︒
海部 そして︑党首になってから盤土交通大臣になったんだ︒
楠 国士交通大臣の前から建設大臣をしてましたね︒かなり長かっ
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たですね︒

それは党首だから︒

あれは最後に思わぬ拾いものをしたんだ︑という評衝だな︒
まあ︑そうですね︒

途中は一回も大臣も何もやっていないし︑党首もやっていな

本来︑︻番おいしいポストですね︒

じゃあ︑扇さんを説得したのは海部先生ですか︒
僕が推薦したんだ︒

張れや﹂と言ったが︑そんなころからもうやりたくてうずうずして
おった︒それでさっきちょっと順番を間違えたが︑いよいよ野田を

あいう連中をみんな呼んで︑ ﹁野顕がこんなことを言っているけれ
ど︑なんだ︑もうちょっとみんなで応援するから︑しゃんとして頑

佐道 野照さんはご自身がやりたいと言っていたんですね︒
海部 野田は︑初めから理由として︑ 門私はこの次の選挙に当選で
きません鳳と︑こう言うんだ︒それで二階や西川﹇太〜郎﹈や︑あ

海部

俣藤

楠

かったんだけれど︒

海草｝海恥

それが︑いまえらそうなことを雷っておっても︑社会党でも民社
党でも好きな入はおるんだから︒いまでも五本の指に上がるくらい︑
今晩ちょっと時間があったら︑と声が出てくる社会党の代議士がい
る︒これもまたちよつとどぎつい話だけれど︑議員宿舎でやったん
だからね︒議員宿舎に行くから︑ ¶俺は宿舎だけはいやだよ漏と言
ったら︑ 門いや︑そんなこと︑ここでやってりゃあいいんだよ﹂と
かいう︒それは総理になってからのことではないですよ︒前後ごち
昔 の 話 ですね︒

ゃ ご ち ゃ な っておりますが︒
俳藤

海部 議運の委員長の頃の話だ︒
佐道 いまの扇さんの前後の話なんですが︑小沢さんが連立を離脱
する︒それで自由党の申の反対派が小沢さんにはついていけないと
いうことで︑自由覚を離説して新党を︑ということになりますね︒

当時の萩聞などを読みますと︑先生ご自身も新党結成のほうに動い
ておられるという報道もあります︒そのあとさかんに出てくるのが
野顕さんの名前なんですね︒結局出来上がったのが保守党というこ
とで︑溺さんが党首になる︒先生が最高顧閥になることはわかるん
ですが︑党首は野嗣さんではなくて︑なぜ扇さんなんですか︒

部藤部藤

党首にしてやろう︑ということになった︒そうでないと︑本当に選
挙は危なかったんだ︒選挙でやられちゃうということで︑みんなの
助け合い運動で︑野田党首にしたんだけれど︑残念ながらそんなこ
ろ︑裏で熊谷と手を握って約束をしておって︑熊谷のほうはおかし
な動きをしておる︒だから僕は︑ああいうときはわかりやすくやら
なければいかんから⁝︒
轡藤 熊谷さんと組んで︑どうするんですか︒
海部 熊谷がたくさん連れてきて︑毘主党が大きくガバッと分かれ
る と い う 触 れ込みだったんです︒

くるよ﹂といって︑その話はパ⁝にしたんですね︒
伊藤 この保守党の時の選挙は︑海部党の選挙ですから︑別に
︒
海部 そうです︒霞民党は対立候補を立てないんだから︒その前の
時もそうですがら︒結局︑三回僕は﹇自民党の外で選挙を﹈やった

んですけれどね︒三塁とも私の選挙区には自毘党は門候補者をU立

てない︒自民党の県連の幹事長や選対委員長がみんな揃って来て︑
﹁先生︑今度絶対にこっちからは立てませんから︑あまりひどいこ

とを言ってこきおろしてくださんな﹂ ﹁わかった︑わかった︑ほど
ほどにしておくからな﹂と言って︑そのころがサトカン﹇佐藤観
樹﹈の煩悶の時期だったんだね︒

そのことと野闘さんとはどういう開係になるんですか︒

伊藤

匿森内閣から小泉内閣へ

それで︑小渕さんが倒れられて︑森内閣ができます﹇二〇〇

海部

俘藤

肉体派か何かわかりませんが︵笑い︶︒

そうです︒

森さんも︑言ってみれば早稲顯の仲開ですね︒

ないんだから︒けれどもラグビーのほうでは赫赫たる成果がある︒

海部 肉体派であって︑頭脳派ではなかったけれど︒学生の時は︑
だって登壇して演説をやったことはないんだもの︒記録が残ってい

伊藤

とある︒

海部 聞こえてくる詣ですし︑聞こえてくるよりも︑闘かせたいと
思っておる人もおるわけです︒だからああいう誰は︑意識的にずっ

〇年四月﹈．この森内閣ができるときにまたいろいろな話がありま
したが︑そういうことも聞こえてくる話ですか︒

伊藤

海部 野購さんはそんなことになっても︑ならんでも︑なんでもい
いからとにかく寅分がいっぺんは大将にしてもらわんと︑選挙区へ
顔向けがならん︒もうこれでいいんじゃないかと言われて追い落と
されるから︑そこは頼む︑ということだったんですね︒
伊藤 この二〇〇〇年二月の総選挙で︑先生は保守党ですが︑自践
党の推薦も受けるということで︑ひさかたぶりに自民党の本部にも
行 か れ た と い うことですが︒

海部 いや︑自昆党の県連が︑いっぺんちょっと顔を出してくれと
いう︒

伊藤 県連はわかりますが︑本部にも行かれたんですか︒
海部 本部にも行ったんです︒久しぶりだな︑ということで︒こだ
まあ︑連立しているんですからね︒

わっておってもしょうがないですから︒
俘藤

海部 ところが︑そのときに中へ入ったやつが︑ ﹁写真を本部に掛
けますから︑写真を見に来たと行って入ってもらえば︑入りやすい

伊藤

ラグビーの体型だ︒

わかりますよ︑あの体型はそうですね︒

ルックス・ライタでわかるでしょう︒

写真はそのとき︑ないんじゃないですか︒

海部

でしょう隔という︒

横藤

いや︑ないんですよ︒ないから︑掛けるというんです︒

﹁そ

海部

楠

でもいちおう雄弁会のメンバーということにはなっているんで

れは手続きも何もなしであれしたら︑本当にミエミエじゃないか︒
この次の選挙いっ︒へんぐらいは︑歯を食いしばって頑張って勝って

456一

すか︒

海部 籍は入れておったでしょう︒会費を払っておったかどうかは
知らないけれど︒

りますから︑よく覚えておるんです︒

から闘いているんだろうな︑僕と西岡と小渕も呼ばれたな︒ ﹁喜朗

それから森は︑ああいうふうに身体が大きいので︑ラグど一を︸
所懸命やったんだ︒雄弁会の部室に来て練習したり︑弁論大会に出
て早稲田のために︸等︑二等という賞をとったことは寡聞にして聞
いたことはないけれど︑ラグビーのほうは︑皐稲圏で頑張ってやっ

おられて︑会認もあったと思うんですが︑先ほどの話ですと︑例え
ば小沢さんが﹇連立から﹈出るぞ出ないそ︑という話をして︑それ
は狼少年みたいになっているから︑自艮党の側にはそんなに大きな
ショックはない︒実際に自盛と公明とがいれば政権は安定するわけ

がお徴語になりますので︑どうぞよろしく﹂なんて︑お父さんのほ

要道 保守党というか︑その前から自自連立で与党側にいらっしゃ
ったわけですね︒党は分かれたけれど︑小渕さんとは親しくされて

です︒その︸方で︑小渕さんが倒れたときに︑嶺時の報道で︑小沢

お父さんというのができた入で︑長い問︑根上︵ねあがり︶とい
う町の町長さんをやっていらっしゃった︒東京に出てくると︑日頃

ておりましたね︒

さんが連立を離脱の決定をしたことが小渕さんにはショックだった

うがわれわれを上座に座らせて︑ご馳走してくれたものでした︒
﹁お父さんはそういう人なのになあ︒あのお父さんがあるから︑あ

ておりましたけれどね︒人が好いところを丸幽しにするものだから︑

んだ︑こたえたんだ︑と言われていたんですが︑小渕さん自体は︑
連立の解消ということについてどう思っておられたんでしようか︒
あるいは︑自由党との連立について小渕さんとお語をされたことは

ああいうことになつちゃうわけだな︒

さて︑ここから飯ですが︑森内閣は短いんですね︒

付くんでしょう︒

﹁このごろはあかん︑

ールを投げた︒中教審にボールを投げれば︑だいたいどんなところ
へ落ちるか︑任命権者が上なんだから︑そういうことになって片が

た︒けれども結局︑あれも途申で中学校の教諭のところだけカット
して︑人五〇〇億︒あとのことは全部そのままにして︑中教審にボ

あれも頑固で侮も闘きやせんから﹂ということで︑最近は︑三位一
体の中で︑命がけでわしが反対してつぶしてやるなんて言っておっ

のことを小泉に闘いてこい﹂なんていっても︑

俘藤 それで小泉内閣になってしまうということですね︒
海部 小泉は︑そもそもが森にとってみれば家来みたいに思ってい
ますからね︒弟みたいに思っているんだから︒それでみんなに門こ

脚つ︒

海部 だって初めに石に願いたんだもの︒そして素直に認めて︑素
直に言い訳もしないでやればいいけれど︑そうでもなかったでしよ

俣藤

れもあれだけ救われているんだ﹂というようなことをみんなで雷っ

ございますか︒

海部 それはあるけれど︑どれが本音でどれが人を噛んで振るうか︑
小灘は大政治家だからね︒人の裏の裏まで読んで︑あさってのほう
の物を言うから︑それはどうかわからんけれど︑少なくとも僕と小
渕君との闘係は長いこと続いておって︑裏も隠しもないわけです︒
だから︑相当気にしておったことは問違いない︒それはまた︻般に
みんなが︑あれは小沢が殺したんだ︑とひそひそ言ったじゃないで
すか︒

伊藤 それで森内閣ができますが︑森内閣に乱しては︑小渕内閣と
詞 じ よ う な 感じですか︒

海部 私事入は︑早稲鴎の雄弁会におったということもあるし︑森
のおやじの終わり頃の選挙の応援に行ってあげたら︑大雪が降って
朗じこめられたこともある︒ 門つば甚﹂という料亭みたいな旅館に
泊まっておったら︑大雪が降って出られなくなった︒ ﹁つば甚﹂に
あった蟹を全部食べてもまだ圏鉄が動かなかったという︑これは実
話です︒それぐらい森のあれには頼まれて︑応援に行ったことがあ
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国擦守新党
伊藤 昆主党の熊谷さんたちの﹇保守党への﹈合流の話は︑前々か

海部

総理の時代です︒そんな旛限があるのは総理です︒小沢一郎

は総理特使で行ったんですから︒

るのが精︸杯であったのではあかんから︑そういう︸緒になってや
ろうという問志がおれば︑完成品が入ってきてくれればそれは手っ
取り早いではないか︒ただ︑ ︸人や二人ではいかんから︑なるべく
二桁でごそっと来てくれるようにしなさいよ︒ただ︑言ったことは︑
こちらから物欲しそうに数を増やしてくると言っても︑熊谷はもと

海部 そんなに前々からではないけれど︑少し候補者を立てておっ
ても︑わがほうも︑なかなかいい候補者がおらんわけだ︒それから︑
立てても当選できると決まったものではない︒金城湯池のように思
っておった愛知県でさえ︑江晦鉄磨⁝人をかろヶじて最後に救済す

北方領土の四島問題を片づけないと駄録ですよ︑ということを本当

行けばまず立場がよくなるというようなことをひそひそ言ったとき
に︑それは駄昌だといって︑三木さんとも饒はいろいろ議論した︒

呼び出して︑とことん話をしていきます︒四島のことをきちんとや
ってきます﹂と言って電設してきたことまでは正確に覚えています︒
﹁頼むぞ︑二島あたりでうんと言ってくれたらいかんよ﹂と書つた

らあるんですか︒

も と 社 会 党 の連中だから︒

に声を大にして言ったぐらいですな︑身体を張って︒

伊藤 結局その話は作り話だったわけですか︒
海部 作り話だったと思うのは︑小沢が向こうに行ったときに︑お
膳立てが何もできていなかった︒僕のところに電話してきて︑ ﹁ち
ょっと帰りが︸曝︑二日遅れますが︑こういう理由でボリスキイを

楠 いや︑違いますよ︒彼は通産官僚ですよ︒窮民党でしょう︒自

あの壊から二島返還論というのはくすぶっておりましたしね︒平
沢勅重さんなんていうのが中に入って︑三木さんにも二島返還論で

んだ︒

畏 党 の 参 議 院ですよ︒

熊谷はそれをやろうと思ったんだろうな︒だけど駄目だよ︑とい
うことはよく言っておいた︒小沢も自分が行って話すときは︑ 門そ
れは総理もそこまでおっしゃるから︑その通りで片づけていきまし

海部 平浅党か︒参議院か︒ただあれは小沢の家来で︑四島三宝の
時に︑ボリスキイというロシアのいい加減なやつに深入りした︒こ

ょう隔と言った︒

﹁まず五〇〇億円手付け金を乱し

んな話はしたことはないけれど︑

伊藤

ということです︒

楠 だけど熊谷さんというのは︑民主党にいたときは反創価挙会の
先鋒だったんですね︒だけど蔑主党を出て連立に参加するというこ
とになったら︑仇敵の公明党と手を結ばなければならない︒実際に
彼は平謝りして︑詫び状まで書いたという話がありまずけれどね︒
海部 政治家として恥ずかしいことですよ︒
楠 そんなに民主党がいやだったんですかね︒というか︑画幅党に

海部

くなかったんですかね︒

熊谷さんが罠叢誌を出ようと思ったのは︑民・王党の中で齎白

てやって︒そうすれば︑これは二島で進みますよ﹂ 門おまえ︑二島
ではいかん︑四島だ︑あくまで四島しかいかんぞ﹂といって小沢と

棉当議論したことがある︒小沢もコそれは同時着陸でなくても︑こ
れがついたときにあとの一︑一島はこういう手続きをして︑これまでに

入れるとか︑あるいは将来の国境線はこれだとか﹂というようなこ
とを言うから︑ ﹁鴎島でなければ駄員だ︒駁論が収まらんから﹂と
寄った︒熊谷にも門そんなことは直島でなければ駄目だよ﹂という
それは総理の時代ですか︒

ことを謡したことを覚えておりますからね．
俘藤

将来がないと踏んだんですかね︒
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佐道 罠主党の中で立場がなくなったんですかね︒
伊藤 それで保守薪党になるわけですね︒そして野閏さんは出てい
く︒

海部 それは出ていって独立しなければ選挙が駄農だ︑ということ
伊藤
うん︒

保守党では駄目だ︑ということですね︒

ですよ︒

海部

佐道 良毘党に応援してもらわないと選挙に勝てない︒
海部 それで逆に言うと︑ ﹁私が党首になって保守党をこうしてお
いて︑自残党でなければいかんといって復党を頼んだら︑︸番わか
りやすいPRではないか﹂というようなことまで膚民党に頼んで︑
自罠党は︑ ﹁じゃあいらっしゃい﹂と書つたけれど︑あそこ門野田
氏の小選挙籔﹈は役入の古いのを﹇自民党は﹈公認していましたか
らね︒建設官僚です︒だからそれはそれで選挙をやったので︑比例

の当選の可能性のあるところに野紹は入れてもらって︑選挙をやっ
たんですよ︒

伊藤 だから入ってくる人あり︑出ていく入ありで︑実勢力として
は あ ま り 変 わりない︒

海部 プラスマイナス︸ぐらいです︒顕微鏡で見るようなものだ︒
それで楠木正成じゃないけれど︑刀折れ矢尽きた︒況んや︑ ︹野田
氏は扁白干っても党の代衰になった男ですから︑いかに長い聞のし

がらみがあったとは需え︑われわれも心の片隅で︑その人が飛び出
し て い く わ け だからね︒

幌藤 これは海部さんとしては弊常に辛い感じだろうな︑と思いま
すね︒

﹁どうだ︑元

海部 それは辛い︒いまでこそ︑こんなことを言っておれるが︑辛
い感じです︒いま自民党に戻ったら︑僕の席のちょっと離れたとこ
ろに野田毅がおるじゃないか︒俺の隣が空いているときは︑通路か
ら物を言ってくるから︑物を言わんわけにもいかん︒

気でやっておるか﹂なんていう詣はしておりますが︑もう︑ちょっ

と一︒

結局︑宏年ワ︸○〇三年﹈の十︸月の総選挙で︑党首﹇熊谷

躍自民党への合流
伊藤

﹇保守萩党で当選したのは﹈四名です︒もう四名では何もで

氏﹈が落選するという事態になります︒
海部

きません︒せめて法案の提出権とか︑議運・国対の出席権とか︑院
内交渉団体の立場とか︑そういうものがないと︑あの中では珂もで
無所属と同じですね︒

きん︒一人では何もできんことになる︒
伊藤

そうですね︒だからこの総選挙の結果として︑そういう態度

海部 はい︒そんなくらいなら︑ここで一つ︑まことに漸擁に耐え
ん話だけれど︑みずからの非もさらけ出し︑敗北も率直に認める︒
それには選挙の結果に従うというのが﹈番わかりやすい説明ですか
ら︒

伊藤

伊藤

海部

ありません︒それをそのまま僕は︑帰ったときも正直に言い

ほかに選択肢はないですね︒

はい︑そうです︒それしかない︒

﹇自晟党への復党﹈をとるということですね︒

海部

ました︒ありがたいことに︑僕の後援会は親戚みたいなものだから︑
﹁わかっておるで︑そんなことはいちいち言わんでも︑先生︒どこ

まででもついて行くで︑頑張って︒それより身体に気をつけて﹂と
いうようなことで︑逆に励ましてくれる雰隈気だったから︑ありが
たかったんですけれどね︒

僧藤自民党におられなかったあいだに︑自民党の中の派三飯と

いいますか︑そういうものがかラガラと変わっていましたね︒平成

研究会はあまりカがなくなって︑森派でも︑小泉が森派の派閥の会

長の言うことを聞かない︒全然聞かない︒書うと逆になる︑という
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海部
本 当 に そうなんですか︒

思いますね︒派閥の体を成しておらんですね︒

話だから︑ずいぶん様変わりしているという感じだと思うんですが︒
極藤

海部
村岡さんは落選していたのが不幸の元だという︒

それはそうですよ︒僕らから見てもそうだもの︒

﹁な

海部 特に経世会が昔は鉄の団結を誇っておったんだけれど︑現状︑
まことに哀れです︒特に橋本龍太郎自身がああいう立場に立たされ
ると︑対応の仕方をあまり知らんでしょう︒金丸さんや竹下さんの
ように上手にしぶとく切り抜けていくとか︑世論に対して物を雷う
︸億円の小切手の問題︑村岡﹇兼造﹈さんがやられて︑

とか︑そういうことがないでしょう︒
揮藤

掛藤

だからハメられた︑落とされたということになるわけだね︒

んで俺だ⁝﹂といって怒っていますね︒

海部

懸自民党の変化

海部

けれども︑地球環境行動会議とか︑目独友参議員遮盟とか︑

覚派を超えた会合には︑僕もちょいちょい行きますから︑そこへは
︸年生が来ている︒こいつは自畏党だったか︑仕会党だったか︑公
明党だったかな︑という明確な色分けがないから︑家に帰ったら蟹

会便覧を見て︑あれはこうだったか︑と思う︒それか．ら先湾ドイツ

に行ったときも︑ ﹁私も霞独議員連盟の︻員ですから連れて行って

ください扁という自薦他薦が党内からもよその党からも来ます︒だ
から︑そういうことで︑今顕までずっとやってきたことが続いてい
ることは続いておりますね︒

楠 先生は政界でも長老になられていると思うんですが︒
伊藤 もう︑一番の長老ですか︒
楠 そうですね︒当選回数から見ても︒
海部 当選回数からいくと︑最も長老ということになります︒轟選

その長期間︑政界におられて︑若い頃といまの政界︑自色党を

十五園だもの︒

楠

比較して︑変わったな︑と思うところはありますか︒

昔は︑われわれは礼儀を知らなかったな︑ひと言で繕うと︒
昔の先生方が︑ですか︒

海部
楠

海部 うん︒いまの若い連中のような︑ああいう態度対応がとれる
ということは︑まことに驚くべきことですが︑それが盤の中の御溝

楠 派調の力蘭係のほかに︑何か久しぶりに古巣に戻られて︑変わ
ったな︑という印象を持たれたことはありますか︒盤代的にも変わ
ってきたんじゃないですか︒そんなに長い間留守をされたわけでは
な い で し ょ う けれど︒

楠若い者が礼儀を知っているということですか︒

になったのかもしれませんね︒

三回選挙すれば︑三分の一以上は替わりますね︒

そうか︑三曲というのは大きいですね︒

海部だって選挙三回だもの︒
楠
伊藤

海部 いや︑知らないんだ︒農林省から来て︑自畏党にいる若い議
員で︑自分の派閥の長である橋本龍太郷に︑面と向かって︑ ﹁あな
た畢く替わりなさい﹂というようなことを言いに行って︑それに同
調して五︑六入が羅託しておる︒クソッといって︑橋本のことだか
らカリカリ怒るけれど︑知らん顔している︒
伊藤 そんなことをやったからといって︑派閥から除名するわけに

もいます︒

海部 それはいます︒向こうから名繭を持ってくる当選早々の議員

ですね︒

楠 そうすると︑知らない自昆党議員もずいぶん増えたということ

楠 向こうが知らないということはないでしょう︒こっちが知らな

はいかんでしょう︒

それは派閥の力開係の変化を象徴したお話だと思いますが︑ほ

いのはあるけれど︒

楠
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かに実感として変わったな︑と思われることはありますか︒

海部 ほかにと言っても︑現に⁝番派閥が効力を聚揮するのは︑先
輩が後輩のために一所懸命協力してやる︑応援にも行く︑尽くすと
いうことですが︑そういうきめ細かい選挙のお澄詣というのは︑い
まはどうかな︒いまの現実は知りませんけれど︑昔われわれがやっ
たように︑あれは外科で︑これは内科で︑これは精神科でというよ
うに︑それぞれ医者の係があるように︑派閥の中にも︑農村向きの
人︑中小企業向きの人︑教育者向きの人︑いろいろあるじゃないで
すか︒それにふさわしい人がそれぞれいて助けに來るとか︑いろい
ろなことがありました︒本一醗をつくるにしても︑五︑六入が集ま
って︑その入をヨイショして︑本を作ってあげる︒そうすると慮版
記念会ができる︒そこに仲問がみんな行ってあげれば一挙両得だ︒

﹁先生︑頼む︑勘弁してください︑そんなこと言われる

名前は売れるし︑資金もいくらか集まる︒昔はよくそれをやったん
です︒このごろどうだ︑と闘いたら︑やっているようですね︒
俘藤 各派閾は会合はやっているんでしょうけれどね︒だけど選挙
の時の資金は減ったことは確かでしょうね︒
海部 会合をやっている︒毎遷の会合は︑僕も自分を顧みてわかる
んですが︑あそこで憶報が︻番集まるんです︒だから朝飯会で︑そ
れぞれの所属の委員会のことを担当に報告させると︑だいたいわか
りますな︒それからいかんことは︑ ﹁今度委員会で局長にこう言っ
て質闇してみろよ﹂なんて聞いてくる︒その返事がどんな返事が来
るか︒またそんなことを詣していることが伝わると︑局長本人が飛
んできて︑

とかなわんから﹂と言ってくるのもおる︒そういう派閥の効用は︑
情報だということですね︒

派閥の知的効周というと言葉がきれい過ぎますが︑知識を集める︒
俘藤

海部 清報と言ったほうがいいかもしれんな︒その情報をどう判断
するか︑どう精査するかということは︑それはまた別の講座として
指導する人がおる︒そういうことじゃないですか︒
佐道 鋳報交換の場としての派閥というのは︑意味があるというこ

とですかね︒

掛藤 その意味では健在なんですかね︒
海部健在です︒
俳藤 じゃあ森派なら蛇毒は毎週会合をやって︑そういうことをや
やっているんですね︒

っているんですかね︒

海部

俵道 橋本派にしろ森派にしろ︑昔のような結束力がなくなってし
まったということですね︒前は派閥の長を担いで︑政権獲得︑総裁

選レースということをやっていたわけですが︑自棄党の中で︑誰が
トソプになるかという争い方︑佳組みも変わってこざるを得ない︑
ということになりますか︒

海部 だっていま派閥の長といっても︑みんな功成り名遂げたやつ
がおる場所になっている︒森や橋本がまた志を立てて︑中原に鹿を
追おうという気力も迫力もないわ︒
極藤 そうすると︑自罠党の総裁候補というのはどこにいることに

だから自民党の総裁銅鐸の選び方が変わってくるんじゃない

なりますか︒

海部

ですか︒

楠 来年で結党五十周年ですね︒そろそろ五十年経って︑自暴党と
いうのは活力が枯渇してきたのか︑まだまだこれからなのか一︒
巌窟自罠党にいるのに︑枯渇したとは言えないでしょう︵笑い︶︒

楠 長くいらっしゃるから︑表現はともかくとして︵笑い﹀︒
海部 ︸人ひとりのコマを見れば︑まだまだこれは公田党や畏主党
の議員よりはしっかりしているな︑と思える人が多いですよ︒自罠
党の中堅以下にはいっぱい︑いいのがおると思うな︒
伊藤 人材ですね︒だけどいま総理候補として云々されるような人

たちで︑あまり魅力的な入はいないじゃないですか︒海部先生は︑
海部

でも昔︑ ﹁三角大福中偏といったときに︑みんな﹇総理大臣

それは昔から続いておる長い間︑連続しておる質問の一つだ︒

いまの中堅幹部を見て︑これだったら総理にしたいという人はi︒
俘藤
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楠 総理大臣になる資絡というのか︑そういうものが大きく変わっ

思うな︵笑い︶︒

海部 まとめて﹁中二階﹂というんです︒
伊藤 これはかなわない︵笑い︶︒でも中二階からは出てこないと

らんになって︑最近はどうですか︒

んじゃないかという言い方がされることがあるんですが︑先生がご

いで︑大蔵省バソシングがあったり︑外務省バッシングがあったり︑
いろいろな不祥事があって︑省庁再編とかいろいろなことがありま
した︒人材的にも︑最近の艮本の宮庁はだいぶ実力が低下している

に﹈なったじゃないですか︒いまはその三角大福中がないんですね︒

て き た か ら でしょうか︒

海部 もっと極端にいえば︑資格といえば︑いままではものをよく
知っているということや︑必要にして十分な最小限度の資金がある
とか︑それなりに資金以外のものでも︑入の心を掴むだけのものが
あるとか︑そういう人徳の面も併せて︑総合的に敵を作らないで引
っ張っていける人というのは︑おのずから生み囲されてきたもので
﹁安竹小﹂

で反対されるようなことでも︑総理大臣がこうするんだと決断した
ら︑その通り︑じゃあやって行こうと動くシンクタンクみたいなも

海部 外からごらんになって︑そうお感じになるならば︑それはい
い方向へ変わりつつある兆候だと思いますよ︒そして︑例えば組織

いますが︒

治のメカニズム自体がちょっと変わってきているんじゃないかと思

伊藤 内閣府のカがかなり大きくなってきたんじゃないかというこ
とが雷われますが︑各省の上にもう一つ内閣府があって︑ここが総
合調整をするといいますか︒その上に総理が乗っかって︑総理の言
うとおりに動くのか動かないのかわかりませんけれど︑そういう政

れどな︒

海部 正直に雷うと︑昔はここへでも昼に課長︑課長補佐クラスの
ところを各省別に呼んでは︑︸緒にカレ；ライスを食べながら︑話
を聞いたり︑宿題を出したりしていましたが︑総理になったときに
は︑それ以上はできんから︑公邸のほうに夜来てもらって︑あそこ
の食堂で話を闘いたりした︒その中の一人が外務省におった岡本
﹇行夫﹈︒あんなふうに問違って行っちゃうとは思わなかったけれ
ど︒もっと外務省の宮僚として素直に伸びるだろうと思ったんだけ

すね︒

伊藤そうですね︒さっき雷つた三角大福中のあとも︑
﹁小﹂は途中で消えましたけれど︒

といいましたか︒
楠

海部 あれは本当は小坂﹇徳三郎﹈のことを指したんだろうね︒小
渕は俺のことだと雷っておったよ︒
極藤 小坂さんは財界をバックにしていましたからね︒
海部 それで︑安哲小というと小坂のことだと︑みんながそれとな

だからまとめて﹁中二階一だ︒誰かも．つと努力して早く上が

く 認 め て お ったんだけれど︒
伊藤 いまそう言ういわれ方をする入たちがいないんですね︒

海部

っ て こ い ︑ ということでしょう︒

便藤

のが︑国の政治にはどうしても要るんですね︒ですから総理大臣と
いうのは︑僕が言うとえらそうに聞こえるけれど︑露分自身がまず

その中二階も︑結構なお歳でしょう︒

■過去から未来へーハ総理のリーダーシップ︶

だけのものがないと︑こうしろ︑ということはできません︒

納得して︑こうするんだと決めてhそれに対して︑劔か意見があっ
たら言ってみうといって︑闘いてみる︒いろいろな意見が出てくる
けれど︑それを全部︑脅かすのではなくて︑論破して︑説き伏せる

佐道 役所でも中二階だと︑責任あるポジションにない人たちがい
らっしゃるわけですが︑党と役藤の雲気については︑この十年ぐら

それをやった体験があったかというと︑私は例の日米構造協議の
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時に︑あれだけいろいろなことを書われたけれど︑これだけは侮と
してもやったほうがB本のためになると思うよ︑ということを自分
で思った︒これはトップとトップの話でしたから︑なおまずいけれ
ど︑ジョージ・ブツシユが私に﹁トシキ︑頼む︒いま俺は議会から
門なんだ﹂というと︑トイザらスに

いろいろ言われて︑戦っておるんだけれど︑もう弾薬もないんだ︒
だから日本から助けてほしい﹂

﹁大店法だけはどうしても守ってください隔と言って

象徴されるような大店舗法を変えてくれということだ︒あれは通産
省が挙げて反対したんです︒首相嘗邸に通産省の局長たちがみんな
揃って来て︑
きたんだ︒

こういうときは小沢一郎というのは使い勝手がよかった︒小沢
漉掾A本当にそう思いますか﹂︑海部﹁そうだ﹂︑小沢﹁わかりま
した︑本当にそう思われるならば︑私が通産雀はみんなこれをやつ
ちゃいましょう﹇雑市を絞るような格好をする﹈﹂︒中部﹁大店法

を作ってやらないと︑アメリカの言う消費者の利益のためになるよ
うな圏に日本は生まれ変わったんだ︑という筋が通らなくなるとい
かんから︑ぜひこれはやれ﹂︑小沢﹁本当にそう思いますか嚥︑海部
門本当にそう思う﹂︑小沢﹁わかりました﹂と書って︑彼はいまで
雷うなら抵抗勢力をつぶして回った︒
その先の選挙法になってからでも︑小選挙区法になったときに︑
どことどことどこ︑日本全国の小選挙鼠の表を持ってきて︑そこに

クエスチョンマークをつけた選挙区がずっと三分の一ぐらいあった
んだからね︒ ﹁ここはいいです︑こっちもいいです︒この三分の皿
は荒っぽい仕事がいるところです︒その荒っぽい仕事のところは︑

現職をこれ﹇絞る﹈しなければならないところもある︒それは隣と
の関連もあれば︑いろいろなしがらみがある︒・全部調べさせており
ますから︑これはこれで腹を決めてやってください﹂という︒
．俺はそういう約束もしておるし︑なにしろ後藤賑さんと俳東正義
門表紙を変えるだけではいかんよ︑中落

さんが相手だったからね︒あの二人をきちんとするには︑この小選
挙区糊度をきちんとやる︒

を変︑尺ろよ﹂と雷う勝山正義さんがおるわけだ︒中味を変えろ︑と
いうことは︑選挙区制を変えましたという表紙だけではいかん︒イ
ギリスの何年法と言ったか︑腐敗防止法みたいなものもきちんとつ

くって︑中味もきちんと変えていかなければならない︒ ﹁本当にそ
れを総理︑やるつもりですか恥というから︑ ﹁やらねばいかんじゃ
ないか︒いったんなった以上︑それはやらなければ駄目だ﹂と言っ
た︒

そのとき︑そこまでなかなか難しいと思うけれど︑当時幹事長の
小沢﹁葡が︑ ﹁誰を委員長にするかで︑それができるかできないか
が決まりますから︑誰もおらなかったら私がやりましょう︒私が委
員会に行って︑その法律を通しちゃう﹂と露う︒それで夜遅くまで
話し合って︑手を握って別れたこともありますからね︒そういう意
味で︑小沢一郎という人は︑お互いに話が腹に入って︑納得できれ
ば︑頼もしい味方になる︒

伊藤 やはり総理が強力な幹事長のバックアップを受けるか︑雪囲
長官以下︑内閣の強力なバックアップを受けるか︑どちらかがない

と︑通産なら通産が挙げてやってきたら︑これはなかなか抵抗でき
ないですね︒

海部 そうです︒そして︑すぐに全国の族議員を使って︑業界団体
に火をつけて東京に集めて︑やりますからね︒けれども︑それも僕
は思ったけれど︑死んだ気になれば何でもできるな︒
伊藤 海部先生︑総理というのは︑やろうと思えば栢当できるんで
海部

だから小泉さんだってやっているわけでしょうけれどね︒

できると思います︒

しょ．つ︒

轡藤

議論したら森さんが負けるでしょう︒肉体では勝てるかもし

海部 けれど︑森にいくら話しても︑あれは書うこと聞かんのでい
かん︑というけれど︑番うことを聞かせるようにすれば︑できるん
です︒

伊藤

れないけれど︒
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門

佐道 議論が不得手の森さんと︑あまり論理的に話をしない小泉さ
︒

全然話が通じないと思いますね︒

んとでは

俘藤

疇過去から未来へ2︵世界の中の書本︶

ないよ﹂というようなことを言うんですが︑お父さんはそれがわか
るんだな︑ ﹁トシキ︑おまえ︑よく書ってやってくれ︑あれに鳳と

とを聞かんから︒ ﹁あんた︑もう一呼吸おいてから考えろ︑ちょっ
と結論を出すのが早過ぎる︒それではせっかく今日まで築いてきた
アメリカの地位が︑冒に見えてひびが入る︑亀裂が生じるというこ
とに対して︑僕は雰常に心配して憂えているんだけれど︑もったい

伊藤 先ほどおっしゃったように︑海部先生は一応自民党に戻られ

の︒

いう︒だから僕は︑もう一息おけば︑国連のほうもうまくできる︒
だってアメリカが代わりにやらなければできるやつはいないんだも

て︑どこかの派閥に入っておられるわけでもなさそうですし︑ある
程度︑元総理大臣ということで︑濫躍する場は非常に大きいわけで

餌藤 むちゃくちゃになるだけです︒
海部 そこらのところをもうちょっとなんとか︑と思って︑いま一

できっこないんだもの︒

ヨーロッパが束になってもできないですからね︒

すね︒さっきおっしゃった地球環冷間題︑ヨーロッパとの関わり︑
アジアとの関わり︑いろいろと自由に行動できる︒それは僕は︑羨
ましい楽しい政治家生活だな︑と思いますね︒
海部 おかげさまで私は︑日本青年海外協力隊というのを手がけま
したので︑あの歴隻は譲んじておるくらいです︒それは︑アジアに

所懸命ヨ；ロッパを説いている︒特にドイツのシユレーダ⁝に︑
﹁あんたはなぜ弟分に当たるブッシュをあんなに横からいじめるん

﹁いじめておりゃせん﹂と雷うから︑

いま︸番毎責猛だから︒

門いやわれわれから見る

俘藤

足を伸ばしたり︑アジアに手を伸ばすと︑どこにでもいるわけです︒
その話は︑外務省の速中もみな知っているわけだな︒だからアジア

だ﹂

NATO軍で穴埋めするなんてえらそうなことを言っても︑

はいちいち言わなくても︑そういうのが至る所におります︒

と︑そういうふうに見える﹂と書つたんだ︒
しかし面白い地位ですね︒

海部

それからヨ⁝ロッパはドイツとの関係をずっとやってきたおかげ
で︑EU・ジャパン・フェストの賞本瓦の名誉委員長になっていま
すから︑毎年行って話をして帰ってくる︒それも毎年ヨ⁝ロッパま
で行くんですから︑大変なことです︒
楠 それに︑アメリカは︸番仲がよかった大統領の息子さんがまた
海部

あることだと思いますね︒

いや無責任というより︑過表の遣産を有効活博している︒
そうです︑それだけのことです︒
ものすごく有効に活用しているということですから︑意義の

佐道 ブッシュ・ファミリーが近いということは︑すごいことです

海部 そして︑いろいろな国のいろいろな人たちが昔争ったこと︑
やったことを覚えておる︒例えばまだあまり言いませんが︑ ﹁NA

大 統 領 で す か らね︒

ね︒

すと︑きりがなく遡るから僕は言わんけれど︒ ﹁アメリカが安保理
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事会の決議をとってからやればよかったに決まっておるんだけれど︑

行ったときは︑とっていないじゃないか﹂と︑そんなことを言い出

TO軍の爆撃の時に︑懸絶のOKを取ったか．NATO軍が爆撃に

海部
﹁ブッシュ︑頼むよ︑おとつつあん﹂という話もできる︒そ
ばにおる通訳たちもみんな長いからね︒それはありがたい話だと思
うんですが︑ただ︑いまの殺階になったら︑ブッシュもそういうこ

そ こ は 電話で済むから︒

伊海伊海伊
藤部藤部藤

それが時間的な関孫でどうしても駄目だから︑なんとかそこのとこ
ろは顔が立つようにしてやってもらえないか﹂と言っても︑なかな
かうんとは言わん．

これは先月︑ドイツに行ったときに外務大臣が来て︑それをおい
てオフレコ話にして会議をやったり︑いまでもドイツには親アメリ
カもおるんだから︒そしてこちらが言い出さなくとも︑最後の第二
次世界大戦の撤退作戦の時にアメリカがどれだけ血の犠牲を払って︑
ドイツやヨーロッパのために頑張ったか︑いっぺん思い出してやっ
てくれ︒百歩譲ってそれができなかったら︑アメリカに門あなたは

いや︑捨てたものですよ︵笑い︶︒

出て行かんでもよろしい︑NATO軍が代わりに行ってやってきま
ずから縣といって︑NATO軍の実力だって︑そう捨てたものでは
ない︒

便藤

海部 それは無理ですけれど︑そういって挑発するわけです︑任し
ておけというなら︑やりなさい︒だからハラハラすることが多いけ
れど︑言うべきことは書わなければならん︒
って安保理事会の了解を取ってやっているわけじゃないんですね︒

射界 その謡は非常に画白いですよ︒誰から晃ても︑NATO軍だ

ょう︵笑い︶︒

海部 そうですよ︑とっていないんですよ︒
藍鼠 いや︑あれはヨ⁝ロッパの中だとか言ってやっているんでし

海部 そういうよそに通じない薄い方ではいかん︒そうすればジョ
ージ・ブッシュの言うように︑あそこは放っておくといかん︑あそ
こは罠霊敷府に変えた方がいいんだ︑だからやるんだと言うのと変
わりないじやないか︒日本には﹁五十歩百歩嚇という五葉があるけ
れど︑それと一緒だよ︑と言って︒

醸過去から来来へ3

俘藤

旗本の将来とか︑窓民党の将来に対して︑海部先生は楽観的

なほうですか︒

海部大きく分ければ︑私は楽観的です︒その代わり︑日本という
圏も︑自書党という党も悪者になってはいけませんから︑算入にな

って姓善説でやっていかなければならん︒それは当然のことですが︑

それでやっていけば︑長い員盛りの将来は︑私は楽観しております︒

要するに日本の国の中には︑大変な琶論の英知というものがあって︑

もう左にプレることはないんです︒左がなくなりましたので︒

右にも左にもそんなに極端にプレないと思っておりますね︒
伊藤

狭い幅の中で動いていますから︒

海部 はい︒それがまた極端に右にプレようとするときには︑右の
ほうでわれわれがブレーキをかけなければならんときがあるかもし
れない︒

伊藤 看のほうにプレるということはたぶんないんじゃないですか
ね︒左の方はなくなったし︒ただ活力の闇題ですね︒いま一番大き
な問題は憲法改正問題とかいろいろありますが︑ひとつ総理の場合
のご経験で︑佛えば情報ですね︒総理というのはどの程度情報を得

ることができるものか︒国内情勢について雷えば︑公安調査庁があ
るでしょうし︑海外情報というと︑外務省になるんでしょうか︒外

政審議塞とか︑絶えず情報が入ってくるものか︒今度の地震の闘題
にしても情報が遅いとか︑なんとかかんとかと言われていますね︒
海部 私の乏しい経験で判断してお答えすれば︑全般にいつもおっ
しゃっているそれぞれの役目から入ってくる情報は︑正確に的確に

いや外務次官

︒

入ってきております︒それは総理大臣の都合によって︑月曜日とい
うのはたいてい閣議がありませんから︑こちらが無理をして月曜臼
の八時からといえば︑みんな八時に葉まります︒そこで︑そういう
情報は︸本にして聞いております︒
揮藤 ︸本にして︑というのは︑それぞれから聞くということです
か︒

海部
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伊藤

外 務 次 官が主ですか︒

海部 はい︒それから軍事とか︑そういう関係になってくると︑時
によっては防衛庁長女から聞いたり︑公安調査庁長官から闘いたり
する︒これは主として思想信条に関する聞題ですね︒国内のオウム
外務落款が来るのは週に一園ではないですか︒

の問題とか︒

俘藤

海部 あれは月に︸回です︒月に一輪というのがだいぶありますか
ら︑それは多過ぎるからちょっと固めて︑二度にいっ︒へんにやるこ
とがあったかもしれません︒けれども闘題は︑それだけではいかん
のです︒外務大臣︑外務次官を通じては来ない︑そこでネグレクト
されてしまう情報がたくさんあるんです︒

とか︑何入以上犠牲者が出たら駄圏だとか︑そういうものではない
と思います︒それが僕の考えだ︒

だからよく国会で青年協力隊の議論をしたときも︑ ﹁あんな演説

と物資とお金だけでやっておる協力隊では﹂という空間をよくする
から︑ ﹁あれは始まってから今騒までにすでに五十六入犠姓者がお

るんですよ︒それだけの犠牲がおっても︑なおその死を乗り越えて
続けていこうという志が日本の隊員たちに残っている以上は︑あれ
は続けます︒続けてもみなさんは反対しないでしょう︒けれどもそ

ういうことを警んでいるわけではなくて︑そういう犠牲がないよう
に努力もします︒協力隊はそういう揃導していくつもりだ﹂と︑圏
会でも何回か叱られて︑需つたことがありまずけれどね︒
だけれども︑ああいうものがあるから︑いまアジアでは非常にB
本性蕃説が流れておって︑われわれの入り込みや宙い点がそこにも
あるわけです︒だから小泉さんにもサマワの本当の実情をもう少し

話してあげるか︑知らせてあげたほうがいいんじゃないかと思うな︒
といって︑怪我人が嵐たからいかんとか︑侮人以上出たからいかん
というわけではありません︑何十人出ても︑それは比較対照する保

護法益の問題にもなってくるわけです︒

揮藤

私はあまりそういう裏をかく趣喋はないんですが︑たまたま自然
体でおるところにそういうのが入ってくることがある︒わかりやす
い例でいうと︑ 一つはイラク情勢︒昔︑片倉﹇邦雄﹈という大使が
いて︑その奥さんが︑いかなる加減か三木武夫さまの奥様に可愛が
られておった︒近かったから︒だから寝物語で享主が︑侮の電報を
打っても全然反応がない︑海部総理の目にあれはとまっておるのだ
ろうか︑ということを心配しておる︒それを﹇片倉央人が三木央入
に﹈持ってくる︒そうすると︹三木夫人が﹈︑わかりました︑私が
開いてあげましょうということで︑ぜひ﹇私に﹈会いたいと言う︒

海部

長い間︑ありがとうございました︒

はい︑いろいろありがとうございました︒

海部

本当ですね︒本当に長く続きましたね︒

これも不思議なご縁ですね︒

ありがとうございました︒
俘藤

楠︑下道

伊藤

ろうと思います︒また㎝つよろしくお願いいたします︒

いや︑本当に長い間︑ありがとうございました︒私はまだ海

そういうところがら入ってくる情報のほうが︑次宮説明で聞いてい
る警報よりは︑うんと温かい血の通った情報ですし︑現地のホット
な一．一ユ⁝スです︒

部先生からお間きしたいことが山ほどあります︒でもまた︑このプ
ロジェクトが終わって︑冊子ができて︑もう一麟読み曝して︑その
うえでまた機会がありましたらぜひ︑ ﹁ちょっとここは﹂というよ
うなところで︑時間が経てばまたよろしくなることもたぶんあるだ

ですから︑いまサマワの実情なんていうのは︑小泉の耳に正確に
入っているのだろうかと︑ちょっと首を傾げます︒そしてあの答弁
だって︑ミサイルが立て続けに飛んで来たのに︑そんなのは撤退の
条件じゃないんだ︑と言ったりしているが︑それはないんです︒人
間の命ですから︑入の命を守ってあげるということと︑それととも
に果たさなければならない役割はどれだけかということ︑両方を正
しくバランスして出さなければ︑弾が何発以上飛んできたら危ない
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よくみなさんが捧を折らずに一︒

s．

誉みに伺っておりました︒歪にありがとうございました・
︿以上V
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鍵回たいへん面白く︑また勉強になりました︒

伊佐海
藤道部

あとがき

海部俊樹元首根︵在任期間︸九八九年八月〜九一年牽一擁︶のオーラル・ヒストリーは︑私の個人的な関係からお願いして始まった︒
談話のなかにしばしば登場するように︑私の父・楠正俊は︸九六五年から八三年まで金国区選出の参議院議員を務めていた︒§鑓昆主
党所属ではあったが無派醐であり︑三木派所属の海部氏とは特に親しいわけではなかったが︑さまざまな経緯から父の引退後にかえっ
て現職の時代以上に家族ぐるみで親しく交流させていただいている︒そのような闘係から︑オーラル・ヒストリーをお願いしたところ︑
快くお彊き受けいただいた︒ここに︑あらためて海部氏と海部事務所スタッフの方々に︑心から感謝申し上げたい︒

オーラルのメンバーは︑俳藤隆政策研究大学院大学教授︑閾申鍍呈郎東京工業大学教授︑佐道明広政策研究大学院大学助教授︵途中
から中京大学助教授︶︑それに私の贋名で︑月︸圓︑永園町の海部事務所において毎回二時間のペースで進められた︒初号は二〇〇〇
年十二月十八日で︑〇四年十︸湾二十六霞の最終憾まで︑実に三五圃も続いた︒途中から田中教擾が都合で参加されなくなったこと︑
第㎝四画から佐道氏が詳細な質問事項を作成し︑事前に海部氏に送付したことなどの若干の変化はあるものの︑終始鵜やかな雰囲気の
中であっという問に三五罎を消化してしまったというのが率直な感想である︒特に印象に残るのは︑海部氏がご自分の師匠である三木

武夫元総理のことを話されるとき︑﹁クワイフ鱈﹂と三木氏の徳島弁なまりの声色を使って場を掬まされたことである︒サ⁝ビス精神
たっぷりな海部氏はまた︑我々の時として不躾な冬至にも必ず正藏からお答え下さった︒

一九六〇年に初薮託した海部氏は︑環在の時点で瞭会議員のなかでは最古参となる︒また︑五五年体鋼に入って最初の当選組のひと
りであり︑秘書出身という代議士には比較的多いパターンに属する︒ただし︑これまでに形の上で父親の秘書を務めた二世議員を除け
ば︑秘書出身で内閣総理大臣に上りつめた例は海部疑を除いてほかにない︒海部民は内装総理大工・霞淺民主覚総裁だけではなく︑薪

進党党首なども経験した戦後政治の最も重要な生き証人でもある︒しかも︑総理大臣在職中に勃発した湾岸戦争は︑わが睡の戦後政治
のあり方を決定的に変︑κるきっかけとなった︒思えば︑遍年無発化してきた憲法改正論議も︑この事件を起点としているといってよい
だろう︒こうしたなかで︑たとえば︑湾岸戦争勃発前後の秘話︵第二九回︶︑海部政権崩壊の絶家︵第三二画︶や︑党総裁まで経験し
た海部氏が自動党を飛び出した三崩︵第㎜一 三回︶など︑その本音にもとづいた貴重な二言が数多くあり︑興味は尽きない︒このオーラ
ル．ヒストジ⁝は︑その意味で戦後政治史研究に貴重な情報を提供することになるはずである︒

精﹂郎

最後に︑本オーラルの記録作成から編集までを撞当された丹羽清隆氏及び連絡調整など事務的作業でご協力頂いたオーラル・政策研
究プロジエクト事務局の方々にもお礼申し上げたい︒
二〇〇五年二月二十七日

東洋英掬女学院大学教授

楠

一468一

平成16年度

文部科学省群学硬究費補助金蒋別推進研究（COE）
研究成果報告書〔課題番号12CE2002］
癸行：2005年3月31霞《無断転載禁》

政策研究大学院大学（政策研究院＞
C、0，Eオーラル・．政策研究プロジェクト
〒162−8677

東京都新宿区若松町2−2

Tel：e3（3341）0458

Fax：e3（3341）0446

