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第1回

開催日12002年9月20日（金）
開催時刻＝14時00分

終了時刻＝16時10分
開催場所：財団法人 防衛弘済会

【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）

伊藤

隆（政策研究大学院大学教授）

佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
武田知己（政策研究大学院大学。。E特別研究員）

記録者1

有限会社ペンハウス矢沢麻里

第1回インタビュー質問項目

どこでお聞きにな−り︑どのようにお感じになったでしょうか︒

2﹁σ02年9月20日 戦争中はどのような生活だったのでしょう︒また︑終戦の放送は
今回は第1回ですので︑先生の学生時代から防衛庁にお
入りになる時期についてお聞きしたいと考えておりま

先生は東北大学に進学されます︒敗戦後で何かと不自由な時代だ
ったと思いますが︑大学時代で特に影響を受けた︑あるいは親し

くされた先生などはおられますか︒また︑大学時代に特に関心を

す︒以下の質問について︑順不同でも︑あるいは質問に

持っておられたことなどはございますか︒

し上げます︒

て行きたいと思っております︒どうぞよろしくお願い申

よっては省略していただいても結構ですのでお乏いただ
けますか︒先生のお話に従って︑適宜関連した質問もし

5

漱石とは縁戚にあたると伺っております︒ご両親はじめ︑ご家族
のことなどからお聞かせいただけないでしょうか︒︒

先生が中学二局校へと進まれる時期は︑日本が戦争へと向かう時
﹁代と重なっています︒戦争の影響といったものはどのようにお感
じになっていたのでしょうか︒

QU︑

達庁はどのような雰囲気の役所だったのでしょうか︒

整課︶︑始めはどのような仕事をされたのでしょうか︒また︑調

という配置でした︵昭和27年時点︶︒先生は入庁されて︵官房調

先生がお入りになった頃の調達庁は︑本庁定員581名︑地方支
分局約3600名で︑本部3部17課︑地方8調達局︑︵63出張所︶

．7

れた経緯もあわせてお願．いします︒

の防衛問題に深くかかわってこられるわけですが︑調達庁に入ら

先生は昭和2年︵1926年︶7月︑長野県のお生まれで︑夏目 昭和26年5月に特別調達庁︵官房調整課︶に入られて︑以後日本

うと思われたのはどういった理由からだったのでしょうか︒また︑

先生は大学卒業後︑官界にお入りになるわけですが︑官僚になろ

6
聞かせください︒

︵1960年︶10月に防衛庁に移られます︒この経緯についてお

調達庁は昭和33年8月に防衛庁の外局に統合されます︒このこと
で何か先生のお仕事には影響はございましたか︒また先生は35年・

8

上の質問とも関連いたしますが︑中学・高校時代はどのような生
活をされていたのでしょ．うか︒特に高校時代︑影響を受けた先生

や親しくした先生・友人といった方にはどのような方がおられま・
すか︒

先生は︑十代の後半が太平洋戦争の時期に当たっておられます︒

9

1

2

4

夏目

佐道

そう︑次男以下はもうだめなんです︒丁稚と一緒︒板の上

そんなに厳然と分かれているのですか︒

女中がこうして︒

に御座を敷いてね︒さすがに︑店員はみんな箱膳といって自分で

■生い立ち
夏目

私が生まれた一九二七年というのは︑芥川龍之介が死んで︑

地下鉄が東京に初めて引かれて︒

由緒ある年ですね︒

中国の人民解放軍の誕生する年です︒

その年を間違えまして︑すみません︵笑︶︒︑

はい︒岩波文庫が創刊された由緒ある年なんです︒

銀座線ですね︒

かいテーブルがあって︑二十人ぐらい座れるんです︒悲惨でした

膳は使わない︒店員は使っています︒箱膳が入るようになったで

夏目

伊藤箱膳ではないのですか︒

した︒しかし︑おかずは一緒でした︒．

箸から何から洗っていだけど︑僕らのは女中さんが洗ってくれま

長男のお兄さんはそういうのを食べていらっしゃるわけで

ったって︑せいぜいたまごとか魚が一切れつくとかその程度だつ

夏目．それは好きなものを食べています︒まあ︑好きなものとい

すね︒

箱膳ではなくて︑箱膳の入ったお膳の上で食うだけで︑箱

そういうばかなことをいっても仕方ないかな︒

よ︒たまごを食いたいだとかね︒

何の商家ですか︒

佐道

長野県のお生まれというのは︑長野のどこですか︒
うちは

伊藤

何でもやっていました︒例えば荒物雑貨︑ビール︑マッチ︑
スーパーじゃないですか︒

でこ・たつへ入って食べられるし︑こちらは風がスースー入るよう

たと思います︒いずれにしても︑直なら暖房の効いた暖かい部屋

伊藤

物がちょこつと付いたくらいです︒夜は多少︑動物たんぱくの塩

な台所で食うわけですから︒

鮭とか何かそういうものがついたけど︑ほとんど一汁一菜です︒

いわゆる卸問屋です︒だから自分のところでは売らないの

だから粗食に慣れているので︑いまだに病気しません︒

夏目

では︑けっこう裕福なお宅ですよね︒

いい体型じゃないですか︒

一汁一菜の菜はだいたい何ですか︒

伊藤

当時はそういう意味では生活の心配はないけど︑しかし︑

伊藤

太らないんですよ︒栄養不足︒

伊藤

商家の生活というのはひどいですよ︒主人たる親父さんとかは別

夏目

そういうのが長生きするんですよ︒

です︒小売商に卸す卸商というのでしょうか︑問屋というのでし

の座敷で食事をします︒これはまともな食事︒僕らその他大勢は︑

伊藤

朝は漬物くらいしかありませんでした︒あとはときどき煮

家族といえども板の間で丁稚さんと一緒なんです︒一汁一菜です︒

夏目

先生は長男ではないのですか︒

夏目︑商売の家は朝早いですね︒学校へ行くとき︑朝飯を食べて

夏目

伊藤

私は四男です︒

けれども︑サラリーマンのうちなんかに行くと︑うちの親父や兄

夏目

長男は別格で︑親父と一緒にちゃんと座敷で食事ができる︒

から時間があるものだから友達のうちへ寄って学校へ行ぐのです
夏目

伊藤・長男は向こうですか︒

ょうか︒

石鹸︑着るものから履くものまで︒

夏目

代々伝わる商家です︒

長野市です︒私は長野市の善光寺のすぐそばです︒

夏伊夏駕篭三夏伊
目藤目田目道目藤
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ら士農工商というのは牢乎としてここ︵胸︶へ染み渡っています︒

のせがれなんぞに生まれるもんじゃなかったと︒私はそのころか

貴と同じ状態で食事しているわけです︒うらやましくてね︒商人

伊藤善光寺の辺りには夏目という姓は多いのですか︒

才はないです︒．

親戚というのはちょっといい過ぎですね︒第一︑あんな立派な文

夏目

だから多分その前に信州に来たのではないかと思います︒

だから士に対するあこがれと︑いうのは強い︒長男は地方の商人だ

夏目

いや︑長野でもあまりないです︒いますけれども︑それは

から商業学校しか出ていません︒商人だから商売を継ぐ乏いうふ

たのうちと．漱石とは家紋も同じだし︑出身もどうも同じだし︑何

夏目漱石全集を刊行する準備をしていろいろ調べていると︑あな

いますね︒これが昔︑どこだか忘れましたが︑もう何十年前に︑

こでそういうのが伝わったのかというと︑荒正人という評論家が

夏目

伊藤

夏目

伊藤

いや︑私はそんなことをいったおぼえはないのですが︑ど

夏目漱石と親戚になるのですか︒

自由は自由でした︒

逆にいえば自由ですね︒

のです︒朝日新聞へ入って数年で上司とけんかして︑満州へ行っ

らい上でしまうか︒松本の高等学校の先輩で︑朝日新聞に入った

んなワルでね︒ワルというと変なのだけれども︑私より二十歳く

だけれども外へ出てしまったわけです︒これがまた相当いいかげ

くろが婿を取って商売を継いだのです︒おじさんというのは長男

いました︒ところが︑その長男は若いものですから︑うちのおふ

人いて︑うちの母親が長女で︑長男がその市長で︑もう一人女が

夏目

佐道

あれはおじです︒うちのおじいさんというのは子どもが三

ご親戚のなかで長野市長をされたり︒

私のおじとか︑はっきりしています︒

かつながりがあるのではないかという手紙が来たことがあるので

て満州の役人になった︒満州の役人になって︑兵隊でとられて︑

︐うに決められていますが︑僕らは何をしようど勝．手でした︒

す︒こちらは︑﹁覚えはないけど︑多分それは五代くらいさかの

終戦で帰ってきて︑それで親父の商売を手伝っているうちに市長

伊藤

いや︑年齢が若くてとてもじいさんが生きているうちに︑

何かやはり政治的な︒

一族でそういう政治にかかわるような方はほかにもいらっ

というのがあったのだと思うのですけれども︒

夏目

■政治との関係

系なのでしょう︒

ぼればだいたい親戚だろう﹂と︒そういう程度であって︑直接は
そうですが︑ある雑誌に︒

になったり参議院議員になったりしたのです︒本当はそちらが直

佐道

それは冗談でしゃべっているのがどこかで一人歩きしてい

ありません︒

夏目

それは多分︑出は一緒なんだと思います︒︑うちの先祖は︑

家紋も一緒だというのは︑やはりどこかで関係があるので

るんだよ︒めったにない苗字ですしね︒

武田
すね︒

夏目

伊藤

しゃったのですか．−

﹃太閤記﹄か何かに三河の夏目某という侍が出てくるでしょう︒
その一党が流れ流れて信州へ行って︑侍家業を見限って商売を︒

夏目

はあったのかもしれま．せん︒市長をやった人の奥さんの親父きん

いやあ︑あんまり⁝⁝︒地方の政治家はいました︒じいさ
うちの兄貴が商売をやってから十代目なんです︒相当古いことは

んなんかも市会議長をやったりしていましたから︑そういう傾向
十代だど徳川時代中期ぐらいからですね︒

古いでしょうね︒

伊藤
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伊藤

丸山といいます︒とっくに辞めましたけれども︒だから︑

なんていう方ですか︒

というのもやはり国会議員をやったから︒

夏目

昔は課長でも十分だったのですけれども︑だんだん政高官低とい

うか︒そういう癖をつけたのはやはり役人なのでしょうけれども︒

﹁なぜ局長が来ないんだ﹂というような︒

伊藤

だけど︑物事はやはり課長あたりがいちばんよく知ってい

多少そういうのもあったかもしれないですね︒全然政治力のない
夏目

るのでしょう︒

そんなことをいってもいいのですか︵笑︶︒

庁という役所は必ずしもそうではありません︒というのは︑海原

政治家ですけれどもね︒

伊藤

もう死んでいますから︒夏目忠雄が引退したときに私も誘

実際はそうですね︒ただ︑ほかの役所と違いまして︑防衛

夏目

さんもそういったと思うけど︑防衛課長という仕事は防衛庁の全

体のことが見えるのです︒だけど︑ほかの課長さんは自分の守備

われたんです︒

市長ですか︒

から︑局長といえども︑正直いうとほかの局長さんではわかりま

伊藤

議員さんを裏からもごらんになったことでしょうし︒

せん︒例えば人事局長なんていうのは︑自衛官の人事はわかって．

範囲しかわかりません︒防衛局長になるともっとよく全体が見え

伊藤

本当に裏から見ていると︑あんなものはなるもんじゃない

も︑防衛政策が今どう動いているかなんてノータッチです︒形式

いや︑参議院議員に︒だけど︑自分は身の程を知っていま

夏目

的に参事官会議とか何かで知りうることはあるけれども︑大事な

夏目

と︒もっとも役人には二色あるんです︒ああいう権力の座に近い

ことはそんなところでだれもいいませんからね︒だから防衛庁と

るんです︒大きい問題はほとんど自分の問題しかないのです︒だ

人に対する役人としての切歯上腕みたいな︑自分たちの限界を感

いうのは特殊な役所で︑防衛課長︑防衛局長というのは︑その権

すからね︒白い手袋をしてこうやる︵手を振る︶のは︒

じて︑﹁あいつらの立場ならできる﹂と思う人と︑﹁ばかばかしく

限はないとしても基本的な事項についてはすべてタッチしていま
すから︒

てあんなまねはできないな﹂と思う人がいます︒

夏目

伊藤

伊藤それはかなり若いときにそういう感じになりますか︒
なると︑﹁こいつらは頭悪いくせに威張るだけで︑やることはえ

の全体が見える場所というのがあるわけですね︒

夏目

課長クラスは︒

付き合いはそうです︒

別ではありません︒防衛局というのは防衛庁の仕事を全部抱えて

庁のことも海上交通のこともわからないし︒そういうふうに全然

陸上交通をやるところは海上保安庁のことはわからないし︑気象

ただ︑ 例えば運輸省︑現在の国土交通省なんかへ行ったら︑

伊藤

︵政治家との付き合いは︶多少はありまずけれども︑課長だ

若いときは政治家の裏なんかは見えません︒局長くらいに

げつない﹂とか︑そういうことも見えてくるものだから︒

夏目

しかし︑︑多かれ少なかれどこの官庁でもメインストリーム

伊藤﹁だいたい局長くらいになって接点が出てくるのですか︒

夏目

いる感じなのです︒また防衛課長というのはそのまたほとんど大

は国会の全政府委員の答弁の七割くらいは一人でやらなければい

と向こうも︑﹁課長が来た﹂なんていう顔をして機嫌が悪くなる
そうですが︒プライドがあるのですね︒

けない︒

半を持っています︒そういう意味では︑大変は大変ですよ︒一時
伊藤

だんだんそういう意味ではインフレになってきています︒

くらいのものですq

夏目
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員会でないと答えることはないです︒政府委員ではなくて説明員

夏目

伊藤

いや︑防衛局長としてです︒課長は特別なとき︑小さな委

それは防衛課長としてですか︒

伊藤

佐道

夏目

伊藤

いや︑非常に穏やかな人間でございます︒中学は軍国時代

始まる前から読まれてしまっていますね︒

きょうも先生が見えるというから︑弱ったなあと︒

それはまずいな︵笑︶︒

昭和十五年︒

私は教練と勤労動員の連続でした︒いい思い出も何もない

何を植えましたか︒

かして︑何か食べ物をつくろうというのです︒

るのですが︑そこへ行って︑木の根っこを取り除いて石ころをど

から開墾作業として︑戸隠へ行く途中に飯縄高原という高原があ

です︒腹を空かせて︑栄養不良になって︒中学三年ぐらいのとき

夏目

の真只中ですね︒

ですから︒

■小学校・中学校時代

小学校六年生か五年生のときに︵紀元︶二六〇〇年記念式

昭和二年ということは僕の五歳上だから︑ずっと旧制です

伊藤 小学校︑中学校は長野ですか︒
︑夏目 長野です︒平凡な軍国少年でした︒

伊藤
ね︒

夏目
伊藤

二十年の終戦の年に中学卒業です︒

典です︒

夏目

僕は二十年の終戦のときに中学へ入りました︒

そうですが︒じゃあ︑私のほうが年上なんですね︒多少で

伊藤

夏目

何を植えたか記憶にありませんねの

僕は燕麦か何かを植えさせられました︒

それから万座温泉へ笹の実を取りに行きました︒笹の実な

−

﹁食えるかよ﹂というようなものだけれどもね︒

あれは食べられるみたいですね︒

伊藤

そういえば伊藤先生は辛らつに︑ときどき海原︵治︑元内

まあ︑顔はあんまり大きくならないです︵笑︶︒

へ行って山林の伐採とかね︒だから勉強なんかする暇はありませ

の部品をつくっていたところへ 一年間︒その他にも木曽の山の中

中学五年になってからは︑名古屋の豊和工業という飛行機

夏目

んでした︒ いま学力がどうのというけれども︑あの当時の学生は

本当に勉強する暇があまりなかった︒

もっと悪いんじゃないでしょうか O
伊藤

ものを考える余裕もないし︑腹を空かせて︑ノミとかシラ

よくお読みになっていますね︵笑︶︒海原さんがキッとな

夏目

って︒

夏目︑そうでしょう︑そう思います︒よくあの人がにこにこして

そうですね︒考えることといったら︑食べ物のこと︒

ミとかそんなのに食われるし︒

伊藤

そう︒たまにうちからいり豆とかを送ってくると︑それを

海原さんは伊藤先生が突っ込むと大変慌てられるというこ

佐道

夏目

みんなで分けて食べたりね︒せいぜいそんなものです︒私は︑名
そういうのは字を見ていてもわかりますよ︒

棒に入りました︒食べ物がなくて︑数人で︑暗がりの中を見たら

夏目

相当皮肉ないい方をされていたなと︑何ヵ所か見えました︒

古屋の勤労動員に行っているときに余りのひもじさから倉庫へ泥

とはありました︒

聞いていたなと思ってね︒

佐道

閣国防会議事務局長︶さんのことをからかったんじゃないですか︒

かい顔をしてしゃべれます︒

N

伊藤．あれは比較的忠実に再現しました︒

夏目

t3

夏伊ん夏伊夏着
目藤て目藤目藤

ら︑出てきたらみんな真っ黒なんです︒インクか何かを飲んでし

ビンがあって︑多分これは牛乳か何かじゃないかといって飲んだ

私は理数系がだめなのです︒当時はまだ戦時中ですから︑﹁科学

夏目

れども︒

悪いことはできないものですね︵笑︶︒

だめなんです︒私は虚弱児童で︒本当に戦時中はいい思い出もな

する心﹂が大事だなんていわれてね︒それと体力でしょう︒両方

勉強ができなかったのは自分で自覚症状があります︒特に

まった︒出てきてからゆっくり飲めばいいのに︒
佐道

僕は農村にいたものですから︑干し柿なんかをよく泥棒し

そんな余裕はなかったんだろうな︒

伊藤

それは僕も身につまされてそういう感じはします︒

いし︑ここ︵質問事項︶に書いてある︑いい友達︑いい先生とか︑

夏目

伊藤

本当にひどかったですよ︒高等学校に入って初めてアカデ

ました︒

刈りとかああいうの︒

夏目

ああ︑だから農村へ行く勤労動員は楽しかったですね︒稲

伊藤

ミックな雰囲気というのを感じました︒自分が勉強する︑しない
は別として︑雰囲気としてね︒

そうするとおにぎりなんかを爵してくれるものだから︑う

れしかったです︒

夏目

伊藤高校は︒

敗戦のときは高等学校に入った年︒

先生は敗戦のときにはどちらですか︒

みんな黙って我慢してくれるという雰囲気がありましたから︒

にしてくれますし︑特に旧制高校の生徒が少々悪いことをしても︑

田舎がいいですね︒多分そうだと思います︒町の人が学生を大事

夏目

蛮カラはあまりいませんでした︒いたことはいたけど︑た

やっぱり蛮カラでしたか︒

そんなことの連続だから︑本当に勉強というものはしてい

ませんでした︒

夏目

入った年ですか︒まだ旧制高校︒

伊藤

伊藤松高というのはずいぶん伝統のある旧制高校ですよね︒

松本高校︒

薗高校時代

もちろん旧制高校ですよ︒

夏目

伝統というか︑ちょっと田舎だから︒高等学校というのは

旧制高校だって勤労動員でしょう︒

好きな人が来ていました︒私も︑上高地のちょっと奥なのですけ

いしたことはありません︒ただ︑東京から来ている人は山登りの

行っても勤労動員です︒行かなくてもずっと中学の動員が

そのとき︑旧制高校の入学試験は大変だったのではないで

夏目

武田

いや︑一︑二回登ったのですけれども︒

先生も山登りをされるのですか︒

バイトをしました︒薪を売ったり︑キャンプする人にテントを︒

れども︑アルプスの徳沢というとこ︑うがありますが︑そこでアル

すよね︒

夏目

やはり中学での成績はかなりいいほうでしたか︒

虚弱児童だから︵笑︶︒

十人に一人ぐらいかな︒十倍というのはかなり︑難しいで

伊藤

伊藤

それはしんどいですよ︒もちろん槍ヶ岳にも登ったんです・
よ︑一応︒

夏目

あのころはみんな勉強していないから︑運のいいやつが入
った︒

伊藤

︵笑︶︑まあ︑いろんな表現の仕方があると思うのですけ

夏目

すか︒

伊藤

継続しているのです︒どちらでも好きなほうへ行けるのです︒

夏伊夏伊夏玉
目藤目藤目藤
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の後か何かで︒そうしたら今度は陸士海兵の人たちが戻ってきて︑

夏目

伊藤

夏目

伊藤

一年⁝⁝︑そのときからはやらない気がするな︒勤労動員

復学とは︒

復学して︒

戦争がおわったときは高等学校の一年号で︒

へ走って︒私は高等学校のときに浅間温泉という温泉宿に下宿し

これは﹂というのがあったのだと思います︒だからそういうほう

返ったでしょう︒やはりちょっとした虚脱感というか︑﹁なんだ︑

夏目

伊藤

そういう秩序なり︑思想なりそういうものが全部ひつくり

それはあたりまえのことですから︒

それは特別待遇ですか︒

ていくのです︒廊下を運んでいるついでに置いていってしまう︒

たのです︒さっきいったように実家が商人でしたから金は困らな

武田

特別待遇︒下宿代は高かったですよ︒普通の下宿の三倍く

文科で一クラス︑理科でニクラスくらいふえたのではないですか︒

着るものがないからみんな軍服を着ていましたね︒

夏目

いのです︒みんな腹をすかせているのだけど︑そのころは温泉に

伊藤

そんなの平気でしたけどね︒ただ︑彼らは勉強家でしたよ︒

それから︑旅亭とか京城とかあの辺の学校の人たちが帰ってきて︑

夏目

らいしました︒

入って優雅に毎日酒を飲めるのですよ︒なぜ飲めるのかというと︑

まじめでした︒高等学校にずっといるやつよりはよっぽど勉強家

伊藤そういうのはみんなお父さんが払ってくれるのですか︒

陸士や海軍の制服を着たまま教室へ来ているやつらがいました︒

でした︒だから大学へ入るときに大変だったんです︒東大法学部

女中さんが宴会場へ運ぶ酒のうちの一割くらいを私の部屋へ置い

が四倍でしたか︒私は人を押しのけて入る実力はないから都落ち

夏目

どた靴を履いたりね︒

に限ると思いました︒それは後の話ですけれども︒．高等学校のと

がやたら来るんです︒﹁君の下宿はいいねえ﹂と︑先生まで来た

廃的なんです︵笑︶︒やはりフランス文学にあこがれました︒特

青春ものでしたから︒私は十九世紀の象徴派詩人だから非常に退

ただあの人のほうがずっと健康的です︒やはり石坂洋次郎とかの

夏目

防会議事務局長︶さんと仲がいいのでしょう︒

伊藤

夏目

伊藤

ち︑じゃがいもが飯の代りでしたし︑そういう人たちから見ると︑

佐道

それはうらやましいでしょうね︒

どんぶり一杯の白いご飯が食べられればね︒

夏目

当時は︑下宿するのに金が幾らと米五升とか︑そういう時

もっとも向こうも腹をすかせているから︒寮なんかいった

それでは先生の権威もないですね︵笑︶︒

りして︒

そうでしょうね︑そうだと思います︒ただ︑先生とか友達

きも勉強しませんでした︒私は文学青年というのかな︒

に詩人︑ボードレールとか︑ヴェルレーヌとか︑ランボーとか︑

代です︒金だけでは下宿させてもらえないのです︒戦後二︑三年

やはりそっちのほうですか︒じゃあ︑伊藤圭一︵元内閣国

そういうのにやたら惹かれました︒﹁やはり戦争中の軍国主義の反

はそれだけ食糧事情がきつかったのですね︒

伊藤

みんなそうでしょう︒だから人並みの︒特別図抜けて軍国

軍国少年ではあったのですか︒

で︑文科の︒

伊藤

あの人もどっちかというとそういうところがありました︒

動なんでしょうか︒

夏目

夏目

そ︑つですね︑二︑三年がいちばんきつかったですね︒それ

少年というわけではないですけれども︑何ら批判精神もなく戦争

そうです︒辻邦夫とか︑優秀な人がいました︒

甲です︒あのころは︑斉藤茂吉のせがれの北杜夫なんかも
に協力したのですかち︒
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武田

同級生ですか︒

夏目

伊藤

いや︑短縮じゃないですよ︒三年間です︒その上が短縮で

このときは短縮ですか︒

伊藤

辻なんかは一期上だったんじゃないかな︒斉藤宗吉は同期
北杜夫さんの本のなかに松本高校がよく出てきます︒

がありますか︒

夏目
佐道
出てくるでしょう︑﹃どくとるマンボウ青春記﹄︒彼もあん

す︒三︑四年で新制に切り替わったのです︒

夏目

夏目

かもしれない︒

まり学校へ出ては⁝⁝︑山へ登っては蝶々を追いかけてばかりい

・やっています︒だいたい松本高校といヶのは︑信州そのものがそ

高等学校の時代の友達というのはその後もずっと付き合い

たようです︒あれは理系︑ドイツ語ですから︑あんまり付き合い

うなのですけれども︑あんまり役人がいません︒いないというこ

夏目

伊藤

サークルはほとんどありませんでした︒体操の時間がある

高等学校のときにサークルなんかはどうですか︒

伊藤

マスコミは︑朝日新聞とか読売︑NHK︑五︑六人いまし

マスコミは多いでしょうね︒

ると︑銀行へ入ったやつ︑証券会社︑マスコミ︒

とはないのだけれども︑数少ないです︒高等学校のクラス会に出

ええ︑今でも付き合っていますよ︒つい最近もクラス会を

はなかったのですけれども︒

とサッカーをやっていた︒記憶はそれだけです︒文芸部なんてや

夏目

伊藤

私小説みたいなのばかりやっているんですよ︒永井荷風だ︑

そういうのに入らなかったのですか︒

伊藤出版社なんかも多いのではないですか︒

元︒もちろんみんな今はもう辞めていますけれども︒

っていたのもいました︒

夏目

聞きになりましたか︒

佐道
自宅だと思います︒

いなと︒高等学校のときの自堕落な生活が身に染み付いていまし

夏目

伊藤

いやいや︑要するにまともなサラリーマンはできそうもな

詩集でも出すつもりですか︵笑︶︒

ば行きたいなという感じはあったのです︒

出版社もいました︒私も実は出版社とかマスコミにできれ

夏目

八月だから︑多分休み︒

て︵笑︶︒田舎の大学というのはほとんど就職の案内が来ないの

夏目

伊藤

自宅で︑自宅の縁側か廊下かで聞いたような記憶がありま

へったくれだとか︑あんなのはだめなんです︒

夏目

です︒情報がないんですね︒もちろん学校へ年じゅう行っていれ

終戦のラジオ放送というのがありますが︑あれはどこかお

す︒一日二日前まで長野市は空襲があったのですよ︒やはり何か

ば多少はあったのでしょうが︑私はあんまり学校へ行かなかった

それはどこのときの話ですか︒

・ものだから︑あっという問にみんな締め切った後でした︒

こう︑一瞬虚脱感というのか︑そういう感じがしました︒別に戦
争に積極的にどうのこうのではないのだけど︑負けたというのは

伊藤

自分のなかの常識が受け入れないですね︒だけど︑電気は明るく

高等学校はうろうろするだけですよ︒酒を飲んでね︒

早いです︒まだ高等学校をうろうろしているところですか

それは大学の就職のときの話です︒大学を卒業して︒そっ
伊藤

夏目
確かに複雑な感じですよね︒

ら︒

つけていいし︑そういう意味では夏空の青さがまぶしくのびのび
伊藤

私は︑もう半年ぐらいすれば徴兵検査だったのです︒文科

ちに行ったらまだ早いのかな︒

夏目

夏目

としたなという感じも記憶にあります︒

というのは延期がないですから︒

16

㊥・2・・2年9月2・日

夏目

伊藤
だから今でも強いです︒ 年のわりには︒

よく酒が飲めましたね︒

夏目

伊藤

あるけど︑北海道とかあんまり遠いところへ行くのは帰っ

ほかにも帝大はいっぱいあるじゃないですか︒

伊藤

試験が難しいからですよ︒四人に一人ですよ︒陸士海兵が

なんで東北大学なのですか︒

伊藤

夏目

伊藤

名古屋︑大阪︑北海道もなかったかな︒文科系︑の学部があ

そうですが︑文系はなかったのですか︒

名古屋は理系しかなかった︒

京都﹂名古屋︒

てくるのに大変だし︑あとは京都ですよね︒

夏目

夏目

□大学時代

帰ってきたから水ぶくれにをっているで七よう︒昔は科さえ文句

伊藤

うちのおふくろはかねがね︑﹁京都へは行くな︒堕落する

そうすると選べる範囲というのは限られますね︒

るのは︑東北と東京と京都と九州︒

年は違うのですね︒私は人を押しのけて入る実力はないし︑気力

夏目

いわなければ大学へほとんどただで入れたのです︒だけど︑その
もないので︑なるべく邪魔にならないようにといって都落ちした

から﹂と︵笑︶︒

佐道・東北へ行けば質実剛健︵笑︶︒

わけです︒

伊藤

夏目

﹁だいじょうぶだ﹂と︒高等学校の卒業生優先みたいにして入れ

半分は落ちると聞いて私は自信をなくしている﹂といったら︑

ならなんとか入れると思ったけど︑ 聞くと二倍あるというから︑

んだ﹂という︒﹁いやあ︑ 私は勉強していないものだからふここ

東北大学の先生が面接で︑ ﹁なんで松本からこんなところへ来る

夏目

伊藤

夏目

伊藤

そうなんです︒ その年だけだと思います︒東北へ行ったら︑

普通は高等学校を卒業すればどこかへ入れる︒

特別なんですよ︒

この年はちょっとあれですね︒

ていました︒﹁一部残ったかもしれませんが︑僕が通っていた教室

夏目

伊藤

夏目

伊藤

全面的に焼け野原ですから︑ひどかったです︒

なくなつちゃっているんですよね︒

す︒今なら何でもあるけれども︑当時は焼け野原でしょう︒森の

うな町でしたけれどもね︒ただ︑何せ田舎ですから刺激がないで

伊藤

tかし︑東北大学は焼け残ったのではありませんか︒

都なんていうけど︒

夏目

医学部は残っているけれども︑法文系のほうはみんな焼け

いや︑東北はよかったですよ︒のんびりしてかったるいよ

豊図らんや︑ですか︒

ここも競争はあったのですか︒・

夏目﹂行ったら二倍近くありました︒﹁え︑ なんでこんなところ

難だと思ったのでしょう︒

てくれたのですね︒まともに競争をやったら専門学校の人にかな

はみんな戦後のバラックでした︒

本当は冗談で言ったのでしょうけれども︑東北のほうが無

が二倍もあるの？﹂と︒．

わなかったのではないかと思うのです︒だからあんまり試験をや

佐道

夏目

佐道

最初から競争を放棄したやつです︒でも理系はい．っぱい優

肪抜けですか︵笑︶︒

二︑三人いました︒同じような臆抜けみたいなやつが︒

松本高校からは先生のほかに東北には︒

ったという記憶がないもの︒

夏目

夏目

面接は記憶あります︒だから面接で決まってしまったので

武甲面接ですか︒
はないかなと思います︒
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伊藤

法文系はやはりレベルが低かったかも知れません︒当時は

あそこは理系は有名ですからね︒

夏目

佐道

夏目

新聞学とか社会学原論とか︑そんなもめばかりいっぱいと

ほかの役所以上ですから︒

本当ですね︒

秀な人が来ていました︒斉藤宗吉なんかも東北です︒

夏目

ンと投げて︑﹁こんなもの一生使わないそ﹂と︵笑︶︒あのときに

夏目

伊藤

夏目

伊藤

りませんでした︒私は法学部に珍しいといわれていたのですね︒

ね︒しんどかったですね︒だから︑学校へはあんまり出る気があ

北の法科へ行ったほうがおふくろはホッとしたのかもしれません

んじゃないかと︒そういう意味では︑東大の文科へ行くよりは東

のほうが食えるだろう︒文科なんかに行ったのでは飯が食えない

すけれども︑うちのおふくろは喜んでいましたよ︒東北でも法科

伊藤

でも必修︒

法と名のつくものは︑憲法と︑民法総則と︑刑法と︑そんなもの

夏目

必修のやむをえないのが五つかそこらあったのですかね︒

じゃないかな︒あとは外交政治史とか︑あんまり法律とは関係な

伊藤

そんなものですか︒

いようなものをぎりぎりいっぱいまで︒

夏目

やっとこ卒業できたんです︒卒業と同時に六法全書をボL

そうです︒それはしようがないなと思って法科にしたので．

そのどこかに入るのですか︒

中は︑法科︑経済科︑文科と分かれているんです︒

実際に完全に分かれているのですか︒

た︵笑︶︒

いがするからいいんじゃないかと思ったら︑中は分かれていまし

由の一つになったのです︒法学より法文のほうがいくらか文の匂

夏目

伊藤

いであの橋のたもとに元寺小路というのがあります︒駅から二︑

伊藤

夏目

伊藤

やはり下宿ですか︒

けど︑あんまりついていくような雰囲気ではありませんでした︒

生がいました︒口八丁手八丁みたいにペラペラとしゃべって︒だ

ら︑弁舌さわやかな寄席芸人みたいな中川善之助という民法の先

なと気がとがめて︑自宅へ伺う勇気はありませんでした︒それか

びに行くのですが︑劣等生が行ったのではいけないんじゃないか

いうものを感じました︒ただ︑よく学生の仲間で先生のうちへ遊

のときにそういうを感じたことはなかったのですけれども︑そう

の温かさみたいなものを非常に感じた︒それまでの中学︑高校生

伊藤

下宿︑それも旅館でした︒仙台はご存じですか︒

先生というのはそんなもの︒法学部の先生だから︒本当は桑原武

夏目

ええ︑大体わかります︒

夫とか阿部次郎とか︑そんなのがいればもうちょっと違ったかも

伊藤

駅のそばにエックス橋というのがありました︒線路をまた

しれない︒桑原武夫なんて京都へ逃げちゃった後ですからね︒

夏目

旅館ですか︒

三分ですかね︑旅館があゆました︒

夏目

もちろん旅館といっても︑戦後バラックで建てたような旅

この人の講義を聞いたときには︑学問的な深さと︑その人

ああ︑社会学︒

先生は一人だけいましたね︒新明正道という先生︒

印象的な先生は︒

って︒

もつと勉強しておくというか︑リーガルマインドぐらいは養って

法学部とはいわない︑法文学部です︒それもまた私のひかれた理

おけばよかったかなあと思ったのですが︑まさか役人になるとは

食事はいいです︒旅館ですからね︒

館なのですけれども︑そこへ下宿していたのです︒やはりこれも
憲法馬法律でこれほど苦しむとは思わなかった︵笑︶︒

思わないものですから︒

佐道
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旅館というのは︑こんな話をしちやいかんかな︑いわゆる当時流

夏目

伊藤

夏目

伊藤

そういう意味では多少恵まれていたんです︒ところがその

さすが東北ですね︒

持っていかない︒ただ金だけ出せばいいです︒

やはり米を持っていくわけですか︒

はうちの物を売るのが商売なんですよ︒もう時効ですけれども︒

夏目・不肖の子でしたから︒勉強は嫌いだし︑悪さをするし︒私

伊藤

かまた変なことをしているんじゃないか﹂と︒

夏目

佐道

そうしたら新聞に出て︑田舎のおふくろが︑﹁おまえ︑何

盗んだ相手を︒

伊藤

連れ込みなんだよ︒こんなところとは予想もつかなかった︒

連れ込みですか︒

こなんかはねずみの小便か何かでちょっと臭いようなもの︑こん

書というか和綴じの本がずらっと本棚に並んでいたのです︒隅っ

掛け軸だろうと何だろうと︑みんな売っちゃうのです︒当事︑和

さっきからお話を伺っていると︑お母さんはだいぶ心配︒

行っている⁝⁝︒

だから︑進駐軍相手でときどき捕まるんですよ︒トラックに乗せ

なものをうちのなかに置くのは嫌だからと思って︑長野市に大き

夏目

られてバーツとMP本部へ︒それをもらい下げに行ったりね︒一

ダットサンか何かで取りに来たのです︒それ一杯持って行ったら︑

な古本屋がありましたから︑ド買うかといったら︑取りに来ると︑

金をガッポリもらえて︑いい値で売れました︒それをみんなうち

宿一飯の恩義があるから︒同じ旅館にいましたから︑なんとかも
それはめつたにできない経験ですね︒

らい下げてくれというので︒

武田

のやつには黙っているのですから︒いつの間にかなくなつちゃっ

不良少年ですか︒

その旅館は紹介か何かで入るのですか︒

伊藤

みんな二十歳前後のころですよ︒今はやっていないですよ

佐道

いえ︑先生がそういうところに下宿されたというのは︒

夏目

て︑後で気がついてね︒そういうのが年じゅうでしたから︑不良

佐道

私はだれかの紹介です︒友達か何かの紹介です︒

いやいや︑勝手に︒もっともその女性と旅館の常連のよう

夏目

でも︑そういうところとは知らなかった︒

伊藤

夏目

伊藤

知らなかった︒旅館だというから︑見に行ったのですけれ

少年ですな︒

夏目

夏目ちょっとね︒末っ子でしたから︒

でしたね︒

ども︑普通の旅館でなんてことないですからね︒まあ︑普通の泊

伊藤

マンとか︑そういう人も泊まっているのですけれども︑所謂﹁夜

し︑うかうかうつつをぬかして小説を読んだり︑そんなことをや

夏目

考えだったのですか︒

大学のときは法科へ行って︑そこから先はどうしょうとお

兄弟のなかでも変わっているわけですね︒

︵笑︶︒兄弟からは︑あいつに預けておくと何でも売っちゃうと︒

り客もいるんですよ︒商売で八戸から出てきたとかいうサラリー
の女﹂というのも何人かいました︒そのうちの一人なんか︑私の

あんまりサラリーマンになるという気は正直いってない

カメラか何かを持って逃げて︑盛岡署へ捕まったんです︒

夏目

伊藤

女︒それで︑おまえの名前が出ているけど︑身元保証がで

それは女の人ですか︒

伊藤

卒業試験というのがあってですか︒

かんと思って︑付け焼刃で勉強して卒業はしたのです︒

っているうちにあっという問ですよね︒卒業だけはしなければい
きるかと電話が来て︑もらい下げに行ったときもある︒

い．や︑単位さえとっておけばいいです︒単位だけは︑今い
盛岡までですか︒

夏目
伊藤
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それはなぜですか︒
夏目

伊藤

法文学部にいる問に︒

いや︑試験は当時受けていないのです︒

これは昔の文官試験ですか︒

思って入りましたつ

できれば文芸春秋とかせいぜいそのくらいで妥協したいなと思っ

武田

田舎へ帰ってしまっているからね︒当時は卒業式なんかな
伊藤

役人の試験なんかがあることを知らないもの︒来てもいい

つたように各種取り揃えて︑きちんととっていましたから卒業は

いのです︒三百円か二百円か送料を出さないと卒業証書をくれま
夏目

たのに︑全然だめなので︑まあ︑遊んでいるよりはいいのかなと

せん︒たしかそうだった︒

夏目

国立大学で︒

よといわれて調べたら︑どうも役人というのは公務員試験を通っ

できたけど︑卒業証書をくれないのです︒

佐道

国立大学︒うちのおふくろがまた心配して︑﹁おまえ本当

よ︑採ってくれるのがはっきりしているのなら試験を受けるよ﹂

夏目
本当に卒業したのかと︵笑︶︒

というので受けた︒そうしたら入ったのです︒そうしたらあちこ

ていないと鼻くそみたいに扱われるぞという︑ので︑﹁じゃあいい

武田

金を送ったら︑筒に入れて送ってきました︒だから筒代か

に卒業したのかって⁝⁝︒﹂と︒

夏目

ちから来ました︒

たいしたものですね︒

もしれません︒やっとこ安心したのだけど︑そんなことだから就
それでどうしたのですか︒︑

職のチャンスがないのです︒
伊藤

■就職

だけど︑﹁俺は約束だから調達庁へ行く﹂といった︒
特別調達庁というのは︒

それがそのあと調達庁になるのですね︒

朝日新聞に入って満州の役人をしていた．わけですが︑ちょうどそ

の夏目忠雄というおじがもう引き揚げてきていましたから︑彼は

らしていたのだけど︑周囲から見ると目障りですからね︒さっき

しまって︑どうしょうかなと思ってしばらく田舎へ帰．ってぶらぶ

武田

伊藤

総理府の事務官という形になるのですか︒

総理府所管です︒だから︑私がもらった名刺も総理府事務官です︒

夏目

この経歴を見ますと︑三月に卒業して︑普通はだいたい四

総理府です︒最初︑入ったころの特別調達庁というときは

これはどこに属しているのですか︒

ごろからかなくなったのですね︒

入ったときには﹁特別﹂が入っていたのです︒それがいつ

の同期生の仲間がそれぞれ本省で局長なのです︒．﹁じゃあ︑頼ん

伊藤

気がついたときにはまともな会社はみんな採用がおわって

でやる﹂といって︑一緒に連れて歩かれて︑何人かに会って︑

月に就職する︒

ょうど採ってもいいかなということをいってくれたので︑﹁どこ

た﹂．とか何とかと色よい返事がないのに︑調達庁という役所でち

夏目

伊藤

東京へ来て︒どこもなかなか︑﹁いやあ︑もう済んじゃっ

東京へ来てですか︒

伊藤・十一月合格になっていますけれども︒

夏目

は十一月ごろ︒

伊藤

夏目

これは五月になっていますから︒公務員試験に受かったの

普通はそうです︒

夏から秋にかけてですね︑たしか︒

でもいいか﹂というから︑﹁役人かよ﹂という気がしたのですが︒

−

﹁こいつを採ってくれ﹂と︒

夏目

夏佐伊夏伊
田道藤目藤
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夏目

多分その間はまともに勤めてないんです︒アルバイトか何

かで時々出て行っては小遣いをもらった程度で︑きちっと入った
でも︑その前の十一月には札幌調達局不動産契約課と書か

のは翌年です︒ちょっと見せてください︒俺より詳しいんだな︒

伊藤

札幌へ行ったのは試験の前にアルバイトで行ったのだか

れていますよ︒

夏目

雑用というこどですか︒

雑用です︒

毎日通われるわけではないのですか︒

毎日ではありません︒

その当時︑調達庁はどこにあったのですか︒

最初のアルバイトのころは神田岩本町です︒r昭和通に面し

だから五二年の五月に初めて︒

二十六年卒業でしょう︒

卒業は二十六年だもの︒

そうしたら︑大学卒業して一ヵ月間があいただけですよ︒

そうですが︒

五二年というのは昭和二十七年ですよね︒二十七年の五月

同じ十一月だから︒

は東京で食っていけないなと思いました︒そうしたら︑札幌へ行

ない︒これはだめだと思って︑こんなのでは一年間といえども俺

飯代がないですね︒交通費もない︑たばこも吸えない︑酒も飲め︑

が六千円ぎりぎりか︑それぐらいなんです︒ということはまず昼

．多分六千円くらい︒二食で︑狭い部屋でね︒こっちでもらう給料

当時二食で六千円くらいかな︒正確な金額に覚えがないのだけど︑

夏目

伊藤

夏目

伊藤

下宿した︒阿佐ヶ谷に下宿したのですけれども︑下宿代が

そのときはまたどこか下宿ですか︒

秋葉原からちょっと昭和通を南へ下った辺りですかね︒

あんなところにあったのですか︒

た三井ビルというのかな︒

じゃあ︑一年くらいぶらぶらしていたということですか︒

くかというのです︒札幌へ行ってくれれば︑赴任旅費みたいなも

ら︑ζれ︵経歴︶はきっと間違っているね︒
伊藤

ぶらぶらしていたんですよ︒採用が四月だから︒

ごろの採用だから︑これは一年ずれているんじゃないのかな︒

夏目

もう一回書類を点検してみます︒

のが出るし︑それで多少は稼げる︒向こうへ行くと︑石炭手当と

試験の前後というのは︑︑これはアルバイトですか︒

かなり長い期間ですか︒

なというので行きました︒

いてあの汚い下宿にいるより︑行けば何とかなるんじゃないのか

にそれを現金でくれるのです︒それは大きな魅力だなと︑東京に

か寒冷地手当というのが当時はありましたから︑四月か八月ごろ

ここ︵一九五二年十月︶から後は合っているんだな︒

五二年の十月ですか︒

試験もだいたいこのころ︵一九五一年十一月︶だから合っ

伊藤

そう︒札幌へ行ったのは試験の前ですからね︒調整課とか︑

ていますね︒

夏目

これもアルバイトですか︒アルバイトというのは何をやる

みんなそうです︒

伊藤

書類の整理だとか︑コピーをとったり︑複写︑ガリ版を書

のですか︒

夏目

いたり︒

いや︑七︑八ヵ月行っていました︒

そんなに行っていたのですか︒

現金をもらって︑冬を越す前に金がなくなつちゃった︵笑︶︒

札幌でお金がなくなったら︑これはちょっと辛いですよね︒

いや︑一度にもらったたんまり入ったのは使っちゃったと
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夏伊夏武夏沢
目藤目田目藤
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夏鳶夏豊春伊夏伊夏伊佐
目藤目綴目藤目藤目早道

︑

しかし寒冷地手当がなかったら本当に困るでしょう︒

■調達庁での仕事

るとかね︒

ば強い役所が採る︒ 遠慮しているところは︑その下のほうから採

伊藤
それは大変でしたよ︒

いうだけの話で︑給料はもらえます︒

夏目

る︑あんなものばかでもできますよね︒あれで落ちるやつの気が

答が五つぐらいあって︑そのなかで正しいやつにちょっとこうや

伊藤

対策みたいなものですね︒

とかというのがあるじゃないですか︒

夏目

対策みたいなもの︒あれですもの︑択一式というのか︑問

している役所だというのは︒

佐道

伊藤

戦で帰ってきて調達庁へ入った︒まあ︑多少やっぱり私も仁義は

れども︒長野中学なんです︒一高へ行って︑外交官になって︑終

は私の結婚式の媒酌人になっている︒もちろん今は死にましたけ

の頼りで行っているということもありますからね︒だからその人

伊藤

それは逃げられないですね︒

重んずるんですよ︒悪いことはしてもね︒

夏目

調達庁に入られたときは︑調達庁と︑いうのはどんなことを

そうです︒だってまだ約束した．人が現職でいますし︑おじ

でも︑約束だからというので調達庁に入るわけですね︒

佐道︑試験の前だということですけれども︑試験の勉強もされて

知れないね︒

夏目

上級職ですよね︒

いたわけですよね︒

佐道

もちろん上級職です︒

全然しないですよ︑そんなもの︒あ︑一冊︑公務員試験何

夏目

全然知らないですね︒札幌へ行ってびっくりしたのは︑ア

そんな簡単なものではないと思うのですが︵笑︶︒

夏目

佐道

メリカ軍の将校が役所にいるんです︒監督官みたいに︑少佐か中

佐か︑軍人がいるんですよ︒局長や部長も遠慮していましたね︒

いま思えばそうですけれども︑そのときは︑﹁なんだ︑こ

んなもので決まるのか﹂と思った︒例えば︑お茶を飲んで仕事を

なんで監督官なんかがいたのか︒まあ︑まだ講和発行前の占領中

︑夏目

サボっているときに上司が入ってきたらあなたはどうするかとい

ですからね︒それで︑五時十分か十五分くらい前になると︑みん

す︒しまうものはしまって︑こうやって︵きちんと座って︶待っ

うのです︒慌てて課長にいいわけするとか︑黙って知らんふりす
そういう試験だったのですか︒

ているんです︒ブーツと鳴ったとたんにみんなサーッと帰るんで

なばたばたと仕事をやめるのです︒それで机の上をきれいにしま

佐道

そればかりではないけれども︑そんなものもいっぱい入っ

るとか︑答えに⁝幾つかある︒こんなこと．で⁝⁝と︒

夏目

中の役所を垣間見たという感じでした︒それで初めて調達庁とい

す︒調達庁というのはそういう役所でした︒少なくとも地方は︒

国家公務員試験というのは順位がつくのですか︒

うのはどういう役所かわかりました︒でも︑帰ってきてからは︑

ているのだから︑これで落ちるやつの気が知れない︒運が悪いん
伊藤

つきます︒つくけど本人には教えません︒

講和が発効して︑そういうものは 一切なくなって日本の役所に戻

米軍の仕事をしているといえばそれまでだけれども︑本当に占領

夏目

教えないのですか︒そうすると．各役所が名簿を見て︒

だなあなんて思いました︒

伊藤

見て︑あ︑こいつ︑こいつと︒大蔵省なんかは︑一番から

伊藤

昭和二十七年だからね︒

っていました︒

夏目

十番ぐらいまでのやつにべッペッペッとつばをつけて︑競合すれ
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せんでした︒

たでしょう︒だから︑まさか防衛庁になるとは正直いって思いま

かにありましたから︒漠然と︑再軍備なんかとんでもないと︒も

調達庁ではいったいどんな仕事なのですか︒

公務員試験は東京で受けられたのですか︒

伊藤

まともな仕事をしてないですよ︒札幌にいるときは︑駐留

武田

夏目

ちろん知識があっていっているのではなくて︑その前の戦争でこ︑

軍がいっぱい土地を接収するじゃないですか︒そのため土地の所

東京︒いや︑東京で一次を受けて︑二次は札幌かな︒

二次は面接になるのですね︒

有者と売買契約なり賃貸借契約を結ぶわけです︒契約書に判を押

夏目

面接です︒︑一次はペーパーテストです︒

してもらわないどいけないでしょう︒ところが︑北海道の原野と

りごりしているのが残っているときですから︑そういう感じでし

二次でどんなことを聞かれたか覚えていらっしゃいますか︒

いうのは地主がいるのかいないのかわかりません︒不在地主みた

伊藤．rそういうことができるのですか︒

全然覚えていない︒

たのは間違いないです︒面接みたいなものだけは札幌かもしれま

夏目

それほど印象に残っていないということですか︒

いなのばかりでしょう︒どこにいるか探すのがまず大変だった︒

できます︒多分そうだったと思います︒一次は．東京で受け

せん︒

残っていないですね︒どうせあんな試験をやるところだか

役所なのです︒ 同じ役所でも︑戦後の労働省だったら多少俺にも

省へ行きたかったのです︒ というのは︑労働省というのは戦後の

らたいしたことないですよ︒ 正直いうと︑私は調達庁よりも労働

です︒雪深い留萌とか増毛とか︑こんなところ︵腰︶まで雪がく

円か五円の賃貸料を払うために旅費をかけて判をもらいに行くの

探して見つかったら︑そいつに判をもらわなければい﹁けない︒三

佐道

るところへもらいに行くのです︒まあ︑アルバイトだから嫌とも

向こうから声がかかったということですか︒

ころなのでしょうけれども︒

ついていけるかもしれない︑ いわゆるほうひ法匪の横行する社会

伊藤
たしかありました︒

夏目

いえませんけれども︒そういう労働です︒労働というか︑普通の

夏目

しかし︑労働省というのは内務省以来の︒

地もあって︑冬なんか大変ですよ︒

とは違うのではないかと漠然と思ったのです︒
︑まだ世の中を知ら

伊藤

そうそう︑後で見ればね︒でもやはり︑．当時は労働三法と

そうですね︑吹雪くから︒

人は嫌がりますね︒

夏目

伊藤

増毛︑留萌︑苫前とか︑今でもその地名を覚えています︒︐

ないですからね︒

か何とかって︑新興官庁のいちばん時の流れに乗っているような

夏目

昭和二十七年の十月に調達庁の調査課といヶところに移ら

たしかに基地があるところですから人があんまりいないと

雰囲気でしたでしょう︒だから︑そういうところならという感じ

伊藤
いやあ︑労働省ではなくてよかったんじゃないですか︒

︐夏目

れますね︒これはちゃんと公務員として︒

駅をおりてから二時間くらい人っ子一人会わないような僻

がしたのです︒

伊藤

やがて防衛二法ができて防衛庁ができると︵笑︶︒

公務員の試験に受かってちゃんとした役人になったという

調査課は公務員の試験に受かってからです︒

佐道

防衛庁へ移るとは思わないですね︒当時まだどちらかとい

のは︒

伊藤

夏目

えば︑社会党ほどではないけれども︑社会党に近い気持ちがどこ
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伊藤

夏目

調査課のときだと思います︒だから︑調査課は十月ではな

それがこの調査課のときですか︒

ちゃんとした総理府事務官の名詞ももらって︒

ました︒だから︑非常に調査課のときは楽しかったです︒

多少︑同じ役人にもこういうのがいるんだなという親近感があり

か︑﹁おまえ︑そんなものを読んで﹂といってからかうわけです︒

ぜい数十ページかそこらのものですけれども︒

夏目

調査課は何人くらいいらっしゃったのですか︒

調達庁何年史とかいうのをつくったのでしょう︒

調査課は何を調査するのですか︒

佐道

十五︑十六人ではないですか︒あまり印象に残る人はいま

伊藤

伊藤

調査課というのは︑ざっくばらんにいうと新しくできた課

夏目

いんじゃないかなゆもっと早いのではないかと思います︒五月か

夏目

せんでしたね︒役所というのは︑新しい課ができると大体いい人．

つくりました︒調査月報も︑私がいるときでも数冊は出し

です︒占領軍がもういなくなって︑安保条約に基づく駐留軍にな

というのは来ないのです︒

夏目

った︒それまでの占領軍のいたときの仕事というものを歴史とし

あちこちから押し出されたのが来るんでしょう︒

六月︑要するにそのころです︒五二年の十月ということはないと

て残す必要はあるじゃないか︒占領軍調達史をまず作ろうという

伊藤

概ねそうです︒いい人を寄こさないですから︑どうしても

ました︒もっと出したかな︒毎月かな︑出したんです︒ま︑せい

のが一つ︒もう一つは︑調達庁の仕事に対する調査研究として︑

夏目

思います︒

調達庁というのはいろんな雑多な仕事をやっていますので︑そう

そうなるんですね︒

しかし︑どれくらい続いたのかな︒結構長いこと︒

いうことを多少アカデミックな面から勉強して︑﹃調査月報﹄と
称して毎月雑誌をつくって︑それを各役所とか図書館とかへ配る︒

その原稿を書いたり︒多少はだから文化的な匂いがしたのです︒
なぜそんなところへ行ったかというと︑さっきいった北海道でも︑

金がなくなるから早く帰らないといけない︒いろいろ運動してく
れた人がいるのです︒これがまた中国からの引揚者で︑私が入る
ときに世話してくれた人と一高の同級生で︑東京都庁か何かに行

長いこどいたかな︒

これ︵経歴︶だと四年間です︒

・こちらが参照した資料にはこう書いてあったので︒

三︑四年はいたでしょうね︒それから管理課の係長になっ

もう死んだのですけれども︒彼は︑仕事をしている合間にもフラ

人はずっとそれからもお付き合いしていただきました︒その人も

たような役人です︵笑︶︒その人が引っ張ってくれました︒その

す︒この人は仏文出身で役人的ではない︒私よりもつと箔の抜け

があります︒でも︑ここで何をしたかという仕事の記憶はないな︒

夏目

伊藤年史みたいなものをそのときにつくってしまったのですか︒

段落ついて︑協力課というところに︒

な気はするけど︑ほんのわずかだと思います︒調査課の仕事が一

夏目

佐道

これはなんでいたのかな︒協力課というところにいたよう

調達協力課というのは︒

たんです︒

ンス語でペラペラ独り言が出るんです︒私もフランス文学にあれ
懸命読んでいたのです︒彼が下手なのか上手なのか私にはわから

夏目うん︒

伊藤

それは協力課の話ですか︒
ないフランス語で︑﹁﹀δ冨︒げ興∩げΦ含8ヨbのb霞含﹂とか何と

つくったでしょうねきっと︑いたんだから︒私はいた記憶
だから︑・そのころは﹃失われた時を求めて﹄なん．ていうのを一所

って︑支那へ行って引き揚げてきた人です︒その人が調査課長で

夏佐武夏菊
目道田目藤
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たのだけど︑その後施設部と名前は変わったのですけれども︑施

設の仕事だけがメインで残ったのです︒︑

伊藤．では︑不動産部管理課は︒

夏目
佐道

ないけれども︒調達協力課というのも︑いたというにはいたけれ

夏目

伊藤

調査課はいたかもしれませんね︒何年いたか之いう記憶は

でも四年ぐらい︒

よ︒私もそういう仕事をしたがった︒芸能課というのがあって︑

それまでは芸能人の提供からみんな特別調達庁がやったんです

夏目

大半が残って︒

たしかに占領はおわりましたけれども︑米軍の基地自体は

に︒それまでは平事務官だよ︒

ども︑そこでどんな課長がいて何をしたかというと︒ほんのわず

ミュージシャンどかアーティストみたいなやつをみんなAクラ

は補償金を払うとか︑そういうことの算定とかね︒

金額を払ったり︑あるいは引っ越していかなければいかんところ

の土地の賃貸料を払ったり︑︑契約をしたり︑買収契約をして買収

ういうことをやっていました︒要するに︑駐留軍に提供するため

夏目

伊藤

これは施設の土地の買収とか賃貸借契約とか補償とか︑そ

不動産部管理課というのは何なのですか︒

なんていうとそういう芸能人を呼んでくるんです︒不動産部では

夏目

佐道

私はあの仕事をしたがった︵笑︶︒大きい顔をして︑宴会

その支払いも調達庁がやるわけですか℃

に芸能人をみんな格付けしたんです︒

スだからおまえの日当は幾らだ﹂と︐いって︑今のテレビの代わり

ス︑Bクラスと格付けをして︑進駐軍から呼ばれると︑﹁Aクラ

初めて役所としては多少責任のあるような仕事をしたという感じ

全然そういうのはない︒だから︑不動産部というところへ行って

調達庁︑施設庁のいちばんメインの仕事は施設しかなくな

から︑物資の納入とかそういうのは役所を経由しないでやるよう

は違うなと︒

契約でしょう︒これはとても俺が学生のときに考えていた仕事と

ですかね︒︑でも余り楽しい仕事ではありませんでした︒だって︑

になったから︑土地建物の提供だけが︑調達庁︑施設庁の大きな

もちろん米軍基地ですよ

管理しているのはだいたいいつも基地ですか︒

伊藤

役所としても縮小したのですか︒

移った人もいるのかもしれませんけれども︑地方が多いで

さばいたかというのはよく知りませんけれども︑とにかく定員は

すからね︒私は本庁しかいないから︑地方がどういうふうに人を

夏目

伊藤・ほかに移っているのですか︒

夏目縮小ですよね︒人もずいぶん減っているはずです︒

伊藤

仕事で残ったのです︒

ったのです︒ほかの仕事は全部米軍が直接やるようになりました

夏目

伊藤今までの感じとはずいぶん違ったところになりましたねつ

残っています︒だからそういった仕事だけが残ったのです︒

かしかいなかったのではないでしょうか︒

不動産部の管理課というところに初めて係長になったとき

、

東京のなかにもずいぶんあったでしょう︒
全国ですよコ

東京にもずいぶんあったでしょう︒

うん︑東京にもあった︒個人住宅もあうたしね︒例えば第

一生命のビル︑ああいうのはみんなそうですから︑ああいうのを

まあ︑占領がおわったのだからそうですね︒

たのですが︒

管理して借料を払ったりしていたわけです︒徐々に都市部は返し
伊藤

佐道

一方で︑この五十年代は内灘とか砂川とか米軍の基地問題

今は防衛施設庁という名前のとおり︑当時不動産部といっ

どんどん減っている︒

目藤．目藤目
夏目
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雑言を投げられて︑﹁米軍の手先だ﹂とかいわれてね︒地道な役

ちを相手に仕事をしていたら決して楽しくはありませんよ︒悪目

えず反対運動でしょう︒返せとか補償金を上げうとか︑あの人た

夏目

その問題に︒

広げようということがあった時期です︒このお仕事ですと︑相当

に対する運動が大変厳しくて︑米軍も演習場の確保とかで土地を

達庁の人事課係長です︒

のなかにありますからなんていうことはないのだけど︒身分は調

なければいけないんですよ︒もらいにいくといっても︑同じ敷地

だからいわれたとおり︒要するに︑毎月給料をもらいに帰ってこ

夏目

伊藤

向こうに定員がないから︒

事を手伝えと︒

夏目

定員がないのか︑給料を払うのが嫌なのか︒私はぺいぺい

いや︑籍は防衛調達庁に置いたまま︑手弁当で防衛庁の仕

所でしょう︒それから全然権限はないし︑文句の持って行ぎ所が

佐道

なければいかん︒国際条約上の義務ですから︒﹂それをストレート

夏目

伊藤

ないですよ︒やつばり立場上米軍のいうことは聞いてやら

喜ばれるようなことはあまりないでしょうね︒

も︑﹁だいたいこんな人の出し方はないだろう﹂といって散々文

調達庁の手弁当というのはおかしいんじゃないか﹂と︒調達庁に

です︒防衛庁にも怒ったんです︒﹁仕事は防衛庁の仕事で給料は

夏目

だからしんどかったです︒東富士にしても何にしても︑絶

ないです︒今でも施設庁の人というのはご苦労だと思います︒沖

ですか︒

にやってはいかんから︑やんわりと時間をかけるのです︒そうい

句をいったら︑数ヵ月で多分やめたと思います︒

仕事は防衛庁の部員ですか︒そういうことはほかにあるの

縄の問題にしてもね︒あんまり人様に喜ばれないし︒

う意味で︑私は不動産部というところにいてほとほと︒そうした

伊藤身分を移したのですか︒

あまりないですよ︒私は︑﹁なめるな﹂といって怒ったん

ら︑その回しばらく飛んで企画課というところに行ったんです︒

れるということがあるものだから︑とにかく行っちゃえと︒多分︑

移しました︒だけど︑こちらは不動産部の仕事から抜けら

夏目

こちらが参照した資料にだいぶ混乱があるようです︒

書いてないか︒人事係長ではないよ︒不動産部の企画課︒︑

佐道

なってくると︑なお嫌なんですね︒これはたまんないというとき

の総合調整と企画みたいな不動産部のいちばん大事な仕事︒そう

課係長というのがあります︒これは予算と法規︑不動産部の仕事

夏目

伊藤

伊藤

佐道

あったけど︑そんな何とか係なんて名前はつかない︒人事

でも︑人事課の何とか係というのはあったのでしょうから︒

けです︒

夏目

﹁付き﹂というやつですね︒

課の課付き係長みたいなものではないですか︒

夏目

そうです︒仕事はまったくしていません︒

ありません︒人事課の仕事なんかしていないから︑名前だ

では︑実質的に人事課の仕事はまったく関係なしと︒

この人事係長というのは防衛庁へ行っているときの名前です︒

に防衛庁へ行けという話がありました︒多分︑この人事係長とい

夏目

その前の不動産部管理課係長というときは何係長なのですか︒

■防衛庁へ

うのは︑防衛庁へ行くについて人事課の係長という名前にしたん

伊藤

契約︒

本籍を移すということですか︒

って︑出向ではないのです︒

人事課係長と書いてあるでしょう︒この前に不動産部企画

だと思う︒後でまたご説明しまずけれども︑防衛庁へ行くにあた

夏目

伊藤
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最もさっきおっしゃった法匪に近いほうですね︒

それで︑その後が不動産部企画課の企画法規係長です︒

あんまり今までのお話とそぐわないですね︒

偉い人が会ったりするのでしょうけれども︑地方へ行くと現場で

夏目

伊藤

来ますよ︒だけど︑施設庁へ来るときにはだいたいもっと

施設庁そのものにも来るのでしょう︒

そうするとアメリカ軍の手先になってしまうから︒

会いますかちね︒
伊．藤

・だんだんそれに︒

捨てられた六法が必要になる︒
佐道

特．に印象に残っておられるところはありますか︒

聞きにくるんですよ︒︑係長として答えないといけない︒

防衛庁からお呼びがかかるというのはどういう経緯なので

夏目 ないですね︒岩国というところに行って︑五橋という酒は
ヶまいなとかね︑そんなのしかない︒あんまり楽しくなかったで
すね︒

︵笑︶︑そういうときはどうされるのですか︒

全然わかんない︵笑︶︒
武田

部下がいますから︒法学部にいた法匪の見本みたいなやつ

伊藤

．夏目

がいますから︒ みんな優秀でしたよ︒東大︑京大の法学部を出た

しょうか︒

五︑六人いましたからね︒内心きっと係長をばかにしただ

のが︑

夏目

まあ︑お呼びをかけた経緯は私はよくわかりませんけれど

ろうけれども︒

も︑防衛庁もどんどん大きくなっている時期でした︒各省から人

でも︑そういうときはやはり部下を大事にしないといかん

伊藤

で施設庁から何人か採るという話があっても︑私がいるときでも

が来ていたけど︑それだけでは足りなかったのでしょうね︒それ

でもね︑みんなまともに年じゅう六法を出してこうやって

ですね︒

夏目

けねえやつらだなと思って見ていましたけど︑しかし助けられな

でも︑夏目さんをということで引っ張ったのですか︒

行きましたから︒

ちらにおいたままというのは私以外はいなかった︒出向でみんな

三︑四人はいたんじゃないのかな︒だけど︑望みたいに身分をこ

い︒企画法規というのはそういう部署でした︒揉め事があったり︑

伊藤

︵本を読むしぐさ︶﹁︒こんなところで六法出して見ているなんて情

ちょっと解釈が不明瞭なのはみんなそこへ行くのです︒

いや︑そんなことはないですよ︒それは調達庁がこいつと

土地の取得にかかわるようなことで現地に行かれること
企画課のときはほとんどありませんでした︒管理課のとき

ということだったと思います︒防衛庁は私のことは知らないと思

いって決めて︑向こうへ出して︑向こうも︑じゃあ︑﹁いいだろう

夏目

佐道
も︒

夏目

では出張はあ富ませんでした︒

うかとかそういうものをチェックしたりしましたけど︑企画法規

たりしますから︑ちゃんと予定どおりの工事がおわっているかど

伊藤

佐道

さつき場所が同じだといいましたけれども︑どこですか︒

ちろん個人的に知っている人は別ですが︒

夏目

六本木の︒

ほとんどないです︒人事も別ですし︑予算も別ですし︑も

それまではほとんど交流みたいなものはないのですか︒

います︒

佐道︑管理課のときには︑それこそ反対運動をしている人たちと

夏目

は実際に補償したりするから︑行ってみないと検査院から怒られ

現地で︒

もうそこにあったのですか︒
会うことはあります︒

伊藤
﹂夏目
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建物はもちろん別でしたけれども︑同じ敷地のなかにいま

し夏
た目

府なんていうのは関係ないから︒名前は総理府とあるだけで︑総

理府の人は調達庁の実態を知らないし︒今度︑防衛庁にいくと︑

隣にいますし︑いやだったでしょうね︒﹁俺たちは米軍の仕事を

しているのであって︑自衛隊の仕事なんかする気はないよ﹂とい

何年でしたか︒

伊藤

あります︒防衛庁の外局になることについては当時の幹部

同じところに隣接してあったり︑共同で使っていたり︒

合わせていく︒

う気持ちが多少ありましたね︒それからしばらくそのへんのぎく

夏目

一九五八年︑昭和三十三年︒

夏目

制度的にいいますと︑昭和三十三年︑五十八年に総理府か

佐道

そのときは私は防衛庁ではなくて調達庁にいました︒

の人たちはあまりいい顔をしていなかったと思います︒少なくと

佐道

夏目

調達庁にいらっしゃったわけですよね︒調達庁にとっても︑

しゃくしたのはありました︒米軍の基地と自衛隊の基地と平灰を

佐道

も調達庁の人たちは︒

伊藤

だから︑外務省系の人が何人かいた︒引き揚げの官僚もい

そういう母体ですか︒

夏目

伊藤

調達庁︒さっきいい忘れたけど︑不動産部の他に労務部は

全駐労の交渉相手は調達庁ですか︒

︸すから︒

陳情に来ることはないのだけれども︑調達庁はそんなのはざらで

防衛庁の側がどう思ったかはわかりませんけれども︒

夏目

残っているから︑これは調達庁でやっていたのです︒駐留軍労務

伊藤

ます︒もちろん各省から来ているのがいる︒そういう人の寄せ集

者というか︑基地で働く人たちの契約主は調達庁です︒

ありましたよ︒なんで防衛庁なんだろうという︒やはり調

まりです︒しかも︑あんまり毛色のはっきりした人ではなくて︑

先生はそういう部面には︒

夏目

みんな何かいわくつきみたいな人が多いのです︒そのかわりにお

伊藤

全然行ったことがありません︒あんまり労務の仕事という

防衛庁だって︑正直いってあんまり引き受けたくないとい

もしろい人たちが多かったのですけれども︑役人としてはちょっ

夏目

夏目

と変わっているようなのが集まったのです︒そういう人たちです

のは知りません︒

達庁は誇り高き土民軍の集団ですから︒土民軍といったらわから

から︑防衛庁なんかの風下におかれるのは潔しとしないといテ雰

伊藤全駐労は一時期は大変な数だったわけですね︒

う気持ちはあったと思います︒全駐労なんていう労働組合の相当
︑強力なやつがあるでしょう︒防衛庁は特別公務員で︑組合もない

囲気が相当強くて︑ずいぶん反対したのではないかな︒だけどや

石橋政嗣代議士なんて全駐労のボスでした︒

ないけれども︑調達庁というのは先程いったようにいろんな人の

はり︑時の流れに押されたのでしょうけれども︒防衛庁に組み込

夏目

調達庁に押しかけてくる︒

集まりです︒外務省から来た人︑外地の役所から来た人と︒母体

まれ︑やはり防衛庁が高級幹部の人事については口出ししてきま

伊藤

ですから︑労組対策もいらないし︑基地関係者が赤い旗を立てて

すから︒もちろんわれわれのところはあまりないにしても︑そう

そういういやな仕事ですから︑防衛庁も喜んでもろ手を挙

いう意味ではみんな喜んでいなかったと思います︒今までの総理

夏目

は終戦連絡事務局じゃないでしょうか︒

なかにいらっしゃって何か変化はありましたか︒

ら調達庁は防衛庁の外局になる︒

■調達庁︑防衛庁の外局に

。
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うと返すのです︒何人も返されました︒

は向こうがいわないとだめです︒行っても︑こいつはだめだと思
それは出向でしょう﹄

げて受け入れるという雰囲気ではなかったのかもしれません︒

伊藤
伊藤

出向だけど︑対等な関係の出向ではありませんから︒いわ

そうでしょうね︒第一︑自衛隊の仕事をしているわけでは

ないし︒

夏目

そうそう︒防衛庁へ入ってからだんだん自衛隊の施設の関

夏目

ゆる外局と本省の関係ですから︑どうしても上下関係みたいなも

五八年に防衛庁の外局になって︑先生は一九六〇年に防衛庁

先生の場合は︑防衛庁そのものに籍がやがて移るわけですね︒

のが出ます︒

係の仕事もするようになったのですけれども︒
佐道
に移られるわけですけれども︑その一︑一年置らいの問で︑防衛庁の外

雰囲気が変わったということはないけど︑例えば基地問題

局になったことで雰囲気が変わったということはありましたか︒

夏目

をやるにしても︑防衛庁に施設課というのがあるのですが︒この

移ったんです︒数ヵ月後に︒
調達庁は全然関係ないと︒
ない︒移ってしまえばね︒

夏目

伊藤

人事は別で︑調達庁は調達庁でやったのです︒ただし︑そ

外局になると︑人事は︒

談はしていかないといけない︒非常にやっかいといえばやつ・かい

がふえてうっとうしい︒あんまり役に立たなくても︑年じゅう相

どこかというと︑その施設課長のとこちです︒また一つ決済処理

す︒そうすると内局を通さないといけない︒その内局を通すのは

はり大臣にあげていかなければならない問題というのは出てきま

務というのは．調達庁だけでは処理できない問題もありまして︒や

くることを予期した出向ではなくて︑要するに嫁にやったような

夏目

伊藤

夏目

伊藤

伊藤

夏目

出向しているでしょう︒

出向？

そのときには人事はだれがやるのですか︒

はかわりないですもの︒

夏目

出向したら防衛庁の人事です︒出向といったって︑帰って

最後は出向のままそこに居ついたというだけです︒手続き

最後は出向ではないでしょう︒︑

いやいや︑同じですよ︒同じように出向です︒

るわけですか︒

戻されるというのは︑それは出向で行っているから戻され

うはいっても長官とか次長とか部長ぐらいの人事になると︑それ

ものです︒やったら︑﹁後は焼いて食おうと煮て食おうとそちら

課は本来自衛隊の施設をやっていたのだけれども︑やはり基地業

は長官ができるのだけれども︑防衛庁と相談していたと思います︒

の勝手にしてくれていいよ﹂というような感じです︒ただし︑気
伊藤

調達庁︑施設庁があるじゃないですか︒

でも︑席を移したら実家はなくなるんじゃないですか︒

．︑

今度はこういうふうにしたいと︒そう積極灼な口出しはしないに

に入らないと︑﹁おまえ帰れ﹂というので実家へ︒

夏目

もう施設庁かち防衛庁に完全に移籍しちゃったら︒

でした︒

しても︑多分そういうことは話し合っていたと思います︒やはり

伊藤

移籍したって︑書類と一緒に帰せばいいんだから︑そんな
いや︑われわれレベルのやつはみんな調達庁でできました︒

・したのでしょうか︒

やはり先生みたいなキャリアの人事というのも多少は相談

夏目

﹂上下の関係が出てきてしまうのですね︒

夏目

のは何ていうことないです︒大蔵省へ行けというのと同じです︒

伊藤

ただし︑出たり引っ込んだり︑防衛庁へ来いとか何とかというの
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伊夏着夏伊
藤目藤目藤

伊藤いちばん前の段階は出向というものではないのですね︒身

せよ﹂でもいいし︒

るからいけないのですね︑﹁施設庁へ行け﹂というんです︒﹁出向

また︑﹁おまえ施設庁へ行け﹂という︒﹁帰れ﹂という言い方をす

伊藤

ちょっとオーバーだけれども︑そんな雰囲気でした︒私は

邪魔しないほうがいい︵笑︶︒

は整整と進むのですよ︒むしろ⁝⁝︒

その気がなければ︑﹁いいよ﹂といっていればいいんです︒仕事

識を養っているやつがいれば︑それはそれで議論できるのだけど︑

保証もない︒だから︑ちょっとはまともに仕事をすることになり

れといえば帰らなければいかんけれども︑快く引き取ってくれる

そんなことはいえない︒二年で帰るという保証もないのです︒帰

夏目

そう︑手弁当︒

分はこちらにあるまま向こうで仕事をしろと︒
夏目

■教育課

ます︒そうすると目立つのですね︒例えば制服の人たちがこうい

伊藤

と教育局というのは︑そのときによって年じゅう一緒になったり

夏目もちろん内局ですよ︒当時は教育局といいました︒人事局

夏目

教育局はどのくらいのところまで面倒を見るわけですか︒

離れたり︒﹁私が行ったころは教育局教育面でした︒

伊藤

正直いうと︑教育課というところに行ったら︑課員という

そうでしょうけれども︑内局でしょう︒

教育課というのは自衛隊の隊員の学校教育︒

庁に行ったときには︑今の施設庁の仕事から抜けたということ︑

夏目

伊藤

まあ︑追い追い話しますが︑そういう気持ちでした︒防衛

もうそのときにはそういう気持ちになっているわけですか︒

りますからね︒

る始末です︒こちらは自分の一生の仕事にするという気持ちもあ

駄だ︒何でそういうややこしいことをするのか﹂という顔をされ

そうですが︒いちばん最初に行ったのが教育課ですか︒教

伊藤

うものをやるというと︑︑﹁これはおかしいじゃないか︒こういう

夏目

しかし︑いつまでもこんな気持ちでいたらいかんという気持ちも

ことだろう﹂とちょっと議論をすると︑仲間から﹁そんなのは無

育課というのは何のなかにあるのですか︒

か部員が十数人かな︒これはほとんど各省からの出向です︒警察

尊敬する上司というか︑そういう人ができてくるのです︒当時の

あった︒それと︑やはり多少人の縁というのが出てくるのです︒

二年で帰る約束で来るのですか︒

庁︑官治省︑文部省︒それぞれだいたい二年冬いて帰るのです︒
佐道

信念の人ですから︑教育課長といえども厳しいのです︒そういう

教育課長というのは久保卓也という人でした︒この人は頭の切れ

人から見ると︑みんながやちないから︑私がちょっとやると目立

だいたいそうなんです︒ですからまともな仕事なんか出来

ってこないで︑朝と昼前後と夕方だけいるとか︑程度の悪いのが

つのです︒久保さんが防衛課長になるときに私を防衛課に引っ張

夏目

いましたね︒もともと防衛庁の仕事を一所懸命やろうという意欲

るのです︒それで海原さんのところに︒運命です︒

る人でした︒もちろんこの人も警察の人でしたけれども︑とにか

がないのです︒とにかく無難におわって帰ればいいやと︒それで

久保さんに引っ張られたのですか︒

ません︒ひどいやつは昼休みになると株屋へ電話をして︑﹁売っ

仕事・がすむのかというと︑実態的な仕事は幕僚幹部がやるわけで

佐道

そう︑教育課から防衛課に行っ︑たときはね︒別に私が仕事

く防衛問題が好きで︑熱心で︑片手間にやる仕事ではないという

す︒彼らは自分たちの教育だから一所懸命︑よかれと思っていち

夏目

た︑買った﹂とやっているし︑どこかへ消えてなくなったきり帰

ばんいいものを計画してくると︑そんなものを批判するような見
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私はジェスチャーをしょうと思ったんじゃないですよ︒一所懸命︑

から︑当り前のことをやるだけでも目立ってしまうのです︒別に

ができるという意味ではないんです︒当時の雰囲気がそうだった

幕僚幹部の人たちはどういう反応でしたか︒

思ったのです︒だから議論はします︒

の論理だけでは通らんよという目で仕事をするしか意味がないと

にいえば︑一般の国民︑普通の人から見て納得できないのは制服

いわれればもっともだということもあるし︒なんとかヶまく収ま

伊藤

とにかく無難に二年過ごそうということですか︒

るものです︒それは人間関係で︑変に威張るとかではないし︑向

やろうと思ったのだけれども︑要するにほかの人はあんまりやる
伊藤
そう︑当時の教育課というのはそんな雰囲気でした︒

こうも卑下するわけではない︒お互いに自分の立場で堂々と意見
．をいい合えばいい︒そういう雰囲気でやれば仕事はうまくいくと

それは事柄によりけりです︒一所懸命反論してくるのとか︑

夏目
この教育課の対象になる教育はつ

夏目

伊藤

陸海空全部です︒陸の担当とか海の担当とか大方決まって

気がなかった︒

夏目

思います︒今でもそういう人たちの中にはこの弘済会の理事にな

夏目

伊藤

夏目

伊藤

第一術科学校から術科学校が五つぐらいまであるでしょ

航空自衛隊の学校というと︒﹁

私は多分航空自衛隊の担当だったと思います︒

先生は何でしたか︒

ています︒

立場が違ってもうまくいくと思います︒私はそういうふうに思っ

というのは︑誠意を持って信頼感の上に立ってやれば︑どんなに

と︑別にうらみも何もないし︑非常に仲よくやっています︒仕事

いましたが︒

う︒外に幹部学校︑幹部候補生学校とか︑そういうもの全部です︒

伊藤

って来ている人がいますけれども︑その節はお世話になりました

これはまた後ほど出てくると思いますけれども︑当時︑F104

れども︒

そうだと思います︒そうでない場合がしばしばありまずけ

ロッキードという戦闘機を導入して︑そのパイロットを養成しな

﹁を持ってくるのです︒やはり現実的ではないのがあるのです︒予
算その他の制約もあるし︑日米関係の状態から見て︑そんなこと

は制服の立場から純粋軍事的にこれがベストだと思っているもの

も︑しかし︑どんな問題でもそうなのですけれども︑やはり彼ら

夏目︑もちろん原案みたいなものは彼らがっくるのですけれど

伊藤

それは幕僚幹部のほうがかなり︒

ュールをつくったり︑そういうことをする︒

いところはそこです︒高言なる批判家でおわってしまっているか

れをどうやって納得させ︑議論をまとめていくか︒海原さんの悪

批判精神だけではだめなんです︒けちをつけるのは楽ですよ︒そ

りつけてちっとも役に立たない﹂ということになるといけないし︑

り付けるぐらいのことをしないといけません︒﹁あれはけちばか

んよ﹂という姿勢ではなくて︑自分が行って説明をして納得を取

なれば︑﹁おまえたちのことだからおまえたちがやれ︒俺は知ら

ばんいけないです︒決めたことは︑例えば大蔵省に説明が必要と

最近︑多すぎるんだよね︒責任逃れとかそういうのがいち

をいっても無理だというのもあるし︑国民感情から見ても無理だ

らいけないのです︒いっていることは概ね正しいのですけれども︒

夏目

とか︑そういういろんな要素があるので︑そういうことはやはり

伊藤

ければいかん︒だからアメリカへやって︒そういうもののスケジ

どこか別の目で見ないといけない︒私は︑専門的なことは彼らの

夏目

全部とはいわないけれども︑八割︑九割は正しい︒

︵笑︶︒

ほうがよく知っているのだから任せる︒しかし︑ちょっと偉そう
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確かに高適だと思います︒

学校はまたちょっと面倒なので︒

いや︑おたくのほうが大変でなければいいのですけれども︒

を議論している時に︑ あの人は満点のやつをつくらないと︑﹁い

みがある︒ それをど・こから整備していくかという優先順位の問題

できてからまだ何年でしょう︒ まだ成長期ですから︑どこかひず

のでしょうけれども︑ 土台無理な話も多かった︒自衛隊なんて︑

のですね︒ あのくらいでないと相手が引き下がらないときもある

壊力は計り知れないものがある︒ ああいうのが必要なこともある

夏目向こうの公文書館の資料にするとか︑そんなことを聞いた

佐道

伊藤

なんで英語なのかな︒

く一部分だけ︒

佐道

これは向こうのナショナル・アーカイブで︒︑

れもオーラル・ヒストリーと書いてあったので︒

しれないけれども︑ 雑談でオーラル・ヒストリーというから︑こ

日本語で聞いて︑英語に訳すという作業︒

そうですが︒ナショナル・セキュリティー・アーカイブ︒

佐道

それをまた日本語に戻したら全然違っていたりするんです

︑伊藤

これは田中明彦氏とか村田晃嗣氏が聞いているやつで︑ご

ま攻めてきたら役に立たない︒機関銃は五分間で弾が切れる﹂︑と︒
それは後でまたゆっくりと︒

伊藤

よね︵笑︶︒ここはおもしろいですね︒ここのトイレというのは

私はオーラル・ヒストリーというのは二度目なんです︒一

夏目

なかなかユーモアがあって︑標語がはってあったりする︒−

これ︵﹃THEU．S．lJAPANPR夏O
目G
あR
の標
A語M
も︑
O間R
違っ
Aているといって直させたのです︒最初

外に漏らすな何とかの露﹂と︒﹁急げども﹂と書いてあったので︑

に絞ったテーマですが︒英語で書かれるから弱いのです︒

ういうときは︑例え急いでいるときでも心を落ち着けてという意

急いでも急いでも間に合わなくなつちゃったときに使うので︑こ

﹁これは文法的におかしいじゃないか︒﹃急げども﹄というのは︑︑

これは︑場所はアメリカでやられたのですか︒

それはある時期の日米関係がどうだったかということだけ

武田

それは文学の知識がないと︵笑︶︒

味だかち﹃急ぐとも﹄だ﹂といったら︑﹁はあ﹂というような顔
武田

それはやはり教育課で︒

いや︑私の事務所だと思います︒ここへ来られるのが大変

佐道

夏目

虎ノ門に事務所があって︒

伊藤︑普通︑コ歩前進﹂と書いてあるんだけど︑﹁三歩前進﹂・︑ど︒

をしていましたが︑日本語教育までするんですよ︒

佐道

虎ノ門が事務所ですか︒学校ではないのですか︒︑

っていたようですね︒

夏目

だったら私が行ってもいいですよ︒海原さんはおたくのほうへ行

夏目

中さん達がやったやつですね︒

︑し
﹁急
ども﹂と書いてあった︒﹁急げども心静かに手を添えて
LHISTORYSERIES﹄︶は︑菊地清明さんには対
でげ田

武田

部お渡ししておこうかな︒

■オ⊥7ルヒストリーについて

佐道

ような気がします︒

何部かもらっているので差し上げます︒役に立たないかも

これをお借りしてもよろしいですか︒

べつに構わないです︒

夏佐伊夏佐
目道藤目道

どこの国の軍隊だってそうなんですよ︒だけどまあ︑それは後で︒

壊したの︒デストロイヤーといっていた︒そのかわり︑破

﹁みんな壊したのですね﹂と︒

だから︑ときどき質問して︑﹁では︑どうずれば﹂と︒

ただ︑あの人はいいっぱなしでしょう︒

夏佐三夏伊
早道藤目藤
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夏目

きれいな字を書くなと思っていたら違いました︒

の字なんですね︒

のですけれども︑ときどき部屋から出てくるのです︒パッとこう

﹁手を離せ︒匂っているかちわかる﹂というんです︒

パソコン

やる︵手でコップにふたをする︶のだけれども︑間に合わない︒
夏目

教育課のときは係長ではないのですか︒

武田匂いもするのではないですか︒
伊藤

部員です︒

■久保卓也氏について
佐道
夏目

やはり教育課のなかにいろいろ係があるのですか︒

そうです︒

そうですね︑今はもう︑毛筆体とかいろんな書体がありま

すから︒久保さんとは教育課に移られて初めてお会いになったの

伊藤

夏目

久保さんもお酒が大変お好きだったそうですけれども︑よ

置教育課のスタッフ制度

ですか︒

佐道

防衛庁の内局というのは︑もう海原さんとか伊藤さんとか

でご存じだと思うのですけれども︑もともとスタッフ制度という

夏目

夏目

ので発足しているものですから︑内局というのは係とかそういう

くいらっしゃいましたか︒

めろめろになるのです︒市ヶ谷のフジテレビのすぐそばに私の官

ご馳走になりました︒あの人は酒を飲むと長いというか︑

舎があって︑そこから六本木まで通うのです︒︑途中信濃町の駅の

レツドスタッフとい︑つたかな︒要するに五百人のスタッフといゾつ

のがそもそもの発端で︑それが部員という名前になっています︒

ものがないのです︒みんなスタッフという︒昔はファイブハンド

ら︑電柱にこうやってつかまっている人がいるんです︒ひょっと

実際の仕事は︑部員というのは一人ひとりが自分の持分を決めた

ところに茶道会館というのがありますね︒一度︑私が車で通った
見たら久保さんなんです︒

けれども︑酒の匂いがプンプンする︒要するに夕べの酒ではない

ばれて行くと︑このくらい位署ートルくらい︶離れているのだ

それは実際の実務にはかかわらないのです︒それから︑会計課み

ので︑各課に庶務係と称する係はできたのです︒事務官がいて︒

ったり︑書類を整理したり︑そういうのがないとなかなかだめな

仕事をやっているのですけれども︑日本の役所の仕事というのは

のです︒朝まで飲んでいた酒なんですね︒すごいなと思いました︒

た．いなところはそんなわけにはいかない︒予算一三とか二係とか︑

それは教育課の時代ですね︒

だいたいお飲みに行かれると深酒をするタイプですか︒

そういうのができてだんだん係制度が広がってしぎつたけれど

武田

佐道

正直いうと知らないのですけれども︒一緒に飲むと︑必ず

それが無理なのです︒やはり係制度があって︑補助的な仕事をや

夏目

も︑もともとは部員が自分で仕事をしてハ課長に責任をもって仕

いや︑それはもっと後です︒防衛課長のときなんかも︑呼

最後はどこかへ消えてしまうのです︒どこか怪しげなところに消

事をするという︑しくみでした︒正直いうと︑コピLをとるのか

夏目

えてし或う︒絶対に最後まで付き合いません︒だれかいい人でも
︵笑︶︑ご自身はそういうことはなかったのですか︒

いないのですのおもしろいといったらおもしろいのですけれども︒

決めないと︑隣に聞くわけにはいきません︒相談相手は上司しか

ら何からみんな自分でやらないといけない︒自分で判断し自分で
伊藤

だから︑あの．人は酒には理解がありました︒︑私も昼休みに

いたんじゃないかな︵笑︶︑︒

夏目

伊藤

部員の会議というのはあんまりないわけですか︒

ときどき当時のトリスウイスキーを弁当を食べながら飲んでいた
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がいて︑その人と担当の部員がやるのは年じゅうやっているのだ

その下に総括部員というか先任部員という部員の親分みたいな人

と違うとか︒だから︑あっても共通項がないのです︒課長がいて︑

を集めてやりまずけれども︑みんな仕事が違うでしょう︒︑陸と海

夏目

せん︒特別のポストは︑外務省の人がつくポストというのは渉外の

ところに来る人が多かったです︒別に決まっていたわけではありま

夏目

伊藤

本当に混成ですね︒やはりそれは指定席があるわけですか︒

のほうに大蔵省から︒あとは自治省︑外務省︒

夏目

必ずしも決まっていないけれども︑概ね前の人が来た同じ

通産もいました︒人数は警察かもしれません︒あとは予算

けれども︑みんなを集めてやってもあんまり意味がなかったので
では︑課長にどういう人が来るかでずいぶん変わりますね︒

伊藤

教育課の会議みたいなものですか︒ときどき課長がみんな

しょ・つ︒

佐道
全然違います︒課長もだいたい出向の課長が多かったです︒

ったけれども︑それ以外は決まっていたわけではありません︒

仕事をするところ︑大蔵省は予算関係の仕事というのがだいたいあ

夏目

も︑ずいぶんいろんな各省庁の人と知り合うチャンスにはなった

そういうのは出向で事なかれ主義かもしれませんけれど

二年で帰れるような︒そんな人はもともとやる気がないから︑そ

だけど︑最初はいないから︒伊藤さんなんかも人事院でしょう︒

なくて︑ずっといるような人をとったりするようになったのです︒

うにしたし︑各省から来る人も二年で帰るというようなことでは

ではいかんというので︑やはり防衛庁の人を自分から採用するよ

が違ヶかもしれないけれども︑まあ︑大体そんな感じです︒これ

いので︑実際の仕事は担当部員がやる︒多少課によってシステム

やるから︑旅費の計算とか人事記録の保管とか︑そんな雑用が多

す︒そういうのはどうしているかというと︑庶務の係長の仕事も

たり︑ノンキャリの人なんかが古いからというだけでいたわけで

伊藤

先任部員が大事なのですが︑先任部員だって出向の人もい

先任部員が大事になりますね︒

伊藤

けという役所とあるのですね︒これは歴然と︑仕事をしていると

出そうという役所と︑うちでは仕事がないからあいつを出してお

にかく能吏です︒その役所の考え方︑思想があって︑いいやつを

伊藤

夏目

伊藤

人間性はどうですか︒

優秀です︒

出来がいいと︒

が︑まあ︑総じて出来がいいというか︑これはやはりちょっと違

夏目・役に立つようないい人はあまり多くはありませんでした

夏目

そこまではわからない︒でも︑人間性︑人柄は別としてと

うなと私が思ったのは大蔵省の人です︒

伊藤

一所懸命やったのはどこでしたか︒

すぐわかります︒

夏目

いい人をよこしたのは︑時期によっても違いまずけれども︑

これは後で役に立ちましたか︒

そういう意味ではね︒

わけですね︒

人事院グループというのは五︑六人来ていました︒だから当時は

夏目

・んなのとやる気のない部員が一緒になったら︑それはまともな仕

寄せ集めでした︒

夏目

この時期ですと︑警察関係がいちばん勢力が大きいのですか︒

事なんかできはしません︒

佐道

やはり大蔵省です︒一人ひとりがいいし︑帰った後ものびている
警察なんかでも︒

からね︒あとはどこかへ消えてしまったようなのがいっぱいいる︒

数が多かったのはやはり警察かもしれないですね︒通産︑
通産も多いのですか︒

夏目
警察︒

伊藤
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うのは大事だ︒予算の仕事は変なやつに任せられない﹂という気

夏目

武田

僕が大蔵省は立派だと思うのは︑﹁やはり防衛の仕事とい

なんで大蔵がそうなのでしょうね︒

■防衛局に

夏目

伊藤向こうも一応人事の動きのなかに入れていますからね︒

なか時間がかかるのですね︒

ちょっと防衛局に引っ張られるところを︒

ローテーションがあるから︒

持ちがあったのではないですか︒彼らは国家意識が非常に強いで
伊藤

防衛局に引っ張られるのは︑久保さんという人が教育課長

すかち︒そういう意味では優秀な人を︒今でもそうですよ︒局長
なんかでよこすのも︑大蔵省に戻っても局長にはもちろんなって︑

夏目

から防衛課長になってしばらくしてからと思います︒さっきいっ

へたすれば次官にもなったかもしれないという人をよこしました︒

伊藤そういう人のなかには︑ずっと防衛庁に残っている人もい

のか︑あいつがいいやといって引っ張ってくれたのが防衛課なの

たように︑教育課のなかでちょっとでもやる気があると思われた

夏目

です︒

そのときに久保さんはほかにも連れていったのですか︒

るわけですか︒

た︒そのうちにだんだん防衛庁で採用している人が成長してきた

伊藤

何人かは残りまずけれども︑あのころはほとんど帰砺まし

ものだから︑そういう人がだんだん少なくなりました︒例えば衛

なかでも︑各省から来ている者でも一筋縄ではいかない︒一匹狼︑

いや︑一人だけです︒久保さんは警察から来られて教育課

みたいなけんかが強くて︑・なかなか腕力がある︒だから暴力一課

夏目

なんていわれたんです︒

生の関係の仕事は厚生省から来るとか︑調査課の仕事だと警察と

文部省からじゃないですか︒

ここのところが防衛庁のなかで中心でしょう︒

をやったのが初めてですから︑あんまり人脈がないですから︒あ

伊藤

みんないろんなところがら︒だから多分︑教育課にはあん

伊藤

中心といえば中心です︒親分が親分ですから︒海原という

か︑募集だと自治省︑防衛産業の関係の仕事で飛行機とか何かを

まりいい人が来ていなかった︒そんなことをいうと︑当時の教育

夏目

るいはもっとずっと若いときにいたかもしれませんが︒防衛課と

課の名簿を調べられたりするかな︒

夏目

文部省とはあまりセッションがなかったのですか︒

局長が隠然としているわけでしょう︒その下の部下も︑﹁俺たち

やるとぎは通産省と︑だいたい来るところが決まっていましたけ

佐道

来ていましたけど︑自衛隊の教育なんていづのはほとんど

いうのはなかなかしたたかな侍がそろっているんです︒防衛庁の

夏目

は﹂と思っているのだからね︒正直いぺっと︑当時の同じ仲間の部

れども︑教育なんていうのはあんまりないじゃないですか︒

文部省とは関係ないですからね︒パイロットや整備員の教育とか︑

員連中でも︑ほかの課から防衛課の部屋に入るときは︑深呼吸し
ないから︒

スキルレベルのどうとかこうとかで︑実際の仕事はこういう人が

それは海原さんにですか︒

て本当に緊張して入ってきたらしいです︒何をいわれるかわから

伊藤

伊藤

いやいや︑部員もそうなんです︒僕らがいるときにはだい

どのくらい必要かなんてことは︑文部省が来てもわかりません︒

をとっておきたいでしょう︒

夏目

それはそうでしょうね︒でも︑文部省はやはり一応ポスト
夏目

ぶよくなったのですが︑昔︑海堀洋平とか海原さんの子分みたい

そういう気持ちがあったのでしょうね︒だから減らすとき
はなかなか大変でした︒もうおたくは要りませんという話はなか
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けんかといっても議論ですよ︒そういう課だから︑私も︑﹁これ

なものが︑相手の胸倉をつかんでけんかをするという︒もちろん

う︒胃潰瘍で胃を切りましたよ︒見舞いに来た国防会議の女子職

ーツとするのです︒私はそれから国防会議でまた︑付き合うでしょ

て何日もいなくなると︑本当にのびのびして︑この辺︵胸︶がス

員に︑﹁俺は何で切ったか知っているか﹂﹁お酒の飲みすぎでしょ

はえらい課へ行くな﹂という気持ちでした︒

伊藤

う﹂﹁違う︒これはストレスだ︒あの人がいるから俺は毎日毎日

でも︑もうそのときには防衛庁でしっかりやろうという気

になっていたときでしょう︒

みんな怖いというのですね︒

武田

半分当たっているのだけどね︒いや︑うれしそうな顔をし

︵笑︶︑そのときは破門にはならなかったのですか︒

を切った元凶だそうだな﹂と︵笑︶︒

胃がきりきり痛んでなったんだ﹂と冗談でいったら︑帰って海原

伊藤
死んだやつがいるんですよ︒

夏目

半分はいいチャンスだなと思いました︒．だけど︑上にいる

夏目
本当ですか︵笑︶︒

ていましたよ︒

夏目

佐道

火事を出したやつもいるしね︒夜中にうなされて︑ストー

さんに報告した︒そうしたらすっ飛んできて︑﹁俺がおまえの胃

夏目

伊藤

人は大変な人でした︒怖くてね︒

ブか何かを蹴飛ばして︒それはうわさだから知らないけれども︑

を楽しみにしています︒

︑・

・

︵終了︶

俺の威力もこれだけあるんだと思って︵笑︶︒では︑次回

そのくらいのうわさの人なんです︒あの人が海外出張なんていっ

＼
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第2回

開催日＝2002年10月25日（金）
開催時刻＝15時00分
終了時刻＝17時00分
開催場所：財団法人

防衛弘済会

【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）

伊藤

隆（政策研究大学院大学教授）

佐道明広（政策研究大学院大学助教授）

武田知己（政策研究大学院大学COE特別研究員）
中島信吾（防衛庁防衛研究所戦史部教官）
記録者：

有限会社ペンハウス矢沢麻里

第2回インタビュー質問項目

保協議委員会が開催されました︒︑この会議の準備等について先生
はご記憶のことはございますか︒また︑このときの会議で日米間

でしょうか︒

中国の脅威︑とくに中国の核についてはどのような認識だったの

の対中国認識の違いが取り上げられていますが︑当時防衛庁では
2002年10月25日

㌧

今回は︑主に防衛局時代のお話をうかがいたいと思います︒

先生のお話にしたがって︑適宜関連した質問もしていきた

前記の会議で︑日本側は米国の対日軍事援助削減が日本の防衛力
整備︑特に二次防にあたえる影響について説明し︑援助の継続を

正隆氏へと代わっていきます︒それらの方々についてのご印象な

久保卓也課長でしたが︑その後︑有吉久雄氏︑井口孝文氏︑今泉

先生は1963年4月︑防衛局防衛一流に勤務されます︒当初は

いくわけですが︑当時の防衛庁内での議論はどのようなものであ

議員が上院で対日援助を批判する演説を行って多くの賛同を得て
います︒これで米国の援助にあまり頼れないという事態になって

による﹁ドル防衛﹂の指令が出され︑63年4月にはチャーチ上院

要請しています︒米国の援助削減問題は防衛庁内でどのように受
け止められていたのでしょうか︒特に60年11月のアイゼンハワー

どお聞かせください︒また︑有吉氏は︑・いわゆる﹁海原学校﹂と

ったのか︑お聞かせください︒

N7月に二次防が決定されたあと︑自民党の国防部会などでは

ら自主防衛論も再び盛んになってきますが︑こういつた自民党内

批判がたかまり︑やがて船田中︑保科善四郎といった人を中心に
﹁安全保障調査会﹂が62年3月党内に設置されますゆこ・のころか

海原氏の官房長就任に当たり︑防衛局長は島田豊氏︵65年6月︶︑
宍戸基男氏︵67年7月︶へと代わっていきます︒それぞれの局長

の動き︑特に保科︑船田といった政治家について先生は何かご印

前の質問とも関連しますが︑自主防衛論の高揚を背景に︑池田内閣

検討し始めることになりました︒約半年に及ぶ検討の結果︑64年7

の防衛力整備に対する消極的姿勢を修正すべく︑63年12月︑国防会
議議員懇談会は︑国防会議幹事会を中心に日本の国防のあり方を

月︑さらに広汎に基本問題を今後検討していくことを定めた﹁国

はございますか︒

先生が防衛局に移ちれた63年は︑米国の原子力潜水艦の寄港問題
で国内は紛糾していました︒この問題について特にご記憶のこと

象に残ることはございますか︒

について︑どのような方々であったのかお願いします︒

・︵∠

わせてお聞かせください︒

だったのでしょう︒それぞ．れの方の防衛問題への考え方などもあ

いうことが話題になるとき名前が上がる方ですが︑どういつだ方

いと思っております︒どうぞよろしくお願い申し上げます︒

5
6
61

7

N10月︑福田篤泰防衛庁長官︑大平外務大臣が出席して日米安
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1

3

4
63

防会議基本計画本文﹂をまとめることになったわけですが︑
点についてご記憶のことはございますか︒

この

れで国会は大変紛糾しますが︑先生は当時この問題をどのように
ご覧になっておられましたか︒またこの問題は︑日本の防衛政策

についてどのような影響を及ぼしたとお考えでしょうか︒
︵∠．

ことを述べています︒こういつた防衛政策の問題について︑先生

の防衛力増強要請にどう応えるか議論すべき時期であるといった

部長に異動されますが︑久保氏は一課長時代に︑経済力を向上さ
せて間接侵略を誘わないということに主眼を置く方針から︑米国

も大きく取り上げたものでした︒この人事について当時防衛庁内
での反響はいかがでしたか︒また︑海原氏の防衛庁内での影響力

皇﹂の追い落としなど︑さまざまなことが言われており︑新聞で

N7月に海原官房長は国防会議に転出します︒この人事につい
ては︑グラマンどロッキードの商戦が背景にあるとか︑﹁海原天

先生を防衛局に引っ張った久保卓也氏は︑64年4月に福島県警本

は当時久保氏と議論されたことなどありましたか︒

業が本格化していきます︒防衛一課におられて先生は三次防策定
ではどのようなお仕事をされたのでしょうか︒また︑三次防にっ
いては︑二次防の延長とするか︑長期的視野にたって防衛力整備
計画を検討しなおすか議論があったということが伝えられていま
すが︑この点はいかがでしょうか︒

て策定されていきますが︑その途中から二次防になかった海上防

前記の質問とも関係しますが︑三次防は当初︑一一次防の延長とし

衛力整備や装備国産化といった事項が強調されていったようで
す︒それは︑65年に海原局長が官房長に異動したこと︑松野頼三
氏が防衛庁長官に就任したことなど︑なにか関係があるのでしょ

こ

うか︒また︑先生が防衛局に移ってから︑福田︑小泉純也︑松野
と長官が代わりますが︑これら長官についてはどういつだご印象
でしょうか︒

Nには大きな問題として︑ ﹁三矢研究﹂事件がありました︒

67

N8月︑先生は久保氏のあとの国防会議参事官に異動されます︒

13

※今回は以上の点についてお願いします︒

この経緯についてお願いします︒

68

N半ばから各幕僚監部で三次防の検討がはじまり︑65年には作

について先生はどうお考えか︑﹁海原学校﹂と呼ばれるものがあ
ったかどうかということも含めてお願いします︒

1

8

9
64

10
11
65
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■前回のインタビューについて

夏目

筆を取ったのは︵いろんな段階で取っているのですけれど

も︑最終的には当時の教育局長の小幡さんという運輸省から来ら
．で︒

れた方です︒この方は非常に人格者で︑そういうことに熱心な方
文才もあられたのですか︒

つい何日か前に防衛庁で昔一緒に仕事した人と会ったんで
伊藤

うん︑ありましたね︒競馬の方の博才もあったけど︵笑︶︒

夏目
だといったら︑怒っているんですよ︒﹁教育課だって仕事をした

夏目

す︒今こういうことをやっていて︑教育課の悪口をしゃべったん
じゃないか﹂って︒俺が︑﹁何もしてない︒株の練習ばかりして

土曜日になるとドライバーに︑﹁新橋の場外馬券へ行って︑何番

防衛医大はそのときですか︒

■有吉久雄︑井口孝文︑今泉正隆の各氏について

の⁝⁝︒

と何番を買って来い﹂と︒局長が局長ですからね︑部下が株屋だ

いた﹂といったら︑﹁体育学校をつくったじゃないか﹂とか︑﹁防
伊藤

まあ︑つくったのは多少ずれているけれども︑そのときに

衛医科大学をつ．くったじゃないか﹂とか︒

夏目

伊藤

この前久保さんの話を伺いました︒また人物月旦みたいな

ないかとか︑自衛官の心構えという︑昔でいえば軍人勅諭︑そう

形になるかもしれませんけれども︑口滑らかなところで︑その後

検討は始めました︒それから︑オリンピックの支援もやったじゃ
いうものもつく︑つたじゃないかといわれまして︑しかられちゃっ

︵正隆︶さんはどんな方々でしたか︒

の課長さんたち︑有吉︵久雄︶さん︑井口︵孝文︶さん︑今泉

今のはちゃんと記録に入りますから︵笑︶︑それらの人々・

たんですよ︒そういわれればそうだなあと︒

伊藤

もいいことを書いてあるんですよ︒いいことを書いたのだけれど

かそういう人たちの意見を聞きながらまとめたのです︒今読んで

そういうものをつくりたいというので︑あちこちの大学の先生と

はいないだろうと思ったのだけど︑やはり当時の雰囲気としては

のをつくったってだれも読むやつもいないし︑まして共鳴する人

官の心構えなんてものをつくるなんていうのは︑私は︑こんなも

を支援するというのがそのときだったのですね︒それから︑自衛

夏目

もあったし︵笑︶︒もちろん優秀ですよ︒今いった言い方をすれ

象ではありませんでした︒多分に感情の起伏が激しい上に︑偏見

とか︑理知的とか︑理性できちんと理詰めにものをやるという印

夏目

伊藤

そういう感じは受けませんでしたね︒少なくとも頭がいい

海原さんはそうではないのですか︒

保さんだったと思います︒

する人というのが時々いますでしょう︒そういう数少ない人が久

話をしていて頭のいいということでなんとなく圧倒される感じの

か頭のいい人と付き合って︑大概私よりは頭がいいのだけれども︑

勝った︑理論だけで進めるという理詰めの方で︑私は今まで何人

久保さんというのは皆さんご存じのとおり︑非常に理性の

も︑今そんなものがあるのを知らない自衛官が多いんじゃないで︑

ば︑久保さんのような人とはちょっと︒

夏目

すかね︒

タイプが違うのですか︒

に対する言い訳にはなります︒

武田︵中島氏に向かって︶どうですか︑知らないでしょう︒自

伊藤

札幌オリンピックがあって︑初めて自衛隊がオリンピック

衛官の心構えというのがあるの︒

同じような印象を持ったのは宮沢喜一という人です︒あの
直接筆を取られたのはどなたでしょうか︒

夏目
︑佐道
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久保さんが課長でおられる問は結構長かったのでしょう︒

自負しているかもしれませんね︒

それを自負していますか︒

違うけれども︑頭がいいという︒

宮沢さんと久保さんはかなり性格は違いますね︒

それ以外の人はばかだという意味ではなくて︑みんな私よりはず

久保卓也なんです︒そういう感じがした一人でした︒もちろん︑

というのでくたびれるのですね︒そういう人が宮沢喜一であり︑

人の発言の裏の裏まで読む人と話していると︑油断もすきもない

人の前に行くと︑私も怖気がするのですよ︒本当に頭がよくて︑

伊藤

夏目

伊藤

伊藤

夏目

伊藤

有吉さんがですか︒

いちばんの弟子ですかね︒

海原学校のっ

ころの子分です．よ︒愛弟子です︒

夏目

うん︒警察へ入ってすぐのころは海原さんのうちへ下宿し

東京大学で︑警察です︒有吉さんというのは海原さんのと

いや︑そうじやなくて︒

佐賀かな︒

どこのご出身ですか︒．

われた人でした︒

非常に大事にしてもらったけれども︑人柄がよくて︑なかなか慕

こうとか︑そういう形で部下を掌握するようなタイプの人でした︒

人の気持ちをよくわかる人で︑理屈ではなくて︑一緒にのみに行

っと優秀な人だけど︑そういう感じを受けた︒

教育課長でおられて︑防衛課長でまた︒久保さんはいつ出

夏目

ことで非常に頭のいい方だった︒

衛局長︑私は防衛課長でご一緒しています︒要するに︑そういう

夏目

伊藤

佐道

その前に教育課で﹂緒でしたからね︒その後また︑久保防

じゃあ︑一年くらい︒

六四年です︒

伊藤

伊藤

あとで警察へ戻られるのですか︒

海原さんが警察から引き抜いてきた格好だと思います︒

夏目

また戻って︑例のよど号事件のときには福岡の県警本部長

警察でも非常にかわいがってもらって︑多分︑防衛庁へも

よく住めたなあ︵笑︶︒

ていたんじゃないかな︒

ということを書いたんです︒それぞれ皆さんによろこばれたんで

て教えていただいた︒知情意をそれぞれの先生に教えてもらった

さんからは﹁知︵性︶﹂を習った︒有吉からは﹁︵感︶情﹂につい

ほ別と︑海原さんからは知情意の﹁意︵志︶﹂を教わった︒久保

たことがあるんです︒﹁若き日の私﹂という︒まあ︑細かいこと

す︒でも︑ツボだけはちゃんと見ておられました︒海原さんみた

夏目

伊藤

まあね︑仕事はもう︑﹁おまえに任せるよ﹂という感じで

そうか︑情というのはそういう意味か︵笑︶︒

遊びはするし︑豪放編落で気宇壮大な人でした︒

が飛び立つ︑あのころの指揮官です︒いや︑のんべえでね︑芸者

か管区の局長か何かをしておられて︑福岡空港から平壌に飛行機

いつも怒っていますね︵笑︶︒

伊藤

夏目

伊藤

警察の人というのはある種のタイプがありますか︒

みんな警察です︒

これはずっとみんな警察ですか︒

いに︑微に入り細に入ってはいいませんでした︒

佐道

一所懸命ほめたんですけどね︒有吉さんというのは非常に

︵笑︶︒

夏目

さんは︑﹁俺のは他の人より二行くらい少ない﹂といって怒った

すよ︒ほめたからね︒お世辞もあったけど︵笑︶︒ところが海原

私は久保さんと有吉さんと海原さんのことについて新聞に書い

夏目

られたかな︒

夏伊夏伊夏佐
目藤目藤目道
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すね︒仕事の面でのそういう記憶はありません︒今泉さんはわり

て嘱あんまり仕事も︑熱心に勉強するというほうでもなかったで

もよくしゃべらないし︑防衛庁へ来たのは間違いみたいな顔をし

期目

そんなに濃くないです︒全く新しい人でしたから︒前からずっと

わった︑か﹂という程度で︒というのは︑課長の存在感というのは

夏目

ますか︒

佐道

たでしょうね︒そういうハンディもあったと思いますけれども︑

課長になったでしょう︒だから正直いってわからない事が多かっ

すが︑井口さん︑今泉さんなんていうのはよそから来て急に防衛

夏目

伊藤

ただ︑この方たちはみんな︑有吉さん．はそうでもないので

ああ︑あの今泉さんか︒

伊藤

有吉さんと伊藤圭一さんですよ︒

有吉さんだけですか︑海原学校の︒

していたんですよ︒有吉さんはちょっと別ですけれどもね︒

りはできませんけれどもね︒．この人たち︵課長たち︶もピリピリ

さんという人がいましたから︑そういう意味ではあんまりのんび

とホッとしていた︒ただし︑この時期はずっとこの一つ上に海原

う人がいれば多少違ったかもしれないけれども︑そうでない方だ

いや︑．あまりそういう印象はないですね︒﹁ああ︑また変

課長さんが変わると︑課の雰囲気というのは︑かなり変わり

とやる気があって︑一所懸命勉強する人でしたよ︒まじめでね︒

いる人が来れば別ですけれどもね︒だから︑久保さんとかそうい

非常に遠慮されて︑仕事なんかでもあんまりとやかくいわれない

夏目

いや︑みんな違いますよ︒井口さんという人は︑あまり物

最後に警視総監か何かになった︒

で︑われわれに任せるようなタイプでした︒

伊藤﹁ああ︑やはり伊藤圭一さんはそうなんだな︒

夏目

でも︑最初は一応名を連ねていたわけですから︵笑︶︒

私は途中でもって破門だから︒

海原さんが心を許し︑俺の子分だと思ったのはこの二人でした︒

でも︑一応︑新しい課長が来ればブリーブイングをやるわ

伊藤

夏目

は︑一日や二．日やってすぐにわかったというものでもないでしょ

伊藤

海原一久保関係はこのときはどうだったのですか︒

有吉さんは死んじ々つたんですけど︒要するに︑最後まで

けでしょう︒

う︒万一新しい問題が起きたときにどう対処したらいいのかとい

佐道

そうです︒やっても︑防衛課長のブリーフィングというの

うことはなかなかわかりませんしね︒だから︑そういう意味では

最初はよかったのですけれども︑やはり久保さんというの

は合わない．んですよ︒海原さんというのは専．ら批判する人です︒

は独特の物の考え方と理論を持っていますでしょう︑海原さんと

夏目

当事の名簿を見ますと︑今泉課長のときには先生が次席で

非常にしんどかったのではないかなという感じはいたします︒

佐道
すね︒

まあ︑そうですね︒．

いうふうにもつていこうという方向性を持って何か一つの仕事を・

久保さんのほうはどちらかというと︑いい悪いは遡上七て︑こう

夏目

今泉さんはあまり細かいことをご存じないわけですから︑

好みに合わないんですね︒海原さんというのば︑今の自衛隊はだ

佐道
夏目

めだというところから出発しています︒久保さんというのば︑だ

進められる方でした︒しかし︑そのも．っていき方が︑海原さんの

それがだいたい課内の意見をまとめて︑幕僚幹部の要求なんかも

め・でもとにかく今あるものを方向づけしていかなければいかんと

実質的には先生のところでいろんなことは処理してきたと︒

みんなまとめて︑庁議や参事官会議で説明もやっていました︒資

いう考えの人ですから︑所詮合わないのですね︒だから︑途中か

まあ︑そうですね︒先任部員というのがいて︑．それです︒

料つくりからみんなやったのです︒
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伊藤

夏目
人か︵笑︶︒

書いてある中身の人がどうかは別としてね︒

らやはりちょっと距離をおくようになりました︒ただ︑両方とも
優秀な人ですから︑お互いに腹の中では尊敬はしていたかもしれ

能力でまず人を判断するのと︑好き嫌いで判断する︑それがごつ

それはまあ︑冗談ですけど︒海原さんというのは非常に︑

伊藤

ちゃになっていますからね︒嫌いでも能力のある人を引き立てて

夏目

分でいたという言い方をされましたけれども︑それがそうでなく

くれればいいのだけれども︑嫌いだととにかくだ︑めでしょう︒好

ませんけれども︑気分的には合わないという感じでした﹄

なって︑防衛問題というのは本格的にやらなければいけないなと

きで︑かつ能力がなければだめなんだから︑難しいですよね︒

前に︑施設庁のころですか︑まだ自分は社会党みたいな気

思い始めたのは︒

伊藤

それは難しいですね︵笑︶︒自分より能力があったらやっ

夏目

ぱりまずいでしょう︒

それは︑今いった海原︑久保︑有吉という人たちに仕えて︑

しかも︑周囲を見たときにやっぱりまだまだ防衛についての批判

いるなんて思ってないんじゃない？

夏目

︵笑︶︑そうか︒

それが非常に新鮮だし︑私はある種感動したのです︒こんな人た

少なくともそれぞれがそういう気持ちで仕事に取り組んでいた︒

目されるということはありました︒例えば︑ここには出てこない

だ︑海原学校とはいわないけれども︑海原の子分だというふうに

夏目

武田

いや︑ないです︒それはしばらく後になってからです︒た

当時から海原学校という言い方はあったのですか︒

■海原学校

．伊藤

的な考えの人が多い︒ましてや一般社会︑マスコミを通じて冷た
い雰囲気ですよね︒そういうときにこの人たちは本当に情熱を傾
げて防衛問題︑安全保障の問題に取り組んでいた︒日本の将来は

ちがいるのなら︑俺も後をついていこうかなという気になった︒

こうあるべきだということを︑自分の考えがいい悪いは別として︑

さっきの三人に教わったということを書いた時に︑私が防衛に足

けれども︑丸山昂さんて方がいるでしょう︒私の前の前の次官で
．やっぱり警察の方で︑この方なんかも海原さんが連れてきたので

すけれども︑やっぱり途中で離れていった︒だけど︑その方が防

を踏み込んだ一つのきっかけはこの三人用したということも書い
たのです︒そういうことでは非常に皆さんの影響は大きかったな
と思います︒

何に書いたのですか︒

衛庁にいるとき︑﹁おまえは海原一家のあれだから﹂といやみを

伊藤

れたというと変ですけど︑審議官から防衛研究所所長になったの

いわれたりしたということを聞きました︒有吉さんなんかは︑海

署名入りですか︒

です︒防衛研究所長は偉いですよ︒三階級くらい特進なんだけれ

﹃毎日新聞﹄ですよ︒こういう囲みで︑あるじゃないです

伊藤

もちろん署名入りです︒

ども︑本人たちにすれば︑内局の局長になろうというときに防衛

夏目

夏目

検索してみよう︒

政策と直接関係ないアカデミックな学校へ行ったようなものです

原が失脚したために飛ばされたんだとはっきりいわれて︒飛ばさ

伊藤

評判よかったですよ︒書いてある中身は別として︑文章が

か︒それに書いたのです︒

夏目

ょう︒それで辞めたのですからね︒海原さんが飛ばされて有吉さ

からね︒研究所の人には悪いけれども︑本人はそう思ったのでし
文学青年ですから︵笑︶︒

うまいといって︒
武田
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伊藤

云いい人がいっぱいいるんですよ︒横路︵節雄︶とか石橋︵正嗣︶

夏目

伊藤

いっていたでしょう︒あの人は︑与党よりも野党の先生に

自分でもいっていましたけれども︒

んも飛ばされたというのが当時のみんなの印象でした︒
官房長になつ．て︑防衛局長がかわりますね︒そうすると︑防衛局

とか︑ああいう人と非常に仲がいい︒資料をちょっと見せてね︑

夏目

ないでしょうか︒

伊藤

そのかわり質問は海原の喜ぶような質問をして︒

︵質問項目の︶二番目のところですけれども︑海原さんが

そのものに相変わらず海原さんの影響力はあるわけですか︒

る影響力を持っていましたからね︒庁議とか何かで官房長が防衛

夏目

悪くして帰ってくるん﹁です︒ところが︑この島田さん︑宍戸さん

きようは質問がないと︑答弁のチャンスがなかったと多少機嫌を

についていうと︑海原さんは国会答弁を楽しんでいるんですよゆ

せると︑元教育局の部員がね︒と︑私は恨まれました︒国会答弁

んが喜んで︑それを参事官会議でぶつちゃった︒島田さんにいわ

がないということをまとめて報告したんです︒そうしたら海原さ

局の案について私が︑この案はまったく荒唐無稽でもって現実味

防衛局に帰っていましたが︑予算か何の仕事か忘れたけど︑教育

ときには島田さんは教育局長になって来られたのです︒当時私は

も︑海原さんの後だからしんどいですね︒海原さんが防衛局長の

夏目

中島

夏目

佐道

島田さんという方も人格者でまじめな勉強家なのだけれど

はい︒

宍戸さんは防衛研修所長になったね︒

それは大変ですね︒

が以前おっしゃっていたように思います︒

中島

何だ﹂といわれたこともありました︒

夏目

ているみたいなうわさはあったのですか︒

佐道

ら余計いかんのでしょうけれども︒

夏目

伊藤

伊藤

それはかわいそうに︵笑︶︒

しょうね︒

夏目

確かにちょっとかわいそうでした︒ま︑海原さんの後だか

島田さんとか宍戸さんという人はいじめられタイプなので

う一ん︑まあ︑わかりますよ︒

があるんですね︒子どもにもあるように︒

はり人間どいうのはいじめるタイプといじめられタイプというの

ことは言う︒両方でもってまんざらでもない形で収めちゃう︒や

しい場面にはならないのですね︒相手も立て︑こちらも言いたい

違いますけど︑それは表面ではそうだけれども︑本当に苦

というのは国会恐怖症みたいなところがありまして︑帰ってくる

影響はありました︒というのは︑官房長になっても隠然た

局の提案に対して必ずいちゃもんをつける︒特に島田︵豊︶︑宍

だけど︑石橋さんとは防衛政策の考え方が全然違うのでは

戸︵基男︶というのは嫌いなタイプなんです︒

ともう︑目の前でこうやって︵手を振って︶も目玉が動かない︒

夏目

夏目

伊藤

あの人は楽しんでいましたよね︒もちろん事前に野党とな

海原さんは逆襲するのかな︒

いがあるわけじゃないんじゃないかね︒

いこともないと思います︒第一︑合う合わないというほど付き合

っていっているのかよくわかりませんけれども︑そんなに合わな

あの人はみんな悪口を言うから︑本当にどこまで親交があ

岸信介さんとはあまり合わなかったというふうに海原さん

ありましたよ︒だから松野頼三長官なんかに︑﹁おまえは

海原さんは部外とか政治家の方にも︑あの人は野党と通じ

いじめられて︒

あなあやっているところもあり︑ちょっとフェアじゃないところ

伊藤

位置が全然違うものね︒

もあるんです︒でも︑それも実力のうちですからね︒

45

ことですけれども︑自民党はどうですか︒

納得して帰られたのです︒勉強して国会に臨んでいた︒だから答

強して︑ここはどうかという関連質問をわれわれにして︑それで

ていないのかもしれない︵笑︶︒ちゃんと残っていて︑見て︑勉

分が見るまで信用できないものでね︒もっともこちらが信用され

よ︒夜遅くなりますから︒だけど︑この方々はまじめだから︑自

きは︑﹁適当につくっておい．てくれ﹂といって帰っちゃうんです

夏目

伊藤

答弁資料をまずわれわれがっくるでしょう︒私が局長のと

そういうのは答弁資料︒

伊藤

所には前もって説明をして了解を得ておかないと後々うまくいか

政治家のほうが元気よくなりますと︑あらかじめ自民党の要所要

てくるということになりますね︒

伊藤

構それはあったと思います︒

夏目

伊藤

俺は聞いてないと言う︒

ないことが多いものですからね︒

夏目

社会党やそういうものに対して過剰なサービスをするのも

かえって足を引っ張られることになりますし︒だから︑結

危ないんですね︒

．るということを言い出せないですよね︒

ありますでしょう︒だから︑あんまり表立ってこの人と仲よくす

と仲よくするとこっちの先生があんまり気に入らないというのが

だ︑自民党というのは派閥みたいなのがあったりして︑違う先生

自民党にもけっこう顔の利く人がいたのですけれども︑た

夏目

まだ岸さんのころはそんなに物をいえるような立場にいな

夏目
島田さんとか宍戸さんは本当にまじめな︑正面からという

かったんじゃないですか︒

佐道
非常に勉強家だし︑国会の前の白︑質問があると遅くまで

︑感じで︒

夏目

弁にはそつがないですよ︒決められたことはきちっと言うし︑政

夏目

勉強されるタイプでした︒

府の方針に沿わないことを口走るようなこともありませんしね︒

否でも応でもなりますね︒特にだんだん政高官低というか︑

防衛局長だとどうしても政治家との付き合いが必要になっ

まあ︑無難な答弁をされておられました︒

いけませんしね︒ここまではいいますねとか︑ここからはいわな

佐道

先生とも仲よくしないとへなかなか︒行って門前払いを食うよう

そういうことは了解をとる︒そういう意味ではやっぱり自民党の

いとかう多少そのへんのことは人柄によって違いまずけれども︑

次防︑二次防を強引につくられたりして︑おそらく﹁われこそ防

では相談もできませんからね︒

閲伊藤 いわゆる官僚答弁というやつですね︒
夏目 うん︑ある意味ではそうですね︒

衛政策﹂みたいに思っておられる方だと思うのですけれども︑島

伊藤

海原さんは︑﹁国防の基本方針﹂をお書きになったり︑一

田さんや宍戸さんは海原さんが敷いた路線に対抗して何かご自分

大事だと︒

夏目

一応︑自民党の領袖たちにしたって︑防衛局長というのは

でというところはおありだったのですか︒

夏目

けではない︒だから防衛局長のところをしっかり押さえておかん

大事だし︑大臣はそう細かいことをいつでも知っているわ

そケいうこともありましたけど︑結局︑海原さんがつぶしちゃう

といかんし︑あいつらから相談を受ければ︑まあ︑俺が了承して

余裕がないですね︒何か言うとつぶされちゃうから︒事実

んです︒それはもう︑海原さんというのは破壊力は大したもので

もそうですってね︒特にだんだん日米関係がいろいろ⁝⁝︒この

いるということでいい顔もできたんじゃないですかね︒アメリカ
海原さんは社会党の代議士たちと付き合いがあったという

すよ︒

伊藤
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ことがふえてきますよね︒そのときにはアメリカといつでもツー

というのが難しくなると︑やはりアメリカとの事前調整が必要な

︑当時はそんなことはなかったのですけれども︑だんだん日米関係

きの一般情勢︑財政事情︑そんなことを考えながら︑﹁これはや

のを防衛局へ持ってくる︒それを防衛局で総括的に見て︑そのと

くる︒技術系も持ってくる︒そういうふうに各機関がまとめたも

僚監部でまとめて防衛局へ︑海は海︑空は空︑それぞれで持って

めておこう﹂とかいう判断をしていくわけです︒それで防衛庁と

カーで仕事ができないと︑電話一本で何だかんだいえるようにな
っていないと仕事がしにくいですね︒別に彼らの言うことを聞く

伊藤

もちろん法律改正が必要なら法案整備をするほうへ︑これ

それは︑例えば法の整備が必要な場合は立法になるし︒

・しての計画をつくりあげていく︒

先生は防衛一毫勤務というのは結構長いのですか︒

夏目

という意味ではなぐて︒

伊藤
長いですよ︒︑私は﹃こんな幹部は首にしろ﹄という本をみ

るわけです︒中身はこうこうだよと︒

夏目
そんな本をお書きになったのですか︒

伊藤﹁それから予算︒

は法律整備が必要だよ︑法改正が必要だよということをいってや

佐道

いや︑自分で書いたんじゃない︒そういう本を売っていた

んなに送り届けたくらいだから︒

夏目

夏目

経理局には︑これをやるためには幾らくらいの予算だとい

ので︒そこには︑﹁部下をあまり長く使うな﹂と書いてある︒そ
過激な部下ですね︵笑︶︒

船をつくる︑飛行機をつくるという︑そういづ大物についてはや

こに付箋をつけて︑見せてやった︒
佐道

だってね︑これを見たってそうでしょう︒海原局長︑島田

ね︒人件費なんかは決まりきったものですし︒そういうも・のは経

ックしている︒あとはもう︑・毎年毎年そんなに違わないですから

やったのでは大変なので︑主要項目というか︑新しく装備をする︑

夏巨

るけれども︑毎年の人件費だとか宿舎の整備に幾らかかるとか︑

・うことをいってやる︒ただし︑防衛局が人件費の計算から何から

局長︑宍戸局長でしょう︒課長にいたっても︑久保︑有吉︑井口︑
六八年八月に国防会議に行かれるわけですか︒

今泉でしょう︒もうくたびれますよ︒

佐道

だいたい二年くらいで変わるのが役人の常識じゃないです

そこまではやりません︒いわゆる目玉みたいなところだけはチェ

夏目

五年以上いらっしゃいましたね︒

夏目

伊藤

多忙です︒年じゅうですからね︒それは予算のときだけじ

そうすると︑日常的には非常に多忙だと︒

理局がやる︒そういうふうにしていました︒

佐道

防衛局第一課というのは主務は何ですか︒

か︒

伊藤

やないんですよ︒そのほかに防衛計画というのがあります︒防衛
計画というのは何かというと︑戦争のときにどうやって対応する

時代によって多少違いまずけれども︑当時は防衛力整備が

主とした仕事です︒

か︒それも当時は防衛局の一曲です︒いわゆるウォー・．プランで

夏目

伊藤︑それを企画立案するということですか︒

がってきたものを幕僚監部で整理して︑﹁今年はこれとこれ﹂と

監部で作るんです︒防衛庁の計画制度というのは︑各部隊から上

いくか︒米軍との関係はどうしていくかということを．︑一応︑そ

以上︑そういうことがあったときに自衛隊はどのように対処して

すね︒片方は整備計画で︑片方はウォー・プランです︒まあ︑戦
争に現実性があるかないかは別として︑少なくとも自衛隊である

夏目rええ︑企画立案ですけれども︑本当の原案は陸海空の幕僚︑

いうふうに整理するわけです︒それを陸上自衛隊のやつは陸上幕
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すけれどもね︒

とはいかない︒基地問題みたいな直接日本にいる問題はいいので

それは文書になるわけですか︒

れなりにその時代に応じてつくっていたわけです︒
伊藤

国防政策なんかになったら部隊ではしようがないでしょう︒

伊藤

そうですね︒

■米国の原潜寄港問題と日米安保協議委員会

夏目

文書になる︒防衛庁でもっともグレードの高い秘密文書に
米軍トップなどとも日常的にかなり連絡をされておられた

夏目
なる︒

佐道
のですか︒

伊藤︵質問項目の︶三番のことですけれども︑原潜の寄港問題の

それはまた後から出てきますが︑町題が一つありまずけれ

夏目

ご記憶はいかがですか︒

原潜の寄港というのはもっと後じゃないかな︒

ども︑米軍ともちろん連絡していました︒

夏目

ということで申し入れをして︑それでいろいろやり取りが始まっ

米軍と連絡するというのは防衛局一課なのですか︒

いろんなレベルであるわけです︒

伊藤

伊藤

パラレルにいろんなレベルであります︒ただ︑在日米軍司

たと思うのですけれども︒

いや︑何べんもあるのですけれども︒

夏目

夏目

伊藤

令部というのがあって︑陸海空は在日米軍司令部を通すんです︒

世保に来たんですよね︑確か︒だけど︑私はそんなに記憶にない

昭和四十年ごろだった気がするな︒

これはかったるいんですよ︒現地部隊ですからね︒日本でいえば︑

ですね︒世間では騒いだけど︑防衛庁のなかでこれはどうのこう

夏目

例えば悪いけど︑九州の方面総監か何かとしゃべっているみたい

のというのは︒当時︑そういう問題は一切防衛庁は直接タッチし

防衛局もやるし︑陸は向こうの陸軍ともやるし︑海上自衛

なものだから︑やはり中央の事情と政策がストレートに来ないし︑

ていないんですよ︒外務省なんですね︒だから︑私が防衛庁にい

夏目

わからない︒そうするとやはり防衛局でペンタゴンと直接話をし

て原潜問題で大騒ぎしたという記憶は一切ありません︒

このときにライシャワーが大平さんに寄港を許してほしい

なきゃ困るような事柄も起きる︒．そういうことはあります︒でも

日米安保にかかわる問題というのは外務省と︒

佐道

やっぱり︑そういう段階をすっ飛ばすということはなかなか難し

伊藤

当時はほとんど外務省なんです︒私も文句をいいたいとこ

隊は海軍とやるし︒

いですね︒陸海空は在日米軍を飛ばしてペンタゴンと直接という

夏目

出てきまずけれどもね︒在日米軍というのは太平洋軍の指揮下で

夏目

伊藤

夏目

伊藤

ありますよ︒︵質問項目の︶四番あたりにそういうことが

定期的なルートといヶのはあったわけですか︒

だからそれは防衛局がやらなきゃいかん︒

防衛庁としてはそれはできるわけでしょう︒

とは一切ありませんでした︒

ら︑防衛庁は直接それでどうのこうのと振りまわされるようなこ

であって︑それは主として外務省が対応する形になったものだか

ではなくて︑原潜の問題とか︑基地問題とか︑そういうものが主

当時いちばん大きな問題は︑日本の自衛隊がどうこうという問題

ろもあったのですけれども︑それは後で言うとして︑日米関係で

そうでしょう︒実際に来たのは確か昭和四十年くらい︒佐

ことはできにぐい雰囲気ですから︒

しょう︒ハワイ︒そこもまた通してかなければいけない︒かった

伊藤

いいか悪いかは別としてですね︒

るいですね︒政策マターみたいなものは彼らと話してもツーカー
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夏目

ええ︑いいか悪いかは別︒四番に出てきまずけれども︑当

時︑日米安保協議委員会というのが開催されて︑この際に中国の

ないとか︑そういうことが国内で起こってきた︒そういう時期だ

ったと思います︒それは多少あったかもしれません︒だけど︑そ

から︑︑防衛問題がここで議論されたのはずっと後までないんです︒

防衛庁長官と︑相手は大使と在日米軍司令官です︒格が違う︒だ

年にできた︒これは︑今は違いまずけれども︑当時は外務大臣と

とこの安保協議委員会というのは︑確か一九六〇年︑昭和三十五

いうものは真剣な問題として取り上げたのではなかった︒もとも

夏目

伊藤

夏目

外務省ですか︒

外務省の仕事です︒

ということで︒

伊藤

あとはこの下部組織みたいなものがあって︑基地問題があ

がだんだん表へ出てくるわけです︒

れはそれだけの話でして︑その後︑三次防か何かでそういうもの

主として基地問題︒基地を返還するとか︑あるいは原子力潜水艦

脅威がどうのこうのとか書いてあるけれども︑中国の脅威なんて

が寄港するという︑基地問題に関連していることが主として話し

．伊藤

る導きは施設庁長官が多少タッチしたのだと思います︒

では︑防衛二課としてはあまり︒

安保協議委員会なんていうものが行われるときには︑準備

合われて︑もちろんそれなりに中国の問題についても一般的な説

佐道

私はこれに何か仕事をしたという記憶はまったくありませ

中島

話題になることも︒

夏目

ごろから︑日本側とアメリカ側で防衛研究会という研究会が開かれ・

夏目

明としてはあったかもしれないけれども︑それについて突っ込ん

ています︒ディフェンス・スタディ・グループとアメリカの文書で

を読むくらいです︒それでとんでもないことを書いてあるわけで

ん︒

は出てくるのですが︒防衛庁では海原さんと︑それから外務省と︑

はないし︑きわめて常識的なことしか書いてないので︑﹁ああ︑

だ議論をしたなんていうことはありません︒

それからアメリカのほうと︒ここで︑主にアメリカ側の兵器を買っ

こんなことかい﹂というようなものでね︒

中島

か︒

との連絡というのは防衛庁サイドとしては防衛局がとるわけです

外務省︑この場合は北米局だと思いますけれども︑北米局

ただ︑外務省から会議の議事録みたいなものが来て︑それ

ここで何か議論をされたどいうことが防衛局のなかで何か

てほしいという折衝がかなり行われた記録が残っています︒

佐道

夏目水面下というか︑海原さんがアメリカへ行ったりしたとき

夏目

この時代のことで若干関連するのですが︑一九六三年の春

夏目．それはあるんですよ︒だけど︑表立った会議ではなくてね︒

にそういう話があるとか︑向こうからだれかが来てそういう話を

けれども︑今の国際参事官と違って︑当時の国際参事官というの

夏目

中島

そして︑日本は日本で国産化しようという意欲が非常に強

国際収支の問題ですね︒

たころは︑国際参事官というのはやっぱり国際情勢について政府

的な仕事にタッチしないからね︒その後︑われわれが局長になっ

に何だかんだとか︑そんなことばかりやっていて︑まったく実質

それは水面下で行なわれて︒

するとかということはあったんですよ︒それはどうしてかという

は儀典要員みたいな︑まったく渉外︒外国のお客さんが来たとき

くなってきたんです︒例えば飛行機にしろ︑ナイキとかホークと

委員として国会でも答弁しなければいかんということでやったけ

防衛局が主です︒当時︑国際参事官というのもいたのです

と︑やはりアメリカもいろいろ苦しい面があったから︒

かいうミサイルがありますでしょう︒あれも国産化しようとかし
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夏目

伊藤

あの人はほかの役所とはいいんですよ︒大蔵省でも︒悪い

外務省とはよかったのですか︒

な人は年じゅう行ったり来たりしました︒

したね︒しかも︑これも人によってです︒海原さんみたいに好き

ど︑当時は渉外︑儀典要員みたいなものでした︒だから防衛局で

防も二次防の延長みたいな形になったのは海原さんの主張です

だ戦える部隊を考えるなんて早い﹂という考えです︒結局は三次

メリカから教えてもらい︑ようやく訓練できるようになった︒ま

どおり営々と部隊建設︑基礎的なものを着実につくっていく︒ア

る︒まだそんな段階ではない︒まだまだあと五年や十年は今まで

ことは考えたんです︒しかし︑海原さんは当時︑﹁何をいってい

よ︒事務的には︑三次防というのはもうちょっと違ったものをつ

のは防衛庁の中だけですよ︒
中と一部政治家ですね︵笑︶︒

きたんです︒海原さんはそこでは妥協したのでしょうね︒とても

くろうと思っていたんです︒まあ︑国産化みたいなものが入って

そんなものできるはずがないじゃないかという気持ちがあったの

松野さんか︵笑︶︒

でしょうが︒まあ︑実際問題そうでしたね︒二画面なんて︑例え

いるのは︑多少わずかに︒それともう一づは︑三次防で︑一応︑

らね︒それは無理もないんですよ︒仕事の立身がわかっているか

ば弾薬備蓄一．ヵ月と書いてある︒しかし︑一ヵ月どころか三日も

増田︵甲子七︶とかね︒

ら︑自分で行って説明するんです︒大蔵省の部内の会議でも︒ほ

ない︒海原さんに言わせると五分もないと言う︵笑︶︒

局地戦に有効に対応しうると︑そういうものを初めて入れたんで

かの局長さんはこんな芸当はできないですね︒それを俺が説明し

︵笑︶︑これは何べんも聞かされましたね︒

増田さんもか︒

てやるなんてね︒海原さんというのはそういうところが立派だし︑

伊藤

聞くでしょう？

す︒要するに戦える力を意識したものにしようという意欲が出て

英語もできるから︑外務省とアメリカの会議でも出て行って英語

夏目

大蔵省なんか︑いちばん信頼をおいたのは海原さんですか

でどんどんいえるでしょう︒ほかの人はなかなかそうはいきませ

に火を噴いたら五分でしょうけれども︑それは現実味としてはあ

五分というのは︑日本中の機関銃が一斉︑

んでしたものね︒そういう意味では海原さんというのは異能の士

と乱暴なのですけれども︑アメリカととやかく言うような防衛問

というのはもともとない︒まあ︑﹁ない﹂という言い方はちょっ

夏目

るものではないので︑調整できる前の段階にしておいて︑当時は

機雷や魚雷の備蓄というのは相当金がかかるのですね︒すぐ使え

単なものではないので︑やはり設備から何から要るし︑ましてや

の備蓄というのはできません︒弾薬の備蓄というのはそんなに簡

の人の言うほうがおかしい︒どこの国だってそうなのだけれども︑

題というのはほとんどないんですよ︒アメリカで一方的に援助し

水蓄なんていって水の中へつけておくような備蓄もありましたか

伊藤

てくれるのですから︒一次防も二次防もみんなアメリカの援助で

らね︒だから︑海原さんから︑﹁戦える自衛隊ならそういうこと

そういわれるとショッキングなのでね︒いずれにしても︑一ヵ月

出来上がってきたわけです︒三次防も結局は二次防の延長みたい

をやってあるのか﹂と聞かれると︑﹁やってありません﹂﹁それじ

ら︑これについては不満はあったのですか︒

な形になったけれども︑防衛庁としては︑三次防なんだからそこ

ゃあまだ早い﹂と︑こういわれるのも無理もないのです︒しかし︑

正直いいますと︑当時は不満なんかありません︒安保問題

そこ意味のあるものにしようということで︑斬新なことも考えた

安保問題でも外務省に指導権をとられているわけですか

であることは間違いない︒

夏孟夏伊佐
内藤目遣道
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一つめ姿勢というか心構えとして︑自衛隊で十年も十五年もかか
ってまだ何もないのではみっともないからというので︑・そういう

がったりしていた時期だと思います︒

■．米国の対日軍事援助削減と日本の防衛力整備
佐道

文句は書きたくなるのですね︒あの人はそういうことを嫌うんで
すよ︒﹁鉛．の兵隊をつくってどうなる﹂と言う︒海原さんの言う

すが︑アメリカがドル防衛の折で日本にこれまでのような軍事援

アメリカとの関係というのは︑その後大臣同士︑国防長官と国

ように︑一次防も二次防も結局アメリカの援助にかなり頼って構

助を出さないという話になってきて︑先生がさっきおっしゃった

まさに今のお話なのですけれども︑質問の五番目になりま

とおり︑三次防も結局は二次防の延長になつちゃったのです︒
務長官が入るようになったの．だけれども︑最初はこんな状況です

成をしていたわけですから︑あとで困るということになると思う

のですけれども︑これは防衛庁の中ではどついうふうな︒r

から︑基地問題だけが主とした議題です︒ここからあと何年もず

っと︒実質的な仕事の防衛問題の話というのは︑SSCどいう高
佐道

それは︵昭和︶五十一年くらいでしょうかね︒ようやく実

それができてから︒

ように︑アメリカの古いものばかりもらっている時期ではなくて︑

かということはなかったですよ︒むしろ日本としては︑今いった

アメリカからドル防衛の指令が出されて援助が急に減ると

夏目

これからはやはり自分のところでつぐっていかないといかんとい

夏目

質的な防衛問題についての直接的な話し合いができるようになっ

う雰囲気がむしろ強くて︑それを渡りに畏みたいに思ったので︑

級事務レベル協議︒

たのはそのころからですよ︒

アメリカの援助がなくなって大変だとは思っていなかった︒アメ

防衛庁と外務省が定期的に協議するというようなことはこ

ばパイロット︑航空自衛隊のF104にしてもミサイルにしても

佐道
定期的にはありません︒

何にしても︑供与するものは供与しているのですね︒ただ︑無償

リカも必要なことはやってくれましたから︒その後だつて︑例え

夏目

それではやはり︑何か問題があるときとか︑人によると︒

ットの養成や整備員の養成にしても︑向こうの本国に何百人も連

では供与しなくなった︒金だけはとるようになりました︒パイロ

の当時はありましたか︒

佐道

むしろ施設庁の基地問題なんかのほうが年じゅうそういう

れて行って教育してくれるわけです︒こちらの要求するものはみ

夏目

年じゅう行なわれましたから︒事故があったりすれば︑すぐそっ

んなやってくれる︒ただ金だけ出せばいい︒ドル防衛というのは

会合を持つ機会があります︒縮小とか返還とか︑そういヶことが
ちのほうで問題になるし︒

防衛力の中身ではなくて︑多少日本も一人前になったのだから︑

はいかな︐いそという意味でのドル防衛というのはあったと思いま

そうすると︑・アメリカにとって自衛隊というのは大した意

夏目

す︒それはそんなに防衛庁に対してインパクトがあった問題では

伊藤

それがだんだん向こうがきつくなってきて︑日本で自前でやって

なぐて︑むしろそれがあたりまえだという雰囲気がありました︒

後進国のアフリカや東南アジアのように何でもただというわけに

くれないかという雰囲気になってきますよね︒日本はこれを機に

だから三次防の文書の中にも︑多分︑ミサイルやFXの国産とい

味を持っていないという︒

して自主防衛だとか自前防衛だとかということが声高にいわれる

うのは入って︑いたはずですよね︒

まあ︑カネとモノを供与してやるよというだけのことで︑

ようになる︒そういう程度の話で︑そのころがそんな話が持ち上
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佐道

そうですね︒三次防の中に初めて国産をというのが書かれ

ていますから︒

なる︒管制装置とかそういうところはみんな輸入ですからね︒飛行

機は日本でつくるかもしれないけれども︒そういう意味で国産化な

んておこがましいよと海原さんが言うのは正しいですよ︒それから

実際︑実質的な国産なんて︑まだ言うべくして不可能な時

夏目

伊藤

大量生産できな︐いのですね︒だから︑どうしても高値にな

だから個数が少ないわけですね︒

ﾄしまう︒あれを東南アジアか何かに売ったらいいんですよ︒

夏目

が響いているんです︒売り口が自衛隊しかないから︒

金がかかるんです︒べらぼうに高いんです︒それは武器輸出三原則

できないからなんですよ︒

海原さんは国産という問題について非常に批判的といいま

代でしたけれどもね︒

伊藤
夏目

できるわけがないと︒﹁国産の定義をいえ﹂なんていって

すか︒

伊藤

と思うのですけれどもね︒むしろ︑兵器を通して友好関係を樹立

そうしたら安くなります︒それが軍国主義の何とかとはならない．

するというふうに考え方を変えればいいんです︒

話はちょっと変わりまずけれども︑私は防衛大学校へ行って︑

﹁下魚あれば国産なんだ﹂と︒

あれば国産だとか何とかいうのだけれども︑肝心なところができ

シンガポールやタイから学生がいっぱい来るんですよ︒喜んで帰

佐道

ないのです︒今だってそうです︒今というのは︑私はもう辞めて

ります︒帰るとだめなんです︒日本語を忘れてしまうのです︒そ

何割というのもいいかげんなのだけれども︑とにかく六割

から十カ年たつけれども︑戦車の大砲があるでしょう︑74戦車︒

をもらったり買ったり︑いろいろの交流関係があるから︑やっぱ

れはその国と日本の問で仕事のつながりがないんですね︒アメリ

日本の技術ではだめなんですか︒

り友好関係を持たざるをえない︒ところが日本というのはそうい

今の戦車の一．つ前︒その大砲ですら輸入なんですよ︒たかが大砲
伊藤

だめなんです︒L90という高射機関砲もスウェーデンか何

カやイギリスに行った学生は年じゅう関係があるんですよ︒武器

夏目

とさえ忘れちゃう︒無駄な投資になってしまうんですね︒何年間

う軍事関係では縁がない︒だから︑しばらくたつと日本にいたこ

そうだと思います︒

なんていうのは売って︑むしろそういう国と仲よくして︒どうせ

中島

それは技術水準の問題ですか︒

日本がやらなければ北朝鮮やイラクがやるんだから︵笑︶︒

かいて喜んで帰るのだけど︑じゃあ︑それで非常に親日的になっ

伊藤

やっぱり日本の得意な分野とそうでない分野があるのです

現にそうなっていますからね︵笑︶︒

要するに︑ミサイルや本当に精密なものができないという

夏目

佐道

日本がやったほうがよかったかもしれないですよね︒

夏目

ね︒だから︑本当は持ってきてデッドコピーみたいにそのまま分解

夏目

武器が行けば︑それを使う訓練ということが出てきますしね︒

たかというと︑日本に行ったためにアメリカに行ったやつよりも

してつぐればいいのかもしれませんけれども︑できませんしね︒船

佐道

そう︑そういう意味でいわゆる友好関係ができるじゃない

・のならまだわからんでもないのだけれども︑もっとも古典的な兵

だって肝心なところはみんな向こうからでしょう︒飛行機の値段が

夏目

損をしたというような意識が先に立つちゃってね︒だから︑武器

高くなるというのも︑胴体ではなくて︑積んでいる精密機械が高く

器である大砲すらまともなものは日本ではできないのです︒

かでしょう︒

ですよ︒

夏目

いましたよ︒

つ、
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いかとさえ思うのですけれどもね︒防衛産業界が︑そう思うのも

ですか︒ある意味で非常にアジアの安全保障につながるのではな

れどもね︒でも日本向きだというのです︒今から大学生みたいな

きなんです︒価格も安いんですよ︒ちょっと程度は悪いんですけ

海原さんは︑︑T38︑F5というどちらかといえば軽い戦闘機が好

ものをやったってだめだ︒高校生とか中学生向きの戦闘機を使っ

無理ないと思う︒それがでぎないかち国産は非常に割りの合わな

をやろうというのではなくて︑少なくたっていいんですよ︑単価

ばいいわけですからね︒彼らは別に赤字になったり損をすること

夏目

伊藤

夏目

伊藤

基本的に防衛力整備の問題も防衛一課のほうでおやりにな

﹁手を組んでいるんだ﹂なんて︒

そうですよ︒

松野さんがいったのはそれじゃないかな︒

ね︒それが彼が飛ばされた理由の背景にあるんじゃないかな︒

たほうがいいよというので︑彼はT38ばかりいうものだから隅あ

い︑高いものになる︒できないものはできないですからね︒

を高くすればいいんだから︒ところが︑一方に安くていいものが

佐道

防衛産業の会社の団体ができますよね︒こういうのは国産

あると︑﹁う一ん︑．国産か⁝⁝﹂という気持ちになるのも無理な

るときに︑どんなものを入れていくかというのは装備局の問題が

伊藤

いですね︒例えば私が防衛局の部員のときにロッキードF104

ありますよね︒そうすると通産省の関係とも絡んでくるわけです

れは伊藤忠かどこかが押していたので何だかんだいわれたです

という戦闘機を追加生産しようといったとき︑アメリカはF10

けれども︑通産省の方との接触とかそういうことはありましたで

を盛んに言うわけですけれども︒

2デルタダガーという戦闘機︑ちょっと古いのですが︑これをバ

しょうか︒

て︑高い104の追加生産に決めたのですけれども︒それは自衛

す︒結局︑航空自衛隊はそんな中古品はいやだと言うので︑断っ

ず考えるわけです︒・それは防衛局が考えます︒同時に各幕の防衛

ばん必要なのか︑要求性能はどうあるべきなのかということをま

なるとなったときには︑日本の自衛隊としてどういうものがいち

たとしますね︒輸入もある︑国産もある︑いろんなものが候補に

言うでしょうね︒金をとればいいんだから︒高い金を出せ

ーゲンでもつて百機くらいべらぼうに安く持っていっていいよと

夏目

隊の要望だけではなくて︑やはり国内の防衛産業の育成とかいろ

ありましたけど︑例えば何か一つの装備品が欲しいとなっ

いうのです︒海原さんもそれにちょつど食いついたことがありま

んな面からそういう判断になるので仕方がないのだけれども︑金

どれだ︒例えばアメリカにはこういうものがありますよ︑スウェ

部が考える︒こういうものでないと︒じゃあ︑これに合うものは

ーデンにはこういうものがある︑イギリスにはこういうものがあ

だけで見たら輸入のほうがよっぽどい．いです︒何をやるにしても︑

ラックボックスをポンと変えればなんぼでもいいですからね︒︑だ

りますよ︒ではどれがいいだろう︒国産化したらどうだろテ︒そ
．の中でどれをとるのがいちばん日本にとって最適かという話にな

いいものが安く適今は整備にもそんなに問題はありませんし︑ブ
から︑国産化というのはなかなか言うべくして不可能ですね︒

今もずいぶんその議論があって︑自衛隊が持っている装備

る︒そういうことを議論する段階で︑多少︑通産省や防衛産業界

佐道

と同じレベルの武器がこんなに安くて買えるじゃないかという本

一切耳を貸さないというのが伝統的でした︒だから︑業者も防衛局

ありますね︒政治家も含めて︒だけど︑そういうことには防衛局は

あたりから︑国産にしてくれとかいう話が上がってきたり︑それは

出ますよ︒アメリカはまた︑向こうの防衛産業の育成のた

が結構出たりしましたね︒

夏目

めには売りたいですよ︒だから非常にややこしい交渉になります︒
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ね︒それはそういう伝統ができているのです︒だから︑海原さんだ

調達実施本部というところへは行く︒防衛局へは一人も来ないです

ことがないもの︒装備局へはいつぱい来たようだけど︒装備局とか

へは来ないですよ︒私は七年もいたけれども︑一度も業者と飲んだ

夏目

中島

だから︑あんまり甘く計算すると飛行機が足りなくなつち

そのようですね︒

とか︒当時アメリカやドイツの104がやたら落ちたんですね︒

なんかはやらされていたので︑今でもできますよ︒減耗率がどう

と思うものだからそれを言うでしょう︒それに反対するやっと賛同

できる人ではないけれども︑あの人はいいと思ったらとことんいい

おっぴらに言うはずがないもの︒あの人の性格としてそんなことが

し︑大蔵省へ行っても説明できないといけませんから︒

す︒﹁なんでこんなに要るんだ﹂というのに答えないといけない

算まで防衛局の部員はしなきゃいかん︒そこまで要求されるので

果的には本当に日本の飛行機は落ちませんでしたね︒そういう計

と国内政治問題になる︒それでずっと圧縮したのだけれども︑結

ゃつても困るのだけれども︑しかしあんなに落ちたので・は日本だ

するやっと︑足を引っ張ったり︑持ち上げたり︑そういうのがあの

って絶対にそれはもらってないと思います︒もらったらあんなにお

人のマイナス面だったのでしょうけれども︑絶対にあの人は悪いこ

局長が行くという︒

よって︑必要な人が呼ばれれば︒

大蔵省にはだれが行くのですか︒

佐道

伊藤

局長は相手が主計局長とか主計局の次長が主な相手でした︒

伊藤

るわけですね︒装備局の下の人たちは︑これはもう全然関係ない︒

夏目

とはしていないと思います︒どこかとつるんでいるなんていうのは

夏目

主として実質的な審議をするのは主査︑それから大事なところは主

陸海空の人も行けば︑防衛局も行くし︑そのときの問題に

通産省から来た人はいますよ︒でも︑別にこれをどうしろこうし

計官がやるくらいです︒上はもうほとんど下から上がってきたのを

夏目

ろと決定に影響を与えるようなことはない︒装備局も決してこう

丸のみですからね︒結局は課長とかそのへんが中心になりますかね︒

言いがかりだったのではと思います︒

しろということはいいません︒やはり自衛隊の自主性︑自衛隊が

制服でも︑主計官のところに行くときはちょっと相手を立てて各幕

装備局というのは局長さんは基本的に通産からいらっしゃ

何が欲しいか︑どういうものが欲しいかということを無視はでき

の部長ぐらいが行くとかということはありまずけれども︒

伊藤

伊藤

そうしたら防衛局に来そうなものですね︒

最終決定は防衛局です︒

夏目

まあ︑だから勉強もしないといかんですね︒例えば飛行機

選定は防衛局です︒もちろん意見は聞きますよ︒だけど︑

機種選定の最終的なところはどこなのですか︒

夏目

伊藤

夏目

大蔵省は皆さん勉強しますよ︒主査以下はこちら以上に勉

そうですが︒大蔵のほうもかなり勉強しているのですか︒

課長のときも部員のときも行きましたよ︒

したか︒

部下のほとんどの人は防衛庁の人ですね︒ところどころに

ませんからね︒

夏目

強するくらいに勉強しています︒これは本当に勉強しますね︒偉い

夏目先生が次長くらいのときには大蔵との交渉をやられま

を何機つくりたいといって︑もちろんどういう飛行機がいいかと

ものですよ︒だいたい大蔵省の主査なんていうのはノンキャリの人

が多いのですけれども︑この人たちが勉強家です︒係長とかね︒

伊藤

いう勉強もさることながら︑粟子つぐるかといったって︑この飛
行機を何年使う︑耐用年数はどうだ︑訓練で落ちるのはどうだ︑

伊藤

防衛庁なら防衛庁にかかわっている人というのはやはり長
そういうことまでみんな自分で勉強して計算しなきゃいかん︒−私
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と︑﹁ばかやろう﹂とか﹁ふしあな﹂とかといわれるんですよね︒

のかわり︑担当部員は総括部員と課長にはきちんと説明できない
長くいるのですよ︒主計官から上はかわりまずけれども︒

くQ

夏目

それはまた相当勉強して理論武装しないと大変ですね︒

伊藤

それはそうですよね︒彼らも制服の前であんまりみっとも

そうするとやはり蓄積されますね︒

夏目

伊藤

蓄積されるから︑こちらが変わったりしたち向こうのほう

ないことを言うとばかにされるから︑一所懸命に勉強しますよ︒

噛夏目
がよく知っていることになります︒﹁﹁去年はこういつたでしょう﹂

伊藤

しかし︑制服に助けてもらわないと勉強もできないじゃな

と︑幾度もありますよ︒おもしろいのは︑104を追加生産する

ころが整備担当の人たちはこれだけ整備なり不具合の改善に金が

機がいかにいい飛行機であったかということも説明しに行く︒と

というのではだめです︒大蔵省へ行ってもね︒だから︑やはり人間

は制服から尊敬されます︒難しいことになると︑﹁おまえ頼むよ﹂

夏目

いですか︒

かかると説明にいくと︑いかにだめかという飛行機の説明になつ

というのは勉強して何か自分の考えというものを持っていないと︒

．ときに︑これだけはどヶしても必要なんだと︑104という飛行

ちゃうんです︒ま︑オーバーにいえばね︒それぞれ正しいのだけ

伊藤・ただ勉強しただけではしょうがないですね︒自分で意見を

それはそうですよ︒ただ︑制服はやはり軍事的二．ーズから

最初はできませんね︒で︑．そういうことをきちんとやる人

れども︑重点の置き方と声の大きさがそれぞれ違うから︑両方と

夏目

持っていなければ︒﹁

そうでしょうね︑聞かされたほうはそういうことになりま

も聞いていると︑﹁なんじゃ︑これは﹂ということになる︒

伊藤

いいと思うものはいいし︑悪いものはだめだし︑こうありたいと

思うものをもってあたりまえなんです︒それを無下に否定はでき

すね︒

そういう矛盾をつかれますね︒

から見てどうとか︑いろんなことを考えなければいかん︒要は優

夏目

くて︑やはり内局のほうでやられるわけですね︒

中島

統幕は全然やりません︒今は知りませんよ︒

ません︒ただ︑それをほかの面から見て︑日本の政治情勢でそう

ていますから︑陸の部員は陸上自衛隊のことを一所懸命勉強しま
すし︑陸と仲よくしていないと仕事もできませんからね︒それぞ

夏目

今も多分そうだと思います︒結局それは︑制服サイドでの

一方で︑先生は五年以上防衛局防衛一課にいらっしゃった

れの部員は年じゅう行ったり来たり︑朝から制服の人とはやって

中島

佐道

いますよ︒

夏目

先生は空だとおっしゃいましたね︒

調整がなかなか難しいということなのでしょうか︒

いうものはいかがかとか︑財政事情から見てどうとか︑国民感情

伊藤

若いときはね︒後半は総括部長というか︒こうなるとみん

わけですけれども︑この間に制服組との交流もかなり︒

夏目

夏目

野手から来たりクエストの調整をされるのは︑統幕ではな

床の間に座れというσ

中島．四つ目のですね︒

を着替えればいいんだよ︒

やりにくいんでしょうね︒統幕といっても︑みんなそれぞ
佐道

そうそう︒仕事はみんな担当部員のところに行きます︒そ

ありますね︒もちろん担当部員はそれぞれ陸海空に分かれ

な直接は相手にしてくれない︒陸海空みんなだから︑たまに酒を

れ陸海空の洋服を着ていますからね︒だから︑統幕はみんな洋服

先順位と選択の問題ですからね︒

飲むときに敬意を表して呼んでくれるぐらい︒

夏目
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伊藤

夏目

統幕の制服か︵笑︶︒

アメリカへ行くとパープル族というのがあるんです︒なぜ

パープルかといったら︑陸海空は日本もアメリカも似たような色

先生のご記憶ですと︑だいたいいつぐらいの時期からそう

それが要するに何とか族に成長しちゃったんですね︒

中島

いうふうに変わったのでしょうか︒

夏目

ふ一ん︒よく国防族ということをいいますが︒

あれは何年ですか︒ゼロシーリングとかなんとかというの

です︒あの三つの制服の色をこうやってやる︵まぜる︶とパープ

伊藤
自民党の？

福田のときですよね︒

は昭和の五十何年か︒

染料をまぜるとそうなるんですか︵笑︶︒

ルになるんだって︒

佐道

夏目
ええ︑これは意識なさいましたか︒

■国防族

伊藤

ちょっと私には記憶がないのですけれども︒

七五︑六︑七年でしょうか︒

だいぶ今の時期よりも後の時期だよね︒

財政が非常にきつくなってきてそういうことを考えたので

たということですけれども︑ただ自民党の中では保科︵善四郎︶

この六〇年代ですと︑まだ国防族とほとんど意識しなかっ

のころはあんまり国防族なんていう意識は私はありませんでし

して各省を抑えようとしたところに大蔵省の誤算があったわけで

民党が大蔵省へ行って陳情していたの︒それを自民党の力を利用

す︒それまでは大蔵省で一本でこうやったんですよ︒かつては自

省が政治家に生きがいを与えるという方法をとったのだと思いま

ころはあるけれども︑私は根本はそうだと思うのです︒まず大蔵

て政治家をはびこらせたのは大蔵省︒これは三段論法みたいなと

自民党へ行ってなんとかこれを突破させよう︒結局は︑そうやっ

ら自民党を利用するんです︒自民党から抑えてもらう︒こちらも

いんですね︒大蔵省も︑各省の突き上げが大きくてたまらないか

ぎゅっと抑えようと︒要求を抑えようとすると︑各省がたまらな

のをつくったでしょう︒ゼロシーリング︒予算を要求の段階から

ですけれども︑あれは大蔵省が悪いんですよ︒シーリングという

夏目

伊藤

それはなぜかと言うと︑国防族とか何とかみんなそうなの

そうですが︒

ことはないから知りませんけれども︒

夏目

中島

佐道

伊藤

もうお年はお年ですけれども︒

保科塔んにしても船田さんにしても︑最初から非常に古め

そうですが︒なんか︑保科さんとかね︒

い方というのはなかったように思います︒

なかったんじゃないですか︒今の国防族に対するような神経の使

すね︒多分︑局長なんかでもそんなに厄介だなとかいう気持ちは

ろ僕らはこの人たちの存在というのを余り意識したことはないで

心情的なそして古典的な防衛族だと思うんです︒だから︑そのこ

夏目

どちらかというと精神論的な︒

かしいでしょう︒

夏目

そんなような人なんでしょうね︒私は直接お付き合いした

したが︒

口ばっかりだからね︒これは紅軍思想の名残りというか︑

す︒最初はうまくいったのだけど︑だんだん鬼っ子みたいに︵笑︶︒

して議会の中ではけっこう勇ましいことをおっしゃっておられま

さんとか船田︵中どさんとか︑ここらへんは防衛産業をバックに

ありますよ︑それは︒もっとずっと後ですけれどもね︒こ．

o

た︒もっとずっと後︑局長くらいになるとあります︒

夏目

佐す夏伊武夏武
道ね目藤田目田
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佐道

防衛庁としてやるとしたら︑局長あたりがケアをするくら
そうでしょうね︑多分そうだと思います︒だけど︑特殊な︑

いですか︒

夏目
自民党の国防部会に行って説明したりなんかというのはや

先生だからといってはいなかったとは思うのですが︒

伊藤

佐道

はい︑これではいかんのじゃないかというようなことを︒

例えば十三個師団改編の問題とか︑海原さんが目の敵にしている

ヘリコプター空母の問題とか︑あれも即時やれというような話で︑

むしろ勇ましい話でしょう︒海原さんはそういうのをみん

かなりいろいろ当時︒

夏目

んは︑自衛隊はまだ当分教育訓練部隊だと︒一歩一歩アメリカか

な︑﹁とんでもない﹂といってつぶして歩いたんだけど︒・海原さ

国防部会なんか当時あったんだろうか︒

らいろんなことを教わりながら部隊を少しずつつくり上げていく

ったんじゃないですか︒

夏目
ありました︒

ことが今の課題であって︑今から何とかヘリだとか︑やれ空母だ

佐道

夏目︑あった？

とか︑そんなものは先の話で︑潜水艦も訓練用のちつちゃな潜水

あんまり記憶はないな︒じゃあ︑海原さんが一

人でやっていたんじゃないのかな︒

艦でまずは慣れることだ︒そういう発想の人ですから︑気宇壮大

な自民党の先生から見ると︑﹁なんでこんなおもちゃみたいなも

中島︑二次防のときは海原さんが行かれたと伺いました︒

夏目

の﹂という感じの議論はあったと思います︒だけど︑省内では海

多分そうだと思いますよ︒その程度だと思います︒で︑海

原さんが一人でもってまくしたてて︑みんな黙って聞いていたん

そう思っていましたから︑違う意見というのはあんまり記憶にな

原さんが言うとだれも批判する人はいないし︑僕らもその当時は

︵笑︶︑なんか想像できるような気はするけど︒

いです︒むしろそのころは海原さんの言うことはほとんどまっと

だと思いますよ︒

伊藤

海原さんは︑﹁彼らは勇気がないから︑僕のいうことには

話を聞いてもよくわからなかったんじゃないの︒

佐道

ええ︒口ばっかりででかいことをいったって︑できやしな

その当時は︒

佐道

国防部会の人たちが︑装備国産化とか国防生産のあれに関

■国防会議議員懇談会

いじゃないかというのが私の考えで︒

夏目

うだと思っていました︒

中島

何も異論はなかったよ﹂ということを以前いわれていたように思
そうでしょう︑多分それは本当だと思うわ︒勇気があった

います︒

夏目
伊藤

防衛庁は︑何か面倒な問題がおきると︑大臣が︑﹁海原お

かないかは別として︑黙って聞いていたと思いますね︒

夏目

先生がまだ防衛局に行かれる前のことですが︑赤城構想を

まえやれ﹂ということが多かったですよ︒

佐道

先生がもう防衛局に移られた後ですけれど

も︑六三年十二月ぐらいに国防会議の議員懇談会があって︑国防

ゃるのですけれども︑

係しているものですから︑自主防衛とかいろいろなことをおっし

ども︑自民党の国防部会を中心に︑池田内閣の予算の組み方︑防

会議の幹事会を中心に国防のあり方を再検討しょうとヒアリング

海原さんがつぶされて︑二次防が出来上がっていくときですけれ
衛費に関する予算の組み方について︑かなり注文を出すというの

はご記憶にございますか︒

とかもかなり行なわれているみたいです︒こういうことについて
二次防をつくるとき？

が当時の新聞とかにも出ていましたが︒

夏目
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う一ん︑⁝⁝何をやったんだろうな︒

能力というものが頭を出してきたのだと思います︒二次防までは

時期だったんじゃないでしょうか︒三次防になってから侵略対処

いったことは事実ですよね︒久保さんがいわれたのは︑そういう

そういうなんか非常に治安維持的な小規模の限定された能力の自

夏目
各国の防衛力のあり方からずっと︒

そういうのはないんですよ︒

衛隊というものを考えていた︒それではいざとなると直接侵略に

佐道
きっと勉強会なんじゃないの︒

やはり間接侵略ですか︒

国防会議で？

夏目

基本的にそうみたいですけれども︑それは防衛局にいらっ

伊藤

骨幹的防衛力とか何かわけのわからないことをいってい

夏目

佐道

夏目

は対応できないですよね︒そういうふうなことが徐々に目立って

しゃってあまりご記憶にないですか︒

て︑間接侵略とは書いていないけれども︑もともとそういうもの

はい︑国防会議︑幹事会を中心に︒久保さんとかも出られ

夏目

だけを持っていればいい︑あとはアメリカがやってくれるという

佐道

対して︑主として次官に対して︑各国の防衛とかそういうことを

頭があったのですね︒というのは︑もともと日本の政府の頭の中

ているのですけれども︒

レクチャーする場はあったかもしれませんけれども︑日本の防衛

には︑自衛隊というのは警察予備隊の延長と考えていた︒

れからはいろいろ考えなければいけないというような議論をその

大事だったけれども︑アメリカの要請もあるからもうちょっとこ

日本が間接侵略みたいにならないように日本が自力を蓄えるのが

の流れだと思うのですけれども︑今までの防衛力整備というのは

佐道

佐道

ぜひそれは︒

すよ︑事実はこうでしたという︒

か言いたいんです︒まだ時期が早いですからね︒悪口じゃないで

夏目

いや︑インタビューをやっていてそれは痛感しました︒

藤田．︵正晴︶さんなんて今でもそう思っているでしょう︒

伊藤・基本的な性格として︑警察だという考え方というのは︑後

全然ありません︒多分︑勉強会というのは︑各省の役人に

とは一切聞いていません︒

力についてどうこうと影響を与えるような議論があったというこ

ヒアリングの中でなさっているのです︒その当時︑こういうふう

伊藤

あの人は自衛隊が嫌いなんです︒制服に対する不信感︑防

ところがら出発したけれども︑やっぱりアメリカの頭の中には軍

てきたらということは頭から考えていないんですよね︒そういう

なり︑自衛隊になったのですけれども︑最初はもともと敵が攻め

夏目

けしからんという話ばかり出るんです︒海原さんとは仲がいいん

夏目

りに︑全然信用していないんですね︒

佐道

ときに殴られたんじゃないかな︒

衛庁に対する不信感が牢乎としてあるんですよ︒よっぽど陸軍の

実はそのヒアリングの中で久保さんが︑おそらく海原さん

なことについて久保さんなんかと議論あるいは何か会話をされた

夏目

隊というか直接侵略に対するという考え方があった︒日本はまだ

だけど︑どういうのかわからない︵笑︶︒本当にあの人は不信感

そういうこともあるでしょうね︒そのことについてもいっ

ご記憶はありますか︒

そこまで考え方が成長していない時期だから︑しかもその上に︑

を持っていました︒例えば湾岸にしてもそうでしたでしょう︒最

いや︑要するにね︑警察予備隊ができて︑それが保安隊に

海原さんみたいに列島守備隊みたいなもので外へは絶対に行かな

かかわっていたけど︑そこから後は俺は知らんと言うね︒

警察予備隊ができたときにずいぶんかかわっておられたわ

くて︑国内で攻撃して来たやつを迎え撃っていればいいよという︑
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年代の砂田︵重政︶防衛庁長官のときにも出てきて防衛庁の中で

んが郷土防衛隊というのをたびたびおっしゃるのです︒昭和三十

佐道

伊藤

そうですね︒海原さん流の考え方というところで︑海原さ

徹底的に抵抗しましたからね︒

のがあの人の考え方ですね︒

から︑適当におもちゃをあてがって喜ばしておけばいいわという

いんだと︒それ以上は︑いざというときに役に立つわけじゃない

夏目

伊藤

要するに陸上自衛隊だげがしっかりしたものをつくればい

それは﹁陸原﹂というやつだな︒

うやつですよ︒

も検討したとか︑それはずっと意識どして残っていたどいう話を

佐道

後までそうです︒

ずっとされるのですけれども︑先生が移られた当時︑例えば郷土

だいたい下に浸透していきますか︒

そういう海原さん流の考え方は︑海原さんが局長のときは

防衛隊の話というのは︒

そうですよ︒だから︑海空幕僚長とか防衛部長は海原さん

夏目

﹁海原なのに陸原だ﹂といわれていましたからね︒

郷土防衛隊とはいわないけど︑列島守備三論という言葉は

伊藤

防衛庁の中にも外にも海原さんの知恵袋みたいな方はいら

夏目
そういう言い方ですか︒

武田

のことを全く理解しなかった︒

伊藤

その列島守備隊というのはどういうものかというと︑海空

あった︒

夏目

対して手向かうぐらいのことが精一杯のことであり︑多少の抑止

そんなものを持ったって意味がない︒せめて上がってくるやつに

トックにいるやつが出てきたら︑日本の海軍は何ができるのか︒

つが一度に来たら何ができるんだ︒潜水艦が何十隻もウラジオス

めてみんな入れると数十の飛行場がある︒何千機も持っているや

ングルだ︒ソ連にはシベリアからカムチャッカまでサハリンを含

極端にいえば︑日本に今戦闘機の飛行場が幾つある︒要するにシ

ら向こうの雑誌を出すので︑部下が変な質問をしょうとすると︑
︑即座に﹁よせ﹂とかといって︑なるべく質問をしないようにして

連のデータがパッと出てきます︒しかも︑英語が読めるからやた

誌から何から常日頃調べてね︒整理はいいし︑何か質問すると関

と思って︵笑︶︒そのかわり勉強もされましたよ︒アメリカの雑

夏目

武田

伊藤

自分がよく知っているから︑知恵袋なんかあるはずがない

自分になるんですね︒

いや︑自分が袋だろうからさ︒

っしゃらないわけですね︒

にもなるというのが守備隊論で︑郷土防衛隊の続きだと思うので

いたんです︒非常に勉強家でもあった︒だけど︑陸上自衛隊重視

はどうでもいいよ︑そんなものはあったって役に立たないんだと︒

すけれどもね︒

の思想はとうとう最後まで変わりませんでした︒だから︑新しい

とくつぶしにがかった︒特に海上自衛隊︑航空自衛隊の増強は冷

その郷土防衛隊というのはつまり自衛隊のことをいって．い
そうだと思いますよ︒私は郷土防衛隊は知らないけどね︒

たくでね︒だけど︑あの時期はそれでよかったのかみしれないけ

伊藤

お話を伺っていてもよくイメージが浮かんでこないので︒

ど︑その後時代が変わってくるのですね︒日米関係とか︑アメリ

新装備のミサイルとか高いものを買おうとすると︑︑彼は烈火のご

列島守備隊というのはいっていました︒

カの日本に対する期待度というものがやはり動いてきます︒その

るのですか︒

それは海原さんがおっしゃっていたのですか︒

ときにはやはり︑海原さんと︑いうのはもう過去の人だなという感
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夏目

そうです︒要するに陸重視なんです︒海空おさまらずとい

夏武事伊
目田目藤

じはしました︒

二次防の積み残し︒

ていってしまうのです︒
伊藤

う捨てちゃったものもずいぶんあるんです︒

ま︑積み残しもやるし︑それから二次防であったものはも
そうですが︒

夏目

佐道
伊藤

うん︒例えば航空自衛隊のレーダーサイトなんていうのは︑

■三次防の検討
防衛セミナーをちょっと細かくお聞きしたいのですけれども︒三
夏目

先ほども三次防の話にお触れになりましたけれども︑その

次防自体は六四年の半ばくらいから各幕僚監部では始まっている

つくって︑米軍のやつを引き継いだからあるのであって︑あんな

くるのだといったら︑山の中へつくると︒今あったやつは米軍が

もうあと幾つかっくる予定だったものを︑こんなものをどこにつ

六四年というと昭和三十九年ですか︑やっていましたよ︒

と思うのですけれども︒

夏目
僕らもちょっとやった︒

夏目

夏目

伊藤

山の下にまず基地があって︑そこから専用道路︑要するに

あれは相当広い面積が要るのですか︒

ものを乏しくつくるといったってでき．やしないですね︒まず用地

がありまして︑長期計画をそこでやるようになっているんです︒

道のないところヘトラックで行ける道をつくるのですからね︒それ

六五年からどんどん本格的になっていくと思うのですが︒

そこはずっと勉強していたんですね︒ところが︑最初︑三次防で

で︑山の上へまた︑レーダーが三つ置けるような敷地と︑コンクリ

佐道

毛色の変わったものをつくろうと︑若い人がいっぱいいるからや

ートで地下にもぐったようなのをつくるのですから︑相当広いもの

がね︒

はり新規事項を打ち出したいわけですよね︒いろんなことを検討

がないとできませんね︒一度行ってごらんになるといいですよ︒よ

これは先生は中心になっておやりになったのですか︒

しては局長のところで議論したりします︒そのときは同じ局の防

くまあ︑こんなものを二十何ヵ所もつくったと思いますよ︒島とかへ

いや︑中心ではないです︒防衛局の中に計画官室というの

衛課の人間として僕らも立ち会うのです︒一方︑僕らは防衛課で

岬の突端とか︑山の上とかね︒小さいところで二百人くらい︑大き

それは予算の問題ですか︒

さんより給料が高い︒村の高額納税者なんです︒田舎へ行くとね︒

夏目

伊藤

そこの司令なんていうのは︑三佐くらいの人だけど︑村長

はりついているわけですか︒

いところで四︑五百人兵隊さんがいるわけですから︒

もって二次防期間における毎年の年度計画を担当しているわけで
すよ︒二次防でつくったもの自体が過大なんです︒﹂二次防で決め
伊藤

予算もあるし︑もともと無理があるんです︒二次防ですら

られていたことも︑年度の予算ではとてもできません︒

夏目

いだものがいっぱいありますからね︒そういうことをやると︑や

ばいあつて︑もう二次防ではできないというのは三次防に引き継

ないか﹂ということで中で議論するわけです︒海原さんはそれを

はり海原さんのように二次防の延長で行かざるを得ないのかなと

要するに︑そういうふうに二次防ですら積み残しというのがいつ

聞いていて︑海原さんの性格として︑高望みは嫌うほうなんです︒

いうのが僕らの感じでした︒

背伸びした計画になっているんですよ︒そういうことをわれわれ

現実的に低くやるほうが彼の好み．だから︑僕らの意見のほうに近

佐道その一方で︑もうちょっと違う長期的なことで考えたいと思

は身をもって知っているから︑﹁これは単なる机の上の計画じゃ

くなる︒三次防は結局のところは二次防の延長みたいな形になっ
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夏目

佐道

夏目

だから︑紙に書くのは書いた︒だけど実際にそれを現実の

国産の問題ですか︒︑

防衛力の意義付けと国産の問題でしょうね︒

けで︑二︑三ページの日本語を書くために︒︵﹁防衛ハンドブック

文書のところだけなんです︒だから︑中身は防衛庁が持っているだ

三ページの文書をつけるんだけれども︑国防会議で決めるのはその

んとかまとめててね︒それに総括的な文章を最初の頭に二ページか

ラスの人が別にいるんです︒防衛課長のほかに︒この人たちは︑な

ものにするのはそれからあとの年度もつて現実には決めていくわ

平成四年度版﹂を開いて説明︶要するに三次防というのは︑ここか

つていた人たちのいちばんの関心はどういうことだったのですか︒

けですから︒そっちがいちばん問題で︑部隊がちょっと大きくな

外の人は︑何をつくるのか︑何を買ってくれるのかということに

制服の人は関心あるし︑防衛庁の中の人は非常に関心あるけど︑

だけれども︑書いてあるのはこれだけなんです︒もちろんこれが全

と書いてあるから︑それに基づいて国産化を年度で進めていくわけ

れを国防会議で審議するというだけです︒その中に﹁国産化﹂とか

ら始まって︑ここでおしまいですからね︒ニページか三ページ︒こ

関心があるわけです︒アメリカにしてみれば︑これはうちのやつ

部ではなくて︑この下に積み上げの書類があるのですけれども︑そ

ったり︑ふえたり︑そんなのはだいたいみんな関心ないんです︒︑

を買ってくれというのもあるでしょうしね︒そこらへんが難しい

んなものは外に出ていないし︒私がやる仕事は︑そういうことがい

いのかどうか︑彼らが積み上げてきたものがいいのか︑今国産化が

ですね︒︐

伊藤

いいのか悪いのか︑三次防で新機軸を出すのがいいのか悪いのかと

防衛計画といったって︑航空なら航空で向こうとの付き合

いで︑﹁こういうの︑いいじゃないの﹂と︒

いうことを別の角度から議論するわけです︒だから声のでかいやつ

いってきますよ︒だから︑やっぱり向こうから口説かれて

夏目

は勝つわけですよ︒だって客観的にどちらが正しいということはな

うそれで決まっちゃうからね︒がっかりするやっとか︑喜ぶやっと

しょうがないどいうのもありますよ︒さっきのF102なんてい

伊藤

か︑いっぱい出てくる︒

いのだから︒そのときの主宰者として︑局長がこうだといえば︑も

夏目 102という戦闘機があるんですよ︒それを百機ぐらい大

中島

うのは︑だれかが向こうへ行って口説かれてね︒

バーゲンで︒兵器のバーゲンというのも変な話だけど︑ほんと安

区切ってやっていったわけですが︑三次防を決めるときに︑三年︑

伊藤

ただし型落ち︒

安定性があるわけですね︒

結局なくなってしまったという経緯に関して何か︒

中島

夏目

ええ︑そういう話があったと伺っているのですが︑それが

ローリング方式ですね︒

F102？

いんです︒四十機の104を追加生産するよりはずっと安い︒し

三年で新しい方式で︑三年たってまた新しく︒

佐道

だから難しいけどね︒

夏目

一次防は三年間︑二次防は五年間というある一定の期間で

かも性能については実証済みの戦闘機でしょう︒

夏目

先生はこの中では具体的にはいろんな案の調整とかそこら

それはありましたよ︒アメリカは計画が五年間あって︑一

佐道

年たつと次の年に足していくんですね︒日本はそうじやなくて︑

三年やったら次の三年︒ところが︑忙しくてだめだと︒五年に一

へんになるわけですか︒

夏目

遍でも大仕事なのに︑三年ごとにやっていたら大変なんですよね︒

そうですね︒調整というのは︑要するに中期計画︑三次防と
か二次防というのは計画宝鏡がつくるんです︒計画官という課長ク
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まずそれがだめだということで︒それからまあ︑みんな腹の中で

おくのですね︒それはそうなんですよ︒二次防の経費というのは

検討することあるべしというのを必ずつけて︑逃げ道をつくって

一次防の倍なんです︒三次防は二次防の倍かかっています︒要す

は︑﹁年度計画をつくったってこのとおりにいくもんじゃねえや﹂

という︑多少あきらめムードというのかな︑それがあったんです
ただ年度計画がないと何も︒

■福田︑小泉︑松野の各防衛庁長官

いうのは嫌がりますねb

るに︑同じ五年間でも倍音になつちゃうわけです︒だから︑そう

伊藤

だから中期計画は必要です︒．それと︑やはり中期計画とい

ね︒そんなことから日の目を見なかった︒

夏目

十五年とか十年見据えた見積もりはっくっているんですよ︒だけ

理だろうということで五年計画に落ち着いたのです︒そのほかに

とあれだから︑やはり︑五年計画にしておいてやっていかないと無

ろう︒確か船は長いのは五年かかる︒そうすると三年だとちょっ

度保てる︒船なんかの建造期間も五年間見ておけば何とか行くだ

ても︑五年くらいだったら一応見通せる︒予算の安定性もある程

夏目

交代というのは何か全体の方針的に影響があるわけですかα

て松野というふうになっていくわけですけれども︑防衛庁長官の

その前は福田︵篤泰︶さんでいらっしゃって︑福田︑小泉︑そし

で︑それから松野さんとかわっていくわけですけれども︒まあ︑

いくわけですけれども︑最初のころは小泉純也さんが防衛庁長官

佐道

うのも︑あんまり長くても予測がつかないですね︒国際情勢にし

ど︑これは本当に具体性のあるものではなくて︑軍事技術はどち

が来なければまったく影響ないですね︒

六四年くらいから三次防が始まっていって審議が始まって

らの方向に進むかなんていうのは当たるも八卦みたいな話が多い

伊藤

大蔵との関係というのは毎年ですか︒

夏目

ってしまうわけですか︒

普通︑防衛庁長官というのは儀典の要員みたいな感じにな

いや︑個性の強い︑ある意味ではあくの強い︑うるさい人

ものですから︒

伊藤

中期計画をつくる中期計画そのものも大蔵省に協議しない．

夏目

伊藤

大事にはしますけれども︑仕事でもって大臣の考えはどう

大臣だからダイジ︵笑︶︒

正直いって︑仕事の面ではあんまり大臣のこと考えたこと

夏目

はないですね︒もちろん大事にはしますけど︵笑︶︒

大蔵はやっぱり長期計画はあんまり好きじゃないわけでし

といけない︒それから毎年の予算とか年度の計画の両方を︒

伊藤
ょ・つQ

件費も増大する︒そうすると五年間見積もると相当高くなります

くなるんですね︒物価の上昇というのはあのころは毎年ある︒人

嫌がるのです︒それと︑どうしても先取りになると見積もりが高

んはおっしゃるのですけれども︒

佐道

松野さん︑増田さんなんですよ︒

にあるんですね︒

﹁どうせ︑よきにはからえに決まっているわ﹂という気がどこか

だろうと︑あんまりほかの役所のようなああいうのはないですね︒

よね︒そういうことも嫌がるのです︒大蔵省は︑なるべくそうい

夏目

松野さんはやはりちょっと違っていましたか︒

好きじゃないというより︑予算の先取りだからというので

うものを見せないで︑年度でもってやりたいという︒長期計画で

佐道

それも︑﹁日本の防衛政策はかくあるべし﹂という意味で

夏目

はあんまり数字を挙げるのをいやがるんです︒挙げても必ず留保

夏目

その点で言うと︑よきにはからえにはしなかったと松野さ

条件をつけますよ︒そのときそのときの経済財政事情によって再
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ものだから︑海原がいってきたのではノーという︑そういう意味

とやかく言うわけではないんですよ︒多分に個人的なあれがある

金をもらったりしているということはないと思います︒

かで飲んだことはあるかもしれないけれども︑それ以上のことは︑

夏目

武田

伊藤

多分︑防衛産業とか商事会社とか︑海原さんがあまりにも

何でなのでしょうかね︒

あれは何で反海原なんだろうな︒

官とかそういう人には言っていたらしいです︒当時の次官という

し︑大臣もそんなことはわれわれに見せません︒ただ︑当時の次

夏目

野さんと官房長がぶつかっているなというのは︒

そうすると︑中にいらっしゃって︑松野さんのときには松

T38みたいなものを推すわけですよ︒それから国産化反対とか何

のは三輪さんだったと思うけれども︑三輪さんはきつど問に入っ

佐道

とかというわけですね︒そうするとやっぱり︑ある特定の業者は

て困ったんじゃないですか︒また︑あのころはいうことを聞かな

．でのあれでね︒だから︑何ていうのでしょうね︒

喜ぶかもしれんけれども︑一方の業者は泣くというのがいっぱい

い局長さんばっかりだったの︒経理局長は大村という大蔵省のね︒

最後は何で辞めたのかな︒これまた海原さんに輪を掛けたように

会議ではぶつかりませんよ︒会議では絶対にぶっからない

あるんです︒機種選定なんかもそうなんですね︒例えばバッジシ
ステムというのはヒューズにするかリットンにするかということ

怒りっぽい人で︑次官のいうことを聞かないんだよ︒海原さんと

佐道

によって︑日本の企業も三菱になったり東芝になったり︑そうい

とかよくいわれるのですけれども︑そういう人でしたか︒

もあんまりよくはないんですよ︒要するに︑みんなそれぞれ一匹

いっぱいある︒ところが海原さんというのはわりとはっきり言う

夏目

うふうにかわっちゃうのです︒飛行機もそうなんですね︒輸入し

でしょう︒いったほうは喜ぶかもしれないけれども︑いわれなか

をしていたから︑多分手を焼いていたのではないですかね︒海原

狼︒装備局にはまた口うるさいのがいて︑これがまた一言居士で

った方の会社から見ると︑﹁このやろう﹂と思うのでしょう︒そう

さんというのはあんまりはっきり物を言うから︑多分色目で見ら

たって︑こちらの飛行機を買えば伊藤忠は喜ぶ︑こちらだったら

いう人と政治家というのは絶えず密接に関係があるのでしょうね噌

れたのだと思います︒

ね︒だから当時の次官は苦労したと思いますよ︒

きっと︒だからやられたんじゃないでしょうか︒海原さんの言う

丸紅︑こちらだと三菱重工が喜ぶとか︑そういういろんな要素が

ことが間違っているという意味ではないと思います︒偏見を持っ

佐道

三輪さんは後で弁護士になりましたね︒﹁円満な人柄で﹂

てやっているのは何かこっちの業者とつながりがあるのではない

象はないわけですか︒

夏目

武田

佐道

伊藤

私は松野さんのことは知らないけれども︑海原さんは

だけど︑自分がやっていれば人もやっていると思うんじゃ

いえた義理ではないですよね︵笑︶︒

そうですよね︒

松野さんのほうが業者と関係あったんだものね︒

武田

夏目

佐道

どんなふうにいうのですか︒

海原さんがしゃべるしね︒

それは目の前では見なくても伝わってくる︒

るというようなこと︒

夏目

いや︑いろいろ言いましたよ︒﹁俺はT38で回し者だと思

松野さんなんかに関してはとりたてて防衛政策でという印

それは三輪さんのほうが円満だけれども︑時々いや一な顔

かと疑いをかけられたりしたこともあるんじゃないですかね︒

ないの？

夏目

むしろ︑海原さんとの確執みたいなものが随所に感じられ

そういうことはなかったと思いますね︒それは︑たまに一席どこ
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れが松野さんの言いなりということもないけれども︑松野さんの

れはないと思う︒そのあと増田甲子七という人が来ましたが︑こ

に開けっぴろげにやって金をもらったら相当なワルだけどね︑そ

われている﹂とか何だとかと言いましたよ︒だけど︑あれくらい

に負えない︒中身がまだわからないしね︒だから結局︑海原さん

ように︑島田さんでしたかな隅多分とてもまだそんなところは手

下の久保防衛課長が参画している話だし︒それに︑さっきいった

とであるのでしょうね︒中身は防衛局長当時の話だし︑当時の部

います︒あの人は︑自ら買って出て火中の栗を拾ったみたいな顔

は自分がいたときの話だということもあって買って出たのだと思

しかし︑増田さんといえば大長老という形ですけれども︒

意を体して動くものだから海原さんとはだめなんです︒
佐道

もない大臣だと言うけど︑本来官房長がそういうのをチェックす

をされるけど︑内心は喜んでいるところがあったんだよ︒また言・

る人なんです︒

その後長老になったけどね︒そのころでもいい年でしたけ

︑ 長野だ︒
そうか

それは自分でもいっていなかったか︵笑︶︒

夏目

増田さんも反海原と固まっているわけですか︒

伊藤

本当にあの人は︑闘争意欲というのかな︒

いたいことを言えるそって︒上林山︵栄吉︶長官がお国入りした

そうでした︒結局︑飛ばされたのは増田さんのときです︒

夏目

そういう場面が好きなんですかね︒

れども︑わりと頑固な一筋縄ではいかないじいさんではありまし

あれは引き継いだ︒

伊藤

好きなんですね︒あんまり平和で安穏だとあの人はさびつ

時も︑一人で国会でしゃべりまくって︒それで今になってとんで

引き継いだのだと思います︒

夏目

た︒私は長野県でよく知っているんだけどね︒

これを首にしろと︒

武田

それはあるかも知れない︒正直言って︒あんなもの︑中身

三矢研究も自分．で火をつけたんじゃないですか︵笑︶︒

いちゃうんだね︒

小泉さんと松野さんの問でちょっと違いがあるのですか︒

夏目

は大したことないですよ︒ないのだけれども︑要するに内緒でや

っていたといって︑最初の答弁が︑けしからんことだというよう

な答弁をしちゃった︒今度のリスト問題と同じですよ︒最初の判

断が悪かった︒﹁勉強するのは何が悪い﹂と︑開きなおればすん

も︑早くから三矢研究の問題がかなり大きくなってきて︑海原さ

佐道

持っているらしいのですけれども︒

るんだから︒今でも持っているんだもの︒

ら出たかわからないけど︒あの人は秘密文書をいっぱい持ってい

研究としてやっているのだからどうってことないのです︒どこか

だんだけど︒まあ︑ちょっと不穏当なところもあったけど︑部内

んが官房長として国会でもいろいろ答弁をされてA本来は防衛局

伊藤

死んだらどうするのかと思ってね︒

六五年になりますと︑三次防の問題もそうなのですけれど

長がお話しになるのを海原さんが引き取って話したとご自身もお

夏目

もらうんですよ︒

夏目

まあ︑そうなんでしょうね︒本来は防衛局で答えるべきこ

っしゃっておられましたけれども︒

伊藤

■三矢研究

い大臣でしたよ︑ 本当に温厚な人でした︒

つたくありません︒息子のほうがよっぽどうるさいようです︒ い

言い方をしたけれども︑ 大臣がどうのこうのしたという記憶はま

小泉さんといヶのは温厚な大臣で︑さっきちょっと失礼な

松野さんは自分のときには首にはしていないという︒

夏武佐伊夏伊夏佐雪
目田道藤目藤目道藤
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夏目

やはり相当ありましたよ︒あの種のことには手をつけない

もう約束できているんですか︒

続きはしませんね︒というのは︑絶対にそれは不可能なんです︒

というか︑触らないという︑そういうものはあった︒ただし︑長

いや︑本当にね︑コピーがみんなうちにあるんだね︒

軍人にいざというときのことを勉強するなといったら︑これは不

奥さんと︵笑︶︒

何もないといっていましたけれども︒︑

作為犯じゃないけれども︑怠慢になるので︑た．だそのやり方さえ

気をつけてやればいいし︒正直言うと︑それから後︑私が課長に

なってからはそういうものをもっと組織的にやりました︒アメリ

堂場さんのところへも行っているし︑堂場さんのところが

んです︒政治コントロールの利かない内部的な勉強会としてやる

夏目

篠原︵宏︶さんですか︒

わけですけれども︑政治的な判断の分野まで入り込んで研究せざ

カを巻き込んで︒それはあたりまえなんです︒日米共同で戦うの

武田

あのころはルーズな者がいてね︑自分の担当ではない資料

らも来ている︒堂場さんが新聞記者としてあちこちで集めたやつ

夏目

るを得ない︒それがないと成り立たないから︒しかし︑そういう

は建前なんだから︑そういうすり合わせをやるのはあたりまえな

だとちょろちょろっと渡したりするやつがいたんですよ︒まあ︑

ものが外に出ると問題になつちゃうんです︒その後のやつは出な

を社会党の議員にチラチラと見せて︑﹁いいですよ﹂なんてやつ﹂

を︑大したことはないけれども︑まあ︑秘扱いになっているやつ

のではなくて︑本当に一部の幕僚が集まってやっていた研究会み

矢計画ではなくて︑三矢研究です︒しかも︑全員が参画している

かにやり方は拙劣だったけど︑これは計画じゃないんですよ︒三

かったですけれどもね︒だけど︑やるなというのは無理です︒確

ている︒だから︑横路さんという議員が死んだときに防衛庁の秘

はとにかく貝のごとくなるような時期というのは確かにありまし

たいなものでして︑そんなに目くじらを立てて怒るようなもので

それを追いかけよう︵笑︶︒

た︒だから︑制服からは不満がいっぱいあったと思います︒そう

密書類が山ほど出てきたというじゃないですか︒
伊藤

息子の代まで︵笑︶︒

いう問題が出るたびに︑やっぱり制服からは内局に対する批判と

はないと思うのですよね︒ただ︑それからそういうことに対して

武田

ないんじゃないかな︒息子さんはそういうのにあんまり興

いうか不信のようなものは出ますよ︒﹁あいつらがしっかりして

たりして︑海原さんがどれほど楽しんだかというのは別として︑

だろうなど思ったのでしょうね︒でも︑海原さんだからあれです

矢研究の中を見たでしょう︒大したことないですよね︒あれはた

いないからこういうことになつちゃう﹂︑みたいなね︒だけど︑三

﹂ただ防衛庁の中でああいうことについて研究するとか︑ちょっと
ああいう話に触れたらすぐマスコミ︑ジャーナリズムが騒ぐとい

んだので︑もっと悪ければ︑﹁そういうことは一切今後ともしま

だ︑久保さんが入ったことと︑海原さんが︑俺がやらないとだめ
うことがあの後あったと思いますけれども︑三矢研究の影響とい

せん﹂みたいな話に発展しかねないことだったと思いますよ︒普

佐道︑三矢に戻るのですけれども︑三矢事件は結構国会で紛糾し

﹁味ないようだからね︒

夏目

武田・それはどうしたんでしょうね︒

っと新聞記者を喜ばせるような︒また︑海原さんもそういうもの

それは国家がひつくり返るようなものはやらないけれども︑ちょ

がある︒そういう記者が何人かいるんですよ︒朝日にもいてね︒

のではないかと思うのですけれども︒

ある部分はけっこう堂場︵肇︶さんのところに行っている

佐伊夏伊夏
道藤目藤目
うことについてはどういうふうに思っておられましたか︒

65

62・・2年1・月25
㊥

＼

夏目

非常にショックでしたね︒海原さんという人は当然次官に

なる人で︑ほかにいないと思っているから︒衆目もそう思ったし︑

通の答弁だったらそうなっていく︒

佐道

本人がまず何よりもそう思っていたでしょう︒

も︑やっぱり国会というところは︑多少反省している体裁をとら

夏目

佐道

夏目

サポートはみんなでするんですよ︒だけど︑サポートして

例えば海原さんの答弁についてサポートするとか︒

どういうふうにって？

う感じでしたからね︒正直いいますと︑当時の国防会議なんてい

向こうの人の辞める口までも無理矢理あけさせて辞めさせたとい

それも烏兎忽忽の問に有無もいわせずみたいなところがあって︑

夏目

人の気持ちは相当なショックだったと思いますよ︒しかも︑﹁じ

ったのだけれども︑そんなところへ行かされることになったあの

それでああいうことになってしまったでしょう︒しかも︑

ですから︒

ないといけませんからね︒そういう少しの反省の余地があると︑

うのは罷みたいなところでね︒ま︑屍みたいなところというのは︑

ああいうことが国会で議論されているとき︑防衛局という

のはいわば当事者ですよね︒それはどういうふうにしておられた
佐道

なんで突つばねないんだという批判はありますね︒特に制服から

海原港んが屍みたいに思っていたからわれわれもそう思ってしま

そうでしょうね︑あれだけ本人もお書きになっているわけ

のですか︒

あります︒それは栗栖発言にしても︑今度のリスト問題にしても︑

常にそういうのはあるんです︒だけど︑それは立場が違えば仕方
ないですね︒

ゃあ︑俺よりふさわしい次官候補はいるか﹂と思っているから︑

海原さんも答弁を通じて部隊のほうから批判はあったわけ

伊藤

次官は本当はかわるはずだったのが留任して︒

になったんだっけ︒

それはちょっとがっくりしちゃう︒それで︑海原さんの後はだれ

多少あったでしょうけれども︑そう大きな声ではなかった

ですか︒

夏目

です︒それとやっぱり︑海原さんというのは国会では絶大な信用
があったんです︒個々に嫌いな先生はいたかもしれないけれども︑

防衛庁で海原の言うことは間違いないと︒あいつはとにかくいち
ばんよく知っているし︑常に正論を吐いている男だというのが国
会じゆうに知れ渡っていました︒だから︑海原がいったとなった
大したものだな︒

らみんな黙って︑そういう雰囲気でした︒
伊藤

ああ︑そうか︑ずっといたわけだ︒

そして内海︵倫︶さんになったのですね︒

一晩飲みましたよ︑自棄酒を︒

あ︑ご一緒に？
そう︒

海原さんのご本に書かれていることですけれども︑お電話
元大臣ね︒

をされた方が二人いらっしゃって︑奥さんと西村さん︒
夏目

はい︒西村さんとかなり親しい関係にあったという︒．

それは大したものですよ︒その後もあんな人はいません︒

佐道

あったのかもしれませんね︒私︑西村大臣というのは海原

夏目

夏目

そうすると︑六七年に海原さんは増田さんのときに国防会

佐道

さんとどういう関係だったのか知りませんけれども︑ 本人がそう

いっているのだから間違いないでしょうね︒ほかの大臣はみんな︑

議にいきなり宥けという話になるわけですが︑これは防衛庁内的
には︒

■海原官房長︑国防会議に転出

佐三佐夏佐夏佐
道目道下玉目道
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だったんだろうな︒考えてみるとかわいそうだね︒

い時期に悪い人が二代来ちゃったのはあの人のツキのないところ

せん︒ただその松野︑増田がちょっと狂っちゃったんだよね︒悪

ことは大臣はみんな聞いてくれるなというのはあったかもしれま

ういうことに慣れきっているところもあったんですね︒俺の言う

庁長官になった人もそう思っていましたからね︒だから︑彼はそ

意識がありましたからね︒国会全体がそうであると同時に︑防衛

防衛庁へ来ても海原の言うことを聞いていれば間違いないという

が国防会議に転出される翌年に先生は国防会議のほうに今度は逆

佐道

夏目

佐道

伊藤

また重なる質問もあるかもしれませんけれども︒海原さん

いいですよ︑ダブってもいいなら︒

また六七年のこのあたりから︒

どうしますか︑ちょっと切れ目をつくりましょう︒

うと変だけど︑まあ︑首になったんだよね︒

んが首になったのは後藤田さんのときだからね︒首になったとい

たのかな︒そのころからめきめきと実力を発揮してきた︒久保さ

伊藤

あんまり親身になって相談⁝⁝︒もっとも後藤田さんはま

あのときには後藤田さんとも相談しているんじゃなかったの︒

でお伺いしたいこともいろいろございますので︑それも含めて次

にまた行かれるわけですけれども︑この間で︑あと三次防の確認

︵終了︶

夏目

︑

回ということで︒
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だ力がないかちね︒後藤田さんはその後官房副長官か何かになっ
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オーラルヒストリ

一

第3回

開催日＝2002年12月6日（金）
開催時刻：15時00分

終了時刻：17時00分
開催場所＝財団法人 防衛弘済会

【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）

伊藤

隆（政策研究大学院大学教授）

佐道明広（政策研究大学院大学助教授）

武田知己（政策研究大学院大学COE特別研究員）
中島信吾（防衛庁防衛研究所戦史部教官）
記録者：

有限会社ペンハウス矢沢麻里

第3回インタビュー質問項目

2002年12月6日N8月︑先生は久保氏のあとの国防会議事務局参事官に異動さ

4

れます︒この経緯についてお願いします︒
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三次防について︑基本的な考え方は二次防を踏襲し︑それに国産

化していたのでしょうか︒防衛庁との情報交換などはどういった
状況だったのでしょうか︒移られた当時の国防会議の雰囲気等に

が指摘されて久しかったわけですが︑海原氏が局長になられて変

ついてお願いします︒

N11月︑航空自衛隊FXとしてF4Eファントムの採用が決定
され︑さらに翌1月︑104機の国産が決定されます︵ただし国

三次防の審議過程で︑国防会議幹事会で久保参事官が﹁周辺諸国

の議論はどのようなものだったのでしょうか︒

産化率は約5％︶︒F4Eファントムの採用や国産化に対しては︑
海原氏は批判的だったと思いますが︑この点について国防会議で

F︑4Eファントムの国産化は三次防の方針に則ったものだと思われ
配すが︑三次防審議過程で︑久保参事官が﹁自主防衛の意味は︑装

の戦争がわが国に波及するという説明がない︒そのような認識は

備の国産化のみではなく︑わが国でやるべきことはわが国でやると

ないのか﹂あるいは﹁台湾ハ朝鮮をとり上げる必要がある︒これら
を情勢の見通しに入れるべきである﹂と述べたり︑外務省から来

ある︒米ソ対立のみでは直載にすぎる﹂と主張しています︒三次

というのが当時の議論でしたが︑これでは自主防衛の意味として狭

ている浅尾参事官が﹁情勢の見通しに︑中ソ対立を入れるべきで
防の情勢見通しについてはかなりの議論があったのでしょうか︒

すぎるといっ九議論が起こっていたということでしょうか︒

いうことである﹂といったことを述べています︒自主防衛11国産化

三次防の審議過程で︑愛知官房長官が三輪次官に︑﹁総理も時々
役所でなく宅でも静養先でもあなた方の話をきくチャンスを作る
とそれまでは官邸サイドとの意思疎通が十分でなかったようにも

末から再び自主防衛論が高揚します︒有田喜一・防衛庁長官がさか

上の質問とも関連しますが︑沖縄返還問題とも関連して︑60年代

といい︑そう努力して見ようと﹂述べたということですが︑する
聞こえます︒この点について何かご記憶のことはございますか︒
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のですがいかがでしょうか︒

に各種の機動力の増強を重視する﹂とあります︒すると︑海原氏
が主導した陸中心主義から海空重点に比重が移ったように読める

化の推進等を加えたというお話でした︒補足質問ですが︑三次防
大綱の計画方針の中で︑一般方針の﹁イ﹂として︑﹁防衛力の向上
は︑特に周辺海域防衛能力および重要地域防空能力の強化ならび

先生が移られた当時の国防会議ですが︑事務局長海原氏以下︑・ど
︑のような構成だったのでしょうか︒また︑国防会議の機能不十分

5
6
68

7
8

〆

1

2

3

んに自主防衛を主張しますし︑特に69年7月のニクソンのグア
ム・ドクトリン以降︑日本国内での自主防衛論議が高まっていき
ます︒海原局長はそんなことはできないという主張だと思います
が︑国防会議では当時この問題については議論されていたのでし
ょうか︒

のでしょうか︒

れた先生は︑当時の基地問題についてはどのように見ておられた

めの議論が重ねられますが︑かつて施設庁で基地問題にご苦労さ

アップされてきます︒日米安保協議会でも在日米軍基地縮小のた

ベトナム戦争の激化に伴い︑再び在日米軍基地の問題がクローズ

9
しょうか︒

ます︒一方で中ソ対立が激化するわけですが︑当時国防会議およ
び防衛庁では国際情勢に関する認識はどのようなものだったので

するアジア諸国への経済援助を中心とした役割負担問題が台頭し

ベトナム戦争が泥沼化する中でニクソン政権が誕生し︑日本に対

ー

0

います︒

※次回は中曽根防衛庁長官時代のお話を中心にうかがいたいと思

うに見ておられましたか︒

うか︒先生ご自身は有田長官時代の四次防審議についてはどのよ

有田長官の下で︑四次防の作成が開始されます︒国防会議には︑
こういつた作業の開始段階から種々の情報が入ってくるのでしょ

11

︵

タ
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きょうは︑この質問項目を見ますと︑かなりやっかいなこ

■三次防大綱
伊藤
やっかいといいますか︑正直いいますと︑私が見て︑なる

とがたくさんございますが︒

夏目
ほどと思ったのだけど︑案外知らないこともあるかもしれません
ね︒というのは︑やっぱりまだこの時分は部員でしょう︒だから︑

どもね︒それで︑慌てふためいたんです︒要するに︑そのままと

いうわけにはいかないよと︒やっぱりどこかを替えないと︑新聞

がそのとおりだということになると︑だれが出したなんていうこ

とになりますのでね︒あれはどこかのがせネタだろうということ

にしちやおうということで︑急遽︑二︑三日徹夜みたいな作業で

だれかもその話をされていましたね︒海原さんと伊藤さん

書きかえたんです︒

伊藤

ころの動きについては又聞きみたいなものでして︑自分が直接肌

けれども︑本当に外とのやり取りとか︑官邸がどうとかというと

夏目

伊藤

夏目

章立てというか︑文章の組み立て︒中身はそんなにかえな

なんか章立てをかえたり︒

そうでしょう？

佐道ええ︒

もかな︒

身で感じたことでも聞いたことでもないし︑そういう意味では知

いのだけれども︑見てくれをかえたんです︒それを機能別か何か

本当の意味で枢機に参画していないですものね︒事務作業はやる

らないこともあるかもしれません︒ただ︑そのころからいろいろ

確かに二次防のときには陸上自衛隊とかと分けてあったん

れません︒

庁にそんな中身はないか的ね︒新聞記事を見ると思い出すかもし

という書き方だった︒ちょっとその中身がいま記憶にない︒防衛

までは︑﹁陸上巨衛隊にあっては﹂とか︑﹁海上自衛隊においては﹂

の表現にしたのが︑多分︑この周辺海域とか防空能力とか︒それ

しゃべっている人がいて︑そういうのを間接的に聞いてることも
多少ありまずけれども︒だから︑はたしてご質問に答えることが
この時代にはきちんと証言がほとんどないのです︒

できるかどうか︒

佐道

そうですがね︒

︑

夏目

佐道ええ︒その点でも︑周辺情報でも大変貴重な情報になると

佐道

一番目の︵質問︶︑これは三次防のときの話ですね︒

夏目

上防衛力は﹂とつ

ですね︒それが三次防になりますと︑﹁陸上防衛力は﹂とか︑﹁海

伊藤

ええ︑この前の引き続き︒

思います︒

佐道

﹁周辺の海域防衛能力および重要地域防空能力の強化なら

て︑ちょっとくすぐったいような感じなんですよ︒そんなことを

は大いに進歩だとあらぬところがらほめられたりすることもあっ

上自衛隊という分け方ではなくて︑機能別に記述したということ

たという面もあったんです︒要するに︑古典的な陸上自衛隊︑海

なくて︑慌てふためいた︒それで︑それが結果的には評判よかっ

コロッと三次防で哲学を変えたとか︑そういうたいそうな物では

そうそう︑そういう言い方は多分苦肉の策だと思うんです︒

伊藤

びに各種の機動力の増強を重視する﹂というふうにある︒この前
の話の二次防の延長で云々という話と︑ちょっと違う面も出てき
正直にいいますと︑このころ私の記憶にあるのは︑三次防

ていると︒

忌事

らいで国防会議あるいは閣議にかかるというときに︑全文が新聞

狙ったんじゃないんですけどね︒

の原案というのがほぼ出来上がって︑あと数日か一週間かそのく
ですっぱ抜かれたんですよ︒何新聞かはちょっと忘れましたけれ
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中島︑それはどういうところがら評価があったのでしょうか︒

とにかくそういうことで︑当時の三輪︵良雄︶次官は烈火のごと

どうしてすっぱ抜かれたりするのですか︒

う海空重視と思われるような感じになったのだろうと思われるけ

日というときだから︑どうしょうかという︒それが多分︑こうい

く怒ったのは事実です︒ちょっと余裕があるときなら対応もそん

伊藤
う一ん︑やっぱり油断と︑だれかやっぱり出した者が︒

れども︑それほど意識的に海空重視なんていうことはないのです︒

どこでしたかね︒マスコミか︑あるいは国会議員とかそん

夏目
リークしたんでしょうね︒

このころ現に海原さんは官房長か何かでいたわけですから︒多分︑

夏目

伊藤

りークする者がいるんですよ︒ほとんど全文が抜けていま

なに厳しくないのですけれども︑もう︑明日あさってか︑四︑五

夏目

なところではないでしょうか︒なんかそんなのがありました︒

したからね︒

関係者がいますでしょう︒防衛局だけで相当数になるし︑陸海空

海空重視というわけではないけれども︑要するに防空能力とか︒い

夏目

二次防のときに海上自衛隊が対潜ヘリ空母の導入を非常に

局長ではなかったと思うのですけれども︒

中島

そうするとやはり︑そういうときはどこから抜けたんだと

伊藤

強く推して︑結果的にそれがだめになってしまったわけですけれ

の官衛隊の関係の防衛部とかいうのを合わせると︑相当多くなつ

ちばん自衛隊で難しいのは︑陸海空の防衛力整備を進めるうえで︑

ども︒

いう詮索はするのですか︒

ちゃう︒それは︑本当にその仕事に直接タッチしている人はそん

陸上自衛隊というのは人間の数なんですね︒十八万にするというの

しましたけれども︑わからないですね︒十何人も二十人も

なことはしないんですよ︒やっぱり相当距離のあるところの周辺

が最大の悲願だった︒そのためには戦車何両︑火砲何門をつくるわ

夏目

から出るのですね︒概ね秘密ってそんなものです︒すぐ疑られる

けだけれども︑それはわりと細かい話になります︒毎年なんぼつく

まあ︑全体の趨勢としてはそれもあったかもしれませんよ︒

ようなやつはやらないですよ︵笑︶︒

時間がかかりますから︒

長期のプロジェクトとして何年か前に決めるわけです︒

ればいいという︒ところが船とか飛行機というのは︑特に航空自衛

夏目

中島

例えば104を百何十機つくる︑ファントムを百四機つく

発表の直前ぐらいになると︑その文章を知っている人とい

広範囲に知れ渡りますよね︒また︑例えば垂幕の部長が会議で出

夏目

佐道

てきたというと︑部長は幕僚長にも報告しなきゃいかん︑部下に

るというのは︑それは年度予算に先立って決まっちゃうでしょう︒

隊の飛行機というのはどういう戦闘機を何機つくるかというのを中

も見せないかんということで︑．コピーをとるじゃ．ないですか︒だ

航空自衛隊と海上自衛隊というのは装備の先取りができるんで

うのはかなりの人数になってくるわけですか︒

から相当広がりますよね︒

す︒陸上自衛隊は毎年の予算で勝負していかなければならない︒

コピーをとるし︑会議で検討しますでしょう︒だから相当

佐道すっぱ抜いた新聞の側に対する対応はどうなるのですか︒

そういう意味では非常に陸上自衛隊はひがんでいた︒同時に︑海
﹁けしからんじゃねえか﹂といってね︑ただそれだけの話

ものを表立ってやらないと大きなプロジェクトとして認められな

夏目

確かにどうしょうもないですね︒

いのですね︒国防会議にもかけなきゃいかんし︒

上・航空の防空力というのはそういうものだから︑またそういう
武田

何新聞かはちょっと私も忘れましたけれども︑朝日かなあ︒

ですよ︒

夏目
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夏目

伊藤

まとまった装備に金がかかります︒陸上自衛隊は主として

しかし︑海空は陸に比べてお金がかかる︒

すか︒

佐道

内局の方もやっぱり十八万という意識はずっとあったので

いう意識があったわけではないです︒

人件費ですからね︒

夏目

ういうのはなかったのでしょうな︑きっと︒

伊藤

このときにいわゆるDDHができる︒

かく十八万になった︒しかし︑その後数年たったら︑人間はそん

夏目

伊藤

実員はもちろん不十分なものでしたけれども︑定員はとに

でも︑十八万全員充足はできなかったでしょうつ

結局は︑だいぶおそくなって十八万人達成して︒

あった︒これはなんとかしたい︒しかし︑．なかなかこれを

中島

認めてもらえないですね︒毎年毎年︑今年は五百とか︑千人とか︒

佐道
ああ︑︑ヘリコプター搭載︒

なにいらないとか︑防衛力の縮小とかといって︑むしろ十八万の

三次防のときまでは︑海上自衛隊のほうからは︑﹁対潜ヘ

リ空母をもう一度﹂という声はなかったわけですか︒

夏目

護衛艦ですね︒

あったと思いますけれども︑三次防にはもう対潜⁝⁝︒そ

中島

体制は数年しか持たなかったのでは︒

噛中島 このころはまだ募集難ということがありましたか︒
夏目 ありました︒それが大蔵省の認めない主な言い分ですね︒

佐道 それで︑あとDDGと組み合わせてというのが三次防から
そうですね︒当時もあったと思いますけれども︑八八艦隊

始まるものですから︒

夏目

夏目

という名前でよくいわれていたのですけれども︑DDGとDDH 中島 人が集まらないじゃないかということですか︒
を一隻ずつ入れた八隻で護衛隊チームみたいなものをつくる︒そ

要なんです︒船︑飛行機はなんぼやったって法律は関係ないんで

もう一つは︑たとえ一兵たりともふやすのは法律改正が必

ういうのを四つつくりたいというあれなんですね︒それのいちば

向きがありましたね︒おれたちの昔からの計画がなかなか達成で

すよ︒ところが︑人間は一人でもふやすなら法律改正しなきやな

きないで︑後から来た航空自衛隊はポンポン予算がついて大型プ

ん中心になる船としてDDGとかDDHを海上自衛隊は考えた︒

ロジェクトが実施されるという意味でのひがみはあった︒じゃあ︑

らん︒あのころ︑法律改正なんていうのは簡単に通るわけがない

も︑そんなに海空重視で陸のあれはということではないんです︒

みんなが海空重視かというと︑そういうことではないと思います︒

それがこの三次防からは一応認められていて︑それでこの

陸がやっぱり︑このときでもまだ七千五百か八千人ぐらい︑十八

私はそんな意識で仕事した記憶がないから︒このころは︑ですよ︒

佐道

万に届いてないんですよ︒

夏目

定員の問題ですね︒

その後︑またしばらくたってからはありまずけれどもね︒

んですよね︒社会党が野党第一党として君臨している時代ですか

伊藤

社会党と親しい海原さんでもだめなんですかね︒

文章が入っていたものですから︑一応︑じゃあ︑そういうことも

夏目定員の問題で︒これが陸上自衛隊の悲願なんですね︒池

伊藤

いやあ︑それはねえ︑社会党は本質的に自衛隊は違憲です

らね︒そういう意味では陸上自衛隊の人たちは多少ひがんでいる

田・ロバートソンのときから十八万といっていたわけですから

夏目

配慮し始めたのかなと︒

ね︒そういう意味ではあんまり新味がないから多分こういう言い

から︑表立っては反対しますよ︒ただ︑個々の質問とかそういう

結果的にはそういうことはいえるかもしれませんけれど

方をしたのであって︑はっきり海空重視で陸は脇においでおくと
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りかえしてというのは︑そこまではとてもいきません︒

情もあるでしょうけれども︒じゃあ︑社会党が党の方針をひっく

ことでの取引といったら変だけれども︑話し合いはしますし︑友

かわりないんですね︒海原さんのいうのもわかるん．です︒

いるんですよ︒また事実︑防衛力整備の進捗から見ると︑あまり

力を営々としてやっていけばいい︒それを四次防のときもいって

夏﹇日・むしろこのとき海原さんがいちばん問題にしためは︑二次

らの欲求不満も出てぎます︒そういう意味では︑海原さんは海空

夏目

やっぱり平幕の要望を聞いていると︑どうしても正面装備

防までは︑﹁局地戦以下の侵略に有効に対処するものをとにかく

重視になったことに対するじゃなくて︑むしろ継戦能力とか即応

が︑ということになるわけですか︒

目標として︑順次骨幹的なものを⁝⁝﹂と︑こういうことを書い

性とか︑そういうことが三次防で麗々しく謳っているにもかかわ

佐道

てある︒三次防になったら︑それがもう三次防の終了時点ででき

らず︑そういうことができる計画になっていないじゃないか︒ま

ではやはり︑社会党なきことになってすっかり変わるまで

あがるかのごとく表現がかわったんです︒例えば︑﹁局地戦以下

た︑できっこないじゃないかという論旨でした︒だから︑比重が

伊藤

の侵略に対しもっとも有効に対処し得る防衛体制を⁝⁝﹂と︑た

移ったといえば移ったのでしょうけれども︑ぼくらはそんな意識

はずつ．とそういう状況ですか︒

しかそんなような︒海原さんとしてはそこのほうが︑﹁まだ時期

はあまりなかった︒

何か新しい装備とかがないとね︒十年一日同じことでは彼

が早いんじゃないか︒そんなことを今からいえるか﹂と問題にし

うことをいっておられるというのは聞こえて︒

すけれども︑自民党の先生方という人たち．が︑海空とか︑こうい

て意識されなかったというのはこの前のお話の中にもあったので

まだこの当時は︑自民党の国防部会といっても︑そう大し

佐道

﹁もっとも﹂という言葉にひっかかったんでしょうね︒﹁も

海原さんは﹁もっとも﹂という言葉を入れることに反対さ

たのはあります︒

中島
れて︒

夏目

書いてありますでしょう︒それこそ︑このあいだの話じゃないけど︑

ね︒そんなことできるかい︑という︒継戦能力とか︑即応能力とか

を聞いたことはないですね︒陸海空のどちらを重視すべきだとか︑

さに承知しているわけではないけれども︑少なくともそういう話

自民党の先生が個々にどういうことをいわれたかというのをつぶ

さつき申しあげたように私はまだ下っ端の部員ですから︑

弾もないじゃない︑人もいないじゃないかと︑そういう話にかえっ

すべきでないとかいう話が自民党辺りから来たという話は聞いて

夏目

てきて︑三次防でできるのか︑できやしないじゃないかということ

いない︒海原さんはたしかこのころ官房長ではないですかね︒

っとも﹂なんて入ると︑その言葉に一つひとつ意味がありますから

で︑多分に批評家的な立場で三次防を冷ややかに見た︒

佐道

そうですね︒六七年十月かなんかに国防会議に移られます

佐道

ので︑ちょうどその前後︒

今まさに先生もおっしゃった︑継戦能力とか︑弾がないと

か︑それから海上自衛隊で船をつくっても修理能力が足りないと

最初のころはいたで七よう︒

三次防の最初はいらっしゃいました︒

か︑そういう後方の関係の問題がずいぶん積み残しのままいろい

佐道

六七年というと︑四十二年︒じゃあ︑三次防ができたとき

︑夏目

夏目

ろ出てきていると思うのですけれども︒

夏目

にはまだ防衛庁にはおられた︒．

だから︑海原さんは二次防と同じでいいじゃないかという
発想ですね︒特段変わることはないじゃないか︒今までと同じ努
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庁の仕事の中身については海原さんにはちょっと遠慮するところ

長さんのなかでいちばんですからね︒三輪次官といえども︑防衛

夏目

佐道

夏目

夏目

佐道

でも︑やっぱり海原さんという存在は意識するわけですか︒

ない︒

ないわけですよね︒

佐道

海原さんというのはやはり︑知識︑経験ともに防衛庁の局

そうです︒久保さんが国防会議︒官房長は主務担当者では

むしろ久保さんが向こう側にいたんだ︒

そうですね︒

っていまして︑現在の世界情勢はどうなっているか︒そのなかで

すけれども︑久保さんという方は︑一つの哲学．みたいなものを持

という考え方だったので︑それはそれで一つの考え方だと思いま

島守備書論的なものとして最小限のものをきちんと整備していく

う方はとにかくそういうことと関係なく︑防衛庁︑自衛隊が︑列

こらへんのところが全部省略されているんですね︒海原さんとい

かかんとかで︑しかし︑いったん侵略があれば云々と書いて︑そ

いんです︒とにかく国際平和を希求し国連との強調のもとに何と

お読みになったらわかるとおり︑三次防に情勢判断というのはな

・があかましたから︒だから︑会議で海原さんがいえば︑ほかの人
がそれを押しのけてというふうにはなかなかいかなかったです

のない防衛力をわけもなくつくるということに対して批判的な︑

かということを絶えず考える人です︒だから︑そういう情勢判断

日本の防衛を考えたときに日本の自衛力というのはどうあるべき

ね︒多少は三輪さんが︑﹁海原は海原︑とにかく事務的な案は案

アンチ海原じゃないけれども︑久保さんは海原さんの部下で防衛

決まってからやっていげばいいんだ﹂という海原さんと︑﹁それ

﹁おまえ︑学者みたいなことをいっていても︑防衛力というのが

たのですね︒そういう不満みたいなものがあったと思います︒

・課長の時代に既に海原さんとちょっと違った立場でものを見てい

で﹂という雰囲気はあったけれども︒海原さんも︑最後は半分あ
ご自身は︑これは防衛局長が担当で︑自分は官房長で担当

きらめたというところではないですかね︒

佐道

ではないから黙っていたみたいなことをおっしゃっていたのです
けれども︒

はおかしいじゃないか﹂という久保さん︒それが立場がかわって

国防会議へ行ったものだから︑︑ある意味では久保さんは水を得た

うそだよ︑ 黙っているはずがないでしょう︒

そう思いますが︒

後に基盤的防衛力構想につながっていく久保さんの﹁KB

の追悼集を読ませていただいておりまして︑先生も書かれていら

個人論文﹂というかなり知られた論文があり弍す︒先日久保さん

中島

きはいえなかったと思い・ます︒

魚のごとく自分の持論をどんどんいうようになつだ︒下にいると

︵笑︶Q

まあ︑防衛局長のときと比べればAそれは黙ったかもしれ
︵笑︶︑比較の問題ですか︒

■三次防大綱の審議過程における久保参事官

さんの考え方というのはかなり早い段階から⁝⁝︒

っしゃいまずけれども︑座談会で玉木靖司さんが︑ああいう久保

防はもっとずれがあるんですけれどもね︒︵質問の︶二番目にあ

夏目

しかも︑大綱とこれは半年ぐちいずれがあるのかな︒．四次
る久保参事官．がどうのこうのというのは︑正直いいますと︑ここ

隊の存在というのは︑防衛力としての意義付けをもちろん否定し

夏目

に書いてあることを久保さんがどういつだかということを実は知

ているわけではないのだけれども︑独立国家としての象徴として

あったんですよ︒僕がよく聞いたのは︑久保さんは︑自衛
りませんけれども︑いわれてもなるほどなと思うのは︑三次防を
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佐な夏佐夏
道い目憂目

うことが頭にあったのかもしれませんね︒それともう一つは︑ア

を考えたらいい︒今でいえば災害派遣とかPKOみたいなああい

ことにも有効に使えるのだし︑そういう意味で防衛力というもの

はただ闘うためじゃなくて︑要するに平和時においてもいろんな

ョンという言葉を使っていたと思いますけれども︑やっぱり軍隊

くばらんにいわれることが多かったですよ︒

ら部下とこういうところ︵部屋︶で話しているときに持論をざっ

のときにはあんまり出さないけれども︑お酒を飲んだり︑それか

夏目

れたのですか︒

中島

ものを考えられたのではないかと思います︒

情勢とか︑象徴とか︑そういうところで自衛隊の生きる道という

メリカとの関係とか国際情勢のなかで日本の防衛力がどうなきゃ

佐道

何らかの軍隊が必要じゃないかと︒それから︑シビック・アクシ

いけないかということを考える人でした︒それがだんだん熟成さ

国防会議ということは︑普段いらしている場所は違うと思

多分︑ぼくは部員のころに聞いたと思テ︒あの方は︑公式

先生はその久保さんのお言葉をいつぐらいにお聞きになら

れて基盤的防衛力というものになって︑KB論文というやつにな

いますが︑防衛庁のかつて一緒におられた例えば先生とか︑よく

いや︑国防会議に行ってからは正直いって私はあんまり会

来ていますでしょう︒国防会議に行かれてからは︑久保さんはむ

というのは外務省とか︑大蔵省とか︑そういうところの参事官が

っていません︒仕事のときの連絡以外で︑個人的には︒国防会議

夏目

るのですけれどもね︒だから︑制服がずっと牢固として︑持ってい
久保さんみたいな発想はむしろ特殊な発想ですか︒

お会いになったりされていたのですか︒

武田

特殊ですけれども︑われわれのなかには同感する向きも相

た脅威対処論とはまったく相容れない︒

夏目

三次防の過程で久保さんが情勢判断の問題をこうやってい

当あったんです︒

佐道

しろそういう人たちと胸襟を開いている向きがありましたね︒だ

からやはり︑こういうことをいいたいのもわかるんですよ︒

っておられるわけですけれども︑久保さんが国防会議で発言して
おられることというのは内局のほうに聞こえてきたりするもので

伊藤

のポシビリティーとしてはあるかもしれないけれども︑蓋然性は

ーでしか議論しない︒局地戦以下の侵略といったって︑そんなも

カという国はプロバビリティーで議論する︒日本はポシビリティ

すし︒久保さんのいったことで私が今でも思い出すのは︑アメリ

くるわけだから︑やりにくいですね︒しかも︑名だたる理論家で

いた人が︑いつの間にか敵に回って相手の実情を知って攻撃して

いる向きもあったんです︒今まではこちらにいて一所懸命やって

夏目

を審議する最先任の参事官ですから︑これはやっぱり元気が出た︒

できない立場だったが︑国防会議に行ったら︑今度は防衛庁の案

えておったと思います︒だけれども︑直属上司であんまり反対も

足りなさみたいなものを久保さんは防衛庁にいるときも絶えず抱

夏目

武田

そうですが︒

んじゃないですか︒

夏目

そういうものに対する反発じゃないけれども︑ちょっと物

頭にない7

海原さんは日本の軍事情勢とかそういうことはあんまり念

すか︒

ないんだと︒アメリカだってそうだ︒アメリカはそういうことで

伊藤

聞こえていると思いますよ︒だから久保さんに手を焼いて

起こりうるということを予測していろいろ研究するのであって︑

自衛隊というのは軍隊だというふうに世界的には認められているわ

ちょっと突然変な話を伺いますが︑この当時だって日本の

海原さんは世界情勢とかそんなのはあんまり関心なかった

日本は空理空論じゃないかと︒そういうあれがあったから︑国際
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因だと思います︒防衛論議で建前と本音があまりにも乖離してい

と本音の話なんですね︒それが日本をいちばんだめにしている原

裂けてもいっちゃいかん︒同じだとはいわない︒要するに︑建前

ん︒れっきとした軍隊だという意識はある︒ただ︑国会では口が

軍隊ではなくて警察だとか何とか思っている人はだれもいませ

う軍隊とは違うと︒交戦権がないとかいってごまかしたけれども︑

かれて軍隊かといえば︑そうじやないというね︒一般の世界でい

夏目

論がされているわけですけれども︑結局︑三次防というのはないま・

佐道

夏目

佐道

法案が出たのは池田内閣ですね︒六三年︒

ょっと私も記憶はありません︒あれは有田︵喜一︶さんのときか

みたいなところでそういう意見が出たんじゃないでしょうか︒ち

中島

藤枝さんぐらいかな︒

な︒あ︑違うな︑藤枝︵泉介︶さんかな︒

夏目

久保さんが国防会議で情勢判断がないとかおっしゃって議

どこから来たのでしょうかね︒どうせ大臣とか︑国防部会

その指示はどこから来たのでしょうか︒

らね︒そんな簡単にいくかよというような︒

る︒それを埋めようという努力をだれもしない︒それはやっぱり︑

まできるわけですね︒やはりこの三次防の段階は国防会議でこうい

けでしょう︒国内的には︑これは軍隊ではないと言い張っている︒

社会党とかそういうものが強くて︑いったら内閣がつぶれるとか︑

う議論をしていてもほとんど反映しないということなのですか︒

それでも︑国防省にもならないし︒

佐道

参事官会議というのは課長レベルの会議なんです︒僕らは

あ︑そうですね︒

国内的にもみんな軍隊だと思っているけれども︑国会で聞

そういうことになると思うからいえなかった︒だから︑今は天国︐

夏目

伊藤

だけど︑言いたいことは堂々といえるじゃないですか︒

夏目

これは国防会議の参事官会議ですよ︒幹事会じゃないと思

みたいなものですよ︒

夏目

まあ︑いえるようになりましたけれども︑実現はどうなの

参事官会議が実質中心になって事務的な仕事をしていますから

いるというのは︑多分︑幹事会ではないと思います︒国防会議の

います︒

伊藤
なかなかいかないですよね︒

出てないから知りませんけれども︑参事官がこうやって発言して

佐道

遅いですね︒明治開国以来︑二十七年で日清戦争をやった

だろう︒

夏目
中島

あったんですよ︒法案も出たんです︒出たんだけど︑やは

佐藤内閣のときに省への昇格という話が︒

くしたてたら︑防衛庁の⁝⁝当時はだれだったのかな︑玉木さん︑

は声の大きい人がね︒外務省とか久保さんとかがパッパパッパま

ね︒幹事会というのは次官なんです︒だから多分︑こういうとき

夏目

かな︑あるいは今泉︵正隆︶さんかな︒国防会議の参事官は今泉
．さんですから︑けんかにならないですね︒だけど︑実害はないか

．．明治時代と比べたら︑本当に遅々として︒

り馬みんなの合意を得るような土壌がまだなかったのでしょうね︒

佐道中で働いていらっしゃる方は︑省になるのだという意識で
夏目

佐道

自衛隊が国際情勢のなかでどうだというような議論は︑久

やっぱり国防会議はそういう存在だったのですか︒

おけ﹂というようなことではないかな︒

らいわれつばなしで︑帰ってきて報告しても︑﹁そんなの放って

うのは︑正直いって︑事務的にどうしても省でなければいかんと

夏目

いらっしゃったのですか︒

いうことで下から上げたのではなくて︑むしろ︑これは省にすべ

保さんが腹の中でいろいろ思ったようだけれども︑それ以外の人

いや︑そんなに簡単になるもんかと︒あのときの法律とい

きじゃないか︑ひとつ考えろというので急遽つくった法案ですか
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識ですから︑まだ国際情勢との関連において真剣に議論するよう

はつくるのだ︑とにかく急いでつくるというのが一次防以来の認

はあまり熱心でなかったですね︒独立国として︑とにかく自衛隊

夏目

ですか︒

武田

夏目

防衛庁でも基本的に情勢判断みたいなことはやっていたの

それはあったと思いますよ︒

アメリカも︑金も苦しくなるわ︑ベトナム戦争が始まるわ︑日本

﹁あれやるよ︒持っていけよ﹂と援助していた︒それがだんだん

んなに意識していない︒とにかく昔は装備品から何からただで︑

そんなものだと思います︒アメリカもまだ自衛隊というものをそ

国ぐらい︑アメリカ︑ロシア︑イギリス以外に数三国︑せいぜい

夏目

伊藤

いや︑あちこちに出してはいるでしょう︒まだほんの十ヵ

このときはまだアタッシュや何かを出していないのですか︒

いうね︒

日本人というのは特にヘタですね︒情報をうまく利用していくと

なるのでしょうね︒本当にそういうものは有効に使おうという︒

たことが︑情報屋がふてくされたところへ走るひとつの原因にも

つくりますからね︒どんな世界でもそうなんだけれども︒そうし

りする人たちはそういう人たちの意見とほとんど無関係に計画を

が一所懸命仕事をしているけれども︑実際に防衛力整備をやった

れども︑情勢判断をやっている情報屋というのがいて︑自分たち

やってはいたと思います︒ただ︑どこでもそうでしょうけ

なところまで成長していないという認識です︒

も金持ちになっていくわということで︑東南アジアやアフリカと

カからどんどん入ってきまずからね︒技術的なものとか︒金だけ

で有償援助に切り替えた︒だけれども︑援助は援助としてアメリ

■三次防の情勢見通し

伊藤

夏目

伊藤

だいたい情報機関がほとんどないのですから︒

まあ︑そういうところはありますね︒

だから今でもそうOや．ないですか︒

一緒に日本にただでやるわけにはいかないじゃないかということ

．は取りまずけれども︒だから︑まだ日本はイコールパートナーと
しての軍隊として認めるようなものではなかった︒

中島

三次防が決まるころは既に中ソ対立がだんだん明らかにな

伊藤

ってきた時期ですけれども︑そういったことは防衛庁の内部では

イコールパートナーでなくても︑何らかの役割を期待して

いるということはないのですか︒

どのように捉えられていたのでしょうか︒

いやあ︑それはないですね︒あのころは日本の防衛力なん

夏目

夏目

いう議論まではなかなかいっていなかったです︒情報として︑ア

中ソ対立があったから︑じゃあ︑自衛隊はどうすべきかと

ていうものは︑ただ日本で何かあったときに米軍基地さえきちっ
と守ってくれさえずればいいぐらいの気持ちだと思うんですよ︒

をやったとか︑これは日本の防衛にとって脅威になるかならない

メリカとソ連が今こういう関係にある︒あるいは︑中国で核実験

夏目

かという議論はしたけれども︑﹁なる﹂といったところで︑じゃ

伊藤警察とあんまり変わらん感 じ で す か ︒
あったけれども︑まともに対等にどうのこうのというところまで

あ︑どうしょう︒まだとてもこんなところ︵低い位置を手で示す︶

まあ︑そうですね︒立派な軍隊に育てようという気持ちは

行くにはまだ何年かかかる︒昭和五十年代ぐらいに入らないと︑

にいる自衛隊ですからね︒それでもってすぐ︑自衛隊をどうする︑

こうするという議論にならないのですよ︒そこはアメリカと違う

そういうあれにならないですね︒

武田

ところで︑アメリカは何かあればすぐそれに反応して︑それに対

そのアタッシェの方が例えば国際情勢を判断するとか︑情
報を持ってくるとか︑そういうことを︒

80

㊥・2・・2年12月6日

ずか︑千トンやっとこぐらいのねゆ今でこそまともな潜水艦を持

んていうのは訓練用の潜水艦が主体でしょう︒たしか千トン足ら

訓練部隊だ﹂というのだから︒現にその当時持っていた潜水艦な

ある﹂のだけれども︑日本はまだ︑海原さんにいわせれば︑．﹁まだ

応ずるものをやらないと︑また︑やるだけの能力もあるし実体も

中島

夏目

PKOという言葉ではなくて何かはかにあったかもしれな

そうですが︒

聞いたことはないですね︒

で立ち消えになっていくのですが︒︑何かそういったお話は︒

も︑結局︑六七年のおわりにはその話はベトナム戦争などとの絡み

0に参加するという形を外務省は検討していたようなのですけれど

いけれども︑少なくともそういう話を中で大いに議論したことは

夏目

から出発して︑千トンぐらいの潜水艦︒これはあくまでも訓練用

ない︒ただ︑中東戦争でも何でもそうなのだけど︑観戦武官みた

っているけれども︑最初の十年くらいは︑たしか八百トンぐらい
の潜水艦なんですね︒だから︑そういうものだという意識が海原

いなものを派遣できないかという希望はずいぶんありましたね︒

昔︑日露戦争で各国から来ていましたでしょう︒ああいうことで︑

さんもあるんです︒アメリカにもあった︒だけど︑自衛隊の制服
の人たちはそういうことを認めるのは面白くないでしょうね︒

と︒だけど︑まともな議論としてはやっぱり表に白ませんでした︒

やっぱり最新の戦争を知ることがいちばん自衛隊にとってプラス

そのこと自体がですか︒

制服はそうでしょうね︒逆に︑海原さんは六〇年代の見方

夏目

伊藤

というのは︑実際︑不可能ですからね︒アメリカがうんど

佐道

また︑自衛隊も変わらないところもあるんです︒その後︑世の中

夏目

になるのではないか︒そういうチャンズというのはできないのか

がガラッと変わってくると︑海原さんのようなことをいっていら

いわなければだめだしね︒そのまま行っても︑秘密のとこちへ連れ

のままずっと来られているような感じもしますが︒

れなくなる時期が来るのですけれどもね︒まあ︑幸せなことに︑

て行くわけにはいきませんし︑お客さんでこられても邪魔くさいだ

そうですね︒ちょっとクラシックで．︑変わらないんですよ︒

海原さんが現役でいるあいだは海原さんのいうことがまっとうに

たからね︒ほかの言葉を使ったのかもしれません︒それがそういう

けでしょうからね︒まして︑PKOなんていう言葉は当時はなかっ

この時代のことで︑先ほどアメリカのことが出ましたので

通った時代でした︒

中島

ことかどうか知りませんけれども︑あんまりそういうことをいって

はいないね︒アメリカのどこにそんなのがあ6のですか︒

一つお伺いしたいのですけれども︒六六年ごろですが︑かなりア

メリカのほうで自衛隊のPKOへの参加ということを真剣に検討

中島

幹部の方々と話し合いをしたり︑防衛庁のほうからは積極的な回

ーが強いと︒であるならば︑PKOという形で慣らし運転のよう

いと︒ただ︑それは憲法上問題があるし︑日本国内にもアレルギ

アメリカ側とすれば︑できれば日本に域外で活動してほし

しておりまして︑外務省に要求があったり︑あるいは︑防衛庁の
答を︒アメリカの文書を見るかぎりですけれども︑そういうこと

な形でいけないかということがアメリカの本音であったと︒

夏目

が⊥ハ六年の初頭に︒

六六年というと？

たけれどもね︒

経済援助をやってくれというような話は当時からありまし

夏目

四十一年の初頭︑二月です︒その後にもこうした議論があ

それに加えてという形で︑向こうの国務長官も国防長官も

そういう方向で支持をしておりましたので︒

中島

中島

ったようです︒．第三次中東戦争︑これが六七年の七月ですから︑四

十二年ですか︒この時︑自衛官が個人として外務省に出向してPK

︑81

夏目

中島

武田

外務省へでも来ていたのかな︒外務省で握りつぶしたか︑

ええ︒

それは国務省の文書ですか︒

佐道

すると防衛局ですよね︒

し︑対米の具体的な中身の折衝はやっていません︒

ようなことはやっているけれども︑いわゆる情報もやっていない

通訳要員ではないけれども︑調整して日程をつくったり︒そんな

問題ですとか︑原潜の寄港問題とか︑そういったことが多かった

防衛庁へ持ってきて︑やっぱりだめだという話でそのままになっ
六七年ですね︒

のですか︒

当時︑アメリカ側からのリクエストとしては︑例えば基地

中島
四十二年です︒

夏目

中島

佐道

そういうアメリカの意向はやはり︑外務省にまず来て︑そ

ているのか︑そこは知りませんけれどもね︒四十七年でしょう？

武田

最初は外務省ですよね︒日米合同委員会の代表が外務省の北米局

中島
ああ︑そうですが︒

防衛庁とも直接話してはいるみたいですね︒

会というのがあって︑2プラス2で︑今は大臣同士︑国務長官と

長ですからね︒この前もちょっと申しあげた︑日米安保協議委員

それは大いに来ていました︒だけど︑それもまずいちばん

れから防衛庁なのですかね︒

武田

んとかそういうのだね︒

使ですからね︒そんな防衛の中身の政策マターみたいな話はでき

当時は︑こちらは大臣だけれども︑向こうは在日米軍司令官と大

国防長官︑こちらは外務大臣と防衛庁長官になっているけれども︑

だれが話したの？
そうでしょうね︒

四十二年といったら︑やつぱ・り海原さ

夏目
佐道

ないから︑結局は基地問題だとか︑アメリカの原潜が寄るぞとい

夏目

基本的に先生のご印象としては七〇年代の後半からというこ

そうですね︒昭和五十年代に入ってからですね︒

とになるわけですか︒ガイドラインとか一連の問題になっていく︒

佐道

ったです︒

係では︑防衛の中身についてというのはそのころはほとんどなか

あるいは︑外務大臣から大臣のところへ来ているのかもし
増田︵甲子七︶さんのときですね︒

夏目
武田
アメリカ側の感触と⁝︑−︒

うような情報をくれるとか︑そんな話ですよね︒アメリカとの関

中島

だけどねえ︑アメリカという国は本当にいろんなことをい

れませんけれどもね︒

夏目

ってくるからね︒本気のもの︑本気でないもの︑ヘタな鉄砲も数
撃ちゃ当たるみたいに︑とにかくやたら注文とか希望をいってき

佐道

夏目

佐道

まだそのころは防衛局だと思いますよ︒国際担当参事官と

外務省との窓口ということでいえば︑国際担当の参事官と︒

そうだと思います︒

もしこういう問題を検討するとしたら︑やはり防衛局ですか︒

うなこと︵質問項目に︑愛知官房長官が三輪次官に﹁総理も時々

房長官が話していることのなかに︑質問の三つ目で取り上げたよ

ゃっていたのですけれども︑ちょうど三輪次官と愛知︵揆一︶官

佐道

■官邸との関係

夏目

役所でなく宅でも静養先でもあなた方の話を聞くチャンスを作る

したということは私は知りません︒

ます︒だけど︑それをいちいち取り上げてまともに防衛庁で検討

いうのは︑この前も申しあげたように︑実際の実務に入っていま

といい︑そう努力して見よう﹂と述べた︑とある︶をやっている

きょう最初に官邸との話なんていうのはあんまりどおっし

せんからね︒お客さんが来たときのアテント︑大臣が行くときの
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のですけれども︒

夏目︑おもしろい話だけれども︑それは初めて聞く︒自宅でも静
養先でもあなたの話を聞くチャンスをつくる⁝⁝︑愛知さんとい
こでいったのか知りませんけれども︑たしかにこういうことはい

うのもリップサービスがいい人ですね︵笑︶︒こういうことをど

それと一緒にこの話も出できています︒これが記録に︒

出典は何ですか︒

これば堂場︵肇︶さんの文章のなかに入っています︒
ドああ︑堂場さんか︒

はい︑堂場文書のなかに︑三輪次官と愛知官房長官の会見

帯同しているんですよね︒要するに︑防衛問題というのは財政問

衛庁に相談がないのですね︒たしか村上孝太郎主計局長か何かを

宮沢︵喜一︶さんが特使で行って︒しかも特使で行ったどきも防

衛に関連したというのは︑池田・ロバートソンの会談があって︑

んです︒経済成長というか︑所得倍増というか︒あの人が唯一防

つて池田総理の時代というのは防衛についてはほとんど関心ない

事が進まない︒そういうことが背景にあったんじゃないかと思う︒

いなことで久保ヅ流の論理を展開されると歯が立たないから︑仕

なか話が進まなかったんだと思うんですよ︒今いった原則論みた

夏目

伊藤

佐道

武田

それはないと思うんだよね︒多分︑国防会議との間がなか

官房長官と次官とのブリーフィングは︒

会見している︒

お二人で会見しているのですね︒

要領という形で入っています︒

題とリンクしたものとしか認識がない︒だから︑本当に日本の防

あの野郎︑−わかっていると思ったら︑向こうへ行ったら全然わか

えると思う︒時代がちょっとずれるかもしれませんけれども︑か

衛はどうあるべきかなんていうことについての認識は池田内閣時

官邸との関係は定期的なものはなかったのですか︒

ってくれない︒

伊藤

代にばなかったと思います︒それが佐藤さんになると︑佐藤さん
はやっぱり︑これまた人間の性として池田と違うことをやりたい

定期的にはないですよ︒国防会議もないですよ︒

佐道例えば防衛次官が総理にブリーフィングするということは︒

夏目

夏目

と思うのですよね︒そういうのがあって︑沖縄に首を突っ込んだ

いかなければいかんというのは︑池田内閣時．代と比較して︒愛知

す︒しかし︑やっぱりエチケットとして︑実力者の官房長官がい

国防会議と防衛庁？

さんがいわれたことは︑あるいは立ち話か何かでいったかもしれ

れば官房長官にまずいことになるのでは︒

武田

ませんね︒だけど︑そんなものどこでいったのか︑こんなおもし

定期ブリーフィングということをやっているわけではない︒

り︑核抜きだとか︑そういうことに非常に関心を持ってきた︒そ

ろいことをいっているのかと思った︒よくお調べになったなと︑

佐道

やっていません︒

あと官邸もない︒

むしろ感心しているんです︒

夏目

しかし︑国の根幹にかかわるような安全保障問題について

夏目

佐道

伊藤

ういう時代の変わり目で︑防衛問題も総理はもうちょっとやって

ろに報告に行って︑先生がさっきおっしゃった︑国防会議も久保

ブリーフィングがないというのもちょっと⁝⁝︒

ていて︑また事実︑海原さんの前の北村︵隆︶さんは年じゅう官

それは国防会議が本来やることなんです︒やるようになっ

アポをとって行くことは︑やろうと思えばできたと思いま

さんが行ってうまくいくと思ったら︑ずいぶん違うことを言い出

夏目
そうなんです︒手を焼いたんです︒

これは︑三輪姿んが三次防の審議の過程で愛知さんのとこ

したので困っているという話とか℃
夏目
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関してはニルアドミラリーですよ︒あんまりややこしいことさえ

ね︒だけど実態は︑いま先生がいったように︑官邸は防衛問題に

ているだけで何を話しているのかよくわからないのですけれども

邸に行っているんですよ︒しかし︑こめ方は年寄りで︑ただ行っ

になるのですけれども︒そういったことは防衛庁のほうには︒

るというようなことをライシャワーに伝えてワシントンは大騒ぎ

れていたのですけれども︑日本は将来的に核武装をする必要があ

と会談しまして︑その次の年にジョンソンとの首脳会談が予定さ

知らないですよね︒少なくとも事前に相談とか︑そういう

夏目

ことはない︒政治家としての発言なんでしょうね︒総理になった

ゃべるしね︒必ずしも役所からの進言とか︑役所と相談してとい

ょう︒そういう人たちの意見を聞いて︑これはいけると思えばし

そういった姿勢は佐藤時代になってもあまり変わらなかっ

起こしてくれなければいいやと︑あんまり関心ないですね︒

中島
本質的には変わっていないですね︒

らなったでやはり︑周辺にいろんな知的なブレーンができるでし

夏目

しかし︑佐藤さんは総理になる前は防衛問題を一所懸命さ

たと︒

伊藤

武田

夏目

ロを開けば︑﹁国防は国家の基本的な⁝⁝﹂というけれど

憲法を変えるとか︒

みんないうんですよ︑そんなものは︒

夏目

伊藤

していまずけれども︑やはりアンチ防衛庁みたいな人がそ

そういう人たちは防衛庁にも出入りしているのですか︒

の評論家とか学者がいっぱいいるんだな︒

うこどではないと思います︒また︑そういうことをいう海千山千

夏目

ちらのほうに行くのでしょう︑多分ね︒

れるようなことをいっていたんじゃないですか︒

も︑一つとして具体的にやったかというと︑一人もいないじゃな

夏目ちっともわかってないとか︑聞いてくれないとか︑あいつ

今の防衛庁は何をやっているかと︒

佐藤さんにかわって︑やはり期待はされま七たか︒

らは全然そういうことを勉強しようとも思っていないとかいう︒

伊藤

佐道

私はそんな記憶ないですね︒まあ︑幹部でもなかったし︑

いですか︒

夏目

今の︑三輪さんが︑﹁久保くんはいうことを聞いてくれない﹂と

■メディアについて

いっていいに来るような︵笑︶︒

正直いいまして今の話も直接響く話ではないですからね︒ただ︑
佐藤さんのほうが池田さんよりは多少いろんな問題で︑すぐあと
沖縄の問題なんかが出てくるけれども︑いやでも応でも関係が出
てきまずからね︒それは人柄かもしれないけれども︑時代もそう
国防省への昇格もないしね︒

と思うのですけれども︑比較的公正に防衛問題を捉えているなと

は︑どちらかというとアンチ自衛隊の風潮がまだまだ強い時期だ

この当時のジャーナリズムからすると︑一般的傾向として

伊藤

いろいろ最初に総理になられるときにおっしゃっていたわ

佐道

佐道

いうような方で︑ご記憶にあるような評論家とかそういう方は当

いうふうに変わってきているということもあるのでしょうね︒

りには︑防衛費の大幅増額というわけでもないですし︒

時いらっしゃいましたか︒

ないです︑ないです︑絶対ないです︒だから政治家なんて

夏目

夏目

多少いましたよ︒どの時代か忘れたけど︑一人変な例を挙
信用してない︒

げると︑細川︵護煕︶総理大臣︒

おそらく防衛庁のほうにはこういう話は伝わっていないと

中島

佐道

はい︑朝日の防衛担当の記者︒

思いますが︑佐藤さんが総理になってまもなくライシャワーさん
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るんですよ︒それはやっぱり防衛の重要性をいったんです︒総理

夏目
夏目

伊藤

．当時︑評論家︑学者の類ではまともな人はまだいませんで

防衛庁を応援するような評論家はどうですか︒

のがなかなか表面に出てきませんね︒

あの方は防衛をやっていたんです︒あの人は本を書いてい

のときは全然だめです︒

伊藤

僕はよく行ったことがある︑レクチャーというかね︒なん

書いたことも忘れている︵笑︶︒

人が防衛長官になられ︑これからはやはり防衛庁だけでいい顔を

になってぐちいかな︒前に文部大臣をやった坂田︵道太︶という．

した︒もうちょっと後になって出るのですけれども︑私が審議官

夏目

したってだめだというので︑学者とか評論家とか作家とかそうい

一同 ハハハハハ ︵笑︶︒

て高貴なやんごとない顔をしている人かなと思った︵笑︶︒

してもらうというのが一つ︒もう一つそれとは別に凸高坂正尭と
︐か︑公文俊平とか︑佐藤誠三郎とか︑渡辺昭夫とか︑こういう人

﹁防衛を考える会﹂を作り防衛庁に対して親しんでもらって理解

垣︵秀雄︶とか︑角田房子とか︑何人かそういう人を集めて︑

うのを集めて﹁防衛を考える会﹂というのをつくって︑朝日の荒

やっぱりね︑ああいうノーブルな人というのは付き合ったこ

佐道︑印象に残られたのですか︒

夏目

とがないから︒そのときはもう国会議員になったんですけれども︒
フフフフフッ︒

たちを集めて勉強会をやるんですよ︒若手の学者︒この人たちが

伊藤

けれども︑やっぱり新聞社という立場がありますから︑もろ手を

そのあと活躍するんですね︒だけど︑当時はまだそこまで行って

それから︑堂場さんなんかは理解があった︒理解があった

挙げてというわけにはいかない︒ときには辛口のことも書きまず

いなくて︑密かにホテルで会ってお互いに勉強会をやったりして︒

夏目

けれども︑根っこではやはり同情して︒それは特に海原さんとの

私はそのまとめをやりましたから︑よく知っています︒
伊藤

友情関係もあるのかもしれませんね︒
海原さんですか︒

その発想はだれなんですか︒

伊藤

夏目

■坂田長官について

考え付かないことを考えるユニークな大姦でした︒いい悪いは別

うん︒

夏﹇日

として︒

夏目

れが大きいですけれどもね︒悪いことも書くけれども︑協力する

あの人はハト派なんじゃなかった？

篠原︵宏︶さんなんかもそうですか︒

ときはしてくれました︒だけど︑朝日という社の看板を背負って

伊藤

ハト派といわれています︒文教ですからね︒

伊藤

しまうとそれはできません︒社内でつぶされちゃうからね︒当侍︑

佐道

ハト派です︒三木さんか何かに心服していたしね︒だけど︑

それは坂田さんです︒坂田さんというのはちょっと役人の

産経の牛場︵昭彦︶さんなんかはまだいなかったかな︒産経新聞

夏目

だと思いますが︑彼のほうが堂場さんよりもうちょっとぶ

に牛場という記者がいるんですよね︒アメリカへ行った牛場大使
あ︑産経新聞ですからあれだけれども︒あるいはちょっと時代が

武田

何か一つのことに変化をもたらそうとするときには︑あん

︵笑︶︑なんとなくわかります︒

をするって︑言い方が悪いけど︵笑∀︒

ハト派の人のほうが悪いことをするのにいいんですよ︒悪いこと
下がっているかもしれませんけれども︒多少はいるんですよ︒だ

夏目

の息子さんでね︒しかし︑この人もちょっと偏っていた⁝⁝︒ま

けど︑個々の新聞記者がそうであっても︑社としてはそういうも
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ガイドラインも坂田さんのときですからね︒

すからね︒坂田さんはそこのところは本当に芯が強い方でした︒

その人の人柄で︑お膳立てしても乗ってこない人はいっぱいいま

それがね︒もちろんお膳立てはするのだけれども︑やはり

中島

やっぱりね︑坂田さんがやるならそう無茶なことはしない

夏目

夏目

僕は当時防衛課長ですからよく知っていますけれども︑防衛課長

まり右よりの人間がやっても通らないんです︒

だろうという︑そこはかとなく信頼感がある︒

と︑丸山︵昂︶という防衛局長と︑坂田さんと三人で︑やろうと
そうですよね︒

それはおもしろいですね︒
佐道

敵か味方かわからない︒

伊藤

ょう︒三木・フォード会談か何かでガイドラインの道筋をつけた

夏目

フッフッフッフッフッ︒

いって決めたんです︒それはまた︑久保さんは反対なんですね︒

のが三木さん︒

伊藤

総理だってそうですよ︒三木さんだってもっともあれでし

そうですね︒

いや︑七〇年代は面白いんですよ︒だから︑それはまた後

夏目

中島

佐道
夏目

やはりそういうところがあるんですね︒あれ︑中曽根さん

ティーで考えるけれども︑日本人はポシビリティーでしかものを

夏目

考えないということです︒それと︑日本には防衛政策がないとい

からじっくり︑たくさん聞くことにして︒

っていました︒それはなぜかといったら︑今いったような︑ある

なんかがやったら絶対にだめ︒
武田・きっとデモが起きますね︵笑︶︒

佐道

本当にそうなんですね︒

べき姿を追及したものではないから︒そういうふうな不満という

久保さんが常にいっていたのは︑アメリカ人はプロバビリ

夏目

中曽根さんはハト派的なことをいっても信じられない︒批

そうでしょうね︒

佐道

か．諺積したものを防衛庁にいるときからお持ちになっていて︑

判されたりして︵笑︶︒

夏目

それが結局︑国防会議へ行っていいチャンスが来たというので持

坂田さんみたいに丸いめがねでこうやって︵背を丸めて︶

いうと︑この人がいうのだから悪いことをしないだろうという︑

論を︒こっちは全然変わっていないから︑﹁なんだよ︒きのうま

佐道

なんとなく安心感があるんですね︒それでスルッとやるんですよ︒

ら大変な目にあうことになるのですよね︒

でこっちにいて一緒に仕事していたのに︑違うことをいうじゃな

んなものばない﹂といって︒事実はないんですよ︒だけど︑これ

夏目

日米防衛協力だって︑坂田さんがね︒これはちょっと後になるけ

をないといっておしまいにしてはもったいない︒ひとつ一歩前へ

だからおもしろい︒

いか﹂みたいなあれがあったのですね︒

出ようじゃないかといって︑﹁ないけど︑日米で作戦的なすり合

わざとやっているんじゃないですよね︒

れども︑日米の問に海域分担の密約があると︒そのときに︑﹁そ

わせをするのは絶対に必要だ﹂といった︒国会はワーッとなった

武田

あっちへ行ったり︑こっちへ行ったり︑どちらかにいるん

久保さんが防衛局長になったときには︑今度は国防会議か

んだけれども︑そのままそっちへ走っていくのですよね︒それが

夏目

そのとき先生は国防会議にいらっしゃったんですね︒国防

それは海原さんのとき︵笑︶︒因果はめぐるというけど︑

ガイドラインへつながっていくんです︒それで︑三木・フォード

佐道

ですよ︒

そういうのはお膳立てする人がいるのではないですか︒

会談にもつながっていくのですね︒

伊藤
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丸山さんがですか︒

を﹂と︒絶対にいやだというわけですよ︒
佐道

それは海原さんに対して︒

会議から見ておられた︒

夏目
伊藤

身がもたねえって︵笑︶︒その次に伊藤圭一に白羽の矢が

で︑久保さんが防衛局長になったときに︑またこちらへ来

たんですよ︒

夏目

そこも非常におもしろいので︑それだけでも何回も聞く価

佐道

たら身がもたないと思ったのでしょうね︒

そんな話したかなあ︵笑︶︒

やっぱり︑ちょっと休養する時間が欲しかっ売︵笑︶．︒

あれ？

先生が国防会議に移ちれることのほうをそろそろ︒

佐道

たしかそうですよ︒丸山さんと伊藤さんが︑第一︑第二の

伊藤

佐道
六八年というのはいつですか︒

夏目

なんか適任のような気もしますけれども︵笑︶︒

当たって︑彼も逃げたんです︒

エンドレスですね︒

夏目
︵昭和︶四十三年ですね︒

候補だった︒みんな断った︒防衛庁も︑﹁それはそうだろう﹂と

佐道

値があるので︑ちょっとそれはおいといて︒
武田

佐道

たしか久保さんが警察から帰って︑国防会議の主席という

そう︑い．ちばん適任︒でも︑やっぱり彼もまた一緒にやっ

夏目

いって同情して︑行かないですんだ︒それで︑しばらく空いてい

夏目

か︑防衛庁から行く参事官は筆頭参事官というのです︒あと外務省

たんじゃないですかね︒そのうちに私に声がかかったんです︒き

■国防会議事務局参事官に

とか︑通産省︑︑大蔵省︑何人かいるんです︒その人たちのいちばん

けど︑年次的に私がいちばん若造なんですよね︒久保さんと私は

っと︑どうでもいいやと思ったんじゃない？ それで行ったんだ

防衛の仕事が主ですからそうなっているのですけれども︒あの人が

十年ぐらい差があるんです︒外務省にいる人も久保さんより数年

トップ︑事務局長の次に偉いんですね︒偉いというか先任で︑まあ︑

何かの都合で︑こういう前のようないきさつがあったからかわった

あとの人だから︑みんな偉いんですよ︒だから︑﹁若いやつが来

です︒みんなだいたい同じ年次の人が来てくれたものだから︑そ

とは思えないけれども︑時期が来てまた警察へ戻って︑交通局長か

れで多少はこちらも身のすくむような立場ではなくなりました︒

た﹂なんていって︑みんな私のことをなめてかかっているし︑最

それが⁝⁝︒

何かになったのです︒ところが︑このときは既に局長な海源さんな

佐道

いや︑違うんです︒私なんかまだ部員ですからね︒課長に

初は本当に居心地悪かったです︒でも︑海原さんという人はそこ

夏目

そのころまではまだ私は海原さんの信任が多少あったんですよ︒

んです︒海原さんは久保さんが出てホッとしたのですね︒今度こそ

なる時期にはちょっと早いんですよ︒しかも筆頭参事官︒だから︑

まだしばらく続くんです︒

は考えてくれて︑ほかをわりと早く次の参事官にかえてくれたん

そんな話は人ごとだと思って高みの見物だったんです︒最初は︑

伊藤

俺の意のままに動くやっと︒それで︑あれこれ選んで︒・

丸山さんって私の何代か前の次官に白羽の矢が立ったんです︒こ

ですか︒

総務課長に来られたわけですね︒

伊藤省庁にかかわりなしに︒

夏目

他省庁でもやはり︑それだけ年次が違うとずいぶん違うの
の人は何をやっていたかな︑総務課長か︒
佐道

審議官か何かをやっていて︑どうかと言われて︑﹁ご勘弁

役人と．いうのは年次は大きいですからね︒

夏目
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呼ぶことはないんですよね︒︑長期計画みたいなものをつくるとき

どこで︒

講演会ですよ︒
え？

全国をまたに回っていた︒

そうですが︑啓蒙活動があるんだ︒

防衛基盤の育成に寄与したのですね︒

そういえば︑このあいだ海原さんのお宅へ行っていろいろ

まあ︑話す中身は別として︑とにかく回

持ってきたけれども︑ 各地での講演の記録というのはありました
ね︒

あるでしょう？

武田

夏目

強いですよ︒だってあれは総理直結なんですから︒官房長

事務局長はそれだけ力が強いのですね︒

らしいでし．よう？

そうですが︒

衛庁との勉強が始まるわけですが︑みんな私に任せきりですよ︒

いた︒だから︑このあと四次防の策定作業になって国防会議と防

中島

夏目

いや︑事実です︒事実ってどういう意味かわからんけれど

それは必ずしも事実ではないですか︒

ある︒

伊藤

上手にやっていましたけれどもね︵笑︶︒そのままやって

では︑海原さんの忠実なる部下︒

だいぶ恨まれました︒

ですよね︒そんなことをいまさらいわれたって︑できやしないと︒
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いくら役所が違っても︒外務省なんかはすぐかえて︑あと

ことはないです︒防衛庁の次官や何かは呼ぶことはあっても︑海

夏目
でも︑外務省がよこさないと困るのではないですか︒

原さんを呼ぶことはありません︒まして︑中曽根さんとは合わな

はやむをえず呼ぶかもしれないけれども︑普段︑呼ぶなんていう

伊藤

それで通産省から来ました︒それも海原さんなんです︒外

はよこさなかったですものね︒

夏目

い︒警察の先輩後輩で︑海原さんのほうが先輩ですからね︒

一国自衛隊主義で︒

普段︑事務局長は何をしておられるのですか︒

務省は要らんといって︒そういうところにも︑情勢とかそういう
ものに対する無関心さというか︑興味のなさというものがあらわ
れていると思うのですね︒べつに通産省が来たから装備の国産が
どうというわけではないけれども︑通産省のほうがより必要じゃ
伊藤

国際情勢というそういうの︑ご自分は好きなのですけれど

ないかという判断で︑国防会議は私と大蔵省と通産省になった︒

夏目

も︑外務省がとやかくいうようなものではないという意識がどこ
装備のことを考えて通産と︑あと予算のことで大蔵という

かにあったんじゃないですか︒

佐道

夏目

夏目

佐道

数は多いですよ︒何十回ではきかないくらいでした︒毎週行って

官は上司ではないんです︒総理大臣の部下︒

あとの話ですけれども︑中曽根さんが海原さんを批判して︑

ときどき指示は来まずけれどもね︒それで︑過酷な指示が

中島

夏目

夏目

﹁国防会議の事務局長というのは茶坊主だ﹂．といわれたことが︒

も︑北村さんという方は︑相当ロートルの方で仕事を一所懸命す

にはいわないでね︒そうじやないと︑おれも元々防衛庁の人間だ

いたのではなくて︑﹁海原さんはこういっているよ︒だけど︑そ
行かないのですか︒

ものね︵笑︶︒

るというタイプではないのだけれども︑とにかく官邸にお茶を飲
伊藤

呼ばれなきゃ行かないという︒だけど︑官邸が防衛問題で

れは無理だろう﹂と︑それは上手にはやります︒こちら︵海原氏︶

夏目

みに行くんですよ︒海原さんは一度も行かないんだもの︒

来るから︑︑私もそれを拳拳服角してやると︑防衛庁がまた泣くの

夏目

のは︑なんか海原さんらしいです︒

心心伊夏伊叢々
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夏目

佐道

親元どいうかねえ︒

戻るところが︵笑︶︒

から︒

一生国防会議にいるわけにはいかない

夏目

伊藤

それもあるでしょうね︒やはりどこか隠然としてそういう

それは海原さんの力ということですか︒

ものがあったから︑国防会議というとみんな︑防衛庁は︐つべこべ︑

いわないで︑チャートというか︑大きな壁かけやスライド等を持
って説明に噛ました︒

海原さんが事務局長をやめたら元に戻るのですか︒

■国防会議への海原氏の影響
伊藤

海原さんはもう国防会議でおわりでしょうけれども︵笑︶︒

佐道

人は海原さんとはしつくりいく問ではなかった人ですが︒まあ︑

う一ん︑私は海原さんの事務局長しか知らないからね︒海

変わったでしょうね︒全然変わったと思います︒

防衛庁としては︑そう怖がったり︑なんとかあの入の意に沿うよ

夏目

夏目
全然ですか︒

うにと気を使うような相手ではなかった︒

やはり海原さんが事務局長として行かれてからは︑国防会議自体

伊藤

内海さんはどちらかというと交通警察の専門ですね︒

原さんのあとは︑たしか内海︵倫︶さんという方がやった︒この

夏目︑少なくとも防衛庁とは頻繁に︑会議︑会議の連続㍗した︒

佐道

の雰囲気もかなり変わヴたと感じますか︒

制服の人たちを含めて︒

交通ですね︒久保さんもそうです︒スクランブル交差点な

に顔の広い人で︑防衛だけではなくて︑民間の人であれ何であれ︑

夏目

あってなきがごとぎ存在ということですか︒

いろんなと・ころに顔が利く人ですから︑大物であることは間違い

その前はどうだったのですか︒

伊藤

まあ︑そうでしょうね︒長期計画をするときは多少︑参事

ない︒それと︑中曽根さんと同期でしょう？

伊藤

夏目

佐道

んかをつくったのはたしか久保さんですよ︒久保さんという人は

官会議とか幹事会とか段階がありますからやりまずけれども︑そ

くれということで︑来てもらってやるわけですか︒

ほとんど⁝⁝︒とにかく私が防衛局にいて国防会議に行っ

れは何年に一遍でしょう︒だからほとんど普段はないです︒海原

そうですね︒

夏目

さんは根は勉強家だから︑防衛庁の自衛隊の実態について調べう

夏目

それは国防会議の権能としてあるわけですか︒

なかなか発想力のある方でした︒ただ︑内海さんというのは非常

といって宿題が出ます︒いいかげんなことを持っていくとこてん

伊藤

あるんじゃない？

たなんてことはないもの︒

ぱんにやられるから︑多少こちらも自衛本能を働かせてやりまず

夏目

自衛本能︵笑︶︒

にならない︒やさしければ無視しても通っちゃうんだけど︑あの

衛庁が持っている計画というのは国防会議を通さないと政府決定

調整権みたいなものがあるからね︒防

国防会議では︑この問題について説明が聞きたいから来て

けれどもね︵笑︶︒

武田

だから︑勉強する機会はありました︒

た国防の何とか原則もつぶしたしね︒そういうことを平気でやる

人がいたらだめですからね︒現にあの人は中曽根大臣が言い出し

夏目

それで防衛庁とも頻繁にやりとりをするようになるという

人ですから︑とても無視してなんかできません︒だから︑中曽根

ことですか．．

︑佐道
夏目

さんからは恨まれた︒その後︑﹁俺が防衛庁長官のときには君は

それでよかったかどうかわからないけれども︑とにかくそ
ういう場ば持っていました︒
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どこにいたかね﹂というから︑﹁国防会議にいました﹂といった
そんなこと︑いいにくいですよね︵笑︶︒国防会議に海原

ら︑いや一な顔をしていた︵笑︶︒

佐道
さんが来たから全体の人数がふえたとか︑そういうことはありま
せんか︒

どうして？

尻が重いんでしょう︒
バッハッハッ︵笑︶︒

会議は本当にひんぱんに開かれる︒

当時はわりと開きました︒ちょうど時期が︑最初は七〇年

出なくてすんだのですけれども︑そういう問題があったこと︒そ

りね︒まあ︑結局は機動隊の力がうんと強くなったから自衛隊は

安保があって︑ 自衛隊の治安出動があるかないか議論された頃で

人は少しいい人をとったのでしょうね︒

れから︑今の四次防の走りみたいなものが出てきましたから︒

夏目
伊藤
しかし︑防衛庁から行っているのは二︑三人ですからね︒

事務局長がいらっしゃる会議というのも定期的に︒

すね︒︑富士の演習場で自衛隊が市街地訓練みたいなものをやった

夏目
そうじやなくて︑よそから集めるのに︒

佐道

にふえたわけでもないしね︒

伊藤

いい人・∵⁝かもしれませんね︒海原さんというのはどいつ

れども︑幹事会以上は︑四次防とか三次防が史上に上がってきて

夏目
先生のときには︑大蔵からはどういう︒

初めて幹事会が開かれる︒それまでは全部︑仕切ったり︑中身の

幹事会は普段はないんです︒その前もそうだと思いますけ

佐道

廣江という人が最初いて︑それから松本さん︒廣江さんと

夏目

夏目

いるのですね︒まあ︑一︑二回は形式的に﹁国際情勢を聞く会﹂

チェックなんかは参事官会議でやっていました︒幹事会に上げる

はい︒

とかいうことをやるけれども︑一方的にただ聞いて．いるだけです

いうのは︑その後経企庁か何かの︑次官待遇の何かがあるじゃな
佐道

あと︑通産省はだれだったかな︒

から︒

ときにはもう︑異議ございませんという式のものが出来上がって

夏目

そうですが︒国防会議の参事官のなかだけの会議もあるの

この前リストを見たら︑ずいぶん頻繁に開いていなかった

伊藤

かな︒

伊藤

ありますよ︒参事官だけじゃなくて参次官補早いうのがあ

■国防会議での議論

装備品ですよね︒次の質問のファントムとか︑こういうも

佐道
先生の下に来られた防衛庁からの人というのはどういう方

夏目

佐道
夏目

のときにそんなにやったかな︒むしろP3Cを国産化するか輸入

のを導入とかというのは国防会議︒

のあと施設庁長官になったりした人とか︑それからだれがいたか

するかというのが大議論になって︑それは頻繁に会議をやってい

何か特別もめればあるのでしょうね︒だけど︑ファントム
な︒とにかく私は長いから︑四︑五人いましたよ︒ほかの省の人

ました︒

これは何人かかわりました︒山崎君とか︑児玉君というそ

がみんなかわっても︒だいたいどこへ行っても長いんですよ︑私︒

ですか︒

かで咀回しなければばりませんから︑それはやっていました︒

りまして︑その人たちを集めてね︒防衛庁から聞いた話をまたな

夏目

でしょう︒

いですか︒確かそれになられた

が来るかというのをチェックしますからね︒

それはありません︒人数はふえませんし︑予算もそう大幅

夏武一夏白
目田瞠目田
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そうすると︑その前は防衛庁で基本的に決めたことを国防

佐道

それは幹事会ですか︒

伊藤

したりということが行われるようになったということですか︒ま

会議のほうで蒸し返すと．いうことはほとんどなかったと思うので

それは議事録みたいなものはとるのですか︒

あ︑象徴的なものは四次防となると思うのですけれども︑それ以

夏目幹事会はそんなにない︒幹事会もやりましたけれども︑参
武田
とりますよ︒とるけど︑．ないことになっているのかな︒あ

すけれども︑海原さんになってから︑﹁それはどうか﹂と押し返

夏目

外の問題でも︒

事官会議は年じゅうやっていました︒

るはずですよ︒

例えば四次防のときもそうなのですけれども︑四次防でた

夏目

それはどうするのでしょうか︒議事録はどこかに上げるの

武田

議論ということはないのですか︒

予算要求をしたことで大蔵省から査定が出ちゃう︒そテすると︑

ゃうわけです︒ちょっとそこは調べないとわからないけれども︑

になっているのですね︒主要項目が決ま牡ないまま予算要求しち

サイルとか︑そういうものを決めるときは国防会議にかけること︑

装備品とかそういうものを新しく︑例えば戦闘機とか︑新しいミ

の間に予算要求が入るんです︒国防会議の審議事項として︑主要

しか︑大綱が決まって︑主要項目が決まらない時期があった︒そ
いや︑国防会議は国防会議で持っているし︑防衛庁は防衛

ですか︒

．夏目

庁で持っています︒要するに︑幹事会というのは次官会議と同じ
﹁だから︑今の次官会議と同じでシャンシャンと︑事前調整のおわ
伊藤

そういう議論があるんですよ︒議論があるというのは︑

ったものが出てくるのですよね︒

夏目

回はそういう会議をやります︒それから︑議員懇談会と称して︑

茶を濁すために﹁国際情勢を聞く会﹂とか何とかいって︑二︑三

中身を審議していないん℃やないか﹂という批判があるので︑お

海原さんはそれをいったわけですね︒

とは︑海原さんは得意なんです︒

次防の決定が遅れたり︑修正をさせられるのですよ︒そういうこ

るじゃないか︑やり直し﹂というので︑多分︑そういうことで四

会が大もめになワたんです︒﹁これはこういう申し合わせと反す

これは事前に国防会議に諮ってないではないか︒ということで国

正規の会議ではないことをやるのですけれども︑それはカムフラ

伊藤

﹁国防会議というのは何だ︒シャンシャンとやるだけじゃないか︒

ージュみたいな面も多分にありましてね︒普段はそういう幹事会

まあ︑こちらも︑﹁こういう問題があるんじゃないですか﹂

とはいいますけれども︑別に事を荒立てようという気はないんで

夏目

幹事会の段階ではもう調整済みなのですか︒

とかどうのこうのというのはほとんどないです︒
伊藤

佐道

す︒海原さんはそういうところは厳しいですからね︒防衛庁が困

参事官会議でいろいろ議論はするわけですか︒

ファントムが採用されると︒それでも五四％程度の国産化率なの

だいたいそうです︒少なくとも︑そこで議論するというこ

伊藤

ただ︑その参事官会議のなかに海原さんの意向はずいぶん

夏目

夏目

ですけれども︒海原さんはそもそもファントムではなくて別の機

るなんていえば︑なおさら喜んでやる︵笑︶︒

入りますよね︒向こうだって局長や何かと相談して来ていますか

種だったり︑国産をするということ自体にはあまり賛成ではない

そうすると︑これも六番で挙げたのですけれども︑FXで

ら︑別に課長レベルで物事を決めているわけではないけれども︑

という立場だったと思テのですけれども︑こういうのが決められ

とはほとんどありませんでした︒

会議としては参事官会議で中身が詰められちゃう︒

／

．
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るときに国防会議として何かクレームをつけるとか︑何か意見を
︑いうとか︑そういうことはなかったのですか︒

■自主防衛と国産化

ではわれわれの求めている要求性能に達しない︒だから︑それは

も︑現実に使う自衛隊がそれではいやだというのですね︒﹁それ

これが海原さんがずっといちばん推薦した飛行機なのですけれど

を言い出しておられたりするのですけども︒七学年代の初頭ぐら

ょっと広い意味できちんと考えなければいけないのだということ

んでいたのですが︑これまた久保さんが自主防衛の意味はもうち

は︑イコール装備の国産化という話でずっと六〇年代め中盤は進

夏目 正直いいますと︑海原さんはもともとファントムがすきで
佐道 今度は国産化の問題ですけれども︑三次防を審議される過
はないのは事実なんです︒T38︑F5︑ノースロップの飛行機︒ 程自体がそうだったのですけれども︑だいたい自主防衛というの

困る﹂ということで反対をしていた︒そのあいだに海原さんは国

いから︑その次︵の質問︶にもありまずけれども︑自主防衛とい

でしょうか︒

うことについては考え直そうという議論がされてきつつあったの

わった六〇年代の後半ぐらいから自主防衛とか国産化の問題とい

う議論がまた盛んになっていくのですが︒この時点︑三次防がお

防会議に飛ばされたという言い方は適当ではないけれども︑いろ
いろ業者との何とかを誤解されて︑そんなことはないはずだけれ
ども︑まあ︑出ちゃつた︒ファントムのときはそういう背景もあ
ったし︑もう一つは︑このとき唯一実績があって︑使える飛行機
で︑だれしもが間違いなくこの飛行機以外にないと思っているの

国産化そのものを見直そうとかではなくて︑久保さんはさ

そうですが︒

⁝⁝︒久保さんが﹁自主防衛﹂という言葉を使った記憶は私はま

夏目

佐道

腹の中は別ですよ︒ファントムを決めるときは︑ロッキー

がファントムですからね︒だから︑別にここでもめなかった︒

夏目

ったくないのですが︑もしあったとすれば︑防衛力というのは単

ているのですけれども︑当時はね︒安全性から見ても︑操縦性能

もの︒今になるとまたノースロップの改善型のいい飛行機ができ

夏目

佐道

ノースロップなんていったら︑﹁まだやっているのかよ﹂という

伊藤

クレームのつけようがなかった︒

ことになるから︑あきらめたのでしょうね︒

夏目

︵手を上下に大きく広げて︶こんなに飛行機の質が違うのだ

納得︑だってほかにないですからね︒またそこでT38だの

海原さんも一応納得︒

のがいかにもおかしいと︒船を何隻つくるとか︑飛行機を何機つ

日本としてのあるべき防衛の姿というものを追及したものがない

ないし︑平和時の防衛力とでも何とでもいえるのですけれども︑

れが自主防衛であるかもしれないし︑基盤防衛力であるかもしれ

きじゃないかということは年じゅういっていることなんです︒そ

か︒日本として何が必要かということをもっとまともに議論すべ

力が必要なんだという議論がまず先になければおかしいじゃない

戦略構想なりがあって︑日本のおかれた立場としてこういう防衛

にモノをつくればいいというものではないだろう︒何か哲学なり︑

っきの話と同じなんですよ︒久保さんという人は︑何をやるにも

ドー04を決めたときと違って︑まったく問題なかったですね︒

から見ても︑戦闘能力︑あらゆる面から見てファントムが圧倒的

くるというのは問題じゃないんじゃないかというのが久保さんの

考え方です︒これはこれでもっともなんです︒だけど︑そんなこ

だったんですよ︒ファントムはベトナムで実戦の実績がありまし
たしね︒

とをやっても︑その国際情勢とどうやって直結させるかというの
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にすると︑そこがちょっと不満だったと思います︒だからKB論

ものはっくっていこうというのが防衛庁の大勢でした︒久保さん
ですか︒

かったのか︒あるいは国防会議ではどうだったかというのはどう

だという話で当時はどの程度議論になっていたのか︑なっていな

くるいわゆる自主防衛論みたいなことが︑ではどうずればいいん

文なんかに出てくると︑もうそうい・フ方向へ行っちゃうのですね︒

夏目

︑がないんですよ︒だから︑そういうものはさておいて最小限度の

久保さんの主張というのは︑平時の防衛力どいうのはどう活用で

ないですね︒防衛庁のなかではありますよ︒背景があるのだけれ

一ども︑沖縄の返還で︑沖縄の防衛も日本に任せる︒それから︑ア

少なくとも国防会議とかそういうところで議論したことは

きるかというのを考えるのですね︒そういうことまで自分で言い
出し始めた︒ところが︑言い出し始めたら制服から総すかんでし

もっと前かな︒

ょう︒やっぱり軍隊というのは︑敵があって︑こちらがあるんだ

六四年ですね︒

ってくれということを出してきたり︒それから︑中国の核実験は

に通りませんでした︒坂田さんは︑久保さんが次官になっていた

中島

米国では︑ベトナムの反戦デモみたいなことがそのころ頻

メリカの経済的な問題で経済援助みたいなことを東南アジアにや

けれども︑久保さんの意見を買っていたんです︒それで︑基盤的

夏目

という古典的な考え方があるから︑久保さんみたいな意見は本当

防衛力というのにそれを吸収したのですね︒最小限︑平和であろ

繁に起きるのですね︒そんなこんなでアメリカもほとほと手を焼

う雰囲気はあったと思います︒あったからといって︑じゃあ︑日

うが︑戦争であろうが．とにかくこれだけのものは独立国として
言い出して︑それが基盤的防衛力︒だから︑脅威対処論ではない

本はそれに乗れるかというと︑そんな雰囲気はまったくありませ

いて︑﹁もうおまえのところも少しは自分でやってくれよ﹂とい

防衛力というのですかね︒それは︑財政とか︑経済とか︑そうい

んね︒財政的にも︑能力的にもない︒だけれども︑それは自主で

持っていなければいかんという防衛力というものをまずつくると

うものをみんな勘案して考えるということなのですけれども︒

ないよりは自主がいいし︑自前でないよりは自前がいいという︒

きわめて耳障りのいい言葉なものだから︑政治家なんかすぐ食い

ついて﹁自主防衛﹂とか﹁自前防衛﹂といったけれども︑現実は

■沖縄返還︑グアム・ドクトリン
佐道

そんなことができるとまともに思っている人は防衛庁にはいなか

ちょうど広い意味で国産化というところの関係なのですけ

れども︑まさに沖縄返還の問題が六〇年代後半かち起きてまいり

概みたいなことを言い出して︑自主防衛ということを盛んに言い

ということをいってへそれで佐藤さんが自らの国を自分で守る気

ム・ドクトリンというのを言い出して︑日本も役割を担いなさい

かいろいろ言い出します︒それと︑六九年七月にニクソンがグア

政治家のスローガンに合ったというだけで︑実質的にそれでもっ

けで︑とても外で議論するようなところまではいきませんでした︒

なもの︑いろんな勉強をしました︒だけど︑それは部内の勉強だ

ずして考えたらどういう防衛力が必要かと所要防衛力議論みたい

防衛︑自前防衛︑あるいは所要防衛力を端的にいろんな要素をは

った︒しかし︑防衛庁の中で秘密には勉強していたんです︒自主

出したりします︒例えば自主防衛なんていうのは︑海原さんなん

て左右されたりすることはあまりなかった︒

ますね︒それから︑六九年に有田防衛庁長官が盛んに自主防衛と

かはそんなことはできっこないみたいなことをおっしゃると思い

中島

その所要防衛力を部内で検討されたときに︑核武装という

ますが︒こういう六〇年代後半から七〇年代初頭に盛んになって
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ような発想は︒

べきではないという結論になってはいるのですけれども︒

伊藤

いろんな条件をはずして必要な防衛力ということを考えた

夏目

ら︑予算を考えたらとてもだめでしょう︒

ありました︒それは﹁核武装しろ﹂とはっきりは書いてい

ないけれども︑考える必要があるということはたしかあったと思
中島
佐道

というので︑それはお蔵入りです︒

だめですゆだから︑部内作業の︑﹁ああ︑こんなもんかい﹂

けてなのですが︑内閣情報室が民主主義研究会に委託する形で︑

うのですけれども︑例えば国会の場とかで野党から︑﹁自主とい

夏目

研究者を招いて日本の核武装問題を討議させて報告書を出させて

うけれども︑いったいどうするんだ﹂と突っ込まれた場合には︑

います︒

います︒そこには防衛庁からも夏村繁雄さんが参加されています︒

防衛庁なりが出て何らかの説明をしなければいけない形になるで

六七年から六九年ですから昭和四十二年から四十四年にか

これは数年前にたしか朝日新聞がすっぱ抜いた記事だったと思う

しょうけれども︒

政治家のスローガンということはもちろん間違いないと思

のですけれども︒当時︑それに関して何かご記憶はありますか︒冒

れとしてはまったく知らないし︑夏村さんがそんな会議に出てい

中島技術畑で︒

かんだいえる立場の人ではありませんでした︒

そういうものにタッチするような︑あるいはそれに対してなんだ

いわせれば防衛政策はないというけれども︑政策があるとすれば︑

夏目

中島

だから︑ある意味で防衛庁の政策⁝⁝︒まあ︑久保さんに

ええ︑そうです︒

かといったら︑できないんですよね︒ただ多少国産比率を上げる

いですから︑それはいいますわね︒しかし︑じゃあ︑国産化する

えるか︒そうじやないから自分でやりたい︒そのほうが通りがい

夏目

佐道

アメリカからもらってお仕着せでやっているのは自主とい

説明可能なものに還元して︒

ではないはずです︒

げたというのでしょうか︒本来︑自主防衛というのは国産化だけ

るというか︑自主防衛と幅広くいうのを国産化か何かでもって逃

道だという議論は年じゅうしていたと思います︒問題を倭小化す

を温存する必要があるとか︑そういうことが自主防衛につながる

それはなるでしょうね︒だから︑日本の防衛としてこれは

たなんてことは聞いたこともない︒

夏目

そうですが︒海幕のほうに︒

程度で︑本当の国産ではないので︒

夏目

中島

背景はあったと思いますよ︒やっぱり沖縄は樽抜きで返還︑

ないけれどもね︒そんなものは俺は知らない︒民主何とかも

夏目

佐道

夏目

本土並みとか︑そういうことをいっているから︑いったいそれで

という話は馬国防会議なんかでは︑﹁ああ︑いっているな﹂と聞

必要だとか︑国産化をして日本のいざというときのために技術力

日本は安泰でいられるのか︑アメリカの傘というものはどこまで

いているという感じですか︒

知らないし︒ただ︑夏村さんという方はたしか技術参事官ですよ︒

信用できるかみたいなことは議論したけれども︑﹁じゃあ︑日本

夏目

きっとその程度の接し方だったのではないですか︒われわ

が核武装しよう﹂なんていうことをまともに考えたことはまった

印象です︒さっきもいったけど︑誰かが︑﹁自主でないより自主
その報告でも︑いろいろな理由をもって︑日本は核武装す

がいいに決まっているじゃないか﹂といって︑﹁じゃあ︑何が自

うん︑まあ︑﹁またお題目みたいにいっているな﹂という

この六九年ぐらいからいわれている︑自主防衛︑自主防衛

くないんじゃないですか︒

中島
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主だ﹂といったら︑中身はないですよね︒できることの中身が︒

きたしね︒やっぱりこのころは基地縮小という．のが天の声みたいに

ないなあ︒だって現に︑自衛隊は戦える体制にはまだ不十分だし︑

夏目

伊藤

もちろんあると思いますよ︒それがいちばんだと思います︒

要するに︑あれはアメリカの戦略の変化もあるわけでしょう︒

いうのはそのころから急速に縮小の動きが出てきます︒

原潜がやたら入ってくるようになったしね︒だから︑基地問題と

ね︒今でも沖縄の問題がそうだけれども︑ああいうふうに︒で︑

あったんですね︒原潜が入ってくるわ︑ファントムが九州？

装備にしても例えばミサイルにしても何しても︑まだどんどんア

夏目

アメリカの沖縄返還が︑例えばグアム・ドクトリンなんか

メリカからに依存している最中でしょう︒だから︑とてもそんな

こちらのあれではないと思いますけれども︒

佐道

ことができるような状態ではないと思います︒アメリカのいうこ

伊藤

だけど︑やはりある程度日本側がそういうことを強くいっ

九州大学です︒

ともわからないですよ︒まともにいっているかどうかもわからな

夏目

佐道

い︒国内向け︑あるいは向こうの防衛産業向けにいっていること

たからこそ︑そういう方向へ動いていることも事実だね︒だから

のアメリカ側の議論を見ると︑本土防衛に関しては日本で大部分

もあるし︑本気でいっているのかどうかもよくわからないですか

アメリカも考えるんですよ︒個々の基地の重要性もさることなが

落っこちたやつでしょう︒

らね︒私は何年かやっていて︑アメリカのいうことは信用でぎな﹂

ら︑やはり日本国民の気持ちを逆なでするようなことをするのは得

伊藤

いと︒年じゅう︑言い方を変えるけれども︑いつでも日本に対し

策ではないという彼ら自身の打算もあると思います︒そういうふう

だいじょうぶなんだという議論があるのですけれども︑これは防

てああしてほしい︑こうしてほしいという注文ばかりです︒手を

なことがたまたまこのころあったのでしょう︒あるいは︑そういう

あんなことがすぐ基地問題というのにはねかえるのです

変え品を変えているけれども︑いっていることは︑あれもやって

ことも自主防衛につながる一つかもしれませんね︒基地をどんどん

夏目

くれ︑これもやってくれというだけで︒今だってそうでしょう︒

返していなくなる︒あとはおまえたちで︑やるんだよという︒

衛庁なんかではそういう意識だったのでしょうか︒

イージス艦を派遣してくれ︑何をやってくれと︒・同じですね︒そ

伊藤内地の基地はだいぶ減ったんですよね︒

だいじょうぶだということは︑私はあまり意識したことが

のときそのときによってちょっと言い方を変えるだけで︒

夏目

関東計画というのはまさに東京周辺のやつを減らして︒で︑

イージス艦を買ったのは先生が次官のころじゃないですか︒

﹁沖縄が返ってきたときには︑沖縄のやつはそっくり残っちゃった︒
だから︑直写と関東地区の基地と取り替えたようなことになつち

八五年ぐらいですから︑そうですよね︒

そうですね︒国防会議として︑アメリカの軍とか出先とか

と交渉したり︑いろいろ情報交換をしたりということはあったの

佐道

ゃったね︒

イージス艦はそう︒

あれももうちょっとで日の目を見なかったんだけれどもね︒
へえ︑﹂それは次官のときの楽しみに︒

そのイージス艦がいよいよ出動ですね︒

でしょうか︒

夏目

あとこの辺は︑米軍基地縮小はやっていました︒関東計画
とか何かいろいろあって︑ ニクソン会談で基地を縮小するなんてい

すけれども︒でも︑まだこのころやったのは主として施設庁の関

国防会議ではありませんでした︒防衛庁はやったと思いま
うことが決まったし︑ その後も今いったことが現実の問題になって
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佐道

そんなようなことをいわれて国防会議もちょっと噛んだこ

シビリアン・コントロール違反だという︒

の独断と何とかだと︒

いろんな調整をしたということはあるでしょうけれども︑防衛庁
夏目

係の基地問題と︑あとは制服レベルが在日米軍と基地に関連して
全体としてアメリカと防衛政策のあり方について突っ．込んだ議論

とはあります︒それは内海さんがちょっとチョンボしたような話

で︑まあ︑笑い話ですんだのですけれども︒しかし︑当時は内海

をするような時期にまだ来ていないですね︒

佐道

さんの進退伺いのような問題だったからね︒

実際に日米間で基地の縮小︑返還について議論されて︑ど

こをとか︑どのくらい返すとかという話になっていくわけですけ

夏目

佐道

大もめにもめたのですけれども︑そのときにちょっと情報

そうですね︑国会がとまったりか︒

・れども︑それは国防会議に情報として入ってくるのですか︒

夏目

としてどうだこうだという話をしたくらいしか記憶にありません︒

情報として来るかもしれません︒だけど︑正直いって︑あ

んまり基地問題って関心がなかったですね︒やはり外務省と施設

佐道

沖縄返還なんかも外務省の問題だという感じですか︒

管轄が違うという︒

夏目

それが議論として取り上げようということにならなかった

議論してない︒少なくとも私がいるときにはしてないです︒

るど思うのですけれども︑それはあまり議論しなかったのですか︒

うことになって︑沖縄の戦略的位置づけとかいろんな問題が出てく

沖縄が返ってくると︑沖縄の防衛を当然自衛隊がやるとい

庁の問題だという認識がありましたから︒

沖縄返還は︑あれは四十七年？

佐道

そうだと思いますね︒というのは︑もうちょっと極端にい

いんですよ︒もっぱらモノをつくったりする防衛力整備に関心を

うのですが︑本来国防会議で議論すべきことについては関心がな

えば︑当時の国防会議と防衛庁も多少そういうところがあると思

夏目

ということですか︒

そうですね︑四十七年五月です︒
ど・つ

六十九年の十一月には返るということが決まるわけですか
多分︑国防会議で沖縄返還についての議論というのはなか

示すだけで︑防衛構想とかそういうものに対しての関心がないか

に沖縄の防衛はまかせるよということが決まったのですね︒二つ

ことはいろいろ検討しなければいかんけれども︑それ以外は︑ま

ってそんなものですんでいた時代だったのでしょう︒金のかかる

らコ政府全体にそういうところがあるのですね︒要するに︑防衛

あるのですが︑一つは久保・カーチス協定で︑沖縄の防空は日本

あ︑適当にという気持ちがあったのでしょうかね︒防衛庁に任せ

沖縄の返還が決まって︑自衛隊

が引き受ける︒これは純粋に技術的な空域を広げるとかいう話で

ヘ
ると
V・つへ
カ︐

ああ︑ありましたね︒

夏目

けれどもと︒

これは︑大蔵︑通産がいて︑そういうことには関心がある
佐道

まあ︑つまらないことですけれども︑それを送ったわけで

佐道
夏目

そういう議論はあったんですよ︒国防会議って︑そんなことばか

だから︑いま考えるとちょっといびつなんです︒当時から
す︒そうしたら︑閣議決定前にそういうことを先行するのは軍事

くわけです︒そのときに︑閣議決定する前に兵靖輸送を︒

大したことはないのですが︑要は︑今度は部隊を沖縄へ持ってい

うのがあってね︒ご存じない？

ったと思います︒唯一あったのは︑防衛庁には鍋釜輸送事件とい

夏目

ら︒．

佐道

だったのかな︒

四十七年は私は国防会議にはいないんだよ︒だから︑

夏乱吟武佐
目道目田道
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とはあったけど︑なかなかそれはいうだけで実際の議論にはなら

うものは︑金目の話は二次的︑三次的な問題じゃないかというこ

想みたいなことを議論すべきことであって︑防衛力整備なんてい

防衛計画の大綱と書いてあるのは︑これこそまさに日本の戦略構

りやっているのが能じゃないじゃないかと︒本来︑いちばん前に

んがそれ以外にあんまり開心ないんですね︒同じでいいじゃない

夏目

けですか︒

伊藤

向づけというところまではいっていないのです︒私がいたころは︒

うところがら出発していますから︑この有田さんのころはまだ方

ほとんどなつちゃつていました︒というのは︑まず海原さ

結局︑つまるところ装備の問題ということになつちゃうわ

なかったですね︒

かというと︑それが通っちゃった︒どこが変わったんだという︒

ある程度︑防衛庁との共通了解みたいなものをつくってい
くわけですか︒

佐道

■四次防
佐道

夏目

そうしますと︑有田さんのところでまさに四次防が始まる

わけですけれども︑これは大変重要な問題になってくると思うの

なものをいろいろ考えていたかもしれません︒

夏目

佐道

夏目

そう︒結局︑四次防も最後は三次防の続きとまったく文章

防衛庁と︒

勉強会はずっとしていたんです︒

になってしまつ．たのですね︒だから︑私は海原さんというのは立

れちゃうと防衛庁のほうも萎縮しちゃって︑結局つまらないもの

夏目

佐道

中曽根さんみたいな人がパンと打ち上げて︑それをつぶさ

これはやはり防衛局の方々ですね︒

もちろんそうですよ︑本来は︒防衛庁も最初はもっと独自

ですが︑最初のころはどういうことになったのですか︒

まで同じような︒それは防衛庁もだいぶ抵抗がありました︒だけ

ではあると思いますけれども︒

派な人だと思うけれども︑そういう意味で防衛論議を不毛にした

﹁それは所詮無理だ﹂と︑こういうことですか︒

ど︑海原さんの一喝のもとにそうなつちゃった︒たしか三次防ど

夏目

伊藤

そういうのが先にあるのでしょうね︒旧態依然で︑今の自

原因を作った一人だと思う︒まあ︑それは言葉は悪いけれども︒

と思います︒

夏目

四次防は︑二︑三の言葉が変わっているくらいじゃないですか︒

佐道

衛隊の実態は十年前とどこが違うんだ︒弾を一ヵ月って︑十年前

新しい発想というものを摘んじゃうのですね︒確かに難しい問題

とかいろいろ出て︑それですったもんだの挙句︑結局︑三次防と

からいっているじゃないかと︒そういわれればそのとおりなので

佐道︑本当にそうですね︒

ほとんど同じような内容のものに四次防は決まるわ廿ですけれど

ね︒自衛隊の人から見たら︑こんなつまらんことはないのですね︒

中身の数字はちょっと違うけれども︑文章の表現は同じだ

も︒この四次防の最初の段階では︑先ほど勉強会とおっしゃいま

夢がないですから︒

．夏目

武田

伊藤

軍事情報の収集とか︑情報面はどうなのですか︒

やる気がおきないですね︒

十年一日のごとく︒

有田さんのあと七〇年に中曽根さんになって︑中曽根構想

したけれども︒

とか︑今までの防衛力の問題点とか︑欠陥とか︑現実にある防衛

伊藤

どこの？

それはむしろ︑四次防をつくるにあたっての三次防の反省

力で何がいちばん問題なのか︑これからどちらの方向へ向かって

夏目

いくかということを勉強するにはまず己を知らないといかんどい
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伊藤

それも国防会議というのはあんまり関心ないんですよ︒

日本のです︒

くするということですね︒

伊藤

ということは︑先生みたいに若い人が来たら︑向こうも若

夏目

そうなります︒

夏目

ある段階から先生は国防会議の中では次席になられたわけ

やはり防衛力の整備のなかの一つだと思いますが︒

佐道

伊藤

四次防もな

ですよね︒

夏目︑情報なんていうの︑三次郎もないでしょう？
い︒まあ︑四次防で多少︑付属文書みたいなところで情勢判断み
夏目

防衛庁にはしょっちゅうおいでになって︑いろいろやって

そうです︒多少︑ほかの人よりは防衛庁のことを知ってい

たいなものが数行入るのかな︒その程度ですよ︒それも別に目新

伊藤

るし︑海原さんもそのころは便利に使ったのでしょうね︒

平成十四年度﹄︶にあるのだけれども︑そんなことしか書

しいものでも何でもない︑ありきたりの︒ここ︵﹃防衛ハンドブ
ック

という文章を別に閣議決定したんです︒だけど︑中を見ると何も

くってからちょっとたってから︑﹁情勢判断および防衛の構想﹂

佐道

そう︑四次防のときも情勢なんてないですよ︒四次防をつ

情勢判断は防衛大綱で初めてつくという感じですね︒

夏目

伊藤

佐道

夏目

海原さんは本気ですか︒

に本気でけんかするわけにはいかないですからね︒

夏目

本気ですよ︒もめてね︑大蔵省の主計局長と︑海原さんと︑

ときどきけんかの真似事はするけれども︑海原さんみたい

親元は意識しないと︒

来ていましたよ︒やっぱりこちらも親元ですからね︒

いたわけですね︒

書いていない︒

夏目

だいたい基本的なところは︑きょうは︒

いてないですよね︒

佐道

防衛庁と︑夜の夜中に何回やったかわからないです︒しかし︑み

んだね︒

足りないところは後で︒海原さんみたいに資料はないし︑
いえいえ︑ずいぶんはっきりといろいろと︒

そう︒

本当にね︑あれはやっぱり異能の士ですね︒自慢話じゃな

どうしてそういう事態が起こるのかよくわからないな︒

すごいですよ︒

それはすごいですよね︒

︵笑︶︒

夏目
佐道

いろんなことがわかりました︒

んな海原さんに遠慮しているから︑海原さんの意見が通っちゃう

武田

あと︑ついでに伺っておくようなことはありませんか︒こ

記憶力もないからね︒

伊藤
夏目

年数を経ていけば︑ほかから来ている参事官はだんだん若

れは先任参事官ですか︒

伊藤

今度はこちらから何年を出そうという話になるし︑防衛庁の仕事

を加味しながらやりますでしょう︒各省から何年がきているから︑

夏目

伊藤

した︒

夏目

伊藤

いやいや︑だれかが私のことを書いたところにその新聞記

これは夏目さんが書かれたのですか︒

このカギ括弧で囲っている中がそうです︒

そうそうそう︒これはだれかが雑誌に書いたからチェック

知情意の話ですか︒

いんだけど馬 これ︵コピー︶はこの前にいった⁝⁝︒

が中心ですから︑なるべく防衛庁からいちばん年次の古い者を送

夏目

くなってきますよね︒

り込むという慣例にはなります︒

みんなかわるからね︒やっぱり人事というのはそういうの

夏伊夏春伊
目藤目道藤
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知情意の話で︑﹁このように若い部員の夏目さんはお三方

事を載せているから︑読みやすいだろうと思って持ってきたんです︒

伊藤

夏目

いろいろな方の話を伺っていると︑やっぱりそういうこと

人間ってそういうものですね︒

武田

伊藤

佐道

若いころからずっとこうなろうと思っていて︑こうなった

そうですね︒

が多いですよね︒

それはあんまり当てにならないけど︒

という人はあまりいない︒

から人生の貴重な処世訓を得ておられた﹂と書いてありますね
夏目

でも︑タイプは違うけれども強烈な個性の海原さんに久保

︵笑︶︒

佐道

夏目

防大の学生なんかでもそうですよ︒よくいわれたんです︒

さんと身近に接するというのは︑これは強烈な経験ですね︒

だ︒この時世に︑政治がこんな混乱した世の中に︑まともに俺が

じゃねえか﹂と非難されることがあったんですが︑﹁あたりまえ

﹁だいたい︑確固たる国防の意欲に燃えて来ているやつがいない

当に役人の仕事というのはこういうふうにするものかと︑うろこ

国を守る礎になろうなんて思うやつはいないだろう︒何人かはい

幸せでしたね︒私は防衛施設庁から来ましたでしょう︒本

が落ちるような気持ちでした︒あのときにああいう人がいなかっ

るかもしれないけれども︑それはごく少数であって︑後は防大へ

夏目

たら︑多分私も防衛庁にはいられない︒どこかに行っちゃったか

来てからここで教育を受けて防衛の道を歩こうというふうになっ

もしれないですね︒

まあ︑施設庁にいらっしゃったころは︑まさか防衛庁で昇

伊藤

たら︑

それが教育の成果というものじゃないか︒政治や社会が悪

進してこられるとは露ぞ思わなかったでしょうから︒

くて︑来た学生の素質なり気概をとやかくいうのは間違っている﹂

やっぱり相当強烈なインパクトがありましたから︑こうい

夏目

︵終了︶

まったく︵笑︶︒では︑どうもありがとうございました︒

といったの︒︵笑︶︒

︑伊藤

う人たちの勉強したあとをついていこうという気にもなったんで
すよね︒われながら単純ですな︵笑︶︒

佐道︑いやいや︑役人になるはずがないところがら︵笑︶︒
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第4回

開催日＝2003年1月14日（火）
開催時刻＝14時00分
終了時刻＝16時00分
開催場所＝財団法人

防衛弘済会1

【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）

伊藤

隆（政策研究大学院大学教授）

佐道明広（政策研究大学院大学助教授）

武田知己（政策研究大学院大学COE特別研究員）
中島信吾（防衛庁防衛研究所戦史部教官）
石田京吾（防衛庁防衛研究所戦史部所員）
記録者：

有限会社ペンハウス矢沢麻里

第4回インタビュー質問項目

方針﹂の改定があります︒日米安保中心主義を唱える同方針を︑

自主防衛を規定するものに変更しようというものです︒これにう
いては当事どのように見ておられましたか︒また︑﹁国防の基本

方針﹂は海原氏が作ったものですが︑海原氏は中曽根氏の﹁国防

の基本方針﹂改正論に対してどのように言っておられましたか︒

6月︑日米安保条約は10年間の固定延長期間が切れ︑自動延長に

別にしても︑自民党内にも固定延長論と自動延長論が分かれてい
ました︒これにつ︑いて先生はどのようにお考えでしたか︒

③文民統制を全うする④非核一一一原則の維持⑤日米安保で補完す

中曽根長官は9月に訪米してレアード国防長官と会談します︒そ
こで日米防衛首脳による定期協議などを提案されるわけですが︑

日米軍基地をほとんど返還させ︑自衛隊がそれに取って代わると

中曽根長官が述べた新しい防衛政策のうち基地問題について︑在
いうものがあります︒これをさらに進めると有事駐留論につなが
る意見ですが︑こういつた考え方については先生はどのようにお
考えでしたか︒また︑在日米軍との間では基地の縮小・返還をめ
ぐる交渉が進められていたわけですが︑中曽根氏が主張するよう
な大幅返還の可能性についてば当事どのようにお考えでしたか︒

このときの中曽根訪米についてとくにご印象に残っていることは
ございますか︒

については当時どのように思っておられましたか︒

る︑という自主防衛五原則を発表するとともに長期の防衛構想を
国会などで明らかにしていきます︒こういつた中曽根氏の考え方

中曽根長官は︑①憲法を遵守し国土防衛に徹する②外交と一体

入ります︒日米安保条約をめぐっては︑安保廃棄を唱える野党は

に就任します︒中曽根氏はそれまでも防衛問題では積極的に発言

官就任については何か言っておられましたか︒

具体的な政策については別にお聞きしますが︑中曽根氏について
はどんな印象を持っておられましたか︒また︑海原氏は中曽根長

をし︑防衛庁長官のポストも望んで就任したといわれています︒

1970年1月︑有田長官に代わって中曽根康弘氏が防衛庁長官

中曽根長官が進めようとした重要な政策の一つに︑﹁国防の基本
2003年1月14日

4
5
6

氏A日本で最初の﹃防衛白書﹄が刊行されます︒ この最初の白

7

書をご覧になった印象はいかがでしたか︒

10

獅Q1日︑．中曽根長官は自民党の国防部会および安全保障調査会の

8

億円で三次防︵2兆2400億﹀の約2・2倍︑ベースアップも含め

合同部会に出席し︑四次防の概要を説明しました︒総経費5兆2千

10

た経費は5兆8千億でGNPの約1％となるわけですが︑︑この概要
を土台に翌年4月の四次防原案が作成されていきます︒この最初の

103

1

2
3

﹁四次防概要﹂については︑先生はどのように見ておられたのでしょ

N2月︑政府は四次防の年度内策定を断念し︑とりあえず﹁大

Q︶．

綱﹂を先に決定することとします︒結局︑三次防とほとんど同じ

殺するという事件が起こります︒内外に大きな衝撃を与えた事件
でしたが︑この事件について先生はどのようなご印象でしょうか︒

四次防原案発表後︑大蔵省は巨額の経費を批判し︑国防会議では
細かな事項に及んで検討作業に入っています︒国防会議における
四次防原案の検討状況についてお聞かせください︒

N7月および8月︑二度にわたるニクソンショックがあります︒
とくに8月のドル防衛策は︑日本の経済にも大きな影響を及ぼす
ものと考えられ︑10月︑西村防衛庁長官は四次防原案の再検討に
入るよう指示したと新聞は伝えています︒一一クソンショックが四
次防審議に与えた影響についてお願いします︒︑

氏A衆議院本会議で非核三原則が可決されました︒以後︑同原
則は日本の重要な方針になっていきますが︑国会での議決等につ
いて当時どのようなご印象でしたか︒

にもどられたころのお話からうかがいたいと思います︒

※今回は以上の点についてお願いします︒次回は︑先生が防衛庁

いてはどのように見ておられたのでしょうか︒

同じ時期︑四次防予算の先取り問題をめぐって︑野党からシビリ
アン・コントロール違反という批判が出されます︒この問題につ

15

願いします︒

内容の大綱が策定されるわけですが︑この﹁連の経緯についてお

うか︒また︑翌年4月の原案についてはいかがですか︒

14
72

四次防の策定にあたり︑防衛力整備の考え方について中曽根長官
を海原氏が批判し︑中曽根氏も海原氏を﹁国防会議事務局長はお
旧くみ的存在﹂などと批判します︒国防会議の中におられて︑長
官と局長の対立をどのように見ておられましたか︒

獅Q5日︑三島由紀夫らが陸上自衛隊東部方面総監部に乱入し︑自

10
11

11
12
71

13
11
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第一線へ行っては煎餅をかじりながら車座になって一般隊員と懇

夏目

伊藤

多少あったと思います︒それで中曽根さんは︑着任早々に︑

やはり周辺もそうですが︒

いました︒

伊藤

談したり︑そういうことに非常に意を尽くした初めての人ではな

■中曽根長官の印象
ょうもその時代のお話を伺いたいと思います︒きょうは︑一九七

希望してなったというところもあるのかもしれませんが︑中曽根

衛問題についてはそれまでもいろいろ発言しているし︑ご自分で

ろから話が始まります︒中曽根さんというのは積極的な人で︑防

夏目

伊藤

海原さんだって︑最初はそんなに悪い印象は持っていなか

海原さんなんかはどうでしたか︒

よがったと思います︒

いですか︒そういう意味では隊員からも当初は非常に期待され︑

この前は国防会議事務局の時代のお話でしたけれども︑き

〇年一月に中曽根︵康弘︶さんが防衛庁長官になったというとこ

さんの就任というのは︑先生ご自身︑あるいはその周辺でどうい

が︑仲がいいけれども︑︑あんまり寄り添うとお互いに傷つけあう︒

・つたと思います︒だんだん付き合っているとやはり︑ハリネズミ

夏目

離れると寒い︒そこで適当な距離でもって安定を保ったという寓

うふうに受け止められていたのでしょうか︒

人間ではないので多少間接的になります︒でもやはり︑当時︑中

話があるけれども︑両方ともなかなか論客ですからだんだん合わ

私自身は国防会議ですから︑直接の部下というか防衛庁の

曽根長官というのは非常に論旨明快というか︑とにかく語尾はは

やはり先輩・後輩という問題でしょう︒

では私は知りませんけれども︒

なくなってきた︒︑あるいは︑警察のときに何かあったか︒そこま
伊藤

つぎりしでいるし︑いうことはハキハキしていますし︑青年将校
みたいに颯爽として見てくれもなかなか格好いいですし︑そうい

の実績はないわけですから︒そういう意味で︑多少︑海原さんの

海原さんのほうが先輩ですから噂それで︑警察の官僚とし

ほうが自信というか︑うぬぼれというか︑俺のほうが⁝⁝という

夏目

気持ちはあるいはあったかもしれません︒それがその後出てくる

うことがあったのが一つ︒もう一つは︑まだ当時は︑松野︵頼三︶︑

のは事実らしい︒本人からその後何回も聞きました︒私は︑それ

んです︒

ては海原さんのほうがずっと周囲の期待が大きかったのでしょ

は非常に貴重なことと思いました︒国防とか安全保障というのは

当初から批判的ということはない︒

増田︵甲子七︶という何となく地味な︑派手さというものがない︑

国の施策のなかでいちばん大事な分野を占めるものだという認識

佐道

そんなことは記憶にないです︒だけど︑中曽根さんという

人事面でのいろんなことがあった後でもあり︑まだ何となく落ち

をわれわれは持っていましたが︑世間的には何となく日陰者的な

夏目

ですぐ予備学生か何かで行っちゃって︑ほとんど内務官僚として

ものを背負っていたわけですから︑そういうときに︑﹁俺は望ん

のはすぐ最初からいろいろとぶち上げたでしょう︒だからそんな

う︒中曽根さんというのは︑警察にいたとはいえ︑半年かそこら

でなったんだ﹂と︒しかも︑﹁将来の総理たるものは防衛庁の長

に長くもちませんでした︒

つかないものが払拭しきれないような時期に颯爽とあらわれたと

官をやら．んでなるべきではない﹂みたいなことをたしか当時いわ

伊藤

いう印象はありました︒もう一つは︑自ら望んで来たんだという

れたと思うのです︒そういうことに対して非常にうれしいという

ぶち上げたのに対して︑﹁そんなのはできるわけがないだ
か︑中曽根さんというのは期待できるのかなという感じは持って

105

それはありました︒ぶち上げてからはもうだめです︒まず

ろう﹂という︒

夏目

夏目

私も︑自主防衛なんて︑．何が自主防衛なのかわからなかっ

たですね︒みんな口を開けば自主防衛と︒装備の国産も自主防衛

ると︑そんなことできるはずがないのです︒それからもう一つ︑

だとか︑自衛隊が主で︑日米安保が従だとか︑一つひとつ検証す

した︒何が自主防衛だと︒日米安保は従だとか︑いろいろありま

今のとセットなのだけれども︑間接侵略対処だというのも︑当時

﹁自主防衛五原則﹂︑そんなことをいい始めたときからもうだめで

したね︒その一つひとつが海原さんにとってはとんでもない話だ

富士学校に市街地の模型をつくったりしてそういうことをやっ

の治安出動を盛んに勉強した時期があるのです︒陸上自衛隊では

は安保条約が十年間でそろそろ切れるという時期が来て︑自衛隊

この五原則というのはあたりまえのことをいっているよう

という感じでした︒

伊藤
な︒

んはその発言の前後に︑自衛隊の本当の任務は間接侵略対処だと

とになると︑あまり中身はありません︒それが一つと︑中曽根さ

杓子も自主防衛といっていた︒しかし︑自主防衛は何だというこ

主といわれると何となく耳障りがいいものですから︑当時は猫も

保が従だという考え方が基本ですよね︒やはり人間というのは自

夏目

伊藤

要するに安保補完論なんですね︒自衛隊が主であって︑安

日米安保で補完するという︒

かそういうセレモニー的なことはやるのですか︒

わけですけれども︑防衛庁長官がかわられたときに︑顔合わせと

佐道

という印象を持ったのは事実です︒

なんとなく現実と少し離れているな︑ピントがずれてきているな

感覚というか︑中曽根さんのいっていることはいいのだけれども︑

とても自衛隊なんか出る幕ではなくなつちゃった︒その辺の時代

の十年間で極端に強くなって︑各所に機動隊というものができて︑

て︑十年前の安保騒動を二度と起こしてはならないという反省み

いうようなことをいったのです︒同時に︑日米安保は固定延長︑

夏目

五原則自体は確かに︒

十年ぐらい固定することが望ましいみたいなこともいっておら︑れ

もしれませんけれども︑セレモニーみたいなものとしてはなかっ

佐道

るのです︒矛盾というほどではないのだけれども︑日米安保が従

たと思います︒大臣は大臣でもって︑総理とか官房長官のところ

たいなものがあったから自衛隊もその点非常に熱心に勉強したの

だというわりには︑固定で十年ではもってなきゃいかんというの

にやたらに行きます︒この前いったように︑海原さんは総理官邸

五原則そのものはそんなに目新しいことはないようだけれ

もちょっとね︒あの人はわりと論理的でないですからね︒中曽根

に行かないのです︒呼ばれなければ行かないし︑向こうも呼ばな

夏目

さんというのは︑耳障りのいい︑大向うに受けそうな言葉をボー

いから︑結局だんだん疎遠になっているわけですね︒国防会議と

です︒しかし実際にだんだん近づいてくると︑警察の機動隊はそ

ンという人です︒海原さんはそういうのをいちばん嫌う人だった︒

しては非常に何か孤立した状況のなかにいたことは事実です︒ほ

ども︑自主防衛が主で︑日米安保は従だというのは違うんですよ︒

だから︑そういうことをいってからはもう全然相容れない︑水と

かの大臣ならいいのだけれども︑中曽根さんというのは︑ボン．ボ

ン打ち上げて官邸と年じゅうコンタクトしているから余計おもし

海原さんが防衛庁長官のところへあいさつに行っているか

国防会議の事務局長というのは総理の直属でいらっしゃる

油の立場でした︒

伊藤

ろくないという気分もあったかもしれませんね︒

五原則については先生ご自身もそんな感じで受け取られた
わけですか︒
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多分その時期ですよね︒米軍自身も中口米軍の削減というようなこ

マスコミは中曽根さんにかなり注目して発言もとらえてい

いうものを先取りして︑彼は基地大幅削減といテようなことをいっ

佐道
夏目

たのだろうと思います︒そういう意味では︑あの人は非常に先を見

とをいろんな人がいろんなところでいっていたと思うのです︒そう

すか︒ロこもった言い方をしないで︑政治家としては非常に物事

る目というか︑政治家としては必要なのでしょうけれども︑そうい

ましたから︒

をはっきり︒内容の良い悪いは別としてね︒中曽根さんがいった

う先見性というのかな︑パッと先取りすることは上手︒要領がいい

いうことがハキハキしているからわかりやすいじゃないで

のは︑安保の延長というのを見通しながら五原則というのをしゃ

やはり先生などからこら．んになると︑ぶち上げているなと

乏いえば要領がいいかもしれない︒

夏目

当時は︑正直いうと︑ぶち上げているというよりは︑そう

いう感じですか︒

佐道

べられたと思うんです︒

先生は個人的に中曽根さんと接触できたのはつ

このころですか︒

ええ︒

では︑もっとあとの後年︒

から︒政策マターみたいなことを大臣といえどもはっきりいう人

鮮味を感じました︒それまではぞんなことをいう人はいなかった

いヶことをはっきりいう大臣がいるということに対して非常に新

ええ︑中曽根さんが総理になってからです︒

というのは︑松野さんにしても増田さんにしてもいなかったです

このころは全然ないですね︒ほとんどないです︒

もともともないですか︒

よね︒内向きなことはやっていたけれども︑外へ向かって発信で

いうことと関連あるのでしょうけれども︑基地問題ですね︒

伊藤

究所に若泉敬とか︒

夏目

僻藤

ああ︑京都産業大学の︒

防衛庁のなかというより︑学者が好きでしたから︑防衛研

防衛庁のなかにブレーンをつくったのですか︒

もしれませんけれども︒

か︒私はそう思います︒マスコミもあの人だから取り上げたのか

きるような発言というのは中曽根さんが初めてではないでしょう．

ないですねσ防衛庁長官のときは私は国防会議ですから︑

直接大臣室へ出かけることもないし︒

■基地問題について

夏目・基地問題というのは︑中曽根さんは全部返還するみたいなこ

中島

中曽根密使としてその後アメリカに行ったり︑ああいう人

中曽根さんのいったなかで︑自衛隊が主で︑安保が従だと

とをいっていたと思うんです︒それは従だから︒有事駐留につなが

夏目

たちね︒それから桃井真︑あのへんが多分ブレーンだったんじゃ

って⁝⁝︑まあ︑有事駐留とちょっと違うのですけれども︑自衛隊
が全部やるからアメリカは引っ込んでいてくれと︒だからそんなに

その当時︒

ないですか︒

佐道

よく知りませんけれども︑そういう人の意見は聞いたかも

いっぱい要らないよ︑帰ってくれということをいわれたのは事実で
す︒だけど︑それは彼が本当にオリジナルにそう思ったかどうかと

夏目

しれません︒

いうのは疑問なので︑やはり当時の趨勢というものをある程度先を
読む能力があの人にはあったと思います︒先見性というか︒ベトナ

佐道

防衛庁側から︑例えばかつて先生の同僚とか部下であった
ムはそろそろ終局だ︒中国も国連に入る︒国連で認められるような︑
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中島

小説になっていますね︒

す︒彼の話なんかはべた褒めでした︒︑

秘書官をやって︑その後もずっと非常に親しくしていたと思いま

もあり勇ましい男です︒三十二年採用かな︒これが中曽根さんの

う死にましたが︑池田久克意いうのがいて︑これはなかなか能力

夏目

小説というか︑手記か何か本を書いていますね︒﹃長官空

要するに関東地方にある米軍基地を全部返還してどこかへ持って

同声明で沖縄返還から基地の縮小とか︑関東計画というのですか︑

には中曽根さんのいうとおりになってくるんですよ︒ニクソン共

はまだそんな話はないですから︒だけど︑二︑三年かけて結果的

夏目

伊藤

夏目

伊藤

それは具体的になってくればあれですけれども︑そのころ

いやいや︑基地の返還とかそういう問題は︒

ないですね︒それはただの不正規発言ですから︒

国防会議としては何も関与するところではない︒

方からは中曽根さんについてのいろんな話は聞こえてきましたか︒

夏目

いくとか︑そういう話に具体化されていくわけですから︑そうい

貞則さんと中曽根さんが話したことがあるんです︒そのときに山

夏目

伊藤

よかったと思う︒しかし︑そのずっと後あるところで山中

ではまあ︑防衛庁のなかでも非常に評判がよかったんですね︒

場を利用して派手にぶち上げるというのは確かに芸といえば芸な

いたので︑彼だけが考えていたわけではないんです︒ああいう立

ど︑多少︑みんながそっちの方向へ行くそということを感じては

う意味では当たっていたといえば当たっていたのですよね︒だけ

中曽根さんの秘書をやった人を私はよく知っています︒も

をいく﹄とか何とか︒

中さんが︑﹁おい中曽根︑おまえは防衛庁長官のなかでいちばん

伊藤

のでしょうね︒

それはだいぶあとの話ですか︒

何かやったかというと︑そういうわけでもないのでしょう︒

評判が悪かったぞ︒俺が二番目らしいけど﹂といったんです︒
伊藤

それはずっとあとの話︒でもまあ︑当時どちらかといえば

事柄を多少推進はしたのでしょうけれども︑具体的に彼が

夏目

夏目

それまでは防衛庁長官になられても防衛問題の﹁ぼ﹂の字．

そういうわけでもないと思います︒

よかったんじゃないですか︒海原さんにはあまりょくなかったけ

■﹁国防の基本方針﹂改定

まあ︑殿三二既といいますから︑誉める人あれば︑けなす

佐道

れどもね．．

伊藤

人もあるということでしょう︒

もわからないような方々がずいぶんいらっしゃったと思うのです

それはそうでしょうね︒ただまあ︑今までにない新鮮味の

夏目

夏目

けれども︑それに比べれば中曽根さんは︒

伊藤

した︒とにかくこういうことをぶち上げるだけでも︑そういうこ

ある人だという受けとめ方が多かったと思いますよ︒
ていきますよね︒．

とを考えるだけでも私はある意味で政治家の素質だと思う︒その

非常に熱心だし︑勉強家でしたし︑あらゆる意味で貧欲で

夏目 これも︑沖縄返還とか︑ベトナムとか︑SALTみたいな

あとまたすぐ︑今度は国防の基本方針を改正するなんて言い出す

確かに基地の問題は︑縮小して︑そのあとを自衛隊が埋め

協定もできて︑だんだん世の中は何となく極端な対立ではない時

・後︑また二十年もだれも考えないんです︒戦後︑自衛隊の五十年

のですから︒そんなことを今までの人は考えたこともない︒その
そういうものを確実に読み取ったのでしょう︒アメリカの国防省

近くある歴史のなかで国防の基本方針を変えようといったのは唯

期に一時行った時期があるんですよね︒そういう時期だったから
の人間も何人かそんなことをいっている人がいましたよね︒
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一中曽根さんだけですね︒

佐道

国防の基本方針改定と中曽根さんが言い出して︑言い出し

︐

そういうことに対してはなかなか素直にみんながうんといわない

たことで同調しようとした入というのは︒

ですね︒防衛庁のなかはあったかもしれません︒だけど︑政治ど

この﹁変えよう﹂というのが大問題になったわけですね︒

それは不可能だと思った︒

か国会とか全体を見たときにやはり︑﹁とんでもないこ乏を言い

伊藤

夏目
不可能ですか︒

夏目︑いたと思いますよ︒だけど︑中曽根さんに欠けているとこ

佐道

中曽根さんの考えていっていることは私は間違っていると

出すじゃないか﹂︑﹁跳ね上がっているんじゃないか﹂みたいな見

なりました︒

夏目

方をする人もけっこういたんだと思います︒だから海原さんの言

夏目

は思わないし︑書いてあることもおかしいとは思わないけれども︑

い分が通ったんだと私は思います︒だから︑中身が良い悪いじゃ

ろは根回しみたいなことは一切しないでボーンとぶち上げること

当時の政治情勢から見て︑なぜ平地に波乱を巻き起こしてまでそ

ないんですよ︒

これは︑先生ご自身はどういうふうにごらんになっていま

んなことを日本政府ができるかと考えたときに︑それはなかなか

﹁俺は聞いてない﹂という︒

伊藤

至難の業だなと思ったのです︒そうしたら案の定︑海原さんが反

伊藤

そう︑それに近いような話﹁ですね︒﹁ちゃんと根回しもし

です︒日本の社会では︑ねたみ︑嫉み︑いろんなものがあって︑

対しましたね︒海原さんが︑﹁とんでもない︒今こんなことをや

夏目

したか︒

るべきではない﹂ということで佐藤総理にたきつけたのです︒佐

ないで何だ﹂と︒このあとの四次防もまた︑それもその問題で
佐道

これは海原さんが佐藤総理にいろいろといってつぶしたと

︵笑︶︒

藤さんも︑﹁やらんですむのならやらんほうがいいや﹂というの
海原さんのいろいろつぶした戦果の一つですね︒

で没になつちゃった︒

伊藤

そうだと私は記憶しています︒

いうことですけれども︒

夏目

海原さんと佐藤さんの仲というのも︑そうあんまり⁝⁝︒

そのころは彼と彼はもう︑お茶くみどころではない︑非常

に悪いですね︒

佐道

よくはないと思います︒政治家として︑こんなややこしい

夏目

中島︑国防の基本方針の改定というのは︑草案ができたとか︑討

夏目

ことを今やって世間を騒がすよりは︑そういう意見があるのなら

︑議を行なったとか︑その段階まではいたらないところで︒

夏目．正式な討議までいたりませんでした︒中曽根長官がそうい

中曽根さんと佐藤総理は仲がよかったのですか︒

やめておこうかという︑事なかれ主義みたいなものが総理の頭の
武田

知りませんね︒

うものをぶち上げた段階で海原さんはすぐリアクションしていま
もうその段階でおわりですか︒

夏目

中をよぎったのではないでしょうか︒わかりませんけれども︒

伊藤

おわりです︒総理が一言で︑﹁やめよう﹂ということをた

すから︒

夏目

じゃあ︑中曽根さんは佐藤総理を説得してからぶち上げれ

こういう問題があって︑﹁よし︑つぶさなきゃいかん﹂と

・

伊藤
佐道

ばよかっだのに︒

しかいわれたのだと思います︒そういう意味では︑僕は海原さん
は依然として︑破壊のエネルギーは︑︵笑︶︒

﹁もやるときはやるんだなと思って感心した︒つぶすことについて
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いうようなことで活動し始められたときの海原さんというのは︑

でまたいろいろ名前をかえてできるのですけれども︑﹁防衛を考
える会﹂というのができて︒

それはまた別の大臣だけどね︒

雰囲気がかわったのですか︒
夏目

中曽根さんのときにもそういう会をつくっておられますよ

意気揚々としていましたよ︒アクションをとったときは知

夏目
佐道
ね︒

りませんけれども︑うまくいったときは︒

中曽根さんのときにそんな会があったかな︒どういう人？

例えばこういうことを国防会議のなかで議論するというよ
夏目

これは︑ソニーの盛田︵昭夫︶さんとか︑もうそのときか

佐道
佐道

うなことはあるのですか︒

夏目

ら猪木︵正道︶さんとかも入っていて︑一応提言みたいなことも

にかく自分の存在感をアピールしょうとしたのかもしれません

したのかもしれませんし︑あるいは︑そんなものできなくてもと

か難しい話であることは間違いないですね︒自分の政治力を過信

国防の基本方針を必然性もなくガラッと変えるというのはなかな

みれば確かに︑当時の社会党が力を持っていた政治情勢のなかで

よ︒いつも﹁聞いてない﹂といヶ話なんですね︒まあ︑いわれて

て見ると日本の官僚というのはそういう意味では姑息なんです

ゃったから︑新聞なんかに出たからつぶしたのでしょうね︒考え

夏目

伊藤

ほとんど個人プレーでした︒それは︑中曽根さんがぶつち

これは海原さんの個人プレーですか︒

かというのは︑防衛力を増強しようとする人達のほか︑学者の一

であれ︑自主ならいいやというわけではない︒自主防衛とか何と

ともと自衛隊というのは違憲だという立場ですから︑どんな名前

会党は自主防衛がいいとか悪いといっているのではないので︑も

夏目

伊藤

夏目

それは私の記憶のなかにないですね︒．

れなのだろうか︒それとも役所としてそういうものを︒

夏目

自主防衛論というのは︑やはり社会党はだめなのですか︒

たみたいですけれども︑それは全然ご記憶にない︒

佐道

自主防衛論がだめというより︑それ以前の問題ですね︒社

出しているのですけれども︒坂田︵道太︶さんのときの前に︒

全然ありませんでした︒国防の基本方針について国防会議で

議論するとか︑そういうことはなかった︒そこまでいかなかった︒

ね︒あの人はパフォーマンスが好きですから︒そこのところはわ

役所として︑広報課が一応窓口となっていろいろやってい

私はそれは知りませんね︒何だろう︑中曽根さん個人のあ

かりません︒

部とか︑自民党のなかとか︑そういう連中が主としていっていた

国防の基本方針をかえて自主防衛を明確にするということ

の一部がいっていたかもしれませんけれども︒

佐道
夏目

伊藤

ことであって︑野党がいっていたのではないと思います︒民社党

突いたり︑文句をいったりするような雰囲気はなかったと私は想

反対しているわけですから︒

を打ち出したときの防衛庁のなかの反応というのは︒

像します︒そういった学者とか何とかの意見を聞いているという

夏目

防衛庁はそんなに︑当時の陣営を見ると︑中曽根総理に楯

ことに対して内心どう思ったかということは別として︑正面きっ

自主防衛をどうのこうのということをいった記憶はないです︒︑

さんのときから安保補完傷みたいな形で国会でもいろいろ出てき

自主防衛ということ自体は︑中曽根さんの前の有田︵喜こ

そんなことを社会党がいうわけではないですね︒社会党が

そうすると安保重視になりまずけれども︑安保にそもそも

て︑﹁それは今やったら大変だ﹂とかいうことをいった形跡は感

佐道
今の学者ということでいうと︑中曽根さんのときに︑あと

じたことがありません︒

佐道
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いうことは︒

ていたわけですよね︒その当時から︑それはできもしないことと
すね︒

伊藤

しっかりと安保で捕まえておいたほうがいいということで

中曽根さんが首相になられてから︑例えば不沈空母発言で

中島

自主防衛は相当長いあいだいわれていましたね︒それこそ

夏目

すとか︑よくロン・ヤス関係ということをいわれて︑どちらかと

いうとアメリカと積極的に協力していこうという姿勢が印象に残

三次防のときの装備の国産化ということをいったときから自主防
︐衛というのは国産化と同義語くらいに使われた言葉ですから︒そ

何かというと︑一人ひとりいうことがはっきりしません︒だけれ

だれも自主防衛に反対するやつはいないです︒自主防衛の中身が

中島

夏目

ぶれたというか︑世の中が変わったのでしょうね︒そう思

やはり︑ぶれたということに︒

若干じゃない︑中曽根さんはいつも大きくずれますよゆ

象を受けるのですが︒

られた時代にいわれていることと若干ずれがあるのかな匙いう印

っているわけなのですけれども︒それと︑中曽根さんが長官であ

ども︑自前で何でもできるとはだれしも思っていないわけです︒

夏目

れは︑対米従属防衛よりは自主防衛という方が聞こえがいいから︑

・だから︑従だ︑主だといったって︑あんまり意味のない議論だっ

的に困ってきている︒世界の警察官たる立場を放棄せざるを得な

も︑アメリカがそもそも︑そのころにベトナムもあって相当経済

けれども︑︑時期的に何時かということははっきりしませんけれど

というのの背景は︑﹁今いったように国内では意味ない議論なのだ

夏目

佐道

よくわからないと同時に︑むしろ安保補完論とか自主防衛

安保補完という議論ですけれども︑これもよくわからない︒

たという︒

佐道

キャッチする能力に長けているのですね︒

で︑そのときの世論だとかマスコミだとかそういう向きを敏感に

ああいうものにしてもかわる︒あの人は風見鶏といわれたくらい

うことが変わるじゃないですか︒小泉総理に対する見方だとか︑

たような気がします︒

いような時期になってくる︒中国は認めなきゃいかん︒そういう

夏目

いますよ︒中曽根さんという人は今でもそうじやないですか︑い

ことになってくると︑﹁日米安保というのは絶対必要なのか︒わ

うまい人ですよね︒乗り切れない︑感じない鈍いのが多いから
佐道

中小派閥から総理にまでなったのですから︒

︵笑︶︒

そうかもしれ．ない︒そういう意味では非常に見事というか︑

中曽根さんが大きくぶれたというより︑流れにうまく乗っ

れわれの血でもつて日本を守らにゃいかんのか﹂と︑アメリカの
国内でそういう議論が出てきたのもこの時期だと思うのです︒だ
から︑沖縄は皆返還する︒もう日本が自分でやったらいいじゃな
いかと︒ドル防衛もみんなそういうところへ入ってくるのでしょ

別として︑そういうものが合体して自主防衛論になっていったか

していい方向ではなかったんだけど︑そこに気づいたかどうかは

いたかもしれません︒だけど︑それは日本の国の進み方として決

というので︑お灸を据えたいという気持ちが結果として海原と結

ろう︑あんまり調子に乗っていると何を言い出すかわからない﹂

げた︒さっきの話の続きだけど︑佐藤総理もちぽっと︑﹁このや

うがよく知っているという意識があって︑そういうものをぶち上

．夏目 それはそうですよ︑多分そうだと思うんです︒だから︑決
して佐藤総理と馬が合ったわけではなくて︑佐藤総理より俺のほ

もしれません︒．私は自主防衛なんて無理だと︑今アメリカを逃す

んだ︒そういうのがあるかもしれませんね︒r政治家の心情はわか

うけれども︒だから︑むしろそういう意見があることに便乗して

べきではないという気持ちのほうが強かったから︒

11

rt

れとまあ︑固定延長よりは自動延長のほうが国内の治まりも︑多

くなってきていましたから自動延長になったのだと思います︒そ

はり︑アメリカの国内がそもそも固定延長という声が非常に小さ

佐道

らないですからね︒

登用したのは佐藤さんなわけですけれども︑佐藤総理大臣ご自身

少の抵抗も少なくてすむということもあったのでしょう︒ただ︑

ちょっと大まかな質問になりまずけれども︑中曽根さんを

は防衛の問題についてどうであったというふうに今思っておられ

われの仕事に響くようなものではないですからね︒

それも国会で議論しているだけであって︑その話はそれほどわれ

夏目

伊藤

ますか︒

ざるをえなかった︒否でも応でも防衛問題に目を向けなければい

ているわけではないでしょう︒

沖縄の問題にしても何にしても︑そういうものにぶつから

けなかったという意味では池田︵隼人︶さんと違うところだと思

夏目

アメリカは相当前から自動延長みたいなことをいっていま

いずれにしても︑安保がなくなるということを前提に考え

うのだけれども︑私は佐藤総理というのは本質的に防衛問題につ
やはり内向きの政治家︒

は大いに盛り上がるのかと思ったら︑六九年でポシャッてしまい

伊藤

したからね︒

伊藤

そうだと思います︒内向きでない総理というのはあまりい

いて見識のある入とは必ずしも思わないです︒

夏目

ましたね︒

この七〇年のときは︑六〇年安保の先入観があって七〇年

ないけどね︒外への発言を重視したのは中曽根さんをもって嗜矢

夏目

全然盛り上がらない︒僕らが国防会議にいても︑二年ぐら

とするんでしょうね︒

いの間は治安出動の勉強をずいぶんしましたよ︒自衛隊が何をす

べきか︑何ができるかということで︒やはり個人的に警察官の職

務権限を持っているわけではないので︑自衛隊が出る以上︑部隊

■日米安保自動延長
伊藤

ての能力を発揮できるものでなければならない︒警察官のお手伝

隊が出ても意味がないとかね︒自衛隊が出動する以上︑軍隊とし

なんかやめて︑自動継続︑一年契約で切っていこうというくらい

近い声が︒アメリカもやめようとはいわないけれども︑固定延長

全体の声としてはなかったと思う︒むしろアメリカに多少それに

すよ︒安保をやめようなんていう意見はごくわずかな声であって︑

夏目

は非常に静かに︒

伊藤

わっちゃったものだからね︒

もあのころは相当熱心に勉強していました︒それがあっけなくお

るべきではないとか︑いろんな議論をしていまして︑陸上自衛隊

て行動できることに自衛隊の出る意味があるんだ︒それ以外は出

いみたいなことはできないよ︒あくまでも実力を持った部隊とし

日米安保がちょうど十年の固定期間をおえて自動延長とい

﹂うことになりますが︑この機会に何かやろうという意見もあった
のでしょうか︒ただ単に自動延長ということではなくて︑何か交

の気持ちがあった︒そういうものの読みみたいなもので︑﹁今ア

静かだったんですよ︒

として︑軍隊としての能力が発揮でぎるような形でなければ自衛

渉するとか︒

メリカがそういっているのなら物怪の幸いだから切れようや︒自

夏目

治安問題の研究ですけれども︑それは国防会議として正式

いや︑日本にあったのは固定延長と自動延長しかないんで

動延長でいこうや﹂という人と︑﹁そうさせない︒固定延長にし

佐道

七〇年になる前に暴発していろいろやつちゃって︑七〇年

ておこうや﹂という人と︑いろいろいたと思うのです︒だけどや
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にそういうことを︒

たじゃないですか︒国賓が来るといったって︑町じゅう機動隊だ

のためには今から勉強しておこうといヶことで︒われわれもあん

ったち︑どうせ国防会議で正規に議論しな者やいがんだろう︒そ

伊藤

伊藤

あのときは警察力が弱かったですからね︒

か︑ぎりぎりまでいったようですけれどもね︒

夏目

そう︑それで急遽機動隊をそれぞれつくったのですよね︒

結構だった︒だけど︑六〇年安保のときは︑出るか出ない

自衛隊が出る必要がなくて結構だと︒

らけでしょう︒ああなると︑とても自衛隊なんか出る幕ではない︒

まり治安出動とか治安行動についての勉強を普段していませんか

夏目

治安の勉強とか研究会をされるときには︑陸上自衛隊に︑

いや︑会議ではなくて勉強会です︒将来そういうことにな

らね︒自衛隊も初めてのことですから︑なかなか難しい問題があ

佐道

夏目

佐道

警察に︑あとは法律関係のとごろとか︒

伊藤

夏目

伊藤

政策もね︒実際に治安出動といったら︑本当に戦争になつ

違いますね︒

警察と自衛隊は全然違うのでしょう︒

の話を聞いていたと思います︒

夏目

佐道

夏目

あるいはそういう話も聞いたかもしれません︒いろんな人

公安調査庁とかそういうところも︒

そうですね︒

陸上自衛隊の方とか︑警察の方とかをお呼びになって︑研

ったので勉強していたのです︒

究会とか勉強会をおやりになったということですね︒

ちゃうじゃない︒

六〇年安保のときに︑旧左翼が主で︑新左翼はたいした武

伊藤

たいにああいう銃撃戦みたいな︒

戦争になるというか︑相当やはり⁝⁝︒一人ひとり説得す

佐道

夏目

夏目

次︶さんなんかが︑これからは間接侵略対処が陸上自衛隊では大

とも考えました︒

装をしていない︒．七〇年安保に近づくにしたがって︑二三山荘み

事だからということで︑治安行動の参考とか︑警察との協定とか︑

伊藤

るわけじゃないしね︒

防衛庁も含めていろんなことをおやりになったりしていまずけれ

市街戦になるじゃないかという想定はありえたのではないですか︒

三菱重工の爆破事件とか︑ああいうのを見ていると︑やはり

も申しあげたように富士の︑今でもどこかハワイか何かで市街戦

まあ︑市街戦というほどではないにしても︑多少︒さっき

夏目

のテ廿の勉強をしているけれども︑あれに類したような模型をつ

六〇年安保がおわったときに︑当時陸幕長だった杉田︵一

ども︑それから以降︑陸上自衛隊と警察とのお互いの協力のあり

夏目

もう︑装甲車や戦車を使って道をふさぐとか︑そういうこ

方とか︑そういうのはあんまり進んでいなかったのですか︒

ども︑しかし七〇年安保が無事におわってからはあまり進んでい

くったりして陸上自衛隊は相当訓練していたはずですよ︒なるべ

一応︑支援協定とかそういうものはできているのですけれ

ないのではないですか︒最近のテロとか何とかはまた別にしまし

ですよね︒日本人相手に出て行くというのは何となくおぞましい

かったんじゃないですかね︒あそこでそんなものがもしあって自

夏目

伊藤

まあ︑当てが外れてがっかりというのはないけれども︑よ

まったく当てが外れたという︒．

く演習場の奥の目立たないところで︵笑︶︒

感じを持っていますから︑どうしてもそういうものはおろそかに

衛隊が出たら︑また国民と自衛隊の問は距離ができちゃうしね︒

てね︒それはどうしてかというと︑自衛隊の心底には︑俺たちは
︑直接侵略に対処するのが本来の仕事だという意識がやはりあるの

なる︒−それと︑もう四十年過ぎてからは機動隊が町にあふれてい
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■中曽根・レアード会談

伊藤

まあ︑中曽根さんはいろんなところでいろんな話をしてい

佐道

中曽根さんはとにかく臨機応変︑いつも派手にぶち上げる

そうなんですよね︒このときだけではないですから︒

るからね︒

伊藤
夏目

中曽根長官の訪米︑向こうのレアード国防長官との会談と

いうようなことは記憶にございますか︒

こ︑とはなかなかのものでしたね︒そういう実行を伴わないで派手

中曽根長官が訪米してレアードと︑というのは私は記憶に

海原さんは何もぶち上げないめですか︒

夏目

伊藤

べつに具体的な中身があるわけでもないし︒これは閣議

薄いんです︒で︑今いったようなことを書いてあるだけで

何だ︑こりやあ︵笑︶︒確かに薄いものですし︒

うん︑﹁何だ︑こりやあ﹂と思った︒

初めてこれが出たなという︒

中身自体が印象に残っていないということですか︒

つくったのは知っていますよ︒

え︑ないんですか︒

﹃防衛白書﹄というのも記憶にないんです︒

■最初の﹃防衛自書﹄

ぶち上げないです︒絶対にぶち上げない︒

に打ち上げることに対してもっともいやがるのは海原タイプなん

むしろそちらのほうが当時の印象にちょっとあります︒

夏目

ないのだけれども︑むしろレアードと会ったのは︑二代くらいあ

夏目
これは定期協議になったのですか︒

壊すのに忙しいので︑なかなか︒

です︒

伊藤
まだなっていない︒

定期協議にしょうよということをいったのでしょう︒

佐道

との増原︵恵吉︶さんとレアードが会っているのですよね︒

佐道 レアードさんがその翌年に来られて︑中曽根さんと増原さ
−んが交代する時期だったので増原さんと会われたと思うのですけ

佐道

なっていないんですよ︒多分︑中曽根さんが訪米してこん

れども︒

夏目

なことを提案したかどうか︑まあ︑個人的に話したかもしれない
けれども︑そのあとずっとまだ当分定期協議にならないはずです
伊藤

翌年は確かに増原さんとレアードで日本の装備の改善要求

からね︒多分︑これもまたどこかで一発ぶち上げたのでしょうな︒

夏目

みたいなことを向こうからいわれているのです︒日本の装備品は

しょ・つ︒

決定か何かしているのかな︒

話題性だね︒

ゃないかみたいなことも︒それはむしろ中曽根さんではなくて増

じゃあ︑あまりちゃんと読まれなかったのかなあ︒

白書だから閣議決定でしょう︒

伊藤

読まれなかったんではないかな︒

伊藤

夏目

周りの方もやはり同じような感じですか︒

原さんだという記憶があるけどね︒それは調べていただければわ

ということでやるんだということを結構おっしゃって話題になっ

佐道

白書の話なんかした記憶ないもの︒今でもそうなんですよ︒

あまり問題にならなかったね︒最初の白書だというだけの

ているのですけれども︒そのときにたしかヘリ空母の話も出たり︒

佐道

またヘリ空母が出ている？

夏目

夏目

夏目

ええ︑まあ︑それはまた後の話︒

このときに海外で記者会見をされて︑四次防は中曽根構想

佐道

かります︒中曽根さんの訪米というのはあまり記憶にないです︒

古くてあんまり役に立たない︒防衛産業も育成しないといかんじ

夏佐夏伊佐夏佐夏
目道目藤道目鼻目

f14

㊥・2・・3年1月14日

佐道

あ︑そうですが︒

その程度です︒あとは変わりばえがない︒厚くなるしね︒

多分今年のやつにはティモールへ行ったとか︑新しいことといえば

あんなおもちゃみたいなもの︒

今はCDIROMもついて︑だいぶ便利になりましたけれ

今でもそうなんでいうとしかられちゃうから︑黙っていて
ども︒

佐道

夏目
．︵笑︶︒

それこそ海原さんは︑毎回白書が出るたびに︑うそが書い

伊藤 ︵笑︶︑そうですが︒

佐道
うそが書いてあるということはないけれども︒まあ要する

てあるといって批判をして︒

夏目
に︑海原さんにいわせれば計画がみんなうそだからね︒それほど
ではないけれども︑あれを毎年書くのはしんどいですね︒かわり
映えしないから︒それを︑衣装だけをかえて変わったような格好
にしないと意味ないし︒

おもちゃですか︵笑︶︒

私が書いたのは三回目か四回目の﹃防衛白書﹄︒
防衛庁に戻ってから︒

じゃあ︑坂田さんのときの︒

いや︑それは私の前の人で︑それが二回目で︑ 私が三回目
だと思う︒

伊藤自分で書くときはどんな感じですか︒

やはり国民と防衛庁︑自衛隊の距離を縮めようというお気

中島

夏目

だから︑それを何とか読ませようと．．国際情勢だの︑国防

持ちが最初にあったということでしょうか︒

まあ︑読まないでしょうね︒

っと余談だけど︑私がつくったときは﹁防衛計画の大綱﹂という

いろいろな段階でのチェックでズタズタにされるんですよ︒ちょ

の基本方針から︑三次防の中身とかを書いたってだれも読まない

武田

せいぜい新聞に出たと﹁きの見出しを読むくらいで︑あとは

それはあるでしょうね︒だけど︑正直いうと︑白書なんて

夏目

のができた︒大綱というのは初めてできたのだから︑これは柱に

夏目

ごく一部の研究者とか︑そういう関係者は読むかもしれない︒し

せざるをえない︒それから︑ミグ25というのが日本へ飛んでき．て

だろう︒読むに耐えるものを書こうといって書いたのだけれども︑

かし︑その人だって全部読んでいるとはとても思えない︒私が読

亡命した︒それから︑航空自衛隊ではFXの機種選定がちょうど

今でも大多数の国民は読まないと私は断言できる︒

まないもの︒

一同

ただ︑前年度と何が違ったのかと新聞記者は片言隻句つか

バッハッバッハッハッ︵笑︶︒

らF16というか例の海原さんの好きなT38の後継機種がいいかい

・たけなわだったんですね︒F15がいいか︑F14がいいか︑それか

伊藤

うしたら︑次の年から見事に元へ戻って︑総論︑各論︒でも︑そ

ろいろと議論しているときに︑その三つだけに絞って書いた︒そ

夏目

のときに一つだけ私が新しいことをしたのは︑それまで国際情勢

まえてくるでしょう︒

を変えるというほど変わるべき中身がないんですよね︒それを変え

というのはあったけれども︑国際軍事情勢というのはなかったん

新聞記者的関心はそこなんですよ︒だけど︑毎年毎年中身

たように読ませるというのは非常に苦しい話です︒だからおもしろ

です︒私は︑それはだめだと︒世界の情勢がどうのこうのではな

るのか︒そこのところを説かないと防衛白書にならないのではな

くて︑実際に軍事力がどういうふうに世界では張り巡らされてい

くないんですよ︒アメリカみたいにコロッと︑二か二分の一戦略が
．一か二分の一戦略に変わるとか︑びっくりするような中身があれば
みんないやでも読みます︒だけど︑日本の場合は十年一日のごとく︑
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夏佐伊夏佐夏
目道藤目道目

いかということでね︒マスコミで軍事バカとかいわれましたよ︒
夏目

ども︒これは結局︑そのあと国防会議でもいろいろ議論︒

では︑その回だけちょっと様子が違うわけですね︒

として︑国会かどこかで説明して︑それが新聞に大きく出たので

概要というのは新聞で知りました︒これは防衛庁独自の案

そういう自負心はあるけれども︑読まれたかかどうかわからない︒
伊藤

まずごらんになって第一印象はいかがでしたか︒

すね︒その前に断片的に中曽根さんはあちこちでしゃべってはい
佐道

不可能だと思った︒そんな膨大な金を四次防で使うという

そのときだけ違うんです︒編立ても違うしね︒それから．︑

ってはいけないんだけど︑私の趣味に合わない絵描きでして︑ち

夏目

夏目

ょっとくどくてね︒昔の山本有三がつくった小国民世界文学全集

のは現実的ではないし︑実際的ではないなと思いました︒ここに

るのですけれども︒

の挿絵じゃないが趣味のよくないペン画で︑あんまり出来はよく

も二・二倍と書いてある︒ベースアップを入れると五兆八千億と︑

挿絵を入れたんです︒その絵描きがへたでねえ︵笑︶︒へたとい

なかったですね︒でも︑そういう新機軸を出したつもりなんです︒

ないかな︒船にしても何にしても︒海原さんはすぐこれを見て︑

べらぼうな額ですよね︒このなかにいっぱい大物が入ったんじゃ

元へ戻って同℃下立てです︒﹁国民と自衛隊﹂とかね︒で

伊藤それからあとはまた元へ戻って︑ずっと今日まで︒
夏目

だいぶぼやかしたんですけれども︑それでもやっぱり︒私が悪い

としても︑防衛白書でことさら追認することはないだろう﹂と︒

ものだから︑いまだに制服自衛官から︑﹁大綱は仕方がなかった

て久保さんの発想に近い大綱ができた︒それをつぶさに解説した

にならないということは役人なら百も承知なはずなのにこういう

綿密な調整をすべきですよ︒そうじやないと案として現実のもの

の調整もしないで︒国防会議はまあいいとして︑大蔵省ともっと

れよりもっと︑なぜ防衛庁は自分たちの案だけで︑ほかの各省と

猛暑対しました︒私もこれは無理だと思った︒それと同時に︑そ

﹁とんでもない︒こんなもの防衛庁限りのものだ﹂ということで

のではなくて︑大綱がそういうものですから解説する以上そうな

上げ方をするのは︑それは中曽根さんも好きだろうけれども︑周

も︑その防衛計画の大綱というのは波紋を生じたんですよ︒初め

らざるをえないのだけれども︑わざわざ白書にして配ることもな

これが四次防原案になるまでに相当圧縮されていくわけで

辺にいた人が何の注意もしなかったのかなと︑当時は海原さんと
伊藤

いだろうといわれました︒それが四十七年か八年か︒もっとあと
またそのときに伺います︒

すか︒

そういう話をしたことがあります︒

伊藤
そうですね︒

かな︑五十年ぐらいか︒

佐道

夏目ずっと圧縮されてきますよね︒もう︑原案のときにはだい

伊藤

ちょうどこの白書が出た直後ですけれども︑概要というの

四次防のほうに︒

伊藤

うん︑二倍にはなるのですけれども︒だけど︑その後また

でも二倍近い︒

いになっていますね︒一兆円近く減るのですよね︒

ぶ減っていくんじゃないかな︒多分︑最終案では四兆数千億ぐら

佐道

夏目

■四次防概要

がまず十月に出されて︑それを少しまた揉んで翌年の四月に原案

さらに︑四次防はそれすら大幅にできなくて削減しているのです
ね︒

ができるわけです︒この概要の段階でもちろん新聞とかにも出て
いますし︑総経費五兆二千億ということになっていくのですけれ
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夏目

伊藤

いや︑このあとオイルショックだとか何とか︑日本の財政

できないというのは︑作業が︒
夏目

佐道

はい︑もうその段階で︒四次防の概要のときには︑例えば

三次防と近いようなものに︒

かなり従来に近い︒

ども︑原案になるとたくさん出てきたりとか︑いろいろ︒

﹁日米安保﹂という言葉が一回ぐらいしか出てこないのですけれ︑

佐道

節約ですか︒

事情が悪くなったり︒
伊藤

あれは何だろうな︒オイルショックというのはもっとあと

多分そうだと思います︒

夏目

夏目

海原さんが批判するときには︑どういう場で︑どういうふ

かな︒

伊藤

七三年です︒四次防が一応できて︑そのあと結局積み残し

佐道

うにやるのですか︒︑

多分︑官邸へ．行っているのでしょうね︒それと︑このとき

．がずいぶん出てしまうということになるわけですね︒

夏目

には海原さんよりもむしろ各省の反対が多かったと思います︒大
蔵省とか︒

︑伊藤 現実の予算がつかなかったり︒
夏目 積み残しがそのあとですよね︒

伊藤

うん︒

概要のときには来ないのですか︒

来ます︒それは概要ではなくて︑ 概要は来なかったです︒

としての見識でもっていっちゃっているのですよね︒海原さんは

夏目

伊藤

夏目

かっ

だって︑中曽根さんというのそういヶ方でしょう︒政治家

しかし︑全然相談なしにやったのですかね︒

そういうことだど思います︒しかも相談がないから︒

要するに︑これは予算的に現実的ではないということです

佐道

四月の原案になってから︒

概要を説明して︑そのあと国防会議のほうに防衛庁からも

正式に説明がくるわけですね︒

多分︑原案になってからです︒

口を開くごとにそのことをいっていました︒防衛庁だけでできる

伊藤

いや︑この概要のときも︒

原案の段階で海原さんが批判を徹底的にやるわけですか︒

防衛庁のほうから海原さんのところに説得に来たり︑なだめに来

うすると︑長官ご自身はぶつかりあっていますから別としても︑

佐道

はずがないじゃないかということは再三いっていました︒

夏目

概要のときから︒

たり︑そういうことはあまりないのですか︒

i中曽根長官と海原局長の対立

伊藤

多分︑概要のときにいちばん激しく反対したんじゃないで

そのとき防衛庁はだれかな︒

概要が出て︑海原さんが批判を強くなさるわけですね︒そ

夏目

夏目

内海さんが次官です︒防衛局長は十．一月から久保さんがな

ノ

すか︒それで︑よく詰めうということになったはずですよ︒大蔵

佐道

概要のあとでしょう︒．

られます︒

省にも官邸から指示がいったりしてね︒

夏目

概要と原案では本文の文章もだいぶ変わったりしています

概要のできたあとです︒

佐道

佐道

内海さんという人は︑海原さんにいわれたら︑﹁そうかな﹂

し︒

夏目

夏目

しているでしょう︒四次防の原案になるとおもしろくない
文章になっているでしょう︒

lt7

三佐夏天夏
目丁目道目

これは現実的ではないと思って直したんじゃないですかね︒防衛

というだけです︒あんまり反対しない︒久保さんになってから︑

でいろいろおやりになっているかもしれません︒そうしたら︑中

きは次席で海原さんのすぐ下にいらっしゃって︑海原さんは一人

佐道

なかったですね︒このころは海原さんの独壇場ですよ︒われわれ

そのへんだよな︒とても海原さんとけんかできるような人達では

夏目

伊藤

佐道

久保さんの前だと︑宍戸︵基男︶さんとか︑島田さんとか︑

久保さんの前？

防衛局長は⁝⁝︒

厳しい見方をせざるをえませんよね︒このころは︑私もだいぶう

らもそれはわかっているから︑﹁結構ですな﹂とはいえないから︑

ないからきちんと最初から説明に来ないといかんでしょう︒こち

内心おもしろくないと思っていますからね︒けれども︑しょうが

夏目

は先生がおとりまとめになるわけですね︒仕事もやりにくい︒

国防会議の立場といいますか︑例えば先生ご自身はこのと

庁のなかで︒たしかこのときの防衛局長は島田︵豊︶さん？

に相談するなんてものじゃなくて︑﹈人でモグラ叩きみたいにつ

るさいことをいって嫌われたと思いますよ︒

夏目

伊藤
中曽根長官と国防会議事務局長は⁝⁝︒

いっています︒

公に外に向かってもいったのですか︒

どうのこうのいえる立場ではないだろう︒事務局というのはお茶

国防会議とか閣議にはかればいいんだ︒おまえのところで中身を

夏目

伊藤

要するに︑権限はないんだと︒俺が決めたものをそのまま

お茶くみ的存在というのはどういう意味なのですか︒

それはたしかにやりにくいですよ︒やはり防衛庁としては

ぶして歩いた︒

伊藤

そうなるとやはり︑どちらがいい悪いではないんですね︒

夏目

に説明に来るしかないです︒﹁おまえが悪い﹂とか︑﹁おまえが間

そうせざるをえないから︑また下から上げて︑事務的に国防会議

して出せよ﹂と︑こういうのが関の山です︒そうなれば防衛庁も

うするかといったら︑﹁よく政府部内で検討して︑すり合わせを

るわけだから︑われわれが動かなければ国防会議は開けないです︒

のではなくて︑国防会議事務局がお膳立てをして国防会議にはか

はありえないのね︒やはり事務的に通らないと︑防衛庁がはかる

という気持ちです︒だけど︑日本の役所というのはそういうこと

早く上げうというのに上げないのはお貫くみとしては越権行為だ

くみだ︒決めるのは国防会議の議員たる大臣諸侯なのだ︒そこへ

違い﹂とかいわないから︒それは海原さんの作戦勝ちなのでしょ

だから︑海原さんがノーといったら国防会議まで話がいきません︒

﹁海原の野郎︑けしからん﹂と思っても︑総理なり官房長官はど

うね︒

いうのは︑大蔵省の主計官とか外務省の北米課長が外務省の兼任

だこうだとやるのは︑それはできまずけれども︒なぜできるかと

幹事会にすら話がいきません︒参事官会議で実質的な議論をああ

現実に防衛庁長官と海原さんが正面からぶつかっているわ

けですよね︒防衛庁長官が海原さんのことをお堰くみといったり︒

佐道

決して面と向かってぶつかっていないからね︒いつも第三

夏目

官レベルですけれども︒だいたい次官会議というのはいつもそう

参事官だから半分海原さんの部下なわけですよ︒しかしそこでま
やはり事務は停滞するわけですか︒

だけれども︑次官会議のどきには議論が変に交錯しないで︑すん

者を通すとかそういうことであって︑事務が停滞するだけの話で
佐道

防衛庁がそれをやろうといっても受け付けるところがない

とまらないと幹事会にのぼらないでしょう︒幹事会というのは次
夏目

なり決まって上へ上げる︒こういうのが日本の閣議︑次官会議の

すから︒

のだもの︒
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として︑少なくともそういうことですから︑防衛庁としてはがん

てもどうしょうもない︒制度としてそのことがいいか悪いかは別

慣例ですから︑上げようがないです︒防衛庁．でいくら切歯掘腕し

さかったですよ︒

夏目

佐道

ところが︑行くと結構いうんですよ︒内海さんも結構うる

海原さんのあとはなるべく温厚な方をということになる︒

た厄介だぞ︑というのがずっとありましたよ︒

ああ︑そうですが︒

みたいに思ったのでしょうね︒久保さんのときに三輪さんが官邸
へ行って︑﹁やりにくくてしょうがない﹂といったことと同じよ
うなことが︑この時はもっと強力な形であったわけです︒

もう国防会議はなくなってしまいましたが︑いまだかつてこ

■国防会議と防衛庁
佐道

行ってからは︒︑

自分が苦労したから︵笑︶︒
嫁が姑になったんだ︵笑︶︒

多少︑そういうのもあるかもしれないね︒いずれにしても︑

海原さんみたいなことはありませんけれどもね︒ というのは︑ほ

かの省庁からの意見が来るから︒ 国防会議にいるのは防衛庁だけ

れほど国防会議と防衛庁がぶつかったのはこのときだけですよね︒

夏目

ではないから︑ 大蔵省の人とか外務省の人とかいろんな人がいる

お互いに利用しているところがあるしね︒

分でいわないでそちらにいわせることは幾らでもありますから︒

分をいちいち聞いていたら官邸はもたないですからね︒官邸は自

夏目

伊藤

佐道

防衛庁の中はトップダウンではいかないのですね︒

それはないはずがないですよ︒というのは︑．防衛庁の言い

紳士的の反対は何だろう︵笑︶︒

紳士的︵笑︶︒

伊藤

夏目

佐道

あんまりやりすぎると︑今度は戻れない︵笑︶︒

そう︑やはりいる以上ね︒

国防会議の存在感が︒

ですからね︒

夏目

それはまあ︑そんな海原さんみたいに背水の陣というわけ

のもやむをえないなと感じていらっしゃったのですか︒

ったということを考えると︑海原さんがいろいろ反対されている

その後はあんまり知らんけど︑ぶつかったという話はしな

いしね︒多少はあるんじゃないですか︒湾岸戦争のときにしても

ずれができます︒ そういうことも代弁しなきゃいかんから︑そう

その人たちの意見を聞きながらやると︑どうしてもどこか

匪何にしてもあると思いますよ︒ただそれは︑海原さんのときの︑
ああいうだれが見てもわかるような形でやらないだけで︑もっと

何もかも防衛庁の言いなりにはなれないです︒

から︑

上品に紳士的にやっているからね︒

伊藤

防衛庁の中はいきます︒

夏目

さきほどからの︑ほかのところに相談をあまりせずにつく

夏目

国防会議だからか︒

にはいかないね︒

佐道

伊藤

国防会議というのは独立官庁なんです︒総理大臣直轄だか

夏目

いや︑ないですよ︒四次防のあとに文民統制のあり方とい

いんじゃないか﹂という声はありましたか︒

は︑﹁国防会議の事務局の権限をもうちょっと見直したほうがい

この紛糾があってから︑中曽根長官なり防衛庁のほうから

まあ︑そう思いました︒それと︑多少こちらも気持ちいい

夏目

中島

厄介だった︒だから︑あそこへ変な人を持っていったらま

防衛庁にしてみれば︑ずいぶん厄介な組⁝織を持ったもので

ら︑防衛庁長官の指揮監督は全然受けないから︒
伊藤
すね︒

夏目

t19
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伊藤

ない︒人事権もないし︑何もないですからね︒それと︑官

防衛庁が国防会議を云々できるわけがないでしょう︒
夏目

そうですね︒

になりますね︒

伊藤

四次防の原案で国防会議に上げられるときに︑添え書きで︑

のも︑久保さんはめつたに来なかったです︒もちろん制服の方は

夏目
佐道

うので国防会議の中身をいじくるというのはあったけれども︑そ

邸も正直いうと海原さんをうまく使ったというところがあると思．

長官が非常に熱心にやっているので︑なるべくこの原案を尊重し

いっぱい来ましたし︑課長とか審議官とかは年じゅう来ていまし

いますよ︒やはり当時の政治情勢から見て︑あまり過激な変化と

てこ討議いただきたいと防衛庁側からの文章で入っているのです

れとは話はまた別で︑むしろ国防会議を強化しようという話です

いうのは望まないというのがどこかにあるから︑﹁海原が反対し

けれども︑ご記憶ありますか︒r

たけれども︑局長はあまりお見えになりませんでした︒

ているのなら物怪の幸い︑あいつにやらせておけ﹂と︑そんな極

ないな︒そんな文章がついているの？

からね︒

端ではないにしても︑そういう気持ちがあったかもしれません︒

夏目

正式といいますか︑これは海原さんが持っておられた文書

そんなところで正面衝突になったら収拾がやっかいなこと

中曽根さんにちょっと手を焼いているというのと両方あって︒

佐道

夏目

れども︒

佐道

夏目

手紙とは違って︑原案にちゃんとくっついているのですけ

それはだれかが手紙を書いたんだな︑内海さんか何かが︒︑

正式な文書に？

佐道

のなかにあったのですけれども︒

れども︑久保さんまではほとんど海原さんに敵う人はいなかった

記憶にないな︒

防衛庁から国防会議に転出されたとはいえ︑防衛問題での

海原さんの権威というのは相当なものだったと︒

しね︒久保さんは海原さんに対して多少遠慮みたいなものがあり

夏目

それはやはりね︒というのは︑久保さんという人がいたけ

ますからね︒海原さんと久保さんが私の目の前で議論したのは見

ムの側はどのレベルの方が説明に来られるのですか︒

海原さんがとつちゃったんじゃないですか︒

二人で︑対談で本をおつくりになっていますよね︒

けれども︑各幕の防衛部長さんとか︑課長︑班長︒

夏目

それは個々の問題について︒

武田

佐道

そんなのがある？

伊藤

もちろんそうです︒陸上良衛隊の編成事項なら編成事項につ

たことがないもの︒両方ともしないものね︒どちらが避けている

夏目

ええ︑対談で﹃現実の防衛論議﹄という本をつくっている

夏目

風防会議へ説明に防衛庁サイドが来るときに︑ユニフォー

のがあるのですけれども︒

佐道

知らないな︒

いて︒あるいは︑海上自衛隊のミサイル護衛艦ならミサイル護衛艦

中島

夏目

そうですが︒いや︑それはもちろん久保さんのぼうが遠慮

のかわかりませんけれども︒

佐道

についてとか︑DDHについてとか︑話によっていちばん向き向き

大変ですよ︒ご苦労さんに何回も︑毎日毎日ですからね︒

の人を連れて︒一回来るときには︑五︑六人は最小限来ていました︒

それはその話の流れにおいて︑幕僚長はお見えにならない

されて︒

夏目

伊藤

いるでしょう︒それは︑何回も上司になっている人と︒た
だ︑海原さんが出てから久保さんは元気よくなるけどね︒だけど︑

それは海原さんが対応されるのですか︒

やはり遠慮があったと思います︒だから︑国防会議に説明に来る
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夏目

とか︑そういうことはいわれないです︒海上交通の保護なら︑

れているのかという裏づけは求めまずけれども︑﹁これはやめろ﹂

海原さんはほとんど出ません︒私どもの説明を聞くだけで

す︒それで︑いいとか悪いとかいうだけです︒いい加減な説明を

官の問題をどうするかとか︑すごく細かなことについて海原さん

に︑例えば限定された小規模な局地戦に対処するとか︑予備自衛

佐道

んですか︒

中島

うことは微に入り細に入っていいますよ︒

やる気だ︒どこまで守る気だ︒どうやって守るんだ﹂と︑そうい

﹁海上交通の保護ど書いてあるけれども何をやる気だ︒どこまで

が防衛庁側にいろいろ突っ込まれて︑ここはきちんと詰めてない

夏目

すればこちらまで怒鳴られる︒

じゃないかとか︑できることを書いてあるだけでこんなのは作文

えないです︒部長は︑そのあとはだれだろう︒忘れちゃつたなあ︒

−

中村悌次さんはあんまり見えませんよ︒幕僚長は直接は見

当時の名簿を見ればだれが来たかわかるんだけど︒

四次防の原案が出たあとの国防会議での議論の記録のなか

だとかといって追求している記録があるのですれども︑それはど

陸幕は鈴木敏通さんとかね︒

当時︑海上自衛隊から説明に来られていたのは中村悌次さ

ういう場で出てこられるのですか︒

夏目

そういうのは夏目さんが対応するのですか︒

それは多分たまに止る国防会議の勉強会でしょうね︒﹁き

夏目

伊藤

催者みたいにならざるをえないです︒

ょうは俺も聞くそ﹂というときが何回かありましたから︒普段は

審議が始まったら︑ほぼ連日ですか︒

そうですね︒会議のときは︑︑海原さんがいなければ私が主

それは問題によってですか︒

佐道

夏目

伊藤

問題によってでしょうね︒自分が関心を持ったり︑自分の

連日やっていた記憶があります︒毎日毎日︑午後一時くら

出ませんけれども︒

夏目

夏目

いからずっとやった記憶があります︒

予定がなければ出たのかもしれませんけれども︑五回に一遍くら
いは出ていたかもしれません︒

夏目

それは海原さんに限らず︑先生のところでも︑文言のあり

も︑相当細かな議論をし︑質問状も出し︑こんな厚い︵高さ五セ

佐道

ンチくらいの︶質問状を出したこともありますからね︒そうする

かなり細かい文言までいろいろ議論する︒

飾り文句なんかは取れということですか︒

と︑今度はそれに対する答えを持ってくるわけです︒

佐道

伊藤
そう︒

もっと分厚いやつですか︵笑︶︒

方から始まって︑算定の仕方とかそういうことまで全部やるわけ

夏目

四次防の場合は︑とにかく枠全体が大きいという批判を受

伊藤

なりますなあ︒

海原さんはそういう人です︒一言隻句といえどもおろそか

けたということなのですが︑そのなかでもとりわけこの項目はま﹂

夏目

それをまた読むだけでも大変ですね︒

夏目

ずいのではないかとか︑特に批判の的になった項目はご記憶あり

佐道

そのころは大変でした︒ただし︑それよりも私が四次防で

ですか︒

ますでしょうか︒︑

中島

そんなのはあまりないと思います︒

夏目

にしないです︒飾り文句とかそういうのは嫌いますから︒

夏目

というよりも︑枠全体の︒

どこまでどういう議論をしたか具体的に覚えはないけれど

中島

枠全体とか︑それを実際にするためにどういう措置がとら

いちばん記憶にあるのは︑まあ︑四次防以前の問題でしょうが︑
夏目

12t

年度予算の中味がいわゆる先取りで問題になるんですよね︒海原

いっておくべきだと思うのです︒当然なんですけれどもね︒国防

夏目

はまたそれから半年くらいずれ込んだ原因になるのです︒そのと

四次防も大きくずれ込んで︑結局大綱だけ先に決めて︑主要項目

会議の議を経ずに予算要求しちゃった︒大もめにもめて︑結局は

あったど思うのですけれども︑それが予算に入っちゃつて︑国防

ね︒多分あのときに捕まったのは︑FST2か何か︑二つぐらい

たら必ずつかまりますよ﹂といったら︑案の定捕まったんですよ

ですか︒久保さんのほうから︑防衛庁は中も今だいぶ困っている

例えば久保さんと先生が連絡をとられた之いうことはなかったの

けれども︑かなり審議でじっくりやっている状況ですけれども︑

佐道

も通らないしね︒

いうところはこうこうだよということをいっておかないと︑とて

会議は無視しても︑少なくとも大蔵省と官邸の官房長官とかそう

あるいは︑大蔵省にはここはこうだということをきちっと

さんに︑﹁これは危ないですよ︒国防会議の諮問を経ないでやっ

き海原さんは︑正直いうと︑そんなものは大したことないだろう

とか︑そういう︒

夏目

伊藤

それは結果的に︑私が︑﹁これはだめですよ﹂といったら︑

海原さんともあろう人が︵笑︶︒

がないです︒局長としては︑あんまりそんなことをいうのは沽券

いていましたけれども︑久保さんがこぼしたのは直接聞いたこと

途中で久保さんが防衛局長で戻ってこられているわけです

と甘く見ていた︒

案の定捕まったのですよね︒べつに国防会議でそれを捕まえたん

にかかわると思ったのではないですか︒それよりちょっと上手に︒

それはないですね︒ほかの人からは苦渋のほどを山ほど聞

じゃないですよ︒海原さんがだいじょうぶだというからそのまま

海原さんと二人並べれば︑久保さんのほうが妥協する人ですから

夏目

通したら︑国会で捕まったので︒

ね︒久保さんは下を叱咤激励して手直しをするように指示してい

海原さんとしては︑中曽根構想をつぶして大きく書きかえ

対に妥協しませんからね︒当時は︑主計局長を交えて年じゅう国

佐道

非常に気分がよかったろうと思います︒

会で集まって鳩首協議をしていましたよ︒多分︑当時の主計局長

たんだと思います︒ま︑苦労はされたと思います︒海原さんは絶

夏目

かなり時間がかかっておくれているというのが当時の新聞

たのですから︑勝利をされたのですね︒

佐道

すね︒相沢︵英之︶主計局次長で︑田代という防衛庁の経理局長

が鳩山︵威一郎︶さんで︑というのは今の鳩山さんの親父さんで

夏目

がいて︑久保さんが防衛局長だと思うのですけれども︑多少︑ト

にも出ていますけれども︑やはりもっとおくれるなという︒

れをボンボン打ち上げちゃうから︑いったんぶち上げたら︑防衛

ーンダウンしたものにしていこうというすり合わせばある程度し

おくれるというか︑本当はもっと早くできるんですよ︒そ

庁だって大臣の立場でそんなにすぐ引っ込められないでしょう︒

たのではないでしょうか︒

佐道

︑■ニクソン・ショック

いろんないきさつを経て違った計画にしていかないと︑大臣の立
場もありますよね︒ずいぶん無駄な時間を過ごしていたと思いま
こが︑なぜ防衛庁の局長とか次官とかがきちんといわなかったの

八月にニクソン・ショックがあって︑七月は中国問題ですけれど

す︒やり方いかんによってはもっと早くできたと思うのです︒そ
かなというのが不思議です︒

も︑八月はドル防衛策ということで︑これは日本の経済︑財政に

ちょうどこの審議がされているさなかに︑七一年の七月︑
大臣に対してですか︒

伊藤
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になるのですけれども︒国防会議で審議をされていても︑これは

長官が原案の再検討に入ったほうがいいと言い出したということ

も大きな影響を与えるという議論が出て︑十月には西村︵直己︶

幅に変わって︒

佐道

なのでね︒十月からだったら絶対に間に合わないものね︒

したあとですからね︒間に合わないことは火を見るよりも明らか

大綱の中身？

そうですよね︒問題は︑四次防の大綱の中身がとにかく大

ニクソン・ショックが影響するなあという︒・

夏目

それはあり弍した︒多分これは西村長官でしょう︒西村長

夏目

四次防の大綱ですね︒最初に中曽根さんがいったような自

三次防の継続みたいになった怯ずです︒

佐道
夏目

国防の基本方針を中心に︑みたいな感じの︒

官というのは海原さんとわりと意思疎通のできる方だから︑そこ
やはりこういう方が来られると雰囲気が変わるのですか︒

佐道

主防衛云々というのはほとんど何もなくて︒

佐道

変わります︒それでもなおかつ先取りになるのですけれど

らへんはざっくばらんに相談していたと思います︒

夏目

さんがそうしちゃったんです︒三次防のときと同じですよ︒

全然進歩のない四次防になっているでしょう︒それは海原

西村さんについてはどういうふうに評価しておられますか︒

伊藤

夏目

佐道

非常に温厚な方だという印象です︒この方が多分︑国連は

もね︒

夏目

夏目﹁海原さんは新しいものに積極的にチャレンジするというの

考え方も同じなのですね︒

田舎の信用組合と︒

はあま町お得意ではないですね︒お得意ではないというか︑好き

をそうとはいえないので︑自衛隊の実態︑今までの進捗度合いか

そうです︒海原さんの回想録によると︑おやめになるとき
西村さんも内務官僚でしょう︒非常に温厚な人でしたよね︒

ら見て︑現実にできるのはこの程度だろうという理屈をつけたの

佐道

もともと海原さんと関係がある︒

だろうと思うのです︒私が思うに︑海原さんは新規なもの︑﹁新し

ではない︒そういう性格もあるのかもしれませんけれども︑それ

あると思います︒

いものに挑戦するという意欲は余りなさそうな方ではありまし

に相談したのが奥様と西村長官だったと︒

警察の時代に︒

た︒そういうのがこういうことへ影響しているのだと思います︒

海原さんは自分で積極的な提案をなさるということはあま
夏目

唯一︑郷土防衛隊ですか︒僕はあれはちょっと異様だなと

できたものを︑三次防と同じだということをいうだけの話で︒

りないわけですね︒

伊藤

多分そうだど思います︒だから︑中曽根さんのときどは違

って非常にいい雰囲気でやったと思います︒だから︑このあとバ
タバタと決まっちゃうんです︒

伊藤

思って︒

■﹁大綱﹂決定
佐道

夏目

翌年の二月には︑年度内には四次防を全体ですることは無

理で︑大綱を先に決めてということに閣議で決まっていくのです

た︒警察予備隊が保安隊なり陸上自衛隊になったわけですからね︒

るのです︒実際ばアメリカがやるんだ︒旧本は日本の国内だけき

自衛隊というのはそもそも陸上自衛隊的な発想から生まれ
けれども︑その前の段階から︑これは年度内に全部決めてしまう

だから︑それはもともとそういうものでようしいのだと思ってい
だって︑西村さんが変えようといったときはもう予算要求

のは無理だという︒

夏目
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局長の初めくらいまではいいけれども︑国防会議事務局長になっ

当時はそんな議論も成り立ったのですね︒それは海原さんが防衛

夏目

伊藤

だけど︑世の中がそう簡単にはいかなくなってきています︒

郷土を防衛する︒

れに本気でのめりこんでいたかというのはわからない︒とにかく

兵力が召集できるとか︑そういケ話をしたけれども︑どこまでそ

それは彼の得意な話なんですよ︒スイスは二十四時間で何十万の

夏目

伊藤

まあね︑何に影響を受けたかわからないけれどもね︒まあ︑

ただ︑日本人のなかに防衛意識がほとんどないものだから︒

いわれていたような気がしますけれども︒

てからはそんなことをいっていられる世の中ではなくなったので

無駄な金を使ってやることはない︒子どもにおもちゃをやるよう

ちんと守っていればいいよと︒

すね︒

なもので︑やればやるほど新しいものを欲しがるんだ︒そうでは

一般世間では︑それこそ国防会議の事務局長になられてか

佐道

佐道

なくて︑日本の国をきちんと守る︒そのためには︑地雷だとか持

をして︑弾がすぐになくなるようなことではいかんと︒身の丈に

ら海原さんはたくさん本をお出しになりますね︒それこそ﹃日本

夏目

合ったようなことをやれという議論は議論としてよくわかるので

久能力とか︑そういうものをきちんと持っていればいいのであっ

です℃あの人はやはり︑防衛局長のときにはそんなものを本にす

すが︒一方で︑﹁現実は︑現実は﹂とおっしゃるわりには︑郷土

列島守備隊論﹄とかいうので今の郷土防衛隊みたいなものをどん

る勇気がなかった︒勇気がないというか︑穏やかではないと思わ

防衛隊というのは非常に非現実的な話ではないかと思えてしまう

て︑外へ出て行って派手にやるようなものは要らないよ︒あとは

れたのでしょうね︒現実に実務を担当する責任者ですから︒そん

のですけれども︒

どん公にされていくわけですけれども︑実態は︑いま先生がおっ

なことをいっても︑自衛隊の動きというのはそうではない方向へ

だから︑だれもうんといわないのです︒

アメリカにやってもらうんだというつもりでした︒

行きつつあるのに強固にそういう自説を主張したって通らない

夏目

弾が一分間で再発でどうのこうのって︑じゃあ︑そういう

しゃったように︑それはちょっともう︒

し︑現役の役人がそういう本を書くのは穏やかな話ではないです

伊藤

議論としてはよくわかるのですよね︒きちんと補給のあれ

から遠慮したのだと思います︒だけど︑国防会議．のときにはもう

後方のことをちゃんとやれといってやらせたのかどうか︒そんな

昔の話なんです︒昔考えていたことを本にされているだけ

破れかぶれなんですよ︒﹁もうあとはないそ︒クビになったらな

夏目

感じで心ないでしょう︒

郷土防衛隊というのは具体的な像が浮かばない︒

を備蓄するというのは相当なものなのですね︒日本じゅうを弾薬

ったでいいや﹂くらいに思っているから︒

伊藤

もともとないんですよ︒要するに︑海上自衛隊のヘリ空母

できないんですよ︒二次防の目標は一ヵ月か︒一ヵ月の弾

夏目

︵笑︶︒

庫にしなければならない︒
一同

だとか︑DDHだとか︑ミサイルだとか︑航空自衛隊が世界で一
流の戦闘機を持つなんていうのはおこがましいよというだけの異

夏目

いや︑本当に︒弾というのは飛んでいけばいいというもの
なのですから︒イメージといったって︑だから警察の機動隊だと

広大な弾薬庫を掘らなければいかん︒機雷は水歯するとか︑調整

ではない︒すぐ使えるためには人家を離れた山の中に地下を含め
スイスの民間防衛にだいぶ影響を受けられたということを

思えばいいんですよ︒

中島
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るのですね︒だから︑海原さんがいうことをやるといったら︑自

の機能を別に持たなければいかんとなると︑膨大な金と手間がい

きな欲求不満があったことが一つ︒世の中が非常に景気がよくな

が大きかったですからね︒そういうことが重なって︑制服には大

って隊員の募集が困難になってきたということもあった︒経済も

するわけにはいかない︒そうなると︑今までのような︑二次防︑

衛隊はほかのことを全部やめてやらなければいかん︒そうしたら︑

それに︑弾というのは何だかんだいうけれどもやはり耐用年数と

三次防︑四次防とだんだん大きくなるような防衛力整備というの

ついていけない︒基地問題というのがあって︑簡単に基地を取得

いうのがあるのですね︒特に新規のミサイルとかそうなると保管

は不可能だろう︒そうすれば︑やはりどこかで枠をはめないとい

自衛隊は何のためにあるのかというと︑弾だけのために︵笑︶︒

の方法も難しいのです︒摂氏何度で保管するとなると︑どこでも

かん︒

年︑十五年とやっても自分たちの望みどおりのものは達成できな

一方︑制服から見ると︑二次防︑三次防︑四次防と︑五年︑十

山積みに置けばいいと・いうものではない︒そうなると︑海原さん

のいうとおりになんかやったら︑日本じゅう弾薬の備蓄だけで金
をくっちゃつて︒

服の方とかは何か新しいことが始まるかもしれないと期待をした

すが︒そうすると︑中曽根さんがいろいろぶち上げたときに︑制

ほとんど三次防の延長上で四次防という形になったということで

佐道

ないものだから．．

えばよくわかるのですけれども︑どうもそう素直にうけとめられ

やりたがるのはげしからんと教訓的におっしゃっているのだと思

とが大事なんだよ︒ぞういうことをやらないで派手なことばかり

ばかり目をやるな︒後方とか︑ロジスティックとか︑そういうこ

の人は非常に象徴的にいわれているのだと思います︒正面装備に

夏目

夏目

伊藤

るし︒

夏目

伊藤

佐道

倍倍ゲームといって︑大まかにいうと︑一次防の倍が二次

実質購買力はそんなに上がっていないということですか︒

なるんですよ︒人件費がどんどん高くなるし︑物価も上が

だけど︑それで金額だけ大きくなるというのは︒

そうですね︒

そんなことが書いてあるだけでしょう︒

のときに新しいものというのは︑三次防と同じベースで調達とか︑

四次防というのは本当に新味のない計画だったと思いますよ︒あ

みたいなものがたまりかけてきたということは事実です︒だから︑

ていくわけです︒四次防のときに今おっしゃったような欲求不満

うものが一緒に鞍って防衛計画の大綱という寒しい発想にかわρ

いという飢餓感というか欲求不満みたいなものがあって︑そうい

人も多いのではないかと思うのですけれども︒それこそ︑新しく

防︑二次防の倍が三次防となっています︒その次の防衛整備計画︑

佐道︑自衛隊は弾薬の備蓄と保管要員ですか︵笑︶︒

またヘリ空母ということがいわれてみたり︑装備でも新しいもの

をつくっても︑その倍︒いちばんわかりやすい例でいえば︑F86

それはちょっと現実的ではないのですけれども︒まあ︑あ

がいろいろ出たり︒そうすると︑相当制服の方のなかでは失望さ

Fをつくったときには何千万の単位だった︒それが航空自衛隊の
夏目

には四億かな︒数字がちょっと違うかもしれないけれども︒アメ

F104をつくったときに一億円です︒それがファントムのとき

結論的には中曽根構想というのはつぶされたわけですね︒

れたというか︑がっかりされた方が︒

次防についてはせめてこの位は何とか達成しようという期待は強

リカでさえ︑戦車というのは十万ドル戦車といって︑ばか高いと

欲求不満みたいなものが残りますね︒だから圧縮された四
かった︒しかもそれにもかかわらず四次防ではできなかったもの
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﹂

いわれていたんです︒今︑91戦車は幾らか知っていますか︒すご
夏目

防衛計画は直結しているのですか︒

壁

防会議の審議を経ていないということで先取りになつちゃうんで

予算要求をして政府案を決定するでしょう︒そうすると国

い金なんですよ︒戦車なんて鉄の塊だと思っているけれども︑︑そ

うではないんです︒装備はハイテク化し異常に高くなる︒しかも

ントロール無視という非難になってきます︒防衛庁は︑それはな

す︒要するに︑長期計画でオーソライズされていないものが予算

だんだんハイテクの塊になってくる︒

いと思ったんですよ︒というのは国防会議に諮るべき主要装備で

大量生産しないから余計コストがかか軌︑どうしても防衛費とい
伊藤

ハイテクの塊になるのと︑少数生産で会社は合わない︒そ

で認められちゃうということは︑国防会議無視︑シビリアン・コ

夏目

はないからということで︒私もちょっと記憶がないんだが︑資料

うのは高くなるんです︒

ういうことと物価の値上がりと合わせていくと︑金は倍つぎ込ん

を見ればわかるのだけれども︑練習機か何かともう一つ︑二つく
かんということなんです︒

でも中身はたいしたものはできないということになってくる︒そ

それは主要防備だということですか︒

らいあったと思いますが︑それが入っていたのですね︒それがい

いかというのは制服の側にも多少あった︒そういうことが大綱に

伊藤

ういうことから︑もう青天井の防衛力整備計画はやめようじゃな
つながってくる一つのきっかけにもなっているのです︒ミサイル

まあ︑そういうこと︒新規装備︒まあ︑今考えるとらちも

ないといえばないのだけれども︑社会党にはいい口実を与えちゃ

夏目

一発撃つだけで大変ですよね︒

なんて︑あの古いサイドワインダーで何千万するんですよ︒
佐道

ったのですね︒だから︑社会党も細かく見ている人がいるんだな

と思って私は感心したところがありますよ︒私でさえ心配したん

だから十分な訓練ができない︒訓練するには何発も撃たな

きゃいかん︒ところが︑何発も撃つ金がない︒それどころか訓練︑

だから︑社会党が見たらすぐいうだろうと思ったら︑案の定︒そ

夏目

空域も十分でない︒ないない尽くしなんですね︒

れで審議はストップしちやうんです︒それで慌てて四次防をつく

しかし︑よくそんなお金がかかるやつを北朝鮮なんかがミ

伊藤

とかというのを一緒に決めたのだと思います︒

るんですよね︒間に合わせて︑同時に︑文民統制強化のための何

大綱と主要装備とを切り離していたわけでしょう︒

サイルをたくさん持っているな︒

夏目

伊藤

それは︑一億人がみんな米の飯を食わないで麦飯一合かな

んかでガツガツすればできますけど︑みんな︑うなぎを食ったり︑

考え方みたいなものだから先取りにならないんです︒主要項目と

大綱はお題目しか書いていないから︑これはいいんです︒

それはうなぎのほうがいいですね︵笑︶︒

いうのは︑整備されるべき装備品の固有名詞が出てくるのですね︒

夏目

武田

やっぱり北朝鮮はそれでみんな飢えて死ぬのかな︒

天丼を食ったりね︵笑︶︒

伊藤

けです︒それで大綱が先に行っちゃつて︑主要装備のほうはおく

○○を何⁝機とか︒だから︑そっちのほうだけストップしちやうわ

それで︑四次防の先取り問題が結局あとでまた出てくると

夏目．まあ︑欲求不満は四次防のときもありました︒︑

佐道

その年の予算請求はどういうことになりますか︒

れて行くわけです︒

伊藤

予算請求が︑多分︑国会が審議ストップで︑数ヵ月ストッ

いうことで︒

伊藤

夏目

先取り問題というのは具体的にどういうことですか︒四次
防が決定されていないのに予算要求すると︒だけど︑予算要求と
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夏目

佐道

夏目

武田

新規のやつですね︒

予算から削除されているはずです︒

四次防の大綱が二月で︑十月が主要項目です︒

七二年でしょう︒翌年になつちゃヶんだな︒

四次防の主要項目ですか︒七二年十月です︒

佐道

よ︒﹁こいつ︑海原の回し者が来た﹂と︑思ったかも知れません︒

だから︑正直いったら確かに居心地はあんまりよくなかったです

やらんと受け流せばいいんだけど︑グサッと受けとめる人だから︒

で︑海原さんに怒鳴られると失語症みたいになつちゃうのね︒ち

う入コまじめな聖人君子みたいな方で︑誠心誠意︑仕事にまじめ

どんな感じですか︒

伊藤

文民統制で問題になったというやつ︒

すよね︒

伊藤

佐道

夏目先生はやはり︑来たやつはスッと︒

プしたんじゃないかな︒そういう記憶がありますね︒ それで急遽︑

夏目・削除じゃなくて凍結かな︒凍結⁝⁝︑なんかそういう記憶

伊藤

まあ︑私はきっと要領がいいほうでしょうね︒あんまり仕

まじめな人で︑最後は防衛研修所の所長でやめた大西とい

があるな︒凍結というのはわけがわからないもので︑それは書い

夏目

夏目

てはあるけれども使えない︒議長か何かの採決で︑凍結解除とい

事でストレスになったり︑ノイローゼになったりすることはない︒

主要装備を決めたのはいつでしたっけ︒

うのがそのあとあるんです︒主要項目が決まってから︒もしあれ

無責任野郎という︒

回し者といわれても︑仕事だったのだからしようがないで

なら︑それはこの次までに調べておきます︒

確かにストレスがたまったからといって︑べつに物事がよ

伊藤

このゴタゴタがあって︑そのあとに先生は防衛庁に戻られ

そうです︑そうです︒

■三島由紀夫の乱入事件

夏目

佐道
戻る前です︒

くなるわけではありませんからね︒

夏目

そういうゴタゴタの問題は︑国防会議は直接かかわってい

るわけですね︒だから戻られる前の︒

伊藤
ない︒

佐道

ちょっと後先になるのですけれども︑四次防をひとまとま

夏目

りで伺おうと思っていたものですから抜かしてしまったのですけ

いや︑国防会議にかかるけれども︑主として矢面に立たさ

れるのは防衛庁です︒

れども︑七〇年十一月に三島由紀夫の乱入事件というのがありま

国会ではですね︒

伊藤

す︒これはご記憶だと思うのですけれども︵どういう印象でいら
一たか︒

三島由紀夫⁝⁝︒

国防会議の事務局はどこに．あるのですか︒
総理府︒

私は赤

っしゃいますか︒聞いたときに︑まずどういうことを思われまし

夏目︑﹁けしからん﹂といわれるのね︒国防会議は︑﹁われわれは

四次防の審議でいろいろと防衛庁に強烈にあたって︑こう

聞いていませんでした﹂といえるから︵笑︶︒

佐道

いう事件があって︑馳そして戻られると︑なかなか防衛庁内は厳し

あったと思いますよ︒しかも︑上に久保さんでしょう︒あ

く︵笑︶︒．

夏目

総理府にあ6のですか︒場所は？

官邸の隣の建物です︒三島由紀夫事件のときには︑
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あ︑そのときはまだか︒防衛庁へ戻ったときは教育課長で︑上司
は︑四次防の説明に来て苦労された審議官が私の上司だった︒

夏伊夏伊夏
目藤目藤目

駐屯地の中でしょう︒びっくりしてね︒私は若いころは三島由紀

てテレビを見ていたら︑﹁エッ﹂と思いました︒しかも自衛隊の

坂溜池の天ぷら屋で天丼を食っていたんです︵笑︶︒天丼を食っ

伊藤

ないことをしてくれたなという自衛隊の健全な常識を私は評価し

ような人もいたらしいですね︒だけど︑一般論として︑とんでも

夏目

だから︑一途に三島ファンみたいな︑彼と結託したりする

夫の作品はきらいではなかったのですけれども︑このころの三島
由紀夫というのは︑クーデターをそそのかしたり︑変に右翼に肩

ですね︒

あれはいったい何であったのかというのがよくわからない

たいくらいの気持ちでした︒

入れしたり︑なんかちょっとおかしな人だなあ︑病的だなあと思

も駐屯地の中でしょう︒私は︑﹁迷惑なことをしてくれたな﹂と・

動をやるのだろうと思っていたんです︒それが自決したと︑しか

それはそうですね︒

たら︑そのほうが⁝⁝︒

普通だと思うよ︒まさか本気で︑﹁よし︑俺もやる﹂なんていっ

隊員がいっぱいいたので失望したというのだけど︑まあ︑それが

クーデターをそそのかしたけれども︑あそこにいた人はだ

いうのが最初の印象でした︒というのは︑このころは三島由紀夫

佐道

ねえ︒

夏目

に対する何となく同調し得ない感じを持っていたから︒何をやら

夏目

まあ︑あの人自身が現実離れした︒

っていたんですよね︒楯の会なんかをつくって変な服装をしたり︒

かしたんだ︒しかも︑そのころテレビやマスコミは︑﹁自衛官が

伊藤

なんか病的ですよね︒まあ︑書いてあることも少しマニア

れも動かなかったのでしょう︒しかも︑せせら笑っているような

それに同調しなかったというのは情けない﹂みたいに書いている

夏目

ついていけないなという印象で︑なんでこんな人がこんな変な運

マスコミもありましたね︒とんでもないと思った︒僕は︑あのと

伊藤

ックではあるけれども︑まともな人ではないなあ︒

んですよ︒あんなのに乗せられて死ぬなんて騒ぐやつは一人もい

うけれども︒

き自衛官がよく冷静に対処七たと思って︑むしろ立派だと思った
なかったということをね︒一部︑自衛隊のなかにもファンはいる

■非核三原則

文学者というのはまともであってもしようがないのでしょ

んですよ︒でも︑あそこにはいなかったんだな︒僕はやはり︑三
島由紀夫というのは過激なナショナリストで︑こういう人と自衛

佐道

そうですね︒三島とは別に︑七一年ですけれども︑いまだ

隊がかかわりを持ってはいけないなという気持ちがあったから︑

けれども︑これがずっといろいろ日本の核政策の縛りにもなって

にいろいろ議論はされますが︑非核三原則というのは衆議院の本

いるわけですが︒沖縄返還の交渉の過程で佐藤さんがいろいろい

自衛隊がそれに巻き込まれないですんで︒もちろん東部方面総監
三島由紀夫と面識はありましたか︒

っていたのがこうやって決議という形になっていくのですけれど

会議で出るのですね︒これは衆議院の本会議で可決されたのです

ないです︒弟さんは知っていたけどね︒外務省に︒

は切られちゃったけど︒

平岡︵千之︶︒

も︑核政策に対する問題とか︑こういうのはどういうふうにお考

非核三原則というのはこのときに初めてではなくて︒

弟さんのほうはまともだったような気がするね︒

夏目

えになっておられましたか︒
いケことで︑ 防衛庁としてはけっこう︒

自衛隊を支持する当時としてはそう多くはない有名な人と

三夏伊夏儒
道目藤目藤
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だけど︑非核三原則というのはその時初めてというわけではなく

アレルギーみたいなものが国内を刺激していたことは事実です︒

本にやって来たり︑ああいうのが入ってくるようになって原子力

いうと︑やはりアメリカの原子力潜水艦のエンタープライズが日

夏目ずいぶん前からいわれているのですね︒このころなぜかと

佐道

でいったほうがいいと思う︒

塗りで︑いまやがんじがらめになっているけれども︑もうどこか

として一度いったのは引っ込めないのですね︒どんどんうその上

うのですね︒大使だとか︒あれは本音だと思うんです︒日本が頑

りさせたほうがいい︒アメリカもちょろちょろそういうことをい

解釈はちょっといただけんと思う︒これはいつの日か早くはっき

夏目

でも︑当時からそういっていたんです︒核持ち込ませずの

て︑前からずっといわれていたことでしょう︒私自身の印象とし

中島

を飲みに料理屋へ行って︑︑酒を持って行って︑そいつを飲まない

ンだと思っている︒当時からそう思っていました︒われわれが酒

ている︒私は︑﹁核持ち込ませず﹂というのは一種のブイクショ

るかというのがだれにも見えてくるのですね︒でも頑固に否定し

が入ってくるようになると︑そういう議論がいかにインチキであ

はごめんだと︒しかし︑アメリカはその後︑原潜なり原子力空母

うんです︒沖縄が返るときには急なしにしょうとか︑もう一切核

なったのかはわからないですが︒当時はそれでよかったんだと思

いか︒だから︑あそこは少しまやかしじゃないか︒どうしてああ

とおかしい︒持ち込ませるのは自由にしなきゃいけないんじゃな

たいに︑﹁信頼して︑ないことを信じている﹂と︑︑これはちょっ

ってくるものをいちいちチェックできるわけもなくて︑外務省み

できっこないじゃないか︒それはなぜかというと︑アメリカが持

ち込むのは含まないと解すべきでしょう︒いい悪いではなくて︑

夏目

佐道

かと︒

あんなにびびつたのでしょうけれども︑正直いったら︑こんなに

伊藤

生け賛にして︵笑︶︒

か前の人間を悪者にすればいいんですよ︒死んだやつを二︑三人

は官分でいったことをくつがえすのは大変だから︒しかし︑何回

いいと︒だけど︑知っているのは外務省でしょうからね︒外務省

夏目

まあ︑そうですね︒

た︑取り消しだと︒

佐道

あのころは内閣がひつくり返るかどうかということ．だから

るなんていうことはないでしょう︒

夏目

確かに︑それはそうですね︒

安っぽくかわる内閣なら︑一つくらいつぶれたって同じじゃない

夏目

だけれども︑今となっては無理ですね︒どこかで大きく事

ええ︑もちろんその前から︒

て︑非核三原則はそのとおりだと理解していましたが︒一つだけ︑

とも政治家サイドのほうが︒

で料理屋の酒を飲んで︑それをまた鞄の中へ入れたまま持って帰

情がかわらないと︒

やはり外務省が認めないということなのでしょうか︒それ

﹁持ち込ませず﹂というのは核配備をいっているので一時的に持

るわけでしょう︒だれかにもらった酒かもしれない︒それと︑核

知らん顔をして忘れるとか︵笑︶︒

外務省でしょうね︒政治家は︑外務省がいうのならそれは

持ち込みはいけないというのと同じだ︒そこで飲んだらいかんけ

伊藤

グアム島でおろしてきて︑また行くときにはどこかで積ん

でいくとか︑よくいうと思ってね︒

やりますよ︑それは︒だって︑もう今は内閣がひつくり返

︵笑︶︑防衛庁だったらできますか︒︑過去の答弁は間違っ

ど︑鞄の中に入っていて︑それを飲み屋へ持ってきたらけしから

夏目
いえいえ︑大変わかりやすい︵笑︶．一

んというのは︑それはいえない︒あんまり卑俗すぎるかな︵笑︶︒
佐道
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夏目

佐道

でも︑私なんかもその後︑米軍との共同防衛のときに米艦

よくああいう言い訳が考えられると思いますね︒

護衛をするかしないかというのがあって︑そんなのあたりまえじ
ゃないかと︒共同対処で戦っていて︑同盟国の軍艦がやられて︑

が大変なんです︒だけどA常識的にあたりまえのことがいえない

それを助けないなんていうことはありえますかと︑それをいうの
というのはどこかいびつなんですね︒早く防衛問題も常識的に︑

伊藤
そう︑まずそこからね︒

憲法の問題から始まっていますから︒
﹂

︵終了︶

建前と本音の乖離がないものにしていくのがいちばん大事だと思

夏目
さて︑そろそろ時間ですね︒

います︒

伊藤
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第5回

開催日：2003年2月18日（火）
開催時刻＝14時00分
終了時刻：16時00分
開催場所＝財団法人

防衛弘済会

【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）

伊re

ｲ（政策研究大学院大学教授）

佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
中島信吾（防衛庁防衛研究所戦史部教官）
石田京吾（防衛庁防衛研究所戦史部所員）
記録者：

有限会社ペンハウス矢沢麻里

第5回インタビュー質問項目

2003年2月18日N9月︑長沼裁判で自衛隊﹁違憲判決﹂が出ます︒直接の主管

5

﹁違憲判決﹂が何か自衛隊に影響したことはありましたか︒

ではありませんが︑この判決にはどのように思われましたか︒

73

N10月防衛課長に就任されます︒防衛政策・行政の要となるポス

6
れる前と戻られてからで︑防衛庁内の雰囲気等何か違いかどはあ

課長になられて久保局長と打ち合わせをされたのでしょうか︒

どはありましたか︒また︑局長は久保卓也氏ですが︑重点政策など︑

りましたか︒

られます︒ほぼ四年ぶりに戻られたわけですが︑国防会議に行か

1972年6月︑防衛庁人事教育局教育課長として防衛庁にもど トです︒課長就任にあたって︑とくに重視されていた問題・事項な

73

すが︑仕事の内容などお聞かせください︒

人事教育局教育課長は自衛隊の教育訓練全般を扱うものと思いま

事前にお聞きになっていましたか︒

氏A米空母ミッドウェーが横須賀に入港し︑同港を母港としま
す︒ミッドウユーの横須賀母港化についての米軍の考え方などは

7
人遅教育局教育課長として先生が特に重視した問題などはありま

などはあったのでしょうか︒74年4月に防衛医科大学校が開校し

すか︒あるいは︑当時教育訓練問題で特に問題になっていたこと

氏A中東戦争を契機に石油危機がきます︒日本経済にとって大
変大きな影響をもたらすわけですが︑同時に財政を圧迫して防衛
予算にも大きく関係します︒実際︑四次防49年度以降の計画につ

いて縮小・修正の方向で防衛庁が検討を始めたど報道されていま

す︵11月20日︑日経︶︒石油ショック勃発について逃防衛庁とし

ヘリコプター搭載護衛艦︑ FST2改支援戦闘機などの目玉装備

て緊急に対応策などを検討されたので．しょうか︒また︑12月には

以前お話されていましたが︑先生ご自身は田中内閣の発足について
どのようなご印象でしたか︒また︑9月には日中国交正常化となり

緯などお願いします︒

らの決定の中心に先生はおられたと思いますが︑一連の決定の経

ります︒日中国交正常化について先生はどう見ておられましたか︒

てきたわけですが︑中国との関係は日米安保体制に大きな影響があ

ますゆ71年7月のニクソン・シ牙ック以来国際関係が大きく変わっ

購入の繰り延べや自衛隊員増員断念などが決まっています︒これ

N7月田中内閣が成立します︒田中氏と海原氏の尉係については

ていますが︑これの準備などにあたられたのでしょうか︒

10

8
11

74

9

N5月︑山中防衛庁長官は衆議院内閣委員会で︑四次防の完全
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1

2
3

4
72

が︑公式表明にいたる経緯などお聞かせください︒

た︒石油ショック以来︑この点は検討されてきたものと思います

達成を事実上断念せざるを得ないことを公式に明らかにしまし
かがでしたか︒

からそれだけ課長である先生の役割が重要になると思いますがい

ています︒防衛問題の専門家が中枢に座っていなかったわけです

N3月︑坂田長官は新防衛力整備計画の基本構想検討のため︑私

長期計画方式はとられないことになっていきます︒この点につい

リング方式なども検討されていたわけです．が︑実際四次防以降は︑

画方式をとらず単年度予算を基本としたいと発言します︒長期計
画か単年度主義かは以前から議論されてきたことでもあり︑ロー

ですが︑これについて当時どのようにお考えでしたか︒

を上限とする防衛力整備計画︑防衛計画の大綱が成立していくわけ

うか︒また︑この会での検討結果を土台に﹁平和時の防衛力の限界﹂

的諮問機関﹁防衛を考える会﹂を発足させます︒部会の発足︑メン

N10月︑核積載艦が核を撤去して日本に寄港することはありえ

5月置坂田長官は社会党の上田哲氏の質問に答えるかたちで困日

ないという一フロック米退役海軍少将の証一三口があり日本で大きな反

響をよびました︒国会等でも外務省が主としてこれに対処してい
たわけですが︑防衛庁としてこの問題についてとくに関与された
ことはございますか︒

同年12月︑三木内閣が誕生し︑坂田道太氏が防衛庁長膚に就任し
ました︒坂田氏は文教族で防衛問題とは関係のない方でしたが︑
坂田長官就任について︑また坂田氏についてはどのようなご印象
でしたか︒

N6月︑それまで三年半にわたって防衛局長をしていた久保卓

也氏が施設庁長官になり︑防衛局長には官房長であった丸山昂氏
が就任します︒丸山氏はかつて防衛庁総務課長の経験はあります
がほとんど警察で過ごしてきた方であり︑次官も︑防衛局長の経
験がない︵経理局長・官房長︶大蔵省出身の田代一正氏が就任し

※今回は以上の点についてお願いします︒

ようなお立場だったのでしょうか︒

ます︒防衛庁内には︑その必要性について必ずしも意見が一致し
ていたわけではないようですが︑先生ご自身はこれについてどの

本周辺海域での日米共同防衛計画の必要性に言及し︑のちに三木
首相もそれを了承することで日米防衛協力の問題に発展していき

15

バー︑検討内容などについて先生はどのように関与されたのでしょ

ても先生は中心におられたと思いますがいかがでしょうか︒

同じく5月︑田中首相は衆議院内閣委員会で︑四次防後は長期計

14
74

10
11
74

12

13
74
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この前は︑国防会議から防衛庁教育課の教育課長に戻られ

■防衛庁に戻って
伊藤

夏目

ふえたこともふえたのでしょうね︒それとやはり︑だんだ

ん教育の中身が︑学校教育から部隊訓練というか︑そういうほう

へ比重が移っ．てきましたから︑そんなこともあって多分つくった

んだと思います︒で︑どちらがいいかと考えたんですよね︒運用

衛局に行って︑また久保さんの下じゃあねえ︵笑︶︑しんどいな

るというところまで．来たわけですけれども︒これは四年間でした

あという気持ちが正直いってあったんです︒そのころの人事教育

課というのは防衛局です︒教育課というのは人事教育局です︒防
四年ぐらいです︒．

か︒

夏目

局長というのは高瀬︵忠雄︶さんというやはり警察から来た方だ

けど︑これは温厚というか︑まあ︑人畜無害というか︑目立った

そうですね︒四年間というと︑やはりだいぶ模様が変わっ

ことのないおとなしい人ですからね︒おとなしいといったって個

伊藤

夏目

人的にはいろいろうるさいことがあるけど︑ま︑仕事の面ではな

ていましたか︒

⁝︒普通は二年ぐらいで変わるんですよね︒引き取り手がなかっ
引き取り手がない人が︑あとで上にまで行きますか︵笑︶︒

打算も働きましてね︒

まず四年間もいたというのがそもそも役人の世界では⁝

たんでしょう︑きっと︒

伊藤

いや︑ほんとに︒例によって海原さんの部下で相当やはり︒

いものだから︑多分︑そっちへ行ったほうが楽できるかなという

夏目

伊藤

それはやはり人事だから打算しますよね︑当然︒

自分では気を使ったつもりだけれども︑防衛庁から見た場合には

保さんが防衛局長︑いじめられた人がみんなそういうところにい

うんですよ︒というのは︑たしか島田さんが当時の次官かな︒久

夏目

伊藤

そういう意味ではなかなか返しにくかったこともあると思

走狗か︵笑︶︒

主役だったんですよ︒久保さんがめったにお見えにならないので︑

です︒この人が︑当時防衛局の審議官で国防会議へ来て説明する

しく上司に来た人が︑大西さんという審議官から昇格して来た人

その高瀬さんという人が同じ異動で変わっちゃったんですよ︒新

長になったんです︒そうしたらねえ︑これ︑運が悪いんですねえ︒

ないなど︒海原さんでもう十分だという気持ちで︑それで教育課

どっちがいいか︑久保さんの下で苦労させられたらたまら

ますしね︒私は帰るときに︑﹁四年もたったので︑そろそろ返さ

審議官︑課長が来たんです︒そのトップとして来たのが︑この大

夏目

ないと︒どこがいいか﹂ということを海原さんにいわれて︑防衛

西という審議官なんですよ︒この人がまた海原さんとは肌が合わ

走狗の一員ですからね︒

庁から来ているのは︑運用課長と教育課長とどちらかということ

すが︑彼の仲間で人事院から来た人です︒年はちょっととってい

ないんですね︒ちょうど︑伊藤圭一という人をご存じだと思いま
何をやるところですか︒

るんだけど︒非常に勉強家でまじめな聖人君子みたいな方なので

を考えているらしいという話だったんです︒運用課長というのは︑
伊藤

部隊運用とか︑訓練とか︒要するに︑昔は教育課が持って

当時まだ出来たばかりのころだと思います︒

夏目

すが︑その人を海原さんがこてんばんにやるから︑本当に情けな

ら早く教えてくれというんだよね︵笑︶︒だから︑防衛庁に来た

いような顔をしてね︒その人が同日付けで上司になった︒だった

いたのですけれども︑それに災害派遣とかいろいろ部隊の行動に
業務がふえた︒

135

関すること等︒．

伊藤

e

の子分だとかスパイだとかというのは︑丸山︵昂︶さんという何

夏目

伊藤

現にそういうことをいっている人もいましたからね︒海原

海原のスパイだと︵笑︶︒

開くという雰囲気はなかったですね︵笑︶︒

やつが舞い込んできたぞ﹂というようなことで︑あんまり胸襟を

のは︑全部︑次官からみんなそうなんですから︒﹁とんでもない

ときにはあんまり居心地がいいという感じはしなかった︒という

■教育課長の仕事

夏目

佐道．落下傘か何かで降下してきたという︒

夏目

伊藤

いたと思います︒

きっとそういうふうに見ていた人もいたのでしょうね︒

気があったと思いますよ︒

ね︒ま︑そんなことを考えたことはないですけど︑そういう雰囲

盾はなくなった︑一人で敵地へ放り込まれた︑そういう感じです

話をしましたけれども︑自衛隊の教育全般を掌る︒自衛隊という

教育課長というのは何をする仕事なのですか︒

夏目

のは全体が一種の教育機関ですからね︒新隊員で入ってからいろ

伊藤

そうそう︑だからあんまりいい気持ちではなかったです︒︑

代か前の次官もいわれたんですよ︒そういう目で見られていたこ
そういうのを解消するのにはかなり時間がかかったわけで

とは事実でしょうね︒

伊藤

だけど︑人間というのはそんなにコロンと変わるものではないし︑

んな課程を経て上へ行くわけです︒そのあいだに技術教育や︑幹

これは要するに自衛隊の教育︒いま運用課ができたという

内心そういうものがあると︑お互いになんとなくわかりますよね︒

部候補生の教育やら︑いつばいいろいろありますね︒学校の数も

夏目

別に干されたという気持ちはないけれども︑なんかツーカーとい

二十︑三十ある︒そういうところの教育の総合調整というのでし
ょうか︑陸海空のバランスを見たり︑新しく課程をつくるという

すか︒

う感じがしないで︑向こうも遠慮して︑こっちも何か用事がなけ

いやまあ︑それは仕事の面ではそんな気配は出ませんよ︒

ればなるべく側へ行かないようにしているとか︑そんなことはあ

一つ︒それから︑防衛大学校とか防衛研修所というのがあるんで

ときにはそういうものの審査をしたり︑そういうことをやるのが

難しいですね︒海原さんご自身も︑このすぐあと事務局長

りました︒

佐道

すよね︒これは付属機関みたいな形であったのですけれども︑そ

ﾌ教育も教育課が管理しているのです︒

そうするとやはり︑影響力といいますか︒

夏目

伊藤

いまは研究所になっているのですが︑当時はまだ防衛研修

そうですが︒じゃあ︑防衛研修所は︒

やめるんですけどね︒

をおやめになりますね︒

夏目

それはなくなります︒

二佐くらいかな︑一佐かな︑集めて一年くらい教育するんです︒

所といったので︑ここには︑二つ任務があるんです︒もちろん研

死に黒みたいなもので︑だれも怖がらない︒国防会議の事務局長

それは︑自衛隊としては幹部学校の上位にあたる教育機関です︒

究もしていたのですが︑主たる中身は︑陸海空自衛隊の高級幹部︑

︑
︑
といううっとうしいポ
ストにいるカら︑しようカない
とレうこと︑カ

まあ︑一種の教育機関ですから︑それも当然教育課が︒

まったくなくなるのですか︒

あるけれども︑いなくなつちゃえばどうってことない︒いくらわ

防衛研修所自体をというより︑そこでの教育を︒

伊藤

なくなるというか︑もう現役を退いたら役人はだめです︒

こ、

めいたって痛くも痒くもないわけですから︒ある意味では︑後ろ

落々夏佐
目藤目道
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ちゃんと法律だか政令だかで明記ざれているんです︒そこの中の・

夏目

部候補生学校をおわって新しく少尉．に任官すると︑遠洋航海で行

夏目

伊藤

教育です︒遠洋航海といえども︑あれは教育なんです︒幹

それは教育なんですか︒

教育課のなかに︑﹁防衛研修所に関すること﹂というのが

いろんな細々したことまで全部教育課が面倒をみるといヶ建前に

自衛隊の仕事ですけど︒﹂

くわけです︒それは︑コースとしてはいわゆる必須の課程なんで

佐道

いや︑そうだけど︒

なっている︒防衛大学校もそう︒陸海空はもちろん幕僚監部が全

あそこに戦史部があったでしょう︒

伊藤

要するに︑その他もろもろ︒こんなの教育と関係ないけど

すな︒そういうことがあったし︑南極観測なんていうのも︒

伊藤
うん︑ありました︒

夏目

体の面倒をみるけれども︑それもまた︑いわゆる内局という立場

夏目
あれも︒

ね︒

伊藤南極観測もそうですが︒

伊藤

だから結局︑防衛研修に関することは戦史に関することも教

でバランスをとる等チェックする︒

夏目
ああ︑そうなんですか︒

かね︒

夏目

学校というのはずいぶんたくさんあるんでしょう︒

なぜ事故も教育に入るのですか︒

ないけど︑そういうものが入っていたんです︒航空事故と

伊藤︑いや︑あれは教育じゃないでしょうね︒

伊藤

だから教育だけじゃなくて︑防衛研修所の研究部門や戦史

育課︑国会で質問があるとわれわれが出て行かなければいけない︒

夏目

部門等ちょっと異質なものも抱えていました︒いまはむしろ研修
伊藤

ありますよ︒陸上自衛隊だけで二十くらいあるんじゃない

所というよりも︑研究に比重が大きくなりましたからね︒

夏目

訓練の合間に起こる︒
バッハッハツ︵笑︶︒

それは事故調査ということですか︒

のだけれども︑ それを国会で報告したりいろいろな付随的な事務

事故が起きると︑実際の事故調査は専門家が集まってやる

これは各レベルがあるわけでしょう︒

かな︒

伊藤

がありますから︒ 第一報もうちへ来るしね︒だから︑教育周辺の

かなり幅広いですね︒主なことが列挙されて︒

幹部学校︑幹部候補生学校︑昔の歩兵学校︑騎兵学校とい

伊藤

南極観測とか何とかというのはもともとあったわけじゃ訟

夏目
はい︑術科の︒

夏目

種々雑多なことを︒

伊藤

それをみんな陸海空それぞれ持っていますからね︒そのほ

うふうに︒

夏目

はだれもやる者がないから︑いちばん曝そうな教育課にやらせよ

くて︑あとから自衛隊の任務に追加されたんです︒そういうもの
これは陸海空合わせてのやつですか︒

かに統合幕僚学校というのがあって︑それも見ているわけです︒
伊藤

︑

うじゃないかと決まったのだろうと思うのですけれども︒

暇なんですか︒

合わせて︒陸海空から学生を集めて統合教育みたいなのも

伊藤

そうですが︵笑︶︒

まあ︑ほかの課に比べて多少暇ですね︒
伊藤

・夏目

夏目

しているわけね︒統合部隊の運営はいかにあるべきかということ
一を教えているわけです︒だからまあ︑自衛隊の教育全般です︒そ
のほかに︑海上自衛隊の遠洋航海というのがある︒
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夏佐伊夏盲
目道藤目藤

いて︒そうすると︑だれが指名するわけですか︒

夏目

まあ︑教育全般をみるというと格好いいけれども︑陸海空

の自衛隊の教育というのは︑課程から︑コースのあり方から︑幕

してもといったら局長に聞きたいし︑あんまり課長なんかに質問

夏目
僚監部できちんとみんな勉強されてできていますから︑．いまさら

したくないですよ︒できるだけ偉い人に答えてもらいたいという

いや︑それは相手はみんな大臣に聞きたいし︑大臣がどう

素人が口出しするような分野というのはそんなにないですね︒よ

気持ちがあるけれども︑委員会というのはダブつたり︑質問者に

よつては共産党⁝⁝︒変な話だけど︑当時はやはり共産党という

つぼど目に余ったり変なことをしない限りは︑﹁おっしゃるとお
りでやりましょう﹂ということになるものですから︑そういう意

共産党は所詮水と油で突っぱねてこいというようなもので︑そう

か︑社会党のうるさがただとちょっと気をつけないといかんけど︑

と︑﹁おまえ行ってやってこい﹂という︒政権与党が質問すると

大きな変改を加えようなんていうことはあまりないのです

味では仕事に忙殺されるなんていうことはないです︒

伊藤
か︒

治的に問題がありそうだとかというのはきちんといわなければい

す必要もないし︑また︑素人が玄人に口を出すようなことは︑政

内局のあるべき姿として︑私はそういう細々したところに口を出

う人もいますよ︒何でもかんでもケチつけるやつ︒だけどやはり︑

が必要だ﹂といって︑﹁それは要らない﹂とかね︒まあ︑そうい

隊が︑﹁こういうことで新しい装備を持ってきて︑︐こういう教育

んまり数字はチェックしないです︒このことは趣旨として妥当か

もうかと枠でもってこうや・る二重チェックですから︑教育課はあ

があって馬これは教育学が必要だといっているからそれを盛り込

から︑前年度の教育関係予算がこうで︑今年はこういう新規事業

す︒しかし︑予算自体になると︑経理局もまたあって︑別の立場

夏目

佐道

教育関係の予算はどれ位必要かというのはあがってきま

例えば陸海空の全体の教育関係の予算の配分とか︒

いうことはままありましたよ旧

けませんけれども︑もっぱら技術的な問題については︑内局とい

どうか︑推進すべきかどうかということをいうくらいのことです︒

ありますけど︑それも口出しできませんよ︒だって︑自衛

うか︑そういうところで口を出すべきでないんじゃないかという

佐道

夏目

のが私の考え方です︒

的なことはそこでということでしょうか︒例えばさっきの研修所

出るのですか︒

直接はないけど︑でも出ましたよ︒

もあれば︑会計課もあれば︑それぞれいろんな人がいて一所懸命

夏目

とか︒

さっきの陸海空の各幕僚にも教育があって︑このほか技術

伊藤課長さんは別に国会での答弁にはかかわらないわけですか︒

説明員として︒

やっているわけですから︑そういう意味では部外者なわけです︒

それは直接やるんです︒だけど︑そこの中だって︑総務課

主には局長が答えるわけですね︒説明委員というのはどう

人事なんかばどうなのでしょうか︒

が密度が濃い接触がありました︒防大︑研修所は︒

だけど︑幕僚監部に対するよりはそういう付属機関に対するほう

夏目

佐道

きわめて事務的な事実関係︑数字にまたがるような︑局長
もちょっと頭へ入らないという︒だから︑政策マターみたいなも

から︑課長なんかはあんまり人事は︒

人事は︑相談はありまずけれども実際にはほかでやります
そういう場合はだいたい予測つきますから︑国会へ行って

夏目
伊藤

のは課長がやることはあまりないですね︒

いう場合に出るのですか︒

伊夏伊夏
藤目藤目
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伊藤

夏目

伊藤

教育関係の教官とか︑そういう人事も人事課がやるわけで

人事課もあるんです︒

これ︑人事教育局の中に人事課もあるわけですか︒

いうところはありました︒︑だから︑わりと長くいたわりには︑あ

次から次へとかわっていくから︑俺が出る暇がない︵笑︶︒そう

もね︒その人たちは︑来るとすぐ部隊へ行って見たがるんですよ︒

所とか防大とかの人事については︑こういうふうにしたいと思う

身の話しかしません︒人事は直接はやりません︒ただ︑防衛研修

夏目

伊藤

夏目

伊藤

いや︑計．画はありましたよ︒たしかあれは私が教育課長を

まだつくるという計画も︒

防衛医大はまだそのとき出来ていないから︒

防衛医大は？

部なんかとても見きれたものではないですね︒

まり見ていない︒もちろん肝心なところは行っていますけど︑全

ということはあらかじめ相談には来ます︒﹁よかろう﹂というζ

夏目

すか︒

とになると︑あとはそっちのほうで手続きをするということにな

やめてからできたんじゃないかな︒

そう︑人事課がやるわけです︒だから︑教育課は教育の中

るわけです︒

伊藤

夏目

統幕も統幕事務局というのがあってやっていますからね︒

さっきおっしゃった統幕学校︑これは直接ですよね︒︐

幹部学校というのは陸海空︒

夏目

すか︒

伊藤

夏目

伊藤

佐道

そういうのもやはり教育課長としてかかわっているわけで

準備はしていた︒

ああ︑そうか︒

防衛課長になられてからです︒七四年です︒

各陸海空のそれと︑防大︑防大は別ですよね︒幹部学校は

夏目

いや僕は︑自衛隊もそうですけれども︑戦前から陸海空の

伊藤

伊藤

これは医者の話なものだから︑医者の話として衛生局が防衛医大

別か︒

教育体系というのはなかなかうまくできていみという話ですので︒

を管轄しているんです︒ただ︑もちろんつくる前はいろいろ教育

防衛医大というのは︑ほかに衛生局長というのがいまして︑

現場と教育︑現場と教育という︑ああいう形になったでしょう︒

のシラバスがどうとかこうとかいう話で関与はしますけれども︑

︵﹃防衛ハンドブック﹄を開いて︶教育って︑こんな形でこん

夏目

ああ︑そうですが︒シラバスなんて︑読んだってわかんな
いですよね︵笑︶︒

伊藤

主たる主管は衛生．局︒

これはとても見えないですね︵笑︶︒これはすごい数だな︒

なにいっぱいあるんですよ︒まあ︑字が小さくて読みにくいけど︒

伊藤

課長といって︑覚えるだけでも大変︒

医者の話で記憶があるのは︑途中でやめる者の償還金をど

夏目

ん授業料はただです︒卒業して任官しなくても︑金を返す必要が

課長に就任されたら︑やはり主要なところは見に行くとい

夏目

ないんです︒防衛医大もそれと一緒でいいかという議論があった︒

佐道

けではなくて︑とうとうやめるまでそうなんですけど︑あんまり

というのは︑医者の金というのは金のかかり方が桁が違うんです

うするかというのはありました︒というのは︑防衛大学はもちろ

現地の部隊に行くチャンスというのは恵まれなかったです︒無精

ね︒期限も長いし︒それとやはり︑当時は学士号もないですから︑

うことはあるわけですか︒

というのもあるのだけれども︑防衛庁というのは各省からいっぱ

防大を出ても何の資格もないけれども︑防衛医大というのは出る

多少はありますね︒ただ私は無精でねえ︑教育課長時代だ

い人が来るんですよ︒課長にしても︑部員にしても︑局長にして
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と医者の国家試験があって医者になれるわけですから︑それをま

れればいい︑べつにとやかくいうことではない︒ラグビー大会と

れども︑半分はクラブ活動みたいなものですからね︒教育課とい

か︑何とか大会とかってやっていましたよ︒まあ︑半分公務だけ

結局は︑何年間か勤めれば返さなくてもいいというふうになった

うのは︑私はさっき遠航のこともいったし︑南極観測もいったけ

ったくただというのはどうかという議論がありましたけれども︑
と思います︒そんな議論をしましたかね︒その程度しか防衛医大

自衛隊のなかでスポーツ的にやるクラブもそうでしょうけ

れども︑対外的にかかわりあいがあるのがありますよね︒例えば

佐道

れども︑南極観測なんて教育とはまったく関係ないですね︒．

先生は︑施設庁から防衛庁に移ってこられたときに教育に

についてはあまりタッチしなかったです︒

佐道
いらっしゃったわけですよね︒

演奏会とか︑そういった関係もやはり︒

佐道

昔と同じ︑適当にやっていればまあいいやという感じがあ

昔とったあれでρ

会から審判を頼まないかんかとかいうような話があります︒会場

別に︒例えばラグビー大会なんていうものをやると︑ラグビー協

そうです︒まあ︑それもあって︑ここだったら片手間でで

夏目

夏目

夏目

を確保して︑秩父宮競技場を使うとか︑そういうことはあるけど︑

それは教育課がやりました︒だけど︑やったからといって

きるかと思って︒

りましたからね︒人間関係は別として︒

正直いうとそんなものはやりたがっている者がいて一所懸命やっ

ですから︑そんなにもめたことはない︒一回もめたというのは︑

約十年ちょっとして来られて︑実際はいかがでしたか︒か

ラグビーで習志野か何かの選手がレフェリーを殴っちゃった︒

佐道
夏目

ハハハハハ︵笑︶︒

てみんなセットします︒あとは頭を下げに行けばいいという感じ

になったころは︑かつて部員として施設庁から行ったときみたい

伊藤

ラグビーの世界で審判を殴るなんていうのは前代未聞のこ

なり変わっていましたか︒

にいい加減なやつはいなくなつちゃった︵笑︶︒正直いって︑非

夏目

変わったというか︑まあ︑変わっていましたね︒私が課長

常にまじめにみんなそれぞれ仕事をしているようなふりをしてい

とだという︒これをまたラグビー協会が大問題にしょうと︒﹁自

衛隊はラグビ﹂を何と心得るかッ﹂とあったけど︑私もめくら蛇

ましたね︒

佐道

に怖じずで︑﹁内内のことじゃないか︒自衛隊のなかの大会で起

教育課自体は︑先生は課長でいらっしゃったわけですけれ

ども︑部員はやはり文部省とかそこらへんからも︒

きたことだから︑まあ︑丸く治めて﹂というつもりでいたら︑だ

文部省からも来ていました︒文部省とか警察︑何人かいた

結局︑謝ったわけですか︒

夏目

伊藤

もちろん謝ることは謝ったのですけれども︑あんまり大げ

めなんですね︒だから私はスポーツというのはあれからちまっと

部員ですか︒

夏目

と思います︒どことどこがいたのかはいまちょっと記憶がないけ
伊藤

うん︒あんまり関係ないですけれどもね︒

さにしないでくれと︒それは外との一般のあれというより自衛隊

鬼門ですね︒

夏目

教育訓練というところを見ていたら︑いろんなスポーツの

れども︑文部省はいましたよ︒

伊藤

もらったというのはあったけど︒その人を殴ったのは︑それはも

の中の試合ですからね︒たまたま謝金を払ってレフェリーに来て
関係あります︒だけれども︑そんなものは好きにやってく

大会や何かのことを︒これは関係あるのですか︒

夏目
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う言語道断なのですけれども︒結局は穏便にすんだのですけれど

きたかというと︑大西さんという今の教育参事官という方と︑防

が︑この人は防衛局長をやったりしたあと防衛研修所長になって

衛研修所の所長をやっている宍戸・︵基男︶という人がいたのです

いろいろそういう面倒くさい問題もあるということですね︒

も︑なかなか︒

伊藤

出られた︒本当に仕事の好きな方なものだから︑防衛研修所へ行

っても︑じっとしていればいいのに仕事をしたがるんです︒何か

面倒くさいし︑試合の最後の日とか初めの日とかに行かな

いといかんのですよ︒だいたいラグビーなんて天気のいい温かい

やろうというので︑防衛学会をつくろうということを言い出して︑

夏目
日にやらないでしょう︒嫌でねえ︒

としての庁議で決めたのだと記憶していますけれども︒

たしか私はこのころから手を染め出したんです︒出来たのはもう

庁議で決めたのですか︒

逸走ハ聖上ッ︵笑︶︒これを見ますと︑国民体育大会の協

佐道

伊藤
夏目

庁議というか︑参事官会議というかね︒いろいろ意見はあ

ちょっとあとだと思うのですが︑総務課長くらいのときに防衛庁

育課です︒まず札幌オリンピックで自衛隊が支援することになっ

夏目

力とか支援とか︑そういうことも書いてありますね︒

て︑それも教育課でやったんです︒札幌オリンピックはまだ私が

りましたよ︒覧﹁防衛学なんて学問どして認知されているのか﹂と

オリンピックからそういうことをやるようになったのも教

部員のときでしたけれどもね︒そういうことをやっていたという

バッハッハッ︑比較するものが︵笑︶︒

いうから︑﹁まあ︑茶道学会というのがあるのだから︑防衛学会
伊藤

何でそんなものを比較するかというと︑いっかもいったよ

ことを教育課の部員時代の話でしなかったのは申し訳ない︒怒ら
結構人員も出しているし︑車両も出しているし︒

夏目

があってもおかしくないだろう﹂と︵笑︶︒

伊藤

大変なんです︒だけど︑それは実際には陸上自衛隊がみん

れたことの一つです︵笑︶︒

夏目

うに︑久保︵卓也︶さんという方がお酒を飲んで電柱にぶら下が

っていたという話をしたでしょう︒それが茶道学会の前なんです

な︒例えば北海道でやるのだったら︑北海道の方面総監が地元の
体育協会とかそういうところと現実的に話をしますから︑﹁よか

よ︒信濃町にあるのですけれども︑立派な和風の建物で︑そこに

伊藤
ええ︒

だいたい計画書が上がってくるということですか︒

んですけど︑まあ︑満場失笑でした︵笑︶︒

そこの電柱にぶら下がっていたから︑そのときに﹁茶道﹂と出た

ろう﹂といえばすむことですから︒

夏目

さて︑その課長に戻られた次の月ですか︑田中内閣ができ

﹁茶道学会事務所﹂と看板が出ていて︑何をやるんだろうなと︒

伊藤

ああ︑防衛学会ね︒

夏目

大きくなりましたね︒

もう．今は大勢︒

ちょっと見本だけ︒ご存じないですか︒

︑

けれども︑かなりたくさんの人が入っている学会ですか︒

僕は防衛学会というのがどういう学会だかよくわからない

伊藤

もう一つ教育課で︑あなた方は知らないかな︑防衛学会と

ますよね︒

夏目
伊藤

今は国際安全保障学会です︒

いうのがあるね︒﹂

中島

僕自身は直接は知らないな︒

14t

国際安全保障学会︑今は社団法人になっている︒あれをつ

二年くらい前に名前を国際安全保障学会と変えまして︑

だ

夏目

くるという話は教育課のときに起きたんです︒それはどうして起

中伊夏中
島藤目島

そうですが︒

夏目

れから大いに防衛を論じなければならないというときに︒

でも︑これはお墓になるわけじゃないじゃない︵笑︶︒こ

伊藤

︵学会誌を手にして︶最近はこれかな︒もうこれ︵﹃新防衛

伊藤

夏目

ですね︒一部の学者とかそういう人たちが楽しんでいるだけで︑

いぶアカデミックな議論をしております︒

論集﹄︶は古くなっていると思うのですけれどもね︒というのは︑

こんなものが配られても私は読めないですもの︒

会貝をやめられたのですか︵笑︶︒

いるという感じですね︒

伊藤

ただ︑だんだんやはりもう少しどこか考えないと︑難しい

私も会員をやめたから︒
中島

勉強もしないのに︑こんな難しい本を送られてくると︑う

これを見ると︑あまり現実的な問題には触れないでやって

夏目
︵笑︶︑今はもう雑誌の名前も変わりました︒

夏目

まり︒．

まあ︑学会誌という色ですね︒では︑軍事史学のほうはあ

中島

神谷︵不二︶さんがあれだ︒

会という名前で︑やたらそういうのがっくるのがすきで︑こうい

中島

伊藤

代々かわっていろんな人がなっているのですけれども︑立︑

ちの根太が痛むだけだというの︒

夏目

う本をつくっちゃうんですよ︒いや本当︑笑い話ではなくて︑こ

夏目

中島

伊藤

そう︑最初は任意団体で︑たしか防衛研修所長が理事長か

今は﹃国際安全保障﹄という名前に雑誌がかわりまして︒

佐瀬さんとか︑渡辺昭夫さんとかが理事だ︒

屋へ出すわけにもいかないしね︒

夏目

伊藤

見たくもない本が本棚にあると︑腹が立ってきてね︒クズ

そうですね︒

んなのが一年たつとズシッと重くなるんですよ︒

軍事史学もあるんです︒防衛大学校に︑それもまた防衛学

派な会になっているんですよ︒

会長になつそしばらく運用されていたのが︑あるときから法人に

伊藤

古本屋に出せば︑流通するからいいじゃないですか︵笑︶︒

しょうと︒寄付なんかを集めるときもどうも具合悪いじゃないか

田中内閣の前にもっと大事な話︑いまいいですか︒ここに

の人社系を設置したんです︒防衛大学校というのは理工系のみの

ども︑幾つか新しいことをやったんです︒何かといったら︑防大

ちばん私が教育課長時代に苦労したということでもないのだけれ

防衛医大のことを書いてあるけれども︑防衛医大の問題よりもい

夏目

では︑田中内閣のところへ行きますよ︒いいですか︒︑

学会の大会には︑年次大会も防衛研究所で開かれることが

多分︑社団で︑会員︒金がないですから社団だと思う︒会

社団ですか︒

というのでこういう形になった︒
︑伊藤

夏目
費で︒

中島
多かったです︒

やはり人社系をつくらないとこれからの幹部としてかたわじゃな

実質工科大学みたいなものでした︒当時︑猪木︵正道︶さんとい
そうですが︑ああ︑本当だ︒

いか︒そういうコースもつくりたいということで︑話が上がって

やっているでしょう︒いま事務局はうちにあるんですよ︒

伊藤

防衛学会を作るときにいろいろ苦労し︑今また防衛研究所

夏目

夏目

きたんです︒それは私が教育課長になる前からずっと議論されて

う方が学長をやっておられて︑あの方は国際政治なものだから︑

も始末に困って防衛弘済会に事務を頼んできているんですよ︒や

いたんです︒私がなったのはたしか七月か八月か︑夏なんですね︒

そのいちばん後ろを見て︒

つばりどこかでお墓の心配も︵笑︶︒
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に︵高さ五十センチくらい︶書類がありましたから︒とても見る

くらいでパダパタと︒それは︑まじめにやれば︑私の机にこんな

に多としたんです︒何ヵ月かかっても進まなかったのが︑一週間

められて人社系が発足するようになった︒それは猪木先生も非常

げたんです︒そうしたち通ったんですよね︒次の年から予算が認

これも私は中身をろくに見ないんですよ︒猪木先生がおっしゃる
・んだったら間違いはないだろうといって︑そのままポンと上へ上

月ですから︒今までは本当に小田原評定を繰り返していたんです︒

でも︑今やらないと︑また来年の予算に間に合わない︒要求が八

に︑カリキュラムの話になって︑戦前は軍人が政治に介入しすぎた

中島

ゃないですか︒私がいる問は先生方も元気がなかったですよ︒

りパッとしないなと思ったんだけれども︑今でもパッとしないんじ

あ︑簿記はやらないけれども︑経営学とか︑工業経営とか︒あんま

夏目

佐道

夏目

佐道

簿記とかね︒﹁そんなことをやるんですか﹂といったら︑ま

でも︑先生方はみんな経営学の先生︒

あれは名前を変えたんだね︒

今は︑管理学科は公共政策学科に名前が変わりました︒

こっちなら行けるよというので︒

のだから︑そういった社会科学系のものを講義内容から外したとい

昔︑保安大学校を吉田首相と愼︵智雄︶さんがつくるとき

気がしないでしょう︒要するに信頼感です︒学長の猪木先生がお
っしゃっていることだ︑信頼しようということです︒聞いてみた

うのはこれからの組⁝織を管理していく上でぜひ必要なんだ﹂とい

はいただけないんじゃないか﹂といったら︑﹁いや︑管理学とい

夏目

伊藤

夏目

一同

うん︒いちばん現実と離れた議論でしょう︒﹁先生︑これ

蝋山政道さん？

蝋山なんとかという︒

ハハ盗癖ハλ笑︶︒

かに中身のない学問か⁝⁝って︑この中でだれかいる？

んかへ行くときに︑いつも行政管理をやらされていたんです︒い

っといただけないなと思ったんです︒私は役人で人事院の研修な

ういうことを勉強した下地のある人がいない︒昔はみんなそれを

ただ︑猪木先生が心配されていたのは︑最近の学生というのはそ

基礎的なもので︑そういうものは持っていないといかんのですよ︒

夏目

中島

夏目

中島

夏目

もう二十年くらいたってということですか︒

したんじゃないのかな︒

伊藤

国際政治とか国際関係論とかいうのは一種目常識というか

そういう議論は︑もうだいぶ時間がたつから︑﹂かなり風化

そんなに大げさな議論はなかったですね︒

それはない︑そうですが︒

ない︒

うことを伺ったことがあるのですが︒先生が国際関係論というもの

うので︑そこはちょっと議論したことがあるけれども︑﹁まあ︑

高等学校で多少勉強したりしていたんですよね︒大学でも︑専攻

ら︑国際関係論というコースと︑管理学をつくると︒﹁管理学は

猪木先生がおっしゃるのなら﹂とそのままのんだ︒今はやはり私

が違っても本も読むし︒今の人というのはそういうことのチャン

を復活させていくときに︑庁内で議論はあったのでしょうか︒

のいったとおりで︑今でも評判悪いですよ︒国際関係論は学生の

スがないと読まないでしょう︒まして理工系の人は忙しいからそ

何をやるのですか﹂というたら︑ゴ行政管理﹂だと︒これはちょ

希望者が殺到するのだけれども︑管理学にまわされた者はがっく

配されたのでしょうね︒

ちらのほうへ余力を裂く暇がない︒そういうことを猪木さんは心
それはまわされるのですか︒

伊藤

りしていましたから︒

伊藤

いやならやめればいいのですから︑強制ではない︒ただ︑

一般教養的なものはもう学ぶところがないですからねコ受
夏目
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夏目

伊藤

いうものを持ってなきゃいけないというのはいまや世界の常識な

士官たるものの素養として︑ファンダメンタルなものとしてそう

修士号を持っています︒歴史だとか何だとか︒それはやっぱり︑

気の利いたのは博士号を持っていて︑それも全然仕事と関係ない

ほとんどが修士ですよね︒もちろん自衛隊にもいますけれども︒

欧米の国はどうなっているかと︒欧米では︑士官特に高級幹部は

伊藤

夏目

だけど︑これからますます欠けるような風潮ですよっ

のですね︒日本にはない︒そういうものがちょっと欠けていた︒

夏目

だから︑そういう人たちをところどころに混ぜないと︑養

変な話ですけれども︑私がそのころ少しは勉強したのは︑

受験勉強で選ばなかったものはないんですね︒

ないです︒受験勉強だけでやってきちゃっているでしょう︒

伊藤

夏目

中島

夏目

大学院？

ことができたのだと思います︒今をおいてつくるチャンスはない

なるというのは大変な決心が要ったわけだから︒

伊藤

まだそこの段階で︒

なという感じがしましたから︒

夏目

その段階だからね︒

当時はそういった声というのはありましたか︒

中島

やっぱりまだ七〇年代の初めですからね︒考えてみれば三

します︒

木先生は先生を集めるのに苦労されたのではないかなという気は

ながら︑それに遜色のないものにする︒多分︑つくったときに猪

成していかないといけないのではないかということで︑定員はふ

十年前ですから︒

験競争でずっと︒

やしたわけではなくて︑全体のやつを減らして枠をそちらへ譲っ

佐道社会党はまだ元気ですしね︒
夏目

まだ大学院どころじゃなくて︑学部をつくるのが︒

今は安全保障研究科という大学院がございまずけれども︑

しかし︑猪木先生のような方がおられたから先生も集める

だいたい反自衛隊の雰囲気があったから︑自衛隊の先生に

ただけだったと思うのですけれども︒
そうすると︑予算的にはそれほど︒

ど︑そういうのがありました︒それから︑あとは田中内閣とダブ

そういう意味では猪木さんに非常に喜ばれた︒自慢話だけ

伊藤

まあ︑予算としてはたいしたことないですね︒ただ︑学科

ってくるのですけれども︑田中総理になられてから教育課の仕事

夏目

をつくるとか︑先生を呼んでくるとか︑多少のことはありまずけ

それは内閣の交代と関係あるのですか︒

留学生をふやせというのが一つ︒

としていちばん熱心に進められたことは二つあるんですよ︒海外

佐道

伊藤

いま私がいっているのは︑田中総理が自分の信念としてそ

れども︒

ラムの構想等を決めて︑人もはり付けて︑そして大学設置委員会

夏目

今のところですけれども︑文部省の大学ですと︑カリキュ

というのに出してオーケーをもらうということになるのですけれ

ういうことを思っていたということで︑内閣は関係ない︑防衛庁

のことなんですよ︒しかし︑現実には田中内閣のときに文部省の

ども︑防衛大学校ですからそれとは違いますよね︒

いろんな分野の留学も大幅にふやせと盛んにいった時期だったと

思います︒その一環として︑自衛隊も海外留学をふやせというこ

準じたものはやらないといけないけど︑それは防衛庁でで
庁内で決めていいのですね︒

とを非常に強くいわれたのですね︒

夏目
伊藤

いいんです︒ただし︑あんまりべらぼうなことはしません︒

きますからね︒

夏目

伊藤

これまでもやっていたわけですね︒

やはり文部省の基準はどうなっているかということをチェックし
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夏目

伊藤

アメリカに︒

大勢のいろんな分野の人が留学したんですよ︒

には︑米軍が生みの親であり︑育ての親でもあったから︑非常に

夏目

アメリカに︒しかし︑ある程度の体裁を整えてくると︑︑必

夏目．いろんなところに行ったと思いますよ︒

佐道多様なところへ行かれるわけですか︒

夏目

伊藤

それはやはり予算の問題︒

階級はいろんな階級がありました︒

階級は︒

はなくて︑それぞれの組織が﹁これ﹂と思って選ぶのです︒

させたいと︒もちろん行きたいといったらだれでも行けるわけで

多少はやっていたのですが︑最初に自衛隊をつくったとき

要な者だけが行くけれど．もコ例えば︑新しい装備品が入ってくる︑

伊藤

総理の一声ですからね︒当時はそういうのを利用すると︑大蔵省

新しい戦闘機が入ってくる︑そのための要員というか︑パイロッ

もあまりうるさいことをいわない︵笑︶︒

予算と絡む︒海外留学ですから︑外国旅費が必要になりま

伊藤

もう一つは何ですか︒

夏目

夏目そう︑そういうところへ行って一般的にまじって勉強しろ

伊藤

もう一つは公資格付与︒公資格というのは︑公の資格とい

トとか整備員の基本の人員はアメリカへ行くけれども︑一般にア

なんていう余裕はあまりなかった︒そのころはね︒昔はあったん

夏目

す︒滞在費も必要になるから︑金は必要だと思います︒だけど︑

です︑自衛隊の創設期には︒それがだんだん減ってきて︑必要な

うか︑国家資格というか︒自衛隊でいろんなことをやっています

メリカのどこそこの⁝⁝︒

ぶんしか行かなくなってきたというところで︑私が田中さんは非

ね︒いちばんわかりやすい例でいえば車の運転︒車の運転は公の

例えば海軍大学校とか︒

常に勘がいいと思ったのは︑当時はアメリカからもそういう声が

資格をもらえるのだけれども︑その他︑小型船舶の何だとか︑火

いうので︑大幅にふやしたんですよ︒たしか倍ではきかないんじ

意向がちょうどぶつかったものだから︑﹁こりや︑いけるぞ﹂と

うようなことをどこかに書いている︒そういうものと田中さんの

れども︑だんだんそれが減ってきた︒非常に由々しいことだとい

米間が非常に緊密に︑個人的にも組織としても有効に機能したけ

もはっきりいっているんです︒昔は自衛隊からいっぱい来た︒日

育が社会でも通用するようなシ入テムにすべきじゃないか︒この

夏目

伊藤

ないから︒それはおかしいじゃないか︒自衛隊の受けた教

資格として︒

のです︒

けて非常に有能なのだけれども︑町へ出るとそれが役に立たない

技術屋集団ですからね︒この人は自衛隊の中でそういう教育を受

ういう専門家がいっぱいいるわけです︒自衛隊というのは一種の

気取り扱いだとか︑爆発物何とかとか︑電気何とか工事とか︑そ

あったんですね︒例えばブレジンスキーなんて︑ひ弱な何とか
ﾐ弱な花︑日本﹂︶と書いた人もいるでしょう︒あの人なんか

ゃないかな︒またそれから尻すぼみになってきちゃうけど︑一時

ﾂを田中総理が口を酸くして︒多分︑直接電話が来たことがあ

夏目

伊藤

希望者ということになるわけですか︒

アメリカですよ︑ほとんど︒

だいたいどこに派遣するわけですか︒

れで︒海原さんの︵オーラル・ヒス︸リー︶を読んでいたら︑海

ですけれども︑﹁早くあれを何とかしろ﹂と︑非常にご熱心なあ

覚えがないんだけど︑普通︑官邸から課長なんかに電話が来ないゴ

ると思うんですよ︒総理か︑だれか代理を通してかちょっといま

的にはそうです︒

佐道

希望者というよりも︑自衛隊がこの人間をアメリカで勉強

二、

夏目
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伊藤

まあ︑最初はやうて頭を下げて︑あとは部下に行かせるけ

それをおやりになったわけですか︒

だけれども︑役所に日参するのがね︒

出てきましたね︒

夏目

原さんのところに出てくるでしょう︒
伊藤

あれは事実誤認なんです︒あれは私の前任者がやったと書

れども︑時間がかかりました︒

夏目

爆発物処理とかね︒

だけど︑最初はやはり︒

いたのに︵笑︶︒

夏目先生は︑自分は怠け者で動くのが嫌だとおっしゃって

伊藤

考え方としては前からあったのですか︒

いてあるのですけれども︑前任者のときはまだ田中総理はいない
佐道

多少︑組織的にそういうことをやろうということはないけ

はず︒それは私になってからそういう指示が来たんです︒

夏目
れども︑この資格はせっかくだから何とかしたいなというのは断
実際にはどういうふうな仕掛けでやるわけですか︒

片的には出てきました︒

伊藤
資格のあれをね︒

これはみんなそれぞれ各省が権限を持っているんですよ︒

伊藤

大変なんですよ︒通産省が持っているもの︑厚生省が持っ

夏目

夏目

ているもの︑運輸省が持っているもの︒小型船舶だといったら運
伊藤

自治省へ行って消防の何とかとか︑パイロットは運輸省と

輸省へ行かないといけないし︒

夏目

か︑まあ︑本当にうっとうしいんですね︒彼らがまた頑迷固随で
それまでですと︑例えば航空自衛隊で輸送機の操縦をして

して︑素直にうんといってくれない︒

佐道

道をつけないと︒

何しに来たといわれるから︑総理の非常にご執心な︵笑︶︒

そうだ︑・お墨付きがあるんだ︵笑︶︒

そういうことをいってもなかなかもらえませんでした︒時
間がかかりました︒

特にかたいところというのはございましたか︒

いやあ︑やわらかいところなんかなかったよ︒
みんな︵笑︶︒．

本当に大変でしたつ
︐認定は自衛隊の中でやるのですか︒

自衛隊の教育がおわったら資格をやると︒その資格は一般

のものと同じだというふうにするのですが︑ 今度は︑﹁しょうが

ないからこういう条件で︑ あれをしろ︑これをやれ︑こういう設

しては⁝⁝︒多分︑一種のいちばん初歩のところはもらっている

夏目取ったんですよね︒実力は持っています︒だけど︑資格と

佐道

をやってから︒

夏目

夏目

佐道

佐道

本当ですよ︒

役所のトップまでおやりになられた方が︵笑︶︒

に役人というのは信用できないと︒

夏目

隊員からはすごく喜ばれたのではないですか︒

本当にねえ︑今でもそう思うけれども︑あのころから本当

ご自身もその一員でいらっしゃるんですけど︵笑︶︒

をするんですね︒役人というのは度し難いと思うんですなρ

備を設けろ﹂と︑ 自分たちでもやっていないような︑過大な注文

んだな︒あの小さな小型自家用機というのかな︑そういうのはも

佐道

喜ばれた︒喜ばれたと同時に︑非常にこれは効果があった

いた人が民間航空会社でできなかった︒

らっているけれども︑そこからがもらえないんです︒だから︑そ

夏目

それから取る︒

れをもらうのが大変でした︒一つひとつはたいしたことがないの

できなかったわけです︒民間へ行ってまた研修みたいなの

夏鳶夏佐夏
目藤目道目

夏伊夏佐夏鳶
目藤目道目道
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これは魅力化対策という一面もあるのですか︒

人だったなあと︒人間というのは︑でかいことをいうのはだれで

くなかったけど︑自衛隊の立場で見た田中総理という人は立派な

そういう意味では︑田中総理というのは︑まあ︑最後はあまりよ

石田
魅力化対策はそのあとぐらいに何かで出てきたね︒だけど︑

んですね︒

夏目

生から見ればありがたいことですよね︒要するに︑一生自衛隊に

私もにわかにはあれですけれども︒しかし︑教えられるほうの学

ね︒だけど︑それですぐよくなったかどうかというのはちょっと

夏目

佐道

公の資格が取れるということは︑多少は跳ね返るでしょう

それは人員募集に跳ね返ることになるのですか︒

分増原さんが先で︑それから山中さんになった︒

夏目

佐道

田中総理になってからは山中貞則さんですね︒増原︵恵吉︶

このときは︑防衛庁長官は山中貞則さんとかですね︒

も知れない︒

うのは︑ちょっとこれはあれだけど︑中曽根防衛庁長官と違うか

かをつかまえて︑それをきちっと本物にしていくという勘所とい

もできるのだけれども︑自分が任期中に現実的にできることが何

いる任期制ではない定年制の隊員はそんなのあまりないのだけれ
ども︑六ヵ月で交代する一まあ建前は六ヵ月だけど︑二年いて

伊藤

一種の魅力化対策であったかもしれないね︒

も三年いてもいいのだけれども一いわゆる一般隊員は︑外へ出

ん︒

伊藤

夏目

そうです︒しかしまあ︑いずれにしてもこれはみんな短いな︒

増原さんの次が山中迷んになるね︑違う？

増原さんが先だな︒増原さん︑山中さん︑宇野︵宗佑︶さ

さんが先かなあ︑どちらが先かな︒田中さんがなったころは︑多

て何かをやろうといったときにそういう資格があると非常に便利
そうですね︒退職自衛官の就職には︒

ですしね︒

伊藤

中内閣の最後の改造のときに入って︑あっという問におわる︒

短い︑短い︒宇野さんなんかは一．丹もいないんじゃないかな︒

宇野さんですか︒

夏目

夏目

佐道

宇野さん︒一ヵ月にちょっと欠けますよ︒

そうですよ︒ご月に足りていませんね︒そうだ︑これは田

るべきだ﹂というのが︑どうも田中総理の頭にはあったようです︒

伊藤

そうですね︒

伊藤

戦える自衛隊であると同時に︑平時においては一般国民の教育機

佐道

それで︑三木内閣になって坂田︵道太︶さんになる︒田中

■田中内閣

関を兼ねるような形であるのが望ましいのではないかと︒だれが

伊藤

﹁自衛隊というのは大きくいえば国民の技術教育集団であ

こんな知恵をつけたのか知らないけれども︑とにかく勘がいい人

さんはそういう印象なのでしょうけれども︑田中内閣が成立した

ときにどんなご印象でしたか︒別に特に︒
あんまりいなかったですよね︒

伊藤

人気は知っていましたけれども︑防衛庁としてどうという

ものすごい人気でした︒

中内閣というのは今太閤豊臣秀吉⁝⁝﹂と騒がれましたから︒

そういう発想をした方というのはこれまでご記憶にな．いで

でした︒

佐道
夏目

だれかが知恵をつけたんだなあ︒

夏目

なったときには︑ただ︑あのころは世の中がみんな︑﹁田

伊藤

田中総理というのは独特の着想と行動力を持っていた︒四

夏目

夏目

のはなかったと思います︒

すか︒

次防のあとだって︑本当に思いがけないことを言い出すからね︒
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うことはいえるのではないかと思うのです︒だから︑田中総理に

わりしてくるという時期になってくると︑やはり中国の脅威とい

なってからめまぐるしく︒田中総理というのは本当は防衛問題に

だけど︑田中内閣がすぐ日中国交正常化をやって︑日中関

夏目

熱心なのかどうか知りませんけれども︑佐藤総理が沖縄で非常に

伊藤

も︑ニクソンショック以来の米中関係の接近というか︒それから︑

振り回されたことと同じように︑田中総理もそう．いうことに振り

うのはわれわれ自衛隊から見て非常に神経に障るものがあった︒

中国がそのあと安保容認したんですよね︒そんなことがあうてガ

回された︒だから︑たしかこのあとずぐ四次防も批判するんです

係がそうなって︑安保との関係もありますから国際情勢も非常に

ラガラッと変わってくるわけです︒そういう時期だったものだか

よ︒あとで出てくるかな︑平和時の防衛力︒

そういう意味では・日本をめぐる情勢としては大きく変わったとい

ら︑四次防というのは︑つくる前もそうだし︑出来た直後も非常

佐道はい︒

大きく変わったということがいえるのだと思いますが︒

に評判悪いです︒ま︑時代錯誤というのか︑過大すぎるのではな

たしかに変わったんですね︒それは︑田中内閣というより

いかという︒

その次の年の長沼裁判のことはいかがですか︒

■長沼裁判
伊藤

これは︑正直いいますと︑国会では年じゅういわれていた

過大ですか︒

のですね︒中国が国連に入る︑台湾は追放される︑一連の動きが

夏目

伊藤

全部そういう方向に流れてくるわけです︒だから︑そういうこと

ことですよね︒ただ︑司法当局で違憲だと切りつけられたのはと

過大︒要するに︑緊張緩和というのはこのころから出だす

を前提にしていなかったような四次防というのはいかにも過大だ

にかく初めてですから︑それはそれなりのショックはありました︒

夏目

と︒出来たあとも︑やっぱりあれはちょっとでかすぎるんじゃな

しかし︑ショックがあったというのは否定できないけれども︑そ

それは一切なかった︒まあ︑ローカルな裁判所の判決でみりまし

いか︑できっこないよというような︒オイルショックなんかもこ
七三年です︒

たし︒ただ︑いちばん心配だったのはやはり一般の隊員に対する

れで防衛庁のなか︑あるいは自衛隊の仕事が大きく変わるとか︑

佐道

それやこれやで︑四次防というのは生まれたときから︑あ

の時期にあったんじゃないかな︒

夏目

全然違ってしまいました︒アメリカと中国が手を握ってしまった

夏目

なことを折りに触れていっておちれたと思います︒そんなことも

でしょうか︒こういうことに惑わされずに任務に適進ぜよみたい

夏目

伊藤事実︑どうだったのですか︒

とはありました︒

影響︑士気に対する影響みたいなものは大きいだろうなというこ

緊張緩和といっても︑しかし米ソ対立は相変わらず続いて

るいは生まれてからも受難の生涯でした︒

伊藤

というのは大きいです︒当時われわれがいちばん気にしていたの

チラッと記憶があるけれども︑べつにそれで仕事が変わったとい

そのころは多分︑大臣なんかは気にされていたのではない

は︑ソ連の脅威というのはべらぼうに大きいもので︑これはアメ

うことはないし︒﹁じゃあ︑やめた﹂といって自衛隊をどんどん

いるわけで︒

リカ以外にはとても手が付かない︒しかし︑中国が核実験をし︑

やめたということも︒

もちろんあったのですけれども︑やっぱり雰囲気として鳳

ミサイルを持って︑海軍はオーシャン・ネイビーにだんだん様変
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された久保さんの論文なんかがちょっと息を吹き返すのです︒い

そういうことが大きい影響でした︒そういうことで︑一︑時は無視

アメリカの日本からいわゆる中国も脅威でなくなってしまった︑

はありません︒むしろ国際情勢だとか︑日本の財政の力だとかヘ

裁判でそうだったとはだれも思っていないし︑私もそういう認識

夏目

るように何か手を打とうとか︒

佐道

伊藤

組織的︑系︑統的に︑その影響があったとしても最小限にす

それはそうですね︑そういう話はないと思うのですけれども︒

れない﹂という︵笑︶︒

夏目

伊藤

夏目

佐道

佐道

夏目

いやな予感ですか︵笑︶︒

いやな予感がしましたね︒

次は防衛課長だとお聞きになったときのご印象は︒

しょうかね︒

夏目

いやな感じでしたね︒﹁また久保さんのところだ︒逃げら

覚えないな︒内示なんて︑一週間か十日くらいじゃないで

このときはいかがだったのですか︒

普通の場合は一週間とか十日とか︑早くても半月くらいです︒

佐道内示とかはいつぐらいにあるものなのですか︒

菊月

中島

いや︑最初に書いたのはこれより前なんだけど︑それはだ

ちょうどこのころですか︒

に説明なさいますか︒

が︑何年かたったら中枢のところに行くと︒これはどういうふう

伊藤

それは背景としてあったかもしれませんね︒だけど︑長沼

わゆるKB論文というやつが ね ︒

れもノー・サンキューで相手にしないというか︑むしろ触らない

夏目

だけど︑異物が入ってきたような感じで受けとめられた人

というか︑あってもだれも話題にもしたくないという雰囲気なん

課長さんの⁝⁝︒そんなことをいうとまたちょっとあれだけど

︵笑︶︑当時はまだ課長さんというのはほとんど防衛庁の子飼いで

人がいなかったんでしょう︒人がいなかったというのは︑

です︒だけれども︑こういうことがあって︑さっきも話しかけた
田中総理が平和時の防衛力というのを︑四次防ができたときに増

人間もいたのですけれども︑まだそれは私より四︑五年年次の下

はないんです︒外から来ている︒若手の課長さんは防衛庁育ちの

ええ︑七二年か七三年︒

原さんにたしか注文するのです︒
中島

の者です︒それまではみんな︑自治省とか︑警察庁とか︑大蔵省

とかというところから来ている人が︒なかにはもう帰らないでい

注文というか︑それはべつに具体的な中身があるわけでは

た人もいましたが︑大体二年か三年いて帰ってしまう人が多かっ

夏目

．ないのだけれども︒多少︑久保さんの考えに近いようなニュアン

伊藤

まあ︑ざっくばらんにいえば︒

ああ︑向こうがですね︵笑︶︒

しょうが︑本当に大事なやつは出還元が帰れといいますな︒

たようです︒だいたい帰らないというのは︑本人の意向もありま

スのものが出てくるのです︒

回防衛課長に就任

夏目

先生は︑﹁返せ﹂というところがないですからね︵笑︶︒

その直後に防衛課長に就任されますが︑これ︑防衛課長と

・いうのは防衛庁の中心的な課長だと思いますが︑どういう人事で

伊藤

だからというわけではないけれども︑そういう意味ではち

伊藤

すかね︒今までの先生のお話を伺っていますと︑なんか突然のよ

夏目
佐道

四次防の見直しの問題が始まって︑局長が久保さんでいら

ょうど︒

うな︒晴天の露麗というようなものなのですか︒そうではないで
青天の鐸震というか︑まあ︑人がいなかったのでしょうなあ︒

しょう︑やっぱり︒
夏目
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んという人はとても付き合えないなと︒私は頭のいい人が嫌いな

夏目

伊藤

夏目

だから︑久保さんが思っているほどこちらは⁝⁝︑久保さ

そうでしょうね︒

まあ︑それは久保さんが引っ張ったのでしょうね︒

んのほうから︑﹁もうそろそろ来いよ﹂ということじゃないかと︒

っしゃるので︑先生は︑﹁また久保さん﹂でしたけれども︑久保さ

るチャンスが多かったです︒

夏目

されたでしょうし︒

佐道

伊藤

夏目

佐道

なられたときには久保さんといろいろ肝心なことはお話し

まあ︑夏目先生の表現の仕方はしょうがないですね︵笑︶︒

そうだと思う︒

そんなことないですよ︵笑︶︑防衛課長ですからねえ︒

佐道

でした︒理論としてはね︒ただ︑じゃあ︑久保さんの論法で防衛

夏目

伊藤

私は︑正直いいますと七分くらいは久保さんに意見に賛成

それはある程度納得された︒

もちろんしましたよ︒だから︑久保さんにご高説は拝聴す

んです︒

だったわけですよね︒海原さんでご苦労されましたけれども︑海

力を整備するかとなると︑そう簡単にいかないなということもわ

一同バッハッハッ︵笑︶︒

原さんと久保さんとはまた全然タイプが違ったと思うのですけれ

かりますよね︒久保さんの物の考え方というのはよく聞かされま

でも︑防衛庁に移られて最初に先生を引いたのは久保さん

ども︒

想を考えるから﹂と︑非常にアカデミックなところへ逃げ込もう

長というのは︑﹁実務は適当にやってくれよ︒俺は将来の防衛構

きらいとかではないんです︒要するに︑私が行ったときの久保局

うのは︑感情的に距離をおいているという意味すなわち好きとか

ですよ︒いつも距離をおいているんです︒距離をおいているとい

らないですよ︒それで︑行ってからだって格別に親密ではないん

夏目

下地だけ残しておこうと︒今そんなに大きなものを持っても︑財

を持っていればいい︒あとは︑いざとなったら大きくするための

普段はこれくらい持っていれば︑独立国として必要最小限のもの

のかな︑常備防衛力だか常備兵力という言葉を使って︒それは︑

夏目

想と申しますか︑その延長線上にまだ考えが︒

中島

した︒

いや︑久保さんという人は本当に何を考えているのかわか

としている傾向なんです︒だから︑やたら対談をやったり︑そう

政的にも無理だし︑国際情勢も脅威がだんだんなくなってきてい

ご本人が︒

なポシブルな問題として議論するけれども︑問題はプロバビサテ

大きなものは要らないんじゃないか︒制服の人たちは脅威をみん

るのだから︑緊張緩和みたいな方向へ進みつつあるのに︑そんな

基盤的防角力というか︑久保さんは多分︑常備兵力という

当時︑やはり久保さんは以前と変わらず︑基盤的防衛力構

いうタレント方面の仕事に熱心になってやっていた︒
伊藤

うん︒論文を書いたりとかね︒﹁日常の雑事は適宜任せた

イーの問題で︑蓋然性から見たらそん復ことはありえないじゃな

夏目

それだけ信頼されていたということじゃないですか︒

いかというのが久保さんの考え方ですよね︒また例えば︑自衛隊

よ﹂という顔をしてね︒

信頼じゃないんですよ︑あれは︒自分がやりたくないだけ︒

けれども︑災害派遣とかそういうものに使えるようなものにして

が最小限の持った力を︑シビックアクションという言葉を使った
任せられる人だと思われたのでしょうし︒

おくことが大事なのではないだろうかということをよくいってお

ハハハハハ︵笑︶︒

この仕事は任せておいてもだいじょうぶだと︒

目道藤目

伊藤

夏早事夏
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られました︒だけど︑それを毎年予算やら業務計画でもってそれ
を現実化するとなると︑これまた袋叩きになるような難問題だか

わけだから︑それはとても通る話ではないですわな︒

なのですからね︒あれが過大だという議論が基にないといけない

あんなのはむだだったんだ﹂というところから出発しないとだめ

らね︒

るいは坊中国交正常化というのは大きな追い風になったというこ

中島

と思います︒ただそれは︑学者・評論家としていうにはいいけれ

夏目

佐道

七分というか︑理屈としては︑私は非常に尊敬して立派だ

七分くらいは賛成だったということですけれども︒

その久保さんの構想にとりまして︑この米中接近なり︑あ

とですね︒

のは︑国際情勢から入り︑日本の防衛構想はいかにあるべきかと

夏目

伊藤

夏目

海原さんはそういう考えはないんですよ︒久保さんという

海原さんとどういうふうに違うのですか︒

大きい︑大きい︒

ならないということになるわけですか︒

伊藤

としては︑﹁なるほどな﹂と思いました︒

ども︑実際に防衛庁のなかにおいて政策に具現していくにはちょ

いう︑そういう三段論法みたいな︒海原さんはその前段がないん

夏目

もしないで︒ま︑陰ではいろいろいうけれども︑二人のなかでは

れないですね︒だから︑あんまり二人は議論もしないし︑けんか

もし黙って見ていたら︑同じようなものに電畜していったかもし

ところがらの議論は海原さんはあまりしない︒つくるものの形を

見をお持ちだけれども︑そもそも防衛力はどうあるべきかという

る自衛隊をどうすべきかということについては非常に卓抜なご意

夏目

伊藤

あんまりビジョンとかそういうのはないんです︒現実にあ

この最後のところはあるわけですね︒

服から見れば︑持っているものをたまたまそういうものに使うの

対処以外の事態に対してこういうものを持つべきというのは︑制

というのとは違うのですね︒それと︑最初からいわゆる直接侵略

てかかるような議論というのはとても⁝⁝︒ちょっと縮めるとか

のあるべき姿なんだというのがまずあるわけです︒それを否定し

防衛力というのは脅威対処です︒脅威に対抗すべきものが防衛力

というのかな︑それがもう基本的に違うんです︒制服の人たちは

そもそも軍事力とは︑防衛力とはどういうものなんだという哲学

ことだけならまだ多少議論できたかもしれない︒そうではなくて︑

抑えなきゃならないですね︒現実の防衛力を抑えるという

要するに︑各自衛隊から出てくる要求を少し抑えなければ

っと無理じゃないですかという意味で七分といったのです︒理論

です︒

非常に目立った議論はないんですよ︒お互いに相手のことを知っ

はないでしょうか︒古典的なそういう考えというのもわかるんで

つくるというのは邪道だ︑くらいに思っている人が多かったので

はいいけれども︑最初からそういうものをあてにしたものとして

まあ︑すれ違っているといえばそうなのでしょうけれども

ているから︑その議論をしないのですね︒

伊藤
ね︒

ないけれどもね︒だからあの人の政策は結局日の目を見ないので

すよ︒何十年もそういうことで官軍以来やっていたわけだから︒
﹁これをやるとなったら袋叩きだ﹂とおっしゃいましたけ
制服もそうでしょうね︒防衛庁の文官の中だってそうですよ︒

すよね︒もう少したって坂田さんがそれに似たようなことを考え

佐道
夏目

そうですが︒

るのですけれども︑結局︑換骨奪胎しちゃっているのです︒

久保さんというのは︑評論家や学者としては一流だったかもしれ
伊藤

だって︑﹁今の四次防でさえもっと小さくしていいんだ︒

れども︑その袋叩きにするのは制服の方とか︒

夏目

151

あとだったと思うのです︒平和時の防衛力を国会で説明したのは︒

ことになっております︒

増原さんが田中さんに報告したのは一九七三年二月という

伊藤
夏目

中島

ね︒防衛予算は︑先ほどお話しにありました四次防も︑縮小とか

このときにはもう︑増原さんがやめる直前かなσ増原さんはこれ

■﹁平和時の防衛力﹂

修正とかそういう事態になってくるわけですけれども︒これは︑

をやってすぐやめるんですよね︒結局は︑報告して︑国会でゴタ
伊藤

あれはどういうことだったのかなあ︒

どういうゴタゴタだったのですか︒

やはりオイルショックで財政が圧迫されているわけです

オイルショックが起こって︑防衛庁としてはどう対処するかとい

ゴタして撤回しちゃったと思うんです︒

夏目

何でも︑社会党が当初は︑﹁出しなさい︑出しなさい﹂と

四十八年の二月か︒じゃあ︑半年ぐらいたっているんだな︒

うことをまず検討されなければならんわけですね︒

夏目

中島

それが︑多少時期が外れるけれども︑昭和四十七年十月に

四次防ができたあと︑多分︑私の記憶ではそのあとそんなに時間

と結果的に非常に近いものだったんです︒ある意味では久保理論

う話があった︒それは︑言い方は違うけれども︑久保さんの発想

なければいけないという最小限度のものをひとつ考えてくれとい

ものではなくて︑日本の防衛力として平時にこれだけは持ってい

というのはどういうものかといったら︑際限もなく膨らむような

伊藤

非常に奇妙な議論ですね︒

まうからやめてくれという︵笑︶︒

ておきます︒そういうこともありうる︒面子が立たなくなってし

夏目

自分で要求していて︑具合が悪くなってしまうとやめうと

ということで撤回したと伺っていますけれども︒

自衛隊を認めることになってしまうから︑やはり出さないでくれ

いっていたのが︑平和時の防衛力でも認めてしまうことになると︑

がかからないときに︑増原さんに対して田中総理が︑﹁平和時の

が復活したという側面もあるんです︒それから一年ぐらいかけて

夏目

防衛力というものを検討すべきではないか﹂と︑平和時の防衛力

防衛庁はこれを勉強したのではないですか︒勉強して︑結局あれ

いうのはよくある話だったけれども︑本当にそんな話はひょっと

そうだったかなあ︑ちょっといま記憶ないな︒あとで調べ

は︑国会かどこかで説明して︑袋叩きにあって︑撤回して︑なか

佐道

伊藤

七三年十月からだからね︒そうすると︑七三年の十月とい

平．和時の防衛力が出たときは教育課長︒

そのときは先生はまだ防衛課長になっていないのか︒

したらあったかもしれませんね︒

伊藤

ったことにします︒こういう話でおわっちゃうんですよ︒それは
佐道

うことは︑防衛庁長官が山中さんになってからですね︒

制服からも評判が悪かった︒

ん防衛課が中心にいろいろ議論されると思うのですけれども︑ど

そういう議論をされていたことというのは︑それはもちろ

ういう議論があったのかとか︑どういうことで来ているかという

■山中長官

そうです︒私の防衛課長時代の印象は山中貞則さんですよ︒

のは︑当然︑先生は引き継がれるわけですね︒

もちろんそうです︒ちょっと時期的な記憶がないけど︑増
それは教育課長のころです︒

これまた不思議な話で︑山中貞則という人は︑ご存じでし

課長と大臣というのはどんな関係ですか︒

目藤目

夏目
佐道

そのときに作業は始まって︑実際にできたのはもっとずっと

原さんがなったのは十月⁝⁝︒まだ私が教育課長のころかな︒
夏目

夏伊夏
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威張るといってはいかんけれどもハとにかく怖い人でしたよ︒そ

ようけれども︑うるさい人でしたね︒元気はいいし︑威張るしね︒

夏目

伊藤

佐道

ありますよ︒年じゅう呼ばれていました︒山中大臣が新宿

課長が呼ばれるということはあるのですか︒

最後までそんな感じですか︒

の病院に何かの病気で一月か二月か入院されていたんですよ︒そ

れで︑久保だとか何だとか︑統幕議長でもみんな呼び捨てですよ︒
﹁○○︑おまえ﹂とかいって︑︑衆人環視のなかでこてんばんにや

の間ほとんど毎週行っては説明していたのですから︒病床でこう

やって︵腕組みをして︶︑ベッドの上で胡坐をかきながら聞いてい

っつけるわけです︒そういう意味では︑まあ︑うるさい人が来た
なという感じでした︒たまたま当時の会計課長と私はあんまり怒

熱心でした︒怖いけれども︒ちょっとみんなびびっていましたね︒

たんですよ︒そこへ何人も説明員がいるんですよ︒仕事は非常に

へえ︑何か理由があったのですか︒

伊藤

られないんですよ︒

伊藤
ないですね︒要領がよかった︵笑︶︒

なんていうと︑﹁何しに行くんだ﹂なんていって︑絶対に判を押

でも︑決済はしてくれるわけですね︒

夏目

さないんです︒

しないですよ︑普通は︒島田︵豊︶次官かな︑外国へ行く

夏目

じゃあ︑いろんなものがとまるじゃないですか︒

夏目

島田さんも久保さんもみんな呼び捨てにされて︑こてんばんにや

佐道

とまりますよ︒そういうときにこっちが行くんですよ︒ゴ

一同アハハハハ︵笑︶︒

られていましたよ︒いちばんうるさい大臣で︑役所だから︑供覧・

夏目

それは冗談だけど︑やはり好き嫌いがあったのでしょうか︒

とか報告とかいうのが︑日々の局長報告とかいっぱいあるんです

いう︵笑︶︒何百人も何千人も要求しているなかで︑七人やそこ

他﹂って必ず出るよね︒﹁その他って︑その他の中味は何だ﹂と

をすると︑﹁○○何十人︑○〇四十何人︑その他七人﹂と︑﹁その

毎年の業務計画の説明なんか︑私なんかが定員の増員要求の説明

いうのか︑細かくチェックしたんですね︒だから予算の説明とか︑

かなところまで目配りする人で︒役人になめられてはいけないと

来るんです︒それをよこせというわけだから︑どにかく非常に細

な上げうというわけです︒そんなやつを上げると︑毎日何十通も

自動車事故を起こしたとかとあるでしょう︒そんなやつまでみん

ある北海道の隊員が酔っ払って付近の住民を殴っちゃったとか︑

官止まりのものもあるし︑大臣まで持って行くものもあります︒

というのはわかるけど︑小銃訓練もできないんです︒そういう辛

ていうのは基礎訓練でしょう︒大口径の大砲だったらよそで撃て

たんですよ︑一時︒鹿児島に来て鉄砲を撃ったんです︒鉄砲なん

といったら︑演習をやめうとかね︒沖縄では鉄砲も撃てなくなっ

夏目

中島

に許さなかったですね︒あのくらい熱心に沖縄のことを考えた人

に思い入れが強いというか︑沖縄の不利になるようなことは絶対

伊藤

具体的に何か思い出に残られていることはございますか︒

はいないんじゃないかな︒

夏目

具体的にないけど︑何でもぞうですよ︒沖縄で演習をやる

もう︑一つ山中大臣で印象にあるのは︑沖縄については非常

︵笑︶︑ほお︑そうですが︒

インしてくれる︒そういうのはあるんです︒

しょうがねえな﹂といってサ

らどうでもいいじゃないかと︒最初からそれで︑それからはもう︑

いところはありました︒自衛隊も︑沖縄でもってちょっとでもで

﹁こうですよ﹂というと︑﹁うん？

これはこういう人なんだなと︑ちゃんと敵の突っついてきそうな

かい顔をしょうとするとか︑沖縄の県民の利害に何か影響がある
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ね︒それは事柄の軽重によって︑局長止まりのものもあるし︑次

ところがわかるけどね︵笑︶︒そういう人でした︒

、

q

㊥・2・・3年2月18日

沖縄のことを一所懸命やらないと︑だれがやってくれるかという

夏目

佐道

夏目
初代︒鹿児島も山中さんの地盤ですよね︒

前に沖縄開発庁の長官をやっているでしょう︒

ますよね︒

佐道

あの人はまじめにそう思ったんじゃないですか︒いま俺が

人がつくった防衛白書を見直せとかね︒上司がつべっている防衛

は何かやる度に私を読んで︑原稿を書けとか︑あれをやれとか︒

も︑たまたま叱られたりしたことはないですね︒坂田さんなんか

夏目

伊藤

夏目

伊藤

別にご機嫌をとりに行くわけでも何もないんですけれど

不思議だなあ︒

最近だめになってきた︵笑︶︒

うまく付き合う方法を教えてもらいたい︵笑︶︒

ううるさい人とはたまたまうまくいくんですな︒

気持ちがあったのだと思います︒だから︑自衛隊にすれば︑沖縄

白書を見られるか︑というねえ︒

ようなことは︑﹁ダメ﹂と︒

というのはアメリカから返ってきた直後ですから︑何やかんや新

伊藤
夏目

大臣というのはオールマイティーですからね︒

山中さんは沖縄に思い入れが深いというのは確かにいわれ

しいことが起きますよね︒隊舎を建てたり︑．基地をつくったりす

だな︒

いろいろ問題がありましたからね︒

しかし︑山中さんはそういうことをやっているといろんな

︵笑︶︑そうですが︑大臣というのは結構無理難題をいうん

るにしても何にしてもね︒

伊藤

佐道

政策をやりたいとか︑そういうことについて考えることは︒

そういう意味では山中さんという人は非常に沖縄のことに
では︑夏目先生は山中さんには比較的よかったんですね︒

夏目

夏目
伊藤

正直いいますと︑私は怒られたことがありません︒一度も

ことをとめちゃうんですよね︒山中さんご自身が︑こういう防衛

夏目

人は︑持って行った話をとにかく︒ちょっと海原さんに似ていま

神経質な大臣だなという印象はあります︒

ないですよ︒バカ呼ばわりされたこともないしね︒私は別に悪印

すね︒

でも︑完全にぶつ壊しちゃうわけじゃないのでしょう︒

私はそういうこどを聞いたことがありませんでした︒あの

象はないんです︒ただ︑悪印象を持っている人がいっぱいいた︒

伊藤

完全にぶつ壊すわけではないけれども︑本当に肝心なとこ

ということは︑悪印象を持たれて︑怒鳴られたり何かされ

伊藤

夏目

じゃうのだからね︒相当大胆不敵なやり方をします︒それも︑

隊から見れば首を切られたようなものですよ︒でも︑それですん

ろを切っちゃうとかね︒あとで四次防の修正なんて︑それは自衛

ハハハハハッ︵笑︶︒

要領がいいと思ったんじゃないの︒

た人から見たら︑夏目さんはどう見えていたのですかね︒
夏目

それしかないでしょう︒

ちゃうけど︑ このあとの坂田道太という人︑これがまたうるさい

うんといわない︒だめなんです︒それで︑いよいよ心臓を摘出し

とかこれでうんといってくれるとありがたいなと思うと︑絶対に

﹁これとこれはやめろ﹂とは決していわないです︒最初は小出し

んですよ︒ あんなやさしい顔をして︒これがもう︑何かあれば私

たようなものを持っていくと︑﹁うん﹂と︒だから最初から狙っ

怖い人と仲がいい︵笑︶︒

のことを呼ぶんですよ︒ 宿舎へ呼んで話をするし︑一杯のみには

ているんですね︒ただ︑いわないんです︒

に痛くない指をちょ．つとつめて持って行ったりするんですよ︒何

連れて行くしね︒ それで︑こうるさいんですよ︒だから︑ああい

そうなの︒あの人だってそうですよ︒ちょっと余談になつ

夏佐夏一
目軽目同
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㊥・2・・3年2月18日

伊藤

夏目

佐道

でも︑それを外側からこういうふうに考えているらしいな

それは心得ているのでしょうね︑きっと︒

そういう意味では︑何がポイントかとか︑何が重要かとか︒

んですよ︒それはその後︑四次防の実質修正ということで正式に

から非常に評価が高かったんです︒ただ︑自衛隊は泣きにないた

夏目

本当にそうでした︒だから︑そのことに関しては田中総理

︸同バッハッバッハッハッ︵笑︶︒

というのはうかがえないのですか︒

国防会議にかけるんですよね︑たしか︒何と何は取りやめたと︑

わからないですね︒ただ︑何かしろというのはわかります

夏目

そういうところへ発展してしまうのですけれどもね︒まあ︑それ

うのは大蔵省とツーカーなんですよ︒

よ︒もっと圧縮したものをもってこいとか︒だけど︑たいがいそ

そうだ︑税のあれだ︒

はオイルショックだとか何だとかということが背景にあったこと

ったり︑航空自衛隊の主力戦闘機であったりするのです︒それを

伊藤

だから︑それは多少あったかもしれませんね︒それは︑根

ういうときはもっと縮めてくれば︑やり方は事務方に任せるのが

やめというのですから︒

夏目

は事実なので︑相当やはり財政的にもきつかったということはあ

それは︑事柄がわかっていていっているわけですか︒︑

拠はないですよ︒非常に大蔵省には顔の効く大臣であったことは

普通なんです︒これとこれを切れと︑いうのはいわないですよね︒

伊藤
そこがわからないんだね︒

事実です︒

ると思います︒もう一つ︑そう︑思い出したのは︑山中大臣とい

夏目
ホッホッホッ︵笑︶︒

それがいちばん︑例えばあとで出てくるヘリコプター搭載艦であ

伊藤

伊藤

税調のあれだものな︒

知恵をつけているという人がいるという感じですか︑それ

まったくもって政治的な見地から︒

それはあんまり感じませんでした︒

そういう基本方針は内局のほうで立てるということになるわけで

とか︑支援戦闘機のFSとか︑人員の削減どか︑増員断念とか︑

佐道

党税調の会長をやった位だしね︒

そうだと思います︒

すか︒

夏﹇日

佐道
とも︒

山中さんに聞いてみたいな︒

夏目

て︑﹁本当に山中君はよくやってくれた︒ここまで決心してやって

防会議にかけるんですが︑そのときに田中総理が山中大臣に対し

くなった発端の国防会議で︑というのは防衛予算は閣議の前に国

を振るった予算かな︒とにかく四次防を事実上修正せざるをえな

課長なんですよ︒局長なんて聞いているだけで︑たまには後ろか

夏目

伊藤

いや︑それはねえ︑あらゆる会議の説明役というのは大体

そういうときは局長ではなくて課長ですか︒

すから︑しんどかったですよ︒

ことも全然お聞き入れいただかなかった︒そのときの防衛課長で

するわけです︒ところが︑山中大臣のときは事務方で話がついて

それは幕僚監部と議論した上で︑こうしようやという話は

四次防の縮小修正という問題で︑ヘリコプター搭載護衛艦

そうですね︒

大豊

くれたのは本当にありがたい﹂といって︑手を握って握手するん

ら鉄砲を撃つ人がいるからね︒

山中大臣で︑何の国防会議かな︑四次防の修正かな︑

です︒そうすると︑山中大臣は直立不動の姿勢みたいになって握

伊藤

ハハハハハッ︵笑︶︑それは怖いなあ︒

手してね︒﹁あ︑この人もまた上がいて︑怖い人がいるんだな﹂と︒
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夏目

あって︑自衛隊に対する嫌悪感とはいわないけれども︑ちょっと

んです︒何百人か死んじゃったのですけれども︑ああいうことが

要するに︑一緒になってね︒主管局長だから本当は説明⁝

⁝﹃海原さんなんかは年じゅうそうでしたよ︒みんなそれを知っ

自衛隊を冷たい目で見るような雰囲気があったんです︒そういう

つけたと思います︒それやこれやがあって︑四次防というのは修

ているから︑部下も海原さんにいわれたからってびっくりはしな
海原さんのときは︑ご奥意の周りはみんな血だらけ︵笑︶︒

正せざるを得ないのですが︑いちばんの理由はオイルショックで

ふうなもろもろの理由が結果的に四次防というものを非常に痛め

佐道

先生の時代までは︑どこの官庁も︑文部省なんかもそうで

いですよ︒﹁また始まった︒かなわんな﹂というあれだったけど︒

伊藤

すよね︒そのときの国防会議も︑最後︑これは四次防のあとです

がないじゃないかと︒一旦決めながら︑毎年の予算でこんなにズ

すけれども︑旧内務省系の人がいて︑ほかから来た人がいてとい

ユニーク⁝⁝︵笑︶︒

タズタにされて︒それで国防会議でわざわざ決めたんです︒これ

が︑実際に四次防が思い通りにいかない︒結局最後まで取り残し

夏目

そういう方のお話を伺っているときは非常におもしろいと︒

はやらないといって︒

うので︑人事があとのように固定していないわけですね︒そのか

伊藤

多分︑私は物の考え方が役人ではなくて政治家に近いのか

やらないことを決めたわけですか︒

がうんとふえちゃうわけです︒それではあまりに国防会議の権威

夏目

佐道

わりにユニークな人がたくさん︵笑︶︒

もしれない︒アバウトなんですね︒難しいのはだめ︑生理的に拒否

それはさっき言った︑目玉がこのDDGであり︑FSなん

う︒まあ︑そんなことをしなくても︑当時の情勢がそうだったと

たのか︑そこは私どもにはわからないけれども︑とにかくそうい

いう感じでやったのか︑あるいは田中総理と口裏を合わせてやっ

うべきところがみんなズタズタにされた︒それは山中大臣がどう

ですね︒要するに︑正面のいちばん肝心な︑自衛隊の目玉ともい

夏目

まあ︑きょうはこんなところかな︒

しかし︑山中さんみたいな人が政治家なのかもしれないで

反応を示すんですよ︒だから︑俺にわかることで仕事をしょうと︒

伊藤
すね︒

夏目

■四次防修正以降

いうことは私も容易に想像つきます︒とてもあんなむのはできる

いや︑田中内閣のところ︑結局四次防が修正されて︑かつ︑

伊藤

はずがないと︒それで︑これで懲りて︑﹁もう四次防のあとは五

や﹂という意見が出てくるんです︒

その四次心後はどうなるかというところまでお話しいただければ

それは防衛庁のなかにもですか︒

ヵ年計画とかそういうのはやめようや︒毎年毎年の予算でやろう

夏目

伊藤

中に︒

と思いますが︒

からも今いっ売ようにいろいろ問題を抱えていたのですね︒それ

夏目

四次防というのは︑生まれた前から問題を抱えて︑出来て

は︑ニクソンショックがあるわ︑それからアメリカが第二次ニク

伊藤内局で︒

度の予算だけでやるわけにはいかない︒やはり長期的な視野に立っ

夏目

ソンショックとかいうのがあったね︒
はい︑一月後︑ドル防衛︒

制服組も内局も︒しかし︑さりとて防衛力というのは単年
佐道

ドルと金の︒それからもう一つ考えられるのば︑全日空機

て︑例えば艦船の建造なんていうのは五ヵ年かけてつくりますから

夏目

が岩手県の雫石というところで航空自衛隊の戦闘機とぶつかった
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そうはいかない︒三年くらいでローリングしてくるのがいいのかな

という構想だけで行くのは絶対に受け入れがたい︒だから︑そこ．

夏目

それは別としてね︒だから︑それを捨象して基盤的防衛力

とか︑いろんな意見が出てきた︒要するに︑もう四次防で懲りたと

は妥協の産物で︑脅威は受け入れると︒しかし︑近代戦というの

がら防衛力を圧縮することはできるのですね︒だけど︑それはや

いうのが︑私なんかも含めて︑当時の防衛庁の印象です︒ああいう

それは︑その前の篇次防でもみんな同じですね︒

はり脅威対象なんですよ︒その哲学は変えない︒そうしないとな

はある日突然起こるのではなくて︑ある程度前もって予測できる

伊藤
だけど︑こんなに不欄なものはないですよ︒

かなか納得できないというのが実情でした︒そして始めるのです

長期計画はやめようと︒苦労ばかりするだけで︑ちっとも中身はな

夏目
こういうときの防衛課長というのは大変辛いものですね︒

けれども︑それが結局︑坂田長官になってから︑それは一応わか

だろう︒奇襲で来る兵力というのはこの程度だろうというところ

伊藤
辛いですね︒だから︑一．方に久保さんみたいな人がいて︑

いじゃないか︒みんなこぼれて行っちゃうじゃないかと︒

夏目

ったということで︑たしか参事官会議でも了承されたのです︒し

かし坂田さんは︑﹁これはこれでいい︒いいけれども︑防衛力で

もともと小さくていいと︑あるいは平和時の防衛力なんていう発
想が出てきて︑小さくてもいいやという考え方の人もいるわけで

いちばん必要なのは︑防衛庁のなかだけで勉強したのではなくて︑

一般の国民から見てどう納得したものになるかというプロセスが

すから︑そういうなかで苦労するのはばかばかしいなという気が
︐した︒それでもう︑四次防のあとはどうするかというのは︑私が

夏目

伊藤

和時の防衛力に近い発想︒ただし︑哲学として︑脅威対象でない

それを考えて勉強したんですね︒多分︑久保さんの考えていた平

としては︑常備すべき防衛力という︑やはり小さなものを考えた︒

伊藤

制服のほうはそういう考え方に対しては︒

とはいわなかった︒

夏目

制服の議論というのは︑まだそこまで行っていませんから

私はまったくなかった︒正直いうと︑私が言い出した言葉

そのときにはもう五次防という考え方は︒

ングで︑三年たったら見直しという形なのです︒六年計画のね︒

うことで防衛庁限りの計画にして︑それは三年固定︑三年ローリ

らいやったかもしれないけれども︑あとは中期業務見積もりとい

夏目

伊藤

伊藤

中期業務見積り︒

のをやめようということになった︒それがいわゆる五・三中業です︒

夏目

四次防がおわってから出来たのは︑単年度か何かで一年く

ローリング方式にしただけではなくて︑国防会議決定そのも

結局︑ローリング方式とか︒

ういう過程を経ることが大事だというのが坂田さんの考えだった︒

しかし︑議論をしても結局同じところへ行くのですけれども︑そ

大事︒したがって︑何かそういう機関を設けようじゃないか﹂と

あんまり大っぴらな議論ではなくて︑まずわれわれの身内で議論

しかし︑それは国防会議には諮らないで防衛庁限りとしたんです︒

行ってからすぐ︑多分あれは一年もたたないうちに︑四次防のあ

している段階でした︒制服を含めて議論するよう忙なって︑やは

でも︑防衛庁限りといっても︑一応は大蔵と︒

いうので︑﹁防衛を考える会﹂というのをつくって議論しました︒

りもめました︒もめたけれども︑いちばんもめたのは規模じゃな

伊藤

とをどういうふうにすべきかということの検討に入ったんです︒

いんですよ︒やはり考え方です︒脅威対抗というあれは残さない︑

もちろん事務的には大蔵省と︒だけど︑文書も国防会議で

決めるのではない︑閣議で決めるのではないというと︑多少はい

夏目
脅威をどう測定するかという︒

といけないというのが彼らの強い考え方でした︒
伊藤
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庁内限りの計画ということですか︒

れを大幅に変えようということになると︑相当ぎくしゃく︒

三次防︑四次防と︑そういう年次防方式でずっとやってきて︑そ

佐道

いや︑半分というか︑五六中業というので︑形は五三中業

佐道
そういうことですね︒

ぎくしゃくはあま．りないですよ︒

夏目

夏目
そうすると国防会議はどういうことになつちゃうのですか︒
夏目

四次防がそういう事態になったからだろうな︒

い加減になりますね︒−いざとなったら毎年の予算で勝負すればい

伊藤

だから︑それはかけないんですよ︒要らないんです︒

伊藤

なぜかというと︑もう﹁四次防﹂という言葉がいやだった

と同じだけれども︑今度は国防会議にかける︒

夏目
国防会議自体が︒

んです︒中国の何とか計画じゃないけど︑第十何次とかって⁝⁝︒

夏目

いやというのがあるから︑多少甘くなるんです︒

伊藤

国防会議がうるさいからそうしたということです︒要する

約十年後です︒だけど︑一次防はあれとしても︑二次防︑

に︑それが一種の文民統制強化の措置とかいうものを決めたので

毎年それは概成することになっているでしょう︑二次防でも三次

夏目
すけれども︑そういうことはやめたいというのが防衛庁の腹なん

防でも︒それと同じことがそのままで四次防になって︑だれかの

名称で四回もやるのはばかばかしいと︒だから多分︑中曽根さん

です︒だから︑海原さんのときの病気がずっと尾を引いているん
海原さんがいなくなったあとにそういうことに︵笑︶︒

は四次防のときに既に︒

言葉じゃないけれども︑仏の顔も三度じゃないか︑要するに同じ

佐道

多少手遅れの感がありますけど︵笑︶︒だけど結局は︑五

ですよ︒

夏目

そうですね︑新防衛計画︒

抗がなかったですね︒

佐道

じゃあ︑制服のほうにもですか︒

三中業はそうやったけれども︑やっぱりだめなんです︒そのあと

でも︑何か長期計画がないと大蔵だって困るわけでしょう︒

伊藤

もちろんないです︒制服は︑欲しいものが頂けるのなら文

四次防のときから︑もうそういうのはいやだという気持ち

伊藤

そう︑だめなんですね︒

夏目

夏目

夏目

長期計画がないというのは︑装備局のほうとか︑例えば防

句はいわないんです︒あとは最小限の哲学さえ守ってくれれば︒

の五六中業はまた国防会議にかけることになるんですけれども︑

佐道

それをまったぐ否定されたのでは困ると︒

はあったんです︒だからあんまり問題はない︒坂田さんになって

衛生産の側からすると︑安定的にきちんとしてほしいという理由

伊藤

だから︑大綱も逃げているんですよね︒どちらにも取れる

まあ︑そのときにはやっぱり︑いろんなうっとうしいのは勘弁し

があると思うのですけれども︒

夏目

大綱が決まって︑もう何次防はなくなったんです︒そこは全然抵

夏目

ように︒でも︑あれはある意味では妥協の産物なんです︒

てくれよとか︑いやだなとか︑そういうのがあったと思うんです︒

めて︑だれも文句ないはずなのに︑これをやられるのだったら同

佐道

だけど︑あってすらこれだと︒国防会議で決め︑．閣議で決

じじゃないかという気持ちもあるんですね︒しかしまあ︑そうは

でもあるのですけれども︑あんまりよくわからなかったから︵笑︶︒

では︑今の中期防撃力整備見積もりというのも︑そのまま
いっても防衛庁限りの計画では外へ出てけんかもできをいしとい
じゃあ︑戻るのは半分なのですか︒

うので︑また元へ戻るのですけれども︒
伊藤
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國核積載艦寄港についてのラロック証言

は入れ損ねたのですけれども︑七三年に日米安保運用協議会とい

うのが大平︵正芳︶さんとインガソル大使の問でできて︑これに

は防衛局長と防衛施設庁長官と︑それから統幕議長も入ってやる

では︑そのへんの詳しいことはまた坂田さんのところでお

伊藤

的には基地問題が中心になると思いますが︑防衛局長がお入りに

ということになりましたね︒防衛施設庁長官が入りますから基本

核？

伺いすることにして︒それで︑核の問題だけちょっと︒
夏目

あったとすれば施設庁︒

なるということで︑こういう準備とかいろんなことは防衛課のほ
夏目

やはりそちらがメーンなんですね︒

ええ︑ラロックというアメリカの退役海軍少将が核を撤去

伊藤

実質的な防衛の話についてカウンターパートナーとしての

伊藤
あたりまえの話ですね︒

夏目

うに降ってくるのではないかと思うのですが︑それはないですか︒

夏目

そうですね︒でも︑あからさまにいったものですから・︑や

．して日本に寄港するということはありえないと︒

伊藤

議論をするというのはまだそのころはないですから︒坂田さんに

はりちょっと大変だったのではないかなと思うのですけれども︒

なってから初めてですからね︒

外務省が大変だったんだね︒

これは画期的なことなのですね︒坂田さんのときのは︒

夏目

伊藤

日米運用協議会で統幕議長が入られるということになって

伊藤外務省ですか︒

佐道

防衛庁はどうっていうことないですよ︒外務省がいちばん

夏目

会のメンバーです︒合同委員会のいちばん親玉の委員会のメンバ

夏目

いますけれども︑これについては何か防衛庁は︒

大変だったと思う︒だけど︑外務省は頑として今までの旧態依然
﹁ないと信じております﹂ですか︵笑︶︒

全然記憶がないね︒もともと防衛局長というのは合同委員

伊藤

﹁向こうから事前通告がないから︑ないんです﹂と︒

とした妙な答弁でごまかしちゃうんですね︒
夏目

ですよ︒最初はいなかったのだけれども︑途中から統幕議長も入

ーは防衛局長︒それで︑分科会の庶務が施設庁ですね︒統幕議長

るようになって︒それはなぜかというと︑当時︑白川という統幕

それはするわけがない︵笑︶︒

持込というのは︑中に上陸させて︒

議長がいてね︒

伊藤

伊藤

そう︑降ろして日本の中へ設置したら持込だけど︑船に弾

元春さんですか︒

なんかが入っていないのだけれども︑多分︑だれかから制服も入

夏目

中島

三軍の白川陸軍大使の孫か子どもか何かですけれども︑な

だけど︑持ち込みというのはもともとフィクションなので

を持っていてまたどこかへ行くなんていうのは持ち込みじゃな

夏目

夏目

い︒私はもう当時からいっていました︒そんなのはあたりまえだ

かなか優秀な人ではあったのだけれども︑統幕議長なんて代表権

れろやという意見があったんだと思います︒国防会議だってそう

ろうと︒いつまでこんな議論が通るんだといって︒だけど︑あの

すからね︒寄港までは持ち込みではないからね︒

ころそういうことをいったら内閣の一つくらいつぶれたかもしれ
そうですが︒

歴代大臣みんな気を使ったんじゃないですかね︒

す︒そんなこともあって︑何かやはり彼らを満足させるものと︑

のない取締役みたいなものだとぼやくんですよ︒事実そうなんで
伊藤

核の問題ですけれども︑日米安保の関係でいうと︑質問に

ませんね︒

佐道
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か書いてあるのですけれども︑本当に代表権のない会長みたいな

佐道

伊藤

本当にあの統幕議長というのは︑制服組のトップであると

そういうこともあるのかな︒

ね︒

伊藤

も本当にわかるんです︒

監部というのをつくって自分でできるようにしたいという気持ち

いわなければ何も決められないだろうし︑そういう意味では当分

夏目

きょうのことでありましたら︒次回は三木内閣の坂田さんの時代

伊藤

夏目

さあ︑だいたい田中内閣の時代がおわりましたので︑もし

そうです︑どこにでもあるんです︒．

しかし︑どこの国でもそれは非常に難しいことのようです

ものですね︒

の問はお飾りみたいでしたね︒部下がいないでしょう︒部下はみ

について伺いたいと思いますが︑また何か思い出したことがあり

だって合議体の長でしょう︒陸海空の幕僚長が﹁うん﹂と

んな陸海空から来ているから︑この人たちは本当に統幕のために

ましたら︑次回の頭でちょっと付け加えてください︒

︵終了︶

統幕の仕事をしょうというのではなくて︑やはり差し出し元の顔
色を伺いながら仕事をしているから︑ちょっとでも権限が侵され
るようなことは絶対にうんといわないです︒だから︑統合の幕僚
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第6回

開催日＝2003年4月4日（金）
開催時刻：14時05分
終了時刻＝16時10分
開催場所＝財団法人

防衛弘済会

【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）
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なってくるのではないのかなという感じがしたのですけれども︒

同期なんですよね︒大蔵省と内務省の差ではあるのですけれども︒

いう方では必ずしもなかったですね︒特に田代次官は久保さんと

に防衛⁝問題について造詣が深いというか︑詳しく認識していると

そうでもないけれども︑いずれにしてもお二方ともそんな

どちらが次官になるかっていうことを当時もいわれていました︒

夏目

がだいたいおわって︑きょうは三木内閣の時代ということなので

結果的には田代さんを次官にして︒そのかわり︑多分︑短い期間

■丸山防衛局長︑田代次官

すが︑この前のことで何か付け加えるようなことはございますか︒

伊藤

四次防の手直しみたいな︑削減みたいな話はある程度しま

きようで第六回目になります︒前回︑田中内閣の時代の話

夏目

っと次官にしたということではないのでしょうか︒

れていたことなんですね︒だからまあ︑バランスをとって︑ちょ

で久保さんにバトン・タッチするだろうということは当時からいわ

そうですがゆまたその時期に︒

したね︒まあ︑後遺症はまだずっと続くけれども︑一応︑いいん
伊藤

このべんでお気づきの点があればおっしゃっていただけれ

じゃないですかね︒

夏目

ですが︑この点︑お話いただけますでしょうか︒

自身が﹁常備すべき防衛力﹂という概言を考えられたということ

がおっしゃっておられた﹁基盤的防衛力﹂とは別に︑夏目先生ご

中島

伊藤

一点だけ教えていただきたいことがございます︒久保さん

僕なんかもそうです︒今朝︑読み直して︵笑︶︒

かく︑お任せいただくところはして︑人の話をよく聞いて︑その

夏目

伊藤

な方でして︑紳士的な方ですから︑私たちのいうことをよく聞い

か︒

聞くというのは︑理解してという意味ですね︒

てくださる上司でした︒

夏目

もちろん理解しないとはいいませんけれども︵笑︶︒とに

そういう上司の下でやるというのはどういう感じでしょう

夏目

とおりやっていただくという方で︑あまりやかましいことをいわ

伊藤

ま久保︵卓也︶さんの発想と似たような名前だけど︑私は﹁常備

れるタイプの人ではなかったんです︒そういう意味では非常に仕

ば︒私は過ぎたことをすぐ忘れちゃうんです︒

すべき防衛力﹂ということで参事官会議にかけたといういきさつ

事はやりやすい方でした︒ただし︑その後は別ですよ︒そのあと

勉強されますからね︒丸山さんなんかは特に︒田代さんはあまり

田代さんにしても︑丸山さんにしても︑非常に人柄の温厚

はあるのですけれども︑それは坂田︵道太︶さんに．なってからの

長期におられなかったし︑局長が問に入っていますから︑私も直

それはきょうこれからの話になるのですけれども︒たまた

話だから︒

伊藤

三木内閣になって︑︵質問事項の︶第一項に書きましたよ

うに︑いろいろ人事異動がございました︒丸山︵昂︶さんが防衛

常に実績を上げられた方だと思います︒

ども︒丸山さんはその後非常に勉強されて︑防衛局長としても非

それは︑かなり勉強されたということですか︒

接年じゅうお付き合いするのではないからよくわかりませんけれ

伊藤

伊藤

勉強家です︒まあ︑両方とも一高−東大だから︑もともと

局長になられますね︒

ほとんど警察の方です︒次官も防衛局長の経験のない大蔵省の田

夏目

︑夏目 そうです︒

代︵一正︶さん︒どうも防衛問題の専門家が中枢に座っていない︒

頭がいいのでしょう︒飲み込みは早いですよ︑役人のああいう人は︒

丸山さんは防衛庁の総務課長の経験はありまずけれども︑

そうすると︑逆な意味でいうと︑夏目先生の役割がかなり大きく
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佐道

﹁役人のああいう人は﹂

⁝︒そんなことをいってもしようがないけどね︒田代さんは一年

夏目

伊藤
え？

僕らは土民軍だからね︒

先生もそれなりにいいじゃないですか︒

長を経て︑次官になられるというのは田代さんが初めてですね︒

は旧内務省出身の方がほとんどで︑︐大蔵の方で︑経理局長︑官房

たのですけれども︑従来︑これまでの防衛庁の次官の方というの

佐道

そういわれれば︑そうかもしれないね︒

って︑先生も役人でいらっしゃるの

伊藤
イラクの民兵ですよ︵笑︶︒

夏目

ええ︒このあと︑例えば丸山さんのあとに三代続いて大蔵

しかやらなかったんじゃないかと思います︒

夏目
いえいえ︵笑︶︒

佐道

ですけれども︵笑︶︒

佐道

先生のお話を伺っていると︑﹁そうかなあ﹂なんて思うん

界ですよ︒オーバーにいえば︑役人というのは防衛庁ですらそう

でどうのこうのと︑﹁また始まったな﹂なんて︵笑︶︒そういう世

す︒それで︑ときどき三高時代の話とか︑一高のときのボート部

私より上は全員東大です︒そのうちの半数はナンバースクールで

夏目

か経理の関係については大蔵省からエキスパートを連れてきて経

もともと内務省系の人たちが中心になってつくってきて︑予算と

夏目

とについては何か︒

どうですか︒ずっと内務省系で来たのが︑大蔵系が来たというこ

という先鞭をおつけになったのですけれども︑その点については

田代さんは久保さんとのバランスをとってということだっ

伊藤

になるのですね︒ですから︑大蔵が防衛庁の次官のポストを得る

なんです︒だからほかの︑昔の旧内務省だとか︑大蔵省とか︑そ

理局長とか会計課長という仕事をしていただいたという経緯があ

それはないでしょう︵笑︶︒

だけど︑よく見ると東北大学法学部卒業ですからね︵笑︶︒

ういうところへ行ったらもウとひどいんじゃないですかね︒そう

ります︒しかし︑だんだん防衛庁も育ってきますと︑だんだん各

くとも東大ではないなんていうのはいなかったですね︒どこもい

夏目

伊藤

だめといっても半分くらいは仲間ですからね︒でも︑少な

松高はだめですか︒

らいの人が来たということはあると思います︒ただし︑大蔵省は

かわから復いけど︑俗にいう優秀な人ではなくて︑二流ちよいく

るとだんだんいい人が来なくなったんです︒いい人というのは何

たわけですね︒ざっくばらんにいえば︑内務省のほうは昔と比べ

旧内務省系の警察庁と︑大蔵省は依然として大きな供給元であっ

だって︑いま歴代次官会議というのを毎月やるんですが︑

でない人間なんていうのは半分見下しているようなところがあっ

省から来る人たちが少なくなってきてはいたんです︒主として︑

なかったでしょう︑多分︒だからいいとはいいませんよ︒東大出

あると思いますよ︒それはたまたま警察予備隊というのは

たと思いますよ︒

でもろくでもないのがいっぱいいますからね︒東大出身者を偏重

夏目

伊藤

雑草ではないと︒必要なのはやはりそういう︒

勉強はできるんですよ︒飲み込みも早いんです︒

うん︑多分ね︒

でしょうね︑きっと︒

た︒・それだけ大蔵省というのは国の防衛とか安全保障についての

蔵省に残っていても相当なところまで行くような人たちをよこし

ういう大蔵省のなかでも︑だめなやつをよこすのではなくて︑大

も︑﹁こいつは頭がいいな﹂と思うやつはいつばいいますよ︒そ

人はレベルが高いですからね︒頭脳明晰ですから︑議論していて

一流の人を依然として送り込んでいるんです︒もともと大蔵省の

伊藤

打たれ強いとか︑タフなんていうのとはちょっとちがう⁝

して採用したことが︑今日日本の官僚がだめになった一つの原因

夏目
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重要性の認識をしっかり持っていたという証左だろうと思うので

親元のことを考えて仕事をしているんじゃない﹂というのがわか

そういう人たちのなかで︑また大蔵に戻る人もいるのです

るんですね︒そういう優秀な人が多かったです︒

伊藤

す︒警察庁はそれだけ人が足りなくなっていたのでしょうね︒
伊藤
か︒

警察のほうですね︒

夏目．というのは︑昔の内務省ではなくて︑警察だけに絞られて

いますけれども︑人をよこすというときには︑﹁こういう

自治省なんていうのは全然関係ないのですか⑩

話し合いですからね︒こちらが将来のことも考えて︑﹁将来︑こち

きまずからね︒

伊藤

来てはいましたけれども︑ほんの一握り︑人事の募集だと

け貸してくれよ﹂という話ではないですから︒だから心構えも違
︑うのでしょうけれども︒もちろん帰る人もいますよ︒概して残っ

人が欲しい﹂﹁こういう人をよこすそ﹂というこちらと向こうとの

夏目

らで骨を埋めて︑のびていく人をよこしてくれ﹂という話もしま

夏目

かそんなところへ来ていた程度で︑とりわけ優秀な人がいつでも

すし︑コ時的に課長のポストがちょっと足りないから︑二年間だ

丸山さんが警察から官房長でまずお入りになるのですけれ

来ていたわけではないです︒

佐道

た人は立派な人が多かったですね︒今でもそうだと思います︒

ども︑これはやはり︑周りからも将来の次官候補だということで

伊藤
夏目

国家予算のなかで防衛費の占めるウェートは高いわけです

見られていたのですか︒
の

キャリアもそれなりに積んで︑急にポンとなったわけではないん

ートソン会談か何かでワシントンへ行って︑警察予備隊か自衛隊

から︒

夏目 丸山さんは官房長で来ただけではなくて︑その前に審議官
．もやっているし︑総務課長もやっているんです︒防衛庁における

です︒今いったように︑久保さんのあとがちょつどいなかったで

を十八万の十三個師団にするという話の際ついていったのは村上

省だって防衛庁の予算の審査をやったりしていますから︑それは

伊藤

夏目

伊藤

おもしろいですね︑大蔵省がずっと続いて︒もちろん大蔵

それは年次の問題もあるでしょうね︒

それは年次とかの問題ですか︒

たと思います︒

あったのではないでしょうか︒そういうことの影響がずっとあっ

事に関する予算の比重というのは非常に大きいんだという認識が

かないわけだから︒それほど当時の政府も︑防衛庁︑自衛隊の仕

孝太郎という主計局長ですからね︒防衛庁からはだれもついてい

宮沢︵喜一︶さんが池田︵勇人︶さんの特使で池田ーロバ

すからね︒

専門家でしようから︒・

佐道

いう見方をする人もいたけれども︑絶対にそういうことはない︒

夏目

佐道

夏目

そのずっと前は外局みたいだったけれども︑だんだん施設

ああ︒

ただし︑施設庁長官をやっているんですよね︒

すよね︒

この田代さんの人事は︑今の大蔵から初めての次官である

夏目

ということと︑もう一つ︑防衛局長を経験していない次官なんで

非常に勉強家だし︑極端なことをいって︑いわゆる出稼ぎ

的な気持ちではなくて︑本当に防衛庁の仕事に情熱を持ってあた
っている人が多かったです︒自分たちの問題として︒じゃあ︑大

主計局次長と︑口角沫を飛ばし︑相手の胸倉をつかむような喧嘩

庁の仕事というのは大きくなってきていますよね︒米軍のいうん︑

蔵省へ行って予算折衝なんかをするのはなあなあじゃないのかと

をしてやっていますよ︒そういうのを見ていると︑﹁あ︑違うな︒
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な基地の返還・統合とか︑あるいは労務問題にしても何にしても︒

るんですね︒非常に苛酷な︑防衛庁にとってみればそういう苦し

力整備はどうあるべきかという勉強は始めたけれども︑勉強を始

い時代だったと思うのですよ︒そういうなかで︑これからの防衛

めていたといってもほんの虚心程度であって︑やはり四次防の始

そういう意味で︑防衛施設庁の長官には防衛庁の人が行くように
なったんです︒その頃からはやはり︑防衛庁の次官になる人は防

末をどうするかということが最初の一年ぐらいはいちばん大きな

残っていましたから︒三次防も二次防も多少の積み残しはあった

衛局長か施設庁長官をやった人が望ましいという︒それは単なる

でも︑一応︑不文律みたいに︒

んですよ︒あったけれども︑あれくらいダイナミックに︑いちば

課題だったんじゃないでしょうか︒山中長官のときの負の遺産が

伊藤

そんなことでずっと来ていました︒その後︑一︑二︑例外

望ましいというだけでもって︑べつにルールがあるわけでもない

夏目

ん目玉商品みたいなものをバサバサと︑しかも大臣の指示で︑防

のですが︒

はありまずけれども︒

夏目

のかな︑そういう退廃的なムードが若干ありました︒それが最初

ったと思いますし︑新しい防衛力整備計画に対する無力感という

衛庁自らの手で切ったというのはなかったことですから︒そうい

ての知識はあまりないそ﹂という気持ちがあったと思うのです︒

に私が行ったときにはいちばんしんどい仕事でした︒山中大臣の

ただやはり︑防衛局長をおやりになっていないというのは︑

だから︑なるべく局長や課長をたてるような︑さつき申しあげた

ときには予算でそういうことをさせられたわけでしょう︒この前

佐道

ように︑決して︑﹁俺が︑俺が﹂という人ではな︑いから︑素直に

の話でいったように︑結局それは︑最後の予算で田中総理に大い

う意味でのいろんな制服の人たちへのショックというのは大きか

そういう雰阻気で仕事をされたのだと思います︒やはり内心コン

にほめられて山中長官はいい格好したんだけど︑下のほうは万卒

当時︑周りから見ると︒

プレックスのようなものもあったでしょうね︒久保さんなんかは

枯るといったような気持ちでしたから︑非常に意気が揚がらない

田代さん自身も気持ちのなかでは︑﹁俺は防衛問題につい

ら
そんなの全然ないですからね︵笑︶︒

時代でした︒

︵笑︶︒七四年の中盤ですから︑前年のオイルショックの影

佐道

■坂田長官

伊藤

ただ︑長官がかわっただけではなくて︑総理もかわったで

坂田さんになって︒

かと思います︒

長官がかわったときはどうだったのですか︒

夏目

夏目

伊藤

響で︑それこそ四次防の見直しの問題を含めて︑防衛問題の長期
計画をどうするかという大変な時期になるわけですね︒次官に就
任された田代さんは︑次官として何かこういう方針でとか︑そう

しれませんけれども︒田代さんが来たのは四十九年の六月ですよ

しょ・つ︒

長官がかわったときは︑多少︑ホッとした気持ちがあった

ね︒その前から︑山中長官のときから防衛庁でいちばん大きな問

この三木内閣に対してはどうですか︒

夏目

題というのは︑四次防の修正というのかな︒﹁オイルショックやら︑

伊藤

三木︵武夫︶さんというのはどういう考え方の人かという

いうことはお示しになりましたか︒

中東戦争やら︑ドル防衛やら︑いろんなことが重なって圧縮せざ

夏目

あんまりはっきりした記憶はないですね︒何かあったかも

るをえなくなってきたという︑防衛庁にとっては受難の時期にな
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合いの違う︑政治家としても一種独特の雰囲気のある長官でした

もともとあの方はドイツ文学かな︒だから︑ちょっと役人とも肌

だけでも︑丸いめがねをかけた本当に学者タイプなものですから︒

ついて関与した方でもない・︒いわゆる文教族の方だし︑顔を見た

たときはまだよくわかりませんから︑あまりそれまで防衛問題に︑

力は大変だなという感じが一つありました︒坂田さん自身も︑来

のはそのころからある程度わかっていましたが︑これからの防衛

を開いてくれたという意味では非常に画期的な人ではないかとい

伊藤

ういう感じがします︒

耐えているんだなというのがわかったのではないでしょうか︒そ

ず︑防衛庁の人達はこれだけいろいろ苦労して︑耐えるところは

もだんだん︑防衛問題というのは大事な問題であるにもかかわら

時期ですから︒そういう人たちと付き合っているうち︑坂田さん

おかれた立場としてはやむをえないなとわかっていた︑そういう

ラリと変わっちゃうって︑べつにタカ派になるわけではないので

木さんはそのままでしたけれども︑坂田さんは予想外でした︒ガ

のかなという気持ちはありま︐した︒ただ︑そのあとを見ると︑三

ういう意味では︑これから防衛庁というのはどういうふうに行く

派と思われる坂田さんが防衛庁長官に座ったわけです︒ま︑あ︑そ

夏目

伊藤

ハト派の代表みたいな三木さんが総理に座り︑同じくハト

一般的にいうハト派の︒

ざんが来たのはいつだったかな︒

来て︒坂田さんは最初の一年は何をやったかというと⁝⁝︒坂田

いう気持ちがなんとなくある時期でしたから︑そこへ坂田さんが

で︑何となくもう無力感之いうのか︑﹁もうやってられない﹂と

た時期にあったんですね︒四次防の修正だとか何とかということ

当時の防衛庁というのはちょっと積極的な防衛論議が下火になっ

夏目

う気もするのですけれども︒

しかし︑坂田さんという人は今までの防衛庁とは違った道

からね︒

すけれども︑防衛問題とか安全保障の問題について一所懸命勉強

佐道

夏目

十二月九日です︒

そうですよね︒このころはまだ︑四次防以降について︑勉

．武田

四十九年十二月ですね︒

それは出てくるのでしょうけれども︑さっきいったように︑

して︑理解を示した︒だいたい政治家というのは︑防衛庁へ来る
と自衛隊にぞっこん入れ込むんですよ︒実際防衛庁︑自衛隊の人
達と付き合っていると︑﹁こういう人たちがいたのか︒まじめに

強会はしていたけれども︑あんまり実績は上がらなかった︒あれ

これ議論をしていた時期です︒一方には︑依然として︑所要防衛

一所懸命国の防衛を考える人たちがいるんだ﹂ということがわか
るんですね︒彼らはみんな地道で︑謙虚で︑そう偏った人はいな

力量があり︑久保論文の影響を受けた議論がありということで揺

った時期だと思います︒そのときに坂田さんが来られて真っ先に

いんですよね︒案外ニュートラルなんですよ︒私を見てもわかる

やったのは︑﹁防衛を考える会﹂というのをつくったんです︒あ

れている最中ですし︑同時に︑四次防の下方修正もやらなければ

夏目

の人の考え方というのは︑﹁これからの防衛力でいちばん大事な

ように︑こんなのがよく自衛隊にいたと︒

に対しては反発するとい・ワことはあっても︑それは彼らの軍事的

いかん︒そういう時期でしたから︑何どなく議論に熱が入らなか

合理性から見てこうしたものでないと困るということをいうだけ

のは国民のコンセンサスを得ることなんだ︒国民の支持や理解が

伊藤 ︵笑︶︑自分でいう︒

で︑だからといって年じゅう不平不満を連発していたわけではな

なかったら︑いくら防衛力を持ったところで役に立たないんじゃ

制服の人たちだって︑防衛力整備については︑基盤防衛力

くて︑決められたことについては一応素直に︑それはいま日本の
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一般にしても︑内閣委員会が主委員会でした︒内閣委員会という

のは︑防衛庁だけではなくて︑その他もろもろの役所の問題も含

ないか﹂というのがあの人の考え方でして︑すぐ﹁考える会﹂と
いうものを来て数ヵ月で発足させたのではないでしょうか︒これ

ないのですね︒一方︑外務委員会なんかにもときどき引っ張り出

んでいるから︑なかなか防衛問題だけを取り上げて機動的にでき

大変ですか︒

がまた大変なんでね︒
伊藤

坂田さんの持論でした︒この三つが坂田さんが来てぶち上げた構

されて質問を受ける︒しかし︑防衛問題というこれだけ大事な問

想です︒

そのあいだはストップなんです︒防衛庁のなかの防衛力整
考える会の答申のあとで庁内で考えようということですか︒

いちばん最後のそれはどうなったのですか︒

夏目
中島
とりあえず答申の結果を待とうと︒

伊藤

題が専門の常任委員会がないのはおかしいじゃないかというのが

夏目
明示的な指示があったわけですか︒

衆議院に安全保障特別委員会というのが出来た︒

備の話は︑一時的に小休止ということになります︒︒

佐道

夏目

特別委員会が︒

やめうとはいわなかったけれども︑あの議論を踏まえてと

伊藤

夏目

いうことだから︑議論できませんわな︒あれはどのくらい続いた

時坂田さんも委員長をやったはずです︒長官をやめてからね︒

常任ではないけれども特別委員会というのが出来て︑その

あれは︑事務局はだれがやったのですか︒

佐道

夏目

伊藤

事務局というのはないのですけれども︑伊藤圭一さんが面

のですかね︒

夏目

すよね︒

伊藤

伊藤さんが当時審議官か何かをやって︑多少︑時間的余裕

伊藤さんの話にそれはたくさん出てきましたけれども︒

憶がないです︒調べていただければわかるのだけれども︑在任中

夏目

その委員会が出来たのは坂田さんが在任中ではなかったで

倒をみていました︒

夏目

にできたかもしれないし︑あるいはおわってから︒じゃあ︑最初

出来たのはおわってからかもしれない︒ちょっとそこは記

があったのかな︒

久保さん的な発想はこうだという話は︑ある程度材料は提供して

夏目

たんですよ︒いずれにしても時間をおいてから︒

夏目

佐道

特別委員会が出来ると︑やはり仕事はふえますね︒

やっているの？

八○年代に委員長をやっておられますよね︒

に委員長かな︒そういう委員会が出来たら︑やたら委員会が開催

議論してもらった︒それが一つですよね︒二番目に坂田さんが考

伊藤

委員会を毎週一回とか二回とか開くと︑今までなかった委

方向付けはやはり多少︑みんなの議論といっても自然に出

えたのは︑これも国民のコンセンサスにというのに多少関係ある

夏目

伊藤

けれども︑﹃防衛白書﹄をつくって国民に防衛力の実態とあるべ

員会ですからね︒だいたい委員会というのは開催日が決まってい

されるんだよね︒

き姿というものを知らせようじゃないか︒これは毎年つくるべき

るでしょう︒外務委員会は何曜日とかって︒そのなかで防衛力問

てくるわけでは必ずしもないでしょう︒

だということで︑熱心に推進されたのです︒それで︑しばらく途

題に及ぶ日があれば︑及ばない日もあるからあれだけど︑安全保

材料は提供するんです︒今までの四次防までの経緯だとか︑

切れていた﹃防衛白書﹄ができるんです︒そして︑もう一つは︑

障委員会というのはとにかく絶対にうちが主役ですから行かない

じゃあ︑だいぶあとだな︒とにかく出来

それまで防衛問題というのは︑防衛庁の法律にしても︑防衛問題
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とをなすには︑防衛問題としての課題を成就させるには右よりの

これもあとで出てくるのだけれども︑どうも見ていると︑何かこ

わけにはいかない︒この三つが坂田さんがやられたことなんです︒

会館にも呼ばれて︑一杯飲まされながら︑ほかの人の悪ロを聞き︒

夏目

かで︒

佐道

それは大事なことですよ︵笑︶︑みんなが怒られているな

人ではだめだね︒三木・坂田なんていうコンビがいちばんいいん

坂田さんは大蔵省が嫌いなんですよ︒来たときは︑防衛庁を牛耳

っているのは大蔵省だという意識があった︒これを打破しなきゃ．

坂田さんには本当に何かといって呼ばれたんですよ︒議員

です︒あれはだれも用心しないからなんだろうね︵笑︶︒あの人
のいうことならそんなに危ないことはないだろうというそこはか

いかんということをね︒

きに必ず私は入っているんです︒ さんざん説教をくらってね︒酒

何かあると︑九段の議員宿舎へ呼ばれるんですよ︒そのと

経理局長ですね︒

さんとか︑そういう人が苦労しました︒

田代さんは一年だからまだいいけど︑そのあとに来た亘理

そうですね︑本当に一年でおかわりになりました︒

ただ︑次官はすぐにかわっちゃったでしょう︒

じゃあ︑次官は苦労されて︵笑︶︒

だから大蔵省から来た人は苦労していましたよ︒

それはまずいんじゃないですか︵笑︶︒

とない信頼感があるんじゃないですかね︒だから︑﹁あれ？﹂と
同じことを中曽根︵康弘︶さんがいったらだめだったでし

思うようなことが通っちゃうんです︒

佐道

そうだと思います︒三木さんだって︑フォードと会談に担

︐よう︒

夏目

がれていっちゃつたんだよね︒要するに︑もうちょっと安全保障
の協議を頻繁に︑﹂日米協議を緊密にやろうじゃないかと︒最初は

だいぶ駄々こねていたらしいけれども︑今までと同じだといって
騙されて発言し︑それがその後の日米防衛協力の一つのきっかけ
何でも時期的にどういう人がいるかというのは大事ですね︒織田

を飲みながらではあるんだけれども︒ 帰りにブランディーか何か

になつちゃうわけですよね︒そういう意味では︑やはり政治でも
信長の次に秀吉が出て︑家康が来るように︑やはりいい時期にい

をもらって帰ってきて︑ コロッとごまかされてね︒

坂田さんはけっこうお飲みになる人ですか︒

い人がいるということだと思うんです︒

佐道

飲みます⑩一人でしゃべっていますよ︒あぐらをかいて︑

まあ︑それをうまく運用されたのが夏目先生だったのでし

伊藤

夏目

ナイトガウンか何かを着て︒あの人は案外おしゃれなんですよね︒

ょうけれども︒

何の話をするんですか︒

それはないけれども︑坂田さんとは私は気が合ったんです

夏目

伊藤

うと︑上司のつくった防衛白書を読み直して︑書き直せというん

よ︒何かあると坂田さんは私を呼ぶんです︒どうしてだかわから
・ないんですけれどもね︒私は政治家はだいたい嫌いなんですけれ
ども︑変わった政治家とはときどき仲がよくなります︒

ですよ︒﹁それはちょっと無理です﹂といって断ったんですけれ

防衛問題︒こうあるべ．きだとか何だとか︒極端なことをい

このあいだは山中さんのことをおっしゃっていたじゃない

夏目

伊藤

気に入らなかったわけですか︒

どもね︒幾ら何でもそんな失礼なことはできませんから︒
伊藤

気に入らない︒いえないものだから︑私に書き直せと︵笑︶︒

ですか︒

夏目

夏目

山中さんはべつに仲がいいということではない︑怒られな
かったというだけ︒
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た大西という審議官がいましたでしょう︒その方が読んで︑手直

私もそこはちょっと︒多分︑前に話に出てきた︑防衛課長をやっ

夏目

伊藤

結局︑だれかほかの上司が読んで直したんじゃないですか︒

ハハハハハッ︵笑︶︑結果はどうなったのですか︒

なんです︒例えば﹃防衛白書﹄というのはその前に中曽根さんが

夏目

は︑それほど世の中の注目をひいてというものでもないでしょう︒

伊藤

のついていけないようなことがポンポン出てきます︒

そうかもしれないけれども︑それまではできなかったこと

でも︑今おっしゃった坂田さんがやった三つのことというの

しされたと思います︒

夏目

佐道
どういうところが気に入らないという話でしたか︒

そうそう︒

原案が気に入らなかったということですか︒

をつくって︑しかも国民にわかりやすいものでなければいかんと

れも注目もしなかった︒それを坂田さんが︑やはりこういうもの

一回つくったんですよ︒しかし︑あんまり評判もよくないし︑だ

佐道

が多分︑文章を直すというところへっながつたのだと思いますけ

いうものだったから︑ただ論文を書けばいいというものではない

大蔵省から来た人が書いたんじゃないですか︵笑︶︒

れども︒

どういうこととはおっしゃらなかったけれども︑とにかく

武田

書いた人は大蔵省から来た人ではないですよ︒当時審議官

夏目

夏目

佐道

んです︒国民が読むに耐えるものをつくりたいという︒そのへん

をやっている人で︑人事院から来た人で︑防衛庁のなかではわり

う︒﹃防衛白書﹄というのは︑中曽根さんのときよりも坂田さん

全部︒文章がヘタだとか︒

とアカデミックな人です︒きっと難しかったんじゃないですか︒

のときにできたのが最初というような意識︒

防衛庁のなかの方にとっての意識としてはどうなのでしょ

大学の学位論文みたいなのを書いたんじゃないですか︵笑︶︒

夏目

いや︑最初とはいわない︒やはり二回目ということですけ

中島

れども︒しかし︑坂田さんが非常に強力だったから︑よりまっと

坂田さんは突然ポンと防衛庁の長官になられて︑防衛とは

縁がなかったところを歩まれてこられたのに︑ご自分の防衛に対

目か四回目につくっているのかな︒

うな白書にはなったと思います︒そしてその年の白書は別として

中曽根さんのときには一回でおわり︒

する熱い思いを語られるというのは︑これまたどうしてだったの
夏目

佐道

そのあと何年かあいています︒しかも︑薄っぺらなもので

も︑それから毎年とにかくつくっているのですからね︒私が三回

で俺が今何をしたらいいのか︑しなきゃいけないのかと直面目に

夏目

でしょうか︒

考える人もいるでしょうし︒それからやはり︑﹁どうせ一年か二

したでしょう︒

政治家の方というのは皆さん非常に勘がいいですよ︒ここ

年しかいないのだから︑ここで一発︑俺がやったというものをつ

佐道

伊藤

■﹁防衛を考える会﹂

そうですね︒

くりたい﹂という名誉欲みたいなものもあるでしょうし︒まあ︑
政治家の心境というのは私にはわかりませんけれども︒総じて政
嗅覚というか︑直感というか︑そういうのはすごいですね︒何を

はだれがやったのですか︒

治家の皆さんにいえることは︑頭のいい悪いは別として︑動物的
やったら格好いいか︑何をやったら皆から注目されるか︑そうい

夏目

これは多分︑坂田さん御自身が︒坂田さんという方は文教

私的諮問機関としての﹁防衛を考える会﹂は︑人選なんか
うところをパッパッとつかむのはうまいですよ︒とてもわれわれ
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伊藤

それは荒垣秀雄さんだったと思うんです︒名簿は知ってい

そういう懇談会というのはコアになる人をゆ

直に出てきたとは思いません︒私は人選はノータッチです︒

を使ったのだと思うのですけれども︒役人からああいう人選が素

とやるのがうまいんですね︒顔も広いし︒そういう人たちのって

い行動力があるというのか︑坂田さんの気持ちを付度してパパッ

んじゃうのですけれども︑これがまた坂田さんに輪をかけたくら

渡瀬﹁︵憲明︶という人がいて︑その後国会議員になって病気で死

顔が広いんです︒もう一つは︑坂田さんの秘書をやってい．た人に

族とか何とかといわれるから︑学者とかそういう人たちに非常に

夏目

佐道

伊藤

決められた人はいません︒ときどき制服の人を呼んだりし

防衛庁側は先生のほかには︒

そうですね︒

からべったりでしょう︒

て啓蒙した︒効果はあったと思いますよ︒渡辺さんなんかはそれ

高坂さんなんかはそうでもないけれども︒そういう人たちを集め

坂田さんの気持ちで︑だから若手の先生が多かったのでしょうね︒

気になって日本の防衛を考えるような学者を育てたいというのが

の先生が多かった︒それではだめだと︒やはりもっと中立的で本

関する先生というのは国際政治にしても何にしても非常に左寄り

たけれども︒制服の︑防大の一期生︑二期生みたいな若手を何人

夏目
・るんでしょう？

夏目

伊藤

しょ・つ︒

夏目

伊藤

定期的というか︑月に一遍か︑二月に一遍くらいやったで

それは定期的にですか︒

か呼んでいました︒

というので︑だんだんまた輪を広げていくのだと思います︒諮問

なんかもしたわけですか︒

はい︑わかります︒やはりそういうときには︑だれかに狙

機関のような考える会とは別に︑また坂田さんは大学の先生を集

していました︒

伊藤

めて勉強会をやるんですよ︒そのあとですけれども︒それはどう

夏目

場所はどこらへんで︒

いをつけて︑この人を中心にという︒．．

いう人かというと︑それはあんまり表面に出ていませんが︑高坂

佐道

ホテルを使ったり︑防衛庁の会議室を使ったり︑そのとき
によってでした︒

多分︑．だれか一人二人頼んで︑この人が引き受けてくれた

正髭︑﹁それに今平和・安全保障研究所の理事長をやっている渡辺

夏目

佐藤誠三郎︒

佐道

いろんな防衛庁のなかの人を呼んでヒアリングをやったり

昭夫︑公文俊平︑それからあとはだれがいたかな︒
佐道

佐藤誠三郎︑このくらいかな︒この人たちと定期的に勉強

原則︑長官と先生とで︒

夏目

だかというと︑多分︑陸は志方︵俊之︶とか︒海はだれがいたの

あとはそのときに呼ばれた制服の人達︑今までだ・れを呼ん

それに参加もしておられた︒

かな︑覚えがないな︒四︑五人いますよ︑陸海空それぞれ二︑三

夏目

伊藤

参加もしていました︒

人ずつ︒一期︑二期︑三期ぐらいの人が︑当時は二佐か三佐くら

これは私がお手伝いをした︒

夏目

どういう議論をしていたのですか︒

会を開いて︑

伊藤

いだったと思います︒責任ある幕僚長とか部長とかではなくて若
手の人︒

それは大綱と同じような議論でした︒もう一つは︑日米関
係の持っていき方とか︑そういうこと︒主として吸収するよりも︑

佐道﹂一応︑将来を期待されているような︒

夏目

そういう人たちに防衛力が今こうこうだと︒それまでは︑防衛に
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夏目

武田

夏目

伊藤

そういうのは記録を残すのですか︒

たのだと思いますよ︒僕も金のことまで覚えがないけれども︒お茶

夏目

それは記録を残してないね︵笑︶︒

を飲むくらいですから︑たいした金ではないですよ︒たまに︑一年

伊藤

けっこうな頻度でやったのですか︒

に一遍くらいは食事をしたりしたかもしれませんけれどもね︒

夏目

月に一遍ときめられてはいませんが︑二ヶ月に一遍かはや

金は防衛庁ですな︑もちろん︒大臣の会議費か何かでやっ

そういうのは防衛庁のお金でやるのですか︒

そういう人たちを呼んでやっていました︒

から︒制服の人もいましたしね︒

夏目

佐道

夏目

佐道

坂田さんは学者には顔が広いんですよ︒

加藤︵一郎︶さんですか︒

たじゃないですか︒あのときの学長なんかとも成城時代の朋友だ

多いから︒文部大臣をやったときに東大の安田講堂の事件があっ

伊藤

﹁防衛を考える会﹂には先生は顔を出したりとか︒

からね︒

夏目

出してはいました︒だって会議には陪席者がいっぱいいる

でしょうね︑きっと︒坂田さんは大学の先生に顔見知りが

坂田さんは高坂さんとは親しかったのでしょうか︒

伊藤

夏目

佐道

それはきちっと書記役もいて︑結果報告もパンフレ・ットに

﹁防衛を考える会﹂のほうはどうですか︒

いなかったですね︒

ノートテイカーもいなかったわけですか︒

夏目

伊藤

夏目

私はあんまり記憶にないけれども︑あったのは︑その会で

だいたいこういう答申になると︒

だいたいわかっていました︒

というのはわかっているわけですね︒

ああ︑そうですが︒だいたいどんなことを議論しているか

夏目

は非常に久保発想に近い議論がなされ︒それが皆さんの納得する

伊藤

なってできているはずですよ︒あるでしょう？

ような話になっていたと思います︒

っていました︒

佐道あります︒

﹁防衛を考える会﹂と︑今の勉強会は全然違うものなのです

しているのだけれども︑べつに誘導はしていないんです︒ただ︑

夏目 誘導したつもりはないのですけれどもね︒それは︑資料と
しては久保さんみたいな発想の人もいますよということは紹介は

たのでしょうか︒

それは偶然久保構想と会議の議論の内容が似ていたという

全然違いますね︒

さっきも申しあげたように四次防の破綻ということがあって︑こ

中島

メンバーも︒

れからの防衛力をもしやるにしても︑そんなに大きなものを考え

もちろんそれは要旨だけだけどね︒皆さんの意見を集約し︑

メンバーも違います︒ダブっている人は一人もいない︒

夏目

高坂さんがダブっています︒

てもできやしないじゃないかという諦め感みたいなものがあるか

ことでしょうか︒それとも︑そういうふうに誘導するようにされ

高坂さんはダブっている？

ら︑そういうものがなんとなしに先生方に伝わったということは

まとめて圧縮したものですけれども︒

武田
ね︒

こちら︵防衛を考える会︶に入っていました︒

あると思うんです︒久保さんの論文というのは︑防衛庁のなかで

﹂は冷たくあしらわれたけれども︑世の中一般の人にはわりと通る

ああ︑そうか︒じゃあ︑ダブっていたな︒あの方はそうい
う関係の学者のなかではボスだったからね︒

夏伊夏至夏伊夏
目藤目道導藤目
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そうですね︒特に研究者とかには非常に︒

聞きたいということがあったかもしれませんね︒後半は久保さん

夏目

たということを伺ったのですけれども︑ご記憶にございますか︒

佐道
学者なんかにはドンピシャみたいな議論ではあったんです︒

が次官になって戻ってきたのですね︒だから︑そういうこともあ

議論でしたからね︒

夏目
高坂さんご自身が非常に似た議論をされて︒︑

出ておられたかもしれない︒あるいは︑久保さんの議論を

佐道

近いんですよ︒どちらがまねしたかよくわからないのです

けれども︑拒否能力どか︑ナイアルパワーとかいうのは同じよう

もとは久保さんの発想に非常に近い方でしたから︒この﹁考える

を紹介しているのかもしれませんしね︒坂田さんというのはもと

って顔を出したかもしれません︒あるいは︑坂田さんが久保さん

夏目
なものなんですね︒

会﹂を始める前も︑さっきいったように︑だれもがそういう感じ

ほとんど同じというか︒この会は︑実際︑研究会の進め方

伊藤個人的にも関係があったのですか︒

佐道

いや︑それはないと思います︒

を多少持った時期でもあったから︑久保さんの考え方を買っては

夏目

夏目

防衛庁側のメンバーとしては︑常時どういう方が出ておら

はどういうふうに関与されていたのですか︒r例えば︑どなたかが

現在どういう規模で︑どういう能力を持って︑弱点は何なのか︑

佐道

おられた︒

そういうことを聞かせてくれ﹂というような話があって︑そうい

れたのですか︒

報告をされるとか︒

う話をする︒それから︑もちろん最初からやらないといけないん︑

夏目

私が記憶にあるのは︑例えば︑︑﹁きょうは︑陸上自衛隊が

ですよ︒﹁防空とはどういうことなんだ﹂といったら︑﹁防空とい

広報課長とか︑私が防衛課長とかでわりとだいぶ出ていたのでは

いました︒とにかく十数人はいつも陪席というか︑話を聞いてい

常時出ていたのは伊藤さんくらいじゃないのかな︒あとは︑

うのは︑戦闘機がいて︑ミサイルがいて︑どうのこうの﹂という

ないかと思いますが︑各幕の防衛部長とか︑そういう人も何人か

それは意味があることですね︒いちばん基本的な問題です

話から最初はしていくわけです︒

伊藤

伊藤

質問があればだけれども︑聞いているだけです︒説明者は

陪席というのは話を聞いているだけですか︒

たと思いました︒

夏目

夏目

要するに坂田さんは︑とにかくそうやって議論していただ

いて︑皆さんがこうだと思ったものを表に出して︑そいつを装甲

別ですよ︒そのときのテーマとしてしゃべるという人は別だけど︑

．からね︒

車に見立てて︑その後から鉄砲を持ってあとをついていけばいい

壷に何かいわれたら︒

われわれその他大勢は聞いている︒

それはやり方としてはうまいですよ︵笑︶︒被害は確かに

やと︵笑︶︒

佐道

少なくてすむ︒

これは三月に始まって九月に答申が出るのですけれども︒

︑︑武田 非常にわかりやすい︵笑︶︒

佐道

あ︑そうですが︒︑

はい︒施設庁長官時代の久保さんがときどき顔を出してい

そういうときはあったかもしれませんけれども︒

局長クラスではあんまりいらっしゃらなかったのですか︒

局長クラスはあんまりいなかったように思います︒
例えば丸山さんとかは︒

丸山さんが年じゅうその話に出ていたという記憶はないけ
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夏目

佐道

夏佐夏佐三論
目道当道目藤

れどもね︒伊藤さんに聞けばわかると思います︒伊藤さんが仕切
伊藤

安本で︑たしか国力総合⁝⁝か何かをやっていただろう︒

やっておられたのですよね︒

佐道東大の経済か何かを出て︑ずっと計画経済か何かの計算を

佐道

伊藤

っていたからね︒

考えられていたという話でしたけれども︑実際にこの研究会が始

いう︑そういうのをやっていたみたい︒それで︽安本のなかでち

﹁防衛を考える会﹂のメンバーで︑先ほど中心に荒垣さんが

まって議論をリードされていくような方というのは印象にありま

ょっと特別なことをやっていたと︒

そうそう︑だから︑いざという場合に日本の国力あるかと

すか︒

夏目

持ってくればよかったですね︒

料が倉庫にいっぱいあるから引き取ってくれ﹂と言われましたね︒

安本というのは特別というか︑ちょっと話はかわっちゃう

夏目

けれども︑私が国防会議にいたときに安本から︑﹁陸自関係の資

一人︑やたらしゃべる人がいたな︒名簿を見ないとわから

ないな︒

武田

自衛隊創設時の資料が山ほど出てくるんですよ︒
ヘエーッ︒

いや︑名簿はあるんです︒どこかに出ていたな︒この本

一同

夏目
ﾀ全保障﹄田中明彦著︶もいい加減なんだよね︒

っていました︒多少は防衛問題についてのある程度予備知識のあ

ケン・リサーチ社長︑知らないけれども︑こんな方がよくしゃべ

これは半分防衛庁の人間ですからね︒それから︑村野賢哉という

武田

ここにありました︒

したよ︒

んですよね︒わりと︑﹁おや？﹂と思う人がよくしゃべっていま

を見るのが億劫になってきて︵笑︶︒坂田さんが出てきたこのへ

夏目

よくしゃべったのは議長の荒垣さんは別として佐伯喜一︒

・伊藤

夏目

武田

伊藤

夏目

佐道

夏目

中島

ずっと佐伯さんあたりがそれをやっていたのでしょうねっ

自衛隊って︑初期の草創期の書類ですけれども︒

安本に自衛隊の資料があったのですか︒

いやいや︑追いかけましょうよ︵笑︶︒

その後︑今あるかどうか知りませんよ︒

国防会議が安全保障会議になって︒

倉庫ってないから︑どこか物置みたいな部屋をとって︒

国防会議に倉庫があるのですか︒

れたはずですよ︒その後は知らない︒

夏目

そうかもしれません︒ちょっと奇異な感じがしましたけれ

伊藤︐それはどうなりましたか︒

経企庁です︑当時︒

る人がどうしても声が大きくなりますよね︒

夏目

佐伯さんは半分防衛庁だといわれたのですけれども︑

夏目

夏目

伊藤

いや︑昔防衛研究所の所長をやったからね︒防衛庁の参事

伊藤

佐道

佐伯さんは安本︵経済安定本部︶です︒

あの人は経企庁ではなくて⁝⁝︒

防衛問題に関していっぱい書いておられますよね︒

さんに聞いて︑﹁なんで．佐伯さんは﹂といったら︑﹁いやあ︑ちょ

伊藤

この本で見たんじゃなかったかなあ︒最近︑だんだん活字

夏目

ども︒

武田

昔︑防衛庁へ来る前はね︒

宮崎勇さんのオーラルのときに︑しつこく︑しつこく宮崎

っとやっていた関係はあるでしょうね︒

佐道 ．長期戦略を立てるときの国力の計算とか︑そういうのをず

夏目

多分︑国防会議でみんな引き取って︑国防会議の倉庫に入

官もやったんじゃないですか︒

︸同アハハハハハッ︵笑︶︒

（『
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夏目

国防会議になっても︑二次防とか三次防︑特に二次防でも

そうかもしれませんね︒
夏目

もう一つの勉強会のほうは何か名前みたいなものがあった

したと思うけれども︑あんまり記憶にないですね︒・

伊藤︑牛場︵信彦︶さんなんかも発言なさいましたか︒．

憶があります︒

野村総研に行ってからも僕らはときどきお世話になった記

佐道
武田

夏目

迫水︵久常︶さんなんていう経企庁長官とかはけっこう防衛問題

つと別室みたいで︑私は立ち入れない﹂といっていました︒

で発言されていて︒経済計画が長期計画にいろいろ影響を与えま

のですか︒

べつにないですね︒あれは坂田さんの学者好みが出て︒

すので︒年次防のつくり方について︒

夏目

それはあとにうんと影響しますね︒

多分︑それが見本みたいになったのでしょうね︒

伊藤

あれは今︑いろんな学者を輩出していますよね︒高坂さん

夏目

夏目

どこかにうずもれて︒

総理府の建物のなか︒地下か一階か︑どこかの部屋に︒

倉庫ってどこにあるのでしょうね︒

もっとですよ︒

弟子でしょう︒年次的にね︒あの辺の関西周辺の大学の先生を集

夏目

中島

五百旗頭さ．んなんかがいるとき︒あれも高坂さんの仲間か

五百旗頭︵真︶先生ですか︒

講演に行ったんだもの︒今のだれだっけ︒

際関係法とか何とかの権威者になっていますよね︒僕は神戸まで

まあ︑それが今あるかどうか︑今の連中が知っているかど

なるほど︑つながるか︒

夏目

の仲間や弟子みたいなのがいっぱいあちこちの大学でおって︑国

武．田

うかは知りません︒国防会議でもう二十年も昔の⁝⁝︑もっとか︒

だから︑移ったときどか部屋を空けたときに処分している︑

でも︑追いかけてみる価値があるね︒

夏目

武田

それはいつごろのことですか︒

うん︒講義というのはおこがましいけど︒

先生がですか︒

めて三時間くらい講義したことがある︒

伊藤
そうですね︒

伊藤

かもしれないんだけどね︒

佐道

まあ︑聞いてみたらいい︒俺に聞いたなんていわ．ないでね

私が防大へ行ってからです︒要するに昔のことで︑現役時

代の日米関係で︒そのときのことはずいぶん出ているでしょう︒

夏目

夏目

しかるべきとこちから︵笑︶︑いろいろうわさがあります

︵笑︶︒

伊藤

るんですよ︒

︑そのときにしゃべったことと同じようなことがいっぱい書いてあ

いいこセを聞きました︒

佐道

といって行きます︒

佐道

佐伯さんは防衛庁も長いし︑当時から理論家として通って

三木さんのブレーンだうた平沢和重さんもメンバーに入っ

夏目

野村総研に移られるわけですね︒

夏目 平沢さんがしゃべったというのはあまり記憶にないです
ね︒しゃべったんでしょうな︑きっと︒NHKでしゃべるのが商

ていますね︒

佐道

移ってからも非常に熱心ですからね︒

いた方ですよね︒

夏目

売だからね︒

そうです︑そうです︒

防衛庁自体ともけっこう関係を深くしておられたわけです

伊藤

佐道
か︒
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元外務省で外交官だったのですけれども︒

う話が事前にあったかもしれない︒日本と︑フィリピンのスービ

夏目

あったかなあ︑よく覚えがない︒密約があるかないかとい

外務省なんですか︒

ックベイと︑グアムの三角地帯を日本の防衛海域とするという海

域分担の密約があるというわけです︒それを知っているかという︒

夏目

は簡単なんです︒事実ないのだけれども︑そのときに丸山さんと

い︒予告があって︑そんなものないんですということで答えるの﹁

そんなものはないんですよね︒そうだ︑予告があったかもしれな

佐伯さんとか︑よくしゃべっていました︒佐伯さんは声がでかい

坂田さんと私もいたのですけれども相談して︒その前にこういう

ああ︑そうですが︒あんまり知らないけど︑荒垣さんとか︑

からね︒坂田さんという方はそういう人で︑最初はそういうこと︑

背景があるんです︒私は防衛課長として︑防衛力整備だけではな

衛計画を毎年つくっていくわけです︒

すなわち防衛力整備については国民の声というか国民の理解が必

昔の年度作戦計画というやつですね︒

くて︑各自衛隊の防衛計画というものを所掌しているんです︒防

というのではなくて︑突発的な事故でそうなつちゃうんです︒事

伊藤

そういうものをつくっている︒それは︑正直いってあんま

要だということでいろんなことをやっていたのが一つ︒後半は︑

故というと変だけど︑上田哲議員ですよ︒

夏目

衛計画というと︑防衛力整備ではなくていわゆるウォー−．・プラン︒

それは本当に上田さんの質問がきっかけだったのですか？

り現実的なものではないんですね︒だって︑弾がないって︵笑︶︒

むしろ日米防衛協力に頭が行っちゃうんです︒それは期せずして

中島
それまではなかったんです︒

海原さんの話じゃないけど︑それが三ヵ月も戦争を続けるなんて

いざことがあ︑つた場合にどう自衛隊が動くかといことを決めた防

夏目

例えば︑丸山防衛局長あたりはどのように思っていらっし

いって︒まあ︑そういうような矛盾はいっぱいあるけれども︑と

にかくそういうものをやっていて︒そのときに見ていると︑﹁こ

ゃったのでしょうか︒

夏目

こからあとは米軍の支援を待つ﹂というところで切れちゃうんで

そのことについて？

だそっちへ行っては早いのか︒まあ︑また戻ってくればいいんだ

す︒支援を待つといったって︑支援が来るのかわからない︵笑︶︒

性に言及し︑その方向に持っていくわけですが︑これは丸山防衛

議員の質問に答える形で︑日米防衛協力を具体的に検討する必要

日米防衛協力の問題で︑ここ︵質問事項︶に︑﹁社会党の上田哲

はしている︒それは︑スタディーはある︒だけれども︑計画とし

同士︑在日米軍と陸上自衛隊なり海上自衛隊でいろいろ話し合い

きめたきちっとしたものはないということです︒いわゆる現地軍

は︑もちろんまったくないのではないんですよ︒政府間で公式に

具体的なものがあるかないかというと︑そういうところというの

局長が熱心であったといわれています﹂と書いてある︒そのとお

てきちんとオーソライズされたものとしてはなかったわけです︒

いか︒この際︑ひとつぶち上げようじゃないか﹂ということにな

りです︒五十年のある日︑上田哲議員の質問は二月か三月の予算
質問は事前通告がありますよね︒

そこで坂田さんといったのは︑﹁そういうものが本来必要じゃな
伊藤

委員会だからね︑とにかくそのころだな︒

﹁着手した﹂という言い方が︵笑︶︒着手には違いないんだけど︒

ね︒﹁坂田長官が着手した二つ目の問題﹂と書いてあるけれども︑

事の起こりからいいますと︑⁝⁝ま

中島

行っちゃうんですけどね︒べつに自分で意図的にこっちをやろう

■日米防衛協力の問題

松岡派︵松岡洋右寄り︶の外交官ですよね︒

伊夏野
藤目道
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上げたんですよ︒﹁現在そういうものはない︒ないけれども︑な

あったわけではありませんから︒それで︑坂田さんが梅酒とぶち

から︑日米防衛協力を早急にやらなければという具体的な動きが

夏目

武田

だけど︑そんな質問がそのときに来るとは予想していない

事故ではないですよね︵笑︶︒

伊藤

夏目

伊藤

伊藤

あとから今度は自分のほうが行︽わけですね︒

いや︑シュレジンジャーが来たんです︒

これは坂田さんが向こうへ行ったわけですね︒

いう場をつくろうじゃないかということでトントンと話が︒

夏目

それで︑そういう話になって︑日米防衛協力の話が進んで︑

そのあとすぐ︑坂田ーシュレジンジャーで︑具体的なそう・

うまいですね︵笑︶︒

明か何かでしゃべったのかな︒

いのがおかしいので︑本来はそういうものを持たなければいけな

夏目

つたわけです︒

い︒早急にひとつ日米間で協力してそういうものをつくるように

必要があるじゃないかという話になり︒

きに︑効果的な日米安保条約の運用というものを緊密に協議する

かし︑それがもとになって︑さっきの三木ーフォードの会談のと

にその見本になった︒それで当時は大問題になったんです．よ︒し

ないとだめだというのが彼らは暗黙にあるのですけれども︑まさ

を一歩前進させるから︑質問の仕方というのは神経を使ってやら

党にはあるんですよ︒質問の仕方を間違えると︑防衛庁︑自衛隊

夏目

伊藤

その﹁なり﹂というのはどういうことですか︒

上田さんも︑﹁えらいことを老いちゃった﹂と︵笑︶︒社会

︵笑︶︑じゃあ︑上田さんも︒

ろは東郷︵文彦︶さんというアメリカ大使がまだ次官でいたのか

夏目

伊藤

脇役に寄らないとならないといったような話になることが一つあ

ことになると防衛庁が正面に出ますでしょう︒外務省がちょっと

がっていたかも知れません︒ということは︑どうしてもそういう

伊藤

まあ︑わかりまずけれども︒

るんですね︒外務省というのはそういうところですから︒

夏目

だけど︑これも人の名前は忘れたのですけれども︑そのこ

外務省は︑当初は正直いって非常に心配していました︒嫌

外務省はどうなのですか︒

です︒それは坂田さんの功績なんです︒

たってからできるのだけれども︑それはそのときに芽が出たわけ

防衛協力小委員会というのができるわけです︒それは一年くらい

伊藤

そういうことを答えたということをふまえて︑その後三木

努力します﹂と︒

夏目

な︒

庁を絶対ディスカレッジさせるようなことがあってはならないと

さんは非常に理解があった︒この話は絶対に推進すべきで︑防衛

r武田 このころは次官ですね︒
夏目 東郷さんが次官になって話がコロッと変わるんです︒東郷︑

さんがフォードと会うことになったときにへその一文を入れちゃ
うんです︒最初の文章にはそんなものはなかったんです︒

そうですが︒

︑伊藤 それはだれが入れるわけですか︒
夏目 それは防衛庁が入れました︒坂田さんが︒
伊藤

いうことを部下に厳命するんです︒外務省も︑それはしようがな

いということで︑・やろうということに︒だから︑東郷さんの前の

三木さんは躊躇したんですよ︒﹁俺がおまえの先棒を担い
で勇ましいことをいうのかい﹂﹁いや︑そうじやない︒それは従

ときはあまりいい返事ではなかった︒協力的ではなかったですね︒

．夏目

来の日米安保条約の継続線上の問題だから︑たいして新しいこと

伊藤

今度は在日米軍との関係ということではなくて︑政府と政︐
をする．わけじゃないんだよ﹂と︵笑︶︒三木さんはそれを共同声
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もとは︑政府としてオーソライズした上で現地軍が話しを

府の関係ということになるわけですね︒

夏目

夏目

丸山さんにいわせるともっと端的なんですよ︒私はそんな・

ことをいえる立場じゃないからね︒丸山さんにいわせると︑﹁ジ
伊藤

﹁あれはジェラシーだ﹂という︒まあ︑それはちょっとオー

バッハッバッハッハッ︵笑︶︒

ェラシ⁝だ﹂という︵笑︶︒

では︑日米安保協議委員会とかあっても︑施設経費の何だとかい
夏目

するのはいい︒だけど︑その根拠をつくろうじゃないか︒それま
うレベルの︑外務大臣や防衛庁長官が集まってもそんなことをや

バーだけど︒しかし︑久保さんも根は反対じゃないんですよ︒立

いていないで突然そういうのを知るから︑あたりまえといえばあ

っていたんですよ︒それではないんだ︑本当の防衛の中身をしゃ

何で？

たりまえかもしれないし︑前もって十分相談をすべきだったのか

場上︑あの人は本来そういうことが大事だと思っているんだけど︑

伊藤

理由はわかるんですよ︒まだ日本はアメリカとそんなまと

もしれませんね︒

べることが大事じゃないかということで今の話に発展していくわ

夏目

俺に相談がなかったと︵笑︶︒

軽率にアメリカとそんな話をしたことに対する危惧︑懸念を持た

もなウォー・プランみたいなものを相談するようなとごろまで成長

伊藤

だけど︑次官ならともかく︑施設庁長官ですからね︒

けです︒．しかし外務省だけが反対していただけではないんです︒

していないじゃないか︒将来いたずらに大きな負担を背負うだけに

夏目

施設庁長官は今まではかなり主役だったわけでしょう︒

れたのでしょうね︒それはまあ︑先輩として︑ある程度様子を聞

なるんじゃないかと︒それから︑日本の集団自衛権とか専守防衛と

伊藤

だけど︑人間というのは︑かわっちゃうとそういうもんで

防衛庁のなかにも異論があったんです︒

かいった原則からはみ出すことにならないかとか︑そんないろんな

夏目
すよ︒

久保さんの場合には︑施設庁長官でありまずけれども︑ほ

反論がありました︒だれがいちばん反対したと思いますか︒
久保さん︒

佐道

それはあったと思います︒だから︑丸山さんもいい度胸し

ているんだよね︒もちろん私は説明に行っていますよ︒行って︑

夏目

ぼ間違いなく戻ってくるだろうとご本人も︒

久保さんなんです︒
エーッ︒

﹁おまえがついていて何をい

中島

佐道

私は内﹁やれ︑やれ﹂といった︒ちょうどいいチャンスだ

夏目先生ご自身はどういうふうに思っていたのですか︒

あるいは国会答弁の後かもしれません︒

叱られたような記憶があるから︒あ︑事後だったかな︑前かな︒

ですか︒

夏目

久保さんが反対された理由は︑いま先生がおっしゃった点

夏目

というのは︑私もそう思っていました︒

今いったようなことだと思います︒施設庁長官としてだか

ら︑施設庁長官の部屋へ行ったような記憶があるから︑久保さん

佐道

か︒審議官とか局長とか︑そこらへん︒

日米防衛協力を緊密化することそのものに対して久保さん

中島

夏目

正直いうと︑当時︑久保さんだけではないですよ︒久保さ
は消極的でいらっしゃったのですか︒

防衛庁内の世代的な考えの違いというのはございました
は反対です︒

っているんだよ﹂といって︒当時は施設庁長官だったかな︒

久保さんに叱られたんです︒

不思議ですね︒

夏中伊夏佐
目島藤目道
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夏目

中島

それもあ惹のでしょうね︒それやこれやあったのでしょう

国内政情を恐れてということですか︒

官房長以下︒

んはもちろん反対だったけど︑官房なんかも反対でした︒当時の

武田

から︑どうしてもそうなりますよね︒

夏目

伊藤

日米間の軍のつながりというのは海軍がいちばん密接です

それはそうだな︒まあ︑空だってそうだと思いますよ︒

たのは海上自衛隊︒

でも︑うまくことが運んでどういうご印象ですか︒やはり︑
へ

けれども︑﹁防衛庁防衛局が独走しているんじゃないか︒だいじ

武田．そうですね︒

伊藤
先生は防衛課長として外務省とも直接折衝されたのですか︒

夏目

伊藤

武田

夏目

とにかく︑それも坂田さんだからできたと思うんです︒あ

夏目先生は︑そうはおっしゃらない︵笑︶︒

︵笑︶︑そうですが︒

それほどでもないけど︵笑︶︒

﹁やった1﹂という感じですか︒

佐道
あります︒

れが︑中曽根長官みたいな勇ましい人だったら︑国会で総スカン

ょうぶかい﹂というのがあったかもしれませんね︒

夏目

結局︑それをやることになると防衛課長が中心になるでし

これもジェラシーかもしれない︵笑︶︒

伊藤

です︒現地軍との問にどういう委員会をつくるとか︑どういうこ

夏目

うね︒

夏目

佐道

その答弁に対してですか︒

思ったほどね︒やはり︑それは坂田さんの人徳なんでしょ

ご印象として︑国会も思ったほど紛糾しなかったというか︒

を食ったと思います︒

とを勉強していくかというのをまた二︑三年か︑けて勉強していく

伊藤

答弁に対してはもちろんウワーッとなりましたけれども︑

ょ・つ︒

わけですから︑それですぐにどうこうというわけではないです︒

夏目

いや︑当分はもうそれで話はおわりです︒あとは地道な話

ただ︑そういう道を開いたというのは坂田さんの時代だったとい

先生はそのときに後ろにいたのですか︒

それでもってどうのこうのというのはないですからね︒
武田

もちろん︒

うことです︒

中島

夏目

社会党もえらいことをやつちゃったなあ︒

日米防衛協力の道を開くことについて︑甲山の方との調整

はどのようにされていたのでしょうか︒

伊藤

各幕の賛成はもちろん︑あたりまえだと思っているから︒

そうですね︑やつちゃいましたよね︒﹁

夏目

武田

﹁今まで何をしていたんですか﹂という態度ですからね︒自分た

ちょっと答弁をチョンボして︑坂田さんが間違えて答弁し
てね︒

ちは自分たちでやっているわけですから︒
現実にはやっているでしょう︒

つたかなんかして︑ あとでそっと事務局へ行っ・てすり替えたりし

原稿を二回︑三回書き直したのを︑最初のやつを読んじゃ

伊藤

そういうもののお墨付きがもらえるというのは文句のいい

夏目

夏目

佐道

て︵笑︶︒

各幕間の温度差というのはいかがですか︒

ないやつですか︒

ようがないから︒

佐道

温度差というのは多少あったかもしれませんね︒だけど︑

では︑．いま残っている議事録になっているものは間違えて

夏目

夏目

︵うなずく︶

基本的に反対はないです︒ただやはり︑いちばん賛同の意を表し
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武田

佐道

覚えないね︒たいしたことないけど︑海域の分担が必要だ

何が間違ったのでしょうか︒

じゃあ︑当時のフィルムを見ないと︵笑︶︒

いわれるか︑負担ばかり背負うんじゃないか﹂と︒まさにそうい

いじょうぶか︒将来を考えて自信があるのか︒アメリカから何を

うことは私が︑局長︑次官になってからAこれが代償なのかなと

夏目
ちょっと先に行き過ぎちゃったのですか︒
夏目

伊藤

防衛分担の問題にしてもそうだし︑防衛力の増強にしても︑

防衛分担の問題ですか︒

いう感じがしたけどね︒

佐道

あれは本当︑いろいろ聞いてみると︑議事録を入れ替える

とかそんなことをいったのかな︒

伊藤

彼らは勝手な注文をいってきますよ︒

八○年代になって厳しくなって︒

というのはあるみたいですね︒

佐道

カーターやレーガンあたりになってからだけどね︒

あれもやったら大変ですよ︒怒られてねえ︒私は二回ぐら

夏目

夏目

ことをいえばいいわけでしょう︒

いやっているけど︵笑︶︒うるさいから︑なかなか素直に応じて

そうそう︒

まあ︑いいたいことをいわれても︑こちらだっていいたい

それは︑素直に応じたら大変ですよ︵笑︶︒

夏目

伊藤

伊藤

そうですよ︵笑︶︑書き換えばかりになつちゃったら︑資

くれませんしね︒

佐道

先ほど︑﹁防衛を考える会の結論が出るまで﹂という話で
のでしょう︒

伊藤

夏目

夏目

料的な意味がなくなってしまいます︒坂田さんは省内的にもきち

けれども︑あれが多分︑普通のときに来て坂田さんみたいなこと︑

た︒久保さんの議論はいただけないけれども︑ある種の部分はや

したけれども︑しかし︑新しい防衛力整備計画は準備はしていた

久保さんみたいなことをいわれたらあれだけど︑何となくみんな

はり久保さんのいうとおりだなと︒とにかく︑今まで制服やわれ

んと掌握しておられたというか︒

四次防で自信喪失しているときだから︑﹁ある程度仕方がないか﹂

われが考えていたような防衛力整備というのは︑望むべくして不

そういう方で︑もちろん非常にハト派的な印象ではあった

みたいな空気があって︑坂田さんに対する大きな反発はなかった

可能なのだと︒それは︑人員的にも︑経費的にも︑政治情勢から

ったからといってわれわれの所望する防衛力はできそうもない︒

見ても︑何かち見ても不可能であるということは︑あと十年かか

勉強はある程度していたんです︒細々と議論はしていまし

日米防衛協力なんかの実績を上げているほうが大

です︒むしろ︑
きいですから︒

坂田長官が日米防衛協力に進もうということで︑丸山局長

青天井みたいにどこまで行ってもきりがない︒またいつまでたっ

佐道

が熱心にするということで︑いろいろ考えは違ったりするけれど

だし︒片方から見れば︑どこまで膨れ上がるんだ︒経費はどんど

ても達成できないという飢餓感みたいなものもどこかにあるわけ

んふえていくというふうな批判もあるし︒そういうことを考えた

も︑﹁まあ︑やむをえんか﹂という︒

夏目

防衛庁のなかは︑大臣がそうだから︑陰でコソコソいって

も表面に出るようなことはなかったです︒

ときに︑やはりああいう計画はもう無理だな︒何とか現実的な枠
まあ︑心配ということでしょうから︑反対ということをい

伊藤

ということは議論していました︒

の中で︑制服の理論を納得させるようなことってできないものか
反対しているわけではない︒ただ︑﹁この時期にやってだ

うわけではないのだから︒

夏目
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佐道

やはりご想像のとおりだったという︒

ものですね︒ただ︑やはり非常にうまいことをいうのは︑拒否能

そうですね︒予想どおり︑ほとんど久保さんの発想に近い

だいたい﹁考える会﹂と平行して︒

力だとか︑いざというときに増強し得る下地を持てとかそういう

夏目

伊藤

平行してはやっていたけれども︑あんまりおおっぴらにで

■﹃防衛を考える会﹂の提言
夏目

したけれども︑﹁だいたい久保さんの発想に近いものですから︑規

ことについては︑久保さんもちょっとそういうことをいっていま

模的にも納得のいくような方向だし︑まあ︑こんなところかなと

きませんから︑結論を待ってということでありましたから︒
でも︑だいたい向こうの様子がわかっているわけですから︒

いう感じはしていました︒ただ︑最後のところは最後までもめま

伊藤

したよ︒脅威対象ではなくて基盤的防衛力というのは︒一度は基

それはわかっていましたね︒そういう事務的な議論はして

いましたよ︒たしか︑五十年の夏ごろには︑﹁防衛を考える会﹂

盤的防衛力が消えたんだけど︑また回答で基盤的防衛力が生きち

夏目
の結論が出かかったころかな︑一応︑参事官会議か何かにかけた

くったときには久保さんはもういないのかな︒

ゃうんですね︒あそこがわからないんだな︒もっとも︑大綱をつ

んですね︒これからの防衛力ということはだいたいこんな方向で
そのときには︑﹁常備すべき防衛力﹂として︑今の﹁基盤的防衛

とめるにあたっては︒

佐道

まとめていっていいのだろうかという叩き台みたいなものをね︒
力﹂に近い発想なのですけれども︒ただし︑脅威対象というもの

決まったときには次官をやめてい売のですね︒だから︑ま

を生かしていました︒﹁防衛を考える会﹂の前かな︑そういう妥

夏目

いたのでしょうね︑きっど︒それで生き返ったのかもしれ

協の産物みたいなものをやっていたら︑それを防衛を考える会の

佐道

ないですね︒

でも︑だいたいは固まっていた︒

の提言が出て︑坂田長官がそれをもってということをおっしゃっ

結論が出るまで待とうやというのが田代次官の決定でした︒
伊藤

まあ︑だいたいこんなところでいいんじゃないかというこ

そのあとの防衛力整備については︑この﹁防衛を考える会﹂

夏目

ていたということでしたら︑久保さんの方針で行くことになるの

そういうことですね︒ただし︑今いった脅威対処でないと

いうことについては妥協しているはずですよ︒大綱でも︑﹁限定

夏目

だろうなと︒

とで大方の了承を得たのですけれども︑だけどこれはあちらがや
っているから︑あちらの結論が出たところで一緒にやるというこ
とで︑そのころに私はかわっちゃつたんじゃないかな︒だから︑
本物ができるころには私は関係ない︒

同じ九月に総務課長に︒

そうです︒

異動されたということですか︒

そうですね︒

んな簡単にエキスバンドできるものではない︵笑︶︒

何とかってごまかしているんだね︒あれもインチキだけどね︒そ

は︑政治的なリスクだとか何だとかは︑エキスバンド能力だとか

表現は生かしたまま︑規模を圧縮しているという感じだね︒あと

的︑小規模の侵略については何とか﹂というふうに︑脅威対処の

あ︑そうだ︒九月か︒

佐道

アメリカみたいに予備役召集するみたいなことはできない

そうですが︒

しかし︑﹁考える会﹂の提言はもちろんお読みになった︒

伊藤

夏佐伊佐夏塚
目道藤雪目道

．伊藤

もちろん︒
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今われわれが整備しようというのはこれ︵低い位置︶なんだ︒こ

らおうじゃないかと︒あるべき姿はもっと上にあるんだとすると︑

それはリスクだと︒リスクとして︑政治家なり国民に納得しても

どまあ︑持てないことがわかっているから︑制服の人から見たら︑

夏目

聞かせいただけますでしょうか︒

うに認識されていたのかということと︑庁内での議論についてお

中島

ろうと︑一種の妥協の産物といいますか︑政治的なニーズと軍事

それから︑この程度のものならぜ国民の理解と納得が得られるだ

れがなしうるものはこれしかないんじゃなかということが一つ︒

わないけれども︑しかし︑今の世の中の政治情勢のなかでわれわ

も︑そういう防衛力整備のあり方としての哲学・理念は確かに合

夏目

伊藤

だと︒

だけど︑当時の議論というは︑私も記憶があるのだけれど

あれは理論的な要請なんですね︒現実というよりは︒

は立てたけれどもすぐに引っ込めちゃうんですよね︒これはだめ

ないと思います︒久保さんは︑そのエキスバンドというの

の間というのはリスクですよと︒エキスバンドだってそんな簡単

的な要請との妥協したものが大綱だと思うんです︒﹁こんなこと

夏目

にはできないので︑それにはどのくらいの金と期間がかかるんだ

しかできないじゃないか﹂﹁こんなことで防衛力に対する国民の

でしょう︵笑︶︒

ということをはっきり明示しろというのが制服の意見でした︒大

理解が得られるのなら︑防衛庁として︑自衛隊として一歩前進じ

そのエキスパンション論に関しまして︑久保さんがどのよ

綱はそこを省略されて決まっちゃっているから︑そこのところは

ゃないか﹂ということで制服を無理やり納得させていたんです︒

﹁国民の﹂という場合は︑﹁議会の﹂という意味とは︒

制服は︑﹁そんなものはできやしない﹂といったよ︒だけ

制服からすると︑﹁ちょっと話が違うじゃないか﹂みたいな︒

伊藤

て︑それともう一つあったのは︑一％を超えない⁝⁝超えないと

この穴を埋めるリスクの部分の見積もりみたいなものはさ

はっきりいったわけじゃないけど︑どういう言い方だったか︒

中島
したんだよ︒

マ％程度でしょう︒

もちろん議会も含めてでしょうけれども︒それを契機にし

夏目

じゃあ︑そういう資料はあるんだな︒

伊藤

夏目

伊藤

ありましたよ︒グラフまで書いて︑継戦能力についてはこ

れたのですか︒

夏目

た︒そんなことで︑やたらにやみくもに膨らむものではないよと

超えないこと︑程度︑なんかそんな曖昧な言葉になってい

それは陸海空それぞれつくられたのですか︒

いうことで納得してもらおうと︒これなら⁝⁝ということで︑社

夏目

中島

もちろん︒彼らにしてみればそこが大事なので︑そこがな

のへんまでか︑ある程度つくったんですよ︒

夏目

後はそういった防衛力の限界議論というのは消えちゃうんです

会党も大綱までは仕方がないかという雰囲気があった︒事実その

そこを公にされなかったのはどのような理由からですか︒

よ︒そういう意味では成功なんです︒ある意味では成功だけど︑

い元だけだったら意味がない︒

中島

そこを公にしても同じになつちゃうからね︒そこはまあ︑

制服における不満は依然として残っているんですよね︒

夏目

いざという有事には即応できるような力に高めるのだという基盤

中島﹁そのあと国際情勢が緊迫していくと︑﹁あの大綱方式はど

それは後の話ね︒当時はむしろ緊張緩和の時代ですから︑

を残しておこうという︒それはだれも反対しない︒じゃあ︑それ

夏目

うなんだ﹂という話は出てきましたか︒

久保さんは何か具体策を考えていたのですか︒

は具体策がないじゃないかという︒

伊藤
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夏目

けですか︒例えば︑それぞれ個別に説得にあたったりとか︒

佐道

ほど︑グラフとかもおつくりになって︑かなり陸海空それぞれ詳

佐道

夏目

伊藤

今の国際情勢とエキスバンドの問題なのですけれども︑先

そうだと思います︒

ベトナム戦争も終結したことだし︑という形ですか︒

方でした︒

屈もあるだろうけれども︑今後⁝⁝﹂ということで︑脅威対処論

細に検討されたということなのですけれども︒例えば︑それこそ

そういうこともなかったです︒

も消してはいないんですからね︒一度消えているのだけれども︑

今の有事法制の議論でもいろいろあるのですけれども︑どういう

制服の方々の不満は具体的にはどういうふうにしていくわ

消えた形になっていないんです︒だから制服も︑それでは書類上

ふうになったら警戒に入るのかとか︒

佐道

だから制服はむしろ︑大綱自身よりも大綱のあとの防衛庁

そうですよね︒

じゃあ︑継戦能力というのはどのくらいの継戦能力があればいい

こういうことです︒継戦能力は重視しようと書いてあるんですよ︒

説得ですよね︒会議で大臣が︑﹁私はこう思う︒それは理

は我慢しましょうということになっているのだけれども︑そのあ

夏目

夏目

のか︒それには弾薬の備蓄とかそういうことをどう考えなきゃい

具体的なものはないですよね︒当時あった議論というのは

との解説がみんな﹁基盤的防衛力﹂になつちゃっている︒

の解説の仕方に対する反発が非常に強いですね︒後追いすること

かんのかというと︑弾薬の備蓄はいつも出るようにこんなところ

︵非常に低いところ︶にしかない︒これをどうするんだよ︑とい．

はないじゃないか︒あれは早く忘れてくれよと︑そういう感じで
した︒

う話なので︒これは︑何ヵ月というのはあるけれども︑それは何

国際情勢云々というお話が出てまいりましたけれども︑ち

伊藤

も︑国際情勢がこうこうだから何ヵ月というのではないのですね︒

ヵ月とか持っているのが各国軍隊の常識じゃないか︒それをうち

ょうどベトナム戦争が終結する︒これはどちらに受け取られるの

これはやはりデタントという︒

は四日じゃないかとか︑三日じゃないかとか︑こういう議論です

常備軍として常識的に持つ弾薬の備蓄というのは︑一ヵ月とか二

そのままですか︒

から︑どういう国際情勢になったらこれをこうするというのでは

ですか︒

当時はね︒

ない︒

ということであって︑ そのときにそういうことが変わりうる予見

も︑どうなったらどういう機能をどれだけ必要だとか︑そういう

そういうものはアメリカに期待するとかというものはあるけれど

じゃないか︒そういうものをつくっていこうじゃないか︒それは︑

大事ですよ︒では情報収集能力に何があるかというと︑何もない

危機なり侵攻を予見するにはいろんな偵察能力︑情報収集能力が

もう一つは︑例えば偵察能力というものが大事だと︒やはり︑

だけど︑これは中国の⁝⁝︒

中国もアメリカと手を結んだ︒

結んでいますけれども︑一種のエキスバンドでしぼう︒

エキスバンドというのはべつに国際情勢とそう密接に関係

があったわけではないんです︒むしろ︑緊張は緩和しているんだ︒

ことではないんですね︒

していないのね︒ 変わるかもしれない︑そのときにはこうしよう．

戦争は起こりにくくなっている︒ 国際監視が厳しいなかでは軍事

石田

デタントで脅威が下がってきて︑そのあとは教育とかそち

力の行使が容易にできないだろうというのが当時の一般的な考え
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目藤目藤目藤目

やはり正面装備が大事とお考えですか︒

らのほうにウェートがおかれたなんていうことはないのですか︒
中島

伊藤

二つの関係です︒日米防衛協力と大綱あるいは基盤的防衛

いえ︑相互の関係です︒

力的な考え方です︒

大綱に出てくるかといったら何もないですよね︒︐いつも決まり文

夏目

石田

理論としてはあったかもしれないけれども︑それがどこか

そういう考えはありましたか︒

本の自主性を持って防衛力整備をし︑日本の財政の力とか国内事

はアメリカの立場からいいたいことをいっているので︑日本は日

的だったし注文はいろいろ出てくるだろう︒しかし︑そんなもの

話というのは︑私がいったのは︑﹁確かにアメリカは大綱に批判

正面と同時に後方みたいなところ︑教育とか研究開発とか

夏目
夏目

句で︑新技術の何とか︑趨勢に追いついていくとか︑要員確保に

情とかそういうことを考えてきちんと説明すればわかってくれる

それはまったく悩んでなかった︒というのは︒防衛協力の

そういうところへ力を入れていこうという︒

努めるとかというのはあるけれども︑では︑そのために今までと

はずだ﹂ということが一つあったから︑だからあんまり心配しま

のないほうがいいことはいいんだけどね︒

せんでした︒ただ︑彼らとうまくやるには︑﹁ノー﹂ということ

違った何かがあるかというと︑それはあるわけではない︒

□日米防衛協力

中島

そういうことよりも︑まずは防衛協力の枠組みをつくるこ

中島

とが大事だと︒

きょうのお話のなかで︑一つが大綱︑基盤的防衛力の話と︑

もう一つが日米防衛協力の話と︑二つ同時並行的に進んでいった

夏﹇日

作戦計画の話というのは︒危険な状態というのはいいにく

と申しますと︒

そのほうがずっと大事だと︒というのは︑もっとざっくば

ようなのですが︒片方は偶発的な事故によって促進されたという

夏目

︑中島

らんにいうと︑放っておけばもっと危険な状態だったんですよ︒

確かにいわれると︑﹁事故﹂という言い方は適切ではない

ことだと思うのですけれども︵笑︶︒

夏目
ですな︵笑︶︒

いのだけど馬やはり制服同士が話しているなかには︑このまま放

かもしれません︵笑︶︒そういっておいたほうがいいのか

武田

かねない︒そういうあれを持っていたから︑早くこれを日の目を

っておくと︑また制服の独走だとか︑三矢研究みたいな話になり

まあ︑事故後の処置がよかったんですね︒

もしれないですね︒

佐道

ィーとかいろいろなものがあったといったけど︑やはり︑どうし

見せて毒消しをしょうという気持ちがあったのね︒さつきスタデ

てもそれは外部に出てきまずからね︒

大綱の場合ですと︑決まるのはあとですけれども︑量的に

方が基本になる︒片や︑日米防衛協力を促進していくと︑アメリ

佐道

中島

カ側から日本に対して︑﹁あれをやってください︑これをやって

打ち合わせの内容というのは防衛課長の耳には入ってきているの

天井を設けているということだと思いますが︑脱脅威論的な考え

ください﹂という話が当然出てくることが予想されると思います︒

ですか︒

した︒自衛隊の防衛計画は見ていますよ︒日米関係のやつについ

それは︑正直いうと︑それまでの防衛課長はノータッチで

制服組の方々が独自にやっておられるような日米の相互の

実際にそのあとそうなってくると思うのですが︑この当時︑この

夏目
今の最後の話︒

段階ではどのようにお考えになっていらっしゃったでしょうか︒
夏目
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す︒そういう隠微なところでやるというのはいちばんよくないと︒

研究の中身はいいけれども︑手順はぎちんとある程度まではオー

てはノータッチというより知らなかった︒

伊藤

ソライズされて︑その指揮の下でやっているということでないと

海のほうでそういうことをやっているというのは歴然とし

ていたわけでしょう︒

非常によくわかりました︒

ました︒

本当の意味での文民統制にもならないしね︒そういう二つがあり

ず︑それを全部説明しろといった︒統幕の会議室へ何日も入り込

伊藤

今の関連ですけれども︑それで防衛協力の問題を進めよう

何かやっているのはわかるんですよ︒私は課長になってま

んでね︒しかし︑私以外は入れないんだよ︒それほど深刻な話が

佐道

．夏目

⁝⁝︒中身はたいしたことないんですよ︒ただ︑私が心配だとい

ということにされて︑先ほど防衛課長として外務省とも折衝にあ

たられたということですけれども︒ということは︑それまでは防

うのは︑手続き面でそういうことがつつかれるとまた問題だなと
いうのがあ．つたから︑早くこれは正規の手順に乗せちゃおうと︒
そのことは坂田さんにも報告をされているのですか︒

そういうのがあって行くときには多少の打ち合わせばしますけれ

夏目

うことになるわけですか︒

衛課長はあんまり外務省との接触というのはしていなかったとい

佐道
もちろんしていますよ︒

坂田さんも︑﹁それはそうだ﹂といっていた︒
夏目

ども︑まともな自衛隊と米軍との機微にわたる話というのはあま

佐道

夏目

で︑あらぬエネルギーをまた使うのもばかばかしいし︑そ

すぐシビリアン・コントロールの問題になってきますね︒

そうそう︑そうそう︒

が来日して坂田ーシュレジンジャー会談が行なわれるわけですけれ

佐道

りそれまではないですから︑まあ︑陪席みたいな感じでした︒

直接ないですね︒ただ重点か︑日米の事務レベル協議とか

どいうことでしょう︒

伊藤︑だから︑騒がれ方によっては第二の三矢事件みたいになる

夏目

ども︑これはかなり歴史的にも重要な会談になるわけですけれども︑

そうしますと︑ちょうど八月にシユレジンジャー国防長官

れから︑もともと必要なことだからというのと両方でね︒

準備とか︑防衛課長と七てこれにだいぶ先生も関与されたと︒

庁内でのそういう問題意識は︑先生が課長になられてから

中島

夏目

いっているのだから︑そういう方向へもって行くような話をして

それは今いったような︑最初からそういうことが必要だと

出てきたのでしょうか︒

夏目

いるわけです︒だから︑日米協議の場をつくろうということにな

どうしてそうなったのかわからない︒それまではあまり⁝

⁝︒まあ︑日米関係なんてまともじゃないから︒国技館のプロの

ったわけですよね︒それを議題にして︑両方で確認してもらっだ︒
多分︑そうだと思うのです︒

相撲取りと中学生の力士がタッグを組んでいるようなものだから︑

あんまりそんなことをまともに議論する時代ではなかった︒だけ

伊藤
それはそうでしょうね︒

夏目

ことなのですか︒

シュレジンジャーが来日したというのはそもそもどういう

れども︑やはりそうはいっても制服は制服で自分の衿持もあるし︒
佐道

衿持だけではないでしょう︒﹁ここから先は米軍の支援を

憶がないですけれども︑多分このころシュレジンジャーは韓国の

これは多分︑韓国の増強か何かの話で来たんじゃないかと
伊藤

思います︒だから韓国へ寄っているんじゃないかな︒ちょっと記
だから︑そういう勉強をしていなければまたおかしいんで

待つ﹂というあれだから︒

夏目

185

ことをやたらにしゃべっているんですよね︒韓国防衛の重要性と

先ほどのガイドラインの話で︑外務省を説得するのが大変

伊藤
そうです︒

そこでこちらから問題を提起したということですか︒

のだけれども︑あそこでわれわれが外務省に言いたかったのは︑

当はガイドラインをつくったときには︑それはもっとあとになる

夏目ガイドラインをつくるとぎにまただいぶもめましたね︒本

そのなかの特別委員会みたいなものですか︒

いうのがあったんです︒．

日米軍司令官だったけど︑ 両方の大臣が︑要するにビッグフォー

国務長官と国防長官と︑ こちらは外務大臣と防衛庁長官︒昔は在

すよ︒アメリカが思っているのはやはり︑極東で何かがあったと

も︑日本にだれかが攻めてくるなんてあんまり思っていないんで

夏目

一同アハ口占ハ︵笑︶︒

が集まってやるのが日米安保協議委員会︒ それはずっと前から形

きに日本の基地が有効に使えるか︑自衛隊の支援を得られるか︑

それが安保協議委員会なんですよ︒日米両首脳というのは︑

はかえていたわけです︒ これは安保条約をつくったときから決め

そういうことが大事だ・つた︒その大事なところをたった一行か何

そっちをきちんと進めてくれることが大事だし︑アメリカ

られていたことで︒その外につくるとまた大変なので︑ その枠の

かでガイドラインではやって︑あと︑起こりにくい日本有事がず

夏目

つまり︑外務省側が通りやすくするためにそこに議論を押

そういうこともあったかも︒それと︑日本有事のやつを脇

し込めたという︒

佐道

っと表面に出てきちゃったんですね︒それがちょっと計算外︒

中ということにしてつくったんです︒本当は外へつくりたかった
んですよ︒外務省を外したかった︵笑︶︒

︵笑︶︑外務省を外したかったというのはだれのご意見です

一同アハハハハッ︵笑︶︒

佐道
か︒

剣に考えてくれというのが当時の腹でした︒なかなかね⁝⁝︒だ

れはこれで残さざるをえないのだけど︑もうちょっとこっちを真

へ置いておいてこちらだけを議論するわけにはいかないから︑こ
うるさくて︒で︑我々もアメリカも本音でしゃべらないんですよ︒

から︑その後全然動かなかったでしょう︒最近になってようやく

いや︑それは私がそう思っただけ︵笑︶︒彼らがいると︑
向こうも国務省がいるとしゃべらないとか︑どうしてもオブラー

夏目

トに包んじゃうのですね︒

186

︐中島

夏目

あと日米の⁝⁝︒

日本有事の際の日米防衛協力なんていうのはどちらかというと二

だったという話があったのですけれども︑やはり外務省の協力抜

佐道

緊密な協議というか︑両国がとるべき措置について安保委

の次だったんです︒当時︑もしあるとすれば︑日本の周辺におい

か何とかかんとかとね︒だから多分︑そういう話の一環で来てい

夏目

て︑例えば朝鮮半島においてとか︑そういうことがいちばん日本

きではガイドラインを策定するのは難しかったと︒

の枠内で協議しようということをいって︑そして協議の場をつく

防衛庁側はですか︒

るのだと思います︒

ったんですよね︒新しい協議機関︒

佐道

五条は俺のところでやるから︒

にとってラジカルな問題として︑あるいは現実的な問題として考

夏目

安保委のなかですか︒

まあ︑そういうことですね︒下部組織として︒

えられることだったから︑安保条約第六条をはっきりさせたいと

日米防衛首脳の定期協議ということも︒

枠内︒三木さんはそれで納得したわけだから︒

夏三夏伊夏鳶
目三目藤目藤

㊥・2・・3年4月4日

二十年かかりました︒

配なのは海上自衛隊と︑次に航空自衛隊なんだ︒だから陸はいい﹂

に︒だけど︑﹁日本の自衛隊なんか適当にやってくれよ︒俺が心

あるんです︒それは三十八度線を挟んで対峙しているから︑実際

佐道

だから︑自衛隊のほうはすぐ進行するんですよ︒制服同士

出てきた︒

夏目

んでいたんです︒

しているのをこうやって︵上を向いて︶見ているしかないとひが
そういう感じですかね︒

と︑陸はいつも上を素通りして韓国とアメリカが行ったり来たり

伊藤

しかし︑それは実際そうだったと思いますよ︒

の話というのは早いですから︒だけど︑どうしても国務省と外務

夏目

今度は韓国から兵を引き揚げるとかといっているから︒

省が話しに入るとややこしくなってくるんです︒

佐道

伊藤

また沖縄にふえるだけですよ︵笑︶︒

防衛庁サイドでは︑﹁できれば外務省を外して﹂というの

はだいたい共通の意識というか意見になっているのですか︒

佐道

︵笑︶︒

いや︑それは知らない⁝⁝︑そんなことはいえないけどね
まだちょっと用心して︵笑︶︒

■官房総務課長に就任

夏目

いや︑当時も発言を注意したけど︑ 本日も︵笑︶︒いやも

アメリカ側ですか︒

向こうだってそうなんだもの︒

はよくあるコースですか︒

ないのですが︑七五年九月に官房総務課長に任ぜられると︒これ

伊藤

そうおっしゃるのはわかります︒

正直いうと︑向こうにすればわれわれも邪魔なんですよ︒

夏目

あれも脅しかもしれません写れどもね︒もうあまり時間が

ああ︑内局も︒

りいない︒

伊藤

よくあるか︑ないかなあ︑だれかいたかなあ︒⁝⁝あんま

軍同士の話というのはそのくらいのものなんですよ︒だけ

のですか︒具体的にはこの次に伺いますが︒

そうですが︒この総務課長というお仕事はどういう内容な

それを外すと話が進まないからしぶしぶ認めただけで︑内心

雑事全般︒防衛課長をクビになったんじゃないかな︒

﹁いないといいな﹂と思ったと思いますよ︒

でもオーソライズされたわけですから︒

だから︑オーソライズされちゃったら㍉あとは要らないん

︵笑︶︒それが本音ですよ︒

あとは︑．具体的なところは自分たちでやるからと︒

現実的にはそうならざるをえないでしょう︒

えーッ︑そうですが？

いちばん重要なのはやはり国会の問題になるわけですか︒
国会は大事ですね︒

だって︑総務課長は筆頭課長でしょう︒

ね︒同じ色の制服同士﹂というのは近親よりも近いんですよ︒ネイ

この世界でもあることですよ︒文句をいってもしようがないです

伊藤

しかも︑私の一年の総務課長というのは何もない年でね︒

一年やっていないんだ︒

人というのはだいたい二年というのが常識なのに︒

いしかやっていないでしょう︒あう一年もやっていないかな︒役

なんとも申しあげようがない︒総務課長は︑私は一年ぐら

ビー・トゥ・ネイビーというかね︒陸上自衛隊なんかは当時ひが

夏目

なくてもやろうとしたのだから︵笑︶︒しかし︑それはど

夏三夏佐伊夏
目藤弘道藤目
んでいっていましたよ︒アメリカの陸軍は韓国には非常に関心が

187

夏伊佐で夏伊はど夏武夏蚕夏う伊佐
目藤道す目藤＼ 目田目藤目 藤道

㊥・2・・3年4月4日

それはちょっとオーバーだけど︑いわゆるセレモニーのない年な
んです︒朝霞の自衛隊観閲式なんていうのは総務課長がまとめる
のですが︑あれがない年︒それから︑自衛隊の高級幹部会同なん
かもやるのですけれども︑それもなかった︒要するに私は何もな

伊藤

夏目

伊藤

いや本当︑文句いわれているの︒あれもなかった︑これも

いえいえ︑先生の話はすぐそうなつちゃうからなア︵笑︶︒

多分︑あいつにやらせるとだめだからと︒

ラッキーでしたね︒

い年にぶつかっているのですね︒

夏目
やはり国会対策がいちばん大事ですか︒

なかったという総務課長はいないといってね︒

伊藤

国会ですね︒それと︑総務課長になってからけっこうあっ

もう一つはロッキード事件のとばっちりが来たんですね︒

何もないというのは違いますね︒

本来あるものがなかった︒

ねえ︑やはり重要な配置になっているわけですよ︒

事故だから︒
また︑いろんな事故︵笑︶︒

七五年後半の国会というのは政争もありますし︒
そうだな︒

三木おろしの問題が大変な時期で︒

海原さんの存在意義を発揮するときでもあるしね︒

そこにおける総務課長ですから︑これはなかなか︒

︵終了︶

ものすごく大事なところだな︒そのへんを勘案して質問事
じっくりとっくります︒

o

夏目

それは次回にお聞きして︒久保発言の問題というのはちょ

たのが︑久保さんの辞任の問題なんですよ︒

佐道
っと⁝⁝o

佐項伊佐夏佐津佐武夏佐夏佐夏
道を藤道目道藤道田目忙裏皆目
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オーラルヒストリー・
第7回

開催日＝2003年5月9日（金）
開催時刻＝14時00分
終了時刻＝16時00分
開催場所：財団法人

防衛弘済会

【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）

伊藤

隆（政策研究大学院大学教授）

佐道明広（政策研究大学院大学元助教授）
武田知己（政策研究大学院大学coE特別研究員）
中島信吾（防衛庁防衛研究所戦史部教官）一
記録者＝

有限会社ペンハウス矢沢麻里

第7回インタビュー質問項目

件に巻き込まれたわけですが︑事件発覚当時どのようにお考えに
なり︑またどのように対応しようと思われましたか︒

2003年5月9日

今回は官房総務課長時代のお話からお願いします︒総務課長には

当時の経緯についてお願いします︒

うけ︑久保氏も発言の誤りを認めるという経過になります︒その
ことが︑やがて久保氏を次官退任︵7月退官︒在任約一年︶に追

ました︒防衛庁内局における官房の位置づけについてお願いしま
す︒また︑直属上司たる官房長は人事院出身の玉木清司氏ですが︑
どのような方であったのかもあわせてお願いします︒

N10月︑坂田長官は﹁防衛施設周辺生活環境整備法﹂について︑

い込んだと言われていますが︑久保氏の退官問題の真相も含めて︑

N9月に就任されていました︒70年代に入ると︑かつての海原
官房長時代の﹁大官房長﹂ではなく防衛局長と関係が逆転してい

言し︑大きな問題になりました︒久保発言は後藤田氏らの反発を

当時の田中首相︑後藤田官房副長官︑相沢主計局長の決定だと発

2月9日久保次官が国会で︑72年10月のPXL国産化白紙還元は︑

5

備法﹂について問題になることが当時あったのでしょうか︒

周辺住民を納得させるのに不十分であるとして運用強化を図る考
えであることを明らかにします︒何か﹁防衛施設周辺生活環境整

しょうか︒

月以降はいわゆる﹁三木おろし﹂が始まり︑三木内閣の基盤自体
が揺れていきます︒こうした政治状況の影響についてはいかがで

ロッキード事件や久保次官の問題はありますが︑7月8日には．日
米安保協議委員会で日米防衛協力小委員会の設置が決まるなど︑
日米防衛協力に向けての動きは進んでいきます︒ロッキード事件
などの防衛庁への影響はどの程度あっだのでしょうか︒また︑5

6

N1月になります之︑坂田長官は﹁文民統制を洗いなおす﹂た

防衛費の上限問題について︑11月5日には﹁GNPの一％以内﹂
ということが政府決定されますが︑6月ころからは防衛庁側から
﹁1％程度﹂という言い方に軌道修正が行われていました︒﹁1％
程度﹂か﹁1％以内﹂かをめぐる防衛庁と大蔵省の対立があった

と︵これは前回のお話にありました︶に取り組みたい意向を示し

N7月︑官房防衛審議官に就任されます︒ 防衛庁組織令によ
れば﹁長官官房に︑審議官5人を置く︒審議官は︑命を受けて︑
76

めとして︑国防会議の機能強化と国会に防衛委員会を設置するこ
ました︒これは国会の問題であり︑総務課長が関係する部分が多

といわれていますが︑この点についてはいかがでしょうか︒

7
8

いと思われますがいかがでしたか︒

・2月にはいると米国でロッキード事件が発覚し︑日本の国会でも
︑野党の追及が始まります︒防衛庁でもPXLに関係し．ており︑事

191

1
75

2
75

3
76

4

参画し︑関係事務を総括整理する﹂となっています︒つまり︑官

防衛庁の所掌事務に関する重要事項についての企画および立案に

ますが︑いかがでしょうか︒

韓米軍撤退が行われた場合への対応策が検討されたのではと思い

Nになると︑在日米軍駐留経費を日本が一部分担する問題につ
いて両国政府間で交渉が進められていることが報道されます︒こ

房内の事項に限らず︑広く防衛庁全体の問題を扱う職だと思いま
すが︑先生の担当されたのはどのような事項でしょうか︒

の問題の経緯等お願いします︒

かご記憶のことはございますか︒

獅Q9日︑国防会議と閣議で﹁防衛計画の大綱﹂が決定されます︒

これを熱心に推進した久保次官は丸山次官と交代したわけですが︑
防衛庁としては︑大綱の決定自体は既定路線ということで進めたと
いうことでしょうか︒これに関連して︑先生が防衛審議官になられ
た7月には︑次官が久保氏から丸山昂氏へ︑防衛局長が丸山氏から
がありました︒こういつた人事の変化は︑何か防衛庁内の雰囲気や

伊藤圭︸氏へ︑官房長が玉木氏から一旦理彰氏へとかなり大幅な異動
政策の重点の置き方などに影響を及ぼしたのでしょうか︒

N12月︑三木内閣が倒れて福田内閣が成立︑防衛庁長官も三原

朝雄氏が就任しました︒内閣や長官の交代は︑当時の防衛庁にど
のような影響がありましたか︒また︑三原氏は︑以前に防衛政務
次官も務めており︑防衛問題に関心の深い政治家と言われていま
す︒三原長官についてのご印象等もお願いします︒

N11月︑米大統領選挙で民主党のカーター氏が当選します︒カ
ーター氏は在韓米軍の撤退を主張するわけですが︑それは東アジ
アの戦略関係に大きな変化をもたらすもので︑防衛庁としても在

77

N7月︑参事官に就任されます︒就任の経緯や︑どのような事

14

※今回は以上の点についてお願いします︒

項を担当されたのかなどお願いします︒

77

﹁防衛問題研究会﹂の発足が伝えられています︒これについて何

7月27日の朝日新聞記事で︑自衛隊の制服組と若手研究者による

13

9
10
10

11
76

12
76
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■総務課長時代について

夏目

建制上はね︒︑だけど︑仕事の中身からいったら︑防衛課長

のほうがある意味で大事な仕事をしています︒総務課長というの
佐道

それはいろいろやることのいちばん最後に書いてあること

何でもやるという︒

はその他雑用で︑それこそ他の課の所掌に属せざる事項︒

伊藤

前回の速記録なんかを読んでいると︑ときどき笑っちゃい
本当におかしいですねえ︒

じゃないですか︒

伊藤
武田

真面目な話をしなくて申し訳ないです︒だいたい人間が⁝︐

ます︒

夏目

夏目

﹁がんばらない﹂というところがミソで︒

やはり国会というのは大変なのでしょうね︒

連絡とかね︒

そうそう︒だから︑文書だとか人事だとかそういうのはあ

⁝︒私は昔から︑﹁威張らない︑がんばらない︑でしゃばらない﹂
いい言葉ですね︒

りまずけれどもね︒多少︑人事があるからかな︒それと国会との

武田

いいですねえ︒僕もそれ︑同じようなことを考えています

この三つを心に刻んで生きていますから︒

伊藤
夏目

うん︑そうだな︒ちょっとがんばっているかな︵笑︶︒し

︵笑︶︒

伊藤

それは仕事でもそうなんです︒やたら全力を込めてやるよ

かし︑がんばるというのは︑他人に向かってではなくて︑自分で︒

夏目

うな仕事なんて︑人生そうないですよ︒やはり︑少しはゆとりを

残しながらやっているからいい仕事もできるので︑あれ︑精一杯
だったらだめだと思う︒そんなやつがいますよね︒一所懸命いい
仕事をするけれども︑それだけで精一杯で︑おわったらバタンキ

だけれども︑実際は雑用ですね︒秘書官みたいなものです︒
大臣のですか︒

大臣︑次官︑その他の万人の秘書官︒

そうですが︒官房長が上司になるわけですか︒
官房長が上司ですよ︒
次官︑官房長︑課長と︒
そうです︒

官房長は玉木︵清司︶さんという方ですが︑この方は︒

玉木さんという方は人事院出身ですが︑当時警察予備隊が

伊藤

飛行機だってそうですよ︒飛行機だって余剰推力を残して

夏目先生のお話を伺ったあと︑僕はバタンですよ︒

事院というのは戦後出来た官庁で急速造成したこともあって︑ 落

ん警察庁とか大蔵省とかいろんな省庁から来ましたけれども︑ 人

出来たときに各省から人を集めたわけですね︒そのときにもちろ．

夏目

ち着いた時期になると人が多少余ったのでしょうね︒ まあ︑そこ

ューというの︒ああいヶのはだめなんだ︒

いるから安定して飛べるので︑最大推力で飛んだら五分くらいで

はよく知りませんけれども︒ それで︑人事院から相当大勢の人た

ちがシビリアンとして防衛庁へ来ていました︒伊藤圭一萎んなん

落ちる︒ま︑そんな話はどうでもいい︵笑︶︒

かもその仲間なんです︒だいたい採用年次的にいうと︑昭和二十

きょうは︑質問項目にもありますように︑総務課長時代のお

三年から二十五︑六年の人たちが多いです︒

伊藤

う一ん︑ま︑並びといえば並びですね︒

伊藤

話を伺おうと思います︒防衛課長と総務課長は並びなのでしょう︒

夏目

でも︑どちらかといケと︑課長どしては総務課長のほうが

いう方ですか︒

この玉木さんというのは人事院から来て︑ずっと防衛庁と
伊藤

筆頭だと︒
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教育課長のときの上司の参事官だったりする方です︒その人と︑

審議官をやったり︑国防会議で海原さんにいじめられたり︑私の

夏目

伊藤

親元がないわけですね︒

ころがなくて︑防衛庁へ骨を埋めていった人です︒

夏目

主な人としては︑ときどき話に出た大西︵誠一郎︶という︑

中島

夏目

伊藤

伊藤

夏目

ベテランといえばベテランです︒

じ．やあ︑ベテランなわけですね︒

当時としてはいちばん長くたずさわっていた方です︒・

夏目

久保さんの追悼録のなかで久保さんをしのぶ座談会に出て

だから︑防衛庁のいわゆる年度計画︑長期計画を含めて︑

ああ︑そうですが︒

防衛局長︒

人事院から来られた人たちというのは︑みんなもう帰ると

玉木さんと︑防大の先生になって行ったような人たちと︑三︑四

長い付き合いですからね︒仕事の関係も︑久保さんも防衛

おられるのですけれども︑久保さんとは親しかったのですか︒

夏目

局面が長いし︑玉木さんも防衛局が長いし︑そういう意味では仕

人いましたかね︒そのうちの一人なんです︒二十四年が︑伊藤圭
．一とか︑その後防衛研究所の所長をやった水間︵明︶とか︑何人
かいました︒そのなかでも玉木さんというのはいちばん防衛に熱

合いだけれども︑玉木さんなんかはいわば同僚でしたでしょうし︒

事の関係も深いです︒僕なんかは．ワンランク間においてのお付き

勉強されていたわけですか︒

伊藤

心な︑造詣も深い人でした︒
伊藤

勉強されて︑特に性格も真面目なんです︒べつに人間的に

が真面目という意味で︑それは伊藤さんなんかよりずっと真面目

生真面目という意味ではなくて︑

伊藤

夏目

回っていないんですよ︒

官房長が中心に物事が回っていた︒

あの方は防衛局長から官房長になっていった︒

の時代というのは⁝⁝︒

ああ︑そうですが︒官房長といっても︑海原さんが官房長

夏目

に︐︵笑︶︑一所懸命勉強された方です︒防衛課の先任部員も︑私

夏目

防衛問題についての取り組み方

の二代くらい前︑伊藤さんの前の先任部員︒海原さんのとき或い

みんなストップしちやうんです︒

回っていないのですか︒
．夏目

伊藤

海原さんとの関係はどうなのですか︒

は︑その前からね︒

伊藤

一同アハハハハハッ︵笑︶︒
俗人的な問題で︵笑︶︒

あまりよくなかったですね︒どうしてかわかりませんが︒

佐道

夏目

それから︑海原さんのときには計画官をやっていて︑長期計画を

から見ても︑防衛局長をおわって官房長をやっていますからね︒

海原さんは確かに︑ここ︵質問項目︶にも書いてあるよう

計画官というのはどういうのですか︒

ただし︑当時の次官とか防衛局長と全然合いませんからね︒それ

夏目

伊藤

長期計画をつくる︒

で︑例の三矢研究なんかも自分が出てやったり︑いろんなことを

つくっていました︒私が防衛課の先任をやっているときも計画官

夏目

部署はどこですか︒

されたし︑当時の三輪︵良雄︶次官は︑﹁俺のいうことをちっと

にまさに﹁大官房長﹂なんです︒実力からみても︑それから経歴

伊藤

計画官というのは課と同じなんです︒計画課長みたいなも

という仕事をやっておられて︒

夏目

確かに大官房長︒だからといって仕事が円滑にいくかというと︑

も聞かん﹂といってぼやいておられたくらいですからね︒それは
その上は︒

のだけれども︑計画官といって︑部下が何人かいる︒
伊藤
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武田

それは大役ですよね︵笑︶︒

ためかといったら︑海原さんを懐柔するために︵笑︶︒

るでしょう︒辞令もなしに仕事するわけですからね︒それは何の

なものですよ︒人からは︑﹁あいつ︑何しに来たんだ﹂といわれ

机だけもらって︑それで官房総務課へ行って︑針のむしろみたい

ことがあるんです︒辞令もなしで︑﹁しばらく手伝え﹂といって

す︒私は防衛課の先任部員のときに数ヵ月官房勤務を命ぜられた

そういう人がいるから書類なんかがみんなストップしちやうんで

夏目

佐道

らね︒

なったんですね︒玉木さんという方はそういう意味で非常

いつの間にか自然にそうなったという感じですか︒

だ官房長をやったからというわけにはいかない時代が来ましたか

たりで答弁する比重が大きくなると︑やはり適任者でないと︑た

くそういわれていたことは事実です︒防衛局長がだんだん国会あ

任者が行けばいいわけですから︵それは問題ないけど︑なんとな

で︑べつに．ひつくり返ったからつてどうってことないんです︒適

そりが合わなかったし︒だから︑官房長をやって︑すぐ調本か何

に優秀な方だったのだけれども︑ざっくばらんにいうと︽周囲と

・かに︒

そうですね︑調達庁︒

でも︑それは辞令に書けないですね︵笑︶︒

佐道

本当は防衛局長になってもいいような経歴︑識見のあった

佐道

ハハハ︑それは座り心地が悪かろうと思いますよね︒

夏目

上手にやるという人ではなかったのでしょうか︒あんまりうまく

当時の総務課長なんていうのは本当に嫌な目で見ていまし

人だと思います︒むしろ︑玉木さんが官房長のときに︑丸山さん

それは海原さんが呼んだんですよ︒﹁ほかのやつはだめだ

まあAそうでしょうねえ︵笑︶︒

のあとに伊藤さんが防衛局長になるのですよね︒あれなんかは︑

夏目

当時はそんなことができたんですね︒

僕らが見たら玉木さんのほうが防衛局長としては能力的に適任で

いっていなかったですね︒大蔵省から来た人なんかともあんまり

海原官房長時代ということですね︒

はないかなと思ったけど︑やはり人柄とか︑周囲との関係︑ある

から︑おまえ来い﹂といって︒

伊藤

そうです︒

たよね︒

夏目

官房長のあり方として︑やはり海原さんの場合は異例なの

いは上司との関係とか︑そういうものがあったのでしょうかね︒
まあ︑よくわかりません︒

ですかね︒

夏目

伊藤

いですけれども︒

七〇年代くらいから︑それが入れ替わるのですね︒

下にいたのでは本当のことはわからないです︒

よね︒それこそ外野にいて好きなことをしゃべっているけれども︑

それは︑何ていったって好き嫌いもあるし︑わかりません

佐道

入れ替わってきますね︒もう玉木さんのときに入れ替わっ

しかし︑歴代大物といえば︑防衛局長をおわって官房長に

なるのは通例のコースだったんですよ︒だから海原さんに限らな

夏目

まあ︑そういう人事というのはどういうのかよくわからな

︑いので︑加藤陽三という人もそうだし︑島田︵豊︶さんだつてた
しか防衛局長から官房長になったんです︒

夏目

佐道

それは次官です︒次官が大臣に申しあげるけれども︑大臣

官房長なんかの人事ということになりますとYこれは次官
ちゃっていますね︒

夏目

の意向がいちばんですか︒

いや︑そんなものは決められたものがあるわけではないの

佐道−これは何か職制の切り替え︒

夏目
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もそう知っているわけではないから︑次官の意向がほとんど一〇

うことかというと︑まず一つは︑ベトナム戦争がおわった時期だ

ょっと出てきて︑あちこちから手を引くような雰囲気があったん

と思うんです︒それで︑米国が疲弊したというか︑厭世気分がち

お役人の世界では︑次官のいったことに大臣が反対したら︑

〇％通っちゃう︒

伊藤
次官のほうが．よく人を知っていますからね︒

されたあと内地の基地を統合・再編成するわけですね︒そういう

が回らないよと︑そういうことがあった︒それから︑沖縄が返還

ですね︒それぞれの国に任せて︑米国はもうそんなところまで手

夏目

玉木さんは︑いまはどうされていますか︒

ものについて︑なくなるものはいいけれども︑強化されるところ

やはり紛糾するでしょう︒

中島

いまは何もしていないのでしょう︒俳句をひねっているか

ゃいかん︒それから︑当時たしか円高ドル安みたいなものがあっ

にしても︒そういうところは多少施設なんかも整備していかなき

というのがどうしても出てくるのですね︒米軍にしても︑自衛隊

夏目
な︒

佐道 俳句がご趣味なのですか︒
．夏目 そのころは俳句なんかやっていなかったのですけど︑いま

出るなんていう話もあったのですけれども︑結局は立てなくて︑

夏目

伊藤

土佐︑高知の人なんですよね︒一時︑高知から国会議員に

ああ︑縁側で日向ばっこして︵笑︶︒

ても不思議ではない時期なんです︒それが金丸さんのころになっ

ないかという雰囲気がこのころからあったのかもしれない︒あっ

そういう背景があるから︑日本で何とかしてやちんといかんじゃ

つくなってきた︒アメザカの財政がなかなかもたなくなってきた︒

て︑米軍の負担が非常にきつくなった︒防衛分担金というのがき

同じ高知県ですけれども︑中谷元っているでしょう︒あの人の応

て思いやり予算とかそういうのに実を結んでいくわけですけれど

はやっているようですよ︒

援なんかをしていました︒

も︒多分そういうことはあったかもしれん︒だから︑そういうこ

伊藤

これは当時の新聞記事でしょう︒

は︑私はないですね︒これは何か根拠があるのですか︒

も︑法律整備をどうのこうのということで具体的な記憶というの

とを何かで坂田さんがおっしゃっているのかもしれませんけれど

昭和五十年十月に坂田︵道太︶さんが﹁防衛施設周辺生活環境整

伊藤

はい︑そうです︒

■﹃防衛施設周辺生活環境整備法﹂

備法﹂というやたら長い法律について運用強化を図る云々なんて

佐道

では︑玉木さんについてはそれぐらいにして︑二番目の︑

いうことを発言されておりまずけれども︒

ちょっと記者会見か何かで雑談的にしゃべった程度じゃな

これは︑私はちょっとよくわからないのですけれども︑こ

夏目

夏目

夏目

伊藤

あとになってからでしょう︒だから︑坂田さんのときのそ

だいぶあとになってからですよ︒

伊藤

夏目

何かがあれば︑そういうことをいったかも知れません︒

のでしょうね︒

伊藤

この防衛施設というのは米軍の施設も入っているのですよ

いですか︒

ういう動きがあったということはちょっと私の記憶にはないんで

ういう法律があって︑その後これは改正されるけれども︒

す︒ただ︑これを読んでつらつら当時の背景というものを考える

ね︒

そうだと思うのですけれども︑きっとどこかで何かあった

と︑わからんではないというところはあるんです︒それはどうい
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夏目

むしろ自衛隊ではなくて︑問題は主として米軍施設だと思

たら入れてくれよ﹂といって︑予定原稿で書いておくのがあるん

わりと︑こういう自衛隊や米軍の動きで住民に何か起きると神経

いと︑というのもあったかもしれませんね︒坂田さんというのは

夏目

伊藤

まあ︑その背景には︑施設庁もここで新しく仕事を考えな

だから︑多分これは施設庁の問題なんでしょう︒

夏目

伊藤

佐道

武佃

﹁⁝⁝どもいわれている﹂というような話︒

読んでみると︑たいしたことない︵笑︶︒

もいいような記事が多いですよ︒見出しがすごいだけです︒

夏目

新聞記事もそうやって見ると︑僕らもびっくりするし︑おた

間違うような記事があればもちろんつくけれども︑ζつで

間違っているときはクレLムをつけたりするのですか︒

ですよ︒

質になる歪なんですよ︒坂田さん自身よりも︑渡瀬という秘書官

います︒

がこういうことにうるさいんですよ︒だから︑案外そういうこと

﹁何やつているんだ﹂ということになるのですか︒

くもびっくりされた︒総理だって︑官邸もびっくりするんですよ︒
伊藤

もあったのかもしれません︒しかし︑具体的な記憶はないですな︒
具体的な懸案があって云々ということではない︒

に出るとびびつて︑すぐ電話ですよ︒

佐道

やっぱり﹁朝日﹂というのはそういう強さがあるんだな︒

すぐ電話をかけてくるんです︒特に鈴木善幸総理なんかは︑

そうです︑そうです︒

伊藤

あるんですね︒口では︑﹁嫌いだ﹂とか何かいうけど︑﹁朝

夏目

伊藤
多分そうだと思います︒

夏目

ないと思うんですよ︒事実︑調べたけど︑こんな法律︑こ

夏目

そうなんですよ︒僕も︑これを読んだけど⁝⁝︒

日﹂に書かれるといちばん神経にさわる︵笑︶︒当時はですよ︒

夏目

伊藤

大臣が記者会見でしゃべることを︑ときどき新聞は日曜版

ほかの新聞に出てもあまり文句をいわないけれども︑﹃朝日新聞﹄

夏目

佐道

こからあとまた七︑八年たたなきゃ改正にならないでしょう︒

なんかでこちらがびっくりするようなことを︒日曜原稿か何かで

で⁝⁝︒

神経質にならないといけないようなことが︵笑︶︒

意識しているんですね︒鈴木さんのときは確かに防衛問題

出たんじゃないかな︒

武田

いろいろありましたから︒たくさん記事もありますので︑そ

逆に︑こちらからしますと︑新聞がけっこう重要な情報源

佐道

佐道

れはまたあとで鈴木さんのところで聞きたいと思っていますが︒︑

になっているものですから︒

夏目

■防衛委員会

それはわかります︒僕らもそうなんです︒﹁こんなこと？﹂

というのが︒だから︑月曜日は心臓がドキドキするんですよ︒連
休なんか特にね︒新聞記者は書きだめしておいて︑急がないやつ

その次の国会に防衛委員会をつくるというのは︑これはこ

伊藤

うな話も︒これも新聞で出ているのかな︒

は連休にチョイチョイと流すんです︒そういう記事が多いから︑

そうですね︑これもこ発言になっています︒

の前お話がございましたけれども︑国防会議の機能強化というよ

伊藤

佐道

これは︑その後︑具体的な話になっていくのですよね︒坂

これもそのクチじゃないのかな︒

今度から新聞の記事を見るときに気をつけよう︒

夏目

そうですが︑そういうものですか︒これは面白いですね︒
夏目

田さんの頭のなかでは︑文民統制というのはしょせん政治による

日曜記事というのはそういうのが多いんですよ︒記事がな

いでしょう︒特に政治面は9そうすると︑﹁今度の日曜日に空い
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か三次防とかそんなものばかり︒安保騒動があっても︑中国で核

それはおかしいじゃないか︒それで︑やっていることは二次防と

ないのですね︒してないというのは︑議論されていないんです︒

す︒ところが︑昭和三十三年の国防の基本方針以外は何もしてい

その他防衛計画の大綱とか産業調整計画とかというのがあるんで

存じだとあれだけど︑最初に国防の基本方針というのがあって︑

機能強化というのだけど︑国防会議というのは︑法律の中身をご

です︒そのことが一つ︒それから︑国防会議というのがあって︑

うなことで︑安全保障委員会というものがその後出来ていくわけ

機関がないのはおかしいじゃないかという︑この前申しあげたよ

いうのは頻繁に開かれたことはないです︒何かがあるときは開か

にかけるわけだから︒だから︑結局そういいながら︑国防会議と

結局︑小人数でやっても意味ないんだね︒またその上で全体会議

というと︑閣議は閣議で同じことをやるんです︒ということは︑

できないです︒国防会議をやって︑じゃあ︑閣議がなくてすむか

夏目

開いていこうとか︑そういったことはありましたか︒

中島

まいったようなことじゃなかったかと思います︒

とか︑そういうことはやったけれども︑結局︑決められたのはい

議論しようと︑治安出動だとか︑大規模騒乱︑デモがあったとき

ならない︒もちろん議論はしましたよ︒こういうところを

実験をやっても︑べつに国防会議が召集されることもない︒それ

れるけれども︒

夏目

はちょっとおかしいんじゃないか︒あれは形骸化している︒まさ

伊藤

コントロールである︒国会でもって防衛問題を真面目に審議する

に中曽根さんがいうところのお暴くみみたいなものじゃないかと

ですか︒

国防会議から閣議へというルートはどういうことになるの

議論されたかもしれませんね︒だけれども︑結局はそれは

機能強化の一環として︑例えばもう少し頻繁に国防会議を

いうことが坂田さんの持論ではありました︒

夏目

こういう防衛計画の大綱とか長期計画というものは国防会

伊藤

議に諮らなければならないと書いてあるから︑国防会議にかける

でも︑これを強化するということは︑国防会議の事務局を

強化するということではないのですか︒

んです︒その後︑予算なんかも︑新規事業︑新しい装備品なんか

なくても︑そういうものを含めたものを閣議でもって決めるわけ

ないんですよ︒結果的には︑その後メンバーが強化される︒

でしょう︒だから二度手間なんです︒

夏目

たいして意味がないよヶな気もしますけれどもね︒

伊藤

は国防会議にかけるということになるけれども︑そんなものかけ

伊藤

意味はないんです︒それと︑その後出来た四次防のあとが︑

大臣がふやされるんです︒

夏目

内閣︒

その閣議にかけるのは内閣︒

いわゆる防衛計画の大綱という名になるんです︒ここで国防会議
はあ︑そういうことですか︒

の最初の審議事項の一つがクリアされるんですね︒
伊藤

同じことなんだけどね︒もちろん︑それだけで数字が消え

佐道

夏目

伊藤

じゃあ︑それだけ専門的な議論をするかというと︑そうで

そうでしょうね︒同じことを二回やるわけですからね︒

にかけるから︑ 国防会議というのは実質的に意味ないのですね︒

いまいったように国防会議にかけるようなことは必ず閣議

防衛庁は内閣総理大臣に閣議要請をして出すわけです︒だ

防衛庁は内閣だから︒

ら目藤目

N

夏目

たわけじゃないんですよ︒ないけれども︑ま︑それが一つの象徴
になるんですね︒

とにはあんまりならなかった︒

しかし︑実際にどこの機能を強化しようとか︑そういうこ

か夏伊夏
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も︑国防会議だって同じです︒実質は幹事会とか参事官会議で議

もないしね︒確かに閣議というのは形式的ではあるのですけれど

しょ・つ︒

伊藤

るかどうかわかりませんけど︒

まり機能強化されていませんね︒

夏目

伊藤

だからハロでは機能強化とかいっても︑実質︑その後もあ

うん︑そうなんだよな︒

佐道

伊藤

坂田さんが国防会議を強化したいということをおっしゃっ

どういう意味があるのかよくわからない︒

的なんですよ︒

．夏目

もちろん︑皆ついている話ですからね︒だから本当に形式

佐道

て︑それを議論されるといった場合に︑どういうところでそれが

防衛庁と大蔵省の問で話がついていることを議論するので

論をして︑国防会議は形式的になつちゃいますからね︒

次防のときに海原国防会議事務局長のもと︑四次防決定までは大

議論されるわけですか︒

防衛庁としてはどうなのでしょうか︒例えば︑それこそ四

変難しい状況にあったわけですね︒国防会議がなくても閣議で決

夏目

坂田さんがいったけれども︑じゃあ︑それを国防会議で議

定されれば同じことだということであれば︑逆に国防会議はもう
面倒くさい︒なんとかあれをスキップできるような方向でいくほ

で審議すべき事項と書いてないものについては︑国防会議という

夏目

か︒そうしたらすごい問題になってくると思うのですけれども︒．

佐道

なかなかそこまではいかないですね︒

それでもって実益や実害はないんです︒

︑署したかというと︑ないですよね︒いいっぱなしです︒大臣の見
識として︑防衛庁長官の見識として発言されたのだというだけで︑

意識がなくなつちゃうのですね︒はっきり書いてあるものは︑ス

夏目

うが防衛庁としてはありがたいのかなと︒

キップしたい︑かけたくない⁝⁝とにかくやらなきゃいけないか

法律問題になると国会が相手なので︑先生も走り回ったり

いかんものはかけるのですが︑さっきいったように︑予算のなか

その後はそんな気持ちはないと思うんです︒だけど︑かけないと

スキップしたいという気持ちはあったかもしれませんけれども︑

・て大蔵省へ行っちゃったということに対してやられて︑その修正

あいう問題を国防会議にかけないで概算要求に盛り込んでしまつ

四次防の修正とか︑その前に既にT2か何かあったでしょう︒あ

夏目

ま︑それほど積極的ではないけれども︑はっきり国防会議

らやるんです︒確かにそれは︑国防会議はうるさくないけれども︑

しなければいけなくなるのかなと思うのですけれども︒

佐道

にもぐりこんでわかりにくいもの︒例えば︑ファントムを改造し

措置はとられたけれども︑坂田さんの発言に基づいて国防会議強

例えば︑国防会議の設置に関する法律を少し書き換えると

事務局が難関だというのが海原時代はあったから︑面倒くさいし︑

て爆撃装置を外したとか︑新しいP3Cだか練習機だか輸送機だ

化のための措置というのは具体的な動きはなかったです︒

当時はそんな話にはならなかったです︒むしろそのあとの

か何かあったでしょう︒それが社会党から突付かれて︑﹁四次防︑

伊藤

そうだと思います︒

非常に一般的な話なんですね︒

国防会議軽視の何とか﹂とやられて︑またやり直した︒半年か一
年おくれた︒そういうことはありますよね︒無視しようというこ
とではなく︑つい無意識でかけないでいっちゃったというのはね︒

でもぐ坂田さんは一応そういう意識はあった︒
あったのでしょう︒

なんかよく意味がわからないんだよな︑これ︒

199

それからそういうことをかけるように書いたのが︑機能強化とい
えば機能強化かもしれない︒だけど︑そんなもの機能強化といえ

伊麗々夏
藤目玉目

うなことをポンポンいいますよ︒それにいちいち振り回されてい

さんの場合はそうでもないけれども︑そういう大向うに受けるよ

事だと思ったのでしょうね︒政治家の発言なんていうのは︑坂田

夏目

伊藤

夏目

それから学者とか︑防衛を考える会とか︑そういうのが大

国会のほうはわかるのですけどね︒

要するに︑国会と国防会議と︒

伊藤

のことなんかほんのこれくらい︵少し︶しかやれないんですね︒

律改正︑組織改正も内閣委員会の所掌なんです︒だから︑防衛庁

内閣委員会というのは内閣だけの仕事だけではなくて︑各省の法

夏目

伊藤

夏目

それこそ大蔵省の組織でなんとか局をつぶすとか︒だから︑

定員をふやすとか減らすとかいう話でしょう︒

それから︑各省の設置法はみんな内閣委員会に来るんです︒

内閣委員会にかかると︑物事は非常に面倒だというような

たら︑役人も大変です︒

・ことをおっしゃっていましたけれども︒﹁あそこにかけるという

ことはつぶされちゃうことだ﹂ということを︑どなたかがおっし

そうか︑先生のいちばん最初の発言はそこにつながってく

るわけですね︒防衛委員会をつくる︑つくらないというのは︑こ

ゃっていましたけれども︒

佐道
れは国会が相手になる︒

まあ︑時間がかかりますからね︒だけど︑政治家からみれ﹁

夏目

国会が相手ですから時間はかかりましたけれども︑出来た

夏目

︑

ばそれはとても耐えられないことだけど︑われわれから見ると非

︑

常にラッキーなんですね︒呼ばれないから︒
︑

ノッノッノッノッ︵笑︶︒

がんばらなくてもすむという︵笑︶︒

国会ぐらい響塗しいのはないですからね︒
響駕しいですか︒

そういうものが必要ですと︒定例日が決まっている内閣委員会だ

夏目

伊藤

いやあ︑私は頼みに行ったことは何回かあるけれどもね︒

そういうときに総務課長は何か役割がある︒

夏目

話では︑いい質問があったらこちらから打って出るという︒

伊藤

きないし︑受身オンリーですから︒．

︑

のですね︒これはやはり坂田さんのお声がかりがあったから出来
こういうのをつくるということは︑どこが発意して︑どう

たのだと︒

伊藤

それは︑防衛庁なり坂田さんがあらゆる面でいろんなとこ

いうふうにつくるのですか︒

夏目

ろへ申し入れるわけです︒そうすると︑国会が判断するわけです︒

けではおかしいんじゃないか︒しかも︑内閣委員会というのは︑

自分の見識でいいたいことがいえますよ︒だめならやめればいい

精神衛生に悪いですからね︒専守防衛でしょう︒喧嘩はで

防衛庁以外のその他の役所の設置法など全部入るのですからね︒

んです︒．こちらがいったら大変ですからね︒枠を縛られて︑首が
見通しがなくなつちゃう︒

それはありますけどね︒だけど︑本質的にやはり︑大臣は

専守防衛ですよ︑本当にそうですね︒しかし︑この前のお

それで一週間に二回の審議ですから︑防衛問題をやるのは非常に

飛ぶようなことだってありえますから︒飛ばなくても︑その後の

伊藤

伊藤

ことになったら︑それはだいぶ響く︒

バッハッバッハッ︒

夏目．そう︑人事院もそうだし︑賞勲局︑総理府︑警察庁とか常

佐道・そうですよね︒もし自分の発言で国会がとまるなんていう
宮内庁もそうでしょう︒

任委員会のない役所はみんなそうなんですよね︒
伊藤

人事院なんかもそうでしょう︒

密度が薄くなるのですね︒

与野党が協議して決めなきゃいけないことですしね︒

夏伊夏武伊
目藤目田藤
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夏目

佐道

夏目
事実︑新聞にも書かれましたよ︒﹁夏目次官の芽つぶれる﹂

でも次官になれる︵笑︶︒

響きますよ︒僕は何回もとめましたけど︒

会って大変なのは︑個々の問題を頼みに行くのではなくて︑役所

夏目

ても︒

伊藤

さて︑ロッキード事件でございますが︑これは防衛庁とし

とか︑﹁なし﹂とかと書かれましたよ︒

と議員の問のパイプを︑とにかく上手につなげて︑詰まらせない

瓜うにしておかないといかん︒例えば法案の審議をするにしても︑

その前に︑総務課長というのは国会というけど︑本当に国

伊藤噛それは前科があるからということですか︒

正攻法で︑かかったからいずれやってくれるだろうというので待

いや︑内閣の方針に反して︑少し逸脱した発言をしちやう

夏目

出して︒飛び出すといったって︑何十歩も飛び出すのではなくて︑

要かなんて考えないから⁝⁝︵笑︶︒

とその気になσてくれないんですよ︒彼らは国政にとって何が重

っていたってやってくれない︒それはやはり︑役所の努力がない

わけですね︒悪いことをいったわけでも︑嘘をいったわけでもない

半歩か一歩ですよ︒それで法制局長官からお叱りを受けて︑とか何

伊藤

のだけれども︑がっちり固めた法制局の守備範囲からちょっと飛び

とかと書かれるんです︒お叱りなんか受けたことないけどね︵笑︶︒

夏目・そうじやなくて︑頭を下げに来たか来ないかなんですよ︒

弱いし︑新聞には特に弱いでしょう︒新聞に書いてあったら︑み

やつのほうが多いと思わなきゃいかん︒だけど︑日本人は活字に

夏目

伊藤

武田

夏目

佐道

夏目

いろいろありますよ︒むしろ新聞というのは間違っている

いや︑あれは間違っていることが多いんですよ︒

やはり新聞は間違っていることもありますね︒

書きますよ︒・私の将来までつぶすんです︒

ないことまで書かれるわけですか︒

新聞が勝手に書くのですね︒

こういうの︒

伊藤

まないんですよ︒

にあげてくれないと⁝⁝﹂とかいってやっていないと︑問題は進

ないといけない︒﹁ついては︑法律もそろそろ何とか考えて日程

ず与野党の先生をまわって︑﹁ご機嫌いかがですか﹂とやってい

夏目

伊藤

だから年じゅう行ってないといかん︒総務課長は大変だと︑

それはわかりますよ︒多分そうだろうと思うんです︑本当に︒

いやいやいや︵笑︶︒・

佐道受けたことにしておくわけですか︵笑︶︒

んな本当だと思う︒

夏目

日ごろの付き合いが大事だということになるわけですね︒

嫌ですよ︒やたら頭を下げて︒

やっぱり︑﹁ああ︑このあいだ夏目からいわれたな﹂と︑

いうけど︑要するに暇なら自分の部屋にいるなというわけ︒絶え

伊藤︑僕らだって︑取材を受けてしゃべっても︑あとで自分の談話

何か取材に来るときには︑だいたい彼らは先入観を持って

を見たら︑﹁これは俺がしゃべったことかな﹂という感じだもの︒

夏目

来ていますから︑それと合うものは採用だけど︑違うものはみん
．なこうやって︵払い落として︶ますからね︒だから︑徒疎かに会

そういうことですよ︑本当に︒
ほとんど営業活動ですね︒

営業です︒それで先生が⁝⁝︑あ︑こんなことを言っちゃ

り持っていかにゃいかんしね︒そんな金はないし︑苦労しますよ︒

いかんな︒ ま︑．いいや︒海外に行くなんていうと︑多少はやつぱ

新聞記者は気をつけないと本当に危ないですね︒

佐道

えないですね︒

伊藤

そうですね︒

与野党ともに丹念に︒
佐道
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かんという考え方で問題を処理し︑野党にも折衝してくださいま

そういう方もいらっしゃるわけですね︒

そうですよ︒そんなことを全然考えない立派な先生ももち
伊藤

あとは︑﹁おまえのところは一週間に一遍ぐらいしか来な

夏目
おそらく大勢はそうでしょう︒

夏目

した︒だから︑そういう人もいるんですよ︒

伊藤

例えば︑与党でも国防族だけをまわればいいというもので

ろんいますよ︒いますけれども︑そういう人もいる︒

佐道

佐道本当に御用聞きじゃないんですからね︒

い︒あっちの省庁は毎日来る﹂とかね︵笑︶︒

そういうことを抜け抜けというんですよ︒

もないわけですか︒

夏目

夏目

だいたい国防というか︑その関係の委員会の先生と︑あと

予算委員会︑あるいは国対というのがあるね︒全体の流れを決め

防衛庁長官経験者というのはどうなのですか︒やはり︑一
があるのですか︒

佐道

ああ︑国対関係というのはうるさそうですよね︒

夏目

る︑今度はこれを優先的にやろうなんて決めるのは国対委員長レ
佐道
こんなことをいうと俺はクビになつちゃう︒

意味で非常に便利したという大臣は︑︑大臣で頼りになる人なんて

度そういうのを経験していると真剣に考えてくださるという傾向

夏目
もうクビになっているんですから︵笑︶︒

ベルですね︒その人たちも︒これがまたうるさいんだ︒

伊藤

本当に殺されちゃう︵笑︶︒いや︑本当にそういう不愉快

その少し前だと︑中曽根︵康弘︶さんとか︑増原︵恵吉︶

さんとか︑山中︵貞則︶さんとか︒

伊藤

いうのは⁝⁝︒

だれがいた？ あんまりいないですね︒あんまりそういう

夏目

いや︑国対をやった先生たちのお話も伺っておりますので

なことが多いですよ︒

伊藤

なんことを毎日やらにゃいかんのかと︒

夏目

中曽根さんなんかも頼りになりますね︒

夏目

伊藤

お世話になりましたね︒まあ︑時点が少し前後するけど︑

これは﹁お世話になりました﹂というほうですか︒

てくれましたね︒

江崎真澄さんなんていうのは何だかんだでいうことを聞い

中島

頼りになる？

夏目

た政治家の先生のなかで︑この方は立派だなと思われた方々とこ

伊藤

うん︑うるさいけどね︒この人は︑﹁俺のほうが利口だ﹂

︵笑︶︒

の人は困ったなあという方についてお話いただけますか︒

夏目

本当に腹が立つし︑情けなくなりますね︒なんで俺はこん

伊藤

という顔をするからちょっと︒

人が予算委員長︒この人なんかは本当に国のことを考えて︑重要

夏目

伊藤

武田

夏目

例えば︑栗原︵祐幸︶なんて︑あとで防衛庁長官になった

いや︑前者だけでいいです︒

ハハハハハッ︑じゃあ︑後者のほうをぜひ︵笑︶︒

少ないけどな︵笑︶︒

伊藤

夏目

伊藤

伊藤

いいんです︒いいけれども︑そんなに⁝⁝︒

やはり政務次官の経験者というのもいいわけですか︒

非常にお世話になりました︒

夏目

まだ力がない︒

あと︑坂田道太︑三原朝雄︑金丸信︑こういう人たちには

まあ︑そうですね︒

いやいや︑そこでやめておこう︵笑︶︒ハハハッ︑後者は

差し支えない範囲で結構⁝なのですけれども︑当時接触され

いいですから︑前者でいってください︒

性というものを認識して︑それはだれが何といってもやらにゃい
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ああ︑箕輪︵登︶さんなんてよくいうことを聞いてくれました︒

五十年までくらいだったら︑あまりいないんじゃないですかね︒

夏目

伊藤

夏目

このころまでに政務次官を︑やった人といったら︑昭和四十︑

まあ︑最初になる政務次官かもしれないから︒

うん︑まだね︒

ことと別ですね︒

伊藤

も︑力があるかないかというのはまた別問題でしてね︒

夏目．箕輪さんなんていうのも気軽によくやってくれたけれど

佐道

僕が審議官のときかな︒

政治家のなかで︑防衛関係ではずいぶん以前に政務次官を

そうですね︒確かに一所懸命やってくれるかどうかという

そうですよね︒

土屋︵義．彦︶という埼玉県知事︒この人なんかもわりとよくわれ

佐道

なさっているのですが︑そのあと科学技術庁長官とかをなさって︑

前田正男？

方がいらっしゃるのですけれども︒

何かあった

そんなところですね︒

夏目

ご記憶にないですか︒

何で最近テレビで土屋さんの顔を見たんだ？

われの悩みを聞いてくれました︒

伊藤
夏目

次官をおやりになった加藤陽三さんが政務次官をやられた

佐道

いつごろ政務次官をやったの？

よく資料に名前が出てくるのですけれども︑前田正男ざんという

佐道

夏目

よな︒

りしているのですけれども︒

あんまりこの方は︑真面目でねえ︒それに短いでしょう︒

そうですよ︒

たしかあれは総務課長のときですね︒

七五年です︒

あれはいつごろやったのかな︒

佐道

夏目

そうですが︒ときどき資料が出てくるのですけれども︒

ああ︑前田正男ってあるわ︒全然知らない︒

ただ︑昭和三十年代とかの資料で︒

佐道

このころは私もまだ︑︵小さい声で︶学校は出ていたんだ

政務次官は昭和二十八年ですから︑ずいぶん前なんです︒

古い時代だったら︑ 例えば小泉の親父さんとか︒

けど︑覚えないな︒

夏目

いま︑﹁真面目で﹂というのはどういうふうにつながるの

聖人君子みたいな方ですからね︒

かなと思ったのですけれども
︵笑︶︒
夏目

ろくでもないことは頼みに行けないしね︒こういう人は院

伊藤︑ 聖人君子はだめですか︒
夏目

内活動も︑ そう野党に顔が利いたり︑与党内で丁々発止といいた

いことをどんどんしゃべって主張したりする人ではないでしょ
う︒口八丁手八丁みたい旗浜田幸一さんとかがその後なるけど︑
こういう人だと︑いいたいことをいってくれるじゃないですか︒

私は︑小泉さんは記憶ありますよ︒
純也さんですか︒
うん︒

松野頼三なんかはどうですか︒幽

よく知っていますよ︒知っていますって︑いまでもときど
き会うことがあります︒

そうですが︒あの人なんかはいろいろいうことを聞いてく

伊藤

いや︑松野さんは︑．僕が総務課長のころはもう隠居みたい

伊藤

夏目

れた人ですか︒

まだこのごろは出ていない︒このあと出てくるのですよね︒

そうですが︑僕はあとで浜幸の話を聞こうと思ったのです

夏昨夏伊夏伊
目藤目藤目藤
けれども︵笑︶︒

夏目
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佐道

ああ︑︑この方か︒死んじゃったけどね︒この方なんかが生

昔の内務省の系統で︑西村直己さん︒
佐道

夏目

伊藤

公明も飲みました︒竹入︵義勝︶さんとか︑矢野︵絢也︶

公明もそうなんですか︒

民社党︑公明党なんていうのは︑夜もよく飲んだんですよ︒

民社党はいいのでしょう︒

な︑あんまり正面に出ない方でしたね︒

夏目

夏目

へえ︒

きていればあれだったかもしれませんけどね︒r海原さんが尊敬し
佐道

だけど︑あの人たちは自分で物事を決められるのですか︒

さん︑市川︵雄一郎︶さんとか︒

そうですが︒

伊藤

ていた︒

伊藤

尊敬していたというか︑最後にやめるときに奥さんとこの

るというだけのことですけどね︒ただ︑飲めばこちらもいいたい

夏目
うん︑うん︒

ことをいいます︒アルコールが入ると︑多少元気がよくなる︒

いや︑それはまた別で︑要ナるに自衛隊の幹部と懇親をす

伊藤

江崎真澄さんなんかは同じ時期だけど︑この方なんかは非

夏目

夏目

伊藤

方に相談したというのでしょう︒

常に面倒見がよかったですね︒いうことを聞いてくれました︒力が

なりますからね︒

ハヅバッハッハッ︵笑︶︒社会党ではだれですか︒

﹁そうだ︑そうだ1﹂なんて︒まあ︑そういうときは自民党
伊藤

社会党では︑．いい悪いは別として︑大出俊なんか︒それか

夏目

少し言い過ぎても︑﹁いや︑酒の上の話だ﹂ということに

あるとか何とかに関係なく︑真面目によく話を聞いてくれました︒

夏目

の悪ロをいっていればいい︒

ら何人かいますよ︒やはり夜も飲んだ人もいますしね︒

やはりそうですが︒総務課長というのは御用聞きで国会の

夏目

大出さんといえば︑安保三人男でしたっけ︒

伊藤

ていますからね︒それから︑いつでも何か問題を抱えていますで

中島

なかを飛び回ってないといかんものなのですか︒

しょう︒問題を抑えてもらったり︑そういうことが多いですから︒

そうですね︑とにかく年じゅう︒防衛庁は毎年法案を出し

だから︑私一人じゃなくて︑官房長もそうだし︑みんなそうです︒

ですね︒だけど︑どこかでやめますよ︒

そうそう︒面白いですよ︒夜になると調子いいけど︑昼間

どこをまわるのですか︒

伊藤

夏目

議員会館︒あるいは︑国対の先生だったら国対の委員室︒

困りますよ︒

官房長だってそういうことが多かったんじゃないですか︒手分け

野党ですと︑やはり社会党︒

夏目

になるとまたガンガンやって︵笑︶︒それはそれでしょうがない

正直いって︑行かないのは共産党ぐらいです︒

やりますけどね︒だけど︑そういうときに情報が入ってくれば︑

して行ったり︑ダブってもとにかくグルグルまわって︒
伊藤

共産党は︑行っても︑初めからだめでしょう︒

こちらも準備ができますから︒

﹁これだけは俺はやめるわけにはいかないよ﹂とかいって︑

やはりそれは︑全然夜も昼もなければ︑いざというときに

公明党︑民社党︑社会党︒社会党なんかはよくいうことを

うときに困りますね︒

やはり人脈というか︑顔をつないでおかないと︑いざとい
これは海原さんもいっていたな︒

夏目

伊藤
伊藤

民社党も︒

法案のときなんか︑急に行っても相手にしてくれませんか
夏目

聞いてくれる先生がいましたよ︒

夏伊夏佐夏
目藤目道目
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夏目

伊藤
そうですが︑官邸もだめなのか︒

僕が3Kといったのは︑国会と︑記者クラブと︑官邸だった︒

まあ︑そうでしょうね︒

い要求される︒しょうがない︑支障のない範囲で貸し出しますね︒

のは︑・防衛庁の法令集から装備年鑑まで︑通達とか何とかいっぱ

いうことで決めたものだから︑やたら来るんですよ︒つまらない

夏目

佐道

東京地検の特捜部ですね︒若い検事でしたよ︒まあ︑そう

東京地検特捜部q

伊藤地検？︑

伊藤

いや︑うるさいんだ︒時期によってね︒特に鈴木善幸のこ

らね︒しかし︑それは不愉快なものですよ︒

夏目

そうすると気に入らないのは︑借りるでしょう︑メモを書くんで

ろはうるさかったです︒いちばんうるさかった︒

すよ︒借用書ですな︒﹁押収目録﹂というの︒

XLの問題もあるから︑多少いろんな形で巻き込まれたのだと思

あって︑国会でガヤガヤとやり始めたときに︑これは防衛庁のP

伊藤

武田

佐道

へ一え︒

ころが貸すこちらが押すんです︒

夏目

まさに︑借りるとはいうけれども︑向こうの意識は押収な

それに普通に判を押すのは借りる方じゃないんですよ︒と

う一ん︑押収ですか︒

だれが中にいるかによって違うわけですね︒

佐道

いますが︒

夏目

一同ハハハハハッ︒

置ロッキード事件

夏目

んです︒﹁これはひどいじゃないか︒人に物を借りて︑押収とは

そろそろロッキードへ行きましょう︒ロッキードの問題が

ている海上自衛隊の何人かがいました︒私は︑防衛庁の人間がこ

何ごとだ︒普通は︑物を借りたら︑借りたやつが判を押すんだ︒

やはり何だかんだで巻き込まれて︑取り調べを受けたりし

れでもって現金をとったとか︑悪いことをした者は多分いないと

貸したやつが判を押すというのはおかしいじゃないか﹂と散散い

ったけど︑﹁うちの書式はこれしかありませんから﹂と︑言葉は

思います︒いないと思うけれども︑そういうのにまさに巻き込ま
れたのですね︒検察庁の取り調べを受けたりした人も何人かいま
伊藤

事情聴取というか︑総務課長というのは︑そのときに検察

事情聴取ですか︒

願いを出せ﹂とかいうからね︒

伊藤

中を相手にしていてはたまんないと思った︒

丁寧なんだけど︑頑として形式は変えないね︒俺も︑こういう連

夏目

夏目

す︒私も︑調べられたというのも変なのだけれども︒

庁と話をして︑てんでバラバラにやられては困る︒本当に容疑者

夏目

それで︑そういうことをやっていたら新聞に出たんですよ︒

一同ハハ門田ハ︵笑︶︒

ったね︒

あんなのはまともな人間じゃない︑捕まったら大変だと思

日本の役所ってそうですよ︒寄付するといったら︑﹁寄付

ならしようがないけれども︑そうでないのなら︑官庁問の便宜供
与という形でできるだけの協力をするからということで︑﹂私が窓

口になったのです︒向こうの特捜検事の一人と︒それで︑どうい
．うものを知りたいとか︑どういう資料が欲しいとかいうときには︑

それは︑相方はだれなのですか︒

と思っていたら︑案の定やったか﹂と︑すぐ電話が来ましたよ︒

たら田舎のお袋がびっくり七ちゃつて︑﹁いまに何かやるんだろう

﹁防衛庁で取り調べを受けているのは総務課長と誰某﹂と︒そうし
伊藤

検事ですよ︒名前はもう⁝⁝︒

私を通して出すことにした︒
夏目
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昔からだって︵笑︶︒

前科がある︵笑︶︒

よく考えてみれば︑うちのあの本を持ち出して売った︵笑︶︒

いや︑そうなの︒

夏目

佐道

要するに︑防衛庁のことをほとんど知らないわけです︒組

そのときにはいったいどういうことを聞かれたのですか︒

は吐きたくなる︵笑︶︒

けてないですけどね︒だからあんなの︑頑強に否認しても最後に

同じですね︒多分同じだと思うんです︒私は本当の取り調べを受

のかないのか知らんけど︑とにかく︑﹁申し訳ない︒お忙しいと

やっぱり︑という︒

織から︑装備品のPXLなんていったってわからないし︑対潜哨戒

アッバッハッバッハッ︵笑︶︒

この捜査協力はどれくらいの期間続いていたのですか︒

機って何だ︑防衛庁は何をして︑どういう装備を持って︑それはど

ころすみません﹂とかいうことは丁重だけど︑やっていることは

ずいぶん続きましたよ︒

ういう会社でつくっているか︒国産化はどういうものがあるのかと

新聞にそういう書き方で出たら︑やはり思いますよ︒

では︑その検事さんもずいぶん勉強したわけですね︒

か︑そういうことから聞くわけですから本当に大変なんです︒

伊藤

うことになるわけですか︒

佐道

夏目

伊藤

佐道

そうかもしれません︒だから︑資料をいっぱい持って行っ

そのほうが僕らもわかる︵笑︶︒

基礎的なことを︒

そうか︑ここでオーラルをやっているよりも︑そのときに

で行くのに何年かかるかと思った︒本当に︑ こんなことから始め

記録をとったほうが早いという︵笑︶︒

夏目

たんです︒

伊藤

武田

そう︒この部屋︵防衛弘済会の会長室︶の半分くらいか・な︒

東京地検の部屋ですか︒

ないです︑ないです︵笑︶︒

佐道

夏目

伊藤

何回くらい行きましたか︒

返しましたね︒

返してきましたか︒

でも︑要するに何を聞きたいのですか︒

夏目

伊藤

私には容疑に関連したことは一切聞きません︒あれがどう

そうですねえ︑何回行ったのですかね︒そう何十回も行っ

じゃあ︑警察の取り調べと同じだ︒

夏目

夏目

それで︑電気スタンドでバーンと顔を照らすんですよ︒

したとか︑そういうことは一切聞かないで︑防衛庁の仕事は︑ど

机があって︑窓際に検事が座って︑明るい窓をむいてこちらが座

それって本当にやるんですか？

ういうふうな仕組みで︑何をやっているのかという︑まさに新入

ていないですけどね︒回数にしたら︑十回も行っていないかな︒・

テレビドラマじゃないですか︵笑︶︒

じゃあ︑大臣に対するブリーフをやっているみたいなもの
ですね︒

伊藤

社員のガイダンスみたいなことを私に聞いただけです︒

気分悪いなと思ってね︒だけど︑向こうはそんな気がある

o

じゃあ︑向こうもやっぱり﹁被疑者﹂とか書いているかも

る︒その隅っこのほうに書記がいるんです︒

呼ばれた時はね︒調べるのも︑取調室なんですよ︒どうい

う部屋か︑行ったことないでし ょ う ？

では︑一日の業務のかなりのボリュームをそれに割くとい

るんでは大変だと思いました︒

だけど︑あそこから勉強するのでは︑これは最後の結論ま

夏伊夏中夏武佐伊夏佐一
高説目島目田道藤目道同

晋銀誌吾緯
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シーとかいって絶対に出してくれないな︒

伊藤

夏目

そうか︒これはいい資料なのだろうけど︑きっとプライバ

まあ︑そんなものです︒

夏目

佐道

輸入になったのですが︑久保さんが︑国防会議の席上か何

はい︑そうです︒

たんですよね︒．

産化の問題を議論したのですね︒結局はこれ︑たしか輸入になっ

かで後藤田さんと中曽根さんと主計局長が衝立の陰でこんな話を

僕はたいしたことはしゃべっていないですよ︒こっちも面

夏目

伊藤

国防会議の席上ではなくて︑始まる前か後かに密談してい

国防会議で︒︑

したということをしゃべったんです︒

倒くさいしね︒

﹁こんなことまで︑いまさら何だ﹂と思うからね︒

夏目

面倒くさいですか︒

でも︑やはり他省庁というのはわからないんじゃないですか︒

ゃべったんです︒

どこでですか︒

たのですね︒それを久保さんが聞いちゃったのですね︒それをし
伊藤

これは新聞記者か何かにしゃべったんじゃないかな︒

まあ︑それはそうでしょうけどね︒

夏目

ということは︑久保さんの発言は︑内容は正しかったわけ
夏目

ええ︵笑︶︒

いや︑正しいかどうかというのはそこから問題になる︵笑︶︒

ですか︒本当のことをしゃべってしまった︒

中島

担当された検事は︑先生がお会いになったのは一人ですか︒
一人です︒

ああいうのはだいたい一人が担当するんだよな︒
一つの問題について︒

若い人でしたよ︒紳士的なんだけどね︒言葉も丁寧だし︑

まあ︑盤勲無礼ということがありますからね︒

あれなのですけれどもね︒

伊藤

夏目

まさかでたらめはいわないと思うけど︒で心︑事前に三人

の︑しかもPXLの機数を決めるような枢機に参画している三人

︑中島

夏目

がしゃべったということになると疑惑が出るじゃないですか︒だ

まあ︑そ・γいうことかもしれませんね︒あくまでも容疑者

ではないという建前だから︑向こうは丁寧ではあるのですけれど

いえ︑きょうは海上の者は来ていないんです︒

していたのだけれども︑このときは久保さんが次官だから︑大臣

いるということにされちゃつたんだね︒久保さんも最初は撫然と

から︑久保の発言は聞き違いだとか︑澗違いだとか︑嘘をいって

中島

いないのか︒

って︶おたくは二人とも海上でしたね︒

も︒だから︑これはあんまり楽しくないですね︒︵中島氏に向か

夏目

謝りに行ったんですよね︒自分の発言は間違っていたということ

のところヘクレームが来たのかな︒とんでもないということで︑

海上自衛隊は確かに︑問題がPXLですから︒

伊藤彼︵中島氏︶は海上も何もないですから︒
佐道

にする．んです︒

中島︑これは後藤田さんが選挙に出る直前で︑だいぶクレームが
来たわけですか︒

■久保卓也氏の問題発昌一■口について
伊藤

夏目

この二月九日の久保発言をちょっと砕いて話してください
ませんか︒

さんか何かを通してもいってきたんだな︒

怒ったんですよ︒カンカンになって怒った︒そうだ︑海原

夏目 これは︑ちょっとうろ覚えだけど︑国防会議でPXLの国
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夏目

伊藤

﹁久保のやつはげしからん﹂といって︒これ︑久保さんが何

そうですが︒

佐道

夏目

中島

田代さんが一年やっているから︑そんなに極端に短いとい

おやりになったのは一年間ですね︒

やめるのもちょっと︑一年ぐらい︒

そうだったんですか︒

いんじゃないかということでつくった記憶がありますよ︒

をしゃべったか︑何かもっと具体的な題材がおたくにあるのでし
夏目

そうですね︒

中島

れませんね︒

ょ・つ︒

伊藤

うわけではないけど︑もう一年くらいやってもよかったのかもし

佐道

国会だった？

これは国会で発言したということですから︑国会の議事録

があるわけですよね︒

夏目

いや︑参照したのは記事だったのですけれども︑それは

まあ︑尾を引いていたか引いていないかは︑いまいったよ

うに一年間やっているからね︒というのは︑通常二年号しょう︒

夏目

いたのでしょうか︒

この七月に退官というのは︑やはりこの発言が尾を引いて

佐道

ああ︑だからそれは︑最初はどこかで新聞か何かにしゃべ

﹁国会﹂というふうになっていたのですが︒

夏目
伊藤
だと思いますよ︒

多分そういうことですよ︒

ると︑僕らにはよくわかりませんね︒

しかし︑二年以上やつたっ︑てかまわないんですよね︒そこらにな

保．さんということで︑穏当といえば穏当なのでしょうけれども︒

それで︑同期の田代さんが一年やっているから︑あとの半分は久

夏目

いまのお話では中曽根さんといいましたけど︑田中さんと︑

ったのが国会で取り上げられたんだね︑多分︒．

伊藤

伊藤

やはり一般的にはそういうふうに考えられていたわけです

後藤田さんと︑相沢さんですか︒

よね︒

ああ︑そうそう︒中曽根さんじゃない︑田中さんだね︒も

勝手な噂としてそういうことをいっている人はいたけど︑

夏目

夏目

そういわれたことは事実です︒

田中総理の時代ですね︒で︑後藤田官房副長官と︒

人事は真相というのはわからないですから︒

夏目

佐道

官房副長官だったんだ︒コレちょっと︑中身は俺も⁝⁝︒

防衛庁内ではどう受けとめていましたか︒

夏目

佐道

事実︑いったかどうかというのは久保さんしか知らないからね︒

佐道

う総理になって︒

多分︑久保さんだって耳が悪いわけじゃないから︑聞こえないも

えば官房長︑そこらへんで処理されるというか︑そういう形にな

久保さんの発言の一連の問題は︑久保次官と︑長官と︑例

のを聞こえたというはずがないんだけどね︒ただ︑都合の悪い発

業にも行きにくくなつちゃって︑再就職というか︑そういうのは

保さんの寿命を縮めちゃったね︒久保さんは︑やめてから民間企

中島

そうですね︑坂田長官は謝りに行かれているはずです︒

たはずですよ︒

夏目

たしか︑それで坂田さんにも謝らせちゃったと︑久保さん

っているのですか︒

しなかったでしょう︒久保さんがやめるので︑当時︑僕らは何と

夏目

言だったので無理やり取り消されたのでしょう︒それがやはり久

か考えにゃいかんなというので︑平和安全保障研究所というもの

も葱塊の思いをいわれたような記憶があるからね︒

まあ︑そうですね︒そうだと思います︒結局︑大臣も謝っ

を︑久保さんみたいな人はそういうところへ行くのがいちばんい
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中島

夏目

中島

自分は久保君を呼んでだいぶ叱ったというようなことが書

何か書いてあった？

坂田さんの回想録にもこの事件のことが出てきていまして︒

気が上がらないというか︒

でこの久保さんの問題というと︑防衛庁全体としてもなかなか意

佐道

うのなんてしなかったんだろうね︒

ロッキード事件自体で取り調べとかがあったりというなか

かれていました︒

なんか非常に不愉快な急なんですね︒防衛庁は非常にフェ

夏目

いかみたいな目で見られることに対して︑当時非常に不愉快だっ

まあ︑ちょっと考えてみれば︑いわなくてもいいことでは

た記憶があります︒

伊藤

やはりそういう記事も出たのでしょう︒

アに仕事をしているのに︑防衛庁も悪事に加担しているのではな

夏目

伊藤

出ました︒

あるのですね︒

久保さんという人はそういう人なんです︒世俗に超越していると

夏目

防衛庁は怪しいという︒

そうなんです︒非常に軽率といえば軽率だったんですよ︒

ころがありましたからね︒やっぱり︑ああいう学者だからく笑︶︒

伊藤

だけど︑べつに私が調べたわけではないけれども︑本当に

なのですか︒

夏目

佐道．政治家との付き合いとか︑そういうのはあまりなかった人

正正と︑フェアな︑オープンな形で議論していましたから︑私は

あんまりないですね︒久保さんはあんまりなかったな︒海

かったですからね︒

夏目

そうですね︒防衛庁ルートというのはなかったんですよね︒

原さんと逆ですね︒ただし︑政治家の一部は久保さんを尊敬して
うことはなかったです︒あんまり国会へ根回しに行ったなんてい

伊藤

そうですね︒

それはないと思いますけれども︒事実︑防衛庁はその後も何もな

う話も聞かないからね︒まあ︑久保さんにはそういうことをさせ

佐道

少しでももらっていれば︑だれか捕まっちゃいますよね︒

いましたけどね︒だけど︑久保さんのほうからどうのこうのとい

まいという周囲のあれもありましたしね︒

夏目

選挙の前だったのか︒

選挙が絡んでいますからね︒r

後藤田さんは怒ると怖いな︒

怒ったのは後藤田さんですよ︒

ようになつちゃうからね︒まあ︑あんまりこのへんは正直いって

らっているやつがいると︑堂々とやったことがそれで左右された

務員というのは因果な仕事だと思うな︒堂々と決めても︑金をも

所が絡んだようになつちゃうといゾつのが不思議ですね︒本当に公

とかくああいう事件は︑あとでもってつじつまが合うように︑役

これは︑．怒ったのは後藤田さんあたり︒

ええ︑前だったみたいです︒

たしか私は久保さんの送別会なんかもやったんじゃないかな︒

いですね︒

しかし︑そんなときに総務課長をやって︑これは楽ではな

︑わからないですね︒藪の中だ︒

海原と後藤田というのは朋友でしょう︒

夏目

七月ですから︑まだ総務課長でした︒結局︑七六年になっ

伊藤

この人は選挙弱かったようです︒久保さんと後藤田さんは

とに︑

ええ︑同期︒

佐道

先輩後輩だから︑ 知らない仲でもないしね︒それで︑運の悪いこ

佐道

海原と久保というのはどうもあんまり合わなくなってきて

てからはロッキード問題でかなりの時間とエネルギーをとられる

夏目

いるでしょう︒ だから︑海原さんもあんまり中へ入ってどうのこ
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夏目
伊藤

いや︑聞いてないからそれはわからないですけれども︒だ

それは本当の取り調べですか︒

べを受けた人はいましたから︒

ったですが︑海上自衛隊が大変だったかもしれませんね︒現に調

かそんなたいしたことはなかったです︒非常に時期的に限られた
夏目

だれか来るんじゃないかと思って︒

いや︑どうしても見つかるでしょう︒
見つかるんですね︒

どこかよそのところでやってくれれば別だけど︒

やはり．そういう草稿書きというのもあるのですね︒

夏目

もしれないですよ︵笑︶︒

O

21

という状況でしたか︒

時期でしたから︑年じゅうこれに振り回されていたような意識は

けど︑呼ばれた人は何人かいたようです︒

いや︑そんなことはないですよ︒エネルギーをとられると

まったくないです︒むしろ坂田さんに振り回されたのが私にとっ
佐道

海上自衛隊が取り調べを受けているとか︑そういう報告は

てはきつかった︒

上がってくるのですか︒

この前のお話では︑坂田さんは何でも︑夏目さん︑夏月さ

伊藤

夏目

んだのですけれども︒

るんです︒だから対応はできるのですけれども︑だけどまあ︑差

きょう何時から行きますというのは私のところへみんな来

んと呼ぶのだというお話でしたから︒

マスコミ対応も総務課長ですか︒

し迫って捕まるとかそういう話ではないものですから︑それです

ゃったんですな︒やっぱりドイツ文学とかに弱いんだね︒﹁これ

佐道

うん︑だからマスコミが訳わからんで︑私が呼ばれて話を

それで︑一つ失敗したのは︑坂田さんの何かの演説原稿に

はどこに書いてある﹂という︒私も孫引きだったので︑さあ︑そ

したというと︑取り調べを受けたということになつちゃった︒よ

夏目

夏目

れから︑﹃ドイツ国民に告ぐ﹄をはじめ︑厚い本を何冊か読んだ

私がフィヒテの言葉をちょっと引用したんです︒それがはまつち

のだけど︑出てこないんです︵笑︶︒往生したことがある︒

検察庁へ行くと︑クラブの人間もいるんだよな︒

れたら取り調べにしますよ︒事情聴取だなんて書かない︒

いやいや︑罪なことだなあ︵笑︶︒やはり︑検察庁へ呼ば

く説明しているんだけどね︒彼らも面白がって書くから︒

防衛課長の時代からですよね︒総務課長のほうがやはり身
半分秘書官だから長いんですよ︒

佐道
夏目

坂田さんもやはり身近に置きたかったという︒

伊藤

佐道

それで白書の書き直しとか︒もつども私は演説原稿では前

近にいる時間が長いわけですか︒

夏目

科がありまして︑施設庁のときに何か書かされたときにマルクス
の言葉を引用したんです︒役所でマルクスの言葉はちょっとタブ
ーですよね︒だからと思ってごまかして︑﹁ドイチェ・イデオロ

向こうもそんな気はさらさらないですから︑本当の調べじ

やないから堂々と役所へ呼ぶんですね︒ こっちも官用車で行きま

俺もちょっとびっくりしましたね︒

すから︑ わかつちゃうんですね︵笑︶︒しかし︑﹁押収目録﹂には

伊藤

って︑﹁これはなんだ︒マルクス・エンゲルスじゃないか﹂とい
うわけです︵笑︶︒ちょっとまずかったかな︑後の祭りだったか
伊藤

べつにロッキードでそんなに振り回されたというのはなか

まあ︑そんなところですよ︒

夏目

いや︑防衛庁だって人から借りるときに何かやっているか
なと思ってね︒二度失敗するとは思わなかったですよ︒

思ったら︑．わからないで︑そのまま印刷されちゃった︒あとでも

ギーの著者がいうように﹂とごまかしたわけです︒わかるかなと
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このロッキード事件に触発される形で︑国内政治のほうで

■﹁三木おろし﹄と日米防衛協力小委員会
中島

これは︑事務所でいくと︑この前もちょっとお話ししたよ

伺いましたけれども︑これはどこが決めるのですか︒

夏目

うに︑上田哲の質問があって︑そういう協議の場が必要であると

いうことをいいましたよね︒それに基づいてわれわれはいろいろ

準備をした︒ちょうどそのころに︑三木さんがアメリカへ行って

三木おろしが始まって︒

さんはだいぶぐずったんです︒だけど︑それは︑いままである安

ああ︑それはそのあとで出てくるね︒

保協議委員会の枠内でという枠をはめることによって︑三木さん

夏目

夏目

もだいじょうぶかということで︑おずおず︑結構ということでし

フォード大統領と会談するのですね︒そのときに︑そういうもの

も︑ここで印象にあるのは︑三木おろしがあったときに坂田さんは

ゃべった︒それが﹁安保条約の効果的運用のため日米両国が協力

が必要だということを謳ってくる︒ということを︑アメリカは問

毅然としていました︒あの方は無党派なんだけど︑物の考え方は非

してとるべき措置について相談する﹂ということが共同宣言のな

ええ︑そのあとで出てきますが︒三木おろしという国内政

常に三木さんに近い麗なんですね︒たしかあのころ︑全閣僚のほと

かに入った︒それから一月足らずか何かで︑坂田さんとシュレシ

中島

んどがみんな三木おろしに賛同したんです︒坂田さん一人だけかな︑

ンジャーの会談があって︑それをさらに敷街するのですね︒日米

治のお話と︑防衛庁が進めている諸事業︑大綱であるとか︑その

そこはちょっと忘れましたけど︑坂田さんはとにかく積極的に反対

が有事の際整合のとれた作戦行動をとれるよう協議する場を設け

題ないですからね︒むしろ三木さんがうんというかどうか︒．三木

していた︒三木おろしに反旗を翻していたのですね︒そのときの話

るべきだということに決まるのです︒だから︑そのへんの滑りが

他諸々のことが何か影響を受けたということはございますか︒

を私にされたのが記憶にあるのですけれども︑﹁私も三木おろしそ

非常に順調に行くんです︒

会になっていますから︑そこで決めればいいわけですか︒

三木おろしというのはそんなに影響を受けませんけれど

のものに反対するわけではないのだ︒しかし︑少なくとも総理とい

伊藤
夏目

小委員会をつくるということは︑安保協議委員会が親委員

が最高指揮官をクビにするのに賛成とはいえないだろヶ︒だから私

うのは自衛隊の最高指揮官だ︒俺はその統括責任者なんだ︒その俺
は︑ことの是非︑善悪を問わずに反対だ﹂ということで賛同しなか

そんなものはわれわれに響かないから︒むしろ︑ここにも書いてあ

いろ悩んだことがあると思いますよ︒大臣個人としてはね︒だけど︑

ことはまったくありませんでした︒ただ︑坂田さんの頭の中はいろ

隊に何かさざ波を起こしたとか︑風波を巻き起こしたとか︑そんな

ります︒だけど馬その程度のことで︑三木おろしが︑防衛庁︑自衛

のが入っているから︑その一つとして防衛協力小委員会をつくろ

で︑︑その安保委員会のなかには日米合同委員会だ之かいろんなも

会なんです︒そこと別のものをつくるとなると世間が騒がしいの

かのいちばん大きなトップクラスが入っているのは安保協議委員

そこが決めるという意味ではなくて︑いま日米間の安保条約のな

合わせというのは必要ですけれどもね︒だけど︑枠内というのは︑

うん︑決めれば︐いいんです︒もちろん実質的にはした打ち

ったのです︒その当時︑ああ︑なるほどなと思って聞いた記憶があ

るように︑正正と安保協議委員会とかが決められていく方向がわれ

ないし︒あたりまえのことじゃないかど︒しかも︑協議すること

うということにすれば︑べつにいままでの枠を踏み外すわけでも
この日米防衛協力小委員会︐の設置というのはこの前お話を

われの一大関心事であったしね︒

伊藤

2

は必要だと国会で縷々言明しているとおりだからということで︑

レベル委員会というのがあるんです︒次官レベルは実質的な議論

佐道

をしていたんですよ︒だけど︑それはこういう会を置ぐという根

防衛局長です︒この上にS．S．Cという次官レベルの事務

大方の了解が得られた︒

伊藤

拠がないんです︒事実的な会議があるというだけで︒いわゆるハ

まあ︑安保条約というのは必ずしも直接的な防衛問題だけ

ではありませんからね︒だから︑それはいろいろある︒そのなか

ワイ協議といわれていたのがそれなのですけれども︑毎年やって

いる︒ここでは竃突っ込んだ議論をしたんです︒だけど︑それは

の一つとして格好をつけたわけですね︒

夏目

実質的に会議をやっているだけで︑何とか委員会という名前もな

本来欠けている部分だった︒いままでは施設だとかそんな

ことばかり一所懸命やって︑大きな目的の一つである日米防衛協

ければ︑こういう根拠法規もなかったんですね︒

■防衛費の■パーセント枠問題

力についての議論の場がなかったわけですから︑そういうものを
まあ︑なんとなく考えて見ますと︑それが日米条約のいち

つくるのはあたりまえだということになったわけです︒

伊藤

例の防衛費の一％枠問題というのが出てくるわけですね︒

まあ︑そうやってどんどん進んでいくわけですが︑一方で︑

次のやつですね︒十一月というのは︑いつの十一月？

伊藤

夏目

夏目

七六年です︒十月に大綱が決まって︑その一週間ぐらいあ

ばんの基本ですから︒

が従属的なものとして議論されるのが普通なのですけれども︒まあ︑

佐道

建前としては︑それがまずあって︑それから基地問題とか

平素の必要性があるからということで逆になったのでしょうね︒

佐道

夏目

昭和五十一年です︒ただ︑決まったときは一％以内という

五十一年？

と十一月五日に︒

夏目

ことで決まるのですが︑その前に防衛庁のほうは︑記者への説明

親委員会と子委員会の関係が逆みたいな感じがしますけど

てもいいのですから︒ですから︑そこでもって議論したっていい

とかではコ％程度﹂という言葉遣いをしていた︒

伊藤

のだけれども︑偉い人が四人集まったところで実質的な議論もで

夏目

この程度なら国民の納得は得られるだろう︒いままでがそれに近

ね︒

きないし︒それから︑この前もお話ししたように︑防衛協力の中

う気持ちはあるし︑こっちは外務省を入れたくない︵笑︶︒だか

いところでやっていたから︑そんなにむちゃくちゃな数字ではな

安保協議委員会というのは何も基地問題に限らず何をやっ

味はやはり作戦計画ですよね︒作戦計画みたいな純粋に軍事的な

けれども︒軍事的な合理性というのはないのだけれども︑まあ︑

考える会もそういう議論をして︒まあ︑一％は根拠がないのです

ら︑具体的に話がつまるまでは時間がかかりましたが︑結果的に

いだろう︒ずっと以前にさかのぼれば︑一％よりずっと上の時期

防衛庁は一％程度ということを主張していました︒防衛を

ものについては︑アメリカにも国務省をあまり入れたくないとい

国務相︑外務省も構成員になった訳です︒

がいっぱいあったのですからね︒もう一つは︑大綱という一応目

だけど︑顔ぶれではここがいちばん偉い人が集まったので

伊藤

標みたいなことが決ぬられたけれども︑その目標みたいなものは︑

当時の物価の上昇とかそういうことをいろいろ考えて推定する

はないですか︒

夏目

と︑まあ︑七︑八年か十年くらいたてば大綱水準には達しうるだ

いや︑たいしたことないですよ︒これはたしか防衛局長や
北米局長でしょう︒
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夏目

佐道

それで︑結局は︑︐坂田さん流にいうなれば︑﹁俺は一％程

大平︵正芳︶さんと︒坂田︑大平で︑総理が︒

だれと折衝したのかな︑総理かな︒

後は︑これも坂田さんが自ら折衝されたような記憶があります︒

も︑大蔵省が﹁以内だ﹂と主張をして譲らないのです︒それで最

ないじゃないかというのはわれわれの意見だったのですけれど

少出ても︑それはもともと合理性があるものではないからかまわ

を言い出したのです︒それは何も一％以内ではなくて︑一％を多

成できるのではないかという︑いろんな要素から一％ということ

ろう︒いまのままでこうやって上がって︑そのくらいの期附で達

たことがあるのですが︒ありました︒﹁防衛力整備の実施にあた

れども︑こっちかなあ︒すみません︑僕もその文章はどこかで見

中島

夏目

佐道

中島

夏目

伊藤

大綱のすぐあと︒

そうですね︒

てというのを別個国防会議で決めているんですよ︒二︑三行︒

夏目

決定と︑大綱と︑その次に談話要旨になっているのですけ

いや︑これは国防会議決定だよ︒当面の防衛何とかについ

大綱の決定でしょうか︑それとも長官の談話のほうですか︒

それは︑いえばいいのだけれども︑なかなかできませんね︒

でも︑例えば次の内閣が︑﹁これは違うそ﹂と︒

あ︑法律みたいなものではないけれども︒

っては︑当面各年度の防衛関係費の総額が当該年度の国民総生産

度ということにしたがったけれどもできなかった︒しかし︑当面
一％を超えないことを目処とする﹂と︒変な文章ですよねえ︒そ

の百分の一に相当する額を超えないことを目処としてこれを行な

そうですね︒知らなかった︒

刀vというのは俗な言い方なんだね︒

はい︑百分目一に相当する額云々と︒

﹁百分の一﹂と書いてあるんだ︒

んなような表現なんです︒要するに︑うちは一％程度︒向こうは
どちらにも読めるわけですね︒

うものとする﹂ということなんです︒

伊藤

多分︑﹁当面超えないことを目処とする﹂かな︑そんなこ

以内だ︒それを妥協するとこういう形になつちゃう︵笑︶︒

夏目

＼

まだ七六年というと︑この時期は予算規模がのびているで

とで決まったんです︒

伊藤

いわない︵笑︶︒

やはり︑国防会議︑閣議決定ともなると︑＝％﹂なんて

夏目

伊藤

しよ・つ︒

まあいいやと︒それと︑国民かちはあんまり反感を受けないんじ

いといっていた︒

伊藤

国防会議を経て閣議決定︒

これは閣議決定でしょう︒

中島

じゃあまあ︑この問題はそういうことで︑あなたが聞きた

ゃないかという︑いろんな打算もあった︒

夏目

だけど︑閣議決定というのは必ずしも次の内閣まで有効で

おそらくこれは外務省マターなのかもしれませんが︑この

■核不拡散条約奄日本が批准

伊藤

年の六月に核不拡散条約に日本は批准しておりまして︑署名はも
有効ですか︒

記憶がございますか︒

っと前の一九七〇年︵昭和四十五年二月︶ですね︒これは何かご
伊藤

夏目

まったくないね︒

一旦閣議決定したら︑ずっと有効なんです︒有効って︑ま

夏目・いや︑有効ですよ︒

あるわけではないでしょう︒

相当大きな金額になることをわれわれも考えているから︑︐

「一

夏目

2ゴ3

佐伊夏中夏
道藤目式目

ム

ては︒

やはり外務省マターですかね︒

たことはあるでしょうけど︑それはやはり日本の国策として得策

伊藤

まあ︑日本に直接影響が及ぶわけではない︒

ではないし︑また︑いろんな意味からやるべきでないということ

うん︑考えてはいませんが︑本当の机上の勉強として考え

伊藤

むしろ︑そんなことよりも︑たしかシュレジンジャーか何

夏目

夏目

は︒経済的にも︑技術的にも︑政治的にもね︒やはりアメリカの

夏目ずっとあたりまえのことだと思っているからね︒

かが韓国に核があったのを確認したりして︑そちらほうがヘエー

核の傘におんぶすることがいちばん賢明だということにしたと思
います︒

ッとびっくりしたという記憶はあるけど︑不拡散条約なんてあん
まり興味なかったね︒

中島

面白いことに︑戦後の日本の論壇を見ていますと︑核問題

韓国に核を持ってると明言したわけですね︒

くるのですけれども︒

伊藤

いや︑持ってないですよ︒

伊藤

に関しては幾つかうねりがありまして︑ある特定の時期になると︑

夏目

持ってない？

中島ええ︑アメリカもいっていますし︒

たしか同じころじゃないですか︒

伊藤
日本にはないですよ︒

夏目

夏目

夏目
そうですが︒

ども︑そういうことをいう人がときどきいることは事実です︒財

﹁日本も核武装したほうがいいんじゃないか﹂という声が高くな

伊藤

ときどき持ってくるけれども︑据え付けてはいない︒だか

だけど︑日本にだって持っているということは︑実際にそ

夏目

界なんかにはそんなことをいう人がいたかも知れないけど︑だけ

伊藤

ら︑韓国にあるというのは︑どこかへ配備しているという戦術核

ど︑官僚はいないと思う︒政治家の一部と財界人が訳のわからん

って︑また低くなって︑今またそういった声もちらほら聞こえて

でしょうけれどもね︒そういうことのほうが︑﹁エッ﹂という︒

ことをいう︒そういう勇ましいことをいう財界人がいましたけど

う思っていたでしょう︒

まあ︑それだけ北に対する脅威というものを現実的なものとして

ね︒でも︑そんなものは全然︑そういうことに対して鈍感だった

いまのほうがもっと現実的じゃないですか︒

中島

のか︑歯牙にもかけないというべきなのかわかりませんけどね︒

非常にうねりがあるというのは本当なのかもしれないけれ

それはアメリカがいっているんですよ︑いま︒

とらえているのですね︒

伊藤

だから︑トルーマンが朝鮮戦争のときに核爆弾を使うとい

伊藤

やはりあそこではアメリカはいつも核のことを意識するの

ああ︑使わせてない︒

できるでしょうね︒やろうと思えばね︒

思ったらできるのですか︒

いうふうな言い方をしていますけれども︑本当に核武装しょうと

まあ︑現実問題としては︒

夏目

夏目

夏目

そうですが︒

アメリカなんかは︑いますぐにでも日本が核武装できると

だなという︒今度だってそういうことが出てこないとも限らない

伊藤

北朝鮮でさえできるのですから︒

伊藤

んじゃな．いかなんてね︒

夏目

だけど︑われわれは飢えて死なないとだめでしょう︵笑︶︒

って︒

中島

伊藤

やはり真剣に︑︑日本の場合ですと将来的なオプションとし

ても核武装云々ということは少なくとも実務レベルでは討議され
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す︒ただ︑その運搬手段を含めて有効なものをつくるとなると︑そ

夏目
夏目

武田

伊藤

爆撃装置もそうなんです︒わざわざ金をかけて取っ払って

本当にそうですよね︒

金をかけて性能を悪くした︵笑︶︒

核を持つことはそんなに大変なことじゃないと思うんで

れは一朝一夕にできるということにはなりません︒だけど︑ランチ

ナイキハーキュリーズは対空ミサイルだけど核弾頭も積めるんです

待ってきたのはハーキュリーズという改良型のナイキですが︑この

てきたのはエージャ．ックスといういちばん初期型だった︒その次に

というミサイルを自衛隊が導入しました︒あのナイキ︑最初に持っ

いいわけですから︒もっと極端なことをいえば︑十何年前にナイキ

多分︒

夏目

伊藤

伊藤

いや︑そういうことじゃなくて︑私は知らないけれども︑

軍事機密です︵笑︶︒

から何とでもいえる︒

夏目

いや︑．知らせていないんですよ︵笑︶︒

そのままつければ⁝⁝ブリをしてね︒技術的な知識がない

つければいいんじゃないですか︒

いるんです︒

よ︒それを日本へ持ってきたときにどうしたかというと︑核を積む

伊藤

そのころは知恵がついていたら︑やっていたかもしれない︒

ャーとミサイルをどこかからもらってきて︑そこへ核弾頭を積めば

隙間があるわけですね︒そこヘコンクリートを詰めたんです︒のみ

夏目

じゃあ︑そこめ部分を取り替えればいいわけですか︒

夏目

要するに中二階みたいなものですよ︒

ういうあれですか︒

伊藤

まあ︑中二階みたいなものでしょうけれども︒

■﹃防衛白書﹄を書く

ならず︑接続のいろいろ配線みたいなのがあるでしょう︒私はそう
いうのに弱いけど︵笑︶︒それをみんな切って︑つながらないよう
伊藤

取り替えただけでは︑その今のところを切っちゃったから︒

伊藤

五人もいない︒当時は三人じゃなかったかな︒

・

私に︑﹁コンクリートを入れて︑すぐ取り替えられるようにして

夏目

と冗談をいってましたが︑そんな生易し

夏目

あ︑そうですね︒これはいまのあれを引いてきたので五人

にした︒そこまで野党は問い詰めたんです︒

おけばいいじゃないか﹂

佐道

になっていますけれども︒

七月に審議官になられます︒審議官というのは︑．これはど

い議論では︑当時の国会は通らなかった︒

中島

夏目

たしかボマークですか︑一時期日本に導入しようとして︒

ところが︑これは核も搭載可能だということで取りやめたと聞いて

夏目

伊藤

す︒

長官ではなくて︑官房長です︒建前は官房長なのですけれ

この審議官は︑長官に直属して︒

いまは五人だけれども︑当時は審議官が三人いたと思いま

いますけれども︒ナイキもやろうと思えば可能だったわけですね︒

まはハーキュリーズ自体が古くなって使っていないけど︑元々そ

夏目

元はね︒向こうから持ってきた物は可能だったんです︒い

うだったんですよ︒コンクリートを入れて︑バランスをとらない

ども︑・いまはどういうふうにしているか知りませんけれども︑い

をする審議官が一人︒それから︑それ以外の官房だとか何とかを

仕事︒局次長じゃないけれども︑防衛局長を補佐するような仕事

までもそんなに本質的にはかわりないのですが︑一人は防衛局の

といけないものだからね︒配線を切ったり︑場所をつぶしたりし

金をかけてね︒

しかし︑手間のかかることですね︒

﹂たんです︒

佐道
夏目

5

21

それは官房次長みたいなものですね︒
ると︒

と︑閣議でクレームがついたら恥じなんですよ︒反対なんかされ

やる︑その他諸々のことをやる審議官が一人︒
伊藤

まあ︑官房だけではないですからね︒いろんな問題をやっ

夏目

字句にこだわったのですか︒

うん︒

ろをおまえが書け﹂とかといって分担するでしょう︒一応最初の

夏目

伊藤

それは大変ですよ︒で︑ばらつきがあると︑﹁ここのとこ

優秀な人が来てくれないと︑ちょっと大変じゃないですか︒

武田

権限じゃないけれども︑官庁問の協力というか︒調整とい

それは︑外務省が口を出す権限もあるのですか︒

くなるんですよね︒

いけないじゃないですか︒やっぱり外務省が口を出す分野が大き

になるともう︒白書なんて︑どうしても国際情勢とか書かないと

伊藤

それは書いてある中身によってですが︒主として当時の安

そうですが︒それは外務省の窓ロはどこなのですか︒

6

2t

うのは︑何の案件でもそうだけど︑各省から根回ししておかない

夏目

夏目

だけど︑閣議へかける前には一応次官会議に入れるのでし

伊藤

白書の実務はどこがやるのですか︒

にしておかないといけない︒実質的な根回しは大変ですよ︒いち

ょ・つ︒

ていました︒それから︑一人置白書を担当する︒私はその白書担
伊藤
白書室というのがあるんです︒

当の審議官になった︒

夏目

ばんうるさいのは外務省︒例の外務省ですよ︒

だから︑次官会議にかけるときには文句をいわれないよう

伊藤それはどこにくっ付いてい る の で す か ︒

佐道

字句にこだわるし︑何にこだわるし︑本当にうるさい︒だ

ええ︑わかりますよ︑それはいうでしょう︵笑︶︒重箱の

シビリアンだけではなくて︒

夏目

伊藤

制服の三佐か二佐くらいの人︒

れがっくるのかっていいたかった︒

官房に付いているんです︒陸海空と︑審議官と︑五︑六人︒

それは優秀な人を選んでくるのですか︒

日米防衛協力の進展の問題とか︑そういうことは︒

夏目

それは当時の審議官の考え方です︒

佐道

ああいうのになると特にうるさいですね︒国のなかのこと

隅を突付くような話でしょう︑多分︒

自分で選ぶわけではないでしょう︒

夏目

当時は五︑六人︒いまは何人いるか知りませんけれども︒

自分ではしないけれども︑優秀なやつじゃないとだめだと

原案はある︒それが全然違っちゃうのですね6最初は分担みたい

夏目

だけだとあんまりいわないけれども︑日米関係とかそういう分野

なものを決めてやるのですけれども︑結局はだれか一人が最後に

次官会議を通すためにですね︒

うか︒

伊藤

ま︑文体の問題には夏目先生はうるさいから︑最後は自分

伊藤

閣議なり︑次官会議にかけて反対だとすると︑政府が不統

一ということになるでしょう︒そういうことがないように事前に

夏目
多少はやらないといかんけどね︒だけど︑私の文章がいち
外務省で？

夏目

了解をとって︑会議はシャンシャンと︒

伊藤

﹃防衛白書﹄って閣議にかけるんですよ︒閣議にかけるとい

なんでこれが外務省なのですか︒
夏目

ばん直されました︒外務省で︒

夏目

でやられたのではないですか︒

リライトしないと︑文体もみんな違いますからね︒

かと文句をいって︒

夏伊夏伊夏伊
目藤目藤目藤
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保課です︒だけど︑書いてある中身が︑例えば中近東に関するζ

場合は︑私はその前の年の坂田さんが文句をいわれた﹃防衛白書﹄

張を刺激するような書き方になつちゃう︒それから︑私のときの

で懲りているから︑ああいう総論的なものはだれも読まないだろ

どで問題があれば︑中近東の地域課が文句をいうでしょうしね︒
伊藤

う︒私でさえ読まなかったのだから︑多分︑国民はだれも読まな

でも︑それぞれに文句をいうわけではないでしょう︒一応︑

外務省として窓口があって︒

がいちばんの狙いだっ﹁たんです︒それで︑﹃防衛白書﹄はあんま

いに決まっている︒だから︑読むに耐えるものにしようというの

︑夏目 いや︑そうなのだけれども︑最初はやっぱり担当者がいて︑
担当者がこっちの担当者を呼んで︑﹁こうだ︑ああだ﹂とやるじ

カの国防政策はどうとか︑冷戦構造がどうとかという一般的な話

夏目

中島

夏目

ありますよ︒

伊藤 そういうものなのですか︒
︐佐道 国際情勢認識そのものについてクレームがつくとか︑そう

めて︑﹁外務省としてはこうですよ﹂といってくれないから︒

伊藤

あるんですか︒

いうこともあるのですか︒

夏目

特に私のときには︑白書はそれまでは国際情勢で︑アメリ

うん︑そういうところが手間隙かかるんですね︒全部まと

そうなんですか︑やはりそういうことなんですか︒．

それが気に入らない︒

の白書にしたんです︒

うと思って︑写真なり絵をいっぱい入れてということで︑絵入り

ミグの問題︒もう一つは︑わかりやすくするために挿絵を入れよ

ね︒だから︑外務省が文句をいったのは︑主としていまの情勢と

決めちゃったんです︒そういう中身の﹃防衛白書﹄だったんだよ

特に焦点だった︒これだけに絞ろうと︑まったく私の恣意専断で

か︑F14かという︑機種選定が当時防衛庁の仕事の航空自衛隊で

う一つは︒ミグ25というのが前の年に来て︑函館に着陸している

題を起こすのですが︒それから︑軍事情勢に焦点を当てよう︒も

後だから︑大綱は解説せざるをえないなと︒これがまたあとで問

り総論的なものは書くのをやめようと︒書くのは︑大綱が出た直

だったのだけれども︑それは外務．省で出すのと同じじゃないかと︒

伊藤

いや︑それは外務省は文句をいわない︒ただ︑確かに絵が

ゃないですか︒

防衛庁が出す以上は︑やはり軍事的な色彩を濃くしてこそ初めて

夏目

まあ︑煽るというか︒

伊藤

私が︵笑︶︒頼んだ絵描きが悪かった︒

それはご自分がですか︒

気に入らなかったね︒

んですね︒それから︑FX論争というのがあ．って︑F15か︑F16

レーゾンデートルが出てくるので︑同じ情勢でも軍事情勢にもう
︑ちょっと焦点を当てた書き方をすべきじゃないかということで︑
極東ソ連軍の実態はこうだとかいう式のことを書いたわけ︒そう
うん︑なるほど︒

書くと︑どうしても扇動的になるのですよね︒
武田

佐道

結果的にそういうふうに読めるんです︒そうするとやはり

夏目 ね︒

夏目

嫌がられるんです︒それはあくまで事実なのだけれども︑そう書
くと︑こっちも何か手を打たなきゃいかんみたいな︑やたらに緊

イラストみたいに入っているやつですか︒

そうそう︑白黒のペン画みたいなもの︒
はい︑ありました︒

この絵がなんかスマートではなくて嫌でしたけど︒

五十一年に坂田さんが出されましたね︒﹃防衛自書﹄とし

ては二号目になって︒ 先生が担当されたのは三号目ということで

7
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佐夏佐夏三夏
道号三目道目

夏目

確かに︑二号目と三号目ではかなりつくり方が変わってい

三号目になるのですね︒

情勢に関してはそういうことじゃなかったのかなと思いやったも

ということを私自身が感じたから︒ほかのところは別としても︑

多分︑坂田さんもそういう式のものを要求されたのではないかな

佐道

のだから︑そういうふうにしたのですけれども︒外務省で書いた

すね︒

るなと思ったのですけれども︒

のと同じようなものを縮めて書いたって意味ないですものね︒

自分では悦に入っていたんですよ︒そうしたら︑次の年か

夏目

できるはずですけど︑しているのか︑していないのかねえ︒

うことはできるのですか︒

逆に︑﹃外交青書﹄に防衛庁の側から要望を出すなんてい

武田

また戻ったな︑これはいったいどうしたんだろうなと思っ

らまた見事に元に返っちゃった︒

佐道
それは私の独断だから︒私が会議にかけたときには︑みん

ていたんです︒

夏目

な︑﹁結構だ﹂といっていたけれども︑やはり翌年になって︑﹁あ
んまりにもあれはちょっと極端で︑白書の体をなしていない﹂と︑

また力関係が︒

力関係があるんですよね︒

やったら︑何倍か戻ってくる︵笑︶︒

大蔵省なんかからも財政面についてクレームがつきますけ

伊藤

活字の羅列でしたから︒

はそういう写真だとか絵入りがふえたのは事実です︒それまでは

夏目

伊藤

なりました︒でも︑そのときに入れた絵が初めてで︑あと

でも︑ちゃんと閣議決定になったわけでしょう︒

なことをやったのではだめだ︒翻訳は嘘だらけだしさ︒

夏目

佐道

だから私はいまでも外．務省を信用していなけれども︑あん

言葉の使い方に厳しいところですね︒

は本当に言葉の端々まで︒

ころを踏み外しちゃ困るよということはいいますけどね︒外務省

れども︑︑

そんな細かいところまではやらないんですよ︒ここのと

として極東ソ連軍が増強されたということで国防充実を日本の陸

佐道

同じなんですよ︒

夏目

多分︑それが頭にあるんじゃないですか︒

わせないといけませんから︑私が書いたり︑あるいはだれかに手

夏目

佐道

夏目

もちろん︑そういうものを多少集合して︑文章の平灰を合

それは︑例えば幕僚監部とか︒

そうです︑最初はね︒

たしかに昭和の初めごろ︑極東ソ連軍の五ヵ年計画の結果

軍が非常に宣伝したんですよ︒そのこ乏に対して外務省はかなゆ

うことですか︒

伊藤

それで︑マスコミからは軍事バカの白書だといわれて︑ま

伊藤

佐道

よかったのですけれどもね︒それからあと︑﹃防衛白書﹄

でも︑話題になってよかったじゃないですか︒

軍事色が濃いという︒

思いますけれども︒それで︑最後の文章まできちんとして︒

か何かですけれども︑朝からずっとそれをやって︒四︑五日だと

ああ︑そういうことがあるのですか︒だから︑いつの世も

夏目

伝ってもらったりしてやる︒そのためには一週間くらい缶詰をや

夏目

伊藤

そこから先はどうなるのですか︒

の国際情勢は非常に軍事面を重視した書き方になったんですよ︒

ったんです︒箱根の旅館へ行って︒旅館って︑どこかの会社の寮

あ︑散散でした︒

これは︑下書きは分担して白書室の方がお書きになるとい

文句をいったのだけど︑このときは陸軍のほうが強かった︵笑︶︒

きっと批判を呼んだのだろうと思いますね︒

夏伊夏武夏
目藤目田目
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夏目

﹁タイゴノス号は薄い煙を吐きながら日立港を出て行った﹂

なんて︒

もちろんその段階でも︑いろんな段階で調整はしますけれ

ども︑最終的には制服を含めた参事官会議とかそういうところで

アッバッハッハッ︵笑︶︒

夏目

もうやっておくわけです︒外務省で直されて︑こっちでも

外務省や何かとのあれは︑その前にもうやっているわけで

諮って︑そして国防会議に持ち込むのです◎

伊藤
すか︒

夏目

だめだっていうの︒

でも﹁読んでみたいですねえ︒

それでは白書はだめかもしれないなあ︵笑︶︒

ご自身でも分担されたわけですね︒

ミグ25のあたりは私が書いたんです︒

もいるし︑大変ですよ︒それで︑とにかくF−X問題は別として

ますね︒

夏目

伊藤

ほとんどそうなったけれども︑まあ︑多少形骸は残してい

やっぱり役所的な文章になったのですか︒

けちょんけちょんにやられてねコ

全然だめでしたね︒﹁こんなの見たことない﹂と笑われて︑

伊藤

それは私がいちばんよく知っているから︒

伊藤

とかいうやつ

夏目

七六年九月にミグ25号が飛来して︑ミグを一度解体して︑

夏目

ただ︑文章は本当に直っちゃいました︒

そうですが︒やっぱり︑いくら直しても直して切れないん

中島

ですね︵笑︶︒

夏目

白書？

だけど︑あれはいろんなところに見せないといかんでしょ
夏目

運輸省とか︒ミグの話です︒

伊藤

伊藤

運輸省に関係したことは運輸省に持っていきます︒だけど︑

うけど︑ミグ25のときのことを書くにあたって︑ミグ25の書き方
バッハッバッハッハッ︵笑︶︒

夏目

う︒関連したところは︒．

伊藤

役所的な文章でね︒だけど︑それでは面白くないから︑﹁私

だって︒面白くなく書けばきりがないんですよ︒
夏目

そんなのごくわずかですから︑そんなに時間はかからない︒要す

大蔵は何で関係あるのですか︒

るに外務省︑次が大蔵省ですね︒

．それで︑非常に文学的に書いたんです︒

﹃気違い部落周忌紀行﹄︒あの文章が好きでしてね︒

が昔学生の時分に読んだ︑きだみのるという作家がいて︑岩波新

その前︑まだそこへ行く前にいまの白書の続きをやつちゃ

元に戻して︑ソ連側への送還を先生が担当されたのですよね︒

って会議をやると︑﹁それはおかしい︑突き返せ﹂

夏佐武夏一
目道田目同

あの文章で白書を書く︵笑︶︒

そうでしょうねえ︵笑︶︒

一言でいえば︑自分ではそういっている︒そうしたら外務
﹁これは白書の体をなしとらん1﹂と︑悪評言々でした︒
それ．は︑﹁直せ﹂といわれるのですか︒

省が︑

伊藤

もちろん︒めちゃくちゃ直されたんですよ︑私の分担した

︵笑︶︒

夏目

ぜひ原文を

ところが︒

中島

あとでまたツケが回ってくると用心するんです︒ 大蔵省というの

予算の関係とか︑︑考え方があんまり逸脱すると︑大蔵省も

大綱の書き方での大蔵省というのは︑予算の関係という︒

ああ︑ミグは外務省ですよ︒あとは運輸省がちょっと︒

いえいえ︑・ミグの話では︒

大綱の書き方の問題︒

夏三夏伊夏伊
目道目藤目藤

は非常にガードが固いですからね︒

9
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夏武夏武書
目田目田で

伊藤︑予算がつかなきやならないのは︒

そうかい︒ご苦労さん﹂と︒あれ︑金をもらえるんですよ︒これ
も内緒かな︒

あとあと変なものでよりどころにされたらたまらないとい

しょうね︒あれは大蔵省ですからね︒印刷局ですから︒

夏目

なるほど︑なるほど︒

夏目
これは閣議決定だから︒
武田

佐道報奨金ということですか︒

伊藤

そうですね︒ここで何か変な言葉を潜り込ませて︑それが

うのがピピッと響くのですね︒

佐道

あれはれつきとした金だと思いますよ︒もらったこちらは

報奨金じゃないのでしょうね︒あれは白書の原稿料なので

あとで使われたら大変だ︒

夏目

はあ︵笑︶︒それはただ領収書を書けばいいわけですか︒

そういうのは奇妙によく発見します︒感動ですよ︒

伊藤

多分そうだと思います︒．役所を通して来ないからね︒私に

夏目

夏目

れつきとした使い方をしないけど︵笑︶︒当時の白書室の人間が

来るのだから︒たしかそうだと思いました︒源泉徴収したかどう

ハハハハハッ︵笑︶︑これはもう︑まいったなあ︒

それは︑こっちも多少はありますよ︒

かはわからない︵笑︶︒

伊藤

文学的表現は引くらましで︵笑︶︒

ちょっと時間なので︑ここで切らせていただいて︒

全部で七︑八人いましたかね︒﹁よし1 これできようはひとつ

それは多少あるけど︑それは本当に見事ですね︒

佐道

まだ時間はあるから︑そうしましょう︒

でも︑発見するということは︑そういうことがあったとい

どっちが化かすか馬化かされるか︒

夏目

白書のことで︑まだちょっとお聞きしたいことがあるので︑

佐道

もっとも︑それで化かしたからつて大蔵省が認めるわけじ

佐道

派手に飲もうぜ﹂なんていって︒

だけどまあ︑一応︑閣議決定だから︒

今度また白書自体も持ってきます︒

うことですね︵笑︶︒

伊藤

今度は︑閣議の前に官房長官と総理に事前に説明に行くん
でも︑これはそんなに厄介なことではないでしょう︒

伊藤

佐道

夏目

審議官って何をやるのかがわからなかったから︒

それを時間をとつ︑て少し聞きたいと思います︒

ミグ25とぬ︒

です︒

伊藤

私はだれに行ったのかな︒私のときはだれとだれに行った

夏目

伊藤

福田さんになってからだよな︒

福田︵越夫︶さんと︒

官房長官と総理ですか︒

伊藤

るんですよ︒

ら︑あちこちの課へ行って口ばっかり出すでしょう︒邪魔がられ

三賢人といわれたんですよ︒審議官って暇でしょう︒だか

伊藤

福田さんですね︒

夏目

佐道

うん︑そうだ︒

佐夏伊夏
道目藤目

三人の審議官が︒

あるいは三悪人どかね︒

﹁賢﹂ですか︒

賢人なんですよ︒

それで︑三⁝⁝何ですか︒

伊藤

たしか︑そんなに文句をいわれた記憶はないですね︒もち
ろん︑﹁各省調整は済んでいる﹂というから︑安心して︑﹁ああ︑

夏目

カ．．．．．．

ミ

夏目

ゃないんですよね︒

夏巨

夏武夏鳶夏
目田目田目
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夏目

伊藤

夏目

それを書く人たちは専任ではない︒

最初にメンバーを集めてから︑閣議決定まで︒

そういう意味では︑これは季節労働なのかな︒

半年くらいかけて︒

くのほけつこう時間がかかるじゃないですか︒

伊藤

専任ですよ︒もうその間は幕僚監部から派遣されたのが一

僕は﹁閑人﹂かと思ったんです︵笑︶コだけど︑白書を書

賢人はいいけど︑三悪人は︒

賢人だったらいいじゃないですか︒

三悪人とか︑三賢人とか︑いいたいことをいわれました︒

夏目

佐道

伊藤

夏目

伊藤

そういう友軍的な対応も︒

われてミグを手伝ったんです︒．

夏目

多少そういうところがあるんですね︒本当は防衛局長がや

それはいまいったように暇だから︑﹁おまえ手伝え﹂とい

あ︑ミグですか︒ああ︑そうか︒

最初の半年はなか．つた︒・ミグだと思いますよ︒

では︑先生は七月から審議官になっていますから︒

来上がって︑というのだと思いました︒

夏目．多分︑年の初め︑二︑三月かに始まって︑七月か八月に出

伊藤︐あれは︑いつごろ始めて︑いつごろ出すのですか︒

だから半年︑出来上がれば帰っちゃって︒

ずっといるわけではないでしょう︒

出向ですね︒

じゃあ︑まあ︑出向みたいなものですね︒

伊藤

伊藤

ミグの問題はお聞きしていなかったんじゃなかったつけ︒

たりしていますので︑その点もまた︒

佐道

だから次回です︒

ミグについても︑最近また本が出たり︑いろんな意見が出

そうですが︑ははあ︒

おまえがやれと坂田さんにいわれて︒

るべきなのだけれども︑防衛局長はそこまで手がまわらないから︑

その前はいない︒

佐道

ちょっと後先になっているんですね︒

部屋に︒

前はいない︒部屋が出来るんですよ︒白書の審議官が命ぜ

夏目

伊藤そうですが︒ちょうどそういう時期に任命されるわけですか︒

出来るわけです︒

だよね︒

夏目

七月に︒

佐道．白書が出るのは七七年なのですけれども︑先生は七六年の

﹁白書をやれ﹂といわれて︑メンバーを集めたときから

夏目︑まあ︑そうですね︒だいたい何をやるかはわかっているの

そうだな︒

られて︑

だけれども︑一人ではできまぜんからね︒一人で構想は練ってい

伊藤

白書のなかのミグの記述を読みながら︑改めてまた︒

︵終了︶

ミグ25を白書に書いてあるのだから︑ミグのほうが先なん

ますよ︒今度の白書はどうするかとか︒だけど︑スタッフが集ま

佐道

では︑ありがとうございました︒

って初めて作業が始まるわけですから︒そのスタッフは︑幕僚監

伊藤

部をまわって︑二月ごろにそろうということになりますから︒
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オーラルヒストリPINII
第8回

開催日：2003年6月13日（金）
開催時刻：14時00分
終了時刻＝16時00分
開催場所＝財団法人

防衛弘済会

【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）

伊藤

隆（政策研究大学院大学教授）

佐道明広（政策研究大学院大学元助教授）

武田知己（政策研究大学院大学COE特別研究員）
中島信吾（防衛庁防衛研究所戦史部教官）

岡田志津枝（防衛庁防衛研究所戦史部所員）
記録者＝

有限会社ペンハウス矢沢麻里

第8回インタビュー質問項目

④このとき︑ミグ25の機体をソ連が奪回しにくるという情報もあ

り︑現地で警備に当たる部隊はかなりの緊張状態にあったようで

生ぎれたという指摘もありますが︑現地警備をめぐる問題につい

す︒そこで防衛出動命令をめぐって︑陸幕と内局に意見の違いが
2003年6月13日
てご記憶の点をお願いします︒

側検査に立ち会われたとのことですが︑そのときのソ連側の様子

⑤先生は︑日立港でのミグの機体引渡しにあたって︑船でのソ連

今回は官房防衛審議官時代の続きがらお願いします︒先生が防衛
審議官になられた7月には︑次官が久保氏から丸山昂氏へ︑防衛

れることになったのでしょうか︒

侵犯機にどのように対応するかという問題︑︵3︶事件後の連絡
体制等ですが︑これらへの対応は防衛庁としてどのように進めら

⑥ミグ25の飛来・着陸は︑日本の防空体制の不備を明らかにしま
した︒︵1︶低空侵入機にどう対処するかという問題︑︵2︶領空

や印象に残っておられることなどお願いします︒

局長が丸山氏から伊藤圭一氏へ︑官房長が玉木氏から亘理彰氏へ
とかなり大幅な異動がありました︒こういつた人事の変化は︑何
のでしょうか︒

か防衛庁内の雰囲気や政策の重点の置き方などに影響を及ぼした

﹁ミグ25事件﹂について以下のような質問についてお願いします︒
①事件は9月6日午後︑突然起きました︒この事件について最初
にお聞きになったときの状況や感想をお願いします︒また︑5時
過ぎから丸山次官以下内局幹部︑制服組の合同会議が開催された
とのことですが︑参加されたのでしょうか︒
②ミグ25の機体に関して︑防衛庁としては調査方針︑米軍との関
ょうか︒

係といった問題について︑当初どのような方針で臨まれたのでし
③ミグ25事件については︑いくつかの重要な問題が指摘されてい

7月27日の朝日新聞記事で︑自衛隊の制服組と若手研究者による
﹁防衛問題研究会﹂の発足が伝えられています︒これについて何
へ
かご記憶のことはございますか︒

獅Q9日︑国防会議と閣議で﹁防衛計画の大綱﹂が決定されます︒

めたということでしょうか︒

これを熱心に推進した久保次官は丸山次官と交代したわけです
が︑防衛庁としては︑大綱の決定自体は既定路線ということで進

＼

います︒この間の防衛庁︑外務省︑警察︑法務省︑運輸省等の考

割分担の問題で︑防衛庁がこの問題の中心になったのは事件から
︑5日ほどたってベレンコ中尉が米国に亡命してからだといわれて

次官も務めており︑防衛問題に関心の深い政治家と一三口われていま

のような影響がありましたか︒また︑三原氏は︑以前に防衛政務

朝雄氏が就任しました︒内閣や長官の交代は︑当時の防衛庁にど

N12月︑三木内閣が倒れて福建内閣が成立︑防衛庁長官も三原

え方︑また官邸の状況︵三木首相︑井出官房長官︑海部官房副長

す︒三原長官についてのご印象等もお願いします︒

ます︒その一つが︑こういつた危機が起きたときの各官庁間の役

3

4
10

5

官︑梅本官房副長官︶についてお願いします︒
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1

2

76

＼

N11月︑米大統領選挙で民主党のカーター氏が当選します︒カ

ーター氏は在韓米軍の撤退を主張するわけですが︑それは東アジ

ますが︑いかがでしょうか︒

アの戦略関係に大きな変化をもたらすもので︑防衛庁としても在
韓米軍撤退が行われた場合への対応策が検討されたのではと思い

Nになると︑在日米軍駐留経費を日本が﹇部分担する問題につ
いて両国政府間で交渉が進められていることが報道されます︒こ
の問題の経緯等お願いします︒

N7月︑先生が担当された﹃日本の防衛﹄︵防衛白書︶ができ
ます︒これに関して次のような質問についてお願いします︒
①先生が前回に言われたように︑昭和52年の白書は他の白書とか
なり構成が違っています︒﹁総論をやめる﹂という方針で前年に
あって削った問題などもかなりあるわけですが︑こうした構成の
変更にあたってはどういう点を重視されたのでしょうか︒
②白書の第2章に︑前年決まった﹁防衛計画の大綱﹂についての
詳細な説明があります︒それはとくに﹁基盤的防衛力構想﹂につ
いての説明にもなるわけですが︑これについての反響等はいかが
でしたか︒

③ミグ25事件についても︑防衛体制の不備の点にまで言及される
など︑かなり詳しい説明があります︒従来ですと︑問題になるよ
うな箇所はあいまいにしたり触れなかったりすることも多いと思
いますが︑この点について︑とくにミグ事件の記述などの反響は
どうだったのでしょうか︒

N7月︑参事官︵教育担当？︶に就任されます︒就任の経緯や︑

9

※今回は以上の点についてお願いします︒

どのような事項を担当されたのかなどお願いします︒﹁

77

6
76

7
77

8
77
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きょうは︑先生がお書きになった﹃防衛白書

■ミグ25事件
佐道

昭和五十二

夏目

伊藤

夏目

やめたのは︑例の発言なんかが多分絡んだからだと思うの

久保さんですね︒．一年です︒．

久保さんがやめたのはちょっと早かったような気がします︒

ですが︒丸山さんが防衛局長から次官になったのは順当な人事で

べつに何とも思わなかった︒次に防衛局長ですが︑普通だったら︑

年版﹄を︒

この前もちょっと話に出たけど︑玉木さんという非常に防衛に詳

しい人がいたのだけれども︑伊藤さんのほうが防衛局長になったr

そんなもの︑よくありましたねえ︒うち探したけど︑もう

んですよね︒伊藤さんという人は非常に如才のない人で︑融通無

夏目
懐かしいですか︒

ない︒どこか古本屋へやつちゃった︒
伊藤

あとの質問に出てきまずけれども︒これは翌年の五十三年

だから︑われわれ下種の勘ぐりで︑実際はわかりません︒

ったのだと思うのですけれども︒まあしかし︑それは人事のこと

碍の人だから︑丸山さんなんかが非常に使いいいということがあ

佐道
・版なのですけれども︑比べるとやはり︑構成が全然︒

これが正統派なんですよ︑多分︒いまと同じスタイル︒

伊藤

あ︑同じものですか︒﹁

これはなんで違うんだろう︒

とか解釈とかは出ますよね︒

ある意味では︑うるさい人がみんないなくなったという感

まあ︑こ・久いう人事があれば︑部内ではひそひそとうわさ

市販のやっと︑これは部内で閣議決定か何かしたときに︒

夏目

じですな︒久保さんにしても︑玉木さんにしてもね︒あと︑丸山︑

そうか﹂といって聞いてくれる人で︑あまり異を唱えない人です︒

夏目

佐道

絶対︑人に反対しない方ですからね︒黙って︑﹁そうか︑

丸山さんも人格円満ですか︒

伊藤なんて︑みんな人格円満な方々だから︒

こういう絵でしょう︑先生が気に入らないといった︒

上にも下にもあまり異を唱えない︒

だんだんスマート

白表紙ですか︒この前のお話しのやつはこういう絵だよ︒

気に入らないとかいうお話しだった︒

次の年から︑絵も入っているけれども︑

きらいなんだよね︒ちょっと品がないでしょう︑絵が︒

伊藤

非常に人間ができているんです︒

そういう意味では継続性のある人事ではありますよね︒そ

れに︑当時︑丸山さん以外にい訟かったですからね︒年次的に見

夏目

防衛協力で︒

丸山さんはそのあとのガイドライン・三−︑その前から日米

それは地位に伴う部分じゃないですか︵笑︶︒

私はだめでしたけどね︒

夏目先生はどうなんですか︒

佐伊三三夏
道藤目藤目

夏目

品がない︵笑︶︑もうちょっと文学的な絵がいいですか︒

ちょっと漫画っぽいですね︒

そうかなあ︒

これなんかどうですか︒

さて︑それでは始めさせていただきましょうか︒防衛審議

この前もちょっと触れましたけれ
久保さんから丸山さんへ︑丸山さんから伊藤圭一．さんへと

では︑通過点みたいな話ですか︒

きっと安いやつを頼んだのでしょうな︒

．にはなってきている︒

ども︑

防衛審議官になられたときに︑

官の時代を前回お話ししていただいたのですけれども︑続きです︒

伊武伊武夏三夏伊

いう変化がありました︒これはどうでしょう︒
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馬

夏目

伊藤

こんなの年じゅうあることですからね︒こんなものをいち

まあ︑べつにこういう人事の異動があったからといって︒

の宝の山が来たのだから︒

は︑とにかくなんでもいいから︑早くさわってみたい︒せっかく

ぞれ勝手なことをやってどうにもならなかったのですが︑防衛庁

しますから︑博が明かないんです︒それで︑各省ともみんなそれ

そうなんだけど︑そんなことで収拾できるようなものではないん

いち気にしたり︑仕事の動きが変わるなんていうことはまったく

やはり初めからそういう感じですか︒

ても︒それはそれで︑当然衆目の見るところ︑妥当なものと見て

ありません︒ただ︑しゃすい雰囲気が出るとか︑そういうのはあ

伊藤

私なんかはそうでした︒ただ︑当時の三木さんは︑国際関

ですけどね︒やはり役人どいうのは既存の法律で物を考えようと

りまずけれども︒

夏目

いたのでしょう︑次官は︒あとはわかりませんけれどもね︒

伊藤

係を損ねてはいけないから︑できるだけ早く返そうという姿勢で

非常に強烈な個性の人がなったりすれば︑それはそれで影

響があるでしょうけれども︒

した︒防衛庁だけじゃないですか︒こんなものをそのまま返すな

そういう意味では︑r制服から見ても非常にいいカウンター

まあ︑私はその場はまだ直接は関係していませんでしたけど︒

夏目
付き合いやすいという︒

伊藤

んていったら︑世界の物笑いになるということで反対したのは︒

伊藤
そう思います︒

すか︒

パートになったという印象ではないでしょうか︒
夏目

わかりました︒これはまあ︑たいした問題ではないです︒

防衛審議官である先生にはどうやって伝わってくるわけで

伊藤

それは︑ときどき会議に出たりするけれども︑人様のやっ

伊藤通報は︒

夏目

夏目

いちばん大きな問題は︑きょうの主題であります︑ミグのお話で
もうみんな書いてあるじゃないですか︒

は聞いていました︒

ている仕事ですから︑ちょっかいは出さないでいたんです︒

夏目

書いてあるのですけれども︑とにかく︑ご自分がこの事件

あります︒

伊藤

とにかくすごいんだ︒各省︑みんな寄ってたかっでいろんなこと

んです︒しかし︑取り組んだけれども︑初めてのことですからね︒

人だと思うのですが︒そういう人たちが主として最初取り組んだ

当の審議官というのがいたと思うんです︒・たしか渡辺伊助という

り組んだと思うのです︒丸山さん︑伊藤圭一︑それから防衛局担

夏目

伊藤

夏目

審議官ですからね︒これはもっぱら防衛局の仕事として取

将外ですか︒

正直いうと︑私は将外にいたんですよね︒

伊藤

そんなことは年じゅうですからね︒いまだにあるでしょう︒

ゃないかな︒べつに入れたからどうってことはないのだけれども︑

とも︑まず第一報を入れうとか︒なんか︑半日くらいおくれたんじ

が怒った経緯があるように記憶があります︒たとえ旅行先であろう

と︒出張中か何かで大臣がいなかったのかな︒それで︑あとで大臣

ということはすぐ来たと思います︒ただ︑大臣に上げるのがちょっ

夏目

伊藤

一報はどうだったかね︒とにかく︑そういうことがあった

第一報はどうなのですか︒

もちろん︑だいたいどんなことになっているかということ

についてどうやってお聞きになったわけですか︒

をいうんですよ︒外国為替管理令違反だとか︑出入国管理法違反

報告した︑しない︑おくれたと︒

まあ︑そうですね︒しょっちゅう問題になっていますね︒
とか︑武器等不法所持⁝⁝︑まあ︑それは既存の法律に照らせば
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佐道

︵笑︶︑それはその日ですか︒

次官とばったり会ったんですよ︒そうしたら︑﹁そうだ︑おい︑

夏目

いやいや︑もう何日かたってから︒四︑五日か︑二︑三日

れません︒丸山さんはそういうのがよくあるんですよ︒その後も

夏目

伊藤

夏目

佐道

まあ︑白書もそろそろ⁝⁝というようなころだったかもし

だから︑ちょっと手ぶらじゃないですか︒

白書はあとですよ︒

白書は︑まだあとですよね︒

私は局外者みたいな顔をしていたのですが︑トイレで丸山

夏目

あるんですよ︒いまはやりの有事法制のときも︑﹁あ︑あれが暇

伊藤

夏目

伊藤

でも︑例えばその日にあった局内の会議とか︑そういうの

そうそうそう︒

その前はただ聞いているだけなのですか︒

夏目

伊藤

佐道

モットーだけど︑しょっちゅう目立っているじゃないです

でしゃばらないがモットーですから︒

いやあ︑よっぽど暇そうに見えたんだなあ︵笑︶︒

じゃあ︑これで次回の質問がふえた︵笑︶︒

そうだ﹂というので︑教育参事官のときもやらされるんです︒

いいところで会った﹂というわけでね．︵笑︶︒

か︑ちょっと忘れたけど︒

を脇で見ているくらい︒

伊藤

脇で見ていました︒大変なことだと思うと同時に︑防衛庁

夏目

か︵笑︶︒それで︑何を手伝えということになったわけですか︒

夏目

ミグを函館に置くというのは非常に危険だと︒そういう風

にも法匪がいっぱいいるなあと思って︒

評だけではなくて︑アメリカ側からも情報が入ってきたんですよ︒

がありましてね︒まあ︑私はそんなことをするとは思えなかった

面構ハ細書︑でも︑その場にはいたわけでしょう︒

ったです︒私の仕事だと直接いわれたのはいまの話で︑函館にあ

のですけれども︑しかし︑アメリカからの情報もあったので︑一

伊藤

るミグをソ連が取り返しに来るとか︑攻撃してくるとか︑そうい

応警戒態勢を厳重にするようにということで︑たしか千歳か何か

いたときもあるし︑いないときもあったかもしれません︒

う話が出てきて︑あれを早くなんとかしなきゃいけないというこ

の地対空ミサイルを函館へ移動したり︑艦艇を大湊に増派したり︑

夏目

とになってから︒だから︑各省のゴタゴタ︑さっきいったような

航空機の哨戒飛行を密にしたりという︑警戒態勢をとった記憶は

ソ連が爆破しに来るとか︑不穏分子を使ってどうするとかいう話

わけのわからんことは一応けりがついたあとの話ですからね︒防

あります︒ただ︑そうはいっても函館というのは民間空港でして︑

ただ︑全然口出しはしたことないし︑私の仕事だと思っていなか

衛庁が責任をもつて仕事ができるような体勢になってからだと思

佐道

だから︑あまり暇そうな顔をしていたのがよくなかった︒

伊藤

実際︑そういうふうに少し時間がある時期だったんですか︒

一同アハハハハハ︵笑︶︒

夏目

そう︒

防衛庁はお手上げの状態だったのですよ︒てんやわんやで︒

それで︑丸山さんからいわれて︒

は見物人がいっぱい来ていたんです︒双眼鏡を持ρて︒双眼鏡な

運行上邪魔にならんような隅っこへ置いたんです︒だから︑当時

夏目

伊藤

飛行場のフェンスの中ではあるけれども︑ちょっと普通の

飛行場の中ではあるのですね︒

からというので︒

くようなところにとめてあったんです︒滑走路の近くだと邪魔だ

の所で︑外部からもすぐそこに見えるんですよ︒石を投げても届

ミグをとめてあったのはフェンスから二︑三十メートルかぐらい

夏目

白書の⁝⁝︒

．いますの

伊藤
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カバーしていないんですね︒

伊藤

じゃあ︑アメリカの輸送機はどこか国内にあったのですか︒

翼を切断して︑分解して百里へ運んだんです︒

5ギャラクシーというやたらでかい輸送機があるのですが㌔これ

伊藤

これはちょっとね︒一発ぶち込まれたらボーンですから︑

横田か何かに来ているんじゃないですか︒彼らの輸送用と

んかなくても見える数十メートル先にあるのですけれどもね︒鉄

夏目
夏目

を借りることにした︒それでも入らないので︑尻尾を切って︑主

なんとか早くしなければいかんということで︑そこから私の仕事

して︑年じゅう行ったり来たりしていますから︒アメリカもミグ

条網というか︑金網の︒

が始まるんです︒

ﾉは非常に重大な関心を持っていましたから︑異もなくオーケ

れている警戒のしゃすい基地がいいだろう︒そういうことを考え

から遠くて攻撃しにくいところ︒それから︑町の中から比較的離

とで︑さんざん考えたんです︒やっぱり︑ひとつはなるべくソ連

その幾つかの飛行場のなかでどこがいちばんいいだろうというこ

三沢︑百里と︒そのほかにもあったかもしれませんが︑とにかく

べき基地へ運ぶのがいちばんいいだろう︒どこへ運ぼうか︒千歳︑︑

間空港だし︑要員もいないし︑やはりどこか航空自衛隊のしかる

なんです︒機体を調査するためにはあそこでは不向きである︒民

夏目

関連機器がこわれてわからなくなってしまう︒ブラックボックス

ンといったって︑飛行機全体が爆破するわけではないのだけど︑

のがついているだろう︒へたなところをいじると︑ボーン︒ボー

わからんわけです︒そのうちに︑この飛行機には自爆装置という

も︑見たことのない飛行機ですから︑どこから手をつけていいか

自衛隊がそれを調査しようということで始めるわけですけれど

夏目

われわれも加わらせてほしいという︒

中島

ーということになって︑それで百里へ運んだのです︒

動かすということですか︒

ると︑千歳も民間航空との共用でしょう︒三沢は米軍もいますか

周辺にはそういうのが数箇所あるんですね︒それはどこにあるの

伊藤

らね︒百里だと内陸部でソ連から遠いし︑航空自衛隊の専用の基

かわからないんです︒どこを触ったら出るのか︒やはり米軍に依

ではないでしょう︒

伊藤

夏目

伊藤

なかったのだけれども︑似たような飛行機はみんな持って

だけど︑ミグ25はないのでしょう︒

と︑各種の実物が置いてあるわけです︒

その種の要求はすぐありましたね︒百里へ持っていって︑

夏目

いて︑ヨーロッパで見たりしているから︑多少ノウハウを持って

うん︒警戒態勢をとったことと同時に︑問題は動かすこと

地ですし︑東京からも近いし︑いろいろ調査したりする人が行っ

頼せざるをえなくなって︒米軍にはちゃんと﹁ミグチーム﹂とい

アメリカからすると︑それを運ぶだけではなくて︑調査に

たり来たりするにも便利だということで︑百里に決める︒そうい

うのがあって︑アメリカの基地へ行くと︑ミグだろうと何だろう

はどうやって運ぶかというのがあるんです︒こんなものを運ぶ手

いるのでしょうね︒来て︑︑パッパッパッと︑瞬時のうちにどこに

なでかい輸送機はないんです︒それで︑アメリカと折衝して︑C

夏目

伊藤

ミグ自体が飛ぶわけにいかない︒また航空自衛隊にはそん

まさか飛行機で飛ぶわけにはいかない︵笑︶︒

日本のというのはアメリカの戦闘機なのですが︑アメリカの戦闘

感じがしました︒この飛行機というのは︑やたら図体がでかくて︑

あると︒それはやはり︑アメリカの調査能力は比べ物にならない

私は指揮官ではなくて︑決めればいいんです︒あと︑今度

段がないんです︒ミグ25というのはでかいんですよ︒

でも︑そういうことを決めても︑先生に指揮権があるわけ

うことにしたのですね︒

25

ピ
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ころ︒逝けずゆでさわると手を怪我するような︒︑表面はそんな精

闘機なんてピカピカでしょう︒あの連中の飛行機は鮫肌もい一いと

機を見慣れた人から見ると︑まったく荒削りというか︒日本の戦
夏目

伊藤

夏目

そんなこと考えてないですよ︒まあ︑三木さんはそう思っ

だって︑復元しなきゃいけないわけでしょう︒

壊すんですから︒飛んでいくわけではない︒

だけど︑﹁早く返せ﹂という圧力︒．

たかもしれないけれども︒飛んで帰るなんていうことは考えてい
伊藤

もちろんありました︒圧力は相当強かった︒で︑三木さん

ない︒

夏目

は万能のドッグファイトなんかをするような戦闘機ではなくて︑
したらスッと下りてくる︑それだけのための︑ま︑ロケット台み

がやいのやいのいってきましたね︒それを一寸のばしに︒坂田さ

密につくっていないんですね︒あとで調べたら︑ミグ25というの

たいなもの︒だかち︑それで十分に用は足りる︒彼らはいろんな

んもああいうところは偉いど思うのは︑ぐずぐずいって︑とにか

﹁敵が来た﹂というと︑ブオーンと飛んで行って︑一発ぶちかま

戦闘機を持っています︒そのうちのひとつだと思えばそれで十分

く抵抗していましたからね︒

実際に乗ってみましたか︒

だいたいでき玄した︒そのかわり徹夜続きですよ︒最後に

しかしまあ︑一週間あれば徹底的な調査ができるわけです

徹夜の騒ぎでした︒

十日号︒

じゃあ︑ずいぶん大慌ての仕事ですね︒

でも︑一週間かそこらで返したんじゃないですか︒

﹁ま︑ちょっとお待ちください﹂というような︒

なのですけれども︒白本の戦闘機みたいな繊細さがないんですよ︒
すごい．飛行機で︑︑上に乗ったら︑潜水艦の甲板に乗ったようなも
伊藤

乗りましたよ︒やはり︑戦闘機に対する哲学というか︑思

のなんです︒大きくてね︒

夏目

想みたいなものが違うのですね︒日本はマルチパーパスの︑貧乏
そのかわり︑不徹底になるでしょう︒

だからどうしてもあっちもこっちも︵笑︶︒

伊藤

だけど︑だいたいアメリカもそうでしょう︒だから︑超一

は試運転をして︑エンジンを全開にふかしてテストまでしました

夏目

流じゃないと気がすまないのですけれども︑ソ連なんて何種類も

からね︒

実際に飛ばないでもね︒

戦闘機を持っていますから︑あれでよかったのでしょう︒．

伊藤

航空自衛隊の能力もまんざら捨てたものではないですよ︒

米軍が自爆関係で調査に入ったのは百里からということで

夏目

早く返せといわれているところでは︑分解して調査するな

佐道

佐道

﹁すか︒

夏目︑百里です︒もちろんその前に米軍も函館へは行きましたよ︒

それは予想外でしたでしょうね︒

んていったら︑これは相当⁝⁝︒

ちょん切ったりなんかというのは︑︑それはどこがやったの

夏目

だけど︑本格的な調査は百里へ来てから︒⁝⁝と思ったなあ︒
伊藤

夏目．でぎないけれども︑﹁ま︑一週間ならいいや﹂といって︑

伊藤︑それは︑首相がノーといえばできないでしょう︒

自衛隊がやったんです︒あんなものはだれでもできますか

ぐ返す手はないと思っているから︑そういうアメリカからの主張

一週間のあいだに返すという方針になりました︒アメリカも︑す
だいじょうぶですか︒

．ですか︒

夏目
らね︒

伊藤
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夏か伊夏佐伊夏伊
目。藤目道藤目藤

ああ︑それはあるだろうな︒

ね︒だけど︑手に触ったり︑コックピットの中に座って機器を動

夏目

でしょう︒

ミグ25というのは︑飛んでいる状態は見たことがあるわけ

米軍が直接防衛庁に接触してきたわけですか︒

かしてみるなんていうことは夢にも思わないですからね︒

伊藤

百里基地まで米軍チームは︒

もだいぶ影響したかもしれませんね︒

チームが来て︑ずっとあそこに泊り込みでいたのでしょう︒

佐道

函館にあるときに︑先ほどのお話にも出ましたけれども︑

航空自衛隊はカメラで撮影とかいうことはしたでしょう

三木さんからすると︑日ソ関係を刺激するから︑米軍が調

くと︒防衛出動命令を出す︑出さないということでいろいろゴタ

ミグをソ連が奪還しに来るという話が出て︑それで警備体制をひ

夏目

ゴタしたという話があるのですサれども︒

いちばんソ連がいやがったのは︑米軍が調査に加わること

です︒日本の自衛隊はしょうがない︒日本へ行ったのだから調べ

防衛出動なんていう話はまったくなかったと思うんです︒

夏目

一部にはあったかもしれませんけれども︒だって︑防衛出動とい

いたかもしれませんけれども︑そんな大きな声ではなかっ

国内でもそれを問題にする人はいるんじゃないですか︒

夏目

伊藤

だって︑あそこに自衛隊の基地はないわけでしょう︒

どこに置いたのかなあ︒

函館までというのは︑函館のどこに設置したのですか︒

だりしたことはありまずけれどもね︒

飛行機が飛んだり︑ミサイルを訓練という名目で函館にまで運ん

動きをした︒だけど︑それは警備体制を厳重にするという範躊で︑

な議論にはなっていない︒ただ︑警戒態勢にしては少し大げさな

うことを考えた人たちがいたかどうか︑それは知らんけど︑真剣

うのは戦争ですからね︒そんなことで防衛出動を発令するわけが

たし︑われわれの仕事でもって︑気がとがめるなんていうことは

伊藤

んなことは全然問題にしませんでした︒だれと一緒にやろうと︑

まったくなかったですね︒航空自衛隊はもっとひどいですよ︒私

だから︑あの辺の山の公園か飛行場のどこかへ持ってきたんじゃ

夏目．ないけど︑函館のところにも海上自衛隊の基地もあるし︑

ない︒ただ︑一部制服の人たちのなかには発令すべきだなんてい

なんかはまだ︑できるだけ穏便にやろうという気持ちが多少あっ

佐道

︑ノ
ツ︑ノツ︑
ノツ︑
ノツ︑
ノツ︵笑︶︒

たんです︒航空自衛隊なんか︑﹁この次に来るときはミグ31をも

夏目

それは︑返すときに機体に︒

ってこい﹂とかいたずら書きを残すんですから︒

機体に書くんです︒

そんなことはかまわないっ

わないじゃないかと︑だいぶ反対はあったようです︒だけど︑そ

るのは多少覚悟したけど︑アメリカ側に調べられるのは理屈が合

査チームに加わるのは︒

中夏伊佐伊
島目三道藤
日本語で書いていた︒

それはロシア語で書かないといけない︵笑︶︒

置けますから︒まして︑飛行場の中だったら︑滑走路の邪魔さえ

ないですか︒車載のミサイルですから︑置こうと思えばどこでも

これは向こうの潜水艦を警戒してですか︒

しなければ好きなところへ置けますよね︒それから︑護衛艦が津
伊藤

そうですね︒それから︑最後は︑大きい重いやつをギャラ

それで来て︑ミサイルを落とされたら︵笑︶︒

た仕事しかない人たちが︑ いい仕事をもらったって︑高いおもち

夏目

軽海峡を絶えず遊ざしていたりね︒
やを買ってもらったみたいに嬉々としていた︒

本当ですよ︒航空自衛隊なんて︑普段は訓練とか決められ

三佐夏武喜々一
目道目田目道同
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の上は漁船からスティンガーか何かの携帯ミサイルで撃っても︑

クシーで運ぶのですが︑函館からスッと海の上へ出るんです︒海

取り返しに来るなんてね︒こっちがそう思うだけじゃなくて︑ア

てないですね︒アメリカの情報がちょっと深刻なものもあった︒

夏目

いる︑いる︑いまでもいますよ︒だけど︑結果的に当たっ

撃墜することはできるのですね︒だから馬函館からC5が飛び立

というのは聞いていません︒あるいは︑私の耳に入らないのかも

た漁船はどうか知りませんけれども︑わけのわからん船が入らな
へ
いように︒そういうことはあったけど︑防衛出動の議論があった

な︑そういうことはしたと思うんです︒地元の小さな身許の知れ

伊藤

す︒

夏目

伊藤

当てにならないというのはでたらめという意味ではなく

今度のイラクもそうかなあ︵笑︶︒

メリカがいうと︑錦の御旗みたいに思うやつがいますからね︒

しれませんけれども︒ただ︑自衛隊は必要以上に興奮していたこ

夏目

ってある程度の高度を保つまでは︑漁船といえども入れないよう

とは間違いないです︒特に陸上自衛隊は︒戦闘配置につくみたい

て︑意図的なものもあるということです︒彼らは何かの目的に合

まあ︑アメリカの情報だって︑いつも正確というわけでは

な気持ちでいたことは間違いない︒だけど︑それはちょっとオー

わせた情報をリークして︑操作するからね︒

まったく当てにならない︑当てにならないのが結構多いで

それをやって︑日本の自衛隊がどの程度動けるかとか見え

今度のイラクだってみんなそうじやないですか︒

伊藤

ないですからね︒

バーなのでね︒．

夏目

それで︑最終的には日立港から返すわけですけれども︑返

陸上自衛隊とすると︑ソ連が奪回しに来るんじゃないかと︒

部隊が来るなんていうことはわれわれは考えていないんですよ︒

伊藤

中島

密かに不穏分子が来てやるとか︑飛行機か何かが来て︑バンバン

す︑返さないなんていうのは外務省がやっているわけですね︒

る︒

と機銃掃射か何かをして壊せばいいのですから︒調べられるのが

夏目

と思った︑多少それは⁝⁝︒だけど︑奪還といったって︑

いやなんですから︒下りちゃったものはしようがない︒大挙︑大

は手続きすればいいのですかち︒実際に返すのだって︑いまいっ

夏目

部隊がそれを取り返しに来るなんていうことは常識的に考えられ

たように調べておわって︑もうこれでいつ返してもいいよとなる

と︑今度それを日立という︒百里というのは内陸部ですからね︒

外務省と一緒でした︒だけど︑返すといったって︑外務省

ないね︒

それでは陸上自衛隊の出番なんかないじゃないですか︒

船で運ぶには港まで持つ・ていかなければいかん︒

ノ
ノ

ノ

ノ

高速道路でもあればね︒

日本の道だと︵笑︶︒

ノ

︑ツ︑ツ︑ツ︑ツ︑ツ︒

その道を調べるのが一苦労でしたよ︒曲がらないのだもの︒

道幅が︒

夏佐三夏伊夏
目道藤目藤目

伊藤

ない︒だから︑ミサイルだけですよ︒

伊藤

トラックで運んだんです︒でかいトラックでねえ︒

そうですね︒どうやって運んだのですか︒

ああ︑そうか︑ミサイル︒

ホークミサイルを千歳から運んだ︒
でもまあ︑︑陸上の人はまた違う理屈を︒

いうかもしれませんね︒それはまあ︑そのときの当事者の
人によって︑・実はずいぶん危機的な状況にあったんだとい

中にはあったかもしれません︒

伊藤

う人がいますよね︒
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夏三夏伊夏
目道目藤目

す︒一晩かけて日立まで持っていったかな︒

に調べて︒時速何キロって︑まあ︑ゆっくりゆっくり運んだんで

調査をずっとしてもらって︑曲がり角はどうだとか︑みんな綿密

夏目

伊藤

当時はなかったですからね︒茨城県警に頼んで︑そういう

まあ︑あんなところではないですけれども︒

夏目

伊藤

夏目

伊藤

飲んでも？

しないですよ︑絶対︒

日本語で話しをしたのですか︒

わゆるKGB︒

夏目

うん︒ただ︑やっぱり知っているから︑何か変なことをい

あれはどういう関係かねえ︒ 軍もいたし︑いつも後ろにい

伊藤

うと︑こうやって聞き耳を立てる︵笑︶︒わかるんじゃないか︒

何が問題になるのですか︒

うん︒

交渉ですか︒

東京で︒ホテルに泊り込んで︑連日協議をしました︒

それは日立までですか︒

いつ返すか︑どうやって返すのか︑なんていうことですよね︒彼

しないで無事にすむかどうかという︒その間は︑今度はソ連と︑

よQ それでよし﹂とかいって︑細かいことは一切なかったですね︒

るからというので︒ まあ︑報告はしたけれども︑﹁いいよ︑いい

好きにやってこいよということもないけれども︑ 要するに︑任せ

田さんというのは︑ ﹁もう︑好きにやってこいよ﹂という︵笑︶︒

省お伺い﹂ というのです︒防衛庁というのはおおらかでして︑坂

夏目

佐道

伊藤

夏目

伊藤

いつも行きました︒外務省は︑何か話しがあるとすぐ﹁本

先生も交渉に行かれていたのですか︒

それは記録のために必要だからかなあ︒

そう︒

でも︑一応交渉は通訳を入れてやるわけですね︒

最後になったら︑わかるといっていましたね︒

これはちゃんと調べちゃったから︑途中でやられてもだい

じょうぶ︵笑︶︒

返す時期と︑返し方ですね︒

こちらは気が楽で︑ 毎日日立で酒を飲んでいました︒外務省は︑

そのときはやられる心配ではなくて︑むしろ︑ぶつけたり

返し方というの︒

らも別のチームが来て︒

夏目

こちらは︑遠くから持ってきてくれといわれても困るのだ

ね︒裸では困るとか︑壊していないかとか︑いろんなことをいっ

向こうはどこそこへ持ってきてくれとかいう話からありますし

けれども︒ こちらはいちばん近い便利なところがら返したいし︑

夏目

︑
︑
はなか
なカやつカ
いなのですかね︒

伊藤

夜になると本省と連絡して︑ 大変でしたね︒

それはロシアの外務省関係なのでしょうか︑軍関係ですか︒

輸出？

夏武佐伊佐
美田道二道

あ

ちゃんと税関が来てチェックするんですよ︒もう︑本当に

えーッ︑そうか︒

輸出になるんです︒

ア肝心ハハハ︵笑︶︒

そうなんですよね︒

そうでしょうね︒返し方とかね︒返すとなると今度は︑

やはりこういうのを返すという行為自体が外交問題として

ていました︒夜になると一杯飲んでいたけどね︒みんな︑．日本語
ほう︒

れはまた武器輸出︒

伊藤

ロシアの日本語能力というのはすごいですね︒そいつらは

中島

者も何人かいましたよ︒

みんな東京でやっていたのが︑日立まで行って船で一緒に帰った

夏目

ペラペラ︒しかし︑しゃべれるような顔はしないね︒

夏伊夏伊窮追夏伊
目創唱藤目藤目藤
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夏目

持って帰っちゃうんだね︒まあ︑たいした金ではないから︑

そう追求はしなかったですけれども︒要するに︑ロシアでも︑シ

アホじゃないかと思う︒

佐道

ベリアあたりではそういうものが不足しているのですかね︒だか

その記録を読んだときはぶつ飛んじゃって︒突然入ってき

て︑それでも武器輸出︵笑︶︒

ら︑そういう民度みたいなものがわかるような気もした︒材木は

それで︑日立に持っていきますでしょう︒日立に持ってい

夏目

山ほど捨てて︑そういうものは大事なんですね︒

金槌をポケットへ入れているんですね︵笑︶︒

くと︑ソ連のタイゴノスという貨物船が来て待っているわけです︒

そこへ運び込んで︑岸壁で一年半おろして︒今度はソ連のクレー
ンで岸壁から自分の船へ上げるんです︒自衛隊は︑何百万という

金をかけて︑一つひとつ梱包をして︒コックピットなんか︑箱を
開けるとちょうどコックピヅトがのぞけるように棺おけみたいに
つくって︑︵笑︶︑立派な梱包をしたんです︒彼らは上へ上げた途
端に︑まさかりでバンバン壊した︒中をもう一度チ﹁エックしたん

です︒彼らがチェックするんです︒日本に何をされたか︑これは
あるか︑ないかと︒これが時間がかかるんですよ︒
向こうの本物のミグチレムが来るのですね︒

また︑模型のミグか何か積まれたのでは⁝⁝︒

アッバッハッバッハッハッ︵笑︶︒
﹁残念でした﹂ど︵笑︶︒

すごいんですよ￥時間をかけて︒それで︑その木材をみん

な岸壁に投げるんです︒ こちらは何百万と⁝⁝︑私のうちを建て

それ︑悲しい⁝⁝︵笑︶︒

悲しいですね︑本当に︒

ベレンコだって︑着ている物は雑巾みたいなものでしたよ︒
エッ︑洋服ですか︒

雑巾というか︑まあ︑本当に質の悪いものを着ていた︒
飛行服ですか︒
うん︒

そうですが︒

だから︑やっぱり貧しいのでしょうね︒

ベレンコにお会いになりましたか︒
私は会いません︒

じゃあ︑どうして衣服がわかるのですか︒

だって見ていたもの︒ただ︑帰るときは︑ちゃんと背広か

佐道

もったいないなあと思ったのだけど︑考えたら︑シベリア

アハ．ハハハ︑そんなことはないでしょうけど︵笑︶︒

中島

たのではないですか︒

それこそ安いスーパーか何かで買ったようなのを着てい

夏目

感じでしたか︒

何かを︒

なんか︑材木はいくらでもあるんでしょうね︒おもしろかったの

夏目

夏目

すか︒

伊藤

やはり︑いうことはいってこないと︑帰ってからいわれる

でも︑返すわけですから︑争点はあまりないのではないで

なると固いですね︒

一人ひとりは非常に友好的ですよ︒冗談もいうし︑話は合

ソ下側の受け取りチームというのは︑交渉してみてどんな

は︑そういうところへ蝶番なんかを使っているでしょう︒そうい

うし︑愉快だしね︒いいのだけれども︑国と国というか︑組織と

るより立派な箱だったけど︒

夏衣夏佐夏中夏中夏伊夏武佐武
目藤目道目島目島目藤目田道田

う金属付属品みたいなものは︑目を掠めては︑作業員がポケット
へ入れちゃうんです︒それから︑こういう工具がないから貸して
くれというので︑こちらからハンマーとかのこぎりみたいないろ
持って帰っちゃうわけですか︒

いろなものを持っていった︒﹁それがどこかへ消えちゃうんですよ︒
佐道
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夏中

目道同目島

夏佐一

■

夏目

伊藤

全然いってこない︒いってきたかもしれないけれども︑私

﹁あの部品が足りなかったよ﹂とはいわないでしょう︒

のではないですか︒

伊藤

は記憶がないから︑いってこないでしょうね︒もう覚悟していた

でも︑何もいうことはないじゃないですか︒返します︑受

け取ります︒

のではないですか︒

まあ︑こちらにすればそうですね︒済んじゃったのだから

夏目
佐道

伊藤

夏目

そういう法規的なことじゃないのかなあ︒外務省といった

だから︑武器輸出だって︵笑︶︒

何をやったのかねえ︒

いわゆるブラックスボックスも全部見たわけでしょう︒

伊藤

佐道欧亜局︒

伊藤

ああ︑そうか︑ソ連か︒

ところではないからね︒

って︑あれは僕らが普段付き合っている安全保障課とかそういう

夏目

いことというのは︑いったいどんなことがあったのでしょうか︒

外務省が毎晩本省にお伺いをたてて相談しなければならな

ね︒何だかんだいったって︑﹁いやなら返さなくてもいいんだよ﹂

といえるから︑気が楽でしたけれども︒わざわざチームが来て︑

ないですよね︒彼らは来たかったんじゃないの︑東京に

返す相談なんかするほどのことでもない︒

伊藤
︵笑︶Q

それと︑どこまで調べたかというのに興味があったのでし

伊藤

うん︑みんな︒多分︑その資料はみんな航空自衛隊にある

ょう︒それは微細にわたって調べましたよね︒

夏目

夏目

欧亜局のソ連課とかロシア課とか︑そんなのじゃないのか

経済局か何かかな︒

のだと思います︒僕らは見てもわかりませんから︒ただ︑アメリ

夏目

そうか︑そうか︒

カの飛行機を見慣れている人から見ると︑たいしたものではない

伊藤

な︒

でもまあ︑単発の目的としてはいいでしょうね︒

早く返して云々というのは︑三木さんの意向として伝わっ

らしいです︒

伊藤

佐道

てきたのですか︒

頑丈です︒アメリカの飛行機なんて︑あちこちにノンステ

ップとか︑ドント・ステップとかと書い・てあるんですがね︒足を

夏目

夏目

かけるところが決まっているんです︒あんなもの︑どこへ乗って

ある意味ではリベラルというか︒しかし︑ここでもって調べないで

返したら国辱だろうと︒物笑いになるよということを再三いってい

そういう記憶があります︒三木さんという方はああいう︑

．も平気だもの︒

伊藤

ただいた記憶もあります︒やっぱり︑日ソ関係をあまりギクシャク

ハ信望ハハッ︵笑︶︒じゃあ︑引渡しはとにかくあまりゴ

タゴタしないで︒

したものにしたくないというお気持ちがあったのでしょうね︒

防衛庁にとっては︑まったくゴタゴタすることはなかった

夏目

佐道

夏目

伊藤

夏目

だれがやったのですかね︒防衛局長の伊藤圭一さんか︑大

それはだれがやったのですか︒

私は直接ないですね︑官邸とは︒

先生ご自身は︑この問題に関与されるようになってから︑

です︒あとから報告しても別に叱られもしないし︑だれからもク

官邸と接触するということはあったのですか︒

うん︑何もいってこない︒

ソ連側だって︑引き取ってからは何もいってこないでしょ

レームも来ませんし︒

伊藤
・つ︒

夏目
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佐道

次官もやったのかもしれません︒だけど︑もうそのころは

こういうときには次官は︒

とこっち︵同じ高さ︶は見えるのだけれども︑下は見えないです

ーダーを持っているけれども︑ある程度下は見えるけれども︑上

る︒そこを入ってきたときには︑もう間に合わない︒飛行機もレ

夏目

ね︒自分と同じ高さに行けば︑見えるかもしれない︒戦闘機もね︒

臣かだと思うのですけれども︒

そんなにないですよ︒むしろ︑来たときのほうが官邸中心にドタ

そういう意味で︑新しい下まで見える飛行機を買うことになった
でしょう︒

E2Cですね︒

それがひとつのきっかけですよね︒

岡田
夏目

やはり︑それはそういう対処をなさったわけですね︒これ

は領空侵犯乏いいますか︑実際にこれは亡命ですけれども︑そう

伊藤

いうのがまたこれからありうると︒

そうですね︒だって︑ほかにやるところがないじゃないで

結局︑そのドタバタは防衛庁が中心になってやるというこ

バタやっていました︒

伊藤
とで︒

夏目
まあ︑それはそうでしょうけれども︒

すか︒

伊藤

幾つか問題があるのですが︑まず低空飛行の問題があっ元コ

手続きといったつで︑ねえ︵笑︶︒ああいうのを見ている

もうひとつは︑彼らは日本の防空体制を知っているのみならず︑日

夏目

夏目
伊藤

本は︑いかにそういう不法行為をしても実力行使をしないだろうと

と本当に︑有事法制がないと何もできないとわかるけどね︒

を与えたと思うのですけれども︑ひとつは防空体制がこのままで

いう安心感があって来ているんだね︒見つかると︑途中から帰れと

しかしまあ︑ねえ︒この事件というのはかなり大きな影響

はだめだと︒要するに︑あれは低空を飛んできたのでしょう︒途

なかなか入ってきにくいですけれども︑入っちゃったら︑落とすと

か︑威嚇射撃とか︑いろいろ国際法で認められた手続きはするので

夏目

か︑そういうことはしないということは百も承知なんです︒

中までキャッチしたのですか︒
だって︑本当に海面スレスレを飛ん︑できてい︑るのです︒海面スレ

伊藤

途中までキャッチしていたけど︑見失っちゃつたんですね︒

スレに来たら見えませんね︒地上レーダーでもだめだし︑飛行機

︑伊藤

んです︒

ああ︑そうか︒

しないのですか︒

が飛んでいても︑飛行機は下が見えませんから︒だから︑低空に

夏目 原則としてしない︒日本の領空侵犯対処というのは実力行
．使してはいけないんですよ︒向こうから撃ってこなければだめな

来るものに対しての防空の穴があるぞということは︑まあ︑昔か

ら常識なのだけれども︑むざむざと現実に見せつけられたという

夏目

あるいは︑日本のそばへ来て︑東京の上空で弾倉を開いた

とか︑そういう話になって初めて︑これは正当防衛ができてくる

ことはあります︒

中島

レーダーでキャッチできなかったのは︑ヒューマンエラー

ではなくて︑そもそもシステムの問題だったという︒

法から出発しているから︑法律すべてが軍隊としての機能に着目

んですね︒というのは︑やはり法律論なんです︒要するに︑警察
いうのは丸いでしょう︒だから︑レーダーを飛ばしたら︑必ず上−

していないのです︒だからそういうことになるので︑そういうこ

システムというより︑機械の性能がそうなんです︒地球と
を向かなきゃだめなんです︒海面反射するだけだからね︒やつぱ︑

とを彼らは知っているのですね︒ソ連ではどうかというと︑彼ら

夏目

り水面より上へ向けているから︑どうしてもず一つと死角ができ
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よ︒だから︑そういう意味で日本の領空侵犯体制というのはこの

の憲法によれば︑国境を侵すとなれば無条件で撃っていいんです
夏目

伊藤

そのあと大韓航空のときもそうだし︑何かあっても︑その

まあ︑そうですね︒

へんの各省の連絡体制というのはそのたびにいわれるのですけれ

どもね︒官邸には早く上がるようになりました︒とにかく総理に

ままではよくないんじゃないかという反省がありました︒だから︑

いうことを聞かないやつが警告射撃し︑それでもだめなやつは撃

は︒しかし︑各省との連絡体制というのば︑縦割り行政であるあ

もかく︑そういうものを包括的に与えない限りはだめですよね︒

ってもいいみたいな︑たしかその後そんなような強化をされたの

海ではこのあいだ北朝鮮のあれをやったじゃないですか︒

通産省︑法務省︑海上保安庁︑とにかく六つか七つの役所がお互

いだは絶対に改善されません︒例えば自衛隊なら自衛隊︑警察な

伊藤
ずいぶん時間がたっていますけれどもね︒

い︑ヤイヤイ︑ヤイヤイやりますね︒

ではないでしょうか︒実際に行使したことはないか︑あるか︑知．

佐道

だから︑撃つほうも非常に重荷を感じて動かなければなら

ら警察に︑ソ連の国境警備隊のような機能と権限を付与すればと

夏目

伊藤

りませんけれども︒

ない︒日本のパイロットなり︑一線にいる人たちの負担になつち

ね︒実際の事態の想定よりも︑いまの法制度をどうするかという

伊藤

このケースで︒

とどう抵触するか︒

ことのほうがいろいろ問題にな？てしまうのですよね︒いまの法．

結局︑有事法制をもっと整備しないとだめということです

ゃいけないということなんですよね︒

ゃうわけですからね︒そうしたら︑今度はやはり責任を追及され

夏目

いやいや︑一般的には︒

でも︑実際にもし攻撃だったら︑撃たなかったらやられち

るでしょう︒

伊藤

海上保安庁だって︑あれは撃ってきたからやったんですよ

一般的にね︒だけど︑いまの法律というのはすべてそうな

夏目

夏目

伊藤

ていませんから︑無理ですよ︒

んですけど︑国内を戦場とするようなことを想定して法律ができ

ね︒

ある︒もうひとつは︑国内の連絡体制ですよね︒また同様のこと

佐道

まあ︑そうですね︒だから︑そういうことも反省点として

がおきたときに︑そういうものについてどう扱うかということを

けれども︒

伊藤

何日かかかったんじゃないですか︒毎日ばかばかしい議論

これは何日もかかったのでしょう︑やっぱり︒

伊藤

夏目

こちらが戦わないといえば︑戦争はないという想定ですか

要するに︑戦争ということを前提にしていないのでしょうね︒

でも︑専守防衛ですから︑国内が戦場ということなのです

各省が小田原評定をやったのではいかんなということで②

夏目

らね︒

︑

を聞いていたから︒

佐道

そういった人がいましたし︵笑︶︒これは結局︑何も考え

伊藤

ていなかった時期にこういう事件が起きると︑法務省にしろ︑運

輸省にしろ︑今ある現行の法律問題としてずっと議論していくわ

それで︑﹁じゃあ︑今度こういうことがあった場合にはこ

うするぞ﹂というシステムづくりは出来たのですか︒

夏目

けですね︒

出来たと思います︒出来ても︑それが役に立ったためしが
ないですね︒その後もいろんなことがあった時は︑いつでももめ

夏目

そう︒

るじゃないですか︒
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には︑法律論で対応しないといけない︒

佐道

夏目

佐道

夏目

佐道

坂阻さんのいるときのあれならば︑発足というほどのもの

そうです︒

坂田さんのときですか︒

七六年です︒

そうすると︑防衛庁としても︑法律論で向こうが来たとき

夏目

あの飛行機に近寄れなかったんです︒現物の周りは︑まず警察が

うしかないんですよ︒だから最初は︑防衛庁︑自衛隊といえども

というか︑・そういうことをやったのは事実です︒

とか︑渡辺昭夫とか︑そういう人たちと勉強会というか︑研究会

ではないんだな︒例の高坂正尭とか︑公文俊平とか︑佐藤誠三郎

防衛庁にはそんな法律ないですからね︒法律なんていわれ

たら︑﹁そうかい︒じゃあ︑どうぞよく議論してください﹂とい

警備しちゃった︒

それを新聞記事的に少し大きく取ゆ上げたのかもしれない

佐道

警察自体もそれをいったいどういうふうにしていいかわか

伊藤

ですね︒

夏目

らないでしょう︒

夏目

のに直接影響を及ぼしたわけでもないので︒．むしろ︑坂田さんの

ね︑うん︒べつにそんなのは防衛庁の政策とかそういうも

じゃあ︑これをどうするかといったら︑知恵があるわけではない

大きな狙いというのは︑いままではどちらかといえば左よりの学

そこにあるわけだから警備はしているけれども︑だけど︑

んですね︒そういうところへきて初めて︑﹁防衛庁に﹂というこ

者が︑特に安全保障︑防衛問題について論じていることが多かっ

たけれども︑まともな学者にも︑自衛隊︑防衛問題に対する理解

とになった︒ −

佐道

を深めていく必要があるんじゃないかと︒それは︑結果的に成功

やり始めたけど︑あとから困ることがわかって︑防衛庁に

という︵笑︶︒

しているんだと思うのですね︒その後︑そういう若手のいい学者

それは︑出入国管理法違反もいかんけれども︑入ってきち

うのは︑そういう意味では非常に僕らが考え及ばないことを考え

夏目
乗って帰れ︑ですか︵笑︶︒

られる人です︒

がみんな安全保障の問題に関心を持ち始めたから︒坂田さんとい

伊藤

ほんと︑ばかげた議論をしていましたよ︒

ゃったものをいまさら帰れともいえないですしね︒

夏目

坂田さんについている知恵袋はいるのですか︒

まあ︑先生のおっしゃる﹁法匪﹂ですな︒では︑ミグはも

伊藤

伊藤

うやめて先へ進みましょうか︒

︑夏目 この前もちょっといったけど︑彼は文教族ですから︑学者
とはいろんな人と付き合いがあったことがひとつと︑秘書官が非

常にこういうことの目端の利いた人だから︒

その秘書官は何という人でしたっけ︒

■防衛問題研究会

伊藤
若干その関連の質問が白書のところであるのですけれども︒

佐道

秘書官としては非常に能力のある人でした︒癖もあるけどね︒

渡瀬憲明といって︑その後衆議院議員になるのですが︑病気

それはご自分が連れてきた秘書官ですか︒

夏目
これは後追い記事が全然ないので︒

伊藤

伊藤・三番目に書いている．﹃朝日新聞﹄の﹁防衛問題研究会﹂
佐道

これは︑このあいだちょっとお話しした︑例の学者のあれ

そうです︑そうです︒ずっと秘蔵っ子みたいに若いときか

で死んでしまうのです︒坂田さんの意を付度してパッと行動に移る︑

夏目

夏目

というのは︒

ではないのかな︒これは何年ですか︒
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ら︒地元の熊本から連れてきた人です︒

夏目

最近多少よくなったけど以前は防大の先生というだけで︑

伊藤

そういう時代になったのも︑きっかけはこういうことだと

だけど︑防衛大学校の先生も最近は出番が多いですよ︒

﹁あれはもう︑いうことはわかっている﹂という︒防衛研究所だ

夏目

やっぱり︑いくら知恵のある人でも︑そういう手足になっ

夏目

伊藤

てきたのではないかと思います︒それと︑学者の方々もそういう

思うんです︒大学へくる若い助手というのですか︑そういう人た

ってそうですよね︒

ことを感じていたのでしょうね︒いろいろ勉強はされるけれども︑

ちも優秀な人が来るようになったからね︒

たり︑頭になったりしてくれる人がいないと︒

生の情報というのに触る機会が学者の方は少ないですよね︒そう

伊藤

多分︑そういう人たちの紹介でいまの若手の人たちを連れ

いう意味でやはり︑役所とか何かとコネが出来れば︑そういうス

ては︒

分け隔てがなくなったことは確かですね︒特別な人を除い

トレートな情報が入るというメリットがあることもあったのかも

と思うのですけれども︑やっぱりそれでもまだ変化はそんなに大

猪木正道さんがこのころはまだ防大の校長をしておられた

それは大きいでしょうね︒

きくなかったですか︒

佐道

伊藤

だから︑防衛研究所なんかの所員というのはあまり期待し

しれません︒

夏目

夏目

猪木さんも非常に優秀な方なのだけれども︑防大の校長に

ていなかったなあ︒

んがおっしゃっても︑防大の先生がいうのはあたりまえだなと思

なったことで動きにくい面はあったと思います︒だから︑猪木さ

夏目

うのでしょうね︒一般の大学に対して︑なかなかここまでいかな

すみません⁝⁝︵笑︶︒

だね︒中にいる人たちがやってもだめだと︒外にいる人たちが発

かった︒ただ︑高坂正尭という人は猪木さんの弟子ですからね︒

中島

言したり︑行動したりすることのほうが︑波及効果というか影響

また︑︑高坂正尭のつながりで︑だんだん広がっていったというこ

というのは︑要するにそれだけPR能力がないと思ったん

があるという政治家独特の勘でしょうね︒

とはあるかもしれませんね︒

いくらいっても︑身内が言っても効果はないんですよ︒

ないかなと思ったのですけれども︑どうですか︒

決定ですけれども︑この段階になりますと︑これは日常業務では

そうでしょうね︒やはり︑防衛研究所とか防衛大学校とか

伊藤

伊藤

夏目

そういうところは自分たちで固まって︑外に手を出してい

さて︑その次は︑国防会議と閣議で﹁防衛計画の大綱﹂の

というと⁝⁝︒

伊藤

夏目

チャンスがまずない︒文系の先生というのも多少いたんですよ︒

夏目

佐道

防大というのはもともと理工系の大学ですから︑そういう

防大もそうですが︒

くの人達もそう思っていましたからね︒あらゆる意味で︑防衛力

それは久保さんがいったからとか何とかではなくて︑防衛庁の多

線に近いものが出来たわけですから︒久保さんはやめたけれども︒

きるのかもしれませんね︒細かいことは別として︑大筋で久保路

久保さんの論文が時を経て日の目を見たという言い方もで

かないのですよね︒

国際政治の先生も︒だけど︑なかなか外で物をいえる場面を与え

ところで妥協して︑中の質をよくすることしかないんじゃないか︒

の増強というのはいくら願ってもできないのだと︒だから︑ある
防衛大学校というだけでだめだよ︵笑︶︒

られないでしょう︒

伊藤
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数から見ても︑どこから見ても大幅な増強なんていうことは不可

それは︑政治的にも︑予算的にも︑人間の数から見ても︑施設の

理論に近い︒私はまだ逃げ腰で︑・両方にいい顔をする︵笑︶︒だ

夏目

き継がれるわけですよね︒そのときの引継ぎ事項として︒

い方向を見つけていくしかないんじゃないか︒質的には優秀なも

っていらっしゃいましたけれども︒そこで︑当時︑西廣さんの下

中島

けど︑あの人はきちんと︒

西廣は私よりもっと大綱派だから︒大綱派というか︑久保

能だ︒だとすれば︑そのなかで自衛隊のあるべき姿というか︑い
のにしよう︒規模はある程度のところで押さえると︑こういうこ
どになったんです︒だから︑大綱というのは決して脱脅威ではな

で三井康有さんが長期的な観点から大綱の検討を進めていった

望むべくものはなかなか出来ないだろうということがひとつ︒も

服の人がそこで多少折れたのは︑これ以上いっても︑われわれの

人たちの言い分とね︒だけれども︑結果的には脱脅威に近い︒制

夏目

伊藤

ま︑妥協しているんですよ︒久保さんの論文と︑各制服の

一応︑それは謳ってはいるんですね︒

小規模侵攻に対しては有効に対処しうるという︑前と同じような

くれないから︑じゃあ︑それで何ができるかといったら︑限定的

ね︑脱脅威で物を考えたのだけれども︑脱脅威ではうんと言って

夏目

てきまして︒これは聞かれたことがありますか︒

と︒・ここで私がわからなかったのは︑﹁検証論﹂という言葉が出

先日︑西廣さんの追悼集を読みまして︑先生もお書きにな

いんです︒

うひとつは︑エクスパンション条項というのですかね︒要するに︑

ことはいえるのではないか︒だけど︑大綱のときにはもう検証論

︵コピーに目を通す︶ああ︑これは

いざとなったらこれを急速に膨らませる潜在能力を持たせようと

ではないですよ︒大綱の防衛力の目的は︑そういうものに対応す

何を検証するんだ？

いうところで妥協したんです︒でなければ︑なかなかうんと言わ

ではないものだから︑あんまり真剣みがない︒彼らがいちばん大

す︒船がこのくらい要るんだとか︑要らないんだとかという議論

というだけで︑そんな大ぎなものができるとは思っていないんで

ていないですよ︒もつばら哲学の話ですからね︒理屈が合わない

堂々と謳うことによって彼らも⁝⁝︒彼らも実際はできると思っ

夏目

伊藤

まあ︑結果的にはそうなんですけれども︑そういうものを

まあ︑潜在能力なんていうのは︑やはり言葉ですよね︒

夏目

中島

夏目

わかりました︒ありがとうございます︒

そちらはきちっと大綱に載っている︒

大綱で採用されたのはエクスパンション論ということですね︒

クスパンション論と検証論はもちろん違うと思うのですが︑結局︑

中島

それがないと︑制服はうんと言わなかった︒三井君という

うこともあったかもしれないけれども︑日の目を見ることはない︒

なんていうのは︑彼が自分で考えたか︑その過程においてそうい

るんだというふうにはっきり謳っているのでね︒だから︑検証論

事なのは︑本当にこういう防衛力の規模を減らされることなんで

のは非常に勉強家なんだよ︒まあ︑西廣のほうがちょっとアバウ

−

すね︒しかし︑それはあの時代からみて︑政治的にも︑経済的に

トなところがある︒三井というのは細かなことまでやるものだか

なかったと思うのです︒

も︑とても望むべくもないんだということになれば︑まあ︑妥協

ら︑そういう議論があっても不思議ではない︒彼のいいそうなこ

とだね︒だけど︑検証論というのは大綱にはまったく出てこない

先ほど︑エクスパンション論というお話が出ましたね︒エ

すると︒

中島

でしょう︒出てこないし︑自書の解説にも出てこない︒

ちょっと時代がさかのぼってしまうのですが︑．先生が防衛

課長を七五年までやっていらっしゃって︑西廣︵整輝︶きんに引

241

だからいいじゃないか︑という話はしたかもしれないね︒

かえっておかしなことになる︒制服を逆撫でするような話なので︒

夏目

中島

それは無理だよ︒検証なんかをしたということにすると︑

ええ︑出てこないですね︒

満州へ渡って︑満州には大同学院というのがあったでしょう︒満

夏目

伊藤

夏目

大学はどこを出たのか知りませんが︑とにかく大学を出て

ああ︑もともとがですか︒

三原さんという方は︑満州浪人なんですね︒

州の役人の研修所みたいなもの︒そこへは入って︑満州国の役人

三井さんの書き方が︑あたかもこれでユニフォームの方を

貌とか物の考え方もちょっとそういうところがあってね︒壮士風

中島
夏目

だしね︒素朴な方だけれども︑人格の優れた立派な人でしたよ︒

になったのですね︒だから︑一種の大陸浪人みたいなもので︑風

廣のほうが大綱論者だといったけれども︑彼はもっと大綱論者な

これがまた︑変な話だけど︑私の叔父の夏目忠雄と満州浪人時代

説得したというような形になっているので︒

んだ︵笑︶︒もうちょっと厳しい大綱の久保的な発想を前面に押

の仲間なんです︒いちばんの親友なんです︒だから︑﹁やあ︑や

そういう癖があるんです︒そういうことですよ︒俺より西

し出そうとする人でした︒

あ﹂というようなもので︵笑︶︑非常にかわいがってもらいまし

では︑先生が課長のときにやってらっしゃつたことより︑

前々からご存じですか︒

中島

武田

大臣になる前から知っている︒政務次官もやったしね︒

た︒その後も︑やめてからもそうですけれども︒

佐道

夏目

でも︑夏目先生はそうやってかわいがられる人が多いですね︒

さらに一歩進んでしまっているというか︒
のは相当多かったということですか︒

伊藤

かわいがられたというか︑私は非常にボキャ貧だから同じ

やはりA防衛庁内には久保派といいますか︑大綱派という

夏目

夏目

内局の人はほとんどそうじやないですか︑ごく一部を除い

て︒制服はほとんど反対︒

伊藤

ということはあります︒

言葉でいうけど︑そうではなくて︑非常に親近感を覚えたという

夏目

で呼ばれていることがたくさんありますよね︒

まあしかし︑だからといって事態はどうにもなるわけでは

かっているんです︒ただ︑哲学というか理念の話ですから︑そう

政治家にゴマをするのがうまかった︵笑︶︒

伊藤

目くじらを立てて議論したからつて実益があるわけじゃないし︑

夏目

ハハ冷温ハ︵笑︶︒三原さんになって︑少し変わったこと

か︒向こうも気安く︑﹁おい︑夏目君︑夏目君﹂といってくれた

どこかで変わるわけじゃないんです︒だから︑どこか妥協したの

伊藤

ないから︒

でしょうね︒それとやはり︑当時の坂田さんがそういう論者でし

がありますか︒

現実に考えたら︑できるはずがないということはみんなわ

たからね︒﹁小さくても何とか﹂と標語をいったくらいの大臣で

夏目

．見ると︑やっぱり大綱をつくった人ですから︑あまりおもしろく
はないです︒そこへいくと︑三原さんというのは一種の愛国主義

は︑外から見ると非常に格好いいんです︒だけど︑中の制服から

れる方でしたから︑一部の人からは喝采を浴びて︑特にマスコミ

坂田さんという人は非常に自分の個性を出したことをやら

でも︑いままで．のお話でもずいぶん︑﹁夏目君︑夏目君﹂

すから︑まあ︑それはしようがなかったですよね︒

この年の十二月に三木内閣が倒れて︑福田内閣ができて︑三

■三原防衛庁長官
伊藤

原︵朝雄︶さんが防衛庁長官にな．ります︒三原さんはどうでしたか︒
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者ですからね︒国士だし︑非常に自衛隊に向いた人ではあったで

目立とうとか︑いい格好をしょうとか︑そういヶところはないで

夏目

非常におおまかな大臣でし元からね︒いつもニコニコしているし︑

夏目

伊藤

環事かまうべからずで︑あんまり細かいことはいわないし︑

ほう︑おもしろい︵笑︶︒

く物が言えるし︑議論もできる︒

夏目

伊藤

そうですね︒だから︑部下としては仕えやすいし︑遠慮な

ある意味では実務的なんですね︒

すからね︒

それはあまりないですね︒三原さんという方は︑そんなに

しょうね︒

大きな声は出さないし︑いうことはよく聞いてくれるし︒そ九で

伊藤

それから大臣を五つも六つもやっているくらいですからね︒派閥

夏目

伊藤
あるんですよ︒あの人は派閥に属していないのだけれども︑

はあ︑そうですが︒力としてはどうですか︒

伊藤

でもまあ︑知り合いですから︒

すけれどもね︒審議官ですからね︒

夏目

知り合いだけれども︑そんなに年じゅう役所で︑﹁おい︑

けですか︒

じゃあ︑しばしば意見を求められるということもあったわ

いて︑気軽に︑動き回ってくれるんですね︒党内でも︑どこでも︒

なくして︑あんなに大臣を次から次へとやる人というのは︑やは

夏目

はあ︑おもしろい人だなあ︒

おい﹂というわけにはいかないからね︒

あったかもしれませんね︒まあ︑私は直接はないと思いま

りどこか人望があったのでしょうね︒
伊藤

いかないですか︑やっぱり︒

伊藤

それはいかない︒こちらもそんな態度はとらないですしね︒

竹下︵登︶さんなんかも︑﹁おい﹂﹁おまえ﹂で口をきいて

夏目

夏目

いるし︑﹁三原のおっちゃん︑元気か﹂とか︑年じゅういうよう

伊藤﹂まあ︑それはそうですけれども︑アフターファイブという

族の大ボスですよ︒その後のことだけど︑予算のときになると︑

夏目

佐道

それは三原さんもやりました︒坂田さんもよく飲みました

下の方とお酒を飲みに行かれたりされるのですか︒．

こともありますから︵笑︶︒

な間柄だしね︒だから︑人望はあるんですよ︒その後︑しばらく
．安全保障調査会の会長なんかを自民党でもやっておられて︑防衛

私より向こうのほうが防衛庁にいる時間が長いんじゃないか︒非

よ︒坂田さんは︑飲んでも理屈が多いから︑くたびれちゃう︒

ハハハハハ︑三原さんはどうなさるのですか︒

常に熱心によくやっていただきました︒

佐道

るから︑どうせ飲むのならそういうほうがうまい︒

防衛政務次官以来︑ずっと防衛問題に関心を持っておられ
関心はお持ちでした︒

伊藤

佐道
夏目

じゃあ︑いろいろと︒

ていたほうがおいしいですね︵笑︶︒

三原さんは︑﹁うん︑うん﹂とにごにごしながら聞いてい

佐道

それは理屈ではなくて︑︑要するに好きなんだという︑国防

夏目

夏目

夏目

たのですか︒

は大事だといヶ︑そういう非常に心情的なものが先に立ったよう

けないし︑あんまりなれなれしくなると︑すぐガツンと来るしね︒

やっぱり大綱みたいなものができたあとでしょう︒だからもう︑

多少ね︒坂田さんというのはちょっと身構えていないどい

やっぱり︑酒を飲むときに理屈をいうよりは︑ばかをいっ

な方です︒理路整然とどうのこうのという坂田さんみたいな人で

三原さんになってから︑防衛庁もよかったんじゃないでしょうか︒
特に何か新しいことを始めようとかというタイプではない︒．

はなくて︒だから余計に自衛官サイドからの評判もいいし︒
佐道
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吹き返して︑のびのびとしてきたというような︑ちょうどそうい

るしね︒やっぱり︑みんながっかりしたところがらいくらか息を

﹁やれ︑ひと仕事すんだ﹂というとこだから︑多少落ち着いてい

夏目

中島

夏目

これでかなり緊迫したと思うのですが︑日本ではどのよう

ああ︑ああ︑あったねえ︒

板門店事件といわれていまずけれども︑ポプラの木を︒

ん？

件というのが起きていますね︒

な反応だったのでしょうか︒

中島

まあ︑ある種の安定ですね︒．

う時期かもしれません︒
伊藤
そうですね︒

まあ︑その事件は知っているけれども︑そんなことはない

夏目

夏目

と思うね︒むしろ︑韓国からの撤退というのは伏線があると思う

んです︒ベトナムがおわって︑アメリカ軍はベトナム戦で疲弊し

■カーターの在韓米軍撒退政策への対応
伊藤

きっているという時期なんですね︒予算的にも︑軍事費は減少傾

安定とはいえ︑ちょうどその時期がまた︑アメリカの大統

領選挙でカーターさんが当選と︒まあ︑カーターさんは前から︑朝

ゃないか︒できないじゃないか﹂と．いう国内世論がある時期︒カ

向にあって︑﹁アメリカもあちこち手を出すのはもうやめようじ

夏目

ーターというのは民主党でしょう︒民主党というのはいつもそう

鮮半島からの撤退とか︑なんか怪しげことをいろいろいっていた︒

こ︵質問項目6︶に書いてある﹁対応策が検討され﹂︒対応策の

なんです︒ブッシュやレーガンみたいなわけにはいかないので︑

まあ︑あの人ならいいそうなことではあったわけです︒こ

検討も何もないので︑アメリカが引き揚げるというのを︑たしか︑

ちょつどお灸をすえられた︵笑︶︒防衛庁ではないですけどね︒

だ︒日本を含めた重大な問題だ︒その認識がないのか﹂みたいに︑

そうしたら︑アメリカから釘を刺されて︑﹁これは多国間の問題

リカと韓国で決めればいいや﹂というようなことをいったのかな︒

言にはならなかったですね︒たしか総理かだれか︑﹁これはアメ

う︒それやこれやでもって︑なんかあんまり元気のあるような発

を言えばアメリカの世論を刺激することにもなりかねないだろ

うのはもともとアメリカがあってのものじゃないか︒そんなこと

まえ︑自分でやれ﹂みたいな話になる︒日本の安全保障なんてい

じゃないんじゃないか︒むしろ︑そんなことを反対すると︑﹁お

反対する意見があったのと同時に︑そんなことをいっている場合

定度が損なわれるだろうと懸念する向きがあったんです︒だけど︑

夏目

佐道

夏目

伊藤

うん︒

強化しろということですか︒

うでもないのだけれども︑やたらに今度は日本の防衛力について

伊藤

防衛費を？

注文をつけるんです︒

夏目

防衛力増強のペースを速めうとかそんな数字のことばかり

だと思いますね︒カーターというのは︑このころはまだそ

これはアメリカの予算の問題になるのですね︒

そういうことはあったと思います︒

つながっているのですよね︒米軍の駐留経費を少し軽くしょうと︒

思いやり予算とか︑そういうところへっながっていくといえば︑

がこういうことをいったことが︑その後︑防衛協力の推進とか︑

けれども︒ま︑そんな時代背景もあったと思いますよ︒カーター

非常にハト派的な発言が出ますから︑ある程度予想は立てていた

だれだか忘れたけれども︑そんなことがあったような気がするね︒

をいってくるんです︒レーガン時代になってアプローチの仕方が

一時は防衛庁にも︑韓国から米軍が引き揚げたら極東アジアの安

中島︑この年の三ヵ月前の八月ですけれども︑板門店でポプラ事
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ういう背景にあったからそういう要望になったのか︑どちらかよ

うことをあわせると︑韓国撤退論みたいなものが発端なのか︑そ

変わるのですけれども︑カーター政権時代はそうでした︒そうい

伊藤

りますよね︒

り変わらないというけど︑外交政策や国防政策ではかラッと変わ

く︑アメリカというのは民主党になっても共和党になってもあま

めだと︒出来たときから家族全員に喜ばれるような子どもではな

それで︑すぐ大綱は鬼っ子になつちゃうんですよ︒これはもうだ

ガンに侵攻するでしょう︒そんなもの吹き飛んじゃうのですね︒

夏目

佐道

伊藤

このあと︑そんなことでモタモタしている問にソ連がアフ

できなかったんです︒

実際には︑撤退しなかったでしょう︒

夏目

うですよねコ

伊藤

夏目

伊藤

佐道

いやまあ︑そうですけれども︑ベトナムのときもたしかそ

うん︑だけどアメリカがやるわけ℃やないでしょう︒

まわりがそうなる︒アフガンだってそうだし︒

そういうことになるんですよね︒

やるんですよね︒

しかし︑かわるけれども︑民主党政権のときによく戦争を

くわかりませんけれども︑つじつまが合うのです︒

かったけど︑生まれてまだ年端も行かないうちに試練を受けるの

すよ︒ブッシュとか︑レーガンとか︑そういうのがいいんです︒

日本にはハト派の総理がいてもいいけど︒

だから︑アメリカは政権がハト派の時にいろいろあるんで

ですねび

ソ連もいいことをやっている︵笑︶︒

佐道

でも︑ちゃんということはいうから︒普通の人ならいえな
佐道

いや︑普通の人は驚くんじゃないですか︑発想が︵笑︶︒

いことをいうから︒

夏目

．いかと思うんです︵笑︶︒

でも︑同盟に軍事は入らないとかいうのでは困るんじゃな

たしか︑二︑三年後にアフガン侵攻をやるのでしょう︒

七九年ですね︒
︵昭和︶五十四年か︒

もし本当に在韓米軍が撤退したら︑日本の重要性が高まる

あるいは︑その勢いが日本からも撤退するとなるのか︒

だって︑坂田さんだとか三木さんだったから︑ああいう防

衛協力がスラスラいったんですよ︒

夏目

ピンかどこかをつなぐ︑ それが最低の防衛ラインだというのは︒

日本︑台湾︑フィリピンじゃないですか︒

か﹂とかね︒防衛協力の話を広げようといっても︑﹁こんなこと

夏目

三木さんなんて年じゅう心配して︑﹁これはだいじょうぶ

うん︒たしかそんなようなことで線を引いた︒

もの︒

をやってだいじょうぶか﹂とか︑そんなことばかり心配したのだ

ね︵笑︶︒

ま︑現実問題と︑一般的なハト派とはちょっと違いますよ

伊藤

伊藤
夏目

伊藤

−

中島

ないじゃないですか︒
夏目

ぶかということですか︒

だから︑民主党の安全保障政策というのは本当に自分のこ
としか考えない政権という感じがしますね︒僕はべつにタカ派で

そうですよ︒要するに︑日米の安保条約の枠からはみ出る

夏目

その﹁だいじょうぶか﹂というのは︑国内的にだいじょう

だけど︑へたをすると第二次朝鮮戦争の引き金になりかね

ンと日本は引き上げるなんていう話にはまったくならない︒

彼らの頭の中に入っていますからね︒ 韓国は離れても︑フイリピ

いや︑それはなかったと思います︒やはり︑日本とブイリ

N

はないし︑共和党がいいと思わないけど︑極端にぶれますね︒よ
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目か藤目道目藤

な元気だった時代を知らないから︵笑︶︒

伊藤

夏目

伊藤

これは強調しておかないと︑あとで読む人は社会党がそん

まだ当時は社会党は血気盛んですからね︒

社会党が頭にあったのでしょう︒

たら叩かれるぞという︑それだけのことですよ︒

うあるべきだという信念があるわけではない︒新しいことをやっ

んじゃないかという︒彼はその中にいればいいんです︒自分がど

やりになったのですか︒

佐道官房審議官のころに政治家の方と接触するということはお

タッと撃ち方やめですよね︒本来なら︑もっと激しくやります︒

夏目

伊藤

だから︑いくら追求したって︑あるところまで行くと︑パ

それは自分の存在の証明ですから︑それを譲っちゃったら︒

かわからないという︑それはあったでしょうしね︒

なかったと思う︒ただ︑ここで譲ったら︑ズルズルどこまで行く

夏目

ったかもしれないけれども︑直接はないです︒やっぱり︑大臣と

審議官のときはあまりないです︒ただ︑分担して︑﹁法案

夏目

を通してくれ﹂とか︑根回しに行くくらいで︒そういうことはあ

そうなんですよ︒防衛協力の話だって︑ああいう社会党の

ときであんなことをいったというのが︒いま言ったら︑あたりま
えじゃないかということですからね︒だから︑いまの人が読めば︑

か官房長とか︑そういう人の仕事ですから︒審議官というのはい

でも︑突然仕事が降ってきたりするわけですね︒﹂

なんということはないんです︒だけど︑坂田さんも︑当時として
そうですよね︒

ちばんいいんですよ︒何もしなくていいんだから︒

伊藤

ハト派の三木総理と︑坂田さんのときの防衛協力が前提に

は破天荒なことをいったんです︒

佐道

それは今日の有事法制までつながっていくのですから︒

なって八○年代の防衛協力が進む︒

伊藤

そういうのはね︑まあ︑不徳の致すところ︒
アハハハハハッ︵笑︶︒

そういうのがなければ︑暇なんです︒

︐国会とか政治家の方と対応するのに︑官房長が玉木さんか

ら亘理さんにかわっていたわけですけれども︑ 亘理さんはそうい

本当ですね︒

中島

うことは得意ですか︒

佐道

れることがあったと思うのですが︑社会党の方々は本音の部分では

夏目

非常に気を使う人でした︒だけど︑大蔵省ですからね︒そ

日米防衛協力に関してはどういうふうに考えていらしたのですか︒

う︑亘理さんで思い出したけど︑亘理さんのときになると︑一人

ひとりに党派を分担させたんです︒おまえは民社党とか︑おまえ

社会党といっても︑人それぞれでね︒この前もちょっとい

ったかもしれないけれども︑社会党の先生とも何人か個人的に一

は社会党︑おまえは公明党という︒それで︑根回しに歩けという
社党担当でした︒

緒に夜飲んだりする︒そのときは︑みんな話のわかる人ですよ︒

よかったですねえ︵笑︶︒

んです︒で︑帰ってきて報告しろと︒あれもひどいよね︒私は民

伊藤

伊藤

本当に非武装中立なんていうのは︑真っ向から信じている

人なんて︑あんまりいないんじゃないですか︒

非常に気が楽でした︒永末︵栄一︶さんなんて︑俺よりも

それは︑初期はいたかもしれませんね︒石橋︵政嗣︶︑横

右だから︵笑︶︒

飛鳥田︵一雄︶とか︑あのころはそんな人もいたか

路︵節雄︶

佐道

そうですよね︑頼む前から︑もうだいじょうぶだという︵笑︶︒

しれません︒だけど︑われわれが物をいうころは︑そんな人はい

夏目

夏目

だけど︑委員会に出たらそれは別なんです︒

中島

先生はおそらく本音の部分で社会党の議員の方とお話しさ

佐夏一夏佐
道目同塵道
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のような流れだと思いますが︒こういう問題は︑先生などは直接︒

やはり施設庁ですか︒

がやっていると思うのですけれども︒

ただ︑民社党にも怖い人がいたんですよ︒大内啓伍とか︑

夏目
夏目

伊藤
伊藤

要するに︑施設庁は在日米軍の駐留経費というのを持って

直接私は担当していません︒多分︑あれは施設庁と外務省

ああいう人はちょっと︒民社党のなかでも︒

佐道﹂大内さんはちょっと難しいタイプですか︒

夏目

対立が激しいですからね︒

夏目

いますから︑そこの話だと思います︒七七年というと昭和五十二

といったら︑﹁おまえは間違っている﹂というのね︒﹁あなたが間

かをいったときに︑私が︑﹁それは違います︒私はこう思います﹂

夏目

佐道

多分︑金丸大臣でしょう︒金丸さんと︑亘理施設庁長官の

これはいろいろ決まる前ですね︒

年だから︑だれがいたのですか︒

ちょっと扱いにくい人で︑このあいだも話した︑国会議事

録を取り替えたなんていうのはあの人の時ですよね︒あの人が何

違っているんです﹂とお互いで言い合って︑﹁俺は国会議員とし

駐留軍経費の労務費の何とかかんとかはうちがもっとか︑駐留軍

時でしょう︒三原さんのときから話が出ていたのかもしれません

それは謝りに行かなければならないじゃないですか︒

の宿舎を改善するとか︑だいぶ大げさにやって︑アメリカに非常

てうそをいうことはない﹂﹁私も防衛局長としてうそをいいませ

伊藤

謝りに行って︑怒られましたよ︒怒るのはあたりまえです

けれども︑それを実際にやったのは金丸さんですよね︒金丸大臣

夏目

に喜ばれたんです︒あんまり防衛庁の内局とか︑防衛局は関係な

ん﹂と︒あとで帰ってきたら︑﹁局長︑あれは間違っていました﹂

ね︒三回も四回も往復で︑﹁おまえが間違っている﹂とかといっ

かったな︒特に私はそのころ教育参事官か何かをやっていたから︑

と︑亘理施設庁長官がいろいろと苦労して︑大蔵省と折衝して︑

て︑挙句の果てにこちらが間違っている︒こちらは議事録に残っ

直接はタッチしませんけれどもね︒金丸さんの自慢話をよく聞か

といわれて︑ガクッ︵笑︶︒そのときは怒りましたけどね︒

ちゃいますからね︒

なりますよね︒だけど︑わからないですよね︒

確かに画期的なことをやったんですね︒地位協定か何かの覚書か

夏目

されました︒

夏目

黒丸でも馬次官にまで行ければいい︵笑︶︒

何かで決まつ一ているのですな︒日本が支払う金と︑アメリカが支

そうですよね︵笑︶︒いやあ︑そういうのはやつばり黒丸

伊藤

それはそうですよ︵笑︶︒

払う金︒それを大きくギリギリまで膨らませて日本がもつちゃっ

伊藤

佐道

だけど︑好きな人と嫌いな人はやっぱりできますね︒あの人

伊藤直接ですか︒

夏目

たのですからね︒ちょうど︑当時は円高ドル安が進んでいたのか

になるのだろうなあ︒

はいい人とか︒いうことを聞いてくれれば﹁いい人﹂だし︑つべこ

な︒そんなこともあって︑アメリカは非常にしんどかった時期が

うん︒その後もずっと︑﹁わしがやった︑﹂といって︵笑︶︒

べいわれたら﹁いやな野郎﹂となりますわな︒それはしようがない︒

アメリカの軍人さんも︑給料をもらってみたら︑円では使

ありましたからね︒

伊藤

えない︒基地内でドルで使わないとやっていけないという︑そう

■在日米軍駐留費・分担金の一部負担︑
伊藤

いう時代ですからね︒

それはどこでもあることですから︒先ほどお話しになりま
した駐留経費︑分担金をふやすということですね︒これもさっき
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うに意図がある︒ソ連の脅威をちょっと必要以上に煽っているん

それと︑アメリカのいまの駐留経費とか︑国民のそういう

夏目
ですよ︒

煽っている︵笑︶︒

機運とか︑みんな一緒になって押し寄せたのでしょうね︒
伊藤

しかし︑これはアメリカの軍としては非常にありがたかっ

伊藤

煽っていることはないけれど庵︑・いかに脅威かということ

を書いているのですね︒それまでの白書というのはあんまり軍事

夏目

非常に多としその後事ある毎にそのことに言及していました︒

たでしょうね︒

夏目

的なことについて重点をおいてなかったけれども︑﹃防衛白書﹄

である以上は軍事情勢にもうちょっと力点をおいて書こうという

と︑結果的にそうなるのですね︒やはり︑極東におけるソ連軍が

■一九七七年の﹃防衛自 書 ﹄
伊藤

いかに強大なものかということに触れざるをえない︒だから︑そ

さて︑これは﹃日本の防衛﹄ですけれども︑これが七七年

の七月付けで出るのですね︒これは︑この前ちょっとお話しを伺

ういうものになつちゃった︒

そうしたら大綱論になりますね︒

いましたけれども︑総論をやめるとか︑いろんな︒

伊藤

私がいったのは︑﹃防衛白書﹄というのは国民みんなに読

夏目

なくてもいいじゃないか︒あれは早く忘れよう︒忘れようとして

大綱が平和志向︒だからねえ︑何を考えているんだと︒一

もうという気にならないのですね︒だから︑もうちょっとくだい

いるのに︑またあそこへ思い出させるように︑これでもか︑これ

夏目

たものにするというのがひとつ︒絵なんかを入れたのはそういう

でもかと解説を書かれたらたまらない﹂という気持ちと︑両方か

方の新聞記者諸君は︑その脅威を見ると︑．﹁軍事ばか白書だ﹂と

理由なのだけれども︒もうひとつは︑大綱の解説をしなければい

らやられるんですよね︒もっとひどいのは︑ソ連からもいわれた

んでもらうものでなければいけない︒読むに耐えるものというか︑

けないですね︒出た直後の白書だから︒ところが︑これは解説す

んです︒﹁ソ連の脅威をいたずらに煽っている︒けしからん﹂と

いうんだよね︒制服から見ると︑﹁大綱であんなことまで説明し

ればするほど久保論文に近くなるんです︒そうすると︑さっきあ

いってね︒ミグでもやられ︑これでやられて︑もう一回やられる

どうも︑いままでの﹃防衛白書﹄というのは硬くて︑あんまり読

なた︵中島氏︶がいった検証論ではないけれども︑説明すればす

んですよ︒宮永事件で︒

興味をもって読めるものが必要だろうと思ったのです︒それには

るほど︑いかに脱脅威が当時として大事だったか︑必要だったか

伊藤

ソ連側もかなり白書は精読しているわけですね︒

はあ︑はあ︒

ということを説明せざるをえなくなってくるのですね︒要するに︑﹁

制服の顔を逆撫でするような形になるのです︒それが非常に困っ

たなあという気持ちはありました︒だから︑制服のなかには︑
﹁大綱は許せるが︑白書は許せない﹂という人はけっこういまし

読んでいますよ︒

それを見て︑メッセージを送っているわけですよね︒

夏目

佐道

これは︑私も手を入れたけれども︑だれか担当者が︒だれ

この部分は先生がお書きになったのですか︒

たくはないけどね︒まずいボルシチを食ったってしょうがない︒

来るけれども︑私のところだけは招待状が来ないのです︒ま︑行き

ティーには私を呼ばないんですよ︒ほかの人のところには招待状が

もちろんそうです︒だから︑その後︑ソ連の大使館のパー

がやったかなあ︑記憶ないなあ︒もうひとつは︑軍事情勢のとこ

たよ︒

夏中夏中
目島目島
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夏目

武田

佐道

ま︑行ったことがないからわからない︒その種のパーティ

ウォッカはおいしいんじゃないですかね︒

キャビアにウォッカ︵笑︶︒

中島

それを削ってくれというのが外務省ですか︒

夏目うん︒

中島

それはまあ︑当然そうされるだろうなということは予測し

なことを書いてあったと思うのですけれどもね︒

べいったけれども︑まあ︑多少妥協の産物︒もうちょっと挑発的

外務省ともちろん調整なしまずけれども︑外務省も最初はつべこ︑

ーにはもともと高級幹部は行かないんですよ︑当時は︒制服の人た

夏目

アハハハハ︑キャビアはどうですか︵笑︶︒

ちも︑多分︑幕の調査部長くらいが精一杯でしょう︒こちらも︑課

て︑ひょっとしたら見逃してくれるかと︵笑︶︒

・伊藤

長か何か︑あるいは国際参事官が代表で行くくらいで︑主な幹部は

伊藤

ハハハハハ︵笑︶︒やはり︑どこかいわれるところをつく

ソ連を若干挑発するような︒

して︑いつ︑だれにつけられているかわからないからね︒それにや

みんな行きませんでした︒あんなところへ行って︑仲良くなったり

夏目

アハ義目ハ︵笑︶︒

いわれるところが多すぎて︒

っておかないと弍ずいんじゃないですか︒・

伊藤

伊藤

ソ連の増強ということになると︑外務省でもソ連課という

はり︑飲むとおしやべりになるしね︒油断も隙もないからね︒

十機︑在日米軍が二百機︒﹁おおっ﹂と見ていたら︑中国が五千

佐道

これを見ていると︑ソ連の飛行機が二千機︑日本が四百七

機ですよ︑これ︒ま︑古い飛行機かもしれないけど︵笑︶︒こう

佐道

外務省だと︑真っ赤にして帰ってくる︒

全保障課から何から︒

夏目

真っ赤というか︑切り刻んでね︒航空自衛隊が調査したミ

ことになるわけですね︒

すぐ攻めてくるとは書いてないです︒ただ︑それが事実としてあ

夏目

いう図があるから︑やっぱり脅威論ですね︒

るんだという︒

夏目

要するに︑軍事力のアンバランスが生じているという︒

グ25みたいになってくる︵笑︶︒ソ連は︑﹁あれは飛行機ではない︒

そうですね︒でも︑各課が順々に見ていきますからね︒安

伊藤

実際に︑極東ソ連軍の増強というのはかなり前から始まつ

それは脅威論なんです︒意識的にそうしたんです︒だけどA

佐道

窪くずだ﹂と︒

オストックとか︑あのへんに攻撃型原潜が何十隻もいますからね︒

備したりしていますしね︒極東のペトロパブロフスクとかウラジ

回します︒関係ないところは回さないけどね︒厚生労働省とか︑

の関係のあるところ全部︒外務省だけじゃないんですよ︑みんな

閣議にかけるから︒だから︑外務省だって持ってぎますよ︒各省

外務省が﹃防衛白書﹄をチェッグするというのは︑どうい

中島

間違いないですね︒．ミサイルだって︑どんどん新しいミサ

夏目

う権限でチェックするのですか︒
．夏目 権限ではないですよ︒各省間の調整というだけの話でね︒

・ていて︑そういう状況だったことは間違いないわけですね︒

イルを配備したし︑航空母艦だって︑ミンスクとか︑ソ連として

このソ連の脅威といったようなことを書くにあたっては︑

は新しいやつの最初の航空母艦でしょう︒そんなものを極東に配

佐道

﹃外交青書﹄もチェックされたりするわけですか︒

建設省とか︑中身に関係なければ回さないけれども︒
佐道

しますよ︒

庁内での議論とい・かのはあまりしないのですか︒もう任されて︒

伊藤

夏目

任されてというか︑・いちばんのそれぞれの権威のところの

データを使っているから︑それが違うという人はいないですね︒
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佐道

﹃外交青書﹄が来た場合のチェックとしては︑防衛庁のなか

わかりますよ︒航空だとカバーしているように見えるけれ

外務省は﹃防衛白書﹄を全面的にチェックするからね︒

ソ連の関係とか︑関係のあるところはそんなに量がないけれども︑

いてあることや︑南米のことなんかはね︒アメリカとの関係とか︑

夏目

伊藤

一応︑相互主義なんでしょうね︒

ころがあるんです︒そこでチェックします︒

いまは情報本部というのかな︑そういう情報関係をやっていると

夏目

だけど︑だいたい関係ないでしょう︒アフリカのことを書

夏目

佐道

伊藤

だって︑ある程度わかるようにしなきゃ︑理解も得られな

グラスノスチが進んでいる︵笑︶︑情報公開が︒

危ないじゃない︵笑︶︒

るけれども︑非常に軍隊としては開放的なんですよ︒

ことはないだろうと︒だから︑防衛庁って秘密主義みたいに見え

合やら何やらでやめたのですけれどもね︒あんな遠回りしてくる

きたいと二次防であったんです︒だけど︑それは結局︑経費の都

れるのです︒だから︑航空自衛隊は四国にもレーダーサイトを置

ーッとまっすぐ入ってきて︑だれにも見つからないで入ってこら

ども︑低空で攻めると穴だらけだと︒例えば︑四国沖なんて︑プ

夏目

伊藤

いんですよね︒正直いって︒だから︑一時的にはちょっと行きす

では︒

第二章が防衛計画の大綱の説明︑第一章はいまお話になった国際

ぎだと思われることでも発表するほうがいいんですよ︒私はそう

主として調査課というのかな︒いまはどうなっているのか︑

情勢と軍事力で︑これは絵入りだからね︒あちこちに本当に絵が

思っています︒よっぽど大事なことでなければ出せ︑内緒にする

この防衛白書は︑第四章がミグ︑第三章は当面の諸問題で︑

いっぱい入っていますね︒すごく読みやすいです︒

なと︒特にいまどきは内緒にしたらだめですよ︒いずれどこから

あとは︑FXの選定でもめたから︑そういうことを書いて

夏目

これを見ると︑最初は千歳に下りようと思ったのですね︒

か出ちゃうからね︒

﹁新戦闘機について﹂というところで︑かなり詳しく書いて

あると思います︒

・伊藤

あります︒それから︑﹁次期対潜機について﹂︑これもちやんと図
﹁あんまりわかりやすくするのはよくないんじゃないか﹂と

入りだからね︒

夏目

そうかもしれない︒
雲があって︑それでまあ︒︐

曇っていたからわからなかったのでしょう︒

︑決行中︑一部の機器のスイッチを切っていたため︑日本側

の警告を知らず︑日本機をレーダーで見ることもなかったと︒

佐道

ミグも︑さっきのお話がこういうふうな地図に︑具体的に

いいですよ︑本当に︒やっぱり︑まずそれを読む︒

ていることも本当かどうかよくわからんですけどね︒

夏目

レーダーを出していることもわかるからね︒だけど︑いっ

伊藤

佐道

伊藤

夏目

伊藤

これはやはり︑みんな関心あるでしょうね︒

そうでしょう︒私はそれで十回くらい講演料を稼いだもの︒

これは非常に詳細な記述がありますね︒

本当に聞いていなかったかどうかなんて︑わからないです

飛んできた経路とか︑レーダLサイトで︑どこで一遍発見したか

ものね︒

それは私もそう思ったのですけれども︑それの図を見ると︑

うのは︒

．日本のレーダー能力というのがだいたいどうなっているのかとい

佐道

とか︒

噛かいわれたけれども︑まあ︑軍事機密に触れなきゃいいんだと︒
伊藤 これは勉強するのにはいいですね︒

伊夏伊夏伊
藤目藤目藤

〆
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夏目

当時はね︒

伊藤

調べたんです︒十分調べた結果はどこか警察か何かが持っ

ベレンコは日本でも取り調べをしたのでしょう︒

亡命という形でアメリカに連れて行ったのですね︒

夏目
伊藤

ソ連側は︑最初は亡命だと認めなかったらしいですね︒あ

いまだってこれについて云々している人がいるんじゃない
ありますよ︒

中島

伊藤
佐道

これで最初で最後だから︒

れは訓練中に︑と︒

ているのでしょうけれどもね︒

伊藤

ミグ25事件について書かれた本でも︑そこへ出ている図を

ですか︒

佐道

夏目

伊藤

ねえ︑おもしろい︒

伊藤

とわかるうそをいうからね︒

よく亡命してきましたね︒

でも︑ソ連時代とはだいぶ変わったんじゃないですか︒

と︵笑︶︒

も︑行くのはいやだね︒どこかでしっぺ返しされるんじゃないか

私はいまでも︑本当はソ連︑ロシアへ行きたいのだけれど

いや︑うそだといわなければいいわけだから︑いくらでも

その後︑大韓航空が撃墜されますでしょう︒これはもっと

伊藤

ねえ︒

夏目

夏目

いろんな推測で本を書いている人がたくさんあるでしょ

言い繕いはできる︒

ソ連は年じ⑲うそんなことをいって︑だれが見て．もうそだ

使っていたりというのも結構あります︒

t・

ひどかったね︒

伊藤
・つ︒

夏目

妻子を置いてきたんですよね︒

お土産だ︵笑︶︒

さて︑昭和五十二年七月に参事官になられますね︒僕はこ

それは︑教育と︑施設と︑開発担当参事官かな︒あ︑国際参事官

官なんです︒それで︑局長ではない参事官が二︑三人いるんです︒

局長が参事官なんです︒官房長とか︑防衛局長とか︑みんな参事

す︒それで︑参事官というのはどういう人がな惹かというと︑各

防衛庁の重要事項は参事官会議で決めることになっているんで

夏目．防衛庁というのは参事官制度というのを敷いていまして︑

ストですか︒

の参事官というのがよくわからないのですけれども︑ どういうポ

伊藤

■参事官 に就任

そうですね︑確かに︒・

だって︑いまのロシアの首脳部はKGB出身が﹂︵笑︶︒

同じ組織があるんですからね︒

でもKGBはつながっているから︒

佐伊夏伊佐
道藤目五道

そうそう︒

陰謀説︒

勝手に人を悪者にしたり︑いろんな人がいますよ︒

それは︑マスコミのなかでという︒

マスコミのなかだけじゃなくて︑もっと偉い人でもある︒

あのときに日本のキャッチしていた情報を出すか出さない

カとヘ
力 ︑いろんなことでまたもめたから︒ま︑このときは出すも

このときだって︑ベレンコなんていうのは本当に情けない

出さないも︑ 飛んできたわけだから︒

夏目

佐道

こんな飛行機を持ってきたからだいじょうぶかと思って︑

男だったらしいですよ︒

夏目
伊藤

亡命するにあたっては︑やはり何かないと︒

来たらしいけどね︒

佐道
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そうですが︑これはほかの省庁にはないですね︒参事官と

いうあれはあるけど︒

伊藤

施設は施設庁が︒

というのがいたから︑四人いたのかな︒
伊藤

全然違いますよね︒

あんまり評判よくないのですけれどもね︒

佐道

これはいまでも続いている制度ですね︒

いや︑施設参事官というのがいたんですよ︒施設参事官と︑
というところは︑局がないところ︒

伊藤

夏目
伊藤

局はないんですよ︒ただ︑課はあるんです︒教育課という

続いています︒例えば官房長になるときには︑﹁防衛庁参

合議体なんですよね︒私もちょっと説明のしょうがないな︒

夏目

夏目

夏目

のが教育参事官の手下です︒

事官に命ず︒官房長を命ず﹂となるんですよ︒組織図でいうと︑

技術開発と︑国際参事官と︑教育参事官︑この四人がいたのです︒

伊藤教育課にくっついているのですか︒ということは︑参事官は︒

こういう形です︒だいたい参事官は局長も何も一緒なんです︒こ
を担当して︒

れは合議体で決めることになるので︑その参事官がそれぞれ各局
伊藤

いや︑建制上は人事教育局の下なのだけれども︑教育参事
人事教育局と教育担当参事官の⁝⁝︒

じですね︒

夏目
佐道

人事教育局のなかに教育課もあるのだけれども︑その教育

官がもっぱら教育局長の仕事の一部を分担しちゃっているのね︒

夏目

書記官です︒事務官というのがいるけれども︑係長から下のやつ

ですからね︒要するに︑参事官というのは官名なんです︒課長は

夏目

伊藤

まあ︑俺もよくわからないなあ︒これは防衛庁独特の組織

そうすると︑スタッフではなくて︑ラインなのですか︒

同じですからね︒だけれども︑実際は防衛局の事案は防衛局長が

それはどこの役所だって省議とか庁議とかあるでしょう︒あれと

ての機能を発揮していないんですよ︒合議体といえばその通りだ︑

ども︑局長としてはラインだし︒だけど︑実際にはスタッフとし

夏目

ラインとスタッフと兼ねている︒参事官はスタッフだけれ

が事務官で︑その上へ入ると部員という名前になるんです︒課長

大半は決めますよね︒そこで決めたものには︑ほかの局は文句を

ああ︑そうですが︒じゃあ︑やはりなんとなくラインの感

課の仕事は教育参事官がやれよと︑こうなっているんです︒

になると書記官です︒局長級は参事官なんです︒

その前にある程度の調整はしているわけでしょう︒

いいません︒

伊藤

多少の根回しはしまずけれども︑力関係もあって︑ほかの

そうですが︒その参事官が参事官会議で物を決めるわけで

すか︒

夏目

伊藤

夏目．そう︑要するに局長会議みたいなものですね︒

局のときには防衛局長がガンガンいうけれども︑防衛局のときは
力関係があるのか︒

佐道入事教育局のなかの教育部門というのだけを教育担当参事

伊藤

参事官ということになると︑局長待遇ですか︒

ほかの局長はいわないんです︒先輩だから︒
佐道

教育担当というのは︑教育全体ですか︒

官が持っているということになるわけですね︒

伊藤

伊藤

持っていると同時に︑参事官会議で物事を決めていくわけ

だから︑全体を見るということになりますね︒
建前はそうなのでしょう︒

校︑全部含めて︒

夏目

自衛隊の教育全体ですね︒防大︑研究所︑陸海空の各種学

うん︑そういうことになる︒
伊藤

そう︑そのとおりです︒

夏目
夏目

．
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というのは中二階で︑課長をおわって︑まだ局長にするにはちょ

夏目

伊藤

夏目

伊藤

審議官というのはあとから出来たのですけれども︑審議官

審議官は︑これは︒

権限は教育課長と同じですよ︒偉くなっていないんですよ︒

防衛研究所は︑この当時はまだ研修所か︒

伊藤

夏目

伊藤

でもまあ︑中二階から局長になっていくから︒

だから︑参事官なんかはあまりありがたくないですね︒

それはどういう意昧ですか︵笑︶︒

だけだから︒そちらのほうが威張っているしね︵笑︶︒

官って下がいないんだから︒下にいるのは︑秘書さんが一人いる

しょう︒それと︑直属の部下がいるでしまう︒教育課長が︒審議

夏目

そヶ︑ステップだからしようがない︒私は不幸なんですよ︒

そのうちの一人は必ず自書をやる︒毎年ですからね︒何人かいる

夏目

武田

そのときの向き向きの人を選んでやらせていたんですよ︒

それは厳しいな︒

夏目

伊藤

だって︑みんな警察の本部長になって出たり︑施設庁の局

出ることがあるのですか︒

とか︑そういうのは動くけど︑建物の外へ出たことがないんです︒

外へ出たことがないものだからね︒四階から三階︑三階から二階

いや︑参事官になると︑やたら会議に引っ張り出されるで

ときに何かあればやれという︒例えば．行政整備で何人首を切る

夏目

審議官のうち．の一人は白書を担当するということになっている︒

長になって出たり︑一回はみんな出ているんですよ︒だけど︑全

っと早い者をたまりみたいに︒だいたい特命事項なんです︒その
とか︑どうやって切ったらいいか考えろとかね︒

だから︑白書をやらない審議官もいっぱいいたわけです︒

いまは毎年出しているでし︑よう︒

地方へは行かなくても︑防衛研修所の何かとか︑技術研究本部の

夏目

伊藤

だって︑施設庁の局長が幾つかあるでしょう︒それから︑

出るような場所があるのですか︒

然出る問がないもの︒

夏目

これは季節労働ですね︒

副本部長とか︑防衛医大の副校長とか︑いっぱいあるんですよ︒

白書担当なら︑何年かやれば︑毎年白書担当ということで

伊藤

ただ︑審議官は三人くらいいつもいますかちね︒いまは五

伊藤

夏目

調達実施本部とかもあるでしょう︒

それはそうかもしれない︒人一倍苦労したから︒

で年季が明けているという︵笑︶︒

すか︒

人か︒その当時でも三人か四人いたんです︒一人はやっているけ

佐道

伊藤

夏目

もう外でやることはないよ︑と︵笑︶︒確かにおっしゃる

海原さん時代に国防会議にずっと出ておられたので︑それ

れども︑あとの人はそんなの関係ないですからね︒
今度は参事官になられましたから︑もうおわり︒

佐道

これは久しぶりで出した防衛白書ですから︑一回出したら︑

夏目

ように本庁ですね︒

だいたい一年かそこらで審議官を卒業しますね︒一年︑二

年⁝⁝︑二年やる人はあまりいないかな︒
じゃあ︑白書一冊出せばいいということですね︒

いときに一回出て︑二回出る人もいるしね︒だから︑そういう意

だいたい課長時代に一回くらいは出るんですね︒もっと若

伊藤

そう︒だけど︑︑審議官はこたえられないんですよ︒権限も

夏目

夏目

結構いろいろ楽しみながら仕事しておられますよ︒

味では楽しめなかったです︒

佐道

いままでお話を伺っていますとね︒

ないし︑金もないけれども︑仕事もないから︵笑︶︒

伊藤

伊藤

アッバッハッバッハッ︵笑︶︒でも︑参事官もそんなでも
ないでしょう︒

253

㊥・2・・3年6月13日

地方局長というのはいいんですよ︑あれ︒威張っていられ

地方はよかったと思いますね︒

では︑教育担当の参事官というところがら︑

します︒

︵終了︶

次回はお願い

それは好みの問題だなあ︵笑︶︑おいしいという人もいる

ああ︑あそこは食べものがまずいからね︒

でも︑那覇なんて行くと大変でしょう︒

施設局の︒

地方局︒

三夏よ伊夏佐夏武て夏
藤目ね藤目道目田。目
o
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オー・ラルヒストリー
第9回

開催日＝2003年7月18日（金）
開催時刻：14時00分
終了時刻＝16時00分
開催場所＝財団法人

防衛弘済会

1インタビュアー】（肩書きはインタビューの晦創

伊藤

隆（政策研究大学院大学教授）

佐道明広（政策研究大学院大学元助教授）

武田知己（政策研究大学院大学cOE特別研究員）
中島信吾（防衛庁防衛研究所戦史部教官）

岡田志津枝（防衛庁防衛研究所戦史部所員）
記録者：

有限会社ペンハウス矢沢麻里

㊥・2・・3年7一

／

第9回インタビュー質問三月

先生はこの問題にどういつだ方針で取り組むお考えだったのでし
2003年7月18日
ょうか︒また︑どういつだ人員︑組織で担当されたのでしょうか︒

N9月21日5防衛庁見解﹁有事法制の研究について﹂ならびに

N7月︑参事官︵教育担当︶に就任されます︒前回︑教育担当

にあたったのは先生でしょうか︒

﹁いわゆる奇襲対処の問題について﹂が出されます︒これの起草

参事官の職務について少しお話いただきましたが︑ご就任当時の
最も重要な課題はぜんなことだったのでしょうか︒

N1月︑雑誌﹃ウィング﹄で栗栖統幕議長は﹁専守防衛と抑止

ると言われました︒先生はいつごろから有事法制問題に関与され

発言﹂となり結局更迭されます︒

捉島への行動を﹁ソ連陸海空統合部隊による演習﹂と述べて再度
問題になり︑7月に入って雑誌インタビューでいわゆる﹁超法規

力は並存しない﹂と発一三口して問題となり︑さらに6月のソ連の択

たのでしょうか︒77年8月に一一一原長官の支持で研究を開始したと

当時どのように見ておられましたか︒また︑栗栖氏の人物自体に

ついてはどのように評価しておられますか︒

一連の栗栖氏の発一三口について︑

のことですが︑その時点でしょうか︒それとも栗栖発一一一一口のあと78

法制研究促進を命じたということですが︑その時点でしょうか︒

年7月27日の国防会議議員懇談会︑28日の閣議で福田総理が有事

前回のお話の中で︑参事官時代の重要な仕事は﹁有事法制﹂であ

78
究促進を指示したことが有名ですが︑前記の質問に書きましたよ

にしましたつこういった機構改革は内局の承認がなければできな

特別幕僚を組み合わせた米軍型の機構から︑

革が行われたのか︑ご記憶の点をお願いします︒

いのではないかと思いますが︑この時点でどうしてこういつた改︑

有事法制問題ですが︑一般曲には沸栗栖発一一一一ロのあと福田総理が研

うに︑研究自体は前年に三原長官が支持しています︒このきっか
けは何だったのでしょうか︒三原長官の英断でしょうか︒

しょうか︒

事の際︑﹁統幕議長を統合幕僚長に切り替え︑陸海空を統合指揮

N4月︑金丸長官は防衛庁中央機構改革のため統幕機能強化に
踏み切る決意を固め︑7月を目処に改革案策定を進めることにし
たと伝えられています︵日経︑4月2日︶︒この基本構想は︑有
先生が有事法制問題を担当されたとき︑防衛庁内の研究は実際ど

一般官庁型の部課制

N1月︑陸上幕僚監部はそれまでの機構を改編し︑一般幕僚と

8
78

9
の程度進んでいたのでしょうか︒三矢研究以来︑中断していたの
でしょうか︒それとも研究上はある程度の蓄積ができていたので
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6
78

7

1
77

2
3

4

78

する﹂ことであったと言われていますが︑
の点をお願いします︒

この点についてご記憶

衛庁長官の中央指揮システムの改革が懸案になっていたと思いま
す︒特にミグ事件でその不備が明らかとなったわけですが︑この
問題には﹁中央指揮所整備委員会﹂が設置されて検討していたと

16

N11月︑人事教育局長に就任されます︒就任の経緯等お願い
します︒また︑就任時にもっとも重要な課題となっていた問題が
あればお願いします︒

先生が局長に就任されたのとほぼ同時期︑ガイドラインも制定さ
れます︒できあがったガイドラインについてどのような感想を持
たれましたか︒

件自体について防衛庁はどのように見ていたのでしょうか︒

再び米ソが厳しく対立する情勢となっていくわけですが︑この事

N1月︑宮永一一将補︑現職自衛官2名の3名が︑秘密漏洩事

件を起こして保全体制の整備が問題になりました︒防衛庁は﹁秘
密保全体制検討委員会﹂を設置して所要の改善措置を進めること
にするわけですが︑先生ご自身はこの問題で委員会に参加される

など︑何か関係があったのでしょうか︒

16

空自や陸自︑特に陸上には戸惑いもあったのではと思いますがい
かがですか︒

日米共同訓練といえば︑80年2月の海上自衛隊のリムパック参加
問題があります︒これは教育・訓練の問題ですので先生のご担当
かと思いますが︑いかがですか︒海自との意見調整などされたの
でしょうか︒

※今回は以上の点についてお願いします︒

N6月︑官房長に就任されます︒その経緯等お願いします︒
80

生が就任された11月には航空自衛隊初の日米共同訓練が行われて
います︒従来から共同訓練を行ってきた海上自衛隊は別として︑

ガイドライン成立後︑日米の共同訓練が活発化します︒実際︑先

も

17
80

ー

3

N12月︑ソ連軍がアフが一一スタンに侵攻します︒これを契機に︑

思います︒先生はこの問題に関係しておられたのでしょうか︒

等はなさいましたか︒

会答弁の矢面にたっ．たと言われていますが︑実際︑佐々氏がこの
問題の直接の担当者ということでしょうか︒佐々氏との意見調整

リムパックの問題では︑教育担当参事官であった佐々淳行氏が国

ー

5

79

この時期︑防衛出動や災害出動等を行った自衛隊部隊に対する防

10
11
78

12
14
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長︑局長ではない参事官も実際に集まってやるのですが︑もう私

がいたころは︑参事官会議というのは名前ばかりで︑各局長が権

限を持つちゃつているから︑局長売る参事官のほうが大きい顔を

■有事法制問題
伊藤

している︒本来はそうじやなかった︒各省の次官をおわったよう

きょうは参事官の時代のお話を伺いたいと思います︒先生

は教育担当の参事官だったわけですよね︒参事官として︑当時︑

な人に来てもらってとか︑そういうのが発想のもとらしいですね︒

だけど︑教育担当の参事官で有事法制の問題にかかわるなん

ていうのは︑これは本来の趣旨にかなっているのではないですか︒

伊藤

教育に関して大きな問題は何かございましたか︒これは一年ちょ
大きい問題は記憶の中にはないですね︒

っとくらいですけれども︒

夏目

これはもうそういうような局長の制度ができちゃったあと

仕事だけをちょこつと人事教育局長から取り上げて教育参事官の

夏目

仕事にしたわけです︒それはなぜかというと︑昔︑教育局長とい

この前のお話で︑参事官時代に有事法制云々というお話が

ああ︑それはあります︒．

うのがいたんです︒その名残ですね︒昔は︑人事局長︑教育局長

︑伊藤

夏目

だけど︑これは参事官としてのお仕事ですか︒

というのは別にいたわけです︒ただしこの教育局というのは一局

ですから︑本来︑人事教育局長が持っている仕事の中から教育の

伊藤

参事官としてどいうか︒もう一度参事官の説明をしますと︑

ございましたね︒

夏目

一課で︑課は一つしかない局長だった︒それが︑行政整理だとか︑

もともと防衛庁をつくったとき・には︑いわゆるシビリアン・コン
・トロールめ一環として防衛庁の基本的な事項は参事官会議をもっ

事ができにくいので︑結局は下から上がった人が局長になり︑そ

す︒しかし︑そうはいっても旧本の役所組織でなかなかそんな人

士を集めて参事官にあてるというのがそもそもの考え方なんで

なった者を参事官にするのではなくて︑よそからいろんな有能の

をあてるかというと︑その省庁の役人で課長から審議官や局長に

夏目

有事法制はまったく関係ない︒

関係ないんじゃないですか︒

伊藤

これは参事官としておやりになったというわけではないの

官というのは教育だけを見ている︒

しておこうということになったわけです︒だから︑通称教育参事

教育局がなくなった︒そのかわり︑教育局長の仕事は参事官に残

一局削減とか︑いろんな経緯を踏みながら人事教育局になって︑

し℃それが参事官になる︒そういう形になったのですね︒だから︑

伊藤

て決めると︑こうなっているのです︒その参事官にはどういう人

むしろ参事官が先にあって︑その参事官のだれかを局長に指名す

ですか︒

いですよ︒たまたま手すきだったということでしょうね︒教育参︑

夏目

暇な参事官だから︵笑︶︒教育参事官としての仕事ではな
もともとはですね︒実際にはひつくり返っていくと︒

教育だけを見ているということと︑有事法制とは︑あまり

る︒こういう形だったんです︒

伊藤

ひつくり返っちゃったような形になる︒参事官というのは

事官というのはあまり忙しくなかったからということかもしれま

夏目

防衛庁の全般事項を審議する組織として︑厳然として法制上はあ

せんね︒それはミグのときと同じですよ︒﹁あ︑あいつが暇そう
伊藤

どこから始まるのですか︒

だ︒やらせよう﹂と︑単純にいえばこういう話ですよ︒

るのです︒

それは︑ときどきは生きるということですか︒

防衛庁で何かを決めるときには︑参事官会議と称して︑局

．伊藤

夏目
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るようなことはない﹂とか何かいっておけばよかったのだけれど

有事法制というのはそもそも︑三矢研究からいろいろなこ

夏目

があの人の真面目なところなのですけれどもね︒そして︑少し勇

も︑具体的にズラズラ︑たしか二十何項目か挙げたのです︒そこ

できなくなつちゃったのではないのですか︒

とがあって︑そのあともずっとやっていたんですよ︒
伊藤

み足ではないかとちょっと問題になって︑三原︵朝雄︶長官が何

たと︑あるいは了承のもとに関与しているという形を持とうと︑

表だったことはできないから︑どこが問題かという基礎的
それは主にどこの課長さんのところですか︒

それが五十二年の七月か八月の話だと思います︒

夏目
中島

法制調査脳室というところでやってきた︒いまの法規課で

それでは︑ちょうど参事官になられたころですね︒

かの席で福田総理にお会いになって︑有事法制の作成を指示され

夏目

伊藤

な勉強を課長レベルのところではずっとやってきたわけです︒

すね︒そこで地道に作業していたわけです︒こういうことが必要

の指示があったことにした︒そして一年後の五十三年八月たしか

たぶんそうなんですよ︒いろいろやってはいたのだから︑

国防会議だか何かの席で正式に福田総理から促進の指示があった

夏目

って︑五十二年差夏から官房長になった︒法制調査官室というの

ということです︒その発端は竹岡発言もありますがその後の栗栖

だろう︑こういう点が問題だろうということは︑ある程度紙にも

は官房なんです︒竹岡さんという人は非常にまじめな人で︑勉強

発言です︒当時︑竹岡発言に対しては︑﹁なんだ︑またつまらない

やっていることはよかったのだけれども︑言論統制のようなこと

家ですし︑遊んでいるなんていうことはとても耐えられない人な

ことをいってくれたな﹂という雰囲気だったことを覚えています︒

まとめてあったんです︒それを何年もやっていた︒竹岡︵勝美︶

んです︒私とまったく正反対な人なんです︒要するに︑仕事をし

それと栗栖発言とはまた関係があるのですか︒

が問題になってしまった︒それで急遽︑三原長官が福田総理から

ていないと気がすまないのでしょうね︵笑︶︒あるときに︑私の記

伊藤

栗栖発言は︑まあ︑あの人は何回かいろいろなことをいう

という官房長が︑当時︑五十一年から五十二年まで人事局長をや

憶がちょっとこのへんは定かではないのですが︑たぶん国会での

夏目

のだけれども︑いちばん大きなのは例の超法規発言︒

﹁どういう勉強をしているか﹂という質問に対して︑有事法制の中

身を二十数項目を挙げたんですよ︒道路交通法がどうだとか︑何

伊藤

になってから半年くらいたってからだと思うんですよね︒そこは

ゃった︒それがたぶん五十二年頃だと思います︒私が教育参事官

佐道栗栖︵弘臣︶さんは五十三年の一月にも︒

と栗栖発言があったのですね︑きっと︒

夏目

何かいっている？

超法規発言は七月です︒

ちょっと定かではない︒当時の新聞を見れば出てくるのでしょう

夏目

はい︒

︑佐道

五十三年の七月置︒

だとかって︒そのなかに︑情報管理みたいな︑言論統制ではない

けれども︒それで︑その竹岡発言というか国会答弁が問題になつ

佐道

統幕議長になると誰でも何か言いたくなるんです︒栗栖さ

けれども︑そういうものが含まれていたことがパクッと捕まつち

ちゃって︑ちょっと大臣も墾壁した︒﹁なんだ﹂と︒そんなことは

夏目
伊藤

﹁基礎的な勉強は一所懸命やっていますが︑まとめて報告す

いう必要がないということですか︒

のですが︑最後の超法規発言は当時の金丸長官︑当時はもう金丸

んもなんだかんだと言いながらも︑そうたいしたことはなかった

同じころかなあ︑竹岡さんの話がちょっと早くて︑そのあ

だれも知らないわけだから︑事務的にやっていることですから︒

夏目
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伊藤

たのですね︒竹岡発言はそのバックアップみたいなものでした︒

もあって︑総理が急遽︑奇襲対処と有事法制との研究促進どなっ

長官になっていますからね︒︑その逆鱗にふれた訳です︒そのこと

顔も見たくない﹂ということで︑クビになったんです︒

夏目

伊藤

夏目

伊藤

だからそういうことになって︑金丸︵信︶さんは︑﹁もう

そうですね︒

法律を無視するのだというと︑立法府は怒りますね︒

超法規という言葉を使ったらまずいですね︒

らかに意図していたかも知れません︒あの人は︑いまの日本はな

夏目

夏目

けですね︒

伊藤

そういう発言をして︑問題を提起してと︑意図したわけで

はなくて︒

んだと国を憂いてい﹁る人だから︒栗栖発言のあと︑当時は丸山次

けにはいかない︒何年も勉強してきたことですから︒それから︑

それとかかわりなしに先生のところの研究は進んでいたわ

官だと思いますが︑栗栖発言は大変だというのでみんなでワッと

正直いって当時の幹部には竹岡さんに対する不信感があったんで

武田

伊藤

敵からですか9

敵から逃げるんじゃないですか︒

ア二二六二︵笑︶︑逃げるって︑何から逃げるのですか︒

夏目

どもね︵笑︶︒

伊藤

やつに急遽⁝⁝︒

管理なんて︑抜け抜けといちばん正直なところを︒そこで︑暇な

そんなことはないですよ︑防衛庁は︒しかし栗栖さんは明

押しかけてきて︑丸山︵昂︶さんがそのときに何といったか︒﹁そ

す︒あいつにやらせると︑また何をしゃべるかわからんと︒情報

伊藤

要するに︑防衛出動も下令していないし︑何もしていない

とにかく︑そういうことでいつまでもゴタゴタしているわ

のときは逃げるんです﹂といった︒これがまた別の問題で︵笑︶︒

夏目

まあ︑法学部だから︒

そういうことなんですよ︒私がなんでそんなことをと思っ

それは理屈とし℃あまりつながらないように思えまずけれ

のに︑急に不意打ちで何かやられたらどうするんだ︒栗栖さんは︑

たのは︑もっとも法律の苦手なやつにやらせようというのですか
伊藤

しかしまあ︑自分がやるわけではないから︑そういうスタ

らね︒

﹁それこそ超法規でもってやるんだ﹂といっているのに︑﹁逃げる

んです﹂というから︒それはまあ︑法律的には問題ないですけれ

夏目

なの︒法律がないから︑じゃあ︑降参して逃げるのかといっ．たら︑

をしょうと思うと︑右か左か︒栗栖さんのいうのは︑正論は正論

そういう言い方をしておけば無事だったのだけれども︑いい格好

とは国家としていかがなものか﹂とか︑多少かったるいけれども

夏目

佐道

伊藤

そういうときには︑﹁こういうときの法律がないというこ

どうずればいいのですか︵笑︶︒

何をいってもだめなような気もするなあ︵笑︶︒

う一つは︑西廣︵整輝︶という︑当時は何をやっていたのかね︒

担当だよと︒この法制調査官というのは官房の課長ですから︒も

ということで︑︑当時の法制調査官に︑有事法制のほうはおまえが

ずがありませんからね︒だから︑﹁じゃあ︑それはやりましょう﹂

す︒何年も何年も勉強して︑半月や一月で十全なものができるは

て︑外向きに体裁が整えばいいやというのが私の頭にあったので

するので︑百点満点のものを望むのは無理︒とにかく格好をつけ

ども︑・軍隊が逃げるというのは穏やかではない発言なわけですよ︒
．それはまた別の意味で問題になつちゃった︒

だれもそんなことは思わないんですよ︒だから︑そういうときは

防衛課長かな︑審議官かな︒奇襲対処は西廣君がやるということ

ッフさえ揃えればやれないことはない︒しかし︑ことは緊急を要

超法規だというのは非常によくわかるのですけれどもね︒
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〆

い文章ではありましたけれども︑法制局との調整がなかなか大変

内の問題はそんなにたいしたことはなかったのですが︑こんな短

で︑それぞれのところで勉強して︑まとめたんです︒しかし︑庁

問題というのは依然としてあるんです︒しかし︑奇襲なんていう

夏目

伊藤

夏目

やはり奇襲となったら困るのは同じなんです︒栗栖さんの

この奇襲対処の問題でいちばんのポイントは何ですか︒

しかも︑いちばん法律に弱いやつに︒

最小限に押さえ込む︒そこらへんが苦労したところです︒近代戦

でした︒それでまとめたのが︑その﹁有事法制の研究について﹂

奇襲のやつが五十三年の九月︒

というのは必ず予兆があるんですと︒急に︑ある日突然︑．新潟県

昔の桶狭間みたいなものは現実問題としてはありえないだろう︒

両方一緒ですよ︒同じ日に発表したのだから︒

に上陸舟艇でやってくるということはないでしょう︒何らかの形

と﹁いわゆる奇襲対処の問題について﹂という二つの文章︒たし

有事法制のやつは何種類もあって︑資料の十三というのが︒

でもつて端緒というのはわかるし︑準備もできるでしょう︒そう

きわめて蓋然性︑プロバビリティーは低いだろうという言い方で

そうか︑同じ日付だ︒

したことにより奇襲の未然防止が重要である︒また情報の手段も

か福田総理の督促指示から一︑二ヵ月後くらいにまとめた︒

あるでしょう︑短い文章だけど︒これが︑私が教育参事官

て出したんです︒記者発表もし︑国会でも報告をし︑当時の有事

夏目

伊藤

だれの名前ということはないのですけれども︑防衛庁とし

こういう﹁公表﹂というのはだれの名前で出すのですか︒

苦労したところかもしれません︒奇襲対処のほうはそんな程度で

てやることは残しておかなければならん︒だから︑そこらへんが

なるものですよ︑というような話なんです︒だけど︑将来に対し

りも大事である︒あまり深刻に考える必要はないんです︒何とか

発達しているけれども︑そういう機能を一層強化することが何よ

法制と奇襲対処について︒まあ︑奇襲対処というのは栗栖さん発

伊藤

いいのですが︑有事法制のほうは内閣法制局との調整がなかなか

これは三矢事件で騒がれて以来︑ということですね︒

う話ですか︒

言に対するカバーなんですよね︒急に来たらどうするんだと︒そ

伊藤

そういうことです︒それからは堂々と勉強するようになっ

夏目

面倒でしたよ︒白書の外務省みたいなもので︑あそこは法制の番

夏目

の問題は収まったんですよ︒

の二つをつくって国会等報告し︑マスコミにも発表した︒それか

た︒それから三年くらいたって︑今度はまた巡り巡って私が官房

これで︒

人ですからね︒

長のときに︑第一分類とか第二分類とか︒私は見ただけで頭が痛

伊藤

要するに︑それは現行法とどういうふうに折り合うかとい

くなってくるけど︒

国会とか何とかも︒とにかく問題を先送りして︑ゴタゴタ

これに対して社会党もあまり文句をいわなかったのですか︒

庁も斉々と研究を進めるきっかけになったんですね︒

中身を忘れちゃった︒︵しばらく目を通して︶とにかくこ

伊藤

した︑ああいう諸々の不正規発言に対する非難は収まって︑防衛

夏目

夏目

伊藤

それが官房長のときです︒法制の問題というのは官房長の
主管ですからね︒また教育参事官というわけにはいかない︒
暇そうじやなかった︵笑︶︒

いわなかったですね︒たいして問題になった記憶はありま
武田

夏目

心墨出路ハ︑それが五十六年四月ですね︒防衛庁所管の法

令と︑他省庁所管の法令︑第一分類︑第二分類︒

ら堂々と一所懸命勉強するという筋道もできたわけです︒

のときにまとめたんです︒

夏伊佐夏伊
目藤道目藤
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せん︒むしろ︑﹁その後あれはどうなったか︑研究の成果を﹂と︑
夏目

これは愉快でしたよ︒

五十六年四月に︑官房長の時代にまた出されるわけですね︒この

五十三年に︑最初の防衛庁での﹁有事法制の研究について﹂

社会党としては︑自衛隊そのものを否認するわけですから︒

ときに︑第一分類︑第二分類︑第三分類となるわけですけれども︒

佐道

伊藤

社会党は︑やってもやらなくても﹁けしからん﹂ですから

それはありましたけれども︑とにかく五十六年までは︑なかなか成

夏目

そうすると︑そこまでの問も防衛庁のなかでは︑有事法制につい

というのを教育参事官のときにまとめられて九月置出されます︒

ね︒私は社会党が何というかというのは気にもしませんでした︒

て︑まとまったプロジェクトチームみたいなものがっくられてい

果があがらないとか︑鋭意検討中みたいなことで進んできました︒

どっちみち反対するのですから︒当時はたしか福田総理とか阿部

たのですか︒

夏目

外務大臣︒阿部晋太郎︑いまの官房副長官の親父さんですよね︒
佐道

ちょっとそこは記憶がありませんでしたけれども︑そこでもって

ょっと優しくいうと︑﹁そんな弱腰じゃなくて︑もっと強く﹂と

いていくでしょう︒﹁いいたいことをどんどん言えよ﹂とか︑ち

打ち合わせをしながらやってきたし︑ある程度各省との調整みた

用とかそういうものに関連すると︑各幕僚監部の担当の人たちと

夏目

伊藤

多少︑そこだけではなかなかできないですから︑部隊の運

それはそこだけですか︒

いや︒法制調査官一当時はもう法規課になったかどうか︑

夏目．五十三年ではなくて︑五十六年︒

地道な勉強をしていました︒

五十三年のときは園田︵直︶さんですね︒

武田そうですね︒

後ろで発破かけるんですよ︒相手に聞こえない程度の声で︑私だ

いなものは事務的にはしていました︒ただ︑法律の中身ではない

福田さんなんて︑私が国会答弁で予算委員会の発言席へ歩

けに聞こえる︒だからこちらもその気になって︑後ろが味方なら︑

から︑こんなものがあるという程度の勉強でしたけど︒

夏目

前にいるやつはいいやと思うんですよ︒

問題点ですね︒先ほど話題になりました栗栖さんですけれ

伊藤

やはり︑いちばん怖いのは後ろから鉄砲を撃たれることで

伊藤

現役のころはあまりなかったのですけれども︑私は防大へ

行ってから栗栖さんとときどきお話しする機会があったんです︒

夏目

ども︑先生は栗栖さんとはあまり接点はなかったのですか︒

前のやつは人事権がないけど︑後ろにいる方は人事権を持

すからね︒

夏目
って．いる︵笑︶︒

業的な軍人ではないんですね︒当時はまだ︑昔の陸士・海兵を出

この方は内務官僚なんですよ︒制服ではないんです︒いわゆる職

外務大臣が応援しているわけですよね︒

た人たちが歴代幕僚長になっておられたのですけれども︑初期の

伊藤 ハハハハハ ︵笑︶︒

佐道

応援ですよ︑みんな︒福田さんもみんな応援なんだけど︑

もこの人は︑丸山さんか久保︵卓也︶さん︑どちらかと同期なん

夏目

−

林敬三とかそういうのは別として︑ある程度自衛隊の組織がきち
これはおもしろい︵笑︶︒

です︒

久保さんですね︒

応援といっても︑﹁しっかりやれよ﹂とかそういうのではなくて︑
伊藤

しっかりやらなかったら︵笑︶︒

佐道

んとできてからシビリアン出身の幕僚長は初めてなんです︒しか
佐道

減点になる︵笑︶︒

発破かけるわけです︒

武田
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据わった人で︑こうと思ったら︑だれにも気兼ねなくパッという

夏目

佐道

夏目

佐道

夏目

非常に頭の鋭い方であると同時に︑肝の据わったといえば

はい︑そうです︒

たしかそうでしょう︒

久保さんは昭和十八年です︒

東大同期︑内務省同期なんです︒

佐道

夏目

伊藤

防大に行かれてから接触が増えたというのは︑これはどう

大賀さんという方は温厚な方ですからね︒

栗栖さんが統幕議長のときに︑海幕が大賀︵良平︶さんだ︒

いうことの及ぼす影響が大きかったですね︒

ってくれた﹂と︑両方ありまして︑発言自体の中身よりも︑そう

た﹂というのと同時に︑内局側からは︑﹁とんでもないことをい

かもしれませんけれども︒制服からは︑﹁いいことをいってくれ

いう︒

し︑やるんです︒当時はまだ警衛隊に対する国民の反発というか︑

理解が十分ではないときに︑広島市内で観閲行進をやった︒そう
ときに︒やはり︑職業軍人である幕僚長ではないから︑．そういう

伊藤

にはどこか共感するところがあったのかもしれませんね︒

っとスピーチをしてもらったりしたんです︒だから︑私の心の中

講演に来てもらったり︑何かあるときにお呼びして︑ちょ

目で見られてはいかんと思うから︑余計そういうことをきちんと

夏目

しなければいかんという意識がどこか頭の中にあったかもしれま

うのは何ですか︒

いうことも平気でやる人だったんです︒あそこの師団長か何かの

せんね︒

夏目

言辞を弄しないですね︒立派な人ですよ︒いまでも静岡新聞か何

人です︒非常に言語明晰だし︑はっきりしているし︑役人的輻晦

夏目

伊藤

夏目

もう︑見たところなんか︑へたな職業軍人より軍人らしい

それで︑師団長をやられたり︑陸幕長になられたり︒

そうです︒︑

中島

これは週刊誌だったと思います︒

も︑これは何だったのだろう︒

伊藤

ちょっと確認しなかったな︒

航空自衛隊の関係の新聞ですかね︒

が︑民間航空のことも書いたりしているのだけれども︑主として

ブロイド版の新聞があるんです︒航空自衛隊だけではないのです

航空自衛隊というよりも︑航空関係全般の新聞ですね︒タ

栗栖さんがその発言をしたという雑誌の﹃ウイング﹄とい

伊藤内務官僚で︑警察予備隊を始めるときから入ったわけですか︒

かの論説委員をまだやっているんじゃないですか︒

佐道

いちばん問題になった発言は︑最後のインタビューの﹁超

夏目

伊藤

佐道

夏目

だから余計に丸山さんなんかから見て煙たかったかもしれ

そうですね︒

本も出されたりしていますから︒

とにかく︑ときどきまだ健筆を振るったりしている︒

の演習の問題とか︑それはやはり内局として注意はされるわけで

佐道

う印象はありました︒

ない︒そのときそのときに応じて︑ズケズケといわれる方だとい

法規﹂なんです︒あと︑択捉がどうとかいうのはたいしたことは

この超法規発言の雑誌インタビューと書いてあるけれど

伊藤

夏目

ませんね︒当時の内局はこぞって︑﹁栗栖はとんでもない発言を

すか︒

そうだ︑静岡新聞の論説委員というのはいろんな方がいる

んだな︒

してくれた﹂という︑非難ごうごうの雰囲気でした︒大臣がそう

夏目

統幕議長というのは．それまでその種の発言をされないの

しかし︑それほど大きな問題とはならなかったという択捉

でしたからね︒大臣の意に沿わないようなことをいえなかったの
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ター︑あるいは国際情勢に関するようなブリーフィングというの

が一週間に一遍くらいあるのですが︑何かそういうことの政策マ︑

です︒外部の発表というのは︑統幕議長はもちろん定例記者会見
夏目

佐道

夏目

それはやはり栗栖発言がきっかけになっていることはあり

そうです︒

やめてから？

うるかもしれませんね︒というのは︑OBも含めて制服の人たち

とか︑陸上自衛隊の地元との問題とか︑そんなのは制服のマター

んということはないけれども︑普段の接触は︒現実に︑基地問題

に行く人たちは主として社会部なんです︒もちろん行ってはいか

ますでしょう︒政治部というのはみんな内局にいるんです︒毒草

す︒防衛庁というのはおもしろくて︑記者クラブというのがあり

この基地でどんなことをやるとか︑そんなことをやっていたんで

をやるとか︑航空自衛隊はこういう演習をやりますとか︑どこそ

夏目

伊藤

統幕で今度はこういうことをやるとか︑何とかの統合演習

では︑記者会見で何をするんだろう︒

夏駐

それはだいじょうぶです︒

うことですね︵笑︶︒

伊藤

人事権を行使する人がいない︒

何を喋っても︑もうOBだから無視されちゃう︒

んです︒そのへんの評論家がいっているのと同じで︒私もここで

も︑OBになつちゃうと︑いくら偉そうなことをいってもだめな

ことをいうようになったというのはありうるかもしれません︒で

けしからんじゃないかという気持ちがどこかにあって︑そういう

なかいえないにしても︑OBの人たちはフリーにいえますから︑

する反発みたいなものがあうたと思います︒現役の人たちはなか

は︑﹁栗栖発言は正しい︒正論だ﹂という認識がありますし︑政

であって︑政策マターというか政治部向けの記事というのはみん

伊藤

つい最近も︑あることで私が発言したら新聞に取り上げら

︑はだいたい次官がやったり大臣がやったりすることが多くて︑制
服の方々はあまりそういうことの発言はしないのが慣例だったん

な内局でやっているから︑内局にいて︑あまり各面には行かない

夏目

治的な圧力といった形で彼をクビにしたわけですから︑それに対

んです︒何かあれば行きまずけれども︒そういうなんとはなしの

れて︑国会の質問趣意書が出た︒そうしたら慌ててすっ飛んでき

です︒

習慣があるんです︒各幕まわりの記者は社会部の人が多い︒結局︑

て︑﹁OBの発言だから︑いちいち論評を加える立場にない﹂と

そのかわり︑逆にいえば︑何をいってもだいじょうぶとい

記者会見もそういうふうになってしまうのですかね︒

か書いて︑﹁これでいいですか﹂と無視されちゃつた︵笑︶︒﹁は

栗栖さんのこういう発言の背景に︑まあ︑法的な問題もあ

大変実力がおありなった海原︵治︶さんとかの発言もやはりつ

佐道

佐道

全然無視ですね︒﹁まだいっているよ︑進歩がないな﹂と

い︑結構です﹂といって︒

いろな発言をされることが多くなって︑例えば﹃自衛隊戦わば

夏目

りまずけれども︑制服の方のOBの方が七〇年代の中盤からいろ
︵防衛出動︶﹄という本が出たり︑﹁防衛大綱﹂の批判をされたり︑

それを聞かれたら︑また怒るでしょうね︵笑︶︒

いう︑それこそ論評の限りではない︒
佐道

だけど︑海原さんは︑職をやめたあとは本当に影響力がな

OBの方の言論活動がこの時期くらいから活発になっているよう
な感じがあるのですけれども︑そういうのは︒

伊藤

そうですね︑﹁ゴマメの歯軋り﹂と︒

夏目︑OBといっても︑本当にトップの人ではない人たちの本で

佐道

くな．つたと自分でいっていたから︒

いえ︑例えば陸海空三幕の幕僚長の方とか︒

はないのですか︒知らないけれども︒

佐道
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伊藤

夏目

だから︑物をいうのならばやめてからではだめなんです．

それはご自分でよくおわかりだったと思います︒

やめたら絶対に影響力はない︒

■陸上自衛隊幕僚監部の機構改編

夏目

やめた人間がそんなことをいってもだめなんです︵笑︶︒

夏目

伊藤

めてから犬の遠吠えみたいにほざくのは︑私にいわせるとフェア

ないといけませんね︒それは現役でいうから意味があるので︑や

信念を通して大臣といえども諌言する︒正しいと思ったら︑いわ

た人︑統幕議長になった人は︑いつでもクビになる覚悟で堂々と

やつは黙っていても仕方がないけれども︑少なくとも次官になっ

ないんです︒まだもっと偉くなろうなんていうスケベ根性のある

伊藤

いくら勇ましくいっても︑勇ましくはならんわけですね︒

ではない︒そんなものはだめだと思うのです︒

夏目

栗栖さんなんていうのはかなり大きな実績を︒

クビになっても困らん位置になったら︑いわなければいけ

それでクビになる︵笑︶︒

にくいんですね︒もうご承知だと思うのですけれども︑一部︑二

夏目

佐道

夏目

佐道

夏目

これは私が何をやっているときなんだろう︒

けれども︒この当時にそういうことが行なわれるというのは︑何

夏目

このときは参事官でいらっしゃったころだと思います︒

かきっかけがあったのでしょうか︒

佐道

陸上自衛隊の陸・上幕僚監部の組織というのは非常にわかり

はい︑この時期にほかに合わせて部課制にしていくのです

あれはこの時期でしたか︒

はい︑そうです︒

ああ︑一部︑二部とかいうやつ︒

アメリカの組織そのままで︑部課制をとっていなかったのですね︒

ています︒陸上自衛隊だけ︑海上自衛隊とか航空自衛隊と違って︑

この同じ時期なのですけれども︑陸幕が組織編成替えをし

佐道

そういう意味では非常に珍しい人ですね︒それほど激烈な

佐道

夏目

部︑三部︑四部︑五部まであって︑これはゼネラル・スタッフ︑

現職のときにいわなきゃいけないんですよね︒

発言ではないけれども︑ときどきいました︒でも︑ちょっと注意

けれども︑それでは意味がないので︑やはりしかるべき責任のあ

責任ある人がですよ︒末端の隊員の意見は新聞にもときどき出る

ていて︑防衛庁の人はどうしてもっと堂々といわないのかなと︒

うして黙っているのかなと思って︒政治家に勝手なことをいわせ

ね︒いまはチャンスなんですね︒イラクに行く問題も︑あれ︑ど

ょっとたしなめられて黙っちゃっ．た︒それではしょうがないです

︵五郎︶なんていう統幕議長もときどき何かいったけれども︑ち

ている︒それを別の立場から補佐するスペシャリスト︑ある意味

て︑それは防衛庁の陸上自衛隊の仕事のほとんど全部をカバーし

僚長の下にはまずゼネラル・スタッフが一部から五部まであっ

ペシャル・スタッフの二重構造になっているんです︒だから︑幕

マーケット民生局長とか︑ああいう式のゼネラル・スタッフとス

野戦軍の編成がそうなっているんです︒ウイロビー第二部長とか︑

といって︑これらの問にはべつに上下はないんです︒アメリカの

な専門職みたいな課があるんです︒それをスペシャル・スタッフ

一般幕僚というのです︒そのほかに︑武器課とか︑比較的技術的

る人がこうこうだと新聞に署名入りでも何でも堂々というくらい

ではテクニカル・スタッフともいえるのですが︑そういう人たち

されると︑慌てて言い訳して黙っちゃったりね︒このあと︑竹田

でね︒いざとなったらやめればいいんだから︒半年早くやめるか

タッフとスペシャル・スタッフとが合わないといけない︒ところ

がいるんです︒だから︑何かを決めるときにはこのゼネラル・ス
ちょっとまだ︵笑︶︒

どうかだけなんです︵笑︶︒そう思うのですけれどもね︒
佐道
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が一般的にいって︑ゼネラル・スタッフの部長は将であり︑将補
伊藤

それに合わせたわけですか︒

例えば私が教育参事官で五部長に話しをする︒五部署は偉いから

合わせた︒つまりやりにくいんですよ︒仕事をするにも︑

す︒課長はね︒部長というのは将か将補︒だから︑どうしてもゼ

決めるのだけれども︑技術的なことになると︑そのうちの例えば

夏目

ネラル・スタッフのほうが大きい顔をしているわけです︒しかし︑

それが機甲課︵戦車・装甲車など︑機械力を利用した兵器を扱う

一なんです︒スペシャル・スタッフの課長のほうは概ね一佐なんで

専門的なことになるとこの人たちに聞かないとだめなんですよ︒

を聞かないとだめなんですね︒一般幕僚として︑一天二表三敬礼

課︶のことだったら︑機甲課というスペシャル・スタッフの意見

﹂なぜそうなったかというと︑自衛隊というのは昔からそうなんで
すけれども︑指揮幕僚課程という学校を出るのですね︒︼般幕僚

それは何ですか︒

という︑そんなやつが偉くなっているんです︒ちょつど言い方が
伊藤

知らない？

としての教養を身につけて︑そういう人たちがゼネラル・スタッ
・タッフというのは専門職みたいになってしまって︑あまり偉くな

夏目

はい︒

悪いけど︒

らないのですね︒いまはそんなことはないのですけれども︑特殊

伊藤

フになるんです︒師団長になる人もそういう人です︒技術的なス

な技能職になっている人たちがいるんですよ︒そういう人たちは

一天というのは天保銭即ち陸大出身者︒二は︑表をつくる

のがうまいやつ︒三は敬礼をきちんとする︒その三つがうまいや

夏目

ここ︵スペシャル・スタッフ︶からここ︵ゼネラル・スタ

別の組織ができちゃっているのですね︒

伊藤

つは出世するという︵笑︶︒そんな話はいかんのだけれども︒

いわれていますか？

ッフ︶には上がらないわけですか︒

武田

上がる人はいるのですけれども︑専門家の人たちで︑どう

話で︑たぶん陸上のCGSの話だと思うのですが︒陸にはいま︑

夏目

まあ︑一般的にそうですよね︒

CGSと横並びで技術幹部の養成課程としてTAC

いえ︑初めて聞きました︒

伊藤

専門にこだわっている人はあまりのびないという︒どこの

岡田

夏目

程︶というのがあります︒

しても指揮幕僚課程みたいな人たちが威張っちゃうんで．すね︒だ

世界でもあるのだけれども︒アメリカの野戦軍がそれで︑ペンタ

夏目

え？

ゴンはそうはなっていないのですけれども︑陸だけはアメリカ野

うのをやっているかというと︑技術は技術で育てようという気持

夏目

戦軍の組⁝織をうけついだ・マッカーサー司令部の組織をそのまま踏

ちもあるのかもしれないけれども︑かつては技術を育てようでは

んだん専門職のとれたゼネラルの人間が︑マルチパーパスの人間

襲しているのです︒それは︑予備隊ができたときに向こうの陸軍

なくて︑例えば大学院に行って技術を勉強している人たちと同じ

その話は始めてなのですが︑教育でゼネラリストというお

がつくったからでしょう︒だけど︑海空はまったく新しい組織と

時期にCGSが始まっちゃうんですよ︒行きたくても年次制限が

岡田

しで戦後つくったから︑そういうものではなくて︑総務部の下に

あるでしょう︒例えば︑博士課程をとるためには五年か六年間大

みたいなほうが偉くなっていくというのがあるんですよ︒

総務課があり︑人事課があり︑防衛部の下に防衛課がありという

学院に行っていなければいけない︒その間に一方の人間はCGS

技術課程とか別につくっているでしょう︒どうしてそうい

︵技術高級課

ふうにできているんです︒
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もっと極端にいうと︑陸幕勤務だとか︑こいつはいいなと思った

も︑昔から専門ではない人たちのほうが大きい顔をするんです︒

ょうというこどで人事は苦労してそんなものをつくったけれど

そのためには︑そこを出たらCGSにも匹敵するような課程にし

い︒だから︑そういう人たちは技術で生きてもらおうといって︑

なければならないから大変なんじゃないですか︒面倒くさい︒

伊藤

やるには︑やはり法律改正みたいなものが要るんじゃないですか︒

夏目

佐道

これは何だろう︑法律かな︑政令かな︒みんなガラガうつと

三十年かかったわけですか︒

ないんじゃないの︒

やはり︑一遍できたものというのはそう簡単には変えられ

者はみんな︑幕僚監部の幕僚か︑部隊の指揮官にする教育をする

夏目

伊藤

んです︒あんまり微に入り細をうがった専門教育をしたがらない

の︒なんでこんなにややこしいんだと︒編成とか︑防衛計画とか︑

・を卒業しちゃうんです︒︑そうすると︑CGSへ行くチャンスもな

という癖があった︒それはよくないんじゃないかと︑たぶんそう

そういうのは比較的三部でもって全部やれるのですけれども︑四

むしろ遅きに失したと思います︒僕らもわからなかったも

単に制度が変わるだけではなくて︑人の配置や何かも変え

いうことだろうと思う︒いまはそんな嫉みたいなことはないと思

技官というやつ︒

ていたのだけれども︑それがたまたまこのときにできたので︑こ

しろ日本的な発想で変えたほうがいいというのは前々からいわれ

部なんて装備になると︑四部だけではだめなわけね︒物別の課と

伊藤

技官ではなくても︑情報なんかをやっていると︑例えば︑

か︑そういうところに聞かないと仕事がわからない︒だから︑む

夏目

の時期に意味があったという記憶はまったくありません︒そんな

だってそうですよ︒

一．所懸命やっていて︑その人がいないとできないような仕事をや

こともないと．思うのだけれども︒

うのですが︑どうしてもそういう専門的なこと⁝⁝︒シビリアン

っていても︑その職にいたら専門職でもって上へ行くポストがな

佐道

伊藤

うですね︒総合職みたいなのが偉くなっているというのがあるん

やっているのだけれども︑頭の中にどこかやはりね︒会社でもそ

伊藤

これは結局︑一般官庁型に編成をしたということですね︒

じゃないですか︒そういうところはあるのだろうと思います︒

夏目

そうです︒海空に合わせたということは︑そんなに意味は

ああいう社会をとにかく是正しようということでいろいろ

それはどこの社会でもみんなそうですね︒

浮いては沈みというか︒

夏目

佐道

夏目

うたかたの何とかではないけれども︵笑︶︑浮いては沈み︑

年じゅう︵笑︶︒

年じゅうあるんです︒

でしょうか︒

ということなのですけれども︑そういう機運があったということ

しようという改革案をつくれといってみたりということがあった

この時期は︑陸幕だけではなくて︑金丸さんが統幕を強化

いんですよ︒

夏目

わらず︑それが実現しなかった最大の原因というのは︒

統幕の機能を強化するという機運がいつもあったにもかか

中島
前からそれを変えなければいけないという声があったので

ない︒非常にやりにくかったですね︒向こうもやりにくいですよ︒

佐道

たのかもしれないけれども︑書聖がいやがったんです︒やはり各

最大の原因というのは︑あえていえば︑内局の反対もあっ
ありました︒なぜ変えないんだという︒

幕は自分のところが一番であって︑統幕に権限をとられるという

夏目
夏目

なぜ変えなかったのですか︒

すか︒

佐道
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できませんな︒

向して仕事をしているというのでは︑本当の意味での統合なんて

いの改正ならいいよ︒だけど︑親元に本籍を置いたまま統幕に出

上がらないんですね︒別な言い方をすれば︑統合マインドという
人事権︒

のはありがたくない︒そういう気持ちがあるから︑ちっとも盛り
ものが成熟していなかったんです︒今度の組織ができるとすれば︑
伊藤

合に対する温度差というものがありましたか︒例えば︑海上自衛

最近ようやくそれが実るということになります︒どこまで行くか

隊のほうが陸上自衛隊より反対が強かったとか︑そういったこと

まあ︑人事権も大きな要素でしょうね︒

ったでしょう︒洋服の三つの色を合わせるとパープルになる︒パ

夏目

夏目

ープル族という︒カナダなんて行ってもそうですよ︒あれは統合

せんけれども︒

知りませんけれども︒だけど︑これは何も日本だけじゃないんで

﹁軍なのですけれども︑洋服の色も違えば︑みんな違うんです︒変
な話になつちゃうのだけれども︑カナダ軍は雨の日に傘をさして

どこも同じという︒

各幕とも反対だったというお話ですが︑陸海空のなかで統

よろしいと︑いうことになった︒軍服で︑ですよ︒旧海軍だけは反

伊藤

もっと簡単にいえば︑中央病院ってあるでしょう︒あれ︑

中島

対したんです︒いまは自由なはずだけど︑さす人はいない︒だか

夏目

す︒本当のことをいうと︑世界じゅうそうなんですよ︒いっかい

ら︑ことほど左様に三幕統合は難しいんですよ︒だけど︑私は本

本来は統合機関ですよね︒しかし︑沿革的に陸上自衛隊の病院だ

ったんです︒だから︑予算とか人事権は陸上幕僚監部が持つ︒お

私は︑それは感じたことはありません︒あったかもしれま

はございましたか︒

当のことをいえば︑三幕統合とか統合強化もいいが︑まず例えば
音楽とか医療とか︑そういう可能なところがら統合軍にしたらい

中島

人事権から何から︒しょうがないんですね︑あれ︒予算を

病院の中で︒

医者さんは海上も航空もいるんですよ︒だけど︑統合といっても

くなったほうが医者のためにもいいことだし︒そういうきめ細か

夏目

いと思うんです︒作戦部隊はしょうがないけど︑音楽をどこでや

なことをやればいいのだけど︑なかなかできませんね︒アメリカ

切っちゃわなきゃ︵人事権も切らないと︒今度︑中央病院を薪し

やはり陸上自衛隊が隠然たる勢力を持っていますよね︒﹁

だって最初は戦略軍というのをつくって︑・これは陸海空の枠の外

くするんです︒︑こんな話をしていいのかな︒この四月に起工式が

っても同じなんですね︒医者も同じです︒それより対象範囲が広

に置こうとしたのですね︒だから︑何でもかんでも一緒にすると

をつくることさえまとまらなかった︒なぜか︒金を各自衛隊で分

あって︑何百億の金を使って新しい病院をつくるのですが︑これ

うに話が進んでいるから水を差すわけではないけれども︑できる

担せよというのですが﹁人事権もないし︑何もないところへなん

いうとどこかに無理があるから︑まあ︑いませっかくそういヶふ
ところがらやったらいいんです︒統幕だけを強化しようとしても

で金を出すんだ︒そんな金があったら︑航空機や船をつくるよ﹂

佐道﹁金を出すのなら︑口を出させろ﹂ということになりますね︒

何もならないんだから︒統幕会議で各自衛隊に不利な決定をしょ
そうなんですか︵笑︶︒

夏目

ということになるでしょう︒
武田

それは当然そうなるでしょう︒

うとなると︑事前にそちらに漏れちゃうんです︒
伊藤

ば︑そんなことはいつぱいあるんですね︒

そうそう︑それはあたりまえなんです︒細かなことをいえ

夏目行っている人だって親元があるから︑親元と縁を切るくら
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伊藤

と︑私はシビリアンなんていうものの存在価値はグンと低下する

昔と同じでね︒そういう意味では︑統幕でがっちり一枚岩になる

中央病院というのは組織的にはどこにくっついているわけ

ですか︒

と思います︒既に低下しかかっている︒どうしてかというと︑昔

合以外の予算はきちんとつくでしょう︒今何が重要かというと︑

防衛庁長官にぶら下がっています︒

本当に統合は難しいですよ︒まず統合幕僚監部というのは一緒く

部隊の運用なんですね︒やれイラクへ行く︑災害派遣だ︑やれ不

と違うんです︒昔は予算と人事なんです︒それと国会の野党対策

たにして人事権をどこか一ヵ所で持つということにすればできる

審船だと︒そのとぎにすぐ部隊を動かす︒そうなると︑そういう

直接︒

かもしれませんけれども︑それぞれの自衛隊がそれぞれの予算と

ものの専門家は制服じゃないとできないんです︒そうすると内局

みたいなことをきちんとしておかなければ自衛隊はもたなかっ

人事を持っているという形では本当の統合はできませんね︒私は

の出番はなくなるのです︒知識も経験もないから︒そういう勉強

たしかそうじやないですか︒間違っていたら⁝⁝︒

防大に何年かいて︑学生があそこではまさに統合されて︑同じ飯

をして蓄積していればいいのだけど︑していないから︒いままで

た︒その時期はシビリアンの存在価値があったけど︑いまは予算

を食って一緒にやっているのだけれども︑卒業して何年かたつと︑

予算の切った張ったばかりやっているから︒どうしても隔靴掻痒

でも実態は︒

同期生でも制服の色が違う同期生と合うチャンスというのはずっ

の対応しかできなくなつちゃう︒制服でないと夜も日も明けない

とかそんなものはある程度ル﹂チンになってしまって︑特別な場

と希薄になつちゃう︒同じ仲間としか会わない︒それが何十年も

ような仕事がふえてきた︒そうでなくても内局の地盤沈下がある

陸上幕僚長の統制を受けるかたちになっている︒だから︑

たったら別の人種ですよ︒︑会えば︑﹁おう﹂とはいえるのだけれ

ときに︑ここでまた統幕の機能強化だとか︑統合強化だとかとな

れの自衛隊の色というのはなかなか溶けにくいですね︒戦争観か

に運用局なり運用課がございます︒統幕の強化が進んでいった場

中島．いま先生のおっしゃったお話と関連しまずけれども︑内局

ると︑ますますなくなると思って見ているのですけれども︒

ら何から違いますでしょう︒だから︑ある程度しようがないので

合︑直接影響を受けていくということになるのでしょうか︒

なるでしょう︒今の運用局をつくるときに私はもうやめて

夏目

内局の方からすると︑統幕の存在というのはどういうもの

佐道

いましたが︑防衛庁から運用局をつくるという案を持ってきてど

いま防衛局が防衛庁のほとんど権限を握っているような︑あの局

うかというから︒﹁運用が大事になってきた時代︑部隊運用の時

楽をしてしまうんです︒これは要するにデイバイド・アンド・コ

の権限を剥奪してでも運用局をいちばん大事な局に育てるような

これはまた︑私はあえていやなことをいうと︑いまいった

ントロールという︒それぞれが一致団結してしまうと非常に強力

ことでないとだめだよ︒要員の教育を含め優秀なスタッフを集め︑

夏目

になる︒それがバラバラでお互いに敵視しあっている問というの

局長には︑必要であれば年次も高くて実力のある人間を持ってこ

代になってきたのだから︑︑つくるのはわかる︒つくるのだったら︑

はコントロールしゃすい︒﹁三国志﹂の世界みたいなものですよ︒

ような統合とかそういうことができなければできないほど内局は

になるのですか︒

しょうけれども︒

﹁局あって省なし︑省あって国なし﹂というのと同じで︑それぞ

ども︑べったり陸上自衛隊の垢が付き︑海上自衛隊の垢が付き︒

夏二君無記
目道目藤目
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るよ︒そうやるのか﹂といったら︑﹁そういうふうにするつもり

みたいな仕事しかできなくなってしまうのでは鼎の軽重を問われ

た防衛局の下風に立って︑幕のいうことをハイハイとやる伝声管

いρそういうふうなことをしなければ︑運用局をつくっても︑ま

いうことであれば︑べつにどちらが優位になるとかないとかという

れはそういうことではなくて︑．それぞれの立場で大臣を補佐すると

めないでもない︒それがよくないのだと思うけれども︑しかし︑そ

になつちゃうんです︒そうすると︑ちょっと下風に立つみたいに読

前から︑中央指揮所いう︑ 指揮シズテムをきちんとしなけ

中央指揮所ってあったかな︒これはいつできたの？

ればならないと︒

佐道

■中央指揮システムの改革

の動きがよく理解できないですね︒︐

ことではないのだけれども︑ことさらに今年から防衛白書からそう

⁝⁝︵笑︶︒

だ﹂というから︑﹁それならいいだろう﹂と︒つくったら︑ちっ
中島

ハハハハハ︑遠くて見えませんって︵笑︶︒

いう文言を消すというから︑何を．考えているのかなと︑私には最近

伊藤

私はだれにでもいっているから︑それは私の持論だからべ︑

ともやっていない︒そう私は見ているのだけれども︑どうですか︒

夏目

つに隠す必要はないと思うのですけれども︑そう思うんです︒多
分いまでも防衛局長がいちばん大きな権限を持っています︒で︑
運用局なんていうのは何をやっているのかなと思いますよ︒実際
は幕がみんなやつちゃっているんじゃないかな︒そういう気がす
るのですけれどもね︒これが私の杞憂ならいいのですけれども︒
そうなると︑つい最近新聞に出ていたように︑内局の局長に制服
をもってこようが︑そういう発想になるんですね︒そのいちばん

これはまだ委員会なんだろう︒整備するための︒
そうです︒

これはこの時期にできたの？

はい︒ちょうど︑﹁ミグの事件でもこういう指揮系統がし

っカりしていな︑
カつたのではない︑
カ︒だから連絡等々もうまくい

かなかったのではないか﹂ということが議論にあげられて︑こ︑つ

最初にもってきそうなのは運用局かも湿れない︒

伊藤

いうのが設けられたということになったのですが︑ ご記憶には︒

下のほうに実力があれば︑そこから引き上げてくるという

のがいちばんスムーズに物事が進むのですからね︑たしかに︒

だけなんです︒シビリアン・コントロールというのは政治が行なう

新聞が書いているだけで︑法律にある条文をそのまま引用している

ていた︒防衛白書に内局の優位性なんて書いてないんです︒それは

防衛白書から内局の優位性を消すとかいって二︑三日前に新聞に出

行っていますよ︒今の局長に制服をもってくるというのもあるし︑

です︒私も何回か災害派遣のときにそういうものを実際に設けだ

もちろんそれほど極端ではないけれども︑たいした設備はないん

で︑いってみればゼネコンの現場の事務所みたいなものです︵笑︶︒

は会議室みたいなのがあって︑電話やボード等が置いてあるだけ

と各幕に各々作戦指揮所というのがあるにはありましたが︒それ

・とにかく防衛庁の中央指揮所というのはなかったんですよ︒統幕

あるのだけれども︑ちょっと時期が︒この時期だったかな︒

のだとはっきり書いてあって︑内局が行なうなんてどこにも書いて

り︑そこへ行って仕事をしたことがあるけれども︑なんていった

夏目

いない︒ただ︑いま・の法律の条文として︑各省そうなのだけれども︑

って情報はテレビなどマスコミのほうが早いんですよ︒それはや

最近の動きを見ていると︑防衛庁はみんなそっちの方向へ

事務次官というのは省を統括するという︒これもあたりまえなんだ

むをえないにしても︑こんなことで戦争ができるかなと思ったこ

夏目

よね︒そうすると︑自衛隊の場合は陸上自衛隊の隊も総括するよう
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が待機していて︑いまソ連の飛行機がこういう方向で走ってきて

いうものがあるんです︒それはどこの飛行場にはどういう航空機

なものがある⑩それから︑航空自衛隊のレーダーサイトにはそう

るか︑待機状況はどうだと︑そんなものがいっぺんにわかるよう

のが備えられて︑どこそこにどういう自衛隊の船が配備されてい

て︑瞬時にしてパッパッパッと全国の状況を曲目できるようなも

す︒ちょうどそのころできたんです︒これは︑スクリーンがあっ

衛艦隊には自衛艦隊の作戦指揮夢みたいなところができたんで

こである程度指揮を取れることが必要だろうといわれて︑それが

は電話ですぐ連絡がとれるような程度だったのだけれども︑あそ

て︑総理官邸にそういう情報指揮システムが必要だろうと︒最初

合安全保障会議というのができるんですよ︒そのときの理論とし

ないのだけれども︑五十五年の十一月に国防会議が改組されて総

夏目

な︒

佐道

夏目

伊藤

首相官邸にも危機管理センターみたいなものができたよう

災害派遣でも何でも役に立つと︒

これは防衛出動なんかの場合にも役に立つと︒

ってつくったんです︒防衛庁の本館の裏につくった︒

いるとか︑ほかの飛行機はどうだとか︑そういうのを瞬時にして

総合安全保障会議に発展していくわけです︒だから︑たぶん同じ

とがあります︒あるときに︑横須賀の自衛艦隊を見に行った︒自

見ている設備があるのです︒だから︑そういうのは陸海空の中で

の指揮命令がすぐ末端の部隊に届くようなものが必要だといわれ

統合して全部のやつがその場でわかるようなもの︑それから中央

夏目

伊藤

うん︑そう簡単にはいかないのだけど︒それを︑陸海空を

だけど︑これは難しいでしょう︒

夏目

伊藤都ですか︒

夏目

佐道

ああ︑それは東京都でしょう︒

立川にそういう管理センターか何か︒

うのやっというのは私の記憶にはないですけれども︒

ころにそんなことがあったかもしれませんね︒ちょっと官邸のほ

それもちょっと後だと思います︒詳しくはちょっと記憶が

はあるのです︒いちばん粗末なのは陸上自衛隊なんです︒

ていたのだけれども︑いよいよそれをやろうということになって馬

会がこれなんです︒だから︑そういう組織をつくるというのでは

むしろそういう施設が必要なわけですね︒その施設をつくる委員

けれども︑あったんです︒あそこは自衛隊の飛行場もあるし︑ヘ

いろできると東京都が構想したのは︑できたかどうか知りません

いう時一緒にやられてしまう︒立川に置いといて︑あそこでいろ

東京都の災害何とかセンターが都心にあったのではいざと

それには場所をつくらなきゃいけないんですよ︒組織よりまず︑

なくて︑そういうハードウェアをつくるための委員会です︒それ

まるのです︒相当金をつぎ込んでできたのが無駄になつちゃった

リコプターも飛べるし︑広い地積があるからということでしょう︒

わけです︒

で︑その後何年かたってそれができたんです︒六本木の防衛庁の

そのまま移転というわけにはいかんのですか︒

ただ︑非常に残念なことは︑指揮所ができてすぐ市ヶ谷移転が決

伊藤

伊藤

ああいうところが少しもったいないといえばもったいない

地下四階くらいのところに︒

陸海空それぞれがいまどんな状態になっているかということが一

夏目

では︑いまは向こうに移転したということですね︒それは︑

目瞭然に︒

夏目

ですね︒

同時に︑耐震︑爆撃にも耐えるように地下深く潜って︑ほ
かのところがら遮断できてある程度独立で仕事ができるような︑

佐道

それは大規模な災害のときにも使えるという話でしたけれ
そういうものをつくる必要があるということで大々的な作業をや
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それは次官のお仕事︒

とか課長とかはやらない︒

まあ全部︒どういう人をやらないかというと︑内局の局長

伊藤

夏目

夏目

そういうときは使っているのではないですか︒r私はもう知

りません︒やめてからは見たことがないから︒六本木のときは︑

いや︑それは官房の仕事になっているんです︒だけど︑例

えば付属機関なんかに出ている事務官がいるじゃないですか︒そ

夏目

そういう防衛庁の指揮所と官邸との関係というのはどうい

なければいかん︒あそこで関係閣僚が集まって指示すればいいよ

かいろいろなところがら情報が来るでしょう︒それをまた指示し

うでなくてむしろ災害派遣で国土庁とか海上保安庁とか建設省と

伊藤

夏目

まあ︑だいたい︑私のころは課長以上でないといなかった

でも︑全部課長で来るのですか︒

課長とか局長の調整はみんな官房でやるから︒

ば大蔵からずいぶんだくさん来ているはずですし︒

そういう調整というのもかなり大きな仕事になりませんか︒例え

防衛庁自体は声内局はあちこちと出入りがあるわけですね︒

うにする︒関係の局長が集まって︑別室で待機していろいろ検討

夏目

伊藤

ういうのはみんな人事局長の主管です︒

する︒そういうことができないと︑縦割りで︑またそれぞれの役

んじゃないですか︒課長︑局長くらいしかいなかった︒昔は確か

官邸というのは︑戦争のときもそうでしょうけれども︑そ

所を戻ってやるということでは間に合わないということで︑官邸

人事といいましても︑陸上自衛隊︑海上自衛隊︑航空自衛

実質は各幕の人事部がやるんです︒

隊︑それぞれの人事というものは︑実質はどこがやるのですか︒．

伊藤

ていましたから︒半分くらいは各省からの応援でしたからね︒

にいましたよ︒自衛隊創成期のころはいろんな省庁から応援に来

それと︑防衛庁のそれとが直結していなかったらまずいわ
もちろん︒

けですね︒

夏目

わかりました︒五十三年十一月に今度は人事教育局長にお

■人事教育局長に就任
伊藤

なりになるわけですけれども︑先ほどのお話ですど︑人事教育局
といっても︑実際は人事局長ですね︒教育は教育担当の参事官が︑

それを持ってきて︑﹁まあ︑よかろう﹂と︒

だから意味ないこ之をやっているんですよ︒
意味ないんですか︒

まあ︑私は意味ないと思っているからね︒ということは︑

といるわけじゃないですか︒私はその全部を知っているわけでは

制服の人︑ 陸だけで辻芸万で︑幹部だけでも何万とします︒何万

う重ん︑重要な問題なんてあったかなあ︵笑︶︒

ない︒

制服ですか︒

二九というのは曹士の人事をやっています︒三課というのはシビ

夏目

人事一課というのは幹部自衛隊をやっているんです︒人事
それと︑内局というかシビリアンの人事のほとんど大半︒

リアンの人事をやっています︒

伊藤対象とする人が何万もあるわけですか︒

アハハハハ︵笑︶︒人事局は何の人事をやるわけですか︒

当然先生の後任がいらっしゃるわけでしょうから︒

夏伊夏伊夏
目藤目藤目

伊藤

にそういうものを置くことになったのです︒

夏目

うふうになるのですか︒

伊藤

やめるまでに何回か入ったことはありまずけれども︒

ども︑例えば阪神淡路大地震とかそういうときに︒

ρ

では︑全部みたいなものですね︒
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伊夏伊夏伊夏
藤目藤目藤目

夏目

伊藤

兵隊さんの場合は採用とか退職くらいしがなくて︑直接は

そうすると︑本当の兵隊さんを除けば︒
伊藤

そうですが︒やはり一種の陳情︒

それはいくらでもあります︒

から︒

誰かの話を聞いたら︑ほかも聞かなければならなくなつち

そんなものは一切無視していますけれどもね︒きりがない

それは各幕でやるわけですね︒

伊藤

夏目

伊藤

もちろんそうです︒だけれども︑募集とか採用とかは人事

見ていないのだけれども︒

夏目
佐道

ゃうから︒

は︒人事三課は文官の採用や給与までやっているんです︒人事一

で︒

二課がみんなやっているんですよ︒そういうことの枠組みづくり
課というのは幹部であって︑幹部の︑昇任とか︑配置換えとか︒

夏目

制服のほうは︑幹部のかなり上のところまで先生のところ

しかし︑そうはいっても︑そのほとんどは各幕に任せていました︒

将にだれが昇任するかというくらいのときであって︑それ以外は

伊藤

多いですよ︒そんなの見きれないでしょう︒顔も知らない

それでもかなりの数になるわけですね︒

伊藤

局長は亡くら判ですね︒課長はどうやっているか知らない

では︑轟くら判︒・

正直いってあまり関心なかったですね︒

まあ︑私が神経を使ったのは︑幕僚長にだれがなるとか︑

二佐くらいから上をみたのかな︒

夏目

夏目

けど︒わからないもの︒各幕の人事部のほうもよく知っているん

人の人事なんか︑私は興味ないですしね︒だから︑持ってくれば
︵判を押す︶︵笑︶︒だけど︑なかにはやたら人事が好きな人がい

だからね︒組織を強くしょうという気持ちはだれしもありますか

伊藤

そういう人がいるんです︒人事の好きな人がね︒

あんまり個人的な趣味でやられても困るなあ︵笑︶︒

まあ︑それはそうですね︒

ないとなったら︑これは組織のおわりで︒

あ︑ほとんどないです︒だから︑そんなことまで心配で信用でき

るんですよ︒﹁あれはどうなった？﹂とかね︒

夏目

へたなことをして︑恨まれたりしたら大変ですしね︒

伊藤

ち︑えこひいきだとか︑いかがわしい人事をやるというのは︑ま

佐道

なかには︑本当のそのへんは︑二佐とか一佐くらいまでは

いは将補くらいの方でしたら︑そのくらいのレベルの方でしたら︑

夏目

やはりちょっと神経を使うときがありますよね︒いろんなバラン

それは皆さんご存じの方ですね︒

幕僚長もぞうだとすると︑各幕の部長クラスとか︑将ある

スをみたり︑適任かどうかというのはいろんな人の意見を聞かな

夏目

佐道

いといかんし︑変に色で染まって︑先輩が好みでもって判断して

したとか︑昔付き合ったとか︑知っています︒それから︑写真を

いいのですけれども︑将とか幕僚長にだれをするとかとなると︑

いることもあるでしょうからね︒そういうことのないようにネガ

見たり経歴を見たりするけれども︑いくら見てもいい玉か悪い玉

ああしろ︑こうしろと︒まあ︑幕僚長にしろとか︑そういうのは

夏目

伊藤

あっても聞かない︑そんなもの︒それはいろいろ来ますよ︒

政治家が絡んでくるということはあまりないですか︒

佐道

夏目

佐道

いやいや︵笑︶︒

人相でやられたら︑だいたいこちらがだめになつちゃう︒

人相でやられたら︵笑︶︒

かわからないですね︒人相で判断するわけにはいかないです︒

将になるような人くらいは知っていますよ︒どこかで話を

ティブチェックはします︒

ないですね︒あいつを早く一佐にしろとか︑そんなものですよ︒
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伊藤

人事というのはあまり深く介入してもいかん︒そうかとい

それはどうかな︵笑︶︒

夏目

工夫ができるというような︑そういう仕事ではない︒
宮永事件があったんで

そんなものはないです︒むしろ私のときにいやだったのは︑

夏目
って︑あんまり無責任なことでもいかん︒俺はちゃんと関心を持

す︒やはりこういうのは人事局所管ではないとはいえない︒

伊藤

これはかなり大きな問題だったわけですよね︒八○年︑五

では︑ちょっと先に宮永事件のことを︒

■宮永事件

って見ているぞというジェスチャーは必要︒だからといって︑あ
れこれいうのはあんまり好ましくないと思う︒だれか昔の人がい
みんながいいと思っている人を推すのがいちばん無難なんですよ

佐道

ったけど︑平時の人事というのは凡なるをもってよしとするで︑
ね︒戦争のときは別です︒

十五年一月に︒

たのです︒何か匂いがあったのかどうかは知りません︒私は少な

人事を決めるときの判断材料として︑周囲にいる人たちの

中島

夏目

夏目

くとも寝耳に水でした︒これはちょっとしたエピソードがあって︑

私はたしか人事局長だよね︒これは突然︑全然知らなかっ

意見に耳を傾けられたり︒

直いって︑私より知っているのはいないと思っているから︒私も

私が総理官邸に行って︑たしか統幕議長だったと思いますが交替

周囲にいる人といっても︑内局なんか知らないからね︒正

知らないけれども︑もっと知らないと思う︒各省から来ている人

佐道・宮永さんの直後ですか︒

人事の説明をした日でした︒

そうしますと︑判断されるときは︒

なんて︑もっとわからない︒
中島

夏目

五十四年八月に竹田さんがなっています︒

たしか統幕議長か何かが︒﹂月に宮永事件の逮捕なんでし

各幕のいうことを聞くのがいちばん︒ちょっと心配だった

ょ・つ︒

夏目

ら︑一人ではなくて︑別のだれかに裏をとるとか︑そんなくらい
のことはするけれども︒だけど︑人事部長を立派な人がやってい
れば︑そんな心配はまずないと思う︒いかがわしい人事部長がい
たら︑それはこちらも用心するでしょケけれども︒だから︑人事
人事部長とは︒

部長がどんな人か見きわめないとね︒
佐道

そのあとは︒

そのあとはしばらくかわっていません︒

翌年二月に矢田︵次夫︶さん︒

ああ︑それだ︑矢田さんの人事だ︒要するに閣議了解の人

事なんですよ︒統幕議長の人事案件があって︑ 官邸に閣議の前の

をとって帰ってきた︒ そうしたら一当時の一旦理次官が︑﹁ちょっ

年じゅう会っているから︒だから︑そこは大事だと思うの
人事教育局長ですけれども︑教育は関係ないのですね︒

と来てくれ﹂ というんです︒行ったら︑﹁おい︑ばれたよ﹂とい

夏目

関係ない︒教育参事官に任せてある︒

うんです︒ ばれたって︑私はてっきり矢田議長の人事が事前にも

事前了解を求めるのですね︒ 説明をして了解を求めて︑オーケー

お任せ︒

れたのかと思ったんです︒ 話がちょっと合わなくて︑﹁え？﹂と

ですけれどもつ

だから︑人事局長の仕事はたいしたことないのですね︒

いったのが︑ 宮永事件︑スパイ事件の発端なんですね︒新聞記者
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夏佐伊夏武
目道藤目田

あんまり気持ちのいい仕事ではないですね︒建設的で創意

伊夏伊夏雲
藤目藤目藤

がスパイ容疑なんて︑私の経験では初めてですよね︒そのときは︑

ッと出るんですよ︒これはえらいことだなと思って︒現職自衛官

というのでね︒そうしたら︑七時のニュースか何かでパッパッパ

の外にね︒で︑﹁いや︑そんなんじゃないんだよ︒秘密漏洩だ﹂

が来てウロウロしている︒私の部屋にも来ているんですよ︒ドア．

ですからみんな帰るわけには行かなかったんじゃないですか︒

した︒それで︑次官以下をみんなうちへ帰しちゃった︒そんな時

覚えがないな︒ともかく話をして︑きょうは来ないということに

陣が控えているでしょう︒あのときは警察だったか検察だったか

るのならば静かにやってしまいたい︒ところが︑もう多くの報道

帰らない﹂と︒防衛庁に在室を示すサインがあるでしょう︒みん

﹁絶対にだめだ︒あんた方がいたら︑新聞記者も疑っているから

ことになって︑それからてんやわんやの大騒ぎになったのです︒

な︑あれを消して帰ってもらった︒飲みに行ってもいいから︑と

矢田さんの議長がばれたなんて笑い話をしていたらとんでもない

これはたしかNHKがすっぱ抜いたんだよね︒

にかくどこかへ行ってくれと︒そうして皆帰しましたが︑私は主

どこからすっぱ抜いたのですか︒

伊藤

警視庁か検察に確認したわけです︒﹁きょうは来ない﹂と︒﹁いつ

管局長だから残っていてもいいだろうと一人残りました︒そして

警視庁は︑それでやって防衛庁には全然直には連絡しなか

夏目．これは警視庁ではないでしょうかね︒

伊藤
夏目

十二時過ぎてからやることは間違いないな﹂と念を押した︒﹁そ

るかわからない﹂と︒暗に払暁という感じなんですよ︒﹁時計が

うはやめておきましょう︒そのかわり︑あしたになったらいつ来

来るのか﹂といったら︑﹁そんなことはわからない︒まあ︑きょ

ろへは情報がきていなかったのですね︒私は寝耳に水みたいなこ

れは間違いない﹂というから︑よしわかったと︒新聞記者に︑

った︒

とだったのですが︑さっきの亘理さんの話ではないけれども︑

一部どこかにはしていたのかもしません︒それが私のとこ

﹁ばれたよ﹂というのは︑どこかで知っている人がいたのかもし

いっぱい来ているんですよ︒こんなのを絵にされて︑いまは役所

いっか︒あれはテレビで絵になるでしょう︒テレビ局のカメラが

しね︒とにかく私がいちばん気にしたのは︑防衛庁の家宅捜索が

ワイいってくるし︑収拾がつかない︒状況はよくわからないです

て︑家宅捜索が入るとかいうような話になって︑新聞記者はウイ

スで知ったのがはじめですから︑その夜︒それから大騒ぎになっ

守備範囲なので︑これは大変だということで︒夕方七時のニュー

になってから︑これは規律違反の問題だからまったく人事局長の

とかというときには何らかの予兆があるんですよ︒そういうこと

クリセーターで記者会見をするとは不謹慎と︑全国から投書が来

出勤して記者会見に臨んだんです︒だいたいこの重大事件にトッ

のだから︑とっくりセーターか何かを着て︑その上へ背広を着て︑

れました︒だまし討ちだとか︒しかも︑たしか休みの日だったも

夏目

佐道

夏目

きようではなかったわけですよね︒

嘘はいっていないんですよ︒

と︵笑︶︒

伊藤

しかし︑そうはいっても次の日に記者会見でガンガンやら

からやって来た︒それで結局は絵にはならなかった︒

サーッと帰っていった︒それから三十分もたたないうちに︑裏ロ

﹁きょうはない︒俺の首をかけていうから﹂といったら︑みんな

に検察庁がガサ入れるということはあたりまえになったけど︑当

れないですね︒それはわかりません︒だけど︑通常は逮捕とか何

時は役所の家宅捜索なんかなかったですからね︒これは自衛隊員

るんですよ︒

まあ︑嘘をついたわけではないですね︒﹁きょうはない﹂

何十万の士気にもかかわるなと︑こんなものは見せたくない︒や
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夏目

佐道

大変でしたよ︒その次は責任問題で七よう︒どこまで責任

来るのがおくれたらおくれたで︑また文句をいわれる︵笑︶︒

追っていくと︑陸上自衛隊も一人か二人しかいないですね︒これ

の責任を追っていかなければならない︒しかし︑ラインの責任を

ょう︒次官もやらなきゃいかんですよ︒大臣︑次官というライン

はちょっとおかしいじゃないかと︒こうい・びのは少し派手にやっ

を追及するかというのがあるんですね︒彼は相当長い押回にわた
ってやっていますからね︒そのときの直属上司というのは︑その

一同 アハハハハ︵笑︶︒

一生に一度はじめてのことですがね︒

夏目

伊藤

賞もあるわけですね︒

賞罰も人事局です︒

賞罰も人事局長なんですね︒

くらい神経を使うんですよ︒

て反省の意をあらわしたほうがいいと︒邪道なのですけれどもね︒

息子さんの親孝行が⁝⁝︵笑︶︒r

伊藤

そのときも少し広げて︑私もいいですよ︒やりましょうといって︑

佐道

そう︑無駄になつちゃった︒それでとっくりセーターを着

夏目﹁善行賞とか︑功労賞とかありますよ︒みんな任せています

後幕僚長になったり︑なろうとしているのがいるんですよ︒これ

夏目

けれどもね︒

案外理屈ではないんですよ︒とにかく内局も処分されたというこ

ていったといわれたのでは合わないと思うけれども︑とにかくそ

昔みたいに金鶏勲章みたいなものはないでしょうけれども︒

をどうしたものか︑あのときは本当に苦労しましたな︒たぶん一

ういうことがあって︒そのあと新聞記者は夜中でも何でもうちへ

伊藤

勲章も人事局ですよ︒年をとったOBの人の勲章も︒

とで︑多少制服の顔を立てるようなところがありましたね︒その

来ますしね︒いまでも思い出すけれども︑名台詞があるんですよ︒

夏目

それの申請といいますか︑あれもそうなのですか︒

月の寒い時期ですね︒私は本当は︑そのとっくりセーターの日は

風邪をひいて寝ていたら︑本当に風邪かと部屋までのぞきに来た

伊藤

宮永事件というのは︑突発的ではあるけれども︑人事局長

息子が私に温泉旅行のプレゼントをくれたんですよ︒いまだに︑

記者がいた︒私の寝ている部屋に︒本当に寝ているわけですよね︒

夏目

当の病気は俺じゃない︒防衛庁だ﹂と︵笑︶︒本当にひどい目に

夏目

伊藤

憲兵が調べてわかっていれば事前にわかったのだと思づけ

昔の軍隊にあった憲兵みたいな︑そういう︒

としてはおまけでしたね︒

﹁病気はいかがですか﹂とおざなりみたいに言いやがるから︑﹁本
あいましたね︒それで私も処分を受けたのですから︒

伊藤

夏目

全然知らないです︒

宮永さん自身を先生は︒

みんな処分を受けましたよ︒上司も︒

夏目

佐道

夏目

警務隊は人事局の専管部隊なんですよ︒専管部隊というと

それは人事局についているものですか︒

そう︒

伊藤警務隊というのが昔の憲兵にあたるわけですか︒

れども︑わからなかったのでしょうね︒憲兵というか警務隊がね︒

ほかに宮永事件に関係されたのは︒その当時の上司の方も

夏目

知らないのですか︒人事局長としてはどういう責任がある

中島

伊藤

変だけれども馬もちろん陸上自衛隊だけれども︑事柄によっては

処分を受けられたのですか︒

のですか︒

すぐ人事局に報告される︒

規律違反でしょう︒正直いって︑私は責任があるかどうか

夏目

伊藤

では︑そこでは全然キャッチしていなかったということで
わからないんです︒だけど︑制服の人たちの監督責任があるでし
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夏目

たら︑時間がたったら︑こっちもおかしかったというのが出てく

ときはここまではわかった︒じゃあ︑こちらの人はいいなと思っ

夏目・．そう︒ところが正直いいますと︑調べているうちに︑その

それは宮永さんの上司だったということですか︒

は無理ですよ︒警察のように金を使っているわけでもないし︑何

るんですよ︒全部になつちゃう︒なかなか難しいですね︒

伊藤

もないからね︒ただそういう職種をしているだけで︒だから︑予

相当長期にわたってやっていたということですか︒

すね︒

算も人事も情報網も十分ないでしょう︒投書でもあったり︑そう
伊藤

そう思いますね︑何も聞いていないから︒うちの警務隊で

いうものがあって調べるのはできるけれども︑何もないところが

長期にわたるから︑そのときの関係上司もふえるんですね︒

ックすればいいんだけど︑その直前までいた上司は免れていたの

夏目

は︑アァターファイブでやっているぶんにはなかなかっかめませ

に︑後で調べたらこっちもあったというのがありますからね︒

ら匂いをかいで︑怪しいそなんていうところまでかぎだす能力は

んよね︒だけど︑警察はそれに対してソ連大使館の連中をチェッ

伊藤

普通は︑一年置か一年半さかのぼって︑そのときに上司からチェ

クしていますから︑そいつと付き合ったやつを見ていればすぐ追

けにはなかなかいかないでしょう︒

ないですよ︒ソ連の大使館の連中と飯を食っているなんていうの

いかけられるけれども︑うちはそんなことをやっている暇はない

夏目

いかないからね︒たしか︑あのときは亘理次官と防衛局長

だけど︑一遍処分を決めたら︑それをさかのぼるというわ

ですから︑それは無理で．しょうね︒

の監督︒機密というのは防衛局の所管ですから︑防衛局長と次官

実際にどの程度の機密が向こうに渡ったかとか︑なぜこう

を決定するから︑ちょっと調子悪いからひとつつけておいただけ

伊藤
それはずっと調べました︒

です︑痛くも痒くもないしね︵笑︶︒

と人事局︒人事局は本当は関係ないのですけれども︑私が処分案

夏目

それは防衛庁としても最終的にはわかったわけですか︒

いうことになったかということの経緯は︒

伊藤

わかったと思いますよ︒私も記憶にないけれども︑どんな

実際にこういうことで痛いというのは︒

夏目

ものを持ち出したかとか︑どういう接触の経緯があっ．てと︒あの

ときの相手はたしかコズロフとかいう︒ソ連の武官か何かでしょ
う︒手を替え品を替え︑あちこちのレストランか何かで会ってい
た︒だから︑旧ソ連時代の大使館の連中とは飯を食うのも自粛し

若い人は痛いでしょう︒

あとあと付いてまわるということですか︒
賞罰というのがっくからね︒
訓戒というのも︒

なれなかったようなことがあったような気がするな︒覚えはない

司の人事なんかに多少影響したんじゃなかったかな︒なれる人も

が普通だったのだけれども︑やっていたのですね︒そのあと︑上

みにはまる可能性があるということで︑そういうことはしないの

を持たれてもいかんし︑だんだんおごられたりしているうちに深

佐道

伊藤

内局の次官とかそういう方もやはり一応責任をとるという

アハハハハ︵笑︶︒いやあ︑退職金に影響でしょう︒

だから︒

そんなのは痛くも痒くもないわけですよね︒どうせすぐやめるん

のかな︒だけど︑指定職になっているような次官とか局長なんて︑

ーナスにも影響するんです︒特別昇給なんか一回ぐらいなくなる

訓戒はつかないですよ︒たしか戒告からつくんですね︒ボ

けれども︒

ていたんですよ︒そんなことをする気がなくても︑そういう疑い

心心夏伊是々
目道目藤目藤
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形にしないと︑いろいろ︒

夏目

外務省も防衛庁と同じところがあるね︒そういうことをや

をつくるのはこちらでしょう︒制服だけを処分して隅文官は関係な

関係ないんですよ︒だけど︑バランスということもあるし︑処分案

となんですよね︒やはり金をもらうとだめなんですよ︒最初は一

関係ない︒あたりまえのことですからね︒普通の人はやらないこ

ども︑秘密保全の心得とかを決めたようだけれども︑私には直接

ったり︑同じ職に何年もつけないとか︑マニュアルじゃないけれ

いよというのは︑法理論上は通るかもしれないけれども︑人情的に

杯飲んだりして︑ご馳走したり︑秘密ではないような一般的な資

自衛隊の組織というのは︑本当のことをいうとそんなのは

通らないのですね︒それと︑記者会見なんかをしても発表するのは

料を持つでいって喜ばれて︑五万円とか十万円もらって︑﹁こん

夏目

私ですからね︒﹁なんだ︑片手落ちじゃないか﹂なんて︑やりにく

ちゃうんです︒途中でやめると︑﹁ばらすそ﹂というような︒当

なのがあるといいな﹂とお金をもらうと︑もう逃げられなくなつ

毒がってねρ本当は気の毒でもなんでもないんだけど︑﹁私もやら

時のソ連は何をやったかわからないですからね︒

いじゃない︒そのときに︑﹁私もやられた﹂というと︑相手も気の
れました﹂というと︑あんまり深く追求しないんですよ︒

伊藤

盗聴装置をしかけたり︑本当に危ないです︒

いろんな事件がもっとたくさんあっていい︒

この事件のあと秘密保全体制検討委員会というのが設置さ

夏目

それにしてはずいぶん事件の数としては少ないと思います

佐道

伊藤

ですけれども︑だれに配布したものからとったかわかるようなコ

ナンバーのどれからとったかわかるように︒普通はわからないの

夏目

佐道

なったと思いますよ︒いまは︑コピーをとってもすぐ資料

全般的に機密保全についてはかなり厳しくなったと︒

になるかも︒

ますよっというのは︑海原さんなんかは︑あれは秘密保護法違反・

夏目

のがいっぱいあるということではないですか︒

伊藤

佐道

だから︑結局はわからないでそのままになっているという

秘密保護法もないこの国で︑そのわりには少ないですよね︒

れて︒

夏目

けれどもね︒

ピーとかね︒それと︑秘密文書が何万件とあるから︑たいしたこ

そうですが？

それが宮永事件の対策の話ね︒．何をやったか記憶がない︒

それは主として防衛局が担当する委員会でしょうからね︒

とないのは秘密解除にしてしまえと︒いたずらに罪人をつくるよ

伊藤

武田

そうか︑スパイ活動だ︑︵笑︶︒全然意識していなかったなあ︒

冷戦のあとはわれわれですね
︵笑︶︒

政策研究大学院でしゃべっているんだから︒

あるでしょう︒潜在的なものはもっとたくさんあると思い

うなことはやめようじゃないかと︒

秘密文書をいっぱい個人的に持っているんだもの︒それで

そうですよ︑どんどん秘密解除してほしいですけれどもね

夏目

佐道

あれは︑解除するのに手続きが面倒だと︑解除しないで置

︵笑︶︒

伊藤

防衛庁は何でも秘密にしたがるんですよ︒愚にもっかない

いておくのですね︒

夏目

防衛庁だけではなくて︑それは外務省でも何でもみんなそ

われわれは有罪だな︵笑︶︒

スパイ防止法はありませんから︒

・スパイじゃないからね︒秘密保全はもらしたやつが悪いの
だから︒
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ものを︒

伊藤

う．だな︒

夏佐伊佐
目道仁道

伊藤
らな︒

だいたい愚にもっかないことがみんな機密になっているか

うときこそ中で飲ませうと︒外では真面目な顔をしておれと︒ば

い菌みたいなものを外へ撒き散らすなというのだけど︑いまの自

なし︑やべっている︵笑︶︒法律違反はしていない︒

夏目

伊藤

人情的な秘密ですか︒

うん︒ただ︑人情的に秘密にしたくないと思うことはみん

そうですが︒

いるのですけれどもね︒

ゃべらないようにしているんですよ︒そこはぼかしてしゃべって

伊藤

佐道

夏目

伊藤

武田

佐道

だけど︑本当にそういう飲み屋もあったんです︒六本木だ

．いやあ︑酒に負けた︑なんて︵笑︶︒

革命の先導者も民主主義には勝てなかった︒

取り消したからだめなんだよ︒

だけど︑あれは取り消したじゃない︒

見習わないといけない︒

やはり共産党の組織原理なんですね︵笑︶︒

んだけど︵笑︶︒

衛隊は逆なんです︒﹁共産党を見習え︑うちで酒を飲め﹂という

武田
もう少し深く読まなければいけないな︒

夏目

私はこんなおしゃべりするけれども︑本当に秘のことはし

伊藤

だけど︑文書を持ち帰ったりするのがいちばん危ないです

夏目

夏目

ったら概ね高い飲み屋しかないんですよ︒そういうところで大衆

飲み屋みたいなのがあって︑そこへ行って口角泡を飛ばして︑上

ね︒なくしたりするし︑とられたりするし︒だから︑役所の秘密
文書をうちへもって帰って勉強しようなんでいうのはだめだと︒

司の悪心から︑いまやってきた仕事がばかばかしいとか︑そんな

ね︒だけど︑そんなものあんまり大っぴらにいえませんしね︒営

それほどまでしてしなきやならない仕事なんかはそんなにないだ

そ︑つ︑共産党と⁝⁝︒共産党はいいことをいう︒

業妨害になってしまう︒

しろと︒じゃあ︑みんな行かないかというと︑安いから行きます

夏目

アハハハハ︵笑︶︑いいことですか︒

伊藤

ものをみんなこうやって︵聞き耳を立てて︶聞かれている︒用心

佐道

いいことだと思います︒自衛隊は︑何か事件があったり︑

ろう︒能力のなさを表明しているようなものだと︒

夏目

ないという︒

伊藤うちへ帰ったら酒を飲んで い う と ︒

事故があったり︑規律違反みたいな問題があると︑すぐ規律厳正

夏目

本当に機密というのは不愉快ですしね︒一人の不心得なや

機密保持はなかなか難しいですね︒人の口に戸は立てられ

にといって風紀を取り締まるんですよ︒そして︑基地の中では自

はそういうことを通達するんです︒そテすると皆飲めなくなるん

のはおかしいという雰囲気をつくっちゃうんです︒ばかな司令官

夏目

伊藤

うん︒要するに︑こんな重大な時期に酒なんか飲んでいる

中でも飲ませないのですか︒

ですか︒

かを区分するラインというのはどういう基準で決められていたの

中島

けどね︒

似たようなことはありましたよ︒あんまり大っぴらにはならない

つがいると︑みんな疑われちゃうからね︒大なり小なり︑これと

ですよ︒じゃあ︑人間どうするか︒飲まないかといったら︑外で

夏目

・潔して酒を飲ませないんです︒

飲むんですよ︒外で飲むと︑酔っ払ってべらべらばかなことをし

ありますよ︒国家の何とかに重大な影響を及ぼすなんていう︒自

まつ．たく決める人間の恣意専断だとしか思われない︒一応

先生の防衛庁時代のご経歴のなかで︑機密か機密ではない

ゃべったりね︒だから︑私はそれはおかしいといったの︒そうい
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そんなことまでしたから︑能率の悪いことね︒

ませんけれども︑必ず二人で行って開けて︑持ってくるんですよ︒

機密文庫の保管室というのを二重ドアか何かにして︑いまは知り

しないから︑それは罪人をつくるようなものなんです︒その後︑

だから︑機密が多すぎるんです︒管理をきちっとすればいいのに

ことをいってはいかんけど︑﹂こんなことはいつぱいあるんでずよ︒

て機密で持っている︒幕僚長の後ろの金庫に入っている︒こんな

衛隊は︑いまでもどうでもいい書類を後生大事に金庫の中に入れ

です︒にもかかわらず︑日本はあんまりそういうものを重大視す

由主義陣営から見た場合︑これは非常に危険な兆候であったわけ

というのは︑冷戦時代としては由々しき問題だと︒少なくども自

国に対してあれだけ大量の正規軍を投入して席巻を図ろうとした

いうのはたしかに隣には違いないけれども︑まったくよその独立

したという驚きみたいなものがあρたのだけれども︒アツガンと

む関係があるわけでも何でもないところヘソ連がそういうことを

す︒アンゴラというのはソ連から遠隔地にあって︑ソ連と地理的

るような傾向がなかった︒というのは︑日本はまだグローバルに

いうことがいえるのだと思います︒私なんかは︑これは大変なこ

そうですよね︒それは全庁の機密文書をそこに保管したの

夏目

とではないかという気がしたけれども︑それ以上︑何かが必要だ

佐道

陸上自衛隊は陸上自衛隊だと思うのですが︑それが幾つあるのか

とか︑どうこうすべきだというところまでは面まあ︑それは無理

世界の情勢なり問題をとらえるところまで成熟していなかったと

知りませんけれども︑そういうふうにした︒そんなこんなで秘密

もないでしょうね︒日本の立場としてできることはないわけです

ですか︒

保全委員会というのはやったけれども︑こんなものは要は心がけ

から︒だけど︑アメリカの反応は非常に厳しかったですね︒何ヵ

いやいや︑それぞれのところで︒海上自衛隊は海上自衛隊︑

の問題ですからね︒

月か後からアメリカの反応を聞いて︑やっぱりなという印象を受

軍事情勢としてどうなるだろうという見通しはどうだった

けたのは記憶にあります︒それにしては︑日本は反応が鈍いなと︒

伊藤
夏目

さて︑どうしましょう︒ガイドラインの問題までやります

■ソ連軍のアフガ■一スタン侵攻
伊藤

大きな問題ではあるのですが︒

いう国は必要となったときにはどこへでも軍事力を出して自分の

のでしょうか︒

佐道

まだいっぱいあるのか︒

勢力拡張に努める別なんだというこ乏を如実に示す一つの象徴的

か︒

夏目

いや︑いっぱいではありませんけれども︑このなかで何か

僕はそういう意味よりも︑一口にいってしまえば︑ソ連と

伊藤

なあらわれだったと思うのですね︒それは︑国内においていろい

ろなことをやったと思うけれども︑国境を越えて外へ出て行った︑

ありますか︒

佐道

というのは︑これだけ大掛かりで出て行ったというのは初めてな

アフガンの話というのは何か︒これは七九年十二月︑宮永

さんの事件の直前ですけれども︒

んです︒アメリカは︑ある意味ではこのときに初めて目を覚ます
これは︑防衛庁も正直いってこの問題について過小評価し

す︒それから日本なんかに対する防衛力増強の要請が強くなるん

夏目

どういうふうに過小評価していましたか︒

です︒だけど︑そのときはまだそんな予感はだれもしていない︒

んですよ︒そして＾防衛費︑軍事費の削減に歯止めがかかるんで
伊藤

この何年か前にソ連がアンゴラに侵攻したことがあるんで

ていましたね︒

夏目
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㊥

いうのは︑さっきもいったけれども︑日本の防衛政策にとっても

は認めざるをえないなという感じはします︒だから︑アフガンと

けれども︑復元力というかバイタリティーのある国だということ

ういう意味では︑アメリカという国はいいかげんなところはある

かんというのがアメリカの国内で膨辮として起こるのですね︒そ

れどもという︑そういう雰囲気が若干あった時期に︑これではい

いいや︒各国にお任せした︒俺たちは旧モンロー主義ではないけ

ね︒いつもいうようにベトナム戦の後で︑世界のことはどうでも

アメリカ自体がちょうどそのときはどん底の時代だったんです

かかわるようなことだと︑アメリカと日本は切っても切れないとい

でも︑間接的に︑日本だけだったらいいのだけれども︑アメリカが

ころであったことというのは︑どうしてもそうなつちゃうんですね︒

夏目

伊藤

それはどうしたってありますよね︒地球の裏側みたいなと

いまだって︑イラクは遠いんですよ︒

こまで成熟していなかったのでしょう︒

かってしかるべきなのでしょうけれども︑日本というのはまだそ

もしれないけれども︑エポックメーキングなことだというのがわ

略というのをもっと高い時点で見ていたら︑日本から遠いことか

伊藤

・う三段論法ではないけれども︑やはり影響が来るのですね︒

それはつまり︑もっと広く︒

するようになったんじゃないですか︒たぶん︑このアフガニスタ

一つの大きな転換点だというのが私の考えなんです︒
伊藤

アメリカの戦略が変わったことと︑それが日本に大きな影

それはそうですね︒かなり多くの人たちがそのことを理解

夏目

夏目

ンの侵攻問題のときと⁝⁝︒

中島

て日本に対してもどうのこうのということになってから大騒ぎす

響を及ぼしてくるということでね︒

がデタントを崩壊させた決定的な出来事だったという位置づけが

るので︑アメリカが自分のところで皆きちっとやってしまって相

夏目

伊藤

夏目

アメリカはすぐ反応したのでしょうけれども︑われわれ日

それがすぐにはわからなかったということですか︒

そういうことでしょう︒

けれども︑だれもそんなことを真剣に考えている人はいないもの︒

夏目

取り方になると思うんですよね︒

伊藤

人も多かったと思うんですね︒

だけど︑それはアメリカが大騒ぎするからなんです︒そし

されています︒そこから新冷戦が始まっていくと教科書的にはい

談しなければ︑やはり地球の向こうの山火事くらいに思っていた

本人が肌で感ずるのはアメリカのリアクションを見てわかったの

なくなってみないとわからないという︒

よく︑アフガン侵攻によってデタントが崩壊したと︑これ

われるのですが︑そういうふうに理解してよろしいのでしょうか︒

で︑日本がアフガン侵攻を聞いて反応したわけではないというこ

佐道

アフガン侵攻のときはカーター政権だったわけなのです

カーターのときからそういうことが出てくるのですよ︒だ

そうでしょうね︒石油なんて本当はバイタルな問題なのだ

北朝鮮問題がなかったら︑イラク問題もだいぶ違った受け

となんです︒

中島
坂田さんのときに出された︑先生のお書きになった﹃防衛

佐道

が︑それからレーガンさんに移って︒

中島

それは︑日本の対応も本格化したのがレーガン時代になつ

．けど︑真剣に具体的に手を打ったのはレーガンになってからです︒
ビジュアルな形で予算ものびましたしね︒

夏目

白書﹄の七十六年︑七十七年︑七十八年の記述を読んでいますと︑

﹁ソ連が極東方面でかなり軍事力増強をやっている︒これはかな
り脅威である﹂という記述はあるのですけれども︑それであって
そうでしょうねえ︑遠いからでしょうね︒だけど︑世界戦

もアフガンの問題というのは若干遠いところといヶ︒

夏目
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㊥・2・・3年7月18日

カーターめときは︑何をいうかと︒主に防衛予算の数字の

てからということですか︒

夏目
ことでいろいろ言ってきましたが︑何しろ朝鮮半島から引っこ抜

﹁

︵終了︶

では︑そのアフガン問題できょうはおわりということにし

く話をしているのだから︒

伊藤
ましよう︒
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第10回

開催日＝2003年8月19日（火）
開催時刻＝14時00分
終了時刻＝16時00分
開催場所＝財団法人

防衛弘済会

【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）

伊藤

隆（政策研究大学院大学教授）

佐道明広（政策研究大学院大学元助教授）

武田知己（政策研究大学院大学cOE特別研究員）
岡田志津枝（防衛庁防衛研究所戦史部所員）
記録者：

有限会社ペンハウス片岡裕子

第10回インタビュー質問項目

の受け止め方等はいかがだったのでしょうか︒

中期業務見積もりの繰上げ達成が提案されていました︒防衛庁に
も関係の大きな問題ですが︑外務省の報告書についての防衛庁側

同年7月27日︑外務省は80年代の安全保障政策についての報告書
2003年8月三日を
提出します︒その中に︑国連の平和維持活動への自衛隊派遣︑

1980年6月︑官房長に就任されます︒その経緯等お願いします︒

宮房長は︑防衛庁という組織の運営および国会対策が主要な役割
となっていると思いますが︑官房長就任時に特に問題となってい
た事項はございますか︒

官房長という立場ですと︑大臣等との関係が重要になると思いま
す︒80年7月︑鈴木内閣成立に伴い︑大村譲治氏が防衛庁長官に︑
山崎拓氏が政務次官に就任します︒大村氏はお父上の清一氏も長

官を務められ︑防衛問題に熱心に取り組まれたといわれています
が︑いかがでしょうか︒また︑山崎氏もその後熱心な防衛族の一
人となりますが︑ご印象などはいかがでしょうか︒

N7月2日︑大平内閣時代に設置された﹁総合安全保障研究会﹂

の報告書が提出されました︒これまでの安全保障の考え方を見直
そうというものですが︑この報告書についてのご印象などお願い
します︒また︑これを受けて鈴木内閣では12月に﹁総合安全保障

閣僚会議﹂を設置しました︒これが設置されたことの意味︑役割
などについてお願いします︒

N11月︑米大統領にレーガン氏が当選します︒ソ連を﹁悪の帝

国﹂批判して軍備増強を主張していたレーガン政権の登場につい

て︑どのような感想をもたれましたか︒

N2月1日︑竹田五郎統合幕僚会議議長が雑誌﹃宝石﹄3月号

で︑徴兵制違憲の政府統一見解に異議を唱え︑防衛費上限1％を

批判したことが明らかになりました︒野党は当然︑竹田議長罷免
7月27日︑政府は81年度防衛予算概算要求枠を前年度比9一7％を求める騒ぎになりましたが︑この事件についてお願いします︒
増と決定します︒12月に来日したブラウン国防長官はその実現を
迫るものの︑結局12月29日の閣議では7・61％増に決定し︑米
同年2月︑堀田ハガネの韓国向け武器輸出問題が紛糾します︒野

で三原則の再確認を決議することになりますが︑この問題につい

党は武器輸出＝︑一原則の法制化を要求し︑3月20日の衆議院本会議

国は不満をもったといわれていますが︵12月30日米国務省﹁失望

と言わざるを得ない﹂と声明︶︑米国から具体的数字をもって増額

9

要請された81年度予算問題についてご記憶の点をお願いします︒
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てご記憶のことをお願いします︒

3月21日︑訪米した伊東外務大臣に︑ワインバーガー国防長官
はグアム以西・フィリピン以北の海上防衛分担要求を行います︒
レーガン政権の対日要求が明らかになってきた際︑防衛庁として
はアメリカの要求に対してどのように応えるべきだと考えていた
のでしょうか︒

5月︑鈴木首相︑伊東外相が訪米し︑日米首脳会談が行われます︒

その後の記者会見で鈴木首相が同盟の軍事的役割を否定するな
ど︑日米間の考え方の行き違いが明らかになり︑混乱．の責任をと
って伊東外相が辞任する騒ぎとなります︒シーレーン防衛をめぐ
る約束があったのかどうかなど︑さまざまな問題を生じ︑米国に
おられましたか︒

日本不信を生んだと一一一一口われるこの事件について︑どのように見て

上の質問とほぼ同時期︑在日米軍と海上自衛隊の共同訓練で︑米
海軍の艦船が秋田県沖で漁船のはえなわを切断するという事件を
起こし問題になりました︒共同訓練中ということで︑防衛庁にも
問題は波及したと思われますが︑いかがだったのでしょうか︒

6月にハワイで日米安保事務レベル協議があり︑米側の要求は日本
ですが︑防衛庁としてどう対応すべきだとお考えだったでしょうか︒

側が考えていたよりもかなり大きいものであることがわかったわけ

獅ﾌ日米装備技術定期協議で︑ 米側は武器輸出三原則の撤廃を

求めたのをはじめ︑このころになるとNATO並みの協力を武器
の共同開発でも求めてきたといわれています︒これはやがてFS
Xの問題にも関係していきますが︑武器開発・技術協力をめぐる

米国の姿勢などについてご記憶の点をお願いします︒

獅ﾉ内閣改造があり︑伊藤宗一郎氏が長官に就任しました︒伊

15

されたころのお話からお願いします︒

※今回は以上の点についてお願いします︒次回は防衛局長に就任

象等お願いします︒

藤氏は﹁男子の本懐﹂と述べて話題になりましたが︑伊藤氏の印

11

10
11
12
13
14
12
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㊥・2・・3年8月19日

八○年に官房長に就任されまずけれども︑だいたい普通の

■官房長の仕事
伊藤
コースなんですか︒

大村嚢治さんなんでいう人は︑そういう人だった︒

紛らわすということもないでしょうけど︵笑︶︒

夏目

やつばりそうなんですか︒

．佐道

伊藤

だから︑あまりこっちも︑のんびり出来なかったけどね︒

大村さんて︑どういう感じでしたか︒

﹁夏目

伊藤

非常に真面目な︑真面目を絵に描いたような人ですよ︒そ

まあ︑普通ですね︒かつては防衛庁というのは︑大官房長

夏目

夏目

仕事は熱心だし︒真面目で熱心というのは︑必ずしも私は

いいことばかりではない気がするけど︵笑︶︒やっぱり︑役人な

れで︑

んですね︒ この方も確かお父さんと同じで︑内務省というか︑自

制とか小官房長制とかいう話がありましたけれども︒昔は︑防衛
いつの頃からかそれがゴチャゴチャになって︑どっちでもいいや

治省のお役人で政治家になったはずですよね︒とにかく真面目で︑

局長を終わって最後の上がりが官房長だったんですよ︒ところが︑

という感じになってきて︑私の頃はもう︑官房長が先で防衛局長

この人は国会答弁なんかをする時は︑誰が何と冷やかそうと︑か

がその後という形が多かったですね︒

らかおうと︑役人の書いたものをそのままきちんと読むんです︒

実際︑そうなるんですね︒なんとなく我々の感じだと︑防

伊藤

だから︑出来た答弁資料というか︑国会議事録は︑見本みたいに

衛局長が先で官房長はその後という感じがしますけどね︒

立派なものだから︑いつも参考例にされるんです︒﹁かつて大村

昔は︑防衛局長が先だったんですよ︒島田︵豊︶さんとか

だけど︵笑︶︒でも︑ぶれないから︒しかも論旨は︑文書を読む

夏目

役人のランクとしては︑どうなんですか︒

んですから一貫してますわね︒話言葉でパッパパッパ言うんじゃ

海原︵治︶さんとか︑−みんな防衛局長を終わってから官房長にな
伊藤

変な話ですけど︑どうでもいいような話なんだけれども︑

裏治はこう答えた﹂って︒彼が答えたわけじゃない︑読んでるん

夏目

ないから︑論理趣旨が一貫しているから︑文章としては非常にい

られたんですけどね︒

防衛庁の局長さんというのは︑指定職の何号って決まってるじゃ

いんですね︒

あの方は本当に訥弁で下手なんだけれども︑﹁あ〜﹂﹁う〜﹂とい

そういう意味では︑大平さんと似ているんですよ︒大平総理も︑

ないですか︒官房長と防衛局長だけ︑他の局長より一号上なんで
とはないわけですね︒

す︒だから︑その二つは同じだから︑どっちが先でもどうってこ

伊藤

夏目

秘書官みたいなものですからね︒秘書官というのは若いで

だから︑話の聞きがいがあろうという︵笑︶Q

ただ仕事は︑官房長というのは俗っぽい仕事でね︒

夏目

伊藤大平さんは︑読んだわけじゃないんですよね︒

似たようなことで︒

〜﹂﹁う〜﹂を取ると︑きちんと文章が出来るんですね︒それと

うだけで何を言ってるかわからないんだけれども︑後でその﹁あ

夏目

ちんと正確を期して︑しかも意図的に読まれてる︒﹁国会答弁と

並びなんですか︒

すからね︒課長になる前みたいな人でしょうから︑何となく外へ

いうのは︑そんなにいい恰好をしたり︑大向うを狙うものじゃな

．伊藤

連れて行って何かする時には︑大臣によってはちょっと不便を感
．ずる人もいるんですよ︒そういう時には︑官房長を秘書官みたい

いんだ︒やっぱりきちんと言うべきことは言って︑間違ってはい︑

大平さんは読んだわけではありませんけど︑大村さんはき

に連れて歩くことで︑紛らわすような人もいないでもなかった︒

289

もないですね︒だから︑勉強も大変でしたよ︒聞きっ放しじゃな
夏目

伊藤

でも︑仕事は熱心なんですね︒

そうね︑小官房長第一秘書係︒そういう方でしたね︒

それは大官房長じゃなくて︑大秘書官なんだな︵笑︶︒

やいかんのだ﹂って︒

くて︑赤いペンできちんと自分でメモを取ったりして︒それが大
伊藤

けない﹂という信念でやられるんだから︑これはもうどうしょう

村さんの特徴でしたかね︒

熱心ですよ︒熱心だけれども︑そういうことがあるから︑

夏目

でも︑最終的に⁝⁝？

いや︑それは各局が書くんです︒

えろ﹂という声が出てきてね︒︑﹁制服のOBを持ってくるべきだ﹂

らかどこからかわかりませんけれども︑﹁防衛大学校の校長を替

派なんですよ︒それで︑これは内緒話だけれども︑当時︑党内か

そういう国会答弁などを書くのは︑官房長の仕事なんです

夏目

伊藤

伊藤
それは官房長が見て︑変なのがあったら直させますけどね︒

官房長はあまり楽じゃなかったですね︒それから︑この方は田中

夏目

と︒で︑大村さんがそれに賛成したのでしょうか︑﹁なんとかせ

か︒

しかし︑局長が見てきまずから︑だいたいそんなに変なものはない

﹁そんな政治家の片言隻句でもって︑防大校長を替えるのはと

え﹂って言うんですよね︒それで︑原八徹︶次官と私と一所懸命

それから大村さんでは︑あの方は非常に真面目だったというこ

んでもない﹂ということでもって抵抗して︑とにかく何とか収め

んですが︒たまにはありますね︵笑︶︒こっちは防衛庁に長くいる

とが背景にあるんでしょうけれども︑いろんな各界のお歴々をお

たけれども︑非常にご機嫌が悪かったですね︒党の周辺から言わ

にそれを制止したんです︒防大校長は就任後︑まだ二︑三年ぐら

訪ねになって︑防衛問題について御意見をきくことが多かったで

れたんでしょうね︒制服のOBをあてるという声が︑何となくい

から︑どうしても古いことを知ってる︒それで﹁これはおかしいん

すよ︒大した話はしていないんだけれども︑要するにそういう

つもありましたから︑そういうことに応えようとされたんじゃな

いじゃなかったのかな︒

方々と雑談してしゃべることの中から︑﹁これは﹂と思うことを

いでしょうか︒﹁同じ大学を出た人が出身校の校長にならないの

じゃないか﹂みたいなことを言うから︑嫌われますよね︵笑︶︒

汲み取ろうとされるんでしょうね︒だから︑そういう時にはいつ

そうですが︒

・﹁いつまでも余所者がなるんだ﹂ってね︒

は︑防大と刑務所ぐらいだ﹂ということを言うやつがいてね︒
伊藤

諸外国の軍学校の校長一士官学校とか︑みんな制服なん

も官房長を同席させるわけです︒これは叶わないんですよ︒行儀
よくしてなきゃいかんし︑ホテルか何かでこんなになって︵かし

夏目

ですよね︒だから︑そういうものを見ていると︑防大だって旧陸

こまって︶座って︑しかも酒でも飲んでやるならいいけど︑お茶
か何かでね︵笑︶︒瀬島．龍三とか︑経団連のお歴々という方に会

って︑防衛についてどう考えているかということをお聞きになる

夏目

伊藤

まあ︑ある意味ではいいんですけどね︒だけども︑少々く

すごく面白いじゃないですか︒

といって︑﹁絶対︑それはだめです﹂と︒別に︑制服がだめとい

かも︑固有名詞もあがっていたんですよ︒それで﹁なんとかしろ﹂

くなってるし︒あの頃は防大生じゃなくて︑旧軍の人ですね︒し

海軍の立派な人もいるし︑防大出身の一期生あたりもそろそろ偉

たびれますよ︒﹁おまえ︑弄いとれ﹂といってね︒﹁そんなもの秘

う意味ではなくて︑安易に防大校長を政治家の恣意で替えること

わけですね︒

書官がやればいいのに︑俺はなんでこんなところについてこなき
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というような︒

した苦労じゃないけど︑官房長としては﹁ちょっと︑弱ったな﹂

ういう意味では︑苦労した大臣の一人ですね︒苦労というか︑大

はよくないということで抵抗して︑なんとか収まったんです︒そ

ていうのは︑自民党よりもむしろ右寄りなところもあったぐらい

夏巨

伊藤

酒の席では非常にわかりがいいですよ︵笑︶︒民社党なん

そのへんが同調してくれれば︑なんとかなるわけですか︒

ばなりませんから︒

の空気がありましたから︒﹁いまの自民党は何してるんだ﹂って

官房長は︑秘書官みたいな役割もさせられるんでしょうけ

から︒当時は︑春日一幸さんとか永末︵英一︶さんとか︑いっぱ

伊藤

いそういう人がいましてね︒それから公明党も︑確か竹入︵義勝︶

いうぐらいのあれがありましたから︒ただ︑力が︑数がないです

そうですね︒

れども︑国会対策がかなり中心的な仕事になるわけでしょ︒
夏目

国会対策というのはつまり︑どういうことなんですか︒要

夏目

べきことは言いますけどね︒でも︑そういうふうな人間関係が出

んですよ︒だけど︑委員会とかに出ると︑やっぱりきちんと言う

とお付き合いしてますけどね︒そういう席では非常に理解がある

市川さんなどは非常に理論的で物分かりがよくて︑その後もずっ

委員長︑矢野︵絢也︶書記長︑市川雄一さんとか︑いたですね︒

伊藤
するに︑与党の国対なんかと連絡をとりながらやるということで

人でも二人でも増やそ︑つとすると︑自衛隊法の改正になるんです

すか︒

ね︒そんな馬鹿げた法律はないんだけれども︑とにかくそういう

来ていると︑とことんまではやらない︒そのことがいいか悪いか

だいたい︑防衛庁というのは因果なところで︑自衛官を一

ことになってるから︑毎年法案を出すことになります︒ところが︑

は別として︑そういうことはありましたね︒政治って︑そんなも
のなんですな︒

毎年そういう法案を出して︑しかも人を増やすというやつが主で﹂
しょ︒だから︑国会でも非常に評判が悪いですね︒中を見ても︑

こまごました増員になるわけです︒しかも︑与野党の意見が真っ

衛隊だけ増やすという︑浮世離れしたような印象にとられる上に︑

随しませんでしょう︒だからやっぱり︑小さなところでもいいか

決めるということに対しては︑マスコミが全然そういうものに追

夏目

えば出来るんで．すよね︒

しかし︑この時期は自民党が過半数ですから︑やろうと思

二つに割れるような自衛隊法の改正ですから︑政府も日本はもと

ら他の党も仲間に入れないと︑一党独裁みたいなことになってし

伊藤

よか自民党も嫌がるんですね︒それをしかし︑やらざるを得ない

まうんですね︒それに他の案件との取引の具にされることもあり

﹁何百人増やす﹂とか︑各省はみんな人員削減をやってる時に自

ので毎年やるわけだから︑そういう意味では国会対策というのは

それは過半数だけど︑過半数でも一党だけでもってものを

非常に大変なわけです︒

ましたしね︒

たいな雰囲気を起こさせるようなことを︑考えないといけないん

佐道

夏目

政治家との接触というのは︑総務課長をされていた時代の

そうですね︒

じゃあ︑与党も大変なんですね︒

伊藤

伊藤

ですね︒だから︑．社会党や共産党はもう︑そんなことをやっても

人脈とか︒

いうことですね︒

そうするとやっぱり︑民社︑公明というところが大事だと

夏目 与党ももちろんですが︑まず野党にも手心を加えてもらう
．ような︒何となく︑﹁今年は三年目だから︑通してやろうか﹂み

だめですが︑公明党や民社党の先生方に何とかお願いをしなけれ
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夏目

会党が反対しているものを︑自民党だけで通すというのはよくな

やること成すこと全部反対ですからね︒だから︑野党第一党の社

そういう蓄積というのは大事なんですね︒急に会いに行って

もなかなか︑また見え透いたお世辞を言ったってだめですから︵笑︶︒

夏目

しかし︑自民党自体はどうですか︒

得るという意味では︑大変大事なことだったですね︒

に大きい︒数だけではなくて︑他の党派の︑複数の党派の賛同を

いから︑やっぱり公明党や民社党の理解を得るというのは︑非常

には効く︒同じ人間ですからね︒私も政治家は嫌いだけれども︑
伊藤

自民党も︑その時の内閣の姿勢によりぶれますね︒例えば︑

﹁急に来﹁て︑なに言ってるんだ﹂みたいな︒

そんなことを言っていられない︒彼らも何万人という選挙民の投

夏目

佐道

票を得てくるわけだから︑どこか我々と違う︑それぞれ取りえ︑

鈴木内閣とか変な内閣が出来るでしょう︵笑︶︒変なというとあ

年じゅう行って顔なじみになっていることが︑何か頼む時

見どころというか︑そういうものを持っていますね︒

れだけれども︑それはやっぱり中曽根さんみたいな人と鈴木善幸

それはそうですよね︑何万人に自分の名前を書かせなきゃ

伊藤

さんなんかとは︑全然違いますよね︒大平さんだって︑どちらか

といえば非常にリベラル⁝⁝リベラルという言葉がいいのかどう

ならない︒

夏目

か︑自民党のなかでは︑あまり防衛に対して理解のあるタイプで

金を出さないで︒まあ︑出してるのもいるかもしれないけ

ど︵笑︶︒何万人に自分の名前を書かせるんですから︑それはや

はないですよね︒もともと︑宏池会というのはそうですがらね︒

だから︑福田内閣とか中曽根内閣と︑鈴木︑大平︑宮沢等の内閣

つばりそれだけの人柄というものがないと︑そういうものは出来
ませんね︒だから︑そういう意味で見習うというか︑この人はこ

やっぱり︑内閣によってかなり違うものですか︒

とは︑ちょっと違ったタイプですよね︒

伊藤

それは︑全然違いますよ︒我々からも違うと思うし︑アメ

ういういいところがあるなというのは︑感じましたね︒
佐道

夏目

共産党はともかく︑前に海原さんのお話をうかがった時に︑

海原さんはご自身で社会党とかともうまくやってるということ

リカがちゃんと見てますね︒今度だって︑菅︵直人︶さんがアズ

リカへ行くのを︑みんな断られたっていうでしょ︒あれだって︑

を︑ずいぶんおっしゃったんですけれども︒

夏目

見ているんですよ︒僕らより詳しくその人の政治姿勢などを︑

海原さんは社会党が好きなんですよ︒社会党が好きという

よりも︑横路︵孝弘︶さんとか石橋︵政嗣︶さんとか︑そういう

﹁この人の言動はどうか﹂というのはチェックしてますからね︒

■山崎拓政務次官

何人かの人と非常に親しいんですね︒どういう関係でそうなった
のかは知りませんけれどもね︒だから︑そういう人たちとは非常

伊藤

にツーカーでしたね︒ツーカーだけれども︑それはそれだけの話
でしてね︒じゃあ︑社会党の体制が自衛隊に理解があるかとか︑

ですね︒政務次官は︑官房長はどういう⁝⁝2

んどあがらないですね︒次官から大臣に直接いっちゃうわけです︒

次官なんていうのは本当にヘソみたいなもので︑重要事項もほと

もご一緒になったりしたことがあるけれども︑役所のなかで政務

山崎拓さんというのは政務次官で︑政務次官当時︑よく私

今頃︑問題になっているんですが︑山崎拓さんが政務次官

法案でも何でも︑賛成するとか理解を示すかといったら︑全然そ

夏目
防衛関係の法案で︑社会党が賛成したなんていうことはな

んなことはないですからね︒

伊藤

絶対にないですよ︒予算でも何でも︑みんな反対ですから︒

いですよね︒

夏目
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ちばんの理解者になるなんていうことは︑当時はあまり予想もし

でしたけど︑ただ︑そんな大物になるとは思わないし︑防衛のい

あまりこの時には思わなかったですよ︒非常に物分かりのいい人

ど関係ないですよ︒だから︑後年の山崎さんのようになるとは︑

政務次官は︑特別何かがあれば参画しまずけれども︑まあほとん

もないという時には︑政務次官が行くということになります︒あ

ら︑あまり動けませんからね︒そういう意味で︑大臣が行くまで

の顔でもつてね︒大臣は︑半分は国会で東京へ捕まっていますか

ら︑基地問題で地元とちょっといざこざがあった時に︑政務次官

ら︑隊員を﹁やあやあ﹂といって激励してもらうとかね︒それか

モニーで大臣が行けないようなのは︑政務次官に行ってもらうと︒

るいはもっと極端になると︑船の竣工式だとかね︒そういうセレ

やっぱりこの時の経験が︑あの人のその後の︒

ていなかったですねっ

伊藤

そういうのはありましたけど︑．あまり仕事の面でどうのこうのと

とをちゃんと承知しておられて︑あまり深入りはしないようにし

だと思いますね︒たしかに︑．山崎さんという方は︑制服な
政務次官というのは︑勉強の期間なんですね︒

ていましたね︒ごく一部の例外はありますよ︒何でも口を出して

夏目
伊藤

勉強ですね︒いろんな人と付き合ったり︑それから政務次

いうことは︑なかったですね︒また︑ご本人のほうもそういうこ

夏目

煩く言う人もいましたけれども︑だいたいそうでした︒

んかの人たちとも非常に親しく接していましたよ︒

官によっては役所に来ないで︑もっぱら自分の派閥だとか︑党内

伊藤

山崎さんは︑役所にはよく来ていましたよ︒全然来ない人

山崎さんなんかは︑来ていたほうですか︒

うような人は︑政務次官ではあまりいなかったですね︒

で︑公務員になってしまいますから︑政務次官と兼務できないも

でしたけれども︑︑ここ︵防衛弘済会︶の会長なんですよね︒それ

務次官で来られたんだけれども︑ちょうど私がその時に総務課長

加藤陽三さんなんて︑r事務次官を終わって︑代議士になって政

夏目

のだから︑ここの会長を辞めさせるというのでね︒そうしたら︑

のなんやかんやで動きまわってる人で︑防衛庁の仕事をするとい

．もいますからね︒

夏目

伊藤

来たら︑多少はお相手もしなきやならないんでしょ︒

あります︒立派な部屋があるんですよ︒

政・務次官室というのはあるわけですね︒

人事なんかの説明に行くと︑﹁それは私は聞かなくていい︒政務

駄々をこねたりしてね︵笑︶︒そういうところもあったけれども︑

﹁他は辞めてもいいけど︑ここだけは辞めたくない﹂といって

伊藤

ども︑前の事務次官でもあるし︑防衛庁のことをよく知っておら

次官にそういうことをするような先例をつくってはいかんから︑

政務次官のために︑専属の秘書とかいうのは？

れる方だから︑別に決裁をもらうなんていう意味ではなくて︑説

いや︑したことはなかった︒呼ばれない限りは︑こっちか

佐道

三人ぐらい︑いますよ︒いまは︑制服の副官までついてる

夏目

夏目

明だけしょうと思って︑むしろ親切心で言ったんだけれども︑き

私は聞きません﹂と言って︒私は︑そういうのは知っていたけれ

でしょ︒僕らの当時はいなかったけどね︒僕らの当時は︑事務官

ちんと断られた︒そういう点では︑立派といえば立派ですね︒こ

らは行かないですね︒

と女性の秘書と︑それでも三人ぐらいいたかなコ

この会長を辞めるのは嫌だと言った時は︑駄々っ営みたいだった

役所として︑政務次官に振り分けるような特別な仕事とい

居心地がいいんでしょうかね︒

佐道

武田

けど︵笑︶︒

多少あったのは︑各基地を廻ってもらって︑仕事がないか

う．のは？

夏目
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時からそういうことを考えておられて︑ここをつくった時に会長に

がいいはずないじゃな．いですか︑私がいるんだから︵笑︶︒現役の

夏目

佐道

夏目

思い入れがあるんです︒それだけのことなんです︒居心地

そういう思い入れがあったわけですね︒

いや︑ここは自分でつくったところですから︒

夏目

すけれども︒

り予算折衝とかの面でも︑ご苦労されたんではないかと思うんで

きく不満を言うということがあったと思うんですけれども︑かな

結局は最終的には七・六一％ということになって︑アメリカは大

八一年の予算は︑最初は九・七％増と決定するんですけれども︑

予算折衝の苦労というのは︑それは防衛局長であり経理局

なったんですね︒だから︑非常に思い入れが深いんでしょうね︒

長の仕事ですから︑私は直接はあれだけれども︑本当にこの頃の

加藤さんなんていう人は︑政治家になられて四回ぐらい当

佐道

言ってきましたね︒しかも︑数字を具体的にあげて言うんですよ

アメリカというのは︑しつこいほど防衛力増強ということをよく

落ちたりなんかしてね︒

ね︒確かこの時も︑背景はまた別の時に言うかもしれないけれど

選されたと︒

夏目

防衛庁として︑何か頼んでやってもらうというような感じ

ンゴラ政権の内戦でソ連が介入したというのを見て︑ちょっと驚

佐道
夏目

いたん．ですね︒そして︑それまで下降傾向していた軍事の減少に

も︑要するにアメリカはいつもお話ししているように︑かつてア

らね︒だから︑そういうことをやるような人じゃなかったですね︒

歯止めをかけた︒それから横ばいで進む︒それから四︑五年たっ

にはならなかったんですか︒

修身の教科書みたいな人だったです︒昔の役人というのは偉かっ・

て︑いわゆるアフガンの侵攻があって︑アメリカはまさに文字通

いや︑あの方もまた︑聖人君子みたいに真面目な方ですか

たね︑大村裏治さんにしても加藤さんにしてもね︒みんな内務省

り愕然として︑ソ連の軍事介入というのは︑．ソ連圏だけではなく

てその周辺諸国にも軍事的な行使を及ぼす国だという︑危険さに

だけどね︒

佐道

目覚めたんですね︒

大村さんは︑同じ田中派とはいえ︑金丸︵信︶さんなんか

とはかなり違いますよね︒党内の実力とかも︒

るとかいう人じゃなくて︑コツコツと自分の勉強をされる方です

にも対外貿易上の収支でも︑すべて双子の赤字とか三つ子の赤字

けですけれども︑時すでに遅くというか︑アメリカはもう財政的

それで急遽︑防衛力の増強︑軍事力の増強というのに努めたわ

よね︒だから︑あまり子分というのはいないんですよ︒政治家と

とか言われている時期だし︑世界の警察官としての権威は地に落

それは全然タイプが違いますね︒そういう派閥のボXにな

して︑派閥の﹁なかで発言力があるかというと︑あまりないと思い

ちていたわけですよね︒だから︑アメリカができることは自分で

夏目

ますね︒

やるけれども︑グローバルにアメリカが目を配って︑何か影響力

国々が周辺の問題については自分で始末してくれよという雰囲気

を与えるという力はもうなくなっていた︒．だから︑それぞれの

が︑ちょうどアメリカに台頭していたことが︑そのカーターの対

■カーター政権の対日防衛力増強要求
佐道

日防衛力増強の声になったんだと思うんですね︒︑

ちょうどアメリカのほうでも︑カーター政権の最後のとこ
ろになるんですけれども︑カーター政権も最後になると日本に防

ただ︑カーター政権というのは︑確かこの時の長官はブラウン

衛力増強と︒とくに︑かなり具体的な数字を出してきて︑﹁何％
をやれ﹂というような形で言ってくるわけですね︒ちょうどこの
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我々としてはまだ不満だけれども︑まあこれが認められればけっ

ですかね︒芸がないんですよね︒予算要求をすると︑﹁それは
夏目

うにしようという︒

るわけですけれども︑防衛庁サイドとしては︑これはどういうふ

だから︑そんなものはとても聞ける話ではないし︑とにか

こうだ﹂とかね︒削られると︑﹁本当は二桁が望ましい﹂とかね︒

あったでしょ︑53中業というのが︒それは政府の計画ではないん

く言うことがあまり品がよくなかったですね︒中期業務見積って

中期業務見積というのを︑﹁繰り上げて達成してほしい﹂とか︑
そんなことばかり言ってくるんですよ︒非常に短兵急というか︑

ことを言うんですよ︒その結果︑結局日本では︑﹁防衛庁の内部

ですよ︒それまでの政府計画をやめて︑防衛庁のなかの見積りに

最初︑大平さんですね︒この時は鈴木さん︒

資料みたいなものが国際的に取り上げられて︑アメリカ政府から

何もない︑ただヒステリックに防衛力の増強を︑数字をあげて入

佐道
もう鈴木さんになってるでしょ︒

ガヤガヤ言われるのはおかしいじゃないか︒むしろ︑そういうも

しようということで出来たものを︑日米の首脳が具体的にそれを

伊藤

大来さんが外務大臣で訪米した時に︑まず言われたんだな︒

れ替わり立ち替わり言うんですよ︒あの頃の外務大臣だとか⁝⁝

夏目

のこそ政府がきちんとしたものをつくるべきだ﹂という︑また前

取り上げて︑﹁早くやれ﹂とか︑﹁こういう点が足りない﹂という

ステディ・アンド・シグニフ柔カントというか︑﹁着実にして顕

の議論に戻ってくる︒切っ掛けになつちゃつたんですけどね︒

大来さんでしたかね︒

著な防衛力増強が望ましい﹂とかいうようなことを言った︒それ

に言うだけではなくて︑具体的に中期業務見積というものの中を

そういうことを取り上げてまで一所懸命に言ったですね︒抽象的

だから︑どういうふうに動くかわからないけれども︑とにかく

力のベースアップ﹂みたいなことも言ってた︒それはもう︑絶え

から大平総理が渡米した際も︑﹁中業の早期達成﹂とか︑﹁防衛努

ず言っていたんですね︒だから︑それはそういう背景があったか

取り上げながら︑指摘してきたですからね︒ちょっと我々も︑び
伊藤

っくりしたという感じでしたかね︒

らなんだと思いますよね︒

全保障とか軍事に対しては︑共和党ほど熱心でないんですよ︒だ

とは︑あまりないわけですね︒

ただし︑カーターは確か民主党でしょ︒民主党というのは︑安
から︑自分でやる能力旧いうのはなかなかないものだから︑諸外

夏目一官房長の時はまだ会っていないですね︒

そういうアメリカ側の人たちと直接に先生が会うというこ

国に半分押しつけようという気持ちもあったんだと思うんです

佐道

アメリカ側と会ったりというのは︑やはり防衛局長になら

よ︒ちょうどそういう時期だったですかね︒大来外務大臣か︒

れ︑て？

じゃあ︑必ずしもアフガンがあってという以前から︑もう

伊藤

時は会いますけどね︒個別の折衝とか︑直接向こうへ行って話を

そうですね︒もちろん︑会議などで来た時に︑会議をやる

するというのは︑防衛局長になってからですね︒

夏目

夏目

その場合は︑一対一みたいな場合もあり得るわけですね︒

・そういう状態なわけですね︒

というのは︑それまでは多少︑︐世界を甘く見ていたところがある

伊藤

いや︑やっぱりアフガンになって急に強くなったですね℃

んですよ︒ソ連は何をするかわからない国だというふうに思わせ

一対一ではなくて︑複数ですけどね︒しかし︑自分がシャ

ッポになりますから︑一対一みたいなものですかね︒

夏目
しかし︑アメリカの要求というのはかなり高いところにあ

たのは︑やっぱりアフガンなんですね︒

佐道
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伊藤
すか︒

夏目

そこはもう︑ネゴシエーションみたいな感じになるわけで
それはそうですね︒彼らも︑なかなかきついことを言いま

すよ︒公式記録には残らないが︒こっちも言いたいことを言いま

わけじゃないですけどね︒だいたい大丈夫ですけどね︒

さっきの中業ですけれども︑先生がおっしゃったように︑

■外務省の安全保障政策についての報告書
佐道

それは記録に残らなきゃ︑何を言ったって大丈夫ですよね︒

省がつくった安全保障政策の報告書のなかでも︑中業の繰上達成

はないわけですよね︒ただ︑その後︑たとえばこの八○年に外務

一応あれは防衛庁内の達成計画ということで︑当初は政府決定で

伊藤

大臣同士の話とか共同コミュニケとか︑そういうものでは

すけどね︒

夏目

夏目

と同時に︑これを政府計画にしょうじゃないかという話が︑政府

必ずノートはとっているわけですね︒

番に書いてある︑﹁外務省の報告書﹂というのは︑私は実際︑記

ありませんからね︑事務的なレベルの話ですから︒実際には記録
佐道
もちろん︑とりますよ︒

憶にないんですよ︒この報告書そのものは︑私は記憶にないけれ

のなかでも出てくる︒

夏目

それはやっぱり︑後で言った・言わないの問題になるでし

はありまずけれども︑外へは出ないですよね︒

伊藤

ども︑中期業務の見積の繰上達成というのは︑アメリカが言って

きたことははっきり記憶があります︒外務省がこんな報告書を出

それは︑外務省から出たんではないと思います︒ここの五

ょうからね︒

夏目

したというのは︑ちょっと私は記憶がないんですね︒﹁外務省の

ハワイ協議Il日米防衛実務者レベルの協議というのも︑

なぜ出来たかというと︑大臣同士の安保協議委員会とかいうのは

報告書についての防衛庁側の受けとめ方はいかがだったでしょう

したけどね︒これ︑何の報告書だろう︒

仰々しくて形式的すぎるから︑実務的な話を自由にしょうという

フリートーキングなんですね︒

佐道

か﹂と書いてあるけれども︑私はこの外務省の報告書なんて知ら

伊藤

フリートーキングです︒だけど︑そのフリートーキングの

ことで出来たのが︑事務レベル協議なんですね︒だから︑何を言

夏目

府計画にしたらどうだ﹂ということを主張しているということが

ないけど︑アメリカから言われていることは嫌というほど感じま

場を利用して︑アメリカが﹁あれもやってくれ﹂﹁これもやって

出ているんですけれども︒

ったっていいんですよ︒

くれ﹂と言ってくるから︑こっちも言わざるを得ない︒そうする

夏目

これはむしろ私の記憶では︑外務省がとやかくじゃなくて︑

当時の新聞等々によりますと︑外務省なんかも﹁中業を政

とやっぱり︑言った・言わないの話になってきちゃうんですね︒

いま言ったように日米間で防衛庁内部の資料が取り上げられたこと

﹁あの時︑﹃うん﹄と言ったじゃないか﹂という話ですね︒

のか﹂という議論が出てきたんです︒それで︑﹁やっぱりそれは政

伊藤

夏目

府決定にすべきではないか﹂という意見が強くなって︑﹁アメリカ

に対して︑国会のなかで﹁シビリアンコントロール上︑いかがなも

んですよ︒突き合わせた上で私が見て︑間違いないといったら東

にとやかく言われている議論の中身の是非はともかく︑．防衛庁限り

そういう時のノートテイカーは︑誰がやるんですか︒

京へ電報を打つんです︒そうすると︑外務省と防衛庁と両方へ電

で決めたものが何で両国間で議論になるんだ︒閣議でも決めてない

外務省と防衛庁と両方でやっています︒で︑突き合わせる

報が入るんです︒﹁とんでもない﹂といって怒られる時も︑ない
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務省がとやかくという話は︑全然記憶にないけどね︒

のにおかしいじゃないか﹂と︑こういう話なんですね︒だから︑外

言われると︑全然記憶がありませんね︒

のなかで︑そういうことが言われているんですね︒だから︑それ

の論文とか︑この後に出てくる総合安全保障研究会などの報告書

■総合安全保障

は知っている．けれども︑外務省の報告でそういうのがあったかと

佐道 そういう国会等々での議論を踏まえて︑﹁じゃあ︑やつぱ
．り中業を政府計画にしよう﹂というような声には︑防衛庁の中で
はならなかったんですか︒結局︑後ではなりまずけれども︒

そうですが︒それじゃあ︑大平内閣の総合安全保障研究会の︒

なったけどねコ要するに︑そもそも政府計画にしたことの︑

伊藤

夏目

反省の上でこれをやめたわけですから︑﹁また昔に戻るのかい﹂

つくったのが︑どこかへ出たんじゃないのかな︒と思いますけど

きっと︑それをつくる時の叩き慰みたいなものを外務省で

にしたことに対しては︑やっぱり意見があったんです︒﹁ちょっ

ね︒私は記憶がない︒いくら思い出しても思い出さない︒書いて

夏目

とこれじゃあ︑あまり軽すぎるんではないか︒どういう形の計画

あることの中身は︑中業というのはみんなアメリカが言ってるこ

という気持ちはありましたけれども︒しかし︑防衛庁の内部資料

をつくるかは別として︑政府が決めたものをきちんと持つべきで

とだからよく知っているんです︒

大変だと思ったのは︑アメリカの要求はそう簡単にはいかない

はないか︒五年後︑十年後の防衛力というものを︑防衛庁だけで
決めて事務的な参考資料にするのは︑いかがなものか﹂という空

話ばかりですからね︒これがひとつの︑総合安全保障というもの

佐道

報告書に盛られているという︑国連の平和維持活動への自

そうですね︒

ようというのがあったんじゃないでしょうかね︒

に︑焦点を軍事力︑防衛力から逸らそうというね︒問題を拡散し

の切っ掛けになったといえばなったのかもしれませんね︒要す惹

気があったから︑具体化の方向に進んだんでしょうね︒この次の
?業あたりから︑政府決定になるのかな︒

伊藤

伊藤

まだイラン・イラク戦争が始まってないのに︑なんで唐突に出て

維持活動の自衛隊派遣というのは︑何を根拠でこんなことを⁝⁝︒

夏目

んですけどね︒確かにあの頃は︑石油危機みたいなのがあったん

夏目

強をカバーしょうと︒

要するに拡げて考えて総合的ということで︑軍事力そのものの増

やっぱり︑総合安全保障というものの言い方というのは︑

衛隊派遣なんていうことは？

くるのかなと思って︒むしろこれは︑大平さんの総合安全保障と

でしたかな︒それと関連して︑食糧の自給は出来るかとか︒これ

こんなの全然︑記憶にないですよ︒このころ︑国連の平和

かいうものと︑ゴチャゴチャになっているんじゃないのかなと思

は久保さんなども言っていたことですけれども︑安全保障という

そういう一面があったんです︒もちろんそれだけではない

いますけどね︒

のは︑災害派遣とか公害とかいうものを全体として考えるべきで

外務省自体では︑七σ年代の半ばぐらいからもう︑こうい

佐道

力の色を薄くしよう︑薄くしょうというネガティブな面とが︑．両

はないかと︒そういう非常に前向きに考える面と︑なるべく防衛
夏目

方とも利害が一致して︑そして総合安全保障というものが生まれ

うことを国連局あたりで考えていたそうですけれども︒

平和維持活動に自衛隊を派遣というのは︑具体的なものとして意

たんですね︒

僕は全然︑この文書も記憶ないし︑まだこのころ︑国連の
識しなかったですね︒ただ︑国連の何とかというのは︑久保さん
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高坂さんがですか︒

お書きになってるんです︒と︑言ってましたよ︒
佐道
ええ︒

だから︑出来た時からそういう丁霊褒既が非常にはつきり分か
れていましたね︒﹁総合安全保障は当たり前やないか﹂という意
夏目

けですか︒

さっき︑大村さんが防衛庁長官になって非常にご熱心だつ

夏目

伊藤

いまのアメリカのそういう要求をなるべく断るわけにいかないか

なんじゃないですか︒

見と同時に︑﹁なんだ︑あれは一種のごまかしで︑防衛力増強に

ら︑それを何か一種のカモフラージュというか︑ごまかしてしま

軍事とか防衛とか︒

歯止めをかける口実じゃないか﹂という意見と︑二つありました︒

うという感じのあれが非常に強かったですからね︒というのは︑

佐道

やっぱり︑大平派とか宏池会というのは︑池田勇人以来︑

たということですが︑鈴木内閣自体は抑えていくという方向なわ

当時の大平政権でも︑次の鈴木政権でもそうですが︑非常に防衛

夏目

私なんかははっきり︑後者だったんです︒それはなぜかといヶと︑

力に対しては関心の薄い︑むしろそれを抑えよう︑抑えようとい

経済優先の感じなんですよ︒だから︑﹁安全保障とか防衛という

まあ︑要するに理解がないというかね︒本質的に︑お嫌い

う視点があった内閣ですからね︒

のは︑福田派みたいな勇ましいやつに任せておけばええ︒我々は

この総合安全保障研究会自体は︑七九年にもう設置されて︑

佐道

からね︒総理がそうだと︑官邸なんかもみんなそういうので固め

もっとリベラルにいこうよ﹂という︑そういう感じの派閥でした
・

研究活動を続けていくわけですけれども︒で︑実際の報告書が出
るのは八○年になってからということですが︒

るでしょ︒だから︑どうしてもそうなりますよね︒

夏目

りというか︒

確かこれ︑猪木︵正道︶さんとか高坂︵正発︶さんがやっ

夏目

佐道

佐道

じゃないだろうということで︑任せておいたんでしょうね︒暴走

じゃあ︑大村さんが一所懸命おやりになっても︑少し空回

たやつでしょ︒

て出ているとい・うことがあるんですけれども︒ということは︑こ

するはずもないしね︒中曽根さんみたいなのを持ってくれば別で

高坂さんという方は坂田︵道太︶さんの時からのあれで︑よくお

夏目

理大臣がこうだと思えば︑あまりそれとはぶれないですよね︒い

ども︑派閥均衡ですからね︒別に個々の大臣が誰になっても︑総

しょうけどねqまあ︑そんなことよりも︑いまでもそうですけれ

防衛庁の長官として︑そんなことを言ったって出来るもの

こでどういう議論をされているかというのは︑いろいろ耳にも入

話しをする機会があったんですよ︒だから︑実際にはもう高坂さ

まみたいなことはないから︒

防衛庁からも︑佐々︵淳行︶さんとかが一応メンバーとし

ってくると︒

んがまったく独りでお書きになった︒議論らしい議論はしていな

佐道

入ってくるんですけれども︑この前も話したように︑私は

いんですよ︒猪木先生も︑高坂さんにお任せしたような感じでし

も︑その前には︑金丸さん︑山下︵元利︶さんですね︒で︑久保

鈴木さんの内閣になって大村さんになるわけですけれど

たね︒

田︵円次︶さんが一時期入って︑いろいろ失敗してすぐお辞めに
報告書を見ますと︑麗々しく名前がたくさんあがっている

佐道

山下さんなんかもけっこう熱心におやりになったということだっ

なったりするんですけれども︒同じ大平さんの内閣ですけれども︑

あがっているけれども︑あれはほとんど高坂さんが自分で

んですけれども︒

夏目
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大村さんも︑歌を歌われるとかいう︒

られたんじゃないでしょうかね︒

さっきの総合安全保障研究会ですけれども︑報告書を出す

佐道

たんですが︑山下さんにはあまり印象は？

わけですね︒高坂さんが独りでお書きになったというお話ですけ

山下さんの時は︑たぶん教育局長かなんかで︑大臣との折

夏目

れども︑お書きになったのは高坂さんにしても︑お読みになって

佐道

ええ？

大村さんとワインバーガーは会ってますか︒

何もしてないでしょ︒

障閣僚会議というのが出来ますが︑これはどういうふうに？

どう思われたのかということと︑それからその後に︑総合安全保

衝もなかっ薄し︑あまりこれといった記憶はないですね︒非常に

夏目

ワインバーガーの回想録のなかに書いてあったんですけ

夏目
はい︒

これは︑事務局はどこになるんですか︒
ないです︒

ないんですか︒

大臣が集まって︑時々相談しようやということを決めただ

そういうのはすぐ決めるんですよ︒決めるけど︑こうい

伊藤事務局がなかったら続くわけがないじゃないですか︒

けでね︒

そうです︑八一年六月に︒

夏目

夏目
佐道

大村さんの歌は︑聞いたことないな︵笑︶︒あの人の前で

うのは長続きしないんです︒

夏目

うな︒そういう名前を付けただけでしょう︒

夏目

佐道

本当に︑旧内務省の役人の︑古色蒼然とした教養を十分に

俳句がすごくお好きな方で︒

障というのは眉唾だと思ってる︒本当にやる気があったら︑こん

夏目

佐道

まあ︑正直いって︒さっき言ったでしょ︑︑私は総合安全保

出来た時からそういうふうにご覧になっていましたか︒

なことやらないと︵笑︶︒やる気がないやつが看板だけ掲げて︑

すよね︒字なんかもきちんと書かれるしね︒お上手でしたよ︒だ

の方でしたよ︒だけど︑昔の役人というのはそういう人が多いで

き言ったように︑これは一種のまやかしだなと思ってるから︑あ

夏目

伊藤

だから︑総合安全保障会議のを見たかというと︑私はさつ

よくわかるような気がしますけれども︵笑︶︒

思ってたですけどね︒

古色蒼然ですか︵笑︶︒

から︑優等生みたいな︒大臣になっても官僚の優等生みたいなと

まりそれ以上は熱心に読まなかったと思いますね︒

佐道

ころがあったから︑さっき言ったような国会答弁にしても︑それ

一刀両断という感じで︵笑︶︒

﹁俺はこうやってるぞ﹂という︑政治家のお好きな手ですよ︒と

からいろんな方に会って日本の防衛に対する所見を聞いたりする

佐道

多少︑漢詩を嗜んだりね︒そういう意味での教養をお持ち

のも︑そういうことなんでしょうね︒自分の考えだけでこうだと

高坂さん自身はどうだったんですかね︒わりと総合安全保
障というのを真剣に考えて︒

武田

夏目

身につけてる方でしたね︒

続かないでしょう︒だから︑本気でやる気がないんでしょ

歌など歌ったら︑怒られそうな感じがして︒

たのかな︒

会ってるんだろうな︑きっと︒もうワインバーガーにな・つ

佐道

ど︒全然︑ご記憶にないですか︒

佐道

︵笑︶︒そういう記憶があるぐらいで︒

豪快な方で︑明るいY飲めば﹃青春時代﹄かなんかを歌ってね

一

いって進めるんではなくて︑そういう人の意見を聞きながら︑間
違いのない︑あまり外れると軌道修正するぐらいのお気持ちでお
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だけれども︑非常にそういう意味で器用な方ですね︒だから︑ど

な学者ですね︒悪くいえば︑曲学阿世︵笑︶︒まあ︑それは冗談

そういうのに沿ったものにきちんとつくることは︑本当に天才的

碍ですからね︒この人がこういうものを望んでるなと思ったら︑

夏目

せんけどね︒高坂さんはその後弟子というか︑佐藤誠三郎にして

夏目

佐道

政府関係のそういうのとか︒

全然出てこないし︒どこへも出てこなかったですね︒

に本を読んだ時にいちばん感激した本なんだけれども︑その後︑

夏目

出てこないですね︒学者にも何かあるんですかね︒知りま

全く知りません︒本を読んだだけですね︒あの人は︑最初

こへ出してもとにかく︑どんな議論でも出来る︒ああいう学者と

も︑渡邉︵昭夫︶︑公文俊平とか︑みんな仲間なんだけれども︑や

高坂さんというのは非常に頭のいい方であり︑また融通無

いうのは得難いですけどね︒

よ︒でも︑そういう学者が育ってきたというのは︑いっか言った︑

それはぜひ必要だ﹂というようなことを言ったんだと思うんです

全保障も︑猪木さんのことだからたぶん︑﹁それは結構なことだ︒

話をしたので︑その通りに総理に言っておきました﹂と︒総合安

れ﹂というので或る人を紹介してあげたら︑﹁その人が非常にいい

について総理に進言するんだけれども︑誰かいい人を紹介してく

生なんかも︑そういう話は何回かあったですね︒﹁日本の防衛技術

夏目

さんは八○年に亡くなられ雲すが︑久保さんとは先生は接触は？

和安保研の専務理事に久保さんがなっておられたんですが︑久保

理事長になられて︑高坂さんもその理事になられて︑その時の平

佐道

者をお育てになったということは︑一種の功績じゃないですかね︒

かね︒そういう非常に幅広い人脈もあり︑しかも融通の利いた学

それぞれのところへうまく食い入ったというか︑嵌まったという

つばりそういう人たちを育てて︑そういう人たちがみんな政府の

坂田さんなんかがそういう人を育ててきたということの︑ひとつ

課長からずρとだからね︒平和安保研も︑私なんかがつくったん

猪木先生も︑多少そういうところはあったですけどね︒猪木先

の結実なんだろうと思うんですね︒それまでは︑そんなのはなか

ですよ︒それをどうしてつくったかというと︑最初から久保さん

ではなくてね︒いい悪いは別として︑とにかくいまの世界情勢か

れてきたんではないでしょうかね︒もう頭から否定するというん

面からとりあげて真っ当な議論の出来る学者が︑その頃から生ま

では︑非常に客観的に世間の評価も高くて︑安全保障の問題を正

夏目

伊藤

それから学者でも︑見るからに色のついた︒そういう意味

諸軍人たちのグループとかですね︒

すけど︑久保さんは若くして死んじゃったからね︒久保さんと猪

生になろうなんていう道はないですからね︒それでつくったんで

れればいいけどね︒当時はまだ︑防衛庁の役人を辞めて大学で先

そういうのが必要なのではないかと︒どこか大学ででも採ってく

かへ行って顧問をやる人でもないし︑やっぱり学者だから︑何か

役人を辞めても公社︑公団へ行く人でもないし︑防衛産業かなん

をあそこへ嵌めようと思っていたんです︒久保さんというのは︑

それはだって︑いっか話したように︑久保さんは私は教育

この総合安保の座長になられた猪木先生は︑平和安保研の．

ったですからね︒非常に偏った人の意見を聞いていたでしょ︒

ら見てこうなんだよということを︑諄々と説くような学者が増え

木さんなんかは︑わりと考え方も近いですし︑非常に親しいはず

ですよ︒高坂正尭の防衛に対しての考え方というのは︑久保論文

てきたと︒

佐道

と非常に酷似してる︒どちらが先か知りませんけれども︒

学者への感想ということで︑高坂さんの名前も登場してい
るんですけど︑よく高坂さんと並んで︑永井陽之助さんという名
前が出てくるんですが︑永井さんについては何か︒
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■レーガン政権
八○年十一月にアメリガの大統領にレーガンが登場してき

を替え品を替えていろいろ注文してくるから︑﹁なんだ﹂という

気持ちはありますけどね︵笑︶︒ただ︑我々にとってはそのほう
が仕事がしゃすいですね︒

というのは︑間違っているかもしれませんが︑私自身は日本の

伊藤

防衛力については︑日本単独で完結した防衛力をつくるのは︑あま

アメリカがあって︑アメリカの足らざるところを補完して︑そして

ますね︒これはソ連の恐慌論を振りかざして出てくるわけですけ

お互いにカバーしあつていくのが日本の︑あるいは極東の安全に資

れども︑レーガンが当選したということは︑先生にとってはかな
夏目

するにいちばん手つとり早いんではないかと︒ちょっと極端なんで

り意味がないんではないかという気持ちがあったんです︒やっぱり

いろいろ話が出てることからわかるように︑保守的な共和党に比

すけれども︑わかりやすく言つちゃえばそういう気持ちだったんで

りインプレッシブなことでございますか︒

べ︑民主党というのはアメリカのなかでもリベラルというか︑軍

民主党大統領のカーターさんは︑韓国から撤兵しようとか

事に対してちょっと拒絶反応を持ったところもあるんですよね︒

は具体的にいうと︑さっき言ったようにカーター政権というのは︑

ですね︒対日アプローチなんか︑まったく対照的でしたね︒それ

つぱ︐り政党の常としていままでの民主党政権と逆のことをやるん

です︒非常に日本を重視したということがひとつと︑それからや

にしても国務省にしても︑いわゆる知日派の人達でしめられたん

夏目

伊藤

夏目

とにかく︑レーガンになった時のスタッフは︑ペンタゴン

それがいつ逆になったのか︑よくわかりませんけれども︒

それは昔の話でしょ︒

本に期待するのはそれはシーレーン防衛だとか防空能・力になって

持っていて︑何が足りないかということになると︑アメリカが日

その時はアメリカが何をするか︒そしてアメリカはどういう力を

日本の防衛力が働かなければならない時はどういう時か︑そして

のは困難なことです︒仮に日本の周辺においそ何か事があって︑

づいて完壁なものをつくったとしても︑単独で日本を守るという

夏目

伊藤

陸海空の三自衛隊を完結した形で︑それぞれの言い分に基

しかし︑日本は自力でどうこうというのはですね︒

すり合わせが出来るなという感じはしましたね︒

無茶なことを言うよりは︑日本の向くべき方向についてアメリカと

す︒だから︑そういう意味では︑アメリカが言ってくることがはっ

数字をただ弄んだだけで何だかんだ言ったけど︑レーガンになっ

でも︑元来は民主党のほうが国際的にやって︑共和党のほう

てからは︑﹁そういうことはやめようじゃないか︒そういうこと

くるわけです︒そうしたことを考えずに︑ただ日本への直接侵攻

伊藤

を言うのはお互いの国益にとってプラスにならない︒やはり日本

対処として陸上兵力だけを強化しようというのはいかがなもの

きりわかることはいいことだなと︒ただ﹁予算を二桁のばせ﹂とか︑

と緊密に相談をして︑それでやるべきことはやってもらう﹂と︒︑

か︑という考えが出てくるわけです︒別院体的に言っちゃえばそう

がむしろ国内に閉じこもるという伝統が︑昔はあったんですよね︒

いわゆる︑役割分担ということ︑日本を西側の一員に取り込ん

伊藤

いうことですね︒

めでしょう︒

で︑そしてアメリカにとって日本に何をして欲しいのか︑日本が
何をすべきかということを︑はっきり任務分担を決めて議論を．し

夏目

やっぱり自力で何かやろうと思ったら︑核を持たなきゃだ
てきた︒︑そういう意味では︑アプローチの仕方を変えてきたんで

だから︑自力のみで何かをしょうということは考えなくて
すね︒そうは言っても︑私に言わせればアメリカというのは︑手
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いいんではないか︑アメリカと共同対処をするんだから︒アメリ

夏目

もちろん原潜ですよ︒原潜どころか︑ミサイルを積んだ︑

それは︑日本がアメリカにとって絶対に必要不可欠なものだとい

するし︑日米安保もきちんとした確固たるものになるだろうと︒

をやってやろうじゃないかと︒そうすればアメリカも日本を多と

夏目

いで︑追いかけられない︒

伊藤

ルを積んだ原潜︑みんな持っています︒

・SLBMを積んだ潜水艦もあれば︑攻撃型の対水上艦艇のミサイ

う認識を彼らに与えることになるし︑日本もそうべら棒な財政負

のは出たら見つけるのは大変だから︑港に閉じ込めておくのがい．

カが﹁ここが足らない︒ここが俺たちは弱いんだ﹂というところ

担をせずに︑日本の安全というものを確保する︑賢い道ではない

いんです︒出てくるところをやっつけるのがいちばんいいんです︒

それが出来なければ⁝⁝それはウラジオにしてもペトロにして

だから︑いちばんいいのは何かといったら．潜水艦という

それの対潜能力といったら︑日本も原子力潜水艦を持たな

のかなと思ったんですけどね︒

佐道

も︑敵の領海に入らないと出来ませんからね︒その次に何がいい

そうしますと︑七六年にいきますと防衛大綱の︑久保さん

が一所懸命お考えになった一般的防衛力構想ですね︒﹁限定局地

かと言ったら︑三海峡を封鎖しちゃつて︑日本海から外へ出さな

しかし︑三海峡の外側にソ連の潜水艦基地が︒

戦というのを想定して︑本土防衛中心に︑いざとなれば核使用で

伊藤

カムチャッカにね︒だから︑ああいうところは港で出来る

いということ︒そうしたら︑アメリカは安心して太平洋を遊ざで

夏目

きる・ような陸上自衛隊中心のバランスのとれた防衛力を整備す
ちょっと違いますよね︒

わけでしょ︒カムチャッカも︑潜水艦というのは︑あんなところ

きるんです︒

伊藤

違うことは違うんですよ︒ただ︑基盤的防衛力だって︑rよ

る﹂というのは︑あまりじつはよくないと︒

夏目

する能力は低いんです︒ソ連は何百隻という潜水艦を持っていた

こにも負けない︒だけれども︑第七艦隊といえども︑潜水艦に対

航空母艦を主体とする機動力は圧倒的な強さで︑戦争したってど

すよ︑いまじゃないですよ−対潜能力なんですね︒アメリカは︑

ばいいと︒要するに︑アメリカが欲しがっていたのは一当時で

そんな余計なものは必要ないんですよ︒対馬能力だけ持っていれ

分であり︑増強にあまり金をかけなくてもいいと︒海上だって︑

ら︒言い方が違うだけでね︒私が思ったのは︑陸は規模的には十

夏目

佐道

ある意味では︑陸はもうほとんど出来上がっているんだか

そうですが︒

母というのも︑そういう意味なんですよ︒封鎖するというのは︑簡

から中曽根さんが三海峡を封鎖するというのも︑日本列島を浮沈空

夏目

伊藤

当時は現実的でしたよ︒いちばん手つとり早いですよ︒だ

三海峡封鎖というのは︑非常に現実的なものなんですか︒

衛隊に期待する︒

れば︑対需用の機能も第七艦隊は弱いですからね︒それを海上自

請になるんですね︒アメリカはだって︑極東にはP−3Cもなけ

衛という形になって︑後ほどまた出てくるでしょうけれども︑要

てはいちばん望ましいことだったんですね︒それがシーレーン防

ェックしてしまえばいちばんいいんです︒それが︑アメリカとし

は千島の何ヵ所かしか出口がないんですよ︒だから︑三海峡でチ

く見れば海軍重視なんですよ︒

んですね︒それを何とかしたいというのが︑アメリカのいちばん

来る︒現にいま︑チェックしてるんですよ︒みんな通るのはわかつ

単ではないですよ︒だけれども︑狭いところだったらチェックは出
このころは確か︑もうそろそろ原潜になってないですか︒

の狙いだったんです︒

伊藤
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ているんです︒いま︑あまり必要なくなつちゃつたけどね︵笑︶︒

同盟がどうのとか︒

夏目

まだ鈴木さんのあれがあるんだ︑シーレーンだとか︑軍事

それはアメリカが︑日本にいちばん期待していたことなんです︒

かったんですね︒それともうひとつは︑バックファイアーという

らいは外へ出てへっちゃらでいられますから︑それがいちばん怖

夏目

伊藤

それは手に負えない︒いまの原潜なんていうのは︑半年ぐ

太平洋に出られてしまったら︑とてもだめですね︒︑

のは︑平時はチェックする︒いざとなったらそこで沈めちゃう︒

合的に使って出てくるやつをチェックする︒チェックするという

る︑いろんなシステムがあるんですけれども︑そういうものを総

ソナーシステムみたいなものを海に沈めて通ればわかるようにす

夏目

伊藤

のもそうだし︒それから︑昔︑日本で公使をやった⁝⁝名前を忘

テージなんていうのもそうだし︑ジェームズ・アワーなんていう

そういう意味では︑スタッフに知日派を置いたんですね︒アーミ

さんになってから非常によくなったんです︒レーガンは︑非常に

佐道中曽根さんは八二年の後半ですから︒

け︒

何をやっていた人ですか︒

れちゃったな︒某とかいうのが︑国務省に入っていたしね︒

夏目

日本の公使をやった人じゃないですかね︒その後︑シンガ

問題があるけれども︑その後にすぐじゃなかったでしたっ

ソ連の新しい戦闘爆撃機が出来て︑それが日本を飛び越えて太平

ポールなんかで大使をやっていましたけどね︒ちょっと︑名前が

伊藤

洋まで出てきて︑艦船の攻撃をする︒それが怖い︒だから︑日本

まず攻撃型潜水艦を持つ︑それから骨導哨戒機を持つ︑それから

列島浮沈空母というのは︑そこでもってバックファイアーに対す

出てこないげど︒ボケの四段階の︑もう第三期ぐらいに入ってい

いままでスラスラ出てきてるんですから︑ひとつぐらい引
っ掛かったからといって︵笑︶︒

伊藤

るから︵笑∀︒

じゃあ︑二年近くあるんですね︒いずれにしても︑中曽根

る壁をつくって止めてしまうと︒

だから︑レーガンになってから︑そういう具体的な要望に徐々
に切り替わってくるんですね︒しかし︑その要望もとても大きい
ものですから︑﹁ああ︑そうですが﹂というわけにはいかないよ

は︑クラークっていったかな︒シグールなんて凄い人でしたよd

もう一人は思い出した︑ガストン・シグールだ︒公使の方

うな話なんだけれども︑そういう話になっていくという意味では︑
私の考えからすれば当然そうなるんだろうなと︒また︑そちらの

日本語ペラペラだしね︒岡山の池田藩の何どかを研究してるって︑

夏目

ほうが日本にとっては︑仕事がしゃすいなという感じはしていま

はいいですね﹂とかね︒本当に何でも知ってるんだね︒カラオケ

私は全然わからない︵笑︶︒私が夏目といったら︑彼は﹁﹃草枕﹄

じゃあ︑レーガン政権の登場はウエルカムであると︒

したね︒

伊藤

っていったら︑﹁エンプティー・ボウル﹂なんて洒落ていました
武田

﹁エンプティー・ボウル﹂って言われた時はもう本当に︑も

笑いのツボも抑えてるんじゃないですか︵笑︶︒

ね︵笑︶︒﹁なんじゃ︑これ﹂と思ったけど︒

夏目

夏目 ウエルカムですね︒この直後に中曽根内閣になるんでしょ︒
︐そして︑蜜月時代と言われたぐらい︑日米関係がよくなったんで

まあ︑叙官月たった後ですけどね︒

すね︒

伊藤

ともと英語はだめだけど︑何かと思ったら﹁カラオケ﹂とかいって︒
なかなかうまいなあ︵笑︶︒

いや︑まだ一年ちょっと鈴木さんで︑八一年に例の同盟事

伊藤

佐道
件が︒
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てね︒だから辞めてからも︑評論とかあちこちの雑誌でものを書

アメリカへ行っていつもそう思うんだけれども︑アメリカ

夏目

いたゆ︑いろいろ勇ましいことを言っておられますよね︒だから︑
筆は立つ人なんでしょうね︒

の役人にしても軍人にしても︑いっかも言ったかもしれないけれ
ども︑教養がありますね︒そんなことが教養かどうかは知らない
佐道
ですか︒

防衛部長時代に︑意見書みたいなものを持って来られたん

けれども︒専門の知識以外にそういう幅広い︑とくに歴史認識と
いうかそういうものに対する造詣というか︑勉強をしてますね︒

夏目

まあ︑意見書というか︑自分の所見ですね︒久保さんとわ

伊藤

りと話が合うんですよ︒考え方は一緒ではないんだけれども︑と

逆にいえば︑日本だとそういう勉強をした人は︑別な仕事

に就くというチャンスがないんですね︒

にかくそういう実務からはなれた安全保障論のような話が出来
アカデミックなんですか︒

る︒防衛局長と防衛部長という立場でね︒
佐道

アカデミックというか︑要するにそういうルーチンの仕事

いや︑彼らはちゃんとなってから︑修士課程とかをやるん

夏目

夏目
大学の役割が︑ちょっと違うんですね︒

ですね︒そういう点では偉いなと思いますね︒
伊藤

軍人なんかでも︑みんな哲学修士とかを持っていてね︒ジ

徴兵制は憲法違反だからやらないというのが︑政府の決定として

以外にも口を出してしまう背景はあるんですね︒たぶん︑この一

夏目

防衛大学校も︑人文とか社会科学とか︑だいぶ幅広ぐ︒

閣議決定しているわけです︒たぶん︑この発言の直前︑いっかは

ェネラルであると同時に︑マスターを持っている︒そういう意味

佐道

いまの大学なんて︑学力の程度からいったら昔の高校ぐら

年ぐらい前かな︑国会議員から政府に質問書が出るんですよ︒そ

夏目

記憶がないんですけれども︒そういうことが背景にあって︑それ

では︑日本の軍人にしても役人にしても︑ちょっとね︒自分のこ

いでしょ︒大学院に行って初めて︑昔の大学ぐらいになるんじゃ

に対して﹁おかしいじゃないか﹂ということを言われたんだと思

うすると政府答弁というのをつくるんですけれども︑有事の際も

ないですかね︒土曜日は休みだし︑レジャーはふえても勉強する

うんですね︒唐突にこんなことを言うはずはないから︑たぶんそ

とを棚に上げて言えば︑そういうことです︒

暇はないしね︒そんなこと言ってたってしょうがないけど︒

ういう背景があって言われたんだと思うんですけどね︒

八一年二月の竹田︵五郎︶統幕議長の︑触りというか︒

ということを言われたんだと思うんですね︒それから防衛費のG
NP一％上限を批判したなんていうのは︑みんな言っていたこと

法違反だ﹂ということを閣議決定したことを踏まえて﹁何ごとか﹂

政府がわざわざ︑﹁有事の際といえども徴兵制はとらない︒憲

伊藤

栗栖︵弘臣︶さんの小型版だね︒竹田という人は︑私もよ

■竹田統幕議長の防衛費上限一パーセント批判
夏目

こういう問題が起こった時は︑官房長としては係わりは？

ですから︑これは別に大騒ぎする問題じゃないんです︒

伊藤

官房長として︑だから問題になったですよ︒﹁以後︑発言

く知っている人ですけれども︑ちょっと背伸びしてるんですね︒

夏目

非常に勉強するんですけれども︑こういうことに走り過ぎてしま
防衛はいかにあるべきかという︑非常に勉強して︑ものを書いて

を慎め﹂と︒

ってね︒空幕の防衛部長ぐらいの時からそうなんですよ︒日本の
は当時の防衛局に持って来るんですよ︒持って来るんだけれども︑

伊藤

竹田さんに注意をするという役割ですか︒

それよりは目先の仕事も一所懸命やってくれ︑みたいな話になっ

304

㊥・2・・3年8月19日

ただ︑是々非々だけでもって政治が動ぐわけではないんでね︒そ

あって︑その時期が来ないと実現しないんじゃないかと思います︒

遠吠えみたいに騒いだってね︒やっぱり︑ものというのは背景が

兵制が合憲になるとか︑認めるとかってなるならいいけど︑犬の

いい⁝⁝まあ︑言ったっていいけれども︵笑︶︒それでもって徴

夏目

議長の上に立って言ってるわけでもないんで．ね︒だからいま言っ

ています﹂と言えばいいことですから︑別に権限を逸脱して統幕

を言ったら︑別に権限で言うわけではなくて︑﹁大臣が心配され

夏目

庁長官の⁝⁝︒

佐道

は気をつけるようお願いします﹂と︵笑︶︒

〆

ういうことを考えて言わないから︒﹁俺の持論だ﹂といって言う

たように︑﹁ひとつ︑お願いします﹂ということで︵笑︶︒

そうそう︒だって︑国会が揉めちゃうもの︒言わなくても

なら︑それは子どもだって言うんでね︒実現性があって︑そうい

佐道

しゃっていたんですか︒

大村さんははっきりと︑これをどうしろということをおっ

だから︑大臣から言うのが筋ですよ︒だけど︑そんなこと

職制上からいいますと︑統幕議長は制服のトップで︑防衛﹂

う必然性があって言うならいいけど︑ただ自説を主張するなんて
いうのは︑世間を騒がすだけじゃないかということがあったです

夏目

夏目

伊藤

というのは︑栗栖さんはもう本当に確信犯でしたけど︑竹

そう大きな問題にはならなかったわけですか︒・

うのは︒

伊藤

顔をして︑﹁困ったな﹂っていう顔をしてたんじゃないですか︵笑︶︒

顔を長めていたんじゃないですかね︒あの人は︑きっと渋い

けどね︒栗栖さんの時のような大冊題にはならなかったですね︒

田さんというのは︑﹁それは俺の本心じゃない﹂みたいなことで︑

夏目

佐道

そういうことでもって謝ってしまうから︑これはこれで済

口が滑ったと︒

伊藤﹂まあ︑そうでしょうね︒

とで首にしたら︑キリがないですからね︒

いや︑けっこう騒いだんじゃないですか︒でも︑こんなこ

しかし︑社会党あたりがそれほど大騒ぎにしなかったとい

下がるからね︒まあそれは︑現職でもあったかもしれないけどね︒

夏目

夏目

厳しい処分をしろという意見は︑内部にはなかったですか︒

で︑堂々と言うべきことは言わなきゃいかんのですよ︒それは︑

長や議長でなけりゃ言えないことってあるんですよ︒制服の立場

僕は︑本当のことを言えばいいと思ってるんですよ︒幕僚

んだんだと思いましたね︒

佐道

内部には⁝⁝あったかもしれませんけど︑そんなに出なか

けじゃないですか︒だから︑正論だと思ったらドンと言ったらい

なりますけど︑幕僚長になったり議長になったら︑後は辞めるだ

部長やなんかの下の人が言ったら︑その人の将来に係わることに

夏目

一応︑そういうことを申し渡すのは︑−官房長の役割なんで

ったですね︒

伊藤
すか︒

この時は︑先生がおっしゃった︒

が滑った﹂とか﹁筆が滑った﹂とか︑言うからいけないんですよ

言えば︑私は立派だと思うけど︑﹁申し訳なかった︒ちょっと口

いんですよ︒で︑後で謝らないことですよ︒﹁あれは俺の持論だ︒

佐道

たぶん︑私も言ったと思いますよっ

︵笑︶︒だったら︑最初から言わなきゃいいんですよ︒

間違っているなら指摘しろ︒辞めさせるなら辞めきせてくれ﹂と

いや︑必ずしもそうじやなくて︑大臣が言う時もあります

夏目

﹁以後︑言動を慎むように﹂と︒

だけど︑制服の立場でものを言える人は︑現職の議長か幕僚長

し︑次官から言う時もあります︒

伊藤

そんな失礼なことは言わないですけどね︒﹁ひとつ︑発言

夏目

夏目
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ぐらいしかいないんですよね︒辞めたらだめ．なんです︒辞めてか

ょ︒その時は︑共産圏だとか紛争当事国だとか何とかかんとか︑

たぶん武器輸出三原則というのは︑佐藤内閣の時に出来たんでし

それを︑その後何年かたって︑昭和何年ぐらいだったかな⁝⁝︒

ら言うのは犬の遠吠えで︑誰も歯牙にもかけませんからね︒やっ

全ての国にいかんということになったんですね︒

そういうのはいけないよと︒それ以外は何も言っていないですね︒

﹁間違いじゃない︒それは俺が言ったんだ︒どこが悪い︒違って
伊藤

そうそう︒あれは︑三木内閣だ︒あれは何年になるんです

ぱり︑現職の人が言うことに重みがあるので︒言ったらそれは︑
るなら︑首にでも何でもしろ﹂と︑開き直るんだったら私は立派
夏目

七五年ですから︑昭和五十年︒

だと思うけど︑そんな人はいないね︒だって︑統幕議長ってもう

佐道

昭和五十年頃ですか︒あらゆる国に対して武器輸出はいけ

かね︒

それ以上はないわけですからね︒

夏目

上がりでしょ︒

伊藤

だから︑私はいまでも次官などに言ってるんですけど︑

たと︒じゃあ︑それまで五年ぐらいかかってるのかな︒三木内閣

ないことになったはずなんだよね︒それを破って︑これが出てき

夏目

﹁次官になったら︑政治家でも遠慮なく堂々と言え︒おかしいと
思ったら首になればいいじゃないか︒半年早いか遅いかだけの差
佐道

私の時もそんなことがありましたよ︑私が次官になった時

なってすぐというのは︑なかなか言いづらいでしょうし︒

のぐらいですか︒

佐道

って五十年ですか︒

夏目

夏目

だよ﹂と︒そうは言うけど︑実際その立場になると︵笑︶︒

の統幕議長が大臣の前で言いたいことを言ったら︑大臣に叱られた︒

の武器技術というか︑﹁アメリカが日本に対していろんな援助を

といって開き直ったらいいと思うんだけどね︒﹁そんな不穏当なこ

ね︒謝らなきゃいいと思ったんだ︒﹁私のどこか間違っていますか﹂

この一年後ぐらいから正式に言いだすんですが︑たぶんその下地

技術をアメリカにオープンにしてもいいじゃないか﹂というのを︑

してきたのに︑日本からの見返りがないじゃないか︒日本の武器

たぶん︑この時の背景があって︑アメリカがそろそろ日本

一九七四年から七六年ですから︑五十年か五十一年か︑そ

﹁それはおかしいじゃないか﹂と言われたら︑謝っちゃったんです

とを言うのはげしからん﹂と言われたら︑黙っちゃつたからね︒

が︑この頃から非公式に言ってきていたんではないかなと思うん

輸出三原則を法制化しろという要求をしたと︒結局︑衆議院で︑

伊藤

法制化はなんとか避けるということになって︒

の決議だけれどもね︒

と︒法制化しようじゃないかということになって︑結局は再確認

それは︑いまのアメリカの言い分と絡めて考えて︑とんでもない

ですよね︒そういう時にこの堀田ハガネの事件が起きて︑そして

この三原則の再確認を決議することになったという事件がありま

佐道

たぶん︑そうだと思うんですけれども︒だから︑そのもの

■堀田ハガネの韓国向け武器輸出問題

すが︑何かご記憶はありますか︒

夏目

次の︑．堀田ハガネの韓国向け武器輸出問題で︑野党が武器

夏目

にはないけれども︑たぶんアメリカのそういうもののひとつの言

僕は︑武器輸出三原則そのものにはあまり関心も興味もな
かったんですが︑その後アメリカから︑﹁アメリカだけは別扱い

い分が切っ掛けになって︑こういう三原則の話が出たんだなとい

うことはありましたね︒堀田ハガネのこと自体は︑あまり私は記

にしてくれ﹂というようなことを言ってくるんですよ︒そういう
意味で私もちょっと調べたというか︑記憶があるんですけどね︒
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輸出したことがあったんだね︒中国かな︒だから︑昭和五十八年

憶がないけどね︒前にも︑確か九州かなんかの業者が鉄砲だかを
夏目

伊藤

タブーですよね︒本当はいちばんいいことなんですよ︒安

それはタブーでしょう︑やっぱり︒

方向で行こうなんていうことには︑絶対にならなかったですね︒

續ｪ三年︶にアメリカは︑武器輸出の例外だと決めるんでしょ︒

伊藤
そうだと思うんです︒それ以上︑記憶がないもの︒

それで︑野党が非常に気にしたということですか︒

夏目．それは︑出す先は選ばなければいけませんけれども︑タイ

伊藤

けれどもね︒

くもなるし︑極東の平和と安全に資することも大きいと思うんだ

夏目

これが揉めたら︑当然のことですが官房長としては⁝⁝？

とかインドネシアとかへ出したって︑どうっていうことはないと

だか叡︑その下地がたぶんこの頃からあったということですね︒

伊藤
だから︑このこと自体には関心がなかったですね︒堀田ハ

煩かったんじゃないかと思うんです︒堀田ハガネを契機にしてね︒

るし︑いいことだと思うんですけどね︒景気もよくなるしさ︒

つちゃってるでしょ︒だから︑日本で出したら国内価格も安くな

ぱい行っているんだからね︒逆に︑そっちとの結びつきが強くな

北朝鮮へ輸出したら問題ですけどね︵笑︶︒

ガネって︑全然記憶にないです︒たぶん︑唐突に武器輸出の三原

夏目

思うんですけどね︒どうせソ連とか︑いろいろなところがらいっ

むしろ︑堀田ハガネをあれにして︑アメリカへ挺すのも控えろと︒

佐道

則のことを言ってきたのは︑そういうことがあったからよけい︑

慎重にしろということを言いたかったんではないのかなという感

来ますし︒

絶対︑そうですよ︒
輸出の問題でいえば︑CHINCOMとかCOCOM夏
と目か︑

武器を使えば︑メンテナンスのあれでずっとつながりが出

じがしますけどね︒その後︑問題になりますからね︒

伊藤
そこははっきりしていたんです︒

夏目

別がつかなくなってきますね︒

武器技術ということになってくると︑汎用技術とあまり区

しかし︑同盟国に⁝⁝︒

すか︒三木内閣の時の決定は確か︑紛争当事国とか共産圏でなく

伊藤

だけど同盟国も︑三木内閣の時にだめにしたんですよ︒

てもいかんし︑そういうものに応凧されるようなものも慎むと︒

それで共産圏への輸出は規制していますよね︒

あれもすごい話ですね︒・

確か︑範囲がそういうふうに広かったはずですよ︒

■ワインバーーガー米国務長官の海上防衛力分担要求

だから確か︑汎用技術もいけないと言われたんじゃないで

だめというか︑絶対にだめではないんですね︒﹁慎重にし

とか﹁慎め﹂とか︑そんなような言い方だったと思うんですけ

防衛庁として︑﹁武器の海外輸出ということについてもう
佐道

それで︑伊東外務大臣が三月に行かれて︑もうレーガン政・

少し積極的にやったらどうだ︒そうすれば︑旧冬でつくってる武

もおっしゃった役割分担ですけれども︑グアム以西︑フィリピン

権になっていますからワインバーガーさんに会って︑先ほど先生
夏目

以北の海上防衛分担をやってくれないかということが出てきたん

器ももう少し安くなるし﹂とか︑そういう意見は？

んなことになったことはないですね︒まともに議論もされなかっ

ですが︑カーター政権とはちょっと違うなというところもあるわ

私はそう思っていましたけれども︑防衛庁の意見としてそ
たし︑個人的に言うのはあったけれども︑防衛庁としてそういう
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なんだって？

夏目

圃鈴木首相が日米同盟の軍事的役割否定

夏目

伊東外務大臣の訪米ですよ︒これ︑鈴木さんがその後に行

けですが︑防衛庁としては︑それはどうすべきだと？

伊藤

て︑そして全部飲み込んだ上で鈴木さんと一緒に行くと︒で︑そ

レーガン政権になったので︑伊東外務大臣が訪米したとい

レーガン政権になってからですね︒

通りしゃべったけれども︑帰って来てから⁝⁝︒

ういう振り付けをしたはずですよね︒ところが鈴木さんは︑その

伊東さんはもう充分に承知して︑アメリカの言い分も弁え

く前の︑三月の話です︒

夏目

伊藤

たんですよ︒それが︑こういうことを言っているんですよ︒﹁レー

の時だったんです︒これと同じ頃︑ウエストという国防次官補がい

要するに︑シーレーン防衛について初めて言及したというのが︑こ

には︑自国内および周辺水域の防衛について一層の努力を望む﹂︒

伸び率といった数字を巡っての不毛の論議は言つべきでない︒日本

インバーガー長官がこう言ってるんですね︒﹁日米間で︑防衛費の

夏目

伊藤

夏目

か言って︑それで伊東さんが辞めるんでしょ︒だから︑そこもど

佐道

入ってきますよ︒

ういう経緯でそうなつちゃったのかは︑わからないね︒

夏目

外務省を経由してですか︒

の情報は︑防衛庁にはきちんと詳しく入ってくるものですか︒

伊藤

もちろん外務省を経由して︒この時は誰も防衛庁は行って

その時に騒がれて︑﹁軍事同盟なんていうのはないよ﹂と

記者会見の時ですね︒

伊藤帰ってくる途中ですよ︒

ガン政権は︑同盟国に対し公然と批判するようなことはしない︒防

夏目

うことですよ︒

衛努力については︑対GNP比や対前年度伸び率のような数字より

ないはずですからね︒ただ︑鈴木さんが記者会見か何かで︑﹁日

一九八一年︵昭和五十六年︶の三月ですね︒この時に︑ワ

も︑使命︑役割について議論する方針をとっていく﹂と︒ワインバ

米同盟のなかに軍事的なものは入っていない﹂みたいなことを言

伊東・ワインバーガーの会談とか︑そういうことについて

ーガー長官がこの頃︑上院の公聴会でもって︑﹁日米欧の合理的な

伊藤

そうでしょうね︒

分業こそ︑アメリカ政府の防衛政策の基盤である﹂と︒要するにレ
った背景はわからない︒外務省も言ってくれないからね︒たぶん
ーガン政権になってから︑日本の防衛力については︑NATOなど 自分たちのところで︑どこかミスつたんでしょうな︒
と同じように役割分担を期待しているんだ︑ということを打ち出し

大臣が悪かったのか︑事務方が悪かったのか︑それもわか

のは︑鈴木さんもおかしいんですよね︒

夏目

やっぱり鈴木さんという人は︑それまで外交的なことをね︒

てきたということなんですね︒それをはっきりと打ち出したのが︑

伊藤

伊藤

全然わかってないですよ︒

らないですけどね︒だけど．常識的にあり得ないことを言ってる

を言われて︑だから伊東さんのほうが鈴木さんよりは事情をもつ

夏目

外交も軍事も全然わからないでしょ︒船といえば漁船です

！

鈴木・レーガンの共同声明という形になるわけです︒

と詳しく︑肌で感じていたということでしょうかね︒後でもう一

伊藤

鈴木さんが行く前に︑伊東外務大臣が行ってそういうこと

度︑今度は鈴木さんと一緒に行くわけですね︒

農林族ですからね︒

からね︒

夏目
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佐道

総理︑外務大臣が行かれて︑日米関係全般だけではなくて︑

とくに外交︑防衛の問題も議論になるということになると︑ワシ

夏目

﹁総理と外務大臣がゴチャゴチャして︑みっともない︒わか

ってないんじゃないか︒それは外務省のやつが悪いんだろう﹂と︒

佐道

夏目

この頃のことは記憶がないんだけれども︑あまり目立った

防衛庁は︑どういう役割を果たされゐんでしょう︒

誰が行ったという記憶はない︒

そうでしたかね︒

の六月ぐらいに今度は︑大村長官がアメリカに行かれますね︒

たぶん︑外務省が悪いんじゃなくて︑総理が悪かったんだと思い

夏目

夏目

そうすると︑この首脳会談でかなりゴタゴタした分︑大村

ントンなどには︑防衛庁からも？

形で働いていないんじゃないかと思うんですね︒むしろ大使館で

佐道

この日米首脳会談の後にゴタゴタするわけですが︑その後

はないかと思うんですけれども︒

佐道

ますけどね︒

すら︑あまり聞かれていないんじゃないか︒東京の外務省が全部︑

きんが行かれるのは緊張されるというか︑重要になってくるんで

そもそも︑伊東外務大臣が行って三月にこういう話が出て

振り付けしだんじゃないですかね︒

佐道

この後︑事務レベル協議に舞台を移された︒首脳会議でも︑日米

あなたが言ってるのは︑事務レベル協議の話？

事務レベル協議が議題になってしまった︒本来非公式な︑フリー

伊藤

トーキングな場だったものが︑そこで大いに議論してもらいたと

いるわけですから﹂こういつた実際の軍事的な話も出る可能性が

いって両方の首脳が相談したということになって︑そのほうが大

いやいや︑別に行かれているんです︒

庁にどういうふうに言ってきたかというのは︑官房長たる私はあ

きな意味を持ってきたけれども︑その間に入った大臣の会談とい

佐道

まり記憶がないですね︒知らないです︒あるいは︑聞かされてい

うのは︑失礼だけれども全然⁝⁝︵笑︶︒

かなり高いわけですよね︒そうすると︑こういう議論が出そヶだ

なかったのかもしれないです︒

夏目

この時は︑防衛局︒

儀礼かもしれない︒

それは全然︑記憶にないですね︒行ったのは思い出したけ

佐道

防衛局だと思いますね︒

伊藤

夏目

夏目

首相が訪米する場合などは︑首相︑外相で行って︑随員の

記憶からすっかり落っこちてるけどね︒

ということで︑外務省から防衛庁のほうに事前に何か言ってくる

伊藤

夏目

大事でないことは︑記憶がなくなってもいいんです︒

れども︑大事な話をしたというようなあれはないですね︒むしろ

なかに防衛庁からは行かないものですか︒

伊藤

だって︑いま私が書いたのを読んでるのは︑もう十年以上

ということはあるのでしょうか︒

夏目

夏目

言って来たんだと思いますけど︑具体的に外務省から防衛

して連れて行かないんだ﹂ということを散々言い合った記憶はあ

前に書いたものだから︑いまより記憶が鮮明な時だけど︑そのこ
﹁安保問題は俺の専門だ﹂と︵笑︶ゆ

とについて触れてないものね︵笑︶︒

たぶん︑この時か違う時か覚えていないけれども︑﹁どう

りますよ︒だけど︑外務省ってそういう役所ですよ︒
伊藤

そういうメモをつくったんですか︒

伊藤

あちこちで講演した時の︑あるいはさっきの高坂グループ

の先生方に︑七〇年代の日米軍事関係についてどういう経緯があ

夏目

だから半分︑﹁それ見ろ﹂っていう感じ竜ないわけではな
何に対してですか︒

夏目
い︒

伊藤
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つたか︑ということをしゃべらされたんですね︒その時の原稿を︑

沖でもって延縄を切って︑たぶん共同訓練を途中でやめちゃった

日本海にはあまり入ってこなかったんですけどね︒それが︑秋田

んですね︒出端を挫かれたみたいな事故でしてね︒ちょっと対応

いま見ながらしゃべっているんです︒いまよりこっちのほうが記
憶が鮮明だからね︒

伊藤

が悪かった点も漕：⁝悪いというか︑初めてだし︑米軍が入ってい

するデモンストレーションでもあるわけですね︒

だから︑ここにも書いてあるけど︑大村長官の話は出てこないん

それは︑事務レベル協議の段階でのお話ですか︒

もちろんそうです︒それがいちばんの狙いですよね︒

るものだから︑ややこしいんですよ︒それでちょっとゴタゴタし

佐道

そうです︒その時はまだ︑私は行っていないんですよ︒も

夏目

当然︑地元からは﹁補償しろ﹂とか︒

だよ︒向こうの国防次官補とか参謀総長の発言なんかはいつぱい

夏目

佐道

もちろん︑補償という問題が出てきましたね︒私は直接︑

て︑演習は取りやめになつちゃったんですよね︒

ちろん︑この時の宿題が次の年に回ってくるんです︒でも︑この

夏目

出てくるんだけど︑大臣の話は出てこない︒失礼だね︵笑︶︒

年は行ってない︒

担当ではないけれども︑報道関係のところでゴタゴタやった記憶

日本海に第七艦隊が入ったということは︑つまりソ連に対

伊藤次のところに書いてあります︑米軍と自衛隊の共同訓練で

夏目
記憶はありますか︒

書いてない︒

たからね︒米軍ズレのしていない︑共同訓練なんか初めて見ると

夏目

伊藤

演習をやったらあり得ることですよ︒だけど︑初っ端でし

実際は︑補償するというのは大したことではないわけですね︒

がありますね︒

小さい事故が起こったという︑このことはそれには全然書いてな

伊藤

これはたぶん︑例のガイドラインが決まって︑それから非

いでしょ︒

夏目

いうところですからね︒日本海の秋田県なんて平和そのもののと

われるんですね︒海上自衛隊はその前から︑規模の小さい共同訓

夏目

佐道

それにも係わらず︑延縄とかをやっていたわけですか︒

知ってるんですよ︒

事前に訓練海域とかは？

ころだから︵笑︶︑漁民もショックだったでしょうね︒

練はいつでもしていたんですが︑だけども航空自衛隊とか陸上自

佐道

常に日米の関係で目ざましく変わったのは︑共同訓練なんですよ︒
−まず空が︑防空訓練というか︑航空自衛隊の共同訓練が初めて行

衛隊はしたことがなかったんですが︑このガイドラインを受けて
Cという︑環太平洋の海軍が集まってやる大規模の演習というか︑

佐道

て︑しばらくわからなかったんじゃないですかね︒

ら︑わからないですよね︒たぶんあの時も︑切ってすぐではなく

すぐ始まったのが︑航空自衛隊の共同訓練︒それからRIMPA 夏目 延縄って︑そうとう遠くまでやるんじゃないですか︒だか
訓練︒これにも出てる︒

夏目

夏目

何もしないでじっと見ていた﹂とか︒

当時の新聞によりますと︑﹁切ったにも係わらず︑米軍が

伊藤正式に︒
共同訓練が行われたんですがね︒確か︑日本防衛のための訓練な

んでしょ︒

正式にね︒そうした動きのなかで︑米海軍と海上自衛隊の
んだな︒日本海に第七艦隊が大挙して入ってきたということは︑

伊藤

気づいてないのかもしれない︵笑︶︒

見てたとか︑逃げたとか︑そのまま行っちゃったとかいう
非常に画期的な演習だったんですね︒それまでは太平洋が主で︑
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伊藤

夏目

切断するという事件が起こったら︑それは後で補償すれば

アメリカは当たり前なんですよ︵笑︶︒

がいつばいいたでしょ︒ライシャワーさんが初めてじゃないでしょ︒
︑何人か︑みんな辞めてから言うんですよね︒それはもう︑みんな

夏目

これは先生のほうで何か︒

頭の中では常識だと思っているんですよ︒ただ︑政府が頑迷に否

当たり前だと思って︒アメリカにも︑そんなことを言う人

いいだけの話で︒

だとか何とかではなくて︑金で済む話ですからね︒ただ︑最初の

定するから︑建前論で行くからそういってるだけでもって︑心か

それだけのことというか︑事故は事故ですけど︑人が死ん

演習というか︑日本海で大規模な演習をやったのは初めてだから︑

ら積んでないと信じている人は一人もいないと思うんですね︒

夏目

ちょっと影響が大きかったんでしょうけどね︒出端を挫かれたと

伊藤

夏目

伊藤

そうそう︑それだけの話︒しかも私は覚えているのは︑そ

新聞が︑大いにやったわ け で す ね ︒

にね︒

夏目

をして言わなきゃならない︵笑︶︒

﹁積んでないと信じております﹂というふうに︑真面目な顔

．・いう感じではあったんではないですかね︒

の関連の記者会見したら︑﹁酒を飲んでたじゃないか﹂という話

佐道

夏目

佐道

伊藤

いや︑私だけじゃないんだけれども︒夜中でしょ︒それで︑

先生がですか︒

誰がですか︒

夏目

防衛庁はあまり関係ないですね︒

ですか︒

時に︑防衛庁としてはどういう対処をしょうとか︑決まってるん

ことですよね︒こういう発言があって︑新聞とかがワッと騒いだ

﹁事前協議がないから︑ないことになっております﹂という

ああいうイン．チキなことはやめたほうがいいんです︑本当

になってね︒

対策も終わって︑ビールでも飲んで解散になったんだけど︑それ

しょうね︒﹁事前協議です︒ありません︒だからをいでしょう﹂と︒

これは外務省ですか︒

じゃあ︑また出たかというような︒

佐道

新聞記者のほうは飲んでなかったのかなあ︵笑︶︒

佐道

がよくなかったらしい︵笑︶︒まあそれは︑その時の記者会見で
伊藤

そういう︑ちょっとした心の緩みというのはあるんですね

その程度ですね︒ただ︑アメリカというのはどうしてそう

外務省ですね︒聞かれたら︑外務省は同じことを言ったで

夏目

夏目

夏目

．︵笑︶︒会議の時は飲んでないんですけど︑終わって︑新聞記者の

いうことを言うのか︑何かシグナルを送ろうとしているんだと思う

突っ込まれただけで済んだんで す け ど ね ︒

会見もちゃんて出ていって︑後に残った数人でちょっと飲んだら︑

んですね︒﹁日本の言い分はごまかしだということを︑そろそろ言

まあ︑核についての三原則が︑もともとそんな意味とは違
いますからね︒

伊藤

ったらどうなの﹂と︑言ってるんじゃないかと思うんですけどね︒

それがよくないんですね︒

でも︑そのぐらいはだけど︒

■ライシャワー元大使の核搭載艦寄港発言
佐道

最初につくった時は︑﹁持ち込み﹂は入っていなかったん
ですよ︒

夏目
たんですが︑アメリカでライシャワー元大使が︑﹁日本に寄港す

伊藤・いや︑持ち込みというのは要するに︑中に持ってきてそこ

3

ちょうど同じ時期ですけれども︑質問項目には書いていなかっ
る米艦船には核兵器を搭載している﹂というのがあったんですが︑
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くるんですけれども︑具体的には護衛艦を何隻︑P13Cを何回

という︑日本の防衛力について膨大な量の要求をしているんです

伊藤
航空母艦だって︑みんなそうでしょゆ

原子力潜水艦の寄港も︑問題にしますしね︒

らい前になって﹁こうなんだ︒これ︑宿題だ﹂と︵笑︶︒私は防

おいたんだね︒防衛庁もいい加減なんだね︒で︑私が行く半月ぐ

て帰るのはいいんだけれども︑持って帰ったきり一年間︑放って

だから︑船に積んでくるのなんかは入っていなかったんで

に据えつけることでしょ︒

夏目

夏目
原子力といえばみんなだめという︒

衛局長になったばかりでしょ︒﹁エッ1﹂といって︑聞いてびっ

よ︒それで︑答えられないから︑それを持って帰るんです︒持っ

佐道

そんな︑降ろして来るはずがないんだから︵笑︶︒いつも

すよ︒

夏目

それで︑どうしたものかと︒一年間放っておいて︑答えないわ

くり仰天してね︒

ど︑鞄の中へ入れてそのまま家に持って帰るのは持ち込みじゃね

けにいかないし︑何かまともな答えをしなきゃいけない︒そうか

言ってるんだけど︑﹁飲み屋に酒を持ち込んで飲んだらいかんけ
え﹂って︒養老の滝で自分の持って来た酒を開けたら︑それは持

ガイドラインで共同研究ということになっているから︑シーレー

といって︑出来るとは言えない︒それで共同研究にしたんです︒

そういう答弁が出来たら気持ちいいでしょうね︵笑︶︒

ち込み︵笑︶︒

佐道

ども︑俺たちも勉強すると︒それで︑シーレーンの共同研究とい

ンも共同研究の対象にしょうよと︒アメリカも勉強したろうけれ

外務省はしないでしょうね︒

うのが始まるんです︒それは︑行く前にちゃんと総理の了解もと

﹁しろ︑しろ﹂って言うんだけど︑誰もしない︒

佐道

本当にわかりにくい答弁が多いですよ︒僕が防衛局長にな

夏目

夏目

とかは一緒に行動している限り︑そういうことはありません﹂と︒

に︑そういうことを前もって報告をする人間がいなかった︒だか

だけど︑それよりも腹が立ったのは︑私が防衛局長になったの

って︑そういうことにしたわけです︒

なんだろう︑その﹁限り﹂というのは︒どういうんだかわからな

ら︑防衛庁もいい加減だね︒外務省のことを悪口いってられない

ってから︑﹁アメリカと日本は共同作戦をとる限り︑何とかかん

いですね︒それを意訳すると︑勇み足になつちゃう︒だけどある

では︑次回はここからまた改めて︒

んだよ︵笑︶︒連続性がないんだ︒

佐道

防衛局長になったところの話を︑ちょっと伺わないとまず

どうもありがとうございました︒

いですね︒

佐道

︵終了︶

伊藤

日︑目を瞑って勇み足をやったら︑やっぱり叱られるもんね︒
﹁大村さんみたいに︑ちゃんと読め﹂と︒だけど︑自分で納得で
さっきお話にありました︑ハワイの日米安保事務レベル協

きないものを読めませんよ︒

伊藤

ちょっと触りだけ言うと︑この時にいろんなことを言って

議は︑翌年には今度は自分が？

夏目
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第11回

開催日＝2003年9月22日（月）
開催時刻：14時00分
終了時刻＝16時15分
開催場所＝財団法人

防衛弘済会

【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）

伊藤

隆（政策研究大学院大学教授）

佐道明広（政策研究大学院大学元助教授）

武田知己（政策研究大学院大学cOE特別研究員）
中島信吾（防衛庁防衛研究所戦史部教官）

岡田志津枝（防衛庁防衛研兜所戦史部所員）
記録者＝

有限会社ペンハウス矢沢麻里

第11回インタビュー質問項目

内局との連絡・調整億どのようになっていたのでしょうか︒

はり制服組が中心になってくると思いますが︑この場合の制服組と

どの程度進んだのでしょヶか︒また︑具体的な有事研究ですと︑や

﹁極東有事﹂に関する研究を進めることが合意されています︒これは

6月に行われた大村長官・ワインバーガー国防長官の会談︵前回ご
2003年9月22日
記憶がないということでしたが︶でも︑ガイドラインに関連して

官房長時代の続きがらお願いします︒前回もお話がありました81

備を優先し︑有事立法作業は当面見送る方針を表明しました︵朝
日︑8月14日夕︶︒先生も有事立法の問題にはかなり関与されて
いたわけですが︑有事立法作業の見送りは防衛庁としてやむをえ

8月︑大村長官は国防会議議員懇談会で︑現行自衛隊法の政令整

ないという判断だったのでしょうか︒それとも内閣としての判断

年6月のハワイにおける日米安保事務レベル協議で︑米側の要求
は日本側が考えていたよりもかなり大きいものでした︒その後防

の打ち合わせを含めて︑鈴木首相の訪米以来悪化していた日米関

ということでしょうか︒

衛庁内でもこれに対応しないまま︑翌年防衛局長に就任された先
生に引き継がれたというお話でしたが︑そもそも事前の外務省と

しょうか︒

係について防衛庁サイドはどのような姿勢で臨む方針だったので

上の質問とも関連しますが︑米側の要求は﹁防衛計画の大綱﹂の水
準を越えるものでした︒大村長官も園田外相︑宮沢官房長官も米国
の要求は過大であるとして否定的な意見を述べていますが︑これは
防衛庁としてもやむをえないという意見だったのでしょうか︒

米国は日本に対して防衛力整備要求を行うと同時に︑在日米軍経
費負担︵思いやり予算︶の増額も求めていました︒防衛三筋の話
として日本側分担を拡大する意向︵日経︑6月24日目と伝えられ
ていますが︑これは防衛力増大要求に応えられないことの﹁代償﹂
的な施策ということでしょ・うか︒︑

N12月置日米装備技術定期協議で︑米側は武器輸出三原則の撤
廃を求めたのをはじめ︵このころになるとNATO並みの協力を

6

武器の共同開発でも求めてき光といわれています︒これはやがて
FSXの問題にも関係していきますが︑武器開発・技術協力をめ
ぐる米国の姿勢などについてご記憶の点をお願いしますρ

81

獅ﾉ内閣改造があり︑伊藤宗一郎氏が長官に就任しました︒伊

7
象等お願いします︒

藤氏は﹁男子の本懐﹂と述べて話題になりましたが︑伊藤氏の印

11

82

8

N3月︑日米防衛首脳定期協議でワインバーガー国防長官は︑

3t5

4
5

1

2
3

日本のシーレーン防衛の具体化および防衛費毎年12％増の必要性
を指摘したと伝えられています︒米国の防衛力増強要請は一段と
厳しくなっている観がありますが︑米国の要請に対して防衛庁は
どのように考えていたのでしょうか︒なかなか具体的な対応策は
浮かばなかったということでしょうか︒

4月︑英国とアルゼンチンの間でフォークランド紛争が勃発しま
す︒英国の軍艦が撃沈されたり︑近代的兵器を使った海上戦闘も
行われ︑軍事関係者の関心は高かったと思います︒先生はどのよ
うにご覧になっておられましたか︒また︑防衛庁・自衛隊として
も戦訓を得るよう検討されたと思いますがいかがでしょうか︒

7月︑防衛局長に就任されます︒就任の経緯等お聞かせ下さい︒
ような問題でしょうか︒あるいは早急な対応が必要な問題として

就任にあたって︑先生が最重要課題と考えておられたことはどの
はどのようなことを考えておられましたか︒

先生と同時に事務次官には大蔵省出身の吉野實氏が就任されまし
た︒これで三代続いて大蔵省出身の次官となったわけですが︑吉
野氏自身は経理局長を約一年務められただけで︵その後︑防衛施
設庁長官︶︑官房長も防衛局長も務めておられませんでした︒一方
で官房長︑防衛局長を務められた塩田章氏は施設庁長官に転出さ

れています︒防衛問題の比重が重くなっている時期ということを
考えると︑少し人事に違和感も持つのですが︑いかがでしょうか︒

8月︑ハワイで日米安保事務レベル協議が開催されます︒先生は
防衛局長としてこの会議に臨まれたわけですが︑前回のお話です

と︑米側要求に対して日本はきちんとした対応をせずに先送りに
していたことになります︒この会議に臨まれた先生の考え方など
についてお願いします︒

事務レベル協議を踏まえて︑日本国内の調整が必要になると思い
ます︒特に外務省とは詳細な連絡も必要かと思いますが︑この点
についてはどのように取り組まれたのでしょうか︒

13

N11月︑中曽根内閣が誕生します︒かつて防衛庁長官も務めら

14
続きがらお願いします︒

※今回は以上の点についてお願いします︒ 次回は防衛局長時代の

れましたか︒

れた中曽根氏の首相就任について︑先生はどのような印象をもた

82

9
10
11
12
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tt

問表で︑これは答えて意味があるかなというのでお話しくださって

伊藤

夏目

そうなんです︒ちょっと細かいことになりますが︑この質

ちょっと戻るんだよね︒

郎︶長官︒⁝し−まだ伊藤長官になっていないかな︒官房長のとき

では人の仕事だと思っていたのに︵笑︶︒それから︑伊藤︵宗一

夏目

伊藤

夏目

伊藤

夏目

いちばん忙しい時期でした︒右も左もわからない︑いまま

予算委員会の話ですか︒じゃあ︑それは大変だ︒

何の委員って︑当時︑予算委員会か何かをやったのでしょう︒

それは何の委員会ですか︒

そんなのはいいのですけれどもね︒

■官房長時代

も構いません︒この前のお話では︑日米安保事務レベル協議で日本

に伊藤長官もいましたね︒

夏目

大臣をクビにしろという声が与野党から膨灘と上がって凸次官と

夏目

佐道

伊藤大臣の﹁ゆすり・たかり発言事件﹂というのがあって︑

ぱい︑最後の時期に︒

伊藤先生はこの前だいぶ先へ進まれたような感じで︒

側が全然対応しないでいる問に︑という話がございま七たよね︒

だけれども︑官房長時代の記憶にあることで変わったことだけを

官房長と︑あっちこっちへ行って頭を下げ続け︑なんとかクビだ

ちょっと戻らんとね︒その前に︑たいしたことではないの

ちょっと︒あんまり本件と関係ないかもしれないけれども︒

けは逃れた経験があるのをいま思い出しました︒仕事とは関係な

やはり仕事ではないのですか︒

幾つかあるのですけれども︑一つは︑私の官房長時代というのは

伊藤

まあ︑仕事といえば仕事だけど︑あまりおたくと関係のあ

いけれどもね︒

夏目

国会の審議ストップがやたら多かったんですよ︒いま思い出して
新聞を読むと︑ファントムか何かの追加生産の爆撃装置をはずさ

も何が問題だったのか記憶が定かではないのだけれども︑当時の
ないで予算要求したのかな︒そんなことがあって国会でだいぶ問

る仕事ではない︒ゆすり・たかりといったのは︑国民も政治家も
ども︒

それは何の話ですか︒

題になって︑何回か答弁が詰まっちゃρて審議ストップになって︑

した︒私は官房長で正面ではないものだから外野みたいなところ

伊藤

要するに︑国民は政治家にゆすり・たかりをやるし︑政治

みんなそうだと︒確かにいわれてみればそのとおりなのですけれ

がら見ていたのですけれども︑そういうことがありました︒その

夏目

﹁あの政府委員から答えさせるな﹂ということがやたらにありま

時︑一時︑防衛局長が病気でダウンしちゃって︑数ヵ月かな︑一

いうこどをやっている︒そんな日本ではだめだと︒

家はまたいろいろなところへゆすり・たかりみたいなことをやっ

どこかの講演か何かでそれをいったわけですか︒．

ヵ月かニ旨趣か覚えがないけれども︑急遽︑防衛局長の代わりに

伊藤

何でいったのか記憶にないですね︒﹁お願いします﹂とい

て︑それが政治家の力だとか何だとか誤解している︒国民もそう

ある日突然ですけれどもね︒

夏目

いうものに甘んじて︵政治家に︑﹁あれを頼む︒これを頼む﹂と

夏目

次期防衛局長という︵笑︶︒

国会答弁させられた記憶があるんです︒

伊藤

いや︑そんなのではなくて︑病気ですからね︒急に入院か

伊藤・官房長がですか︒

夏目

の先生のところへ行って︒春日一幸先生なんかは︑寝床にいたま

うことで︑当時の自民党の政調会長の田中六助さんやら︑何人か
そうですが︒それは議事録を見ればわかりますね︒

何かしちゃったのかな︒それでひどい目にあったことがある︒
伊藤

7

31

はい︒

ことをもう少しお話ししたほうがいいのではないですか︒
佐道

この八↓年の日米安保事務レベル協議というのは︑それま

ま︑﹁クビだ︑あれは﹂とかいって︵笑︶︒﹁あれをクビにしたっ

て防衛庁がつぶれるわけじゃねえだろう﹂とかいわれた︒そんな
夏目

では単なる事務次官をキャップにしてやるフリートーキングで︑

ことを思い出しました︒

謝るのは上手ですか︒

例のいろいろな話が出たときに︑具体的なことについては日米安

伊藤

保事務レベル協議で具体的に相談しようじゃないかと︒それまで

言いたいことを言おうじゃないかと︑非常に気楽な会議だったの

なんとなくわかるような気もします︵笑︶︒

のそういうフリートーキングの場がなんとなく日米両首脳の問で

私はそういうことで仲良くなるんですよ︒私は謝るときに

伊藤

気が小さくて︑本当におどおどしてね︵笑︶︒なんとか助

話題になつちゃった︒したがってその会議の占める意味というの

夏目

かって︑そういう思い出をちょっといま思い出してね︒︐

夏目
では︑伊藤さんは先生を多としたのですか︒

がちょっと変わっちゃったのです︒それまではあんまり取り上げ

です︒ところが︑その前にレーガンと鈴木︵善幸︶の問において

伊藤

もともと気の合う感じの人でしたけれどもね︒彼は大学の

非常に誠実味あふれています︵笑︶︒

夏目

られなかったのですけれども︑マスコミも非常に注目し始めちゃ

つてね︒そういう偶然も重なつちゃって︑そういう下地の上で五

先輩ですし︑お酒は好きだし︒お酒も︑彼は日本酒一本なんです︒

十六年忌安保事務レベル協議というのは始まったわけです︒そこ

宮城の米どころですから︑洋食がだめで︑米の飯を食わないと機
嫌が悪い︒ちょっと助兵衛でしたけれどもね︒議長になってから

そのときにアメリカがいったのはこういうことなんです︒まず︑

ーッと騒ぎ立てられて︒

でまたアメリカが非常に思い切ったことをいったものだから︑ワ

それは年のせいじゃないですか︒

おとなしくなった︵笑︶︒

伊藤

本当になかなか愉快な︑ざっくばらんな︒ただ︑ざっくば

向こうの代表というのはウエストという国防次官補がいるのです

夏目

らんだからああいう発言をしたのでしょうね︒﹁男子の本懐﹂あ

この会議に出席するメンバーはどういう人かというと︑アメリカ側

が︑国防次官補が代表というのはちょっとあれなのですけれども︒

ああ︑そうですね︒そうだ︑あの人は︑﹁男子の本懐﹂をい

たりまではよかったけれども︒

伊藤

そうですね︑久しぶりに聞く台詞で︒

る︒しかし︑会議の建前は国防省の次官補か次官が代表なんです︒

在日米大使がいる︑太平洋軍司令官︑在日米軍司令官が入ったりす

は︑国防次官補以下︑国防省︑国務省の面々なんです︒そのほかに

佐道

あれから何か本が出たよね︒別の人のことだけど︑城山三

ったんだ︵笑︶︒

夏目

スフィルド大使がいましたし︑そういうちょっと異例な会議なん

私の時なんかは︑大河原駐米大使がいましたし︑向こうはマン

っていて︑もっと偉い人がそばにいるわけですよね︒

れが事務レベル協議なんです︒だから︑多少格下の人間が代表をや

局長︑こちらは防衛局長以下がいて︑防衛次官がキャップです︒そ

こちら側は︑駐米大使がいるんです︒それから︑外務省はアメリカ

まあ︑あれはちょっと違いまずけれどもね︵笑︶︒

郎か何かが﹃男子の本懐﹄という︒
伊藤

それで︑この一番からでいいのですか︒一番で繰り返し申

■日米安保事務レベル協議
夏目

しあげたほうがいいと思うのは︑八一年のときに向こうがいった

8
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です︒

お不十分である﹂ということをいった上でいまいったみたいなこ

わっていくのですけれども︒

とをいうわけですから︑日本側としては非常にびっくりして︑ど

を強調して︑その上でいろいろなことをいうわけです︒いった中
中島

そこで米側代表がいったことは︑﹁今回の協議というのは︑先

身はこうです︒﹁北大西洋では︑米国は核の傘と投入兵力を提供・

声はそれほど大きいものではなかったのでしょうか︒

れが結局︑その後日本の国内において大綱の見直しという声に変

する︒日本はその領土を守る効果的かつ継続的な通常戦力と︑日

夏目

うしていいかわからなかったというのが実情だと思うのです︒こ

本髪辺海空域と千海里のシーレーンを効果的に防衛するための十

六中業というものをつくったばかりだし︒だからそんなに︒ただ︑

般の成功裏におわった鈴木ーレーガン首脳会談の上に築かれるも

分な海空防衛力を持つこと︒韓国についての日本の役割は︑韓国

いっかも話したように︑大綱というのはできたときから鬼っ子だ

のである︒そういう意味で特別な重要な意味を持つ﹂ということ

防衛に従事する米軍のための援助・支援︒南アジアについては︑

ったでしょう︒そういう意味ではそういう声が全然ないわけでは

軍に対する経済援助︑駐留費の負担増と︑南アジアに対するOD

ったのですね︒確かに大綱というのは批判もあったけれども︑一

なかったんですゆしかし︑防衛庁としては大綱を非常に便利に使

まだつくってからそんなに時間がたっていないからね︒五

そうしますと︑当時はまだ日本側では大綱の見直しという

米国のインド洋における巨大な出費を伴う努力を考慮し︑在日米

Aの増額を行なう﹂と︑非常に防衛問題からはみ出たことを言い
出したのですね︒それでちょっとびっくりはしたんです︒

んです︒なぜかというと︑みんな大綱の枠内だということで逃げ

︑つは政治的に非常に効果があったということ︒それ以後︑国会内
の防衛議論というのはあんまりギスギスした議論にならなかった

将がいますが︑彼がこういつているのです︒﹁日本の防衛力につ

られた︒防衛庁もちょっと卑怯なところがあったんですよね︒

それを敷要する意味で︑ゴーマンという向こうの参謀本部の中
いては︑まず即効性を向上させることだ︒それは︑人員装備の充

シ㌃レーン防衛能力︒これは洋上防空とか対潜能力とか両方なの

てきたということです︒日米のなかで共通の認識になったのは︑

う大綱水準と非常に大きな差がある数字を並べて︑それを要求し

れども︑船の数を︑護衛艦何十隻とか︑潜水艦が何十隻とかとい

装備の近代化として︑この前もちょっといったかもしれませんけ

い持たなくてはいけないというようなことを具体的に︒それから

通信情報︶︑三番目には継戦能力﹂と︑弾薬の備蓄を何十日くら

果というのは大きかったと私は思うんです︒

えるのではないでしょうか︒そういう政治的な意味での大綱の効

で議論しようというような雰囲気が少し出てきたとい﹁うことはい

防衛問題に対する先鋭な対立が比較的緩和されてきた︒同じ土俵

大綱の政治的効果というのは大きかったと思うのです︒与野党の

はそのまま停止したというきらいもあるのですけれども︑非常に

それを裏返しにいえば︑・大綱をつくったことで防衛関係者の思考

そうすると︑そこから先は野党も追及しにくくて︑できなかった︒

﹁これは大綱の範囲内です﹂ということで︑みんな逃げを打った︒

ですが︑そういうものがいちばん日本にとって重要だということ

大綱というのは︑アメリカ側からいろいろなことをいってきた

足︑進度︑二番目にはCI︵シー・キューブド・アイ．指揮統制

をそこで重ねて敷術しているのです︒そこは次の年に引きずるの︑

ということが一つあるし︑世の中も変わってきたのですよね︒ア

メリカは非常に経済的にも財政的にもインバランスの問題だとか

ですが︑そういう要求を彼らはしてきた︒

﹁大綱は時代おくれである︒いまある五六中業が達成してもな
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から︑世界情勢も変わってきたということ︒アメリカから見れば︑

いちばん新しいものを極東に持ってくるという時代が続きました

クファイアが極東配備したとか︑ミンスクという空母も極東に︒

が起きてきた︒ソ連の軍事力というのは︑多分あのころからバッ

■﹁大綱見直し﹂意見書

伊藤

それで私は頼まれてつくった記憶がある︒

勉強はしますが最終的な作文は︑結局役人のところへくるのです︒

直しの議論を国会の中で始めた︒しかし議員さんのことですから︑

らがいちばん望んだガイドラインへの期待だったのです︒それが

るのか︑そういうことをはっきりしょうじゃないかというのが彼

えれば︑朝鮮半島で何かあったときに日本はどういう支援ができ

いんじゃないか︒だからそちらからやろうじゃないかと︒言い換

のですね︒日本有事なんていうことは蓋然性としてはほとんどな

ある︒アメリカがいちばん求めていたのは極東有事のほうだった

てくると思うのだけれども︑あれは日本有事と極東有事と分けて

共同研究というか︒何をやっていたかといったら︑あとでまた出

もう一つ背景にあったのは︑ガイドラインに対する不満ですね︒

かかる︒それが︑当時の宮沢︵喜一︶官房長官の耳に入ったんで

い︑党の中の議論として安保調査会で議論して︑今度は政調会に

はよかったんです︒わたしは黒子ですから︑私の名前は全然出な

うようなもので︑安保調査会もそのまま通っちゃった︒そこまで

厚な方ですから︑下から上がってきたものは︑﹁よかろう﹂とい

うのは三原︵朝雄︶さんが会長なんですよね︒あの方は非常に温

いい﹂というので︑安保調査会へかけたのです︒安保調査会とい

夏目

伊藤

夏目

そうです︒それでその﹁見直しを﹂といったら︑﹁これで

意見書みたいなものですか︒

﹁大綱見直し﹂というのを︒

何をつくるのですか︒

大綱は時代おくれだということをいってくるのも無理からぬ時代

ちょっとずれちゃったということが背景にあって︑そういうのが

す︒それで︑それは大変だと︒いま大綱の見直しなんかを議論し

だと思うのです︒

日本に対するいろいろな要求になってきたことから大綱見直しみ

たら︑国内もまた話しがややこしくなるからなんとかおさえたい︒

たしか鈴木内閣ですからね︒宮沢さんに呼ばれて︑﹁あれはどう

たいな議論が出てきたということはいえると思います︒

大綱見直しは︑これとは別にちょっとおもしろいことがありま

いうのは政調会の下にいろいろな調査会がありますね︒部会もあ

にたしか防衛力整備小委員会というのができたのです︒自民党と

まり大っぴらな形としてはいえないのです︒そこで︑自民党の中

でしたから︑﹁あんなの直せよ﹂ということをいう︒しかし︑あ

出てきたのです︒自民党の右寄りの人というのはみんな大綱反対

りませんよ﹂といったけど︒まあ︑どこかでばれているのかもしれ

ひいているんだろう﹂とかいって国会議員にいわれたからね︒﹁知

夏目

ないですか︒

伊藤

佐道

ハハハハハ︵笑︶︑それはわかっていて聞いているのでは

書いた本人に︵笑︶︒

いうところがら出たんだ﹂というわけですよ︵笑︶︒

るし︒その安全保障政策調査会の下に防衛力整備小委員会という

ませんが︑とにかくそういうことは表面には出なかった︒で︑﹁あ

して︑私が官房長のときで︑自民党内でもやはりそういう意見が

ものをつくったのです︒このキャップに座ったのは藤尾正行さん

れをなんとかつぶしてくれ﹂というわけですよ︒つぶしてくれとい

ったって︑困ったなあと思ってね︒しかしまあ︑私も政府の一員だ

かもしれません︒当時も︑﹁あれはあんたのところで糸を

といって︑ご存じでしょう︑非常に勇ましい︑見てくれは古武士
然としたうるさい人ですよ︒この人が小委員長になって大綱の見
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たのかな︒﹁政調会で決定して党議決定になつちゃうということで

さんですよ︒だから︑伊藤長官のクビのときからのつながりもあっ︑

かなか下ろすわ︑けにいかないわけ︒そのときの政調会長が田中六助

ろへ頼みに行ったのだけど︑安保調査会で決めちゃっていみからな

から︵笑︶︒三原さんのところへ頼みに行ったり︑いろいろなとこ

武田

おられる方はいらっしゃいますか︒

佐道

藤尾さんから直接頼まれたのですか︒

といわれました︒﹁知りませんよ﹂とかいってね︒

夏目

頼まれた︒

善幸の派閥ですしね︒

伊藤議論の筋合いは先生がお考えになったのですか︑それとも︒

堀江正夫とかね︒堀江さんにも︑﹁あれはあんただろう﹂

小委員会の長が藤尾さんとして︑ほかのメンバーで覚えて

内閣も心配しているようだからなんとかしてくれ﹂といったら︑

夏目

にすればいいんだな︒議題として出したものは会長預かりだと︑そ

夏目

﹁う一ん︑困ったなあ﹂とかいって︑結局は︑﹁じゃあ︑俺が預かり

れでいいんだな﹂というから︑﹁それで結構でございます﹂と︑政

だこうだ︑防衛庁の意見はどうだとかといわれるでしょう︒その

いろいろ党の会議に呼ばれるでしょう︒大綱見直しがどう

調会長預かりでそれが消えちゃったんです︒

夏目

伊藤

そうでしょうねえ︑防衛局でいろいろやっているのを官房

しませんね︒だって︑防衛局にいったら怒られちゃう︵笑︶︒

そういう仕事というのは役所で堂々とできないのですか︒

ときに意見をいいますね︒あんまりとんでもないことはいえない

長が︵笑︶︒

佐道

同じ身内のやつが批判していたら怒られちゃうからね︒︑

﹁預かり﹂というのは本当に消えちゃうことなのですか︒

夏目

ではやはり︑在宅でやるわけですか︒

伊藤

体的に大綱のどのあたりをどういうふうに直すべきだという︒

中島
もう覚えないね︒

伊藤

いや︑何をやっているかわからないから役所でやりまずけ

けれども︑多少その場の空気に合わせてものをいいます︒結局は︑

夏目

それをとっていませんか︒

夏目

自民党のやることですから何だかわからないですよ︵笑︶︒

伊藤

そんなもの︑私が書いたのは内緒ですから︒どこか︑自民

れども︑あんまり上司に報告した記憶はありませんな︒

夏目

党あたりへ行けばあるかもしれない︒

夏目

あるかもしれませんね︒じゃあ︑捜しだそう︒

報告はしないでしょうね︑いくらなんでも︒

議論はしても︑作文能力というのは議員さんは不得手ですよね︒

伊藤

自民党の政調会は一度やらないとだめですね︒

伊藤

藤尾さんは防衛庁長官とかのご経歴はないと思うのですけ

そういうことがあって︑だから大綱の見直しというのは確かにそ

佐道

そうですね︒

佐道

秘書にやらせればいいけれども︑秘書にはそんな人はいないとな

伊藤

小委員会というのをつくった藤尾先生というのは非常に強

のころから出てきた︒それは︑いまいったような背景があったか

夏目

れども︑国防族として前から︒

ると︑結局︑役所に来るのですよね︒

硬な右寄りでしたから︑中でもってごりごり押して安保調査会ま

夏目

らだと思うのですけれども︒

で通しちゃつたのですけれども︑当時は安保調査会のなかにもい

の人がバッというと︑なかなか反対しにくい雰囲気がある人でし

そのときに先生が実際に書かれた見直し論というのは︑具

ろいろな人がいたかぢ︑全員賛成ではなかったかもしれないです

た︒なかなかごつい人ですからね︒︑

うん︑前から︒しかも︑非常に押しの強い方ですから︑あ
ね︒ましてや政調会になると︑︑田中六助さんなんていうのは鈴木
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佐道

伊藤

もうみんな死んじゃったんです︒田中六助さんも死んじゃ

そうですね︒

藤尾さんのところにかなりあるかもね︒

して内閣の方針をこちらのほうに向けるなんていうことは不可能

違っているものを︑財政的にもとにかくそんなにとれないし︑ま

夏目

防衛庁としてはどうしようもないですよ︒大綱とそんなに

夏目

三原さんも死んじゃったし︑藤尾さんも甘んじゃつたしね︒

そのほうがいいんですよ︒

防衛庁もちょっと手に余ったということが実情ではないかと思う

いですからね︒だからやはりそういう議論にはなりにくかったし︑

なく大きな量の防衛力を考えるなんていうことはなかなかいえな

段階で︑これでまたガラッと変えて︑また脅威対象論でとてつも

ですからね︒ようやく与野党の問の議論がかみ合ってきたという

遺族のところにアプローチするのがいちばん楽です︒

のです︒私は当時防衛庁のなかでどういうふうな苦労をしたかと

ったし︒

そうですがね︒

あの人はうちへ何かを持っていく人ではないと思う︒

いうのは正直いってあまり知らないのですけれども︒

防衛庁はそうかもしれませんが︑外務省なんかはどうだっ

たのでしょうかね︒日米関係が具合悪くなったら本当に困るわけ

伊藤

中島

ですよね︒

大綱見直し論なのですが︑見直しのポイントは︑基盤的防

衛力構想とアイデアのほうに向けられていたのか︑それとも別表︑

夏目

外務省だって︑とてもそんなアメリカのいうとおりのもの

そういう量的なところに向けられていたのか︑いずれだったので

ができるとは思っていないから︑﹁弱ったな﹂という程度じゃな

ちだけで︑﹁ソ連は日本に攻めてくる可能性はない﹂なんていっ

いう︒まあ︑あたりまえといったらあたりまえですよね︒自分た

てきたら︑やはりそういうものも考えざるを得ないじゃないかと

象ではないといいながら︑ソ連の軍事力が極東にずっと向けられ

伊藤

したかということは︑私はあまりタッチしていません︒ないので

伊藤

しかし︑アメリカ側がそれだけある意味では理路整然と︒

はないかと思います︒頭を痛めていただけじゃないのかな︒

夏目

理路整然というか︑アメリカのいっているのは要するに︑

正直いって︑そのへんで具体的な形としてどういうことを

やはり︑﹁弱ったな﹂という程度ですか︒

いですか︒

たって︑アメリカがあるというと相当圧力になりますからね︒ア

夏目

量なんかわからないから︑問題はアイデアですよ︒脅威対

メリカは大綱は時代おくれだとかと批判はするけれども︑﹁こう

自分たちに何かあったときに自分たちのウィークポイントはどこ

いまいったようにシーレーンだとか洋上防空だとか︑みんな第七

しろ︑ああしろ﹂とかまでは内政干渉になるからなかなかいわな

やはりこのときの極東有事の最大のあれは朝鮮半島ですか︒

艦隊のためだと思えば話が非常にはっきりわかるのですよね︒

にあるかということを考えて︑﹁自分たちの足らざるものをおま

伊藤

朝鮮半島でしょうね︒

伊藤

い︒だからアメリカ側は量でいくんですよ︒量というか︑防衛力

夏目

さて︑米側の要請を受けてから先生が引き継がれるまでの

えやれ﹂ということの﹂語に尽きるんです︒役割分担なんです︒

伊藤

う︑実際問題は︒

だけど︑それを日本も分担しないわけにはいかんのでしょ
あいだ︑防衛庁は本当に何もやらなかったのですか︒

の内容で来るわけですよね︒

夏目

しょうか︒

■日本有事・極東有事

伊夏伊夏伊
藤目藤目藤
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単にできるはずがないのです︒

月分とかというと膨大な弾薬庫が必要なんです︒こんなものが簡

思っていないのだと思います︒弾だって︑何十日分︑例えば三ヵ

も︒アメリカだって内心は︑いったことを全部やってくれるとは

ずつこちらへ持ってきている︒ただ︑量的なものは別ですけれど

ものに優先順位を持ってきています︒だから︑方向としては少し

その後の傾向を見ると︑やはり日本もシーレーン防衛能力という

夏目

伊藤

実際に日本有事でも極東有事でもとにかくあれば︑動けな

う一ん︑まあ︑有事立法というか︑絡んできますよね︒

有事立法もそれと絡んでくるわけですね︒

はわかります︒そういうギャップはありました︒

ころからやるべきではないじゃないか﹂というのは︑理屈として

し︑ソ連しか考えられない︒だからアメリカが︑﹁確率の高いと︑

機を配置したからいいというものではないのですけれども︒しか

のは相当な能力が必要なので︑空母を持ってきたからいい︑爆撃

ら︑ソ連だけで︒しかし︑ソ連だって海を越えて侵攻するという

朝鮮にしたって︑中国にしたって︑当時は侵攻能力はないですか

弾薬だって︑置いておけば劣化するわけでしょう︒

伊藤

その結果︑そういう方向に向いた整備になるのですよね︒

伊藤

もちろんしますよ︑ものによってはね︒彼らの考えは︑そ

夏目

夏目

積み込みできる︒要するにインターオペラビリティーの世界です

いうのは︑ちょっと前後しちゃうのだけれども︑大村さんがこう

夏目

いじゃないですか︒

からね︒共通ですから︑鉄砲の弾にしたって何にしたって︑NA

いうことをいったという記憶は私は正直いってないのですけれど

ういうものがあればいちいち向こうから持ってこなくても日本で

TO弾という規格統一されたものを使えばいいわけですから︑そ

も︑いまいったように︑有事立法というのは日本の国内法でどう

だから︑この大村︵嚢治︶さんのどこかに書いてあるのと

ういう意味ではアメリカにとっては非常に有意義なのでしょう︒

のこうのと︑直接侵略をやったときに陣地ができないとかいっぱ

日本がそれに対して何も反応しなかったら︑アメリカだっ

にアメリカに対していろいろな支援をする必要があるだろうゆそ

伊藤
夏目

ういうことの法令整備のほうが先じゃないか︒要するに︑対米協

いありますね︒そういうものではなくて︑朝鮮で何かあったとき

でいいから︑そちらを先にやろテ﹂ということを採算にわたって

力のための法令整備が必要じゃないかというような意味で︑例え

て相当苛立つことになるわけですね︒

いっていました︒だけど日本としては︑日本の自衛隊がかむ以上︑

ば弾薬の補給だとか何だとか︑そういうことをいわれたのではな

だからガイドラインも︑﹁日本有事なんていうのは後回し

日本有事を差し置いて極東有事が大事だとやるわけにはいかない

それはソ連です︒

どこから来るのですか︒

日本に直接侵攻があったと︒

日本有事というのは具体的にはどういう例があるのですか︒

その前の段階の大村ーワインバーガー会談のこれは︒

を言われたのではないかと思います︒

先だと︑アメリカの要望を聞きながら何かそういう雰囲気のこと

まり私の記憶にはない︒だから︑見送りではなくて︑こちらが優

のだからいっているのかもしれませんけれども︑少なくともあん

うんですよ︒だけど︑そんなことをいった⁝⁝︒新聞に出ている

いかなと推測がされる︒当時の雰囲気から見ればそれはあると思

ソ連からですか︒

伊藤

多分︑そういうところの続きではないかど思います︒極東

323

ですね︒

要するに︑対日侵攻能力があるのはソ連しかないのですか

夏目
ら︒それは全然ないといったら︑日本の自衛隊の存立基盤が︵笑︶︒

夏伊興伊夏島
目藤目藤目藤

夏目

伊藤

極東有事のことは主として外務省がやることになったんで

実際に進めたのですか︒

に対して説得しているのですね︒ところが︑そのためには日本に

は好意的な考えが背景にあるんです︒そういうことで議会その他

︑どもやたらいってくるという．のは︑国防省としてはそういうほか
のいろいろな問題と防衛問題とリンクさせないというある意味で

有事の連携を進めるという︒

すよ︒だって︑内容は外務省所管の分が多いのですものね︒事前

対していうことはいっておかないと彼らとしてもやはりエクスキ

ューズにならないから︑いってくるという側面もあった︒当時の

協議だとか何だとかそういう問題が絡んでくるし︒だから︑主と
してそれは外務省と︒第五条関係は防衛庁がやる︒そちらのほう

アメリカと国防省というのは︑防衛だけに限ると非常に理解があ
を言外に匂わせていました︒

は多少進んだけれども︑第六条関係︑こちらはほとんど進まなか
なきゃいかんけれども︑これはみんな関連しているのですよね︒

伊藤

る︒あるけれども︑﹁そういう苦衷も察してくれよ﹂ということ

二番に﹁大村長官も︑園田︵直︶外相も︑宮沢官房長官も︑米軍

いうことのほかに︑政治家のやりとりというのもあったのではな

ったのです︒こうやって項目で分けられると仕分けしてしゃべら

の要求は過大として否定的な意見を述べていますが﹂と書いてあ

いかという気がしますが︑どうなのでしょうか︒

夏目

アメリカと日本の関係で︑防衛関係者とか外交領袖とかと

るけれども︑否定的な意見を述べるだけで︑べつにそれでどうこ
うするというのはなかったのでしょう︒だからアメリカが出てき

問題ではいろいろあったと思います︒ちょうど昔︑﹁糸と縄︵沖

それは防衛問題ではあまりないと思います︒ただ︑ほかの

たというのはわかるのではないですか︒結局そういうことが三番

縄︶の取引﹂のような︑それに似た問題というのはいつもあるの

ですよね︒多分︑このときも貿易のアンバランスか何かが問題に

のような問題に変わってくるのではないでしょうか︒
これは実現していくわけですよね︒

要するに武器を買えと︒

伊藤

伊藤

まだ武器ということではないのだけれども︑要するに全般

なった時期でしょう︒だから︑そういうことはせめて防衛でとい

夏目

実現していくんです︒ハワイ協議も︑﹁日本側のホストネ

できることがそれくらいのことだということでしょうか︒

的な貿易ですよ︒

夏目

伊藤

そうだったのでしょうね︑結局は︒だから︑その後︑いわ

まあ︑そうですね︒だけど︑武器って大きいじゃないですか︒

うことを考える人もいただろうし︒

夏目

伊藤

そういう背景はあったかもしれませんね︒いま船に乗って

ーションとしての役割に感謝する﹂ということはいつの会でもい

ゆる思いやりの中身が膨れてくるのです︒アメリカも日本の国内

夏目

それと︑もう一つ大きなことというか忘れてはいけないのは︑当

国だということは知っているから︑いうだけいわんといかんと︒

必要だとか︑何だとかかんだとかいってきたのは︑それは国内防

夏目

佐道

ああいうものを買えとか︑OTH︵超水平線レーダー︶が

イージス艦の︒

っていますからね︒

事情というのを十分わかっていますから︑いったことを全部やる

いるミサイルは何だっけ？

時はアメリカも︑財政も厳しい︑失業率は二桁になったとか︑イ

衛産業への配慮もあるかもしれませんね︒

すぐに忘れちゃう︒

なんて思っていないでしょうけれども︑ただ︑日本は外圧に弱い

ンバランスがあったとか︑非常に苦しい時期なんですね︒そうい

佐道

カーター政権からレーガン政権にかわって︑国防省の人事
うときに日本に対する防衛要求というのはなかなか通らないけれ
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もずいぶん大幅に入れ替わっているわけですけれども︑防衛庁と

伊藤

夏目
変わりましたし︑要するに人間関係が違ってしまいました︒

その前とやはり変わったということですか︒

そう思いますよ︒レーガンになってからはね︒

国防省との間の連絡というのはこの時期かなり密ですか︒

夏目

非常に日本に対する理解のある人︑あるいは日本に対して多少面
識というのかな︒

忙しいときに真剣に話をするような雰囲気ではなかったですね︒

やはりあれはテポドン一発のおかげですよ︒

うん︒

国防省にですか︒

理解のある人が来たということが大きいと思います︒

人脈もあると︒

夏目

伊藤

これは地味ですか︒

はないですか︒

から︑

少なくとも即効性はないで七ようね︒やはり︑アメリカへ

ですね︒

については外務省のほうが主として進めるというお話だったので

■武器輸出三原則

行ってどケのこうのぶち上げるにはちょっと地味でしょうね︒

伊藤

ベル協議でも外務省と防衛庁と出るわけですね︒国内のほうは防
衛庁がやって︑極東有事のほうは外務省とはいえ︑かなりいろい

が︒武器輸出三原則の撤廃の問題ですけれども︑これは八一年の
きていない話だろうな︒

ろ重なる問題も出て記載することもあると思うのですけれども︑
そういう有事法制みたいなもの？

夏目

話か︒日米装備技術提携協議と︑これまたちょっといままで出て

夏目
ええ︒

たのですけれども︑アメリカは日本にどんどん武器を供与してい

外務省と防衛庁の連絡というのは当時どうだったのでしょうか︒
佐道

有事法制については︑まず第一にガイドラインの問題につ

についていえば︑防衛庁は各省と調整を始あていました︒けれど

をするようなところまでの進展はなかったと思います︒有事法制

そこから進展はあまりなかったと思います︒防衛庁とすり合わせ

いては︑ガイドラインの六条自体は外務省が考えるということで︑

か︒ほかの国に対してはともかく︑アメリカに対してはもっと特

術なんかの問題はもうちょっとオープンにしてもいいのではない

かもしれないけれども︑技術はいいのではないかと︒特に汎用技

で︑何もギブするものはない︒しかし︑物は三原則にひっかかる

るし︑武器技術も開放している︒日本は︑武器輸出三原則の関係

のも馬これも向こうの国内産業の要請が背景にあったからなので

別待遇をしてしかるべきではないか︑そうではないと⁝⁝という
として取り上げるようなところへいっていない︒ようやく最近で

すけれども︑そういうことを非常に急に言い出しました︒武器技

ったですから︑問題といわれればそうだけど︑それは緊急の問題

も︑各省はまだそんなことを本気で考えるような下地は当時なか

技術提携というのは︑これもハワイ協議でそういう話が出

夏目

だいたいそういうお話で先へ進んでいただいていいのです

すけれども︑日本として出るときには︑先ほどの日米安保事務レ

地味に有事法制なんてやるのはあんまり趣味ではないので

国内のほうはどうなのでしょう︒先ほど︑極東有事の研究

中曽根内閣というのはボーンと打ち上げるのがすきです

根さんになったからつて︑ 有事法制がうんと進むわけではないん

そうだと思います︒まだ中曽根内閣になる前ですね︒中曽

内閣全体の雰囲気もやはりそういう︒

おかげさまで︑あれが︒

そういうことがないとだめなのかな︒

夏佐伊夏蔦
目下藤目藤

はないじゃないですか︒小泉内閣になってからでしょう︒だから︑
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佐夏伊丹伊
道目藤目藤

ますけれども︑私は聞いてもわからないから︒こんなもの︑法学

いじゃないかという議論になって︑多分︑やったと思います︒向

どういう人たちが出るのですか︒

士や経済学士は何をいっているのだかわからないですからね︒

術の供与ということが大きなテーマになってくるのです︒そこで︑

伊藤

これはうちの装備局長と︑国防省は装備担当か調達担当み

全然用語がわからなかったりして︵笑︶︒

こうが申し出た技術をこちらが出してもいいという技術をすり合

夏目
伊藤

あとのFSXのような非常に大きな問題になれば︒

この装備何とか協議というのがこのあと毎年開かれる︒東京とワ

たいな副長官だか次官だかが出るんです︒だけど︑国会はまった

佐道

それは問題になってくるのですよね︒だけれども︑正直い

わせなんかしていたから︑そういうことはあったのだろうと思い

く興味も知識もないから全然知らないですね︒知らないというか︑

夏目

シントンで交互に開かれて︒

結果は聞くけれども︑﹁まあ︑適当にやっておけ﹂ということで︑
伊藤

主として技術者︑装備局とか︑技術研究本部とか︑通産省

本当に技術者が出るわけですか︒そうでもないのですか︒

中島

をいっても︑・人間というのは理解できないと⁝⁝︒

ってそのころはレーダーの何とか能力とかわからないようなこと

夏目

ンガーですとかセラミックコーティングに関する日本人の技術に

あまり関心はなかった︒

の人も多分︑航空機武器課というのかな︑あのへんの人が行って

関心を示したと︑そんなことをおっしゃっているのですけれども︒
そうかもしれないね︒

大村長官の回顧録を読んでいましたら︑アメリカはスティ

いたのではないかと思います︒

夏目

ある程度汎用技術になってくると︑通産もかかわってくる

技術もあったということですね︒

伊藤
装備局の通産の︒

夏目

じゃあやはり︑この段階になると日本側が提供するような

佐道

装備局長は通産省の人ですから︑その人がシャッポでした︒

のきわめてすぐれた技術があったと思います︒そういうものを出

伊藤

夏目

そうすると︑できるだけガードしておきたいという形にな

ことになりますよね︒

佐道

してくれと︒それも本当に必要だったのかよく考えれば︑一種の

夏目

行なんだということをアメリカの国民に対するPR手段としても

象徴として︑日米関係というのは片務ではない︒双務的な両面通

確かにそれはあったんです︒レーダー技術とか︑一部日本

るわけでしょうか︒

伊藤 ここにも﹁FSXの問題ともかかわる﹂と書いてあります

意味があったのかもしれませんし︑どの程度の真剣な要望だった

う一ん︑俺はあんまり知らないなあ︒

が︑これは確かにそうですね︒

のかというのは私も知りませんけれども︑とにかく一つずつ一つ

非常に戦略的にいろいろと︒

それはまだ先の話でしょう︒

佐道

そう思います︒やはりアメリカというのはそこらへんはね︒

夏目

そのようにしたはずですよね︒

夏目

ずつつぶしてかかって︑外堀を埋めるように︑手を変え︑品を変

夏目

中曽根内閣ですね︒

日本はそういう外交というのはへたですね︒長期的に見た総合戦

えてねちねちとくる感じですよね︒

佐遊

中曽根さんになって︑国会でも再三議論して︑技術を提供

伊藤先の話になりまずけれども︑技術が向こうからこちらに流

夏目

略を敷くというのにはどうも不得手な感じがします︒敵のほうが

れる︑あるいはこちらから向こうに流れる︑双方に︒

することになったはずです︒日米同盟関係でやらないのはおかし
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一枚上かなという感じがするときが多かったから︒．

出ましたように︑﹁男子の本懐だ﹂といって話題になりましたけ

れども︑伊藤さんは何が﹁男子の本懐﹂だったのでしょうか︒

それはアメリカだけではないと思いますよね︒日本がへた

伊藤

いや︑防衛庁長官︒

か︒

夏目

そうかもしれませんね︒

ほかの長官ではなくて防衛庁長官だからいったのでしょう

夏目

国家戦略といっても︑国家目標がはっきりしないと戦略も

それはわからないけれどもね︒まあしかし︑ほかの大臣だ

伊藤

伊藤

夏目

なのですね︒

くそもあったものでは︒

手を出せない︒がんじがらめで交渉しますでしょう︒だから非常︑

広げることもできないし︑装備というか武器関係のほうへも余り

伊藤

初めての国務長官︒

やはりなりたかったのかな︒

のでしょう︒

も︑彼は︑陸海軍の大将になったから﹁男子の本懐﹂だと思った

ったら﹁男子の本懐﹂というのはぴんと来ない感じがするけれど

に切歯掘腕するような気持ちというのは絶えずあるのですね︒不

佐道

どちらをいっているのか︑よくわからないんだよ︒

日本が弱いのは︑防衛というのは外交の分野にまで範囲を

自由な感じがする︒一歩踏み出すと︑﹁防衛は出すぎた﹂とか叱

伊藤

防衛庁長官というのは︑なるまではいやだという人がずい

夏目

られるような雰囲気があるし︑それでまた︑防衛が出過ぎるとマ

夏目

アハハハハ︑いっぺんでファンになる︵笑︶︒

スコミのいい餌になるからね︒そういう感じは絶えずしていまし

佐道

それで﹁男子の本懐﹂になつちゃう︵笑︶︒それはみんな

ぶんいるんですよ︒﹁たまらないな︒足かせや苦労ばかりが多い

夏目

た︒アメリカなんていうの絃本当に︑国防省なんていうのはほか

国防長官のステータスはすごく高いですからね︒

そうですよ︒そういう冷やかしは別にしても︑来ると本当にいい

割には選挙の票にはならないし﹂と思うのだけれども︑就任され

佐道
高いです︒

思いをして去られます︒自衛隊に対していい理解者に変わる人が

の省庁に関係なく︑いいたいことをいうでしょう︒ああいう立場

夏目

日本の防衛庁長官の比ではない︒

て︑あの広場で栄誉礼をやられると︑精神も高揚しちゃって︒

佐道
全然違いますね︒

だと非常に楽しいだろうと思うのですね︒

夏目

多いです︒

いや︑知りません︒

伊藤さん自身を前からご存じですか︒

やはり︑﹁国務﹂﹁国防﹂というのですからね︒︑

いや︑軍国主義ではない国家なんてないですよ︵笑︶︒

この人は斜なんだ︒

新聞記者です︒読売新聞︒

これは河野一郎の秘書ですよねp

だけど︑何が専門なのだろうな︒

﹁東北のケネディ﹂とかいわれましたけど︑何が⁝⁝︒

夏目

伊藤

伊藤

アメリカというのはデモクラシーの国みたいだけれども

夏目．あれは軍国主義ですよp

夏目

ね︒軍国主義ではないのは日本だけです︒

□伊藤防衛庁長官
さつき伊藤さんの話が出まして︑これは八一年十一月に内

それは自分でもいうから︒人のことを︑﹁夏目さん︑
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伊藤

閣改造で防衛庁長官になられますね︒そのときに︑さっきお話が

三佐伊武三斜二佐
目道藤田目藤目道

そのくらいで︑本当にいい人でしたよ︒人柄はいいし︒

それも食べればおいしかったのかもしれないですけれども

夏目

しかし︑この人も衆議院議長まで行って︑特にこの人が何

佐道

伊藤

さん﹂というんだよね︒﹁夏目さん︑俺ね︑東北のケネディとい
何がケネディなのかよくわからないのですけれども︵笑︶︒

をやったかというと︑あまり記憶に残らないですね︒党内で勢力

ね︵笑︶︒

佐道

大臣どして︑あのくらい気安く話しができて︑冗談がいえ

われているんだよ﹂と︒

夏目

私は防衛局長になったころにこの人とアメリカも一緒に行

ったしね︒非常に楽しい人でした︒

夏目

があったとも思えないし︒

固い大村さんと︒

て︑一緒に酒を飲んでいて楽しい大臣はほかにいなかった︒大村
佐道

大村さんは修身の教科書を読みながら酒を飲んでいるみた

さんと大違いだから︒

夏目

佐道

防衛庁長官時代の記憶を本にされたりしていましたけれど

いでうまくもなんともないけど︑伊藤さんと飲むと︑女性がいれ

も︑一所懸命やったという︒

れは一所懸命やったでしょうね︒伊藤さんという方はそういう人

ある意味では国会でいちばんしんどい時期でしたから︑そ

ば肩へ手をかけるしね︑本当に楽しい人ですよ︒そんなことを慕
ちょ

夏目

長官としてはどうですか︒ものわかりがよろしい？

いちゃいかんよ︵笑︶︒

佐道

細かいことを勉強する人でもないしね︒だけれども︑我々から見

だから︑野党からいうといじめやすいタイプなんです︒あんまり

夏目

て非常に親近感が持てる大臣でした︒

っとご苦労されたこともありまずけれども︒

うことを﹁聞いてくれるし︑素直ですからね︒自分でもつて︑﹁あ

伊藤

ハラハラはしますよ︑年じゅう︵笑︶︒

確かに脇が甘いところはあるんですよ︒だけど︑非常にい

あだ︑こうだ﹂といわないから︑部下が懐くのですね︒仕えやす

分もあるのでしょう︒
夏目

年じゅう︵笑︶︒

でも︑そうやって隙があればハラハラさせられるという部

いといえば仕えやすい︒親近感を感じさせるしね︒唯一怒った記
憶があるのは︑私がお供をして東北・北海道へ出張したときに︑

伊藤

そういうときは︑﹁ここまで答えたら︑あとはもう政府委

国会が始まってからは大変だったのですね︒

ったの︒そのときは怒ったね︒

夏目

佐道

米がないと︵笑︶︒

某駐屯地で大臣の歓迎会をやるときにホテルでフランス料理をや
佐道

によっては︑役所もそういう振り付けをしますよね︒ただ︑相手

員に振ってくれ﹂といって︑政府委員に答えさせるように︒大臣

﹁あんたがた︑事前調査が悪いよ﹂なんていって︒

はなるべく大臣に答えさせようとしますから︑政府委員が立って

ワインか何かで︑米がなくて︒俺も困ったけどね︒だから︑
自衛隊ともあろうものが情報不足︵笑︶︒

夏目
佐道

いくと︑﹁おまえに聞いていない﹂とか︑﹁大臣答えろ﹂とかいう

ますから︑指名されたら堂々と答えていればいいんですよ︒それ

大臣は何が嫌いかくらい調べておけよといって︒﹁俺は帰
それもまた徹底していますね︒

で通るのですけれども︑気が小さい政府委員だと︑﹁おまえは引

夏目
佐道

それはまあ︑怒ったというか︑本当に腹が立ったのでしょ

けれども︑そんなこといわれても︑手を挙げれば委員長が指名し
夏目

っ込め﹂なんていわれると出にくくなつちゃうんですね︒そうす

るぞ﹂というようなことを言い出しましてね︒

う︵笑︶︒あんまりうまいものがないと︒
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ると大臣が困るんです︒だから国会というのは︑そういうときは
伊藤

官房長はどうなのですか︒

伊藤さんは︑答弁なんかは上手だったのですか︒

伊藤

官房長．はあんまり答弁の場がないからね︒あるけれども︑

伊藤

答弁？

夏目

夏目
か︒

無理しても出て行かなくてはいけない︒

で尾を引くようなことはなかったんじゃないでしょうか︒官房長
夏目

佐道
予想しない質問だってあるのでしょう︒

基本的に役所の方が書かれたものを読まれるような︒

ができますから帰ってしまいます︒あとは大臣ですよね︒物を見

て︑﹁あ︑これはこんなものだな﹂とわかれば︑自分で心の準備

ても八時くらいには入るかな︒局長も︑質問が入ったらそれを見

ある程度付き合うけれども︑そんな朝まで付き合ってはい

答弁材料をつくったりなんかのときは付き合わないのです

ほんのわずかでしょう︒

のときにストップしたのは伊藤さんのときかな︑どちらか覚えが

ないしね︒質問はもっと早く入るんです︒夜の七時とか︑おそく

伊藤

そういうものは政府委員がじょうずに引き取らないといけ

どうってことないですけれども︑あんまり後々ま・

ないけれども︒

夏目

部員がやります︒課長くらいまではある程度おそくまで残

あと︑それを文章化して何部かつくるのは部員がやるので

．きどきそんな人もいたけれども︒

ているから︑質問を見れば︑そんなずっとはいないですよね︒と

るまでは︵笑︶︒ほかの局長はそれぞれ主管の専門の部局でやっ

先生の現役の時代ではないですけれども︑いまは政府委員

ないのですね︒

佐道

伊藤

制が廃止になったわけですが︵ああいうのというのは相当防衛庁
なんかに影響を︒

夏目

って見ているでしょうね︒私の記憶では部員でした︒私のときは

すか︒

夏目 いいことじゃないですか︑政治家が勉強して︒ただし︑局
／
長以下に緊張感がなくなってきますね︒国会へ出てもしゃべる場
がないでしょう︒呼ばれないこ乏もあるしね︒原則大臣ですから

ようになるころに答弁資料のこんな︵厚い︶のが出来上がるので

夜十時とか︑おそければ明け方になる︒朝︑︑ようやく陽が上がる

法制局とすり合わせするんです︒それが出来上がると︑早くても

れの部局で答弁を書いて︑それを︑物によっては外務省︑大蔵省︑

夏目

伊藤

大臣の前でね︒ややこしいのがあると︑﹁大臣はここまで

勉強会をやるのですか︒

と︑八時とか九時から勉強会というか答弁打合わせ︒

で食事をしながらパッと見るのでしょう︒委員会が十時だとする

もあったけど︑まあ︑だいたい帰っちゃいます︒多分︑朝︑自宅

でいないで︑早く書いてくれよ﹂とかいって何回かいわれたこと

ますから酒を飲んだりしますでしょう︒そうすると︑﹁酒を飲ん

島田さんという局長がいて︑できるまで帰らないんだよ︒ところ

す︒それを大臣や局長のところへ届けるのです︒・うちなんかも︑

夏目

ね︒だから大臣はちょっとしんどいかもしらんけれども︒

朝五時か六時ごろ︑牛乳配達と同じような時間にボソッと郵便受

にしてください︒あとは我々が引き受けます﹂とか︑﹁ここは大

が︑できたって各省調整なんかがあるから︑こちらも時間が空き

けの音がするんです︒防衛庁の部員が持ってきて︑入れていくん

事な質問ですから大臣が答えてください﹂とか︑そういうことも

伊藤準備をさせるのが大変で す よ ね ︒

です︒それが毎日ですよ︒だから︑役人は気楽だというけれども︑

やるのです︒

前の日に質問が入ると︑とにかくその質問に対してそれぞ

ポストによっては毎日徹夜みたいなもの︒
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なんかが官房長︑局長になって仕えた大臣にはそういう人はあまり

は威張っていたと思いますよ︒威張るというより︑怒るんですよ︒

いませんでした︒多分︑中曽根さんとか︑山中貞則とか︑そのころ

威張るというのは︑実力がないのに格好をつけるから︒

あるバカな大臣が︑﹁これは重要な問題ですから政府委員
ああ︑それは久保田円次さん︒

伊藤

伊藤
夏目

そういう振り付けがきちんと理解できる人じゃないと困り

に答弁させます﹂と︒

佐道

それはそういう人もいますよ︒なめられてはいけないと思

って︑やたら居丈高になる人もいるし︑チクチク細かいことばか

夏目

そう︒そういう人も何人かいましたけれどもね︒最近はそ

ますね︒
夏目

引き受けます﹂と︒ここは変えたほうがいいとか︑もちろん手直

夏目

伊藤

その場でもって︑官房長なり︑局長なり︑﹁この先は私が

基本的にはだれが振り付けるのですか︒

佐道

夏目

平均して七ヵ月か八ヵ月という︒

よくかわりました︒

かく長官がコロコロかわりますよね︒

佐道

いまは知りませんけれども︑私のころで十ヵ月というのが

は大臣がだれになるかというのは非常に神経を使います︒

りいう人もいるし︑人さまざまですよね︒だから︑役人にとって

しもあります︒部員が書いているから︑全部そのままというわけ

夏目

ういう人はいないと思いますが︒

にはいかないから︑﹁ここのところは言わないでおこう﹂とか︑

かの人は今さら勉強なんか︒僕らなんかは︑みんな破ってくずか

か︑そういうのは多少あります︒まあ︑要は大臣の勉強会で︑ほ

中で︑﹁とにかく防衛庁長官というのは十ヵ月ごとにかわります

と話しているときに︑いろいろな話をしているのだけれどもその

平均でした︒伊藤さんなんていうのもアメリカへ行って国防長官

最近︑小泉内閣になってからは違いますが︑防衛庁はとに

﹁ここはもうちょっと詳しく言ったほうがいいのではないか﹂と

ごに捨てた︒あんなの重くてしょうがないからね︒こんなに︵た

は︑﹁おまえはだめだ﹂という感じ︒しんどいですよ︒大臣は決

これが来たらパッと大臣に手渡す︒それができないような秘書官

く量を少なくして︒それから︑秘書官に気の利いたやつがいれば︑

夏目

伊藤

大臣の答えるようなやつだけをピックアップして︑なるべ

大臣はそういうのはどうするのですか︒

伊藤

夏目

伊藤

新味がないじゃない︒新しい人がどんどん出て︑聞いたこ

おもしろくない？

おもしろくないね︒

今度の小泉内閣は継続性があっていいですね︒

にすれば考えられないですからね︒

うけれども︑面と向かっていわれるとエッと思うような︒向こう

知ってはいるでしょ

から﹂といったから︑私はすぐ通訳に︑﹁いまの通訳やめ﹂とい

して自分の責任にしないからね︒チョンボすれば︑﹁おまえらが

夏目

って︵笑︶︒びっくりしちゃうから︒まあ︑

くさん︶あると︑どの質問がどこにあるかわからない︒

悪い﹂とかなるからね︒

伊藤

日米防衛首脳定期協議の話をしてください︒

■日米防衛首脳定期協議︑フォークランド紛争

とがないなというのがいっぱいいて︑ああ︑こちらが古くなった
伊藤さんは威張らないとおっしゃいましたけれども︑やは
圧倒的でもないけれども︑やはり威張る人もいますね︒

伊藤
夏目

︵威張る人︶もいる︑くらいですか︒

んだなと思うと同時に直る種の期待感もあって︒

伊藤

どうかな︑割合まで計算したことはないけどね︒まあ︑私

り政治家というのは威張る人のほうが圧倒的に多いわけですか︒

夏目
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のだけれども︑どんな議論をしていたか︑ どんな話をしていたか

八二年の三月ですね︒これはまだ先生が防衛局長になられ

佐道
というのはもう︒

では︑この時期で特段ということではなくて︒

それはだれが答弁することになるのですか︒

る前ではありますが︑ワインバーガーさんがいらっしゃつて定期
首脳会議を行なって︑シーレーン防衛をもっと具体化︒ずっと去
そうでしょうね︒この﹁一二％増の必要性﹂というのは知

年からの話の引き続きということですけれど︒

夏目
佐道

もう年じゅういわれていることでしたから︒多分︑﹁その

らないけれども︒そんなのがあったのかな︒

夏目

それも覚えがないね︒多分︑防衛局長だったんじゃないかな︒

イギリスにも防衛駐在官が出ていますよね︒
いますよ︒

その人から︒

多分そういう情報は入っていたと思います︒

あまり関連性がないですからね︒

やはり︑これははるかかなたの話であって︑日本の有事と

という式の念押しみたいなことは年じゅういっていたと思いま

緊迫感みたいなものを持って聞いたという記憶はまったく

夏目

あの時期に一二％なんて考えられない︒

まあ︑﹁一二％﹂といわれたら記憶があるでしょうからね︒

佐道

伊藤

海上自衛隊とかそういうのが関心を持つとか︒

で︑ほかはないですね︒

夏目

あったかもしれませんね︒あたりまえのことだったのかも

ただ︑いまの船とかの中身についてだけは記憶がある程度

はるかかなたの絵空事みたいな感じで︒

ないです︒

もう先へ行きましょう︒フォークランド紛争の話︑これは．

夏野

一二％なんていうのはあまり記憶にないね︒

どういうふうに見ておられたのかな︒ イギリスの軍艦がバーンと

あるいはイギリスの船はおくれていたのかもしれないし︑ちょっ

しれません︒当時は日本の船もそうなったのかもしれませんし︑

イギリスの船というのは︑私もあまり詳しい記憶もないけ

夏目

とよくわかりませんけれども︒いま日本の自衛艦に乗ったら︑燃

こういうときには観戦武官を出すのですか︒

多分︑船自体はしっかりできているのですけれども︑内

伊藤

いや︑出ていません︒イギリスにいる武官は海上自衛官だ

れども︑

夏目

えるものなんかほとんどないものね︒

とか︑

から︑多分そういうところがら情報が出ていたくらいじゃないで

それがイギリスの軍艦の被害を大きくした原因だったとい

うのは記憶にあります︒ それからは中も不燃性の物にするという

伊藤﹁聞いていた﹂というのは︑だれかがしゃべったわけですか︒

憶があるのだけれども︒

部会でフォークランドの教訓みたいなことを何回か聞いていた記

けど︑

があったね︒あれが原因になって︑中曽根さんは︑﹁ミサイル艇

戦争のときにも︑イスラエルのミサイル艇で船が沈められたこと

夏目

伊藤

すか︒

こういうときこそ行っていればいいんだよね︒前にも中東

昔だったら︑戦争があれば観戦武官が行きますね︒

中に入った火に対して非常に弱いという︒あと︑自民党の

ような動きがあったという記憶はあります︒ 胴ガラは丈夫なんだ

装が燃えやすいのですね︒内装というと変だけど︑ 壁とか︑什器

撃沈されたりして︑海戦というのは久しぶりに︒

そうですね︒

す︒新聞も正確とは限らないからね︒

前の年に言ったような︑ああいうことをやってくれるんだろうな﹂

伊夏佐夏佐夏伊
藤二道目道目藤

いや︑︑国会議員が防衛庁に対して質問したのは記憶にある

夏目
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藤目藤目道

をつくれ﹂みたいな話になって出てくるのですけれども︒

夏目

一月かな︒︑まあ︑とにかく出来上がる直前に防衛局長にな

ったと思うんです︒

五⊥ハ中業の中見自体は︑これはずっとお聞きになっていた

わけですか︒

佐道

夏目

■防衛局長に就任
伊藤

に対して興味ないものだから︒もう面倒くさいと思っているから︒

伊藤

夏目

いや︑そんなこと思ってはいないですよ︒だれかわからな

そうなるんじゃないかとは思っておられたわけですか︒

うん︑︑まあ︑そうですね︒

議︑閣議に諮ること︒要するに︑五三中業というのは防衛庁限り

思うのだけれども︑いちばん最初にやったのは五六中業を国防会

まさかそんな急にとは思わないから︑あんまり聞いてなかったと

いや︑あんまり聞いていないんですよ︒私は主管外の仕事

に入ってきますが︒官房長から防衛局長へというのは一つのコー

夏目

の計画だったのを︑鈴木ーレーガンで話題に取り上げられて政府

さて︑いよいよ今度は大事な防衛局長の就任というところ

スではあるのですね︒前もあったわけですし︒

いですからね︑人事なんていうのは︒

決定にしょうということになって馬これが政府決定の最初になる︒

官房長くらいでもわからないですか︒近辺でいろいろやっ

伊藤

だから︑国防会議に説明をし︑幹事会でも説明して︑それからあ

と国会です︒人のつくったものだから︑全然愛情がないんですね︒

ているわけでしょう︒．

夏目

伊藤愛情ですか︵笑︶︒・

佐道

いまのはうまい説明ですね︵笑︶︒

そんなもんじゃ誓いんじゃないですか︵笑︶︒

いませんよ︒

なんかねえ︒という記憶があるんです︒まあ︑もちろん悪口はい

死になってこれをよいものとして説明するのだけれども︑どうも

ちょうどいなかったのでしょう︒まあ確かに︑私はほかの

局長をみんなやつちゃったからね︒残っているポストがなかった

夏目

伊藤

教育参事官で教育局長でしょう︒で︑人事局長︑官房長で

つくるときに参画していると︑もうちょっと一所懸命︑必

から︑防衛局長にということじゃないですか︒

夏目

やれるところは次官と⁝⁝︒

夏目

らんわけでしょう︒

でも︑あたかも自分がつくったかのように説明しなきやな

伊藤

あと局長は︑防衛局長と次官︵笑︶︒

も︑内心は︑﹁なんでこんなことを俺がしなきゃいけないんだ﹂と︒

伊藤

佐道

就任にあたってというのは︑このときは五六中業ができる

しょう︒だからもう︑やるところがないだろうと︒

夏目

佐道
夏目

私はそんな度胸ない︒

いましたから︵笑︶︒

人のつくったものをつぶしちゃったという人もいらっしゃ

そうしなきゃいけないですから外ではそうしまずけれど

直前なんです︒あと数ヵ月でできるという時期じゃないのかな︒
七月二十三日に国防会議で︒

五六中業はいつになっていますか︒
岡田

夏目

一同アハハハハ︵笑︶︒
防衛局長の就任は七月一日ですか︒

かん︒もう一つここで問題だったのは︑五六中業で初めて防衛費

じゃあ︑約一月後だな︒

その前でしょう︒

が五六中業の最終時期に一％超える計算になっているんですよ︑

とにかく大変でしたね︒中身をまず自分が勉強しなきゃい

九日に︒

岡夏至夏
田目藤目
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るのですね︒でもぎあ︑そんな議論をしているうちに五六中業の

しておくことが官僚の計画としてあるまじきものであるといわれ

防衛費も予測だけれども︑それを堂々と一％を超すような計画に

夏目 だけど︑それにしてもね︒GNPももちろん予測ですよ︒

から︒

伊藤 しかし︑一％というのはそのときのGNPによるわけです

ちゃんと超すように数字をつくってある︒これもしんどいよね︒

の範囲内で努力はするけれども⁝⁝﹂といっておいて︑一方では

しかし︑一％堅持というのはいまの閣議決定であるのだから︑そ

超すことを確約しているわけではない︒計算するとそうなります︒

は単なる一応の目処を計算しただけの参考資料で︑なにも一％を

たしか︒これが国会でつかまりました︒﹁五六中業は︑こんなの

しいのですけれども︑装甲車というのはもともと輸送車です︒ト

夏目

伊藤

ら︑そういうときにモタモタすると︑﹁なんだコイツ︑わかって

中島

夏目

伊藤

佐道

それはうまく説明できるのですか︒

ねえな﹂と思われちゃうから︑必ずちゃんと言わなきゃいかん︒

夏目

だんだん差異が小さくなって重なってきまずから説明は難

藪から棒に政治家というのはそういう質問をポンとするか

ええ︑そうですね︵笑︶︒

﹁どう違うか﹂といわれると︑答えにくいよ︵笑︶︒

しかし︑どういうふうに説明するの︒

戦車と装甲車はずいぶん違う︒

か聞かれてね︒知っていますか︒

んが国防会議にいたなあ︒﹁戦車と装甲車と︑ どう違うんだ﹂と

のから発達している︒戦車というのはもともと打撃兵器として大r

ラックに毛が生えて装甲していって︑そこへ武器を積んだという

その一％を超す計画で︑全然問題はなかったのですか︒

ども︑沿革的に違うので︑いまはほとんど似たものに近くなって

砲を備えているわけです︒だから︑﹁阿じといえば同じですけれ

説明も他愛もなくおわったんです︒

伊藤

﹁べつに一％を超すとはっきりしているわけではなくて︑一

いるけれども︑目的が違うのです﹂みたいなことをいったんだと

夏目

内でおさめるようにする﹂みたいなことをいったのではないかと

思います︒

応の計算をするとそうなりまずけれども︑我々は努力してその枠
思うのですけれども︒

そういわれれば納得しますよ︒

れ以上追求しないからね︒そういう意味では︑﹁ちょっといまの

伊藤

説明はおかしいんじゃないか﹂なんていわれると︵笑︶︒

ああ︑言い方がじょうずだったんだろうな︑多分︒
それはまた︒

要するに説明すればいいわけですね︒

伊藤
夏目

それはそのとき︑という話だからね︒

伊藤

政治家の質問も突飛ではあるけれども︑答えも簡単で︑そ

伊藤

そのときはもう中曽根さんになっているのかな︒

そうです︒

夏目

夏目

夏目

佐道．それで︑実際に超すときに問題に︒

伊藤．いや︑まだですよ︒

五六中業を決めるときの国防会議というのは一回ですんだ
のですか︒

佐道
まだですか︒

佐道まだです︒
夏目

夏目

れども︑私が行ったときにはほとんどそういうのはおわって︑幹

事会とか参事官会議というのは何回かやっていると思うのですけ

多分︑国防会議は一回ですんでいると思います︒ただ︑幹

はい︒先生が防衛局長にむられた年の末に中曽根さんです
まだ半年くらいあ．つたわけですか︒ああ︑そうだ︑宮沢さ

佐道
から︒

夏目
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佐道前の二次防とか三次防とかのときの閣僚懇談会という形で︒

ます︒

事会と国防会議くらいしか残っていなかったんじゃないかと思い

佐道

伊藤

夏目

このときは︑国防会議の事務局長は伊藤圭一さんだったと

じゃあまあ︑根回しがやはり進んでいたから︒

う一ん︑ないですねえ︒

はなかった︒

かもしれませんね︒伊藤さんかなあ︒

思いますけれども︒

これはなかったような気がする︒僕は一回しか説明した記
夏目

じゃあ︑国防会議とは比較的円滑に︒

夏目
伊藤

佐道

国防会議はそんなに問題なかったと思いますよ︒まあ︑伊

憶がないから︒

けですか︒

夏目

もうその段階ではだいたい根回しはすべておわっているわ

夏目

藤さんだからね︒伊藤さんと私はあんまり喧嘩する間柄でもない

国会とかそちらの根回しは全然していませんでしたね︒事

務的にはしてあった︒大蔵省とかそういうところはすんでいたと

し︑あの人は私がいうとニコニコして聞いてくれるから︑そんな

はい︑事務局長が伊藤圭一さんです︒

思います︒ただ︑大臣とか国防会議のメンバーに対する説明とい

佐道

■吉野事務次官

だから︑海原さんみたいなことはないです︒

にもめた記憶もないです︒多分︑当時の局長が伊藤さんでしょう︒

そういうのは事前にある程度説明しているのではないです
下から上がっていればあれだけど︑しかし︑下から上がっ

夏目

うのはしていなかったと思うのですよ︒

伊藤
か︒

夏目

ていたって⁝⁝︒大蔵省やなんかは下から上がっているのを聞い
伊藤

じゃあ︑防衛局長になられたときに事務次官が同時にかわ

り︑大蔵省の吉野︵實︶さんになると︒

あれは何からなったの？ 施設庁長官から来たのかな︒

てはいるかもしれないけれども︑官房長官とか総理なんていうの

夏目

施設庁長官ですね︒

はほかから上がりようがないからね︒

佐道

このときは︑統幕議長はオブザーバーとかで出られたので

吉野さんという人は若いときに防衛庁の会計課長をやった

佐道

夏目

すか︒

統幕議長は会議には出ます︒多分そのころからか︑その直

夏目

りしたことがあるんですよ︒それで一旦大蔵省へ戻っておられて︑

何年かたって経理局長で見えた︒それで施設庁長官になって︑次

前からか︑統幕議長が常時陪席するようになったのではないでし
ょうか︒

官になった︒

先生が防衛局長になってから五六中業で何か問思があった

そうです︒

伊藤

佐道

じゃあ︑前から面識はあるのですか︒

伊藤え︑そうですが︒

夏目

伊藤

この人が会計課長のときに︑私は多分教育課長か何かだっ

とか︑もめたということはなかったのですか︒

のつくったものであんまり愛情がわかないというのはそういうこ

夏目

あんまり相談を受けた記憶がないんですよね︒だから︑人

とで︒しかし︑つくったらつくったで︑とにかく走らにゃいかん

昔から教育なんていうのはやはり目立つポストでもないし︒金回

た︒それで︑非常によくしてくれたんです︒教育課長というのは︑

精一杯デイフェンドしなきゃいけないとか︑そういうこと

なというくらいの気持ちだったと思います︒

佐道
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りも悪いしね︒この吉野さんが器用に教育課に予算をつけてくれ

ょこつと顛みに行ったり︑そういうことはなかなかこまめにやっ

雄がその後大蔵大臣になったりするでしょう︒そういうときもち

細かいことはあんまりタッチしたがらない人でした︒俺が毎日国

たりして︑一所懸命やってくれたんです︒仲がいいんですよ︑い
あ︑そうですが︒

会でいじめられて帰ってくると︑碁をやっているんだもの︒﹁人

てくれた︒僕らにないようなそういう素質を持った人でしたね︒

佐道

じゃあ︑上がそういうことであれば非常にやりやすかった

まだに︒

伊藤

が苦労して帰ってきたのに︑なんだ﹂と文句をいったけど︑﹁ど

うだったい︑無事かよ﹂とかいって︵笑︶︒一言でいえば大物で

ということもあるのですね︒

すな︒僕は大蔵省のOBを何人か知っていて︑そういう人の集ま

やりやすかったです︒この方は大蔵省の人のなかでも︑大

夏目

ら︑﹁ああ︑あのカントリー・ジェントルマンですか﹂といった

りへ行ったときに︑﹁今度の吉野次官はどうだいしと聞かれたか

蔵省でどういう評価か知りませんけれども︑風貌からいってちょ
っと役人離れしていますし︑大物ですよ︒﹁些事構うべからず﹂
みたいなところがあってね︒

ら︑大蔵省の人はみんな喜んだねえ︒言い得て妙だといって︒要

経理局長で戻ってこられたときに︑将来の次官候補含みだ

佐道

するに大蔵離れしているんですよ︒田舎の県会議長にでもしても
いいような︒

な︑みたいな感じでいらっしゃったのでしょうか︒

いや︑必ずしもそう見てはいなかった人もいると思うんで

佐道

夏目

す︒というのは︑この人は大蔵省のときは造幣局長か何かだった︒

次官が三代続いて︑しかも︑官房長も防衛局長もなさっていない︑

そういうタイプですか︒ただ︑現象的に見ると︑大蔵省の

伊藤造幣？

一年間くらい経理局長をやって︑そのあと施設庁に出られて次官

うん︑大阪のお金をつくっているところ︒造幣局長という

夏目

まあ︑役人の世界ですから︑いろいろな意見があったかも

違和感が拭えないのではないかなと︒

というのは︑これだけ防衛問題が重要になっているときにどうも

そうですね︑行きどまりのはずですよね︒

のは︑普通は上がりなんですね︒

伊藤

・夏目

しれ射せんけれども︑年次的なものが一つありますね︒そう年じ

そういう人が突然来たものだからね︒その前の原︵徹︶に

ゅう年次を飛び越すというのも難しいでしょう︒その人によほど

夏目

しても︑亘理︵彰︶にしても︑いままでの方はみんな主計局次長

パッドマークがつくようなミスでもあったら別だけど︑そういう

から︑昔はだいたい次官になるのは防衛局長の経験者というのが

とか何かをやっているバリバリの人が来ていたのだけど︑ちょっ

政治的な？

通例だったけどハ少し前から︑﹁防衛局長か施設庁長官のどちら

とそういう意味では毛色の変わった人だから︑必ずしもそういう
佐道

国会の折衝とか︑そういうのは好きな人です︒

かをやっていれば﹂という雰囲気がなんとなくできてきたのです

ものも特別なくて︑施設庁長官もちゃんとやっておられて︒それ

夏目

好きというか︑じょうずであるのですか︒

ね︒だから︑亘理さんという二代前の次官も︑多分︑経理局長と

あれではなかった︒ただ︑非常に大物だし︑政治的な人ですよ︒

伊藤

ま︑じょうずでもあったかもしれませんね︒施設庁でもだ

施設庁長官でしょう︒官房長はちょっとやったか︒

夏目

いぶやっていた方だから︒それから︑大蔵省のときの人脈があっ

佐道

官房長はやられました︒

て︑渡辺美智雄とかそういう人たちとも仲がいいから︑渡辺美智
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夏目
夏目

伊藤

大蔵省と話して︑これはなんとなく暗黙裏．に︑というよう

それをいわれると︑ちょっとどうにもならないという︒

だから︑施設庁長官をやっていればという気持ちがあった

と思います︒

な話みたいなのが︑もちろん正式な話ではないにしても︑なんと
そういうものですか︒

いろいろなタイプの人がいるのでしょうけれども︑やはり
伊藤

あんまり防衛の仕事にそう詳しいというわけではなかった

伊藤
夏目

夏目

なくあったのかもしれませんし︑﹂それはわかりません︒

そんなのはありまずけれども︑確かにみんなやっぱり能力的には

から︑そういう意味では非常に僕らも仕事はしゃすい感じではあ

大蔵というのはそういう人材は豊富なのですね︒

平均的に高いです︒僕が知っている人は本当にみんな優秀でした︒

りましたね︒だって︑うるさいことをいわれたらかなわんじゃな

人材は豊富です︒もちろん個人的に好き嫌いとか︑癖とか︑

この人はそういゾつ秀才タイプとはちょっと違う罪なんです︒けれ
先生の前任者は︒

夏目

伊藤

大臣がうるさくて︑次官がうるさいなんていったら︑やる

まあ︑それはそうですけれども︒

いですか︒

伊藤

あ︑塩田︵章︶さん︒この人は施設庁長官になったかな︑

どもやはり︑なかなかそれなりの人物ですね︒

夏目

気ないものね︵笑︶︒

ハハハハハ︑自由にさせてもらえるほうがいいという︒

違うかな︒

佐道

施設庁長官になったのですけれども︑この方はどういうご

伊藤

う一ん︑物は考え方だなあ︵笑︶︒いや︑僕はまったく逆
のことを考えていました︒

伊藤
夏目

経歴の︒

夏目

と欝陶しいですよ︒

これは自治省の人で︑これも自治省で優秀な人だったんで

すよ︒最初は審議官か何かで来たのかな︒それで官房長になって︑

次官ですと︑国会とかはあんまり出られない︒

それは人によりけりでしょうけれども︑あんまりうるさい

防衛局長になって︑施設庁長官になられた︒年は彼のほうが一つ
上かな︒彼は陸軍幼年学校︑士官学校ですね︒陸士の五十九期か︒

コースから行くと︑次官になられてもおかしくない方だっ

だから︑もっとも自衛隊向きなんですよ︒

佐道

ただちょっと年次が︒原さんという前の人と︑原さんが二

たのかなと︒

夏目

十三年くらいの人で︑塩田さんが二十六年くらいかな︒三年か四
年か︑ちょっと問があったのかな︒それできっと吉野さんが問へ

国会へは全然行く必要はない︒
必要はないのですか︒

これは昔からの不文律なんですね︒

要するに︑どこまでいっても留守部隊なのですね︒

大臣の代わりに留守を預かるということなのでしょうね︒

国会はもっぱら防衛局長である先生が行かれると︒

夏目

伊藤

まあ︑大事というか︑大事ではないといえば大事ではない

やはり年次ということは大事なのですか︒

省の政府委員︑全政府委員からいっても半分以上あるんです︒当

夏目

ですね︒

いちばん答弁の数が多いのは︑やはり防衛局長になるわけ

のだけれども︑ちょっとそれを無視しにくいところがあるのでし

時は︑ですよ︒あとは外務省の北米局長です︒いちばんいいのは

防衛庁の答弁の八割︑九割は防衛局長ではないですか︒各
ょうね︒

入っちゃったのでしょう︒

伊佐心置夏伊夏佐
藤軽目藤目藤目道
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って大変ですね︒まあ︑いつでもかわるときはそういう問題が起
きまずけれどもね︒

大蔵省の主計局長ですよ︒予算委員会なんて︑ほとんど立たなく
てすむんだから︒政府委員としてはいちばんいい席に座っている
伊藤

夏目

伊藤

予算審議だから大蔵省が主役︑だからいちばんいい席にい

﹁予算委員会﹂﹂という名前にしては変ですね︒

という役人はまだいないのですか︒

留藤

夏目多いですね︑最近は特に︒

だいたい自治省と大蔵省が多いですね︒

んですよ︒だけど︑半年に一遍くらい立つか立たないかだね︒

るんですよ︒だけど︑主計局長の答弁なんて﹁本当にめったにな

佐道

先生が最初ですよね︒まあ︑施設庁ということもありまず

だけど︑防衛庁自体で最初から採って︑上に上がってくる

いですよ︒大臣はもちろん答えまずけれども︒予算委員会と︑いう

うのは派手だから︑みんな予算委員会でやりたがるんです︒新聞

・題はみんなそれぞれの委員会へ行っちゃうけど︑外交・防衛とい

夏目

伊藤

時代によっては外交・防衛がほとんどでしょう︒ほかの問

総括委員会みたいな感じですからね︒

は局長になるにはちょっと早いくらい︒そろそろ参事官くらいに

夏目

伊藤

夏目

伊藤

防衛庁採用というのは三十年からなんです︒まだこのころ

そもそも防衛庁で採用するという︒

当時はまだいなかったんですね︒

まあ︑噛それはそうですけれども︒・

けれども︒

にも出るし︑張り切ってねえ︒テレビのライトなんかつくともう︑

なりかけたのかな︒

名前がおかしいんですよね︒

余計に張り切っちゃつてね︒俺もいま着ているけど︑派手な縞

佐道

政府委員なんていうのは︑あんなテレビを見ていたら女房

紙を振りかざしながら︵笑︶︒

夏目

伊藤

夏目

伊藤

警察とか︑大蔵省とか︑通産省とか︑外務省とか︑いまは

やはりしているのですか︒

していますよ︒

そういう人たちはほかの省庁との交流は︒

︵模様のスーツ︶のやくざみたいな格好をして︑テレビ映りを狙

夏目

特に多いですよね︒

伊藤

武田

伊藤

佐道

伊藤

難しいですね︵笑︶︒

それはやはり立てないとね︒ばかにしてはいかんですから

でも︑そういう格好をしていなかったら︑議員のほうはねえ︒

家族に見せられないく笑︶︒

なった﹂なんて︵笑︶︒

夏目

やれるから︵笑︶︒長年訓練しないと無理ですね︒

ね︒中見はばかにしてもいいから︑態度はせめて盤勲無礼で︒

夏目

確かにこういう経験をしてみると︑防衛局長︑施設庁長官

本当にそういう感じがすると思う︒あるいはもう︑・﹁見損

﹁もう少しいってやりなさい﹂とか︵笑︶︒

夏目

武田

夏目

伊藤

夏目

伊藤

ないですね︒出向ってないもの︒

でも︑いろいろな形で交流があるのでしょヶ︒

事はしゃすいですね︒私なんかは全然人脈がないのだもの︒外へ

伊藤

先ほど︑．大蔵省の会に呼ばれたとか︒

出たことがない︒

夏目

いや︑それはOBの私的な酒を飲むときの席で︒﹁カント

なるべくこういうふうにして人脈を広げておいたほうが仕

他省庁との関係がなかったら︒

人脈が広がりますね︒

それをやらないと︑幹部になったときに困りますよね︒

うんですよ︒

は涙を流す︒﹁なんて情けない﹂と︒

夏目
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東大だってそんなに⁝⁝︒

まして私大なんかを出て幹部になっても一人も知っているのがい
伊藤

私なんて﹁やあ﹂﹁やあ﹂というような︑学生時代に顔を

ない︒私なんかもそういう仲間がいないんです︒

でも︑国防会議に長いことおられましたね︒

夏目

それはべつに向こうへ行っ

佐道
あれはだって海原の子分みたいなものですから︑全然︒

見たとか︑同じクラブにいたとか︑そんな人はいないもの︒とこ

リー・ジェントルマン﹂でしょ う ？

夏目
あそこはいろいろな省庁もいらっしゃるじゃないですか︒

ているときではなくて︑防衛庁にいて︒

佐道

高のとき﹂とか︑﹁三高のとき﹂とか︒松本なんて︑﹁どこにある

ろが︑東大出身者はそういうのがいっぱいいるから︑﹁おい︑お

の︑それ﹂なんて︒

いろんな省庁といったって︑大蔵省は年じゅう来ていたけ

務したことがあるんです︒

まさかねえ︵笑︶︒

夏目

伊藤︑防衛局長になると︑ほかの省庁の役人との関係をつくれる

伊藤

ああいう東大偏重の体制を続けている問はだめだなと思っ

まえ﹂で話しができる︒そういう雰囲気があるから︑それだけで

ということはあまりないですか︒

夏目

ど︑外務省と通産省とどちらかが来ているだけでしょう︒吉野さ

どういう意味で︑ですか︒

たら︑案の定︑最近おかしくなってきたね︒もう一つは︑旧内務

も非常に仕事がしゃすいんです︒まして大蔵省なんていうのは︑

夏目
いろいろな形で交流があるというのは︒

省系の集まりというのがいまだにあるんですよ︒

んの前の原さんなんかも︑大蔵省の主計官で国防会議の参事官だ

伊藤

交流って︑要するに酒を飲んだりするチャンスはあります

伊藤大霞会というのがそうですか︒

﹁ナンバースクールでないと人の子ではない﹂みたいな︒﹁俺が一

夏目

夏目

から知っているのですよね︒吉野さんも若い乏きに国防会議に勤

よ︒いろんな意味ではね︒だけどそれだけのことで︑二時間も勝

警察︑そんなものかな︒

ああ︑建設省もそうだな︒通産︑大蔵とは別で︑ちゃんと

建設省︒．

名前は忘れちゃったけどふ自治省とか︑労働省︑厚生省︑

手なことをいって別れちゃうだけだから︑そこへ出向して勤務し

伊藤

たのとは違いますからね︒

日米安保事務レベル協議などで外務省と一緒になることと

夏目

佐道

いうのは多くなるわけですよね︒

旧内務省系の名簿をつくって︑何年採用とかいってね︒そういう

すよ︒人脈というのはやはり︑東大の先輩・後輩・同級生という

うこと︒だめというのは︑能力的にだめという意味ではないんで

当に︑いまでもそうだと思うけれども︑東大でないとだめだとい

どういう学校を出ているのか知らんけれども︑役所というのは本

とんど関係ないです︒ここで﹂一ついっておきたいのは︑皆さんは

夏目

佐道

外務省と大蔵省がいちばん多くなりますね︒ほかの省はほ

他省庁ということでいうと︑必然的に外務省との関係が︒

んです︒本当︑すごいよ︒そういう感じがしますね︒だから︑各

夏目

武田

伊藤

伊藤

東北大学はいらっしゃらなかったのですか︒

アハハハハハッ︒

外れた俺なんかが見たら︑不愉快きわまりない︒

夏目

いないよ︑そんなもの︒田舎の都落ちした劣等生はいない

いいけどね︑そんなものが何の役に立つんだと︒そこから

人事の場合にはそれをめくったりするんだろうな︒

グループもあるんですよ︒

夏目多いですね︒

のがあるのですね︒それはほかの大学だとそんなにいないんです︒
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省の集まりだとか︑次官の飲む会だとかと時にあるのだけれども︑

一人も仲間がいないものね︒私が次官であった問に一人だけ出て
きたのが通産省︑名前は忘れたけれども︑田中角栄の秘書官をや
った人が岡山大学︒

米安保事務レベル協議ということで︑先生は初めて防衛局長とい

うことでこれに出席されるわけですけれども︑これは大変だった

大変というか︑そういう宿題があって︒それが言いっ放し

というのがこの前のお話ですね︒

夏目

はい︑そうですね︒

ではなくて宿題になっているとは思わないものだから︑行く直前

佐道

それは防衛局の中では何もやっていなかったわけですか︒

にアメリカに対する回答をどうするのかというのが問題になって

優秀な人で︑アラビア

伊藤

言われっ放しでおわったのではないですか︒私もそこは人

何といったかな︑いたで し ょ う ？

夏目

夏目

小長︵啓一︶さん︒

様のところだからわからないけれども︑少なくとも私が防衛局長に

きたんです︒私にすれば︑﹁回答って︑いまからするのかい？﹂

ということは︑それ以外は全部東大だということですか︒

就任してから一ヵ月くらいは︑五六中業を国会へとか︑予算委員会

石油の社長か何かになってね︒彼が出てきたときには︑俺はホッ

伊藤

・佐道

そうです︒すさまじいものですよ︒あんな世界は早く壊さ

というようなものなんですよね︒

夏目

だとかに捕まっているから暇がなかった︑チャンスがなかったとい

としたもの︒

ど︑そういうことも︒吉野さんだって︑これは一高−東大ですか

ないと日本はよくならない︒本当にそう思う︒まあ︑笑い話だけ

じゃあ︑典型みたいなものだ︒

夏目

伊藤

すぐでしょう︒それからそういう話を聞いたときには︑

八月ですから︑もヶすぐあとですよ︒

えばそれまでなのですけれども︒たしか︑これは夏でしょう︒

伊藤
いくら県会議長に見えても︵笑︶︒

らね︒

佐道

亘理さんも一高−東大だったし︒原さんは浦和かな︒ま︑

﹁アレ？﹂と思いましたよね︒

夏目
伊藤

屈の役にも立たないアホもいっぱいいるけどね︒

みんなそれにプライドを持っているのでしょうね︒

す︒防衛課長もたしか局長と同じ日付でかわっている︒だから余

夏目

わけですか︒

﹁だいたいこういうふうになっています﹂というあれがない

夏目

結局︑みんなで助け合うのでしょう︒

計にいけなかったのでしょうけれども︒防衛庁の悪いどころは︑

伊藤

伊藤

それが要するに派閥なり人脈というものになったのです

そんなもんです︒みんなそうですよ︒

夏目

部員制度というのがあるんです︒部員制度というのは︑課があっ

なかなか簡単には壊れないかもしれませんね︒

いて︑下に部員がそれぞれ独立して個人で仕事を担当しているん

て︑係があって︑係員がいてというのではないんですね︒課長が

ないんだね︒このときにはたしか課長もかわっているんで

ね︒ま︑しょうがないでしょうけれどもね︒

伊藤

最近はどんどん壊れているんじゃない？

ま︑課長は多少上下の関係でわかるけれども︒仕事の連続性とい

です︒そいつが抜けちゃうと︑その仕事は隣のやつはわからない︒

夏目

■日米安保事務レベル協議に出席

う意味では非常に問題があるのですね︒部員がかわると⁝⁝︒

少しずつ壊れているんじゃないですか︒さて︑それでこの

伊藤

伊藤

引き継ぐじゃないですか︒

前の話の続きがここに出てくるわけですけれども︑ハワイでの日
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夏目

局長とかそんな人しか知らなかったんじゃないかと思うんです

保全に引っかかって︑防衛庁内部でもごく限られた︑次官と防衛

引継ぎなんていうのはろくすっぽしないんですよ︒個人ベ

ースの仕事が多いんですね︒内局の仕事の弱いところはそういう

えるほどの利口な人ならいいのだけれども︑バカはみんなこうや

って︑人にしゃべらないとそれがどういう影響をするかなんて考

ね︒秘密というのは持っているやつだけが妙な優越感を持つちゃ

ふうん︑おもしろいといったらおもしろいのでしょうけれ

ところなんです︒個人の見識で仕事をするところが多いんですよ︒

伊藤
どもね︒

くでしょう︒困っちゃうのですね︒

って︵抱え込んで︶いるだけだからね︒死ぬまで墓場へ持ってい

あとを受けた人間は大変ですね︒

だから︑人がかわっちゃうとかラッと変わってもおかしく

ないし︑﹁そんな話は聞いていない﹂といわれると︑それまで︒

伊藤

だからもう烈火のごとく怒って︑怒鳴りつけたんですよ︒

夏目
やはりちょっと変ですけれども︑当時はそういう雰囲気の場だつ

夏目

これは一年前の話ですからね︒

夏目

この温厚な︵笑︶︒

組織の軽重を問われちゃうものね︒防衛庁は何をしている

一同アハハハハ︵笑︶︒

伊藤

って︑私もわめきましたよ︒

﹁そのころの担当者はみんなクビだッ︑飛ばしちゃえ1﹂とかい

たから︑多少やむをえないのかなと思うのだけれども︑いずれに
してもアメリカへ行く直前になってそういう問題を聞かされて︑
﹁さあ︑それに対する日本側の対応はどうするんだ﹂ということ
伊藤

一年前︒それで慌てましたよ︒しかし時間もないので︑

になりました︒

夏目

とをやるについては官邸その他の了解も得なければいけませんか

ついて研究をするということにしよう﹂と︒しかし︑そういうこ

やることになっているじゃないか︒シーレーン防衛というものに

から︑たまたまガイドラインでいろんな作戦計画のすり合わせを

んな知らないわけですね︒

佐道

伊藤

次官も施設庁長官から次官になって来たわけですから︑み

かわったばかりだから︒

ま行っちゃうんだね︒まして次官も知らないのですから︒

と︑前の防衛局長に食ってかかったんです︒知らなきゃ︑そのま

んだと︑アメリカからはそう思われる︒﹁秘密保全にも程がある﹂

ら︑鈴木総理の了解をとって︑﹁こういうことで行きますよ﹂と

伊藤向こうは顔ぶれがそんなに変わっていないわけでしょう︒

﹁わかった︒そんなものいちいちチェックしている暇がないんだ

いったら︑﹁よろしい﹂と︒そういうことなものだから︑ひと安

夏目

ほとんど変わっていないものね︒まあ︑ウエストというの

心して出かけた︒

は私のときには都合で一日だけで帰りましたけど︑あとはゴーマ

ンなんていう参謀本部の中将も同じだし︑同じですね︒．

確かに秘︑密保全というのも大事だったのでしょう︒先ほど私は

向こうの言い分をしゃべったでしょう︒あれも当時は秘扱いなの

伊藤

今度はハワイなのですけれども︑具体的にどういう会議だ

ですね︒多分︑中でもオープンになっていなかった︒だから私な

夏目

ったのですか︒やはり向こう側が︒

あったとか︑シーレーン防衛について非常に関心が強かったとか︑

のは︑最近︑国際情勢が厳しぐなったとか︑ソ連の軍事力がのび

んかは知らなかったんです︒もちろん︑アメリカの過大な要求が
抽象的な話は聞いていましたけれども︑護衛艦何隻とか何とかと

てきたとか︒私が行ったときにはアメリカも非常に気を使ってく

まずキャップ同士が両方で説明するんですよ︒最初にいう
いう具体的な話なんていうものは聞いていない︒多分それは秘密
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た︒私が行ったときの話だけれども︑その去年の話を持ち出して︑

こから自由討論になるわけです︒その席でさっきのような話が出

現状だとか︑今年の予算要求はこうだとか︑そんな話をして︑そ

中身の話︒日本側からは︑日本の国内情勢だとか︑防衛力整備の

んにいえばそういう話︒参謀本部のほうからは具体的な防衛力の

いるぞ﹂みたいなデモンストレートをするわけです︒ざっくばら

れて︑向こうの極秘の写真を見せて︑﹁これだけソ連は増強して

夏目

の概念でいっているのか︑それとも線の概念でいっているのか︒

中島

ども︑少なくともそういう研究が始まるきっかけにしたわけです︒

です︒ただ︑陸が主になるか︑海が主になるかの違いはあるけれ

太平洋軍︑そういう連中とやるわけです︒ほかの作戦計画と同じ

夏目

伊藤

それは︑統合幕僚会議と海上自衛隊が主として︑在日米軍︑

これはどのレベルでやるのですか︒

う研究をしたのだ︒精緻なORか何かの勉強をしているのなら︑

五六中業を達成してもまだ十分野はないというけれども︑どうい

うからいったのは︑﹁よくわかる︒わかるけれども︑あんだらば

をいって︑また去年の話を繰り返したんです︒そのときに私のほ

後さらに平骨能力・洋上防空能力を増す必要がある﹂ということ

て不十分であり︑五六中業が達成されてもなお弱点を有する︒今

海里以遠の防衛にあたる︒そのための自衛隊の現有能力はきわめ

たる必要があるが︑日本は千海里以内︑米国は攻勢的な作戦と千

生存のために必要不可欠だ︒日米が協力してシーレーン防衛にあ

島国日本にと．って︑国際市場へのアクセスの確保︑ひいては国民

夏目．同じなのですけれども︑﹁シーレーンの防衛と．いうのは︑

伊藤

いんだ︒要するに海上輸送を確保することを包括的にシーレーン

いうものは︑何もボーリング薦みたいなレーンがあるわけではな

をしたのだけれども︒私が防衛局長になってから︑﹁シーレーンと

で国会でも﹁シーレーンというのは線か面か﹂なんてバカな議論

た︒アメリカは最初からそんなことは考えていないんです︒それ

衛というとそれを守るみたいになんとなく日本では思い込んでい

隊必要だという計算をしたことがあるものだから︑シーレーン防

いなことをいった経緯がある︒そのためには護衛艦何隻で何護衛

そういうものに対して大事な航路である︒これを守るんだ﹂みた

西航．挙隅三つの航路帯を示して︑﹁これがいちばん資源の輸送とか

アムのほうへ行く南東航路︑それからブイリピンのほうへ行く南

るのは︑．昔︑海上自衛隊が地図を広げて︑日本から北米航路︑グ

ん議論になって︑国会でしばしばもめたのです︒非常に誤解され

それは防衛局長になる前の官房長のときの国会でもさんざ

その場合に向こうがいってきたシーレーンというのは︑面

彼らはこういったんです︒

それを見せてくれ︒そうでなければ︑俺のほうでもう一度それを

防衛というんです﹂といって︑その議論はもうおしまいになった︒

だいたい同じなんですか︒

勉強してみる︒あなた方のいうのが正しければ︑そのために努力

な話があるのですね︒それは海上自衛隊も誤解してそういうふう

オーケーだったのですか︒

に思い込んでいる節もあったし︒一般の人はみんな︑﹁シーレー

伊藤

﹁それは結構なことだ﹂ということになったわけです︒その研究

ン﹂というとなんとなく︒

もするし︒とにかぐ勉強したい︒お互いに材料︑情報を持ち寄っ

が具体的に始まることになり︑ガイドラインに基づく研究として

﹁レー・ン﹂はねえ︒

はい︒そうじやないと︑どうしてそこだけ守るのかと︑妙

具体的な日程に入れるのです︒いままでは着上陸侵攻とかそんな

伊藤

そう思っちゃうでしょう︒だけど︑そうではないんだとい

夏目

のが主だったのだけれども︑それと同時に並行的にシーレーン防

夏目

て勉強会を開こうじゃないか﹂ということにして︑アメリカも︑

衛も研究テーマにして始まった︒
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は︑あの島伝いのところ︑それからマリアナ海峡のあたり︒要す

ことが一つ︒もう一つは︑潜水艦がもっとも跳梁践遺しやすいの

ね︒太平洋全般みたいなことにしたのでは兵力の積算ができない

算するときにそういうことを前提にしないと計算ができないの

うしてかというと︑海上自衛隊は八八艦隊とかそういうものを積

うことにしちゃったんです︒そうでないと説明しにくいから︒ど

夏目

佐道

アハハハハ︑なんかいまの話を聞いていると︵笑︶︒普通

クビじゃない︑次官になるんです︵笑︶︒

は一年しかやっていないから︒

だって︑そのあとすぐに私はクビになつちゃうからね︒防衛局長

夏目

﹁こいつはやばい﹂と思われて︒

は一年ということはないのですか︒

伊藤

それで次官にはならないんじゃないでしょうか︵笑︶︒

だけど︑私がいるころは進むというほど進まないでしょう︒

るに︑敵の潜水艦がいそうで︑こちらがやっつ写るのに便利な上

武田

やられるのですから︑だいぶ話が︵笑︶︒

佐道

次官のほうが無害なんです︒国会答弁はないしさ︒

ころを選ぶんです︒だからそういう三つができちゃつたのね︒シ

かという議論は確かにあった︒その話をするときにも私はわから

夏目

楽ですか︒

シーレーンも変なことになつちゃうといって︑かえたんじ

なくて︑線というのはおかしいなと︑海上自衛隊と二日ばかり議

伊藤

それは楽ですよ︒なんていったって︑国会に行かなくてい

夏目

論をした︒海上自衛隊もいろいろなことをいう人がいたけど︑そ

夏目

ーレーン防衛というのはそうじやないんだということを︑その後︑

のあと幕僚長になる長田︵博︶というのが防衛部長だったかな︒

いというのは精神衛生にいいですよ︒国会というのは本当に︑人

ゃないでしょうか︒

最後にこの人が︑﹁そんな議論をしていると通りが悪いよ﹂とい

間バカになるんですよ︒人間というのは物事を受身でばかり考え

防衛局長になって国会答弁をして明確になった︒だから︑面か線

うようなことをいって了解したので︑﹁じゃあ︑海上自衛隊も以

吉野さんが一年しかやらなくて︑そのあと二年以上次官を

後はそれで異論がない︒﹂ということで︒だから︑なかなか難し

ると頭がおかしくなってきます︒

とか︑そんなことばかり考えていたら︑いい知恵は出ないですよ︒

いんです︒アメリカはシーレーンなんてあまりいわなかった︒S

﹁こうしてはいけない﹂とかね︒

ま︑それはそうですね︒

ラインが無数にあれば面になる︒

伊藤

伊藤

伊藤

南東航路とか︑南西航路とか︑昔の話が︒だけど︑シーレ

それが取れると本当にのびのびするしね︒だって︑国会の

LOCといっていたね︒しかし︑それも線なんだね︒シーライ

夏目

夏目

﹁こう来たらどうしょう﹂とか︑﹁ああいったらどうしょう﹂

ーン防衛ということをやるといっても︑要は何が必要かといった

予算委員会が始まるころはまだ冬ですよ︒国会の窓から見ている

夏目

ら︑相手は潜水艦ですからね︒それと洋上防空のバックファイア

と︑窓の外の木に雪が積もっていたりする︒それが融けて︑若葉

ン・オブ・コミュニケーション︒

なので︑あんまり陸上自衛隊が出てくる場面はないですね︒

が出てきて︑それが青葉になるまで続くんですよ︒半年は続いち

国会とか特別国会とかあったりして︑どにかく予算が通る五月か

そのシーレーンの研究会はかなりの頻度で開かれていたの

六月過ではそうでした︒国会が通ったあとの法案まで含めるとね︒

伊藤

そのあとわりど進んだのではないですか︒

ゃうんです︒そのあと秋になったから国会がないかというと臨時
夏目

そういうのは防衛局長に次々と報告があるわけでしょう︒

ですか︒

伊藤
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部長とかあるいは局長が行くときもあるし︑主計局次長には次官

のはやはりちょつど気位が高くて︑主計官のところへ行くのは︑

それが一年ですんでよかったというようなものですか︒

本当︑こんなに非人間的な生活があるのだ．ろうかと思う︒

伊藤

偉いもんだなあ︒

が行くとか︒主計局長なんて会わないんだから︒大臣折衝のとき
佐道

主計局次長が各省の次官に最終的な事務的な査定なんかを

それは本当に楽しいですよ︒﹁しかりやってこいよ﹂なん
アハハハハ︑碁でも打っていればいい︵笑︶︒

夏目

夏目
伊藤
戻ってきたら︑﹁どうだった？﹂と︵笑︶︒

するんです︒偉いんですよ︑あれ︒

にそばに座っているだけ︒

佐道
﹁ご苦労さん﹂ってね︒

これが大学にいるとわからないんだよな︵笑︶︒

てい︐っていればいいのだから︒

夏目

伊藤

金を持っているからね︵笑︶︒

外務省と防衛庁との連絡の窓口というのはそれぞれになる

金を持っているのはどこでも偉いですからね︒

伊藤
夏目

佐道

大蔵省のそういうやり方というのは昔からそうなのでしょ

役人にもわからないの︒なんでこいつらだけ︑と︒だけど

は渉外参事官といってセレモニーとか儀典要員みたいなものだっ

武田

夏目

たのだけれども︑私のころからは国際情勢はその参事官にやらせ

うか︒

のですか︒

るということになったのです︒外務省から来ている参事官の国際

夏目

主として防衛局と︑外務省から参事官が来ていますね︒昔

情勢についての分担がふえた︒だから︑その人と外務省は年じゅ

来るのだから︑おわったらもうただの人なんです︒いる問は︒べ

だけど︑主計局次長がおわってから防衛庁に局長になって

うやっているし︑防衛局は防衛局でやっているしね︒

つにそれは偉いというわけではないのだけれども︑なんかそうい

局長だと︑・向こうと連絡するのはだれになるのですか︒

のでしょう︒あるいは︑自民党の政調会や何かと適当にやってい

伊藤

るのでしょう︒

う︒まあ︑一人ひとりみんなやったら主計局長はたまらないかち︑

基本的には対になるところはどこなのですか︒

多分そうでしょうね︵笑︶︒

問題によりけりですね︒部員同士も向こうの課員とやって

伊藤

それは︑防衛局長と北米局長ですね︒

武田

偉いんですよ︑主計局長なんていうのは︒

夏目

夏目

北米局長ですか︒

夏目

主計局次長に︑﹁おまえはどこの省とどこの省﹂と各省を分担さ

伊藤

それから︑防衛課長と安保課長があるし︒安保課長がいち

はあ一ん︑そうか︒

いるし︑課長は課長同士でやっていますからね︒それは事柄によ

夏目

伊藤

僕は鳩山︵威一郎︶︑相沢︵英之︶なんていう主計局長︑

せている︒それで︑主計局長はどこかへ遊びに行ったりしている

ばん関係が深いかな︒

夏目

ってです︒

伊藤

次長のときに付き合ったけど︑料理屋へ行っても︑俺なんかが顔
夏目

んていって︑本当に年じゅうあんなところで飲んでいる﹂んだよ︒

を見たことがないような芸者なんかも︑﹁やあ︑○○ちゃん﹂な

普通︑課長と局長で話すということはあまりないわけです

か︒それもあるのですか︒

いうのは︑だいたいそういうことというのはわりとうるさいから

いまのも速記不要で︵笑︶︒

あるでしょうけれども︑まあ︑ないですね︒役人の仁義と
ね︒ちょっとちがっているのは大蔵省くらいだね︒大蔵省という

343

㊥・2・・3年9月22日

だん付け上がるんです︒ああいうことがなくなっただけでも最近

局へ行くでしょう︒年じゅう挨拶まわりに行っているから︑だん

がそういうふうなことをさせていたんですね︒政治家もまた主計

夏目

伊藤

べつに料理屋へ行ったから偉いんじゃないけれども︑周囲

鳩山さんもそれで糖尿病になったんじゃないの︵笑︶︒

いよこれがハイライトで︒

伊藤

夏目

夏目

替わったけれども︑替わってすぐなんかわからないもの︒

たら少し模様が替わったような話だったじゃないですか︒

伊藤

いいですよ︑防衛局長から次官の時代の話ですから︒いよ

いやいや︑だってこの前からの話では︑中曽根内閣ができ

中曽根内閣なんて関係ないよ︑私は︒

夏目

は変わったんじゃないですか︒いいことですよ︒

しかし︑大蔵官僚が元気なくなると困りますからね︒

ときから︒

じゃあ︑最後はこの次からにしよう︒中曽根内閣の誕生の

伊藤

ただ頭がいいからね︒だからみんな変なところで引つかか

︵終了︶

やはり事後的な説明ではなくて︑中曽根さんが総理になっ

たときにどう思っていたかという︒茨にお願いします︒

伊藤

夏目
いろいろありましたからね︒では︑今度は中曽根内閣にな

っちゃったんですよ︒その後︑スキャンダルで︒

伊藤
ったところです︒
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第12回

開催日＝2003年10月24日（金）
開催時刻：15時05分
終了時刻：17時05分
開催場所：財団法人

防衛弘済会

【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）

伊藤

隆（政策研究大学院大学教授）

佐道明広《政策礪大学院大学元助教授）
武田知己（政策研究大学院大学COE特別研究員）
中島信吾（防衛庁防衛研究所戦史部教官）

岡田志津枝（防衛庁防衛研究所戦史部所員）
記録者：

有限会社ペンハウス矢沢麻里

第12回インタビュー質問項目

をかもしました︒中曽根首相のこのときの訪米︑

言についてどのように評価しておられます︒

2003年10月24日

今回は防衛局長時代の続きがらお願いします︒82年11月︑中曽根
内閣が誕生します︒かつて防衛庁長官も務められた中曽根氏の首
防衛庁内の反応はいかがだったでしょうか︒

相就任について︑先生はどのような印象をもたれましたか︒また︑

および中曽根発

中曽根首相訪米後︑シーレーン防衛が問題になりました︒特に次

の一一点が問題になっており先生も国会で答弁されています︒それ

ぞれにつ．いて当時の議論の状況や内容などお聞かせ下さい︒

①有事の際に公海上の米艦を自衛隊が護衛することも個別的自衛
権の範囲内であるという問題︒
②日本が攻撃を受けていない場合での米軍による三海峡封鎖を容
認することもありうる︑という政府統一見解の発表︵3月7日︶
︵◎．

N3月︑シーレーン防衛に関する日米共同研究がスタートしま．

ょうか︒

されたという報道がありますが︑具体的にはどのようなことでし

す︒日米防衛協力小委員会で︑研究の基本的枠組みについて合意

た︒谷川長官については何か印象に残っておられる点などござい

中曽根内閣成立とともに防衛庁長官には谷川和穂氏が就任しまし

N11月︑中曽根首相訪米直前︑政府は対米武器輸出供与を決定
しました︒この問題は装備局が中心かもしれませんが︑後のFS

の構想をお聞きになったときはどのようにお考えになりましたか︒

研究開発︑いわゆるSD一構想について発表します︒やがて日本
もこれに参加するかどうかをめぐって議論になるわけですが︑こ

同じく3月︑レーガン大統領は︑宇宙兵器を含む防御システムの

ますか︒

X問題では対米交渉で防衛局も重要な役割を果たすことになりま
す︒そもそも83年1月に対米武器輸出供与が決定された時点で︑

中曽根首相が訪米し︑レーガン大統領と会見して共同声明を発表︑

たことはどのような問題でしょうか︒

先生の次官在任時代は︑防衛庁長官は最初が谷川氏︑ついで栗原

9

日米同盟を確認しました︒この訪米には同行されたのでしょうか︒

また︑このときの訪米ではワシントン・ポストが︑中曽根首相が

6月︑防衛事務次官に就任されます︒就任の経緯等お願いします︒
また︑次官就任に当たって︑もっとも重要な課題と考えておられ

防衛局としてはどのような考え方をしておられたのでしょうか︒

7
8

日本を不沈空母にすると発言したと報道して︑日本国内では物議
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4

祐幸氏︵83年12月27日〜84年11月︶︑そのあと加藤紘︸氏︵84年

氏̀︶でした︒政務次官は林大幹氏から中村喜四郎氏︵83年12

す︒それぞれの方々についてのご印象などお聞かせ下さい︒

月28日〜84年11月︶︑ついで村上正邦氏︵84年11月〜︶となりま

11

西廣氏を起用されたのはどういった点を重視されたのでしょうか︒

事は防衛局長とならんでかなり重要な問題と思いますが︑佐々氏︑

夏目次官のもとで庁内のとりまとめにあたる官房長には︑前半は
佐々淳行氏︑84年7月からは西廣整輝氏が就任します︒官房長人

10
N8月︑高坂正尭氏を座長に﹁平和問題研究会﹂が発足します︒

11
※今回は以上の点についてお願いします︒

のでしょうか︒

が︑防衛庁自体はこの研究会についてどのようなスタンスだった

防衛費GNP1％問題を見据えての発足ということだと思います

83
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きょうは︑この前の防衛局長の時代の続きで︑次官のとこ

■中曽根内閣誕生
伊藤
ろまで入れれば︑というところでございます︒この前︑八二年十
一月に中曽根内閣が誕生して︑夏目先生は︑﹁中曽根内閣になっ
たからつてどうということはない﹂というお話でしたけれども︒
しかし一応︑中曽根さんは前に防衛庁の長官もやって︑中曽根さ
．んが総理になったということで︑その当時どんな感じだったのか︒

夏目

伊藤

それは防衛庁長官のときもありましたからね︒いろいろな

一抹の不安ですか︒一抹どころではないか︒

ことをぶち上げては︑ぽしゃったりして︒海原さんとの葛藤もあ

ったけれども︒だけど今度は防衛庁長官ではなくて︑一国の総理

その中曽根内閣で谷川︵和穂︶．さんが防衛庁長官になられ

ですからね︒それはある程度期待したことは事実です︒
伊藤

この方は︑私は全然それまで予備知識はありません︒ただ︑

まずけれども︑この谷川さんについては︒

夏目

策︑安全保障政策というのはまるつきりないというべきか︑混乱

夏目

伊藤

谷足さんは︑そういう人だという印象を持っただけです︒

いや︑中曽根さんはやめない︵笑︶︒

根さんがやめるかどうか知らんけど︒

この方は非常に趣味人でして︑たしか慶応大学出身で︑スマート

しているというべきか︒例のシーレーン発言でもおわかりのとお

ただ︑出身が河本派ですから︑そんなに防衛問題について造詣が

な︑英語もある程度しゃべるし︑ピアノは弾くし︑ちょっと格好

り︑全然理解のない方でしたから︑そういう方のあとに来られた

深いということは期待していなかった︒

なったばかりのファースト・インプレッションみたいなも

総理でしょう︒しかも︑かつて防衛庁長官をやっている︒あの方

伊藤

夏目

は︑いうことは非常にはきはきといわれるわけです︒まあ︑好き

官に期待しているわけではないでしょう︒

いいですよ︒若いしね︒今度は谷川さんもやめるでしょう︒中曽

嫌いとか︑いい悪いは別として︑とにかく非常に声高に安全保障

夏目

のでしょう︒それはやはりふあの人の総理になったのはなんとい

政策についてぶち上げる人ですから︑言葉だけを聞いていると非

とになるのだろうとは思いましたけれども︑結果的にもすべてそ

っても鈴木内閣のあとですからね︒鈴木内閣というのは︑﹁防衛政

常に明快ですよね︒言行不一致かゼうか⁝⁝という︒ただ︑風見

ういう方向で進んでいました︒

まあ︑総理が総理ですから︑多分総理主導型のそういうこ

でも︑一般的にいって︑そういうことを必ずしも防衛庁長

れるかなというのはあったけれども︑とにかく鈴木さんよりはず

谷川さんとしては︑中曽根さんのいうとおりにということ

夏目

伊藤

多分︑防衛庁はそうだと思います︒それは︑鈴木総理とか

やはりみんなそうですがね︒

佐道

いうことは一切なくて︒

夏目

でございますか︒

伊藤

鶏なんていううわさもあるくらいでしたから︑さあ︑どこまでや
っと仕事がしゃすいかなと思いました︒そういう意味では︑どち

三木総理とかは全然だめでしょう︒ただ︑私はいっかも申しあげ

直接官邸にご説明に上がるとかいうことは︒

そうでしょうねσだから︑そんなに官邸とゴタゴタすると

たように︑タカ派ではない鈴木さんとか三木さんのほうが結果的

夏目

らかといったら期待が七分くらいあったのではないでしょうか︒

に後々残る仕事をされているんです︒こう言挙げする人はいかが

けれども︑私は中曽根さんのところへは何遍も行きました︒それ−

どの時点で最初に行ったかという記憶はちょっとないです

中曽根さんが総理になったときに︑例えば防衛局長として

かなという気持ちはありました︒
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までの鈴木総理の時には本当に数えるほどしか行ってないですけ
れども︑中曽根さんのときには何回かお邪魔して︒しかも︑正面
から行くと目立つから︑裏口というか︑通用門から公邸のほうへ
行くこともありました︒住まいのほうへ行ってお話しをしたり︒
もちろん官邸にも行きましたけれども︑官邸に行くと︑新聞記者
が張っていて︑﹁何しに来た︑何しに来た﹂ということになりま

それは︑新聞の﹁首相動静﹂の欄に︒

出ますよね︒官邸へ行けば出ます︒

いまおっしゃっていた裏口は載らないほうですね︒

それは出ません︒

そ・ワか︑あれだけを信用していたら大変だ︒

私もそれまではそんなことは知らなかったけれども︑そう

きわめてアットホームな感じで話しができます︒官邸でこんなに

いう手があるのだなと︒セーターか何かを着て︑リラックスして︑

私邸のほうにも呼ばれるとか︒

るから︑こちらもいいたいことをいいますし︒

佐道

しかし︑それは新聞記者とかにわからないものなのですか︒

なって︵かしこまって︶いるよりは︑なんとなく雰囲気がそうな

いまは知りませんけれども︒どの時点か︑よく呼ばれましたよ︒

佐道

いや︑どうですかねえ︒まあ︑とにかく彼らに会うことは

私邸は行ったことがないです︒官邸の横にあるでしょう︒

どうしてそういうことをしたかというのは︑そういうことをお膳

夏目
佐道

何回か行きました︒選挙の話をしたり︑﹁金丸︵信︶さん

次官になられてもやはり︒

ありません︒

れて︑この人と私はわりと気が合ったんです︒それで︑中曽根さ

夏目

突然︑また金丸さんが出てきて︵笑︶︒

んとの問を取り持つというのですかね︒﹁行って︑いいたいこと

佐道

いや︑そういうことで︑あんまり役所で呼べないようなと

が戦車をやめうといったけど︑どうしたらいいだろう﹂とかね︒

夏目

いときもあるし︒

伊藤

きはそういうときに話しをするのですけれども︑それは実際に金

丸さんがぞういったかどうかはわからない︒あの人も陸上自衛隊

定かではないけれども︑そういう話で行ったことが・あるし︑選挙

﹁向こうがいついつがいい﹂と︑問へ入った人がいってくれ
直で呼ばれることはないのですか︒

というのは︑私が選挙に出るとかいううわさが出て地元でちょっ

夏目
伊藤

直に呼ばれることはありますよ︒それは官邸のほうへ︒そ

はあまり好きじゃなかった︒海空重視め方ですからそこらへんぱ

夏目

防衛局長と大臣とはどういうふうなあれになるわけです

と騒いだときがあったから︑﹁出るのか﹂とか︑そんな話をしたり︒

伊藤
外務事務次官とかそういうのは定期的にブリーフィングを

伊藤

か︒

防衛局長も役人ですから︑なるべく次官には一緒にいても

夏目

定期的というのは必ずしもなかったのですけれども︑何か

﹁いった﹂﹁いわない﹂というような話になってもいけませんしね︒

夏目

ことあるたびにですね︒

らうようにしてもらいます︒何か話しているときには︒でないと︑
伊藤

ことがあると呼ばれました︒

やりまずけれども︑そういうふうな感じではないのですか︒

れはその後何回もありました︒

るから︒

それは向こうから呼ばれるのですか︒それとも︑こちらか

ら行くのですか︒

をいってこい﹂とかといって︑ご本人がいるときもあるし︑いな

へ落っこちぢやった︵笑︶︒この方は防衛政務次官をやっておら

立てする人がいましてね︒それは村上正邦さん︑この方は塀の中

夏目

すから︑密かに通用門から公邸のほうへ行っていました︒

夏伊夏越夏野
目藤目道二道
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ときは何遍でもあります︒だけど︑そういうときはあとから事後

夏目

伊藤

そうなると秘書が呼びに来るだけですから︑だれもいない

﹁防衛局長を呼べ﹂と︒・

夏目

伊藤

﹁あんまりじゃないか﹂とかいってね︒そんな話をあとでし

大臣が行くのだからと︒

とかね︒

ませんからね︒その間にまたやりますから︒﹁多少色を付けろ﹂

て︑行けば行っただけ︒もちろん︑それはただ行くだけではあり

報告で︑﹁いまこういう話をされました﹂とか︑﹁こういう指示を

て︑﹁こんな話は人様にいえないよな﹂とかいいながら︒よく役

ただ大臣は︑両方二人呼べということがないときはあります︒

されました﹂とか︑﹁こういう話をしてきました﹂ということは

だかぢ︑もう一度行って来いといったのは次官のときだな︒宍倉

るのだけれども︑当時は宍倉︵宗夫︶という経理局長でしたかね︒

人をやめてからいろいろなことを本に書いたり︑しゃべる人がい

要するに︑すべての情報は次官のところへということです

次官には報告します︒これは導入の常識ですけれども︒

伊藤
かコ

まあ︑普通の神経だったらそうします︒﹁この野郎︑気に

夏目

したよ︒予算になると︑中曽根さんは非常に理解ある方でしたけ

局長が﹁こんなことは墓場まで持って行きます﹂とかいっていま

れども︑それだけでは不安なものですから︑．当時はいろいろな手

入らないから上げんでおこう﹂なんて思えば別ですけれども︑そ
うでなければ上がります︒

を使いましたよね︒︑瀬島龍三さんにお願いして︑側面から援護射

谷川さんという方は︑そういう意味では使いやすい大臣で

伊藤

撃を頼んだり︑高坂正尭にしゃべらせたり︒

瀬島さんはどういうところに強いわけですか︒

したか︒

伊藤

あれは中曽根さんなんか︑とにかくだれでも政治家に強い

威張りもしないし︑素直で︑我々の顔も立てるし︒話が前

夏目

夏目

瀬島さんへの連絡役はいらっ・しゃつたのですか︒先生がや

夏目︑いや︑宍倉経理局長がやっていた︒私も大村さんのときな

っておられましたか︒

佐道

ですな︒なんで強いのかよくわかりませんけれども︒

後になるかもしれませんが︑谷川さんが改造で来たのは夏ですか︒
いつですかね︒

あ︑年末でしたか︒予算の内示前ですよね︒やはり予算の

佐道年末に︒
夏目

伸びというのは非常に大事なものですから︑我々が事務折衝をや

中島

ない︑何もない︒ただ︑あの方も国士だから一と思って

防衛庁と瀬島さんとのつながりというのは︒

んかに会って︑知ってはいまずけれども︒

行ってもらったところ︑谷川先生がほどほどのところでおりて帰

夏目

って︑順々に上へ上げていぐわけですね︒谷川さんに大臣折衝で
ってこられたんです︒すぐ庁議メンバーというか何人か集まって︑

ら︑多少あの人がつぶやけば︑少しは影響できるかな︒まだ生き

いるから︑悪いようにはしないだろうと︒それで影響力があるか

うあつかましいことをいえたのも︑やはり谷川さんの人徳なんで

ているから困るけどね︒そんなことがありました︒︑・

﹁どうだろう﹂﹁だめです︒もう二回行ってください﹂と︒そうい

しょうね︒怖い大臣にはいえません︵笑︶︒そうしたら︑素直に

伊藤
そういうのはやはり効果があるものですか︒

佐道

ゃっていますよね︒なんであったのかよくわからないですけれども︒

まあ︑ある程度影響力があったということは皆さんおっし

また行っていただいたのですけれども︒︑

伊藤

それはありますよ︒たいした効果があるかどうかは別とし

防衛庁としては︑使える手段は︒

夏目

へ
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いうことについての要望はあっだわけです︒一方的な通行は少し

ったく政治判断なんです︒というのは︑アメリカは前々からそう

−たときのあれから見て︑装備局とか防衛局は関係ないんです︒ま

大蔵大臣は渡辺美智雄か︒あれは同じ派閥ですから︑そちらのほ

不公平ではないかと︒日本にも我々が欲しい技術があるというこ

それはいろいろ使いました︒山崎拓さんを使って︑当時の

うから攻撃したり︒はっきりいってみれば︑これは戦争ですから︑

とを前々からいっていたんです︒その一つのあらわれとしては︑

夏目

使えるものは何でも使えと︒その結果︑それぞれどういう効果が

五十七年の日米事務レベル協議のときにも彼らはそういうことに

あったかはわからないですけれども︑やることはやったなと︒

対して言及しているんです︒どういうことで言及しているかとい

装備の共用化とかそういうことを考えたら同盟関係がより円滑に

そういう戦略は次官を中心にしてやるわけですか︒

大臣には上に乗ってもらうと︒

いくだろうということをいっているわけです︒CIとか︑OTH

伊藤

伊藤

そうです︒迷惑をかける話でもないしね︒とにかく次官か

ま︑そういうのはいちいち大臣にいうわけにはいきません

夏目

なんかもあった︑イージスなんかもある︒そういうことをいって

夏目

何かになったら︑悪いことはいかんけれども︑その程度のことをし

くる裏には︑そういう装備の共用化みたいな気持ちがあるから︑

うと︑インターオペラビリティーという言葉でいっているんです︒

て叱られて︑﹁けしからん﹂というのだったら︑やめればいいやと

日本の技術も欲しいと思っている︒現に︑彼らはめぼしい技術を

からね︒

思っていますから︒べつに自分の私腹を肥やすためにやっているわ

のFCSのある種の技術とかね︒私は難しくてよくわからないけ

身体的に考えていたようです︒日本のレーザー技術とか︑戦闘機

まあ︑そういえばそうですね︒

けでも何でもないし︑そう悪いことをしている意識もないし︒
伊藤

れども︒それがどんどん︑逐次リリースされて向こうへ行くわけ

夏目

としてもやはり無関心ではなかったと思うのですが︒

問題は基本的に装備局が中心になると思いますけれども︑防衛局

これは︑この前もお話しがありましたけれども︑武器とか技術の

いろいろ懸案になっていたわけですけれども︑それを決定される︒

されるのですが︑その訪米の直前に武器輸出の供与ということを︑

佐道

うか︒そう思います︒防衛庁は積極的に武器技術を出せなんてい

夏目

伊藤

それはアメリカから何かサインがあったのではないでしょ

その腹の中をつくったのは防衛庁とは関係ないのですか︒

根さんの最初からの腹の中なんです︒

ことが一つだと︒二番目は対米武器技術の供与︒この二つが中曽

防衛力を増強することにある︒そのためには一％の枠を突破する

信念として︑総理のときに彼は何を考えたか︒防衛問題ではまず

要求がそこはかなとなくその前からあって︑中曽根さんの一つの

です︒だから︑これは装備局とか何とかではなくて︑アメリカの

のは︑装備局も正直いってあんまり関係ないですよ︒まったく政

うことはいってなかったと思うんです︒多分︑アメリカとの問の

■対米武器輸出供与・防衛力増強

治マターというか政策の問題であって︑通産大臣とかそういう人

パイプでそういうことを聞いていたのだと思います︒当時︑国防

中曽根さんが就任してすぐなのですけれども︑一月に訪米

は関係あるかもしれないけれども︑一局長が︑まして防衛局の局

省と国務省にそんなことを前からいっているのがいましたから︒

まず第一に申しあげるのは︑武器輸出三原則の関係という

長がどうのこうのという幕ではないんです︒技術供与とか具体的

伊藤

中曽根さんのそういう意味での防衛問題についてのプレー
な話になってくれば別ですけれども︑最初の中曽根さんが発言し
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伊藤

りしたし︒

いたでしょうね︒

ではないですか︒

ンみたいなのはいたのですか︒
夏目
平和研ですか︒

夏目

あの方はいろいろアイデアもあるし︑情報もあるという方

伊藤

防衛研究所に若泉某とかつて︑中曽根さんが便利に使って

非常に静かな︑ちょっ乏学者タイプだけれども︑いろいろ

夏目
伊藤
桃井︵眞︶さんとか︒

防衛研究所ですか︒

もということですか︒

伊藤

ということはいろいろ教えてくれました︒

な人を知っています︒ああしたほうがいい︑こうしたほうがいい

中島

桃井さんもそうかもしれないけれども︑桃井さんよりもも

いる人がいたよね︒

夏目

夏目

佐藤内閣のときに︒

伊藤︑そうですね︑多少裏方的な存在ですよね︒知る人は知って

あの人はあんまり日の目を見ないですね︒．

うん︒ただ︑日本ではちょっとね︒あの政治家の世界では

それは︑アメリカ側にも知人がいるだろうし︑日本の中に

うちょっと⁝⁝︒若泉敬かな︒
中島

あれは佐藤内閣か︑こつちゃになっているな︒そういう人

佐道

ちょうど大学教授みたいな︑ぼそぼそしゃべっているのも︑

強引にやるとか︑国対政治の大ではないですからね︒

ちょっと何をいっているのかよくわからない︒

夏目

いるけれども︑という︒

夏目

それは直接︑防衛庁の防衛局長とか次官とかとは関係なし

がいたような︒

伊藤

そうですよ︑僕もちょっとお話を伺いましたけれども︒

に︒

夏目

伊藤

なしに︒まったく︑政治家になると何を使っているかわか

らないですよ︒こちらがさつき予算でいろいろなことをやったけ

ある人でした︒その後︑あんまり政治家の中では伸びなくて︑い

声も低いし︑さっぱりよくわからない︒でも︑非常に理解

そうですが︑こちらの手の内が見えていたりして︒

まは無所属か何かで︒

夏目

伊藤

あちらはどういう手を使っているかわからない︒例えば椎

そうです︑無所属の会とかいうやつでしょう︒

ど︑あちらのほうがもっとずっと上手ですからね︒

夏目

伊藤

う︑それは比較的早く先生なんかはおわかりになっていたという

名さんなんているでしょう︒あの人なんかは非常にアメリカの国
椎名素夫さんね︒

ことですか︒

中曽根さんの腹は一％突破と対米技術供与の二つでとい

伊藤

あの人なんかは便利に使っていたんじゃないですか︒

は︑﹁西側の一員だ﹂とか︑﹁アメリカに協力するんだ﹂というこ

夏目

佐道

夏目

それはわかりますね︒

防省や国務省に顔が広いんです︒

伊藤

それやこれや︑いろいろなパイプを持っていたと思います︒

それはわかっていました︒・要するに︑中曽根さんというの

夏目

そうですね︒

．とはいっていたから︒これまたおかしいけれどもね︒防衛庁長官
中島

さっきいったように︑多少ぶれるんです︒ぶれるけれども︑

だから︑総理になると情報がいろいろなところがら来ますから︑
夏目先生は椎名さんなんかとは接点がなかったのですか︒

夏目

のときには﹁自主防衛﹂なんていっていたのだから︒

伊藤

当時はよく︑彼も防衛庁シンパでしたから︑何回も飲んだ

我々の知りえないような情報を持っておられたと思います︒

夏目
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総理になってからはあまりぶれなくて︑一貫して︑﹁対米協力﹂
﹁西側の一員﹂という姿勢は揺るぎませんでしたね︒

夏目

たしか一月くらいに行くのです︒あのころは︑みんな総理

になると二︑三ヵ月以内にアメリカ詣でに行くのが習慣でしたか
らね︒

なられてすぐの十二月に︑たしか大蔵原案にいきなり六・

岡田

ことを背景にしてアメリカに行かれて︒

さっきのお話しの技術供与の問題と︑防衛力の増強という

それが一％の伏線なんです︒

■不沈空母・三海峡封鎖発言

伊藤

夏目

そのときに何かそういうふうな感想をお持ちになりました

五％増を中曽根さんが出されましたが︒

岡田

夏目

でしょうか︒

夏目

アメリカへ行く前に慌ててオーケーみたいな話にしたでしょう︒

技術協力だって鈴木内閣では全然だめだったですからね︒

実現はできなかった︒多少上乗せになった︑くらいだったのかな︒

アメリカ側のニーズというものをちゃんとキャッチして︑そうい

それは︑中曽根さんだからやってくれるなという︒しかし

伊藤結果は︒

うものを知った上でアメリカへ行っているのですね︒それだけで

多分そうだと思うのですけれども︒あれは︑六・五％は行

夏目

伊藤

すまないで︑不沈空母だとかって︒

どうでしょうか︒

も︑あれなんかは夏目先生の立場から見て︑どういうふうにお感

かなかったんじゃないかな︒行ったのかな︒
中島

たしか︑各省︑ODAと防衛費以外は減らすというときに︑

あの不沈空母発言でだいぶワーワーとなるわけですけれど

夏目

夏目

じでしたか︒

それは︑アメリカ側がいろいろなことをいってきた︑シーレーン

ではないのだけれども︑あの人は鈴木さんと違って言葉が非常に

﹁とにかく六・五％ふやせ﹂というのですから︑相当なものです︒

防衛能力として防空能力と対面能力が低いとか︑ぴ一も必要だと

華やかでしょう︒旧制高校の教養の悪いところをそのまま︵笑︶︒

若干唐突ですよ︒いや︑いっていることはべつに驚くこと！

か︑イージスも必要だとか︑何とかいっていたでしょう︒そのと

ああいうキャッチフレーズみたいなのがうまいのですね︒

事前に周囲の方と諮るというより︑中曽根さんご自身がポ

浮沈空母とはいわなかったとかいう説もありまずけれども

伊藤
ね︒

されても︑なおかつ不十分なんだと︒だからもっと防衛力増強の

中島

きに彼らがいったのは︑いまあるできたばかりの五六中業が達成
テンポを速めてくれということをいっていたのです︒そういうこ

夏目

ンと︒

とが中曽根さんの情報として入ってくるためにp大蔵省もだいぶ
憶がちょっとないけれども︑それは数字を見ればあとですぐわか

外務省なんかが︑﹁そこまでいわなくても﹂みたいなことをいっ

あのときには慌てていたけれどもね︒どのくらいになったかは記
るのですが︒たしかにそれはおっしゃるとお噸︑なってすぐ︒し

ていたのだと思います︒私は知りませんけれども︒だけど︑あの

多少は諮っているかもしれない︒諮っても︑きっと当時の

かし︑信念だったのか︑総理になってからそう思ったのかはわか

中曽根さんが訪米するなんていうときは︑防衛庁からはだ
れかついていくのですか︒

伊藤

人は思い込んだら一所懸命自分の言葉でしゃべつちゃうからね︒

とにかく︑そういうことを背景にして訪米されるわけです

らない︒

伊藤
ね︒
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伊藤

夏目

そんな具体的な話になるはずがないからね︒だから︑だれ

ついていかないのですか︒

ついていかなかったでしょう︒

夏目

庁としてコメントを求められるということは︒

佐道

不沈空母だの何だのという中曽根さんの発言のあと︑防衛

夏目

ですよ︒﹁不沈空母って︑︑何を考えているんが︑どうしょうとい

それはみんな来．ます︒

ゼういう話をしたとか︑そういうのは防衛庁のほうにも︒
伊藤

三海峡というときと︑四海峡というときとあってね︒多分︑

四海峡ですか︒

だ﹂とか︒一時︑四海峡という声もあったんですよね︒

うのだ﹂とか︑﹁三海峡封鎖って︑どこの三海峡を指しているん

それは︑まとめるということはないけれども︑やはり大変

もついていかないと思います︒

それは外務省から来るわけですかつ

夏目

ほかにありますか︒

外務省から来ます︒

伊藤

いや︑どこだろうというのがわからない︒﹁間宮海峡だろ

対馬海峡だろう︑津軽海峡だろう︑宗谷海峡だろう︒

のですか︒

夏目

外務省から来るというのは︑どういうふうなルートで来る

夏目︑現地から公電が入るんです︒その公電がそのまま来ます︒
伊藤

もちろんこちらも︑そういう書類ですから︑だれとだれに

﹁極秘﹂といって︒

夏目

伊藤

私は︑そんなことをいうのだったら︑それは違う︒アリュ

ええ？

う﹂とかね︒

夏目

ウシャンの千島列島のどこかに潜水艦が出られる口ってそんなに

﹁秘密﹂と．か何とかって︒

回すということは決めていますけれども︒せいぜい四︑五人か︒

津島の西東を指すんじゃないか﹂とか︒

ないんです︒対馬海峡も西側はだめなんです︒東側しか通れない︒

この年表にも﹁四海峡﹂と書いてあります︒

防衛局長とか︑次官とかがサインをして︒
そういうものですか︑あれは︒その場で読んで︒

武田

伊藤
伊藤

必ずしもそういうことはないですけれども︑秘書なんかに

あるでしょう︒一時期︑四海峡といわれた時期がたしかあ

ということは︑ある程度隠密裏に通るにはね︒だから︑﹁いや︑

夏目

夏目

夏目うん︒赤い箱を持って︑ 部 員 が 廊 下 を ︒

渡して︑またコピーでもとられてはいけませんから︑返すときに
佐道

だって︑主管課が保管しますから㍉次官のところでしまっ

返すのですか︒

ですか︒

中島

ちょっとわからない︒どう書いてある？

ったはずです︒それで︑四海峡の四つ旧はどこだろうと︒

夏目

夏目

﹁四海峡封鎖発言﹂としか書いてないのですけれども︒

はちゃんと担当者が来て持っていくとか◎

たり︑防衛局長がポケットへ入れるわけにはいかない︒

武田

たしか︑最初は四海峡といったと思うよ︒それが︑修正し

中曽根さんの発言が︑三︑四とぶれてしまってということ

中島

夏目

やはり会談の議事録要旨のようなものも含まれているのわ

けですね︒

ょう︵笑︶︒

ていまや三海峡になつちゃっているのは︑本人も反省したんでし

もちろん︒対外説明要旨なんていうものがくっついて︑人

一つ多かったと︑︵笑︶︒

夏目

武田

にしゃべるにはこれがいいとか︑こちらはどこかへおさめておけ
と︒
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藤目藤目道

夏目

でも︑防衛庁は︑四海峡というのはちょっと無理だろうと︒

ャッカのやつをオホーツク海に閉じ込めるには︑どこかをやはり

夏目

伊藤

ないし︒それから︑こちらは意味があるんですよ︒カムチ

あそこは日本が封鎖できるところではないでしょう︒

夏目

何の？

出されるという問題が出てくるのですけれども︒

れたあと︑いろいろ国会で議論になりまして︑政府の統一解釈が

佐道

だいたいこの二つが特に議論になっているのですけれど

■シーレーン防衛問題

ふさがないと︒こちらばかりふさいでもだめなんです︒どこかへ

佐道

間宮海峡というのは氷の海ですから︑意味ないのですね︒

出てくるのですから︒そこをふさぐことが必要だというのはあっ

も︑有事の際にアメリカの船を自衛隊が護衛することが個別的自

まさにそのシーレーンの問題で︑中曽根さんが帰ってこら

た︒そういう話を官邸なんかとやったことはあるんです︒その結

衛権の範囲内であるかどうかと︒

それはべつに統一見解とか何とかではなくて︑国会の質疑

の場においていろいろとやりとりをしているうちに︑政府の統一

夏目

果︑三海峡に収敏したんじゃないかなと思うのだけれども︑ちょ
アメリカに行かれて︑三海峡封鎖発言をする問では︑そう

っと私は記憶があまりないね︒

中島

中曽根さんがどうのこうのということではないんです︒国会議︑論

見解を示せということになってまとめた文書はあります︒だけど︑

いや︑したことがない︒

いうお話を先生方とは︒

夏目

けです︒

の中から︑そういヶものをまとめる必要があるだろうと︒で︑外

でも︑三海峡封鎖の問題というのは前からあるのでしょう︒

佐道

そうですが︒では本当に︑唐突にアメリカでポンと︒

伊藤

あるけれども︑そんなものを突然持ち出す雰囲気はなかっ

中島

夏目

なったということはあるわけですね︒シーレーン防衛をやるんだ

務省や法制局と相談をしながら︑こうだよということをいったわ

たし︑予想もしていないという意味で申しあげたので︑三海峡封

と︒その場合に具体的な︑いまの場合でしたら︑日本の領土内の

夏目︐あの人の信念なんでしょう︒

鎖はもちろん自衛隊としては考えていましたよ︒ただ︑海峡封鎖

アメリカの船を守るということは従来からなのですけれども︒

夏目

従来よりもシーレーン防衛の具体的中身がいろいろ問題に

というのはなかなか難しいですからね︒

伊藤

と千海里と鈴木総理がいっているように︑千海里なんて領海でも

それは違う︒違うというか︑シーレーンというのはもとも

て国内でいろいろ議論が出まずけれども︑そうすると防衛庁長官

何でもないんですね︒公海上に及んでいるんです︒それは︑アメ

リカがそういうものをやるのだったらこういう装備が必要だよ

まあ︑いうは易いでしょうけれども︒そういう発言があっ

だとか何かに記者会見ということは出てこないのですか︒

夏目

と︑この前申しあげたように相当大量の防衛力を提示してきた︒

何回も出てきましたよ︒だから︑そういう意味でいまいっ

たような混乱もあるし︑国会答弁になるとこちらもお手伝いさせ

だけど︑そんなものは大綱の水準をはるかに超えるようなことで︑

五十七年夏の事務レベル協議で︑﹁シーレーンの問題が大事なこ

られますからね︒私なんか︑四海峡の水深︑幅員︑そういうこと
質問はございましたか︒

とはよくわかる︒アメリカがこういうことをいってきているけれ

日本の実情からして︑とても実現不可能である︒ということで︑
伊藤

ありました︒

をみんな調べて国会に臨んでいましたよ︒

夏目
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その一環としてシーレーン防衛というのを特別取り上げて研究し

ないか︒たまたまガイドラインに基づく研究というのがあるから︑

ども︑我々はまだ納得できていないから︑両方で研究しようじや

うことは︑西側の一員としてはいわないよという︒だけど︑アメ

ものですから︑けしからんといえばそれまでなんだけど︑そうい

夏目

伊藤

領海内だったらね︒津軽海峡なんていうのは領海みたいな

そうですが︒

が︑やはり話の筋として︑そういうことはいわなければ格好悪い

たらいかがか﹂といったら︑﹁結構じゃないか﹂と︒そういうこ
・るわけです︒だから︑中身はまだそのときはわかっていないわけ

から統一見解でまとめただけの話で︑アメリカは日本に期待して

リカはそんなものは自分でやるとは思っていないんです︒ところ

です︒ただ︑どの程度のものが必要かということをはじくための

いるんです︒その後の動きを見てもそうなんですね︒日本は対潜

とになって︑その翌年の防衛協力小委員会か何かで正式に発足す

勉強はしたけれども︑それは臨機応変で︑どういう場合なんて考

能力を強化しようとしたら︑もっとも効果的なのは港を出るとき

に捕まえるのがいちばんいいんです︒やっつけるのは︒その次は︑

えられない︒千差万別ですからね︒敵の出方もわからないし︒

佐道

海峡の出口の細いところで捕まえるのがいちばんいい︒太平洋に

例えば︑三月七日に政府統一見解というのが発表されてい

るのですけれども︒

し︑いざとなったらやることもわかったけれども︑そういう法理

出ましたら︑もうだめなんですね︒それは大事なことはわかった

それはもう︑予算委員会でだいぶおしまいのほうに来てか

夏目

論で来ると︑いっからやるんだとかやらないんだという話になる

らでしょう︒

佐道

と︑よくいまでもいわれる神学論争みたいなことになるわけです︒

はい︒日本が攻撃されていない場合でも︑三海峡封鎖をア

メリカがやるということについても容認する場合があるというよう

まだ当時は社会党が強い時期ですからね︒

野党からは︑﹁いっからやるんだ﹂というような質問が︒

なことを︒これは︑もともと中曽根さんがいろいろおっしゃって︒

中島

t．

そういったから︑そういうことにせざるをえなくなったの

るんだから︒

夏目

中曽根さんは︑従来の発言よりは半歩ずつ踏み込んで︒

それば年じゅう来ます︒それでチョンボするのを待ってい

んでいるかどうかは別として︑いままではそんなことを考えても

佐道

まあ︑半歩ずつ︒本人も承知して出ているんですよ︒一％

夏目

いない︒アメリカがやるなんていうことは︒だけど︑日本は防衛

夏目

でしょうね︒そこまで踏み込んだことをいおうと︒まあ︑踏み込

出動が指令されていないときにそういうことはできないというこ

を守れ﹂というんですよ︒﹁塁を離れるな﹂と︑そういう言葉で

だってそうです︒﹁君らは塁を離れるな﹂と私らにいうのだから︒

いっていましたけれども︒

とはいえる︒それは非常に外交問題にも影響を及ぼす問題だし︑
はできません︒できることは︑監視だとかそういうことはできる

それはおもしろいですね︒

﹁おまえたちがいうとだめになるから︑俺がいう︒君たちは沈黙

けれども︑封鎖して通さないなんていうことはできない︒そうす

伊藤

日本が攻撃を受けていないのに三海峡を封鎖するなんていうこと

ると結局︑極東有事みたいなことになるとアメリカがやる︒それ

がいうと物議を醸すけれども︑やはり総理がある程度計算尽くで

自分は一所懸命あちこちでしゃべったりするんです︒役人
容認するも何も︑拒否することもできない︒

やったら何とかなると思っていたのでしょうね︒そういう意味で

夏目
伊藤

まあ︑拒否できないことはないですよね︒

はしようがないだろうということなんです︒

夏目
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さんもそうでしょうけれども︑とにかく当時はロン・ヤスの関係と

根さんに対する信頼というのは非常に強かったですね︒いまの小泉

伊藤

そういう気持ちがありありでした︒だからアメリカの中曽

﹁俺が責任を持ってやる﹂というのですね︒

ょうか︒日米関係が防衛庁を中心に国防省と議論とか関係が深ま

佐道

夏目

佐道

日本国内の外務省との関係なんていうのはどうなるのでし

彼なんかもアーミテージの下にいたけど︒

アワーですか︒

とかって︒

に何とかという人がいたじゃないですか︑﹃よみがえる日本海軍﹄

がいちばんのシャッポみたいな顔をしていつも来ました︒その下

係は別の人ですけれども︑安全保障政策に関してはアーミテージ

いうのは︑それまでには考えられないような親密な関係でした︒

夏目

歴代総理とそれほど違っていましたか︒

は︑あの人はやはり政治家です︒

中島

ると︑そもそも日米安保は自分の専管事項だというような︒

全然違いますよ︒もちろん向こうも大統領が民主党から共

和党に代わったこともあるでしょうけれども︑レーガンになった

夏目

夏目
ということもよかったのかもしれませんけれども︑ちょうど波長

んてことはおもしろくないと思っていたかもしれません︒彼は国

それはありますね︒だから︑内心はアーミテージが来るな

が合った︒

防省だから︑どうしてもこちらが正面になりますよね︒もちろん

トップが代われば︑下も向こうは極端に代わりますね︒こ

いろなことをやっても︑やはり向こうの国防総省も国務省がちょ

申しあげたかもしれないけれども︑事務レベル協議なんかでいろ

伊藤
こちらは同じだけれども︑官邸が代わればね︒

外務省をのけ者にはしませんよ︒しないけれども︑これもいっか

夏目

こちらは態度が変わるわけでしょう︑人は代わらないけれ

ちらも態度が変わると︒

伊藤

向こうの制服はシビリアンも奮草しいんです︒二重︑三重にこう

っと馨陶しいんです︒．こちらも外務省が欝陶しいんです︒同時に︑

しゃべり方の視点がちょっと︒

ども︒

夏目

シビリアンですからそういうことはないのですけれども︒だから︑

なっているから︑どこまでが本音かよくわからないのだけれども︑

防衛研究なんかも遅々として進まなかったのも︑制服だけの世界

やはり国防省とか大使館の関係の人とか︑反応がずいぶん

夏目

で何かやろうとしていたからなかなか進まないのですね︒

佐道

かったですよ︒蜜月時代で︑日本とアメリカは切っても切れない

アーミテージむんかは我々と同じ立場の人間ですから︑国防省で

ようなことをあらゆる場でいいます︒また︑向こうもよく来るし

佐道

変わってきましたか︒

ね︒これまでは大臣同士が行ったり来たりすることはあったけれ

んかと連絡をとられることが多くなったのですか︒

伊藤

どうしてもそうなります︒

人間関係が非常に密になってくるわけですね︒

前申しあげたように︑例えばハワイ協議なんて︑あくまでも事務

夏目

佐道在日︒

多くなりますね︒大使なんかの姿勢もうんと違います︒

夏目

やはりいちばんはアーミテージですか︒

的なものでそれまでだれも注目しなかったのだけれども︑双方の

違いますね︒だから︑ことあるたびに持ち上げる発言が多

ども︑事務レベルのアーミテージなんかも︑私がいるときでも何

夏目

防衛局としても︑アメリカ関係でいえば︑外務省北米局な

回来たかわからないしね︒

伊藤

うん︑当時はそうでした︒あと︑技術とか何とか調達の関

いや︑アメリカにいる大使が︒ということは︑これもこの
夏目
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首脳同士が︑﹁ハワイ協議の場で議論しよう﹂ということをいっ

夏目多いですね︒

伊藤

思ったけれども︑今度はそうはいかなくなってくる︒外向きにい

席に戻らないうちに次の質問が来ていますから︑また途中で引き

夏目

伊藤

もちろんいちばん多いです︒ひどいときは︑答えて自分の

防衛庁関係ではいちばん︒

防衛局長が答弁する場面というのは非常に多いわけですね︒

ちゃったから︑事務レベル協議そのものがなんとなくクローズア

わなければいけないことになって︑やはり関心を持たざるをえな

返さなきゃいけない︒人間というのはやはり︑歩いているときに︑

ップされる︒そうすると外務省も︑それまでは陰の会議だからと

いです︒だから︑ハワイ協議なんていうと︑防衛庁よりもむしろ

けれども︑その余裕がない︒委員長が﹁おまえ︑そこへ座ってい

﹁こうやってやろう﹂と瞬間的にいろいろなことを考えるのです

ンから来るしね︒

ろ﹂というんですよ︒答弁席のすぐ横にね︒そうするとだめです︒

外務省のほうが大勢行くくらいになつちゃった︒大使もワシント
わざわざ︒

歩きながら︑﹁どういつでごまかそうか﹂ということが出来なく．
なるからね︒

松永︵信雄︶さんか︒
いや︑大河原︵良雄︶さん︒

伊藤

その当時︑防衛局長をいじめた社会党の議員で印象的な人

大河原さんも来ました︒

やはり大出︵俊︶さんとか︑．土井たか子さんとか︒土井た

というのはだれですか︒

夏目

ワシントンに自衛隊から行っているアタッシュの方がいら

っしゃいますよね︒

か子なんか︑キャンキャン億えるし︑大出さんも理詰めでうるさ

彼らは来なかった⁝⁝︑いや︑来たかなあ︒いや︑来てい

夏目

細かい質問もするのですか︒

かったですよ︒

そういうことの比重というのもやはり重要性をましてき充

なかった︒．

佐道

ましてきていたでしょうね︒そう思います︑私は知りませ

ということになりますか︒

夏目

また国会に戻るのですけれども︑国会が開かれている問じ

んけれども︒．

伊藤

しますよ︑けっこう︒当時はね︒
いや︑土井さん︒

まだ委員長でもなかったから︒

内容的には︑これは答えるのが難しいなという質問で何か
夏目

印象に残られていることはございますか︒

夏目

いところはないもの︒精神衛生によくないしね︒国会で答弁して

を出しているわけでしょヶ︒だから今度は法案の審議があります︒

し︑事前に質問取りとかを一応やるわけですよね︒やはり社会党

佐道

そんなに別に⁝⁝︑みんないやですよ︒あんな雰囲気の悪

りませんけれども︑当時は予算委員会が三月の末というけれども

いると︑人間あほになりますよ︒専守防衛でしょう︒

その間に︑やれ外務委員会だとか︑やれ何だとかという︑よその

は事前のあれと違うことを出してくる︒

ひととおりはいってきまずけれども︑それはやはりそのと

やれないことをやれといわれているみたいで︵笑︶︒しか
委員会に呼ばれます︒内閣委員会と予算委員会のほかにのだから

夏目

半年間は張り付きです︒予算委員会がおわると︑いまは知

四月までずれ込んでおわるでしょう︒防衛庁とい・うのは毎年法律

ゆうは︑防衛局長は張り付きですか︒

中夏伊夏伊
島目藤目藤

響詳しいですよ︒
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三目道盆道

ここで審議をとめてやろうというときは教えない︒前にいくら頼

きは教えないですよ︒どうでもいいことは予告してくるけれども︑

きの成り行きとか︑それから︑彼らも本当に時限爆弾式にやると

ちゃうんです︒座られるとどうしようもないでしょう︒そのまま

が答弁に窮すると︑﹁こんなことで審議が続けられるか﹂と座っ

夏目

うような︑結局それなのでしょう︒

夏目先生の答弁でとまったことはありますか︒

がないですね︒そういうことが彼らの狙いだから︑答弁がまずか

空転でしょう︒明らかにそれが狙いですから︑いかんともしよう

大出さんなんていうのは︑そういう爆弾質問をして防衛庁

んでも教えない︒

伊藤

あるでしょうな︒一回や二回はとまったことがあるんじゃ

関係ないわけですね︒

ったとか︑よかったとかということとは関係ないんですね︒

夏目

伊藤

ないですか︒そう長時間ではないけれども︑あると思いますよ︒
何日もとまったことはないですね︒だから︑あんまり防衛庁に迷

最初からそのつもりでいるんですよ︒ただ︑同じ問題でも

横路︵節雄︶さんなんていうのはどうですか︒

ご自分で考えて︑夏目先生はけっこう答弁がお上手だった

いや︑上手じゃないけど︑私は誠心誠意答えているんですよ︒

じゃないですか︒

伊藤

答え方でとまらないように答える技術は多少ありますね︒

夏目

とめてやろうと思って構えているときというのはわかるも

惑をかけるようなとまり方はしなかったと思います︒

佐道

わかりますよ︒それは名うての人がいるからね︒楢崎︵弥

のですか︒

夏目

之助︶さんとか︑大出さんとか︒いちばんうるさかったのはその
佐道

もういないから︒ああ︑子ども︵横路孝弘︶はいたけれど

くらいかな︒あとだれがいたかな︒

夏目

久々に出ましたね︑﹁誠心誠意﹂︵笑︶︒

こういう答弁が名答弁なんですよ︵笑︶︒

誠心誠意お答えしても︑やはりわかってもらえない︒

夏目

ないのだもの︵笑︶︒

まあ︑そういうこともありますね︒向こうは誠心誠意じゃ

印象ないですか︒

﹁おまえには聞いてない︑立つな︒大臣に聞いとる︒だめ﹂とか

あんまりやると︑﹁おまえ︑答えるな﹂というんですね︒

佐道

ないですね︒質問にも立っていなかったんじゃないかな︒

もう石橋さんはあんまり質問をしないで︒

夏目

伊藤

委員長がいってくれればいいのですけれども︑だいたい与

でも︑委員長が指名すればいいわけでしょう︒

いってね︒

佐道

しなかったです︒あのときはもう委員長になっていたんじ

たから︑委員長と総理ですからね︒だから︑そんな予算委員会で

夏目

佐道

それはやっていました︒だけど︑それはもう大所高所だっ

中曽根さんが総理になって︑右橋委員長と対決をする︒

佐道

伊藤

谷川さんはどうでしたか︒

しぶしぶといっているような︒

ので﹂と断りを述べて︑大臣みたいなことをいうわけですよ︒

府委員を指名します︒﹁政府委員﹂﹁委員長のご指名でございます

党の委員長だからそこはもう承知していますから︑すぐパッと政

細々した役人いじめみたいなことはなかったです︒

なんとかしていろいろ言質を取ったり︑足を払ったりとい

わりと素直でしたからね︒ああいう方でしたから︑そんな
伊藤

夏目

ゃないかな︒．

夏目

雄︶︑ああいう人がいたのでしょうけれども︒

一時代前のときだと︑横路とか︑石橋︵政嗣︶とか︑飛鳥田︵一

夏目

も︑全然︒

伊佐伊佐夏
藤道藤道目
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にややこしいことはお答えにならないで︑統一見解みたいなこと
は多分谷川さんにやってもらったと思います︒あれは読めばいい

といったち︑﹁まだ日が高いから慌てることはないけどな﹂とか

︵笑︶︒どうもほわっとした話で︑つかみどころがないんです︒ど

こまで本気かなと思って聞いているでしょう︒しばらくたったら︑

ほかからまた来たんです︒そういう話が出ているからやらないか

のですから︒しかも︑歴史に残るんです︒
佐道

と︒たまたまうちのおじが参議院議員でいたのですがハやめると

ああ︑そうですね︒

夏目︑私なんかが答えるのは支離滅裂で︑あとで見ると︑何をい

弁する︒それは大臣がちゃんと音吐朗朗読むから︑首尾一貫した

よ︒もめたやつは︑まとめて統一見解みたいなものをつくって答

夏目多いでしょう︒それは︑そういうふうになつちゃうんです

答えていると︒

佐道

伊藤

資料集︑﹃防衛ハンドブック﹄とかいうのは︑谷川長官が

そんなことはないと思いますが︒

の候補者が竹下︵登︶さんにアプローチして︑なんとかなりそうア

だ﹂というんですね︒ちょうどそれと歩調を合わすように︑ほか

病気になったの︒それで︑﹁おい︑勘弁してくれ︒俺はもうだめ

金は何とか工面するよ﹂といってくれたんだけど︑その後兄貴が

の兄貴も︑﹁そんなにいわれるのならしょうがないじゃないか︒

の長野の新聞とか︑その他いろいろ情報が流れ出たんです︒うち

と︒そういうことになって︑一時は︑私は長野なのですが︑地元

言い出していたんです︒ちょうどいい︑そこへ後釜になればいい

模範答弁になるんです︒役人なんていうのはみじめなものですよ︒

なんですね︒その人は土建屋さんなんです︒その人は金をいっぱ

っているのだかわからない︒

政治家になりたいと思う役人がふえる︒

そうですが︑あれは仲間だと思っていたけど︵笑︶︒

んと両方で喧嘩したら︑竹下さんが勝つに決まっているから︵笑︶︒

い持っている︒そういうこともわかったので︑金丸さんと竹下さ

それはそうですね︒

伊藤役人が政治家になって︑大臣になるまでのほうが大変ですよ︒
夏目

伊藤

るのは︑金丸さんのようにアバウトな人より︑竹下さんのように

仲間ですよ︒仲間だけど︑．そういうところで実力を発揮す

実際︑先生は政治家にというあれが立ったわけですよね︒

綿密な選挙の神様みたいな人ですからね︒抜かりはないでしょう

夏目

佐道

ちょっとだけどね︒私は本気で考えたことはないですよ︑

■政治家という選択肢
夏目

から︒というのは当時からいわれていることですから︑そんなこ

とまでして︑なりたいわけでもないのに︑やめたといってやめた

そんなもの︒そんな話をしてもいいの？
佐道

んです︒

もちろん︒

夏目話ついでだからちょっとしますと︑これは次官になってか

伊藤

受けたわけではないですから︑べつにだれに断りをする必

らですけれども︑次官になってまだ二年目に入る前かな︑金丸

要もないでしょう︒

夏目受けたわけでもないですから︑全然︒当時︑栗原︵祐幸︶

︵信︶さんに呼ばれたんです︒﹁来年夏︑選挙に出ないか﹂︑﹁とん

でもない︒私はそういう能力もないし︑・第一金がない︒役人の給

さんという長官がいて︑彼は間違えて全国比例区だと思ったのね︒

といったら︑﹁あ︑地方区ならいいよ﹂といった︒

﹁あんなもの︑やるもんじゃないよ﹂という︒﹁いや︑地方区だ﹂

料でやって︑せいぜい使っても退職金を全額あてたってたいした
ことない﹂之いったら︑﹁君︑金なんて自分がつくるものじゃな
いよ﹂と︒それから︑﹁いまからやっても︑選挙なんて大変です﹂
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抜かりがあったんじゃないですか︒

人は落っこちた︒

伊藤

ところが︑その次のときからはその人が︒いまは民主党か

伊藤 ﹁いいよ﹂と︵笑︶︒

夏目

夏目

だけど︑なんとしてもなれということではない︒加藤紘一・

さんがそのうちに大臣になって来たんです︒加藤紘一さんにもい

うのと仲がいいでしょう︒それから羽田︵孜︶さん︑長野県に羽

とかいってね︒これがまた早いんだな︒山崎拓さんとか︑ああい

またどこかで耳に入るかもしれません﹂と︒そうしたら︑﹁エッ﹂

困るから︑﹁こういう話がありますが︑私は気がないけれども︑

かほかから聞いて︑﹁俺は知らない﹂なんてへそを曲げられても

大臣になるまでに︒

伊藤

う話もあったけど︑まあ︑ばかばかしい︒

あの人が通るのだから︑ひょっとしたら通ったんじゃないかとい

夏目

伊藤

いや︑あほくさくてやっていられないですよ︒

だから︑向山さんのような年寄りが参議院議員になって︑

羽田さんについていればそうだな︒

何かにいるんじゃないかな︒羽田さんにくっついているからね︒

田総理が︒その人と情報をとったら︑竹下の話がわかったんです︒

夏目

ちょっと無理でしょう︒

っておかないとね︒まだその話が生きているうちですから︑どこ

それで︑﹁やめた﹂といって︒

伊藤

加藤陽三さんがそうでしたね︒

しかしまあ︑次官くらいからスタートして議員になったら︑

伊藤

佐道

やっぱりあそこも年功序列の世界ですからね︒何回か当選

しないと使い走りで︑人数揃えの︑﹁どこそこの委員会は人が足

やって︑そんな国会議員なんかやっていられるかと思いましたね︒

離婚してくれ﹂といったの︒﹁それは

いやいや︑ならないですよ︒うちの女房に冗談めかしてい

そうですが︒では︑追い込まれたら︑そういうことになっ

たかもしれないですね︒

夏目

夏目
ったら︑﹁とんでもない1

どこまで本当かわからないですね︵笑︶︒

まだ防衛事務次官のほうがやりたいことをやれるじゃないです

かないから︑おまえが行って席をふさげ﹂とかそんなことばかり

本当です︒

か︒おわっちゃだめだけどね︒そういうことで︑政治家になりた

ありがたい話だ﹂って︒

目くらましだ︵笑︶︒

いと思ったこともないし︒

まさしく降ってわいた話だったわけですね︒

これは記録に残してもいいのですか︒後世に残る記録︵笑︶︒

佐道

夏目

佐道

大高さん︒彼が︑﹁夏目さん︑地元ではうわさなんだけど︑

大高︵時男︶さんですか︒

衛に関する日米共同研究というのがスタートして︑研究の基本的

伊藤

■シーレーン防衛研究の基本的枠組みに合意

本当に出るんですか﹂なんていってきて︑地元ではそうなつちゃ

枠組みについて合意されたというような︑これは新聞報道ですか︒

人が出たんです︒そうしたら当選しちゃった︒竹下さんが推した

いう年寄りがいるんです︒その人を後任にするというので︑その

何期か前に一度参議院をやって︑一期くらいでやめた向山さんと

夏目

伊藤

佐道

これは防衛協力小委員会でしょう︒だから︑これは翌年の

というのがありましたが︒

そうです︒

では元に戻して︑先ほどお話しになりましたシーレーン防

っているのね︒結局その選挙のときには︑私が出ないというので︑

衛庁の教育局長に来た人がいるんですよ︒名前は何といったかな︒

そんな話は一時期の笑い話でね︒でも︑当時長野県警から防

夏旧藩吟声
巨道藤目道
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三月︑前の年に共同研究をしないかということで納得をしてもら

だ﹂なんていうことだけをいったのでは︑ちょっとすれ違いみた

であって︑日本側が︑﹁我が国へ入ってくる食料や石油を守るん

中島

アメリカとすると︑直接的には第七艦隊を守ってほしいと

いなことはあるんです︒

って︑そして舞台を移したわけですね︒これはガイドラインの機
だいたいこんな方向で研究していこうという枠組みなので

関ですから︒

伊藤

いうことなんですね︒

夏目

すね︒何かご記憶のあることはございますか︒

夏目

はもちろん日本もうんといえないけど︑それが腹の中に見え見え

まあ︑それが大きいでしょう︒ただ︑そういうことだけで

潜水艦がどうとか︑戦闘機がどうだとか︑アメリカの極東におけ

であるわけです︒そのために五十七年八月だかの事務レベル協議

極めて常識的なことですよ︒まず︾極東におけるソ連軍の

る軍隊がどうで︑どういうことをしてくるだろうとか︑そういう

イージス艦だとか︑FSXを早くつくれとか︑OTHまで言って
きた︒ま︑いまは消えましたけれども︒ということは︑OTHな

では︑インターオペラビリティーのほかに︑シーレーン防衛能力︑

ら︑防衛力整備のための前提になる研究ですから︑ちょっとほか

んて︑日本は要らないのですよね︒海の遠くにいるから必要なん

・ことを想定しながら︑そのためにはどの程度の兵力が︒もちろん
実際の防衛作戦研究ではないんですよね︒﹁出だしが出だしですか

めやつは性格が違うかもしれない︒純粋な作戦計画の研究ではな

ですね︒そういうことまでいってきているのだから︑アメリカと
中島

いのです︒しかし︑作戦に関しての研究もしなければ規模も出て
何か想定しなければ計算できないですね︒

海上自衛隊からも参加しでいるわけですね︒

いうのはそういう意味では非常に単細胞ですね︒

伊藤

そう︒ところが︑なかなかアメリカと日本の前提条件が合

きませんから︑そういう意味ではそう乖離したものではない︒

夏目

夏目

るわけではないでしょう︒．自分たちの海上交通を確保して︑日本

んです︒日本は︑アメリカの船を守るためにシーレーン防衛をや

夏目

伊藤

アメリカというのは︑いちばん怖いのは艦隊防空と対面な

前提条件が違うというのは何ですか︒

どういうスタンスだったのでしょうか︒

基本的な前提で異なっていると︒海上自衛隊のスタンスとしては

中島

して︒航空自衛隊も参加していると思うけれども︒

もちろん統幕主宰でやつ．ていると思いますが︑海上官衛隊が主と

もちろん入っています︒海上自衛隊が主力だと思います︒

基本的なことで恐縮なのですけれども︑この小委員会には

わないものですからね︒．

が存立していくために必要な船団を守らなきゃいかん︒輸入して

夏目

それは日本のためにということですね︒

海上自衛隊は出発は船団護衛なんだから︒

先ほどの先生のお話ですけれども︑アメリカ側と旧本側と

くる物資を守らにゃいかんということがありますね︒アメリカが
いっているのは︑﹁俺たちの船はだいじょうぶか﹂とか︑ほとん
どそういうところがら出発しているのですから︒アメリカが日本
のシーレーン防衛能力が不足している︑不足しているというのは︑

もちろん︒

日本は石油の道を絶たれたら存立しえない︒

んですよね︒

それは日本にとって由々しき問題だと︑そこまでは正しい
いうことなんです︒だから中曽根さんが︑﹁不沈空母にする﹂と

伊藤・それはアメリカも認めるわけでしょう︒

﹁日本のためにも必要だろうけれども﹂といいながら︑実はそう
か︑﹁三海峡ふさぐ﹂ということが彼らにとっては多とすること
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夏伊夏中
目藤目島

そこから腹の底が見えているということですね︒

会で︑﹁シーレーン︑シーレーンって︑海の上に何か線があるの

こしい計算をしてそういうことをいっていましたから︒そこで国

う考えを持っていました︒航路帯を三つつくってどうのこうのと

伊藤

海上自衛隊の考え方としては︑大前提として船団護衛があ

か﹂とか︑そういう議論があってややこしくてしょうがない︒そ

認めています︒﹁そのためにもあなた方も必要でしょう︒

佐道

れで私は︑﹁船団護衛みたいなことをいうのはおかしいんじゃな

夏目

るとしても︑そのあとの海上自衛隊関係のお買い物リストからす

いか︒もう鈴木総理がこういつちゃったのだから︑とにかく周辺

か︑フィリピンとか︑台湾とか︑北米航路︑そういうことをいっ

ると︑P3Cを百機体制とか︒

海域の安全確保で︑どことかいわなくていいのではないか︒シー

それにはこんなものでは足りないよ﹂という︒だけど︑その背景

夏目 それからずっと︒もちろんP3Cも︑ちょっとこれはまた

レーンというのはこういうものだというふうに定義づけよう︒海

ていましたからね︒極端なやつは航路帯の幅まで計算していまし

ややこしいのだけど︑船団護衛というのは海上自衛隊としては牢

上交通の安全を確保することなんだ﹂といって︑以後︑それでも

た︒航路帯の幅をどうしたかというと︑潜水艦の魚雷攻撃をこの

乎として長年抱いていたことなんです︒しかし︑船団護衛なんて

うその議論はストップしたんです︒それまでは航路帯の議論で四

にはそういうこともあるから︑一般的ではなくて︑個々の要求と

もう古いそと︒そんなことはできやしないんだ︒むしろ自由航行

苦八苦しているんだよ︒

外で食い止めれば中を通っている船には被害が及ばないと︑やや

にして︑その周辺の安全を確保しておくことによって︑船は自由

これはやはり第二次世界大戦の教訓なんですね︒

して︑﹁こういうものが足りないじゃないか﹂といってくるのが

に航行してもらうんだ︒そんな何十隻の船団を組んで行くなんて

伊藤

見え見えだということなんです︒

いう時代じゃないないそということは途中で目覚めたんです︒だ

そうなんです︒それから︑私が官房長のときにはまだそれ

まはもうそういうことはなくなったんです︒最初はこうやって線

夏目

を引いて︒﹃防衛白書﹄にも線を引いたのがあるんじゃないかな︒

から︑そこからは船団護衛はないのだけれども︑しかし︑それは

あるかもしれないですね︒

だったから︑﹁あれはおかしいそ︒俺もとてもあんな答弁に耐え

それはそうでしょう︑とんでもなく広い︒

中島

ただし︑その三航路というのは多少の意味があるんですよ︒

られない︒もたないから︑もうやめてくれ﹂と長田︵博︶という

伊藤

アメリカのいうのも無碍に否定はできないんです︒鈴木総

夏目

相当な兵力が要るんですね︒船にしたって︑P3Cにしたって︑

理がいっちゃったから︒

夏目

ああ︑それが大きかった︒

なぜかというと︑潜水艦から船を守るのにいちばん適していると

幕僚長にいったら︑﹁あなたの考えで結構です﹂という話で︑い

中島

それは大きいですね︒

いう意味で意味があるんです︒一つは島伝いなんです︒こちらは

何等交代でどうのこうのとやると︒だからそういう意味でも足り

夏目

海上自衛隊がその船団護衛を転換というふうになったのは

ないよと︒確かに足りないでしょうね︒千海里をやるには相当︒

中島

マリアナ海溝の何かで︑やはり潜水艦を防ぐにはいちばん適地な

んです︒ここはちょっと別ですけれども︒そういうことも背景に

いつぐらいからなのでしょうか︒

夏目

あったのかもしれませんけれども︑それ以後︑あんまりいわなく

それは私が防衛局長くらいのときじゃないかと思うんで
す︒というのは︑海上自衛隊はそれまでどうしても船団護衛とい
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衛隊とアメリカ海軍のつながりが非常に緊密であるというような

のほうはできれば第七艦隊を守ってほしいと︒よく日本の海上自

本のための海上交通の保護というのが一義的な目的で︑アメリカ

中島

もいるんですよ︒

夏目

伊藤

夏目

伊藤

ファンが多いんですよね︒

でも︑．そういうふうになんかやたら海上自衛隊を誉める人

いやあ︑少しは脅かしたっていいんです︒

ほんと︑叱られます︒

海上自衛隊の人が聞いたら︑驚くだろうなあ︵笑︶︒

匂いがある﹂なんていってましたけど︑どうでしょうか︒

ことをいろいろ聞きます︒はたして海上自衛隊の方々はそういう

伊藤

ファンが多いんです︒中曽根さんもそうです︒

なりました︒

アメリカからの無言のプレッシャーに対してどういうふうに考え

夏目

先ほどのお話に戻るのですけれども︑日本側とすれば︑日

ておられたのかなと︒

あの人は海軍短現だからな︒

ら順に上げたのですね︒

伊藤

海原さんだ︒

海上自衛隊はアメリカのいうとおりだよ︑常に︒

だからそういう意味で申しあげたんだけど︵笑︶︒

佐道

まあ︑陸は数も多いからでしょうけれども︒海上自衛隊が

夏目

夏目
そうですが︒

夏目

海軍というのはやはり人の使い方が上手だったんですな︒

中島

それはしようがないんですよ︒これまた多少歴史的な話で︑

夏目

夏目

ある種鼻持ちならないところはそういうところにあるんですよ︒

つまり︑悪くいう方は︑﹁海上自衛隊は日本よりアメリカ

日本陸軍というのは終戦で壊滅的打撃を受けて︑とことん解体さ

中島

中島

せられちゃった︒ところが︑日本の海軍もやっつけられたのだけ

リカに対しての姿勢が反暁された具体的な例というか︑つまりア

予備学生で来たやつをみんな士官扱いにしたんです︒陸は兵隊か

ど︑アメリカ海軍は日本海軍に対する．尊敬の念というのを戦時中

メリカ向きの姿勢をとっていたというのは何か覚えていらっしゃ

のほうを向いている﹂という方も︒

からずっと持っていた︒おわってからもまだそういうことをいう

いますか︒

も海軍への郷愁のようなものが強いでしょう︒海上自衛隊という

ものだからいいのですけれども︒阿川尚之とか︑あの人達なんか

くらいに思っているんですよ︒航空自衛隊は全然新しく生まれた

ていますね︒陸上自衛隊は︑﹁旧陸軍は俺たちとは違う人種だ﹂

戦後もずっと海軍と海上自衛隊のつながりというのは連綿と続い

でいわないにしても︑うぬぼれは消えなかったんです︒だから︑

のね︒﹁負けたのは陸軍で︑俺たちではない﹂みたいな︒そこま

夏目

のプラスになるということですね︒

伊藤

く異常な熱意でした︒アメリカの要請があったから︒

なればつくっておいてよかったなと思うのですけれども︑とにか

のをつくるような客観的雰囲気はなかったんです︒まあ︑いまに

ージス艦に異常な熱意を燃やして︒あの当時︑イージス艦という

夏目

シーレーン防衛の日米の研究に関して︑海上自衛隊のアメ

人がいたものだから︑海上自衛隊はこうなった︵天狗になった︶

のは︑そういう意味では日本海軍のいいところ︑悪いところ︑い

辛い目にあうんですよ︒パイの大きさは決まっていますからね︒

すべてそうじやないですか︒P3Cの増産もそうだし︑イ

までもその遺産を背負ってきている︒だからかえってだめなとこ

だから陸上自衛隊は年じゅうひがんでいましたよ︒何でも海軍で

それはそうだけど︑それは裏返しにすると︑陸上自衛隊が

しかし︑アメリーカの要請があって︑それが通れば自分たち

ろがあるんですよ︒獅子文六にいわせると﹁海軍軍人には文化の
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ですからね︒第七艦隊所属海上自衛隊という︵笑︶︒

佐道
夏目

伊藤

だから︑要するに私がいいたいことは︑アメリカというの

これから研究しようということですからね︒

な話でした︒

うということになったものと思います︒だいたい夢に近いみたい

夏目

は︑・これがだめなら次はこれ︑これがだめならこれと︑手を変え

なきゃだめだといって︒陸軍はつながりがないから︒

に第七艦隊というのは空母を主体とした機動打撃力なんです︒と

品を変えていろいろなことをいってくるのですね︒これだって︑

日米防衛協力で海上自衛隊と米海軍がバッと出て行くわけ

にかく航空母艦で敵をやっつけて︑基地をやっつけて︑そこへ海

金を出して一緒に研究しようという話ですよね︒だけど︑どこま

のは二の次︑三の次なんですね︒七艦隊の機能から見ても︑目的

って︑来る飛行機をやっつけるとか︑潜水艦をやっつけるという

た︒結局はこれも中曽根さんが協力するみたいなことをいわれて︑

多少進んできていまずけれども︑当時は本当に夢みたいな話でし

でできるのかわからない︒いまはこれとは形を変えたものですが

ただ︑七艦隊は対潜能力と対空能力は弱いんです︒要する

兵隊を乗っけていってワッとやる︑そういうのが主たる任務であ

から見ても︒だから︑千海里の範囲内でいいからそういうことは

やっつける相手は同じだから︒

伊藤

共同研究という話になる︒だから︑アメリカにとって中曽根さん

伊藤

それは結構な話なんですよ︒いまはもう国際分業の時代な

日本がやってくれたら︑彼らにとってはこんなにありがたい話は

夏目

抗していますね︒防衛局長は短いのですね︒

というのは本当にいいときに経理をやっていたということだと思

のですから︑何もかも西側の一員としてアメリカと一緒にやるの

夏目

ないわけです︒

だったら︑そういう役割分担をやるのは結構な話だし︑それは賛

□事務次官時代の長官︑政務次官

それで事務次官になるわけですが︑ 次官の人事というのは

一年なんです︒

中曽根さんもいまや︑﹁早くやめてくれ﹂といわれて︑・抵

います︒

成なんだけど︑あんまりそういうものを外へ出すと︑ほかの自衛
隊だっていますしね︒上手にやらないと︒

伊藤
夏目

大臣が決めるといったって︑それは形式の問題でしょう︒

これは大臣が決めるんです︒

だれが︒

伊藤

それは前の次官︒

■レーガン大統領のSDl構想
レーガンが発表して︒

伊藤

夏目

前の次官ですか︒

よくわかりまずけれども︒次にSDIの構想ですけれども︑

夏目

伊藤

これが先ほどバックファイアとかミンスクとかソ連の極東

における軍事力増強のことを申し上げましたが︑この話の出所の

しょう︒そんなこんながあって︑なかなか西側防衛のためにはほ

メリカがパーシングを持っていくといったら反対運動が起きたで

ヨーロッパでも大騒ぎになったのですね︒たしかヨーロッパでア

われないように︑事前にこうだということは話しているようです︒

る﹂というのはめつたにないだろうけれども︑そういうことをい

ないけれども︑話して︑﹁うん︑特段異存ないな﹂と︒﹁それは困

からもそうですけれども︑官邸の了解を得ます︒正式な了解では

第﹈はSS20なんですよ︒SS20をソ連が配備して︑これ夏
は目 次官と大臣が相談して決めるんです︒．ただ最近︑そのころ

かに知恵もないということもあって︑やはりSDIしかないだろ
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昔は知りませんけれども︑もう私のころばそういうのがあったの
夏目

まあ︑ご自分の人事は知らないでしょうけれども︒

そういう人事の話は弱いなあ︑知らないもの︒

先生の次官時代の防衛庁長官が︑谷川さんで︑栗原さんで︑そ

伊藤

官邸がいやだという可能性があるから慎重にやるというこ

ではないですか︒

伊藤

のあど加藤紘一さんと︒政務次官が林大幹さんから中村喜四郎さ

ん︑ついで村上正邦さんと︑この顔ぶれを見たら︑向こう側に落

とでしょうか︒

夏目

っこちた人もいるし︑落ち損ねた人もいるし︵笑︶︒

それもありますし︑官邸というのは情報が山ほど来ている

んですよ︒スキャンダルの種とか︒いまはもっとひどいんじゃな

佐道

伊藤

中島

怪文書みたいな類だって︒

さ︒よく知っていますよ︒

夏目

怪文書の類ももちろん含めてだけど︑とにかくいろんな︒

いやいや︑投書から︑新聞社から︑何から︑あらゆるうわ

そういうのはやはり警察ですか︒︐

そうかもしれないですね︒

伊藤

佐道

夏目

佐道

夏目

一応︑裁判で争っていますけれども︒

あ︑捕まったんだっけ︒じゃあ二人だ︒

捕まりましたよ︒・

たのではないですか︒

伊藤

今度は︑加藤紘一さんは週刊誌によると今度の選挙で二重

あれ︑中村喜四郎さんも落ちましたからね︒あの人は落ち

一人落ちたね︒

いの︒インダーネットか何かで︒

夏目

夏目

丸がついているから復活してくるのかもしれないけれども︒さつ

そういう情報管理をしている部署があるのでしょうね︒

官邸に行って︑あらかじめそれとなしの話をして︑こういうこと

もちろん秘書官が破って捨てているものもあるだろうけれども︑
伊藤

秘書官がやっているのでしょう︒全部上げたらきりがない

き人事の話はいやだとおっしゃったので︑こちらから攻めますが︒

夏目

で考えていますと総理の耳に入って︑異存がないようでしたら︑

これはと思うものは上げているのでしょうね︑きっと︒

しね︒だけど︑総理もよく知っていますよ︒私が行ったときも︑

そのままいくのでしょうね︒ただ︑やはり政治家というのはいろ

まあ︑次官が多分大臣と相談して決めると思うんです︒で︑

﹁誰其さんはだいじょうぶですか﹂とかというくらいだからね︒

いろなことをいう人もいるんですよね︒表立ってはいわないけれ

夏目さんが事務次官をおやめになるときもやはり同じよう

伊藤

ずけれども︒﹁おまえさん︑もっと運動したほうがいいんじゃな

官邸にも︒だから︑それは私にはわからない︒噂話として聞きま

ども︑ああだこうだと雑音を入れる人がいますからね︒大臣にも

そう思います︒⁝⁝ああ︑私が？

なことをやった．わけですか︒

．夏目

伊藤ええ︒

まで本当かわからないですけれども︒このときも︑本当は私より

いか﹂とかね︒﹁運動って何だよ﹂というと︑﹁だまっているとだ
それで打診するということですか︒r

適任者がいたんです︒塩田︵章︶さんという人で︑これは陸士五

もちろん総理のところへ直接は行きませんけれども︑官房

伊藤

はい︒

十九期かな︒私の防衛局長の前任者で︑そちらのほうが年もいい

夏目

夏目

先生がおなりになるときは︑前任の吉野︵實︶さんと谷川

んだん変なふうになるぞ﹂とか︑そういう人もいますよね︒どこ

佐道

しょかったのかもしれない︒望みたいにやくざではなく︑陸士の

長官のところへは行きます︒

さんが相談をするわけですか︒
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出身で軍人らしいしね︒だけどまあ︑なつちゃったものはしよう

をやめる︒このときに私が大臣の送別の辞を全職員の前でやった︒

と一緒にやめられるのですよね︒大臣がやめて︑一緒に政務次官

原稿なしなんです︒で︑途中で感極まって︑演技力があるんです

がないですか︒

でも︑先生の経歴を拝見すると︑まったぐ問題ないという

佐道

ねえ︑涙を流さんばかりにしゃべった︒中村喜四郎さんのときに

は︑紙に書いたやつをぴらぴらっと読んでおしまいだった︒中村

か︒当然のごとく︒

夏目

政務次官に﹁それはちょっとひどいんじゃないですか﹂と文句を

まあ︑酒癖もいいし︑女癖もいいですから︑非難されるべ

きうわさがないから︒

いわれたことがある︵笑︶︒﹁そういわれればそうだ︑うかつだっ

うわさがない︵笑︶︒ということは︑いまおっしゃったも

先生が涙を流さんばかりにやられたわけですか︒

伊藤

佐道

いや︑涙を流さんばかりって︑ちょっと胸が詰まったくら

たな﹂と反省はしたのだけれども︒

いや︑そうじやないけれども︒私より真面目だし︑能力もあ

夏目

う一人の方はうわきがあったと︒

夏目

ったでしょうがね︒次官と大臣がそういう中で決めたのでしょう︒

夏目

伊藤

いくら何でも演技だけでそれはできないですね︒

ちょっと付き合いも深かったしね︒

それだけ栗原さんという人はあれだったのですか︒

いでしたけれどもね︒

伊藤

まあ多少﹁気持ちがある程度動いたのでしょうね︒いい大

ではまあ︑そちらは飛ばして︑いまの大臣︑政務次官︑こ

夏目

夏目

伊藤

な聖人君子みたいな人︑まじめでね︒だいたい安岡正篤の本を私

臣だったから︒

の中で︒

にごそっとくれて︑﹁勉強してください﹂なんていって︒そんな

伊藤

どこだったかなあ︒

そして県会議員か何かをやって国会議員になったのかな︒出は大

夏目

栗原さんという人は南原繁の弟子なんです︒農協へ入って︑

どういう意味ですか︒

林大幹という方は︑安岡正篤のお弟子さんなんです︒立派

れは千葉でしょう︒茨城か︒

もの読む気がしない︑あんな難しいもの︒そう・いう方でした︒こ
伊藤

千葉だか茨城の人で︑真面目なおとなしい方なんだけれど

伊東正義さんとか︑そういう方に私淑しておられた︒

夏目

ああ︑こっちの派だ︒

紘一さんとか︑宮沢喜一さんは大嫌いなんです︒大平さんとか︑

余計なことをしないと︒

伊藤

ま︑うるさいんですよ︒来て二︑三日目に︑出勤するやい

平宏池会なんです︒宏池会だけれども︑鈴木善幸さんとか︑加藤

中村喜四郎さんというのは︑まだ若いうちでしょう︒

夏目

も︑そういう人格者でした︒だけど︑防衛庁でそんな目立つことも

三十くらいですかね︒

なや私は呼ばれて︑﹁防衛庁の始業時間は何時だ﹂というんです︒

なさらないし︑全然そういう意味ではもっとも理想的な政務次官︒

この当時は︒

まだ初々しいわけですね︒

﹁なんだ︑これは﹂というんです︒

ね℃来ているのは︵幕僚長か何かが二︑三人来ているのかな︒

だ﹂と︒もう九時過ぎていますわな︒だれも来てないというんだ

た←か八時半だったかな︒﹁八時半です﹂といったら︑﹁いま何時
伊藤

この人で一つ印象にあるのは︑後日の話だけど︑

栗原さん

この人は金丸さんのいちばん弟子みたいな︒この人もまだ

夏目

当時は若かったから謙虚そのものでしたしね︒

夏佐中夏伊
目角島目藤
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夏目

佐道

﹁そのかわりに夜おそいんです﹂とかいろいろいったけど︑

それは確かにうるさいですね︵笑︶︒

夏目

伊藤

私が栗原さんと仲がよかったのが定説になっていたから︑

いや︑後ですよ︒

伊藤

まあ︑それから時間はかかりますよね︵笑︶︒だけど︑こ

それが涙に結びつくとは思いませんがね︒

す︒﹁いまからまた役所へ戻るから︑飲もう﹂というんです︒ど

よ︒外へ出ていても︑出先から私の部屋へ電話をかけてくるんで

ちょっとやりにくかったですね︒なんとなく遠慮しちゃって︒．栗

夏目

こかへ連れて行くのかと思うと︑部屋で飲む︒じゃあといって︑

﹁それはそれ﹂というのでね︒うるさいことをいって︑エライや

の人は非常にはきはき物を言う人で︑中曽根総理であろう︑後藤

大臣室へ行って︑﹁大臣が帰ってきて飲もうといっているから用

原さんなんていうのは︑本当に気さくなところは気さくなんです

田さんであろうと︑遠慮会釈なく堂々と渡り合って︑喧嘩もする︑

意しておいてくれ﹂と秘書官にいうと︑﹁違うんだ﹂というんだ

つが来たなと思ったのが最初の印象︒

し︑防衛庁の言い分もきちんというし︒一方我々に対しては︑

よ︒次官の部屋で飲むという︒﹁大臣室は神聖だから飲まない﹂

アハハハハ︑ちょっと待ってください︵笑︶︒

とかいって︒

伊藤

次官室はいいのですか︵笑︶︒

っとおさえる︒ある意味ではこうるさい親父でした︒だけど︑防

衛庁︑自衛隊というものに直接ふれている中に︑だんだん自衛隊

武田

次官室は赤提灯みたいになっている︒そして．﹁だれを呼べ︑

﹁防衛庁︑自衛隊は付け上がるな﹂とばかり基本的なことはきち

が好きになったのでしょうね︒そういうそこはかとない愛情が感

夏目

しているび私だってそうですよ︒先に電話が来るからしようがな

じられるから︒信頼もあったのでしょう︒根から自衛隊が嫌いだ

人柄もいいわけですか︒

いなと思うけど︑迷惑な人もいたろうなと思いますよ︒﹁夏目バ

かれを呼べ﹂といって︑呼ぶわけです︒中には喜んで来るのもい

伊藤

人柄もいいし︑来てすぐ︑﹁私はこれから防衛産業とか︑

ー﹂というのは有名でしたよ︒

と︑なかなかうまくいかないのだけれども︒そういう意味では︑

夏目

夏目バーになつちゃうのか︵笑︶︒

るけれども︑中には﹁困ったなあ﹂と︒予定のある人なんか︑

そういう関連業者とは一切飲まない﹂と︒そのへんはちょっと行

伊藤

栗原さんがなって︑そのあと加藤さんがなられて︑そのあ﹁

歴代の大臣の中でも名大臣の一人ではないでしょうか︒私が好き

き過ぎだと思いましたが︑とにかくそういう姿勢でした︒そして

佐道

﹁じゃあ︑ちょっと﹂とかいって捕まって︑帰りたくてムズムズ

我々にも言いたいことは︑遠慮会釈なくいってくれと︒外から妙

とまた栗原さんがなちれるんですね︒

だったというのを割り引いてもね︒

な圧力などがあるときにはいつも俺が喧嘩するといって︑ちょっ

夏目

から︑饒別として多少小遣いを持たせてくれ﹂とかいう話をちょ

そうそう︒栗原さんというのは︑例えば海外に出張に行く

と格好つけるタイプ︒なかなか優秀な大臣でした︒私はいまでも

でしょう︒そうすると秘書官が︑﹁大臣︑誰其が出張に行きます
いまは静岡のほうにお住まいでしたか︒

呼ばれて飲んだりしているんですよ︒

中島

っとしたらしいんです︒そうすると︑﹁だれが決めたんだ︒そん

なことはおかしいじゃないか︒旅費をもらっていくんだろう﹂と︒

もう隠居しちゃつたけどね︒次の加藤紘一さんという人は︑

これまた宏池会︒でも加藤︑栗原は犬猿の仲なんです︒本当に始

それはそのとおりもらっていくのですけれども︑歴代︑歴代とい

夏目

末が悪かったですね︒加藤紘一さんのほうが先か︒
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かといわれたけど︑もしそんなことが習慣になっているとしたら

す﹂といったら︑﹁いや︑秘書官にそういうことが必要じゃない

というんです︒私は知らないから︑﹁そんな習慣はないと思いま

らしくて︒私は呼ばれて︑﹁防衛庁はそういう習慣があるのか﹂

ときは海外へ行ったことがないですけど︑そういうことがあった

うか金丸さんなんかは小遣をくれたようですよ︒私は金丸さんの

だ﹂と怒るんですよ︒私は一回もないんです︒

らね︒ちょっと不適切なことをいうと︑﹁君のその言い方は無礼

夏目

伊藤

私の目の前で統幕議長なんかを怒鳴り散らしていましたか

でも︑次官なんかがゆっくり話しをすれば通るわけですね︒

とうるさいけどね︒

れる︒絶対に折れないですからね︒筋を通す人です︒ま︑ちょっ

ますし︑総理とかにもいうし︑いうべきことをきちっといってく

そうですが︵笑︶︑それをぜひ教えていただきたい︒

この人はどういうことが嫌いか好きかとわかるんです︒

要領がいいのですか︒誠心誠意だから︒

要領がいいんです︒

しかし︑夏目先生は人に怒られたことがないですね︒

一度も怒られない︒

ないんですか︒

おかしい﹂とかいってね︒﹁ああ︑そうか﹂と思ったのだけれど
も︑ちゃんと公費で行くのだから十分でしょうということなんで
すね︒それで結局︑そういうことになつちゃったんだね︵笑︶︒
いや︑それはだれでもそんなことをするわけではないのでしょう
けれども︑そういう人もいたのでしょう︒私はもらったことがな
いんです︒あんまり出張に行ったことがないからね︒谷川さんの
ときにハワイに行くときにくれなかったし︑伊藤さんは一緒に行
ったけどくれないしね︒でも︑どこの役所でも︒

すよね︒だから︑どうっていうことはないのでしょうけれども︒

夏目

引退されたいまもお元気ですか︒

て伊豆半島を案内してくれるんです︒非常に親切ですよ︒

るんです︒御招きをうけて︒行くと︑奥さんと二人で車を運転し

名ですよ︒大臣をやめてかち後も静岡へ何遍でも飲みに行ってい

私が栗原さんと馬が合っていたというのは防衛庁の中で有

加藤紘一さんが︑私はやめる直前に中国に行ったのですけれども︑

佐道

やっぱり年ですからね︒会うたびに年を取ったなと思うけ

それはあるみたいな話を聞きまずけれども︒

そのときによこそうとした︒私は栗原さんの話があったのでノー

夏目

伊藤

サンキューと断ったら︑不興げな顔をして︑またしまつたけどね︒

めて党へ残って何かをやっているときに︑私が防大へ行くことに

中島

やつた︒私の人事のことから何からみんなまとめて本にして︑あ

伊藤

それは回想録か何か︒

ちこちへ配っているんです︒だから周知の事実なんです︒

夏目

回想録︒

そういういきさつがあるのですが︑それをみんな本にしち

栗原さんなんてインタビューしたいところだなあ︒

れども︑元気は元気ですよ︒

なってあいさつに行ったら︑﹁また栗原さんに口説かれたのでし

夏目

一般の本屋から出したのですか︒

いつの間にか派に抱えられたかもしれないですね︒

ょう﹂なんていって同情していました︒

夏目

同情ですか︒

伊藤

佐道

伊藤

彼は同情みたいな顔をしていたけどね︒まあ︑同情でしょ

いやあ︑あの種の本は売れるものではないでしょう︒自費

﹁これはやっぱり栗原派だからなあ﹂と︒

夏目

夏目

そう思われたかもしれないですね︒その後︑加藤さんがや

う︒栗原さんというのはアメリカに行ってもいいたいことをいい

伊藤

大臣が持っている金︑自分のポケットマネーでくれるんで

夏伊夏伊色話夏伊
目藤目藤目藤目忍

370

㊥・2・・3年1・月24

それを見せてくださいよ︒
ね︒

伊藤

だそうだが︑反戦歌を歌うのは防大校長としてふさわしくないと︒

伊藤

この次に持ってきます︒ちょっとね︑あんまり恥をさらす

だからみんなよく知っているんですよ︒

出版でしょう︒

夏目
夏目

村上さんはさっきも名前が出ましたよね︒

やはり加藤さんがそういうふうにいったのは本当なんです

と困るんだけど︑まあ︑よく書いてくれたんでしょうね︒そのか
伊藤

夏目一そういうことは熱心．だし︑面倒見のいい人でしたよ︒よく

わり︑その後勲章をもらわれた時は︑﹁おまえ︑一筆書け﹂と持
ってくるんですよ︒それで私は苦心して想い出話などを書くんで

そうですが︑ご馳走が好きなんですか︒

ごちそうしてくれるような人がいい人なら︑あんないい人はいない︒

伊藤

親分肌なんじゃないでしょうか︒やっぱり大勢集めてシャ

すよ︒

伊藤

夏目

今までの話を伺っていれば︵笑︶︒しかしおもしろいもの

ですね︑人間の付き合いというのは︒

たりして面倒見のいい人でした︒それから︑・あの人はアメフトが

ッポになって飲むのが好きですからね︒結構あの人も顔が広い人

つまでゴロゴロしているんだ︒何か希望はあるか﹂というから︑

好きで︑私が防大へ行ってから︑アメフトの学生を何十人も呼ん

次官をやめてから︑私は再就職を拒否していたんです︒う

﹁ない﹂と︒これで金をもらえるのなら文句はないのだけど︑ゴ

で︑イタリアンレストランを借り切って︑一晩︑飲めや歌えやで︒

夏目

ロゴロしていたら金もくれるところがないですからね︒．﹁役人が

そういうことを平気でやってくれた人でした︒︑

でしたから︒統幕議長なんかも中曽根さんの研究所の嘱託で入れ

いいのか︑民間がいいのか﹂といろいろ聞かれたんです︒﹁なる

伊藤

ちでゴロゴロしていたんですよ︒そうしたら呼び出されて︑﹁い

べく暇があって︑実入りのいいところがいいですね﹂なんていっ

だな︵笑︶︒

いまになると︑ 怪しいんじゃないかと︒

じゃあ︑そういうお金がどこから出たかが問題になったん

たら︑﹁ふざけんじゃねえ﹂と︒結局︑防大へ行くことになった
のも︑あの人が総理や何やらを口説いてしたんですよ︒私はいや
だったんですがね︒﹁とにかく暇がない︒一晩考えて返事をしろ︒
そういう言い方があるんだ︵笑︶︒

ただし︑ノーはだめだぞ﹂と︒
伊藤

まあ︑お金にはそう書いていませんからね︒

政務次官としてはどうだったのですか︒

仕事はそんなにしないですよ・
もちろん︒

れているのが︑ あんまり口出しをするのはうるさいのでね．．口出

それはおもしろい言い方ですね︒

よ︒後輩やち︑いろいろな防大の関係者にもちょっと相談したん

しをすると︑ ろくでもないことしかいわないですからね℃そうす

武田

だけど︑﹁そういわれるのならばいいんじゃないですか﹂といわ

るとやはり︑ 政務次官というのは部隊を回って歩く︒で︑隊員を

政務次官は邪魔をしないのがいちばんいい︒静かにしてぐ

れたから︑﹁じゃあ︑まあ︑いいか︒ただし︑俺は先生の経験は

激励して歩いているのがいいですね︒

政治家だから︑やっぱり殿様みたいなところがあるんです

ないよ︒入格者でもないよ︒それでよければ﹂といったのですよ

伊藤

夏目

ね︒︑そうしたらやっぱり新聞で書かれました︒夏目バーなんかを

か︒ヘタな勉強はやめたほうがいいのですか︒

やはりちゃんと勉強してもらわなきゃ困るのではないです
開いているやつがいいのかとか︒好きな歌はリリー・マリレーン

371

夏伊夏伊佐夏
目藤目藤道士

夏目

いうものは︒宏池会の特色をそのまま持った︑鈴木善幸さんとか

夏目

う一ん︑反米ではないけれども︑あんまり自衛隊とかそう

だけど︑そんなのはあまり︒私は︑政務次官というのは︑勉強とか

そういう人と同じですね︒

勉強⁝⁝︑私が見たのは︑一応レクチャーはするんですよ︒

仕事ではそういう記憶に残るような人はあんまりいないですね︒

だけど︑宏池会の人でも宮沢さんみたいに︑防衛問題にそ

伊藤

政務次官をきっかけにして︑例えば山崎拓さんのように防

佐道

れほど熱心ではないかもしれないけれども︑中国とかソ連とかと︒
加藤さんはまあ︒

衛族になるとか︒

村上さんもその一人です︒

夏目

伊藤

夏目

消してもいいということにしてね︒私はあの人のことでい

消してもいいですよ︒

う一ん︑ここが問題だよね︒まあ︑あとで速記録をまた︒

夏目

伊藤え？

というんですよ︒

国会の答弁資料で︑ 私がこう思うというと︑直っちゃうんですよ﹂

をやったんです︒ そのときもときどき呼ばれて︑﹁いまの政府の

例えば︑ある問題について答弁資料が作られたとするコそ

ちばん納得できなかったのは︑防衛長長官としてふさわしくないと

れに対して︑大臣が﹁これはおかしいなというようなことをちょ

で我慢してなっているという︑そういう感じなんです︒だから防衛

ども︑とんでもなく右のものを左のものにするほどのものではな

旨にあわせてちょっと手直ししてある︒それも情けないのだけれ

じょうぶなんですか﹂と︒よく見ると︑要するに大臣のいった趣

っとつぶやくと︑書き直してきちゃう︒こんな安直なことでだい

庁長官として目立つことは何もしないんです︒どういうことかとい

いんですよね︒言葉の辛みたいなところがあるからどうでもいい

スになると︒あの人はリベラルな人ですから︑そういう自衛隊に染

の意見は言われればこうこうだといったの︒私がやめてからです

いう相談があって︑私がそれは本来あなたが判断すべきだが︑私

なくてもいいじゃないかと︒それから︑次の次官をだれにすると

じゃないかと思うのだけれども︑そういうことをOBの俺にいわ

まったような姿は世間に知らせたくないという気持ちがあった︒だ

べるんだね︒

よ︒そうしたら︑﹁あの人がこうこういった﹂と新聞記者にしゃ
どちらかというと︑リベラルというよりも反米︒

から愛情が伝わってこないですね︒非常にドライな冷たさを感じる
伊藤

んです︒まあ︑そういう人なのかなと思った︒

一切いやなんです︒そんな写真が新聞に出たら︑イメージ上マイナ

座ったり︑戦車の上に乗って喜ぶ人がいるでしょう︒そういうのも

うと︑例えば部隊へ行ったりすると︑よく戦闘機のコックピットへ

庁長官でも何でも大臣のポストを幾つかやらないといかんというの

思ったのは︑あの人は防衛庁・自衛隊が嫌いなんですよ︒なったこ

す︒特別な入以外は︒それから︑ 私はやめてしばらく防衛庁顧問

感じますから︑ 多分私と同じ気持ちを持った人が多いと思うんで

自衛隊のときはあんまり︒隊員もみんなそういうのを肌で

ちょっと危ない人という感じを僕らは︒

そうかもしれないね︒

そっちに近いでしょう︒

夏伊夏伊夏
目藤目藤目

とを後悔しているくらいなんです︒ただ︑将来の総理として︑防衛

ですか︒

防衛庁長官としての加藤紘一さんというのはどうだったの

たしか中村さんの政務次官という期間は短かったしね︒

建設族ですね︒

だってあれは建設族でしょう︒

中村さんはそうでもなかったですね︒

佐夏佐伊佐夏
道目道藤道目
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佐道

夏目

伊藤

新聞記者なんて︑好意的なものもいれば︑批判的なものも

それはそうですよね︒

だから︑外れたやつが俺のことを恨むわけ︒

それは物騒だ︒

マイナスになると思ったんじゃないですか︒

とでも理解を示すような顔をすることが将来の自分のイメージに

夏目

リンスといいますか︑有望な政治家だという評判︒

そういう顔をしているからだめなんです︒自衛隊にちょっ

夏目
伊藤

まあ︑わからないことはないですけれどもね︒この人のあ

いるんだよね︒ことほどさように︑やっていることが全然なって

との経歴を見ても︒さて︑どうしましょうか︒五時ちょうどにな

ぱいありますけれゼも︑また人の話になるから消されるといけな

おらん︒だから︑これはだめだと思った︒この人は信用できない
加藤の乱ですね︒

いけれども︑十五番からこの次にしましよう︒

りましたけれども︑またこの次の項目もだ聞きしたいことがいっ

伊藤

だから︑あれはやはり総理なんかになれるかなと︒

なと思ったら︑案の定︑何とか反乱事件を起こすじゃないですか︒
夏目

防衛庁長官になられた当時も︑いわゆる宏池会の将来のプ

︵終了︶

佐道
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第13回

開催日12003年11月21日（金）
開催時刻：13時55分
終了時刻＝16時05分
開催場所＝財団法人

防衛弘済会

【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）

伊藤

隆（政策研究大学院大学教授）

佐道明広（政策研究大学院大学元助教授）
中島信吾（防衛庁防衛研究所戦史部教官）

岡田志津枝（防衛庁防衛研究所戦史部所員）
記録者1

有限会社ペンハウス矢沢麻里

第13回インタビュー質問項目

沢基地に有事に核を搬入するための貯蔵庫が存在すると公表し︑
防衛庁はそれを否定するということがありました︒この問題につ

いては何かご記憶のことはございますか︒
2003年11月21日

今回は防衛事務次官時代の続きがらお願いします︒

N6月︑防衛事務次官に就任されます︒夏目次官のもとで庁内

N7月︑中国の張愛薄国防相が来日し︑栗原防衛庁長官と会談し

ました︒日本の防衛力増強に賛意を表明したということですが︑張

国防相来日の目的や日中会談の成果などについてお願いします︒

のとりまとめにあたる官房長には︑前半は佐々淳行氏︑84年7月
からは西廣整輝氏が就任します︒官房長人事は防衛局長とならん

機構改革の目的などについてお聞かせください︒

衛生局を廃止して︑教育訓練局と人事局が設置されました︒この

同じく7月︑防衛庁内局の機構改革がありました︒人事教育局と

でかなり重要な問題と思いますが︑佐々氏︑西廣氏を起用された
のはどういった点を重視されたのでしょうか︒

が︑防衛庁自体はこの研究会についてどのようなスタンスだっ光

のでしょうか︒

の展開で大きな役割を果たしたわけですが︑自衛隊の情報がすぐ

起きました︒この事件では︑自衛隊が傍受した通信情報がその後

った問題は防衛庁内で検討されていたのでしょうか︒

N1月︑中曽根首相は訪米し︑レーガン大統領との会談でSD
lへの理解を表明しました︒SDlにどの程度関与するのかとい

されたのでしょうか︒

に米軍に伝わっていること︵日本内部での情報伝達のあり方など
でいろんな議論も呼びました︒この事件で先生はどのよヶに対応

同年9︑月1日︑ソ連空軍機が大韓航空機を撃墜するという事件が

針や会談の成果などについてお願いします︒

N8月︑高坂正禿氏を座長に﹁平和問題研究会﹂が発足します︒
栗原長官とワインバーガー長官の会談で︑栗原長官は防衛費7％
防衛費GNP1％問題を見据えての発足ということだと思います 増額を約束︑米国防長官は日米兵器の共通化︑共同訓練の強化な
どを強調したとのことですが︑この会談に臨む防衛庁側の基本方

9月24日︑ワシントンで日米防衛首脳定期協議が開催されました︒

7
8

9
N4月︑米国の核戦略専門家︑ウィリアム・アーキン氏が︑三

85

同年1月31日︑中曽根首相は衆院予算委員会で防衛費1％以内を
守れる可能性が薄れたと答弁し︑紛糾します︒2月14日に複数年
度の防衛計画費総額を明示することで新しい歯止めとする方式を
検討中と答弁しますが︑1％問題を巡って防衛庁内ではどのよう
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5
84

6

1
83

2
83

3

4
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な議論が行われていたのでしょうか︒

のでしょうか︒

ます︒また︑こういつた場合︑大蔵省からのクレームなどはない

定席﹂のポストでした︒池田氏就任の経緯などについてお願いし

的に就任しているのを除いて︑これまで大蔵省からきた人の﹁指

出身者ですが︑経理局長は78年に自治庁出身の渡辺伊助氏が例外

同年6月︑経理局長に池田久克氏が就任します︒池田氏は防衛庁

10
課題などについてはどういった問題をお考えでしたか︒

されます︒後任次官︵矢崎新二氏︶の選定などにはご意見を一三口わ
れたのではないかと思いますが︑後任についてはどのような基準
でお考えになっておられましたか︒また︑引き継いでもらいたい

同じく6月︑先生は防衛事務次官をお辞めになり︑防衛庁を退職

11
※今回は以上の点についてお願いします︒

ついてはどのようなことを計画しておられたのでしょうか︒

ようなことをお考えになりましたか︒また︑前回のオーラルで退
職後は何もしたくなかったというお話でしたが︑退職後の生活に

退職にあたって︑これまでの防衛官僚としての生活についてどの

12
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う意味で見るから︑だれが頭脳明晰かどうかなんていう点では必

ょっと上のほうの方をいろいろお話しいただいて︑最後に︑﹁こ

伊藤

ないですむなら︑いまいったような前提でできるのなら︑それが

はり庁内に不安が起こりますし︑なるべくは︑そういうことをし

しょう︒そう唐突な年次をひつくり返すようなことをすると︑や

時の人事は凡なるをもってよしとする﹂という言葉がありますで

ずしも見ていないということがひとつです︒もうひとつは因﹁平

こだけの話を﹂という加藤紘一氏のお話がございました︒今度は

いちばんいいのではないかなという考えを常々持っているもので

■事務次官時代の官房長

ちょっと下のほうですが︑官房長に︑前半は佐々︵淳行︶さんで︑

前回は防衛事務次官のお話を伺ったのですが︑この前はち

後半は西廣︵整輝︶さんなのですけれども︑官房長の人事という

すから︑そういう意味ではこの人事も順当だったと思います︒

のでしょうね︒もちろん︑いまいったように相談はありましたけ

そういう意味では︑大臣と前次官がお決めになったといっていい

令をもらっていなのだから︑あんまり偉そうなことはいえな・い︒

り前の次官と大臣がお決めになることです︒次の次官は︑まだ辞

ども︑どうだろうか﹂という相談はありますが︑形の上ではやは

夏目

伊藤

もちろん相談もあります︒﹁後任者にこうしたいのだけれ

もう決めてくるのですか︒

するというタイプではなかったのかもしれませんね︒どこかはみ

ん︒ただ︑好漢惜しむらくは︑既成の組織の中で馴染んで仕事を

ある人ですよね︒いってみれば異能の士ということかもしれませ

夏目

伊藤

夏目

伊藤

うん︒佐々君という人は︑私にいわせると︑非常に能力の

まあ︑佐々さんはいまでもいろいろご活躍ですよね︒

それはあるけれども︑それは二の次︑三の次ですからね︒

また︑ここは消してもいいですから︵笑︶︒

ろありますよ︒

て好きとか嫌いとか︑どんなやつかといわれれば︑それはいろい

佐々君がなったのも年次的に当然なるべくしてなったのだし︑そ

のはやはり事務次官のお仕事︒

れども︒︑べつにどうってことない︑順当なあれだと思うのです︒

出すところがあったんですかね︒

のあと西廣君が就任したのも当然の人事ですよね︒年次的に見て

佐々淳行君がなったのも︑年次的に︒私はもともと人事なんてい

伊藤

そうなのですけれども︑もちろん相談はありました︒あり

うものは二つ考えがあるのですが︑よっぽど馬鹿か天才でないか

ろがあるわけですね︒

夏目

ぎりはだいたい似たり寄ったりだと︒本当にだめなやつは組織の

夏目

も︑能力からいってべつにおかしな点もないし︒ただ︑人柄とし

ために排除しなきゃならんというのがありまずけれども︑そうで

実際家というのか︒要するに︑ロと実行と必ずしも一致しない︒

ましたけれども︑次官人事も含めて︑前の次官と大臣が相談して

ないと︑ちょっと頭がいいとか︑切れるとか︑実際に仕事をして

決めることですね︒

いてそんなに差はないです︒むしろそれより・も調整能力とか︑企

言うことは非常に立派ですし︑いいのだけれども︑じゃあ︑自分

︵笑︶︒が︑しかし︑非常に能力が高いし︑頭の回転もいいし弁も

かわからないですね︒あんまりそういうことは言いたくないけど

そうですねえ︑一言でいうと︑七二なる理論家︑迂遠なる

そうするとまあ︑ある人々からはちょっと嫌がられるとこ

画力とか︑管理能力とか︑そういうことのほうが問題であって︑
それも能力のうちなんじゃないですか︒

がどうかというと︑危機管理論の神様みたいだけど︑．そこはどう
伊藤

それがもちろん大きな意味で能力かもしれません︒そうい

能力と同時に人柄に帰するところが大いにあるわけですよね︒

夏目
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ら大物の顔をしていました︒よく麻雀をやったり酒を飲んだりし

る人というのは必ずしもそう多くはなかった︒一年か二年いて︑

立つしね︒それから︑．記憶力が抜群︒記憶力がいいとともに︑例

いずれ達っちゃう︒そういう中で︑一生とにかく骨を埋めようと

た仲間です︒ちょっと自慢話みたいになるけれども︑当時はまだ

はそういうものをきちんと記憶にとどめているんですね︒

えば庁議なんかに出ても︑逐一克明にメモをとる︒だからそうい

伊藤﹁あのときにこういっただろう﹂ということになるわけですね︒

いう気持ちで彼も入っていますから︑そういう意味では非常に親

防衛庁の内局というのはいろいろな役所からの寄せ集あだったも

そういうふうに︒だから︑︑この人事はべつにそう特別みん

のですから︑本当に防衛庁で仕事をしょうという意欲・と情熱のあ

夏目

近感を持って︑いわば同憂の士でしたから︑﹁馬鹿を相手にして

ごいですよ︒私なんかはぼけ一つと聞いているけれども︑あの人

なからエッと思われるような人事ではなかったと思います︒西廣

いると防衛庁はどこへ行くかわからないそ﹂という危惧を持って

う意味では︑彼の前でうかつなことをいえない︵笑︶︒それはす

君だって﹁ミスター防衛庁﹂といわれているくらい能力の高い人
伊藤

ええ︑二回生というのかな︒ただ︑ちょっと年を取ってい

西廣さんは生え抜きでしたっけ︒

伊藤

佐々君はこの後︑私が二年目の次官を迎えるときに施設庁

佐々さんなんかは去っていくわけでしょう︒

かもしれません︒

仕事をしていたことは間違いない︒そういう意味で気が合ったの

夏目

夏目

でしたからね︒

ましたけれどもね︒佐々君が二十九年かな︑西廣君が三十一年置

も︑そういう人たちが主要なポストを占めていますから︑その人

務官僚が︑内務官僚というか戦後は警察官僚になったのだけれど

務省の役人なんですよね︒それで防衛庁へ来て︒自衛隊は最初内

いときから防衛庁の主みたいな顔をしている男で︑お父さんも内

きがあるんですよ︒早くのんびりしたいなという気持ちになると

ろいろ問題があると多少くたびれますよね︒もう︑いやになると

いうのは一年か二年か︑まあ︑どちらでもいいのだけれども︑い

いうと︑私は一年置やめるつもりだったんですよ︒普通︑次官と

夏目

伊藤

それは︑この前ちょっと話したように︑栗原長官の︒正直

そうですよね︒

へ行く︒

たちはみんな西廣君の親父さんを知っているんですね︒だからで

だけど︑西廣君のほうがたしか年は上じゃないかな︒西廣君は若

かい顔をしていましたよ︑見習いのときから︒﹁あの局長はアホだ﹂

れども︑自治省の二十六年︑幼年学校︑士官学校という人がいた

きがあるし︒それから隅私のときにはたまたま塩田︵章︶さんと

夏目先生との関係はどうですか︒

んですよ︒この人が審議官で来て︑私の前の官房長をやり︑私の

とか︑﹁あんなのはどうってことない﹂とか︑﹁俺が話七てくる﹂
伊藤

西廣君は︑私が防衛庁へ行ったときにはもうそういう意味

いう︑ちょうど同期というのかな︑彼のほうが年は上なのですけ︑

夏目

前の防衛局長です︒私が次官になったときはこの人が施設庁に行

とか︑チンピラ部員のくせにそういうことを平気でいっていた︒

で主みたいな男でしたが︑非常に面倒見がよくて︑私と気が合っ
のも︑西廣君がどこかで糸を引いた可能性もないわけではない︒

いあるんですよね︒それで︑彼に譲ろうという気持ちも多少あっ

す︒私よりよっぽど軍人らしかったし︑やくざと本物の違いくら

ったんですけれども︑次官になってもおかしくない人だったんで

ただ︑そんな実力があったかどうかは別として︑一所懸命宣伝を

たんです︒自治省とか︑当時の先輩の意見も聞いたんです︒﹁それ

たんです︒非常に親切でした︒だから私が防衛局へ移ったりした

していたんですね︒彼は本当にそういう意味では︑入ったときか
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す︒多少居心地の悪い気持ちもないでもなかったのですけれども︑

を後任に持っていった︒だか．ら私はそのまま居残っちゃったんで

だめだというので︑結局は塩田さんがやめることになり︑佐々君

も︑大臣がうんといわないんです︒当時の栗原長官がどうしでも

ない︑ありがたいことだ﹂というような話はあったんですけれど

省も︑﹁まあハそうしていただけるのならば別に文句のいいようが

はきみ自身が判断して決めればいいことだけど﹂というし︑自治

が悪かったかもしれません︒

な仕事なものですから︑そういう気持ちがあって︑ちょっと気分

タしたことを片付けなきゃいかん︒そういう意味では非常に地道

い仕事ですよね︒政策マターの仕事ではなくて︑地元とのゴタゴ

あるんじゃないですかね︒施設庁長官というのはちょっとしんど

わったら防衛局長になったほうが俺には向いている﹂というのが

この道を歩くんだ﹂というのがあるのでしょうな︒﹁官房長がお

というのはそれぞれ︑欲とはいわんまでも︑あるひとつの﹁俺は

夏目

伊藤

夏目

伊藤

栗原さんは︑そのときの抱えている仕事などを考えた上で︑

・いえ︑先まで行ってもいいです︒

きょうはそこまで行かなくていいんだな︒

そのうちお願いします︒

夏目

平和問題研究会というのは防衛庁との関係はまったくない︒

P一％枠突破の問題と絡んでいると思いますが︑この高坂さんの

長にして平和問題研究会が発足するわけですね︒これは例のGN

伊藤先へ行きます︒昭和五十八年八月に高坂︵正尭︶さんを座

■平和問題研究会

大臣がいうのではしようがないですよ︒どうせ大臣は官邸とツウ
ツウで話してやっていることですからね︒そのあと︑その辺の経

もう一年間私と付き合ってA︑残れと︒そういうことで残ったので

じゅう連絡はとっていました︒高坂さんも何かというと防衛庁へ

緯を栗原長官が本にしているんですが︒いっか持ってきまずから︒．

すけれども︑ちょっとギクシャクしましたよ︒一年ずつやれば︑

来られたし︑ときにはホテルでお会いしたりして︑いろいろと意

直接はありません︒ありませんけれども︑高坂さんとは年

うまく両方とも花を持たせていけ九のですけれどもね︒彼はちょ
なりました︒もちろん国防会議というポストも大事なのですけれ

ざいますか︒

伊藤

見交換とか情報の交換とかいうことはしていました︒

ども︑なんとなくそういう雰囲気があって︒一方︑佐々君も﹁な

夏目

っと心外な顔をして施設庁長官をやめて︑国防会議へ行くことに

んでいまさら俺が施設庁へ行かなきゃいかんのだ﹂という気持ち

しい発言をレたあとか︑発言する前かな︑とにかくああいう気持

もちろんです︒これは中曽根さんがアメリカへ行って勇ま

この研究会自体は︑内容的にはよくご存じだったわけでご

もあってね︒

ちは持っていた︒それから防衛費を増額することと︑対米武器技

施設庁の長官になるということはどういうゆ

伊藤

そういうものをなんとか表舞台へ出そうという配慮があってこう

術供与と︑この二つが彼の中心課題だったわけですよね︒だから︑
ですけど︑そこから次官へという人もいますよね︒

いうものをつくられたのではないかと思うのです︒西側の一員と

夏目︑栄転ですよ︑もちろん︒

伊藤

そういう人もいましたからね︒私の前の吉野︵實︶−という

かろうということで︑多分こういう会をつくったんだと思うんで

夏目

まあ︑先行きがべつだんそこで途絶えたわけではない︒

す︒高坂正尭さんとこちらは︑一％問題も打ち合わせを←︑策を

しての立場をより鮮明にしよう︒それには高坂さんがいちばんよ
伊藤

途絶えたわけではな．いのだけれども︑なんかやっぱり人間

次官は施設庁から次官に戻ってきています︒

夏目

rt
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策を弄するのですか︵笑︶︒

弄したりもしたわけです︒
伊藤

そのときそのときの国際情勢というものを冷静に見ておられたの

だと思います︒このころはやはり冷戦状態というのが一段と激し

くなってきていますね︒バックファイアやSS20の極東配備とか

﹁防衛庁は塁を離れるな﹂といわれているから︑こちらは

夏目

ということがあって︑そういうことを敏感に見抜かれたことがひ

とつあったのでしょう︒と同時に︑大綱もそうなのだけれども︑

表立つことはあんまりできないんです︒総理が自らやることをじ
っと見ているより仕方がない︒そういう意味ではありがたいので

対米協力︑西側の一員という線では変ったということではないん

です︒久保さんの論文に多少近いようなものがあったけど︑当時

すけれどもね︒

伊藤

の政治情勢の中でそういうことがいちばん適切ではないかという

まあ︑そうでしょうね︒それはやはり︑役所のほうが出た

ら叩かれるわけですね︒

のでいわれていたのであって︑世の中がぐっと変わってくれば︑

中曽根さんですら︑なかなかできなかったのですから︒六

夏目

高坂さんも少し主張が変わってきてもそう不思議ではない︒僕ら

が横から見ていたって︑高坂さんというのはやはり︑あのころの

十何年までできなかったのですから︑それは防衛庁がガタガタい
ってもそんな簡単にできることではなかったけれども︑そういう

権威を持って語れる人というのは高坂さんしかいないんです︒そ

安全保障学会︑まあ︑そういう学会があるのかどうかそのころは

の後はいっぱいいろんな優秀な学者が出てきたけど︑高坂さんの

あれだけれども︑とにかく防衛問題・安全保障の問題については

これなんかも下地の一つですね︒

功績はそういう人たちを日の目を見るところへ引っ張り出したと

下地をつくろうというお気持ちを中曽根総理は持っておられたの
伊藤

そうだと思います︒それをつくる前に中曽根さんがいろん

でしょうね︒

夏目

在であったのではないかなと思います︒まだそのころは︑いまの

いう意味で大きいと思うんです︒やはり学会の一つのボス的な存

渡辺昭夫さんとか︑佐藤誠三郎とかそんなにまだ大きな声ではな

なアメリカの要人なんかと話して︑そういうことが耳の中に入っ
す︒そのときに活躍したのが︑椎名︵素夫︶さんとか多分ガスト

て︑それでそういうものをつくろうと決心されたのだと思うんで
ン・シグールなどだと思う︒

いし︑まして︑いまの五百旗頭︵真︶さんとか︑田中︵明彦︶さ

でご活躍されていたわけなのですけれども︒そのときの大綱の概

佐道

まだそういうところが育っていなかったからね︒だから高

突然に︵笑︶︑いや︑お恥ずかしい︒

を書いたでしょう︒

んとか村田︵晃嗣︶さんとか︑⁝⁝あなたもこのあいだ立派な本

念と︑この中曽根内閣になってからの対米協力︑西側の一員でと

夏目

中島 高坂先生といいますと思い出されますのが︑旧防衛計画の
．大綱をつくるときの理論的な支援といいますか︑防衛を考える会

いう︑なんかちょっと時代が変わって︑あるいは方向性も変わっ

世の中に対しても︑﹁高坂さんだ﹂ということで通用する
わけですね︒

伊藤

ったということなのではないですか︒

言葉は悪いけれども利用価値というか︑耳を貸すに足る学者であ

坂さんというのは︑そういう意味では政治家にとっても非常に︑
変わっていますけれど︑学者だからねえ︒

ているような気がするのですけれども︒

夏目

ほら︑またそういう︑こちらを指差すことはないでしょう
ただ︑高坂さんというのは別に変節したとかではなくて︑

伊藤
︵笑︶︒

夏目
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はいましたけれども︑そんなのではだめだからね︒ある程度リベ

したといえばしたのですけれども︒正直いいますと︑私の記憶も

夏目

一日に起こるのですけれども︑これは結構ゴタゴタしますよね︒

ラルというか︑中立的な立場に立って客観的に物を見ておられる

⁝⁝︒このときはメモをとっていっぱい持っていたのだけど︑う

そう︒国粋主義にかたまったような︑右寄．りの特殊な学者

先生が安全保障問題に理解を示したということは大きいです︒政

ちでいくら探してもないんだ︒きっと捨てちゃったのでしょう︒

夏目

治家というのはそういう意味では学者を活用するなど非常に先を

思い出すのは︑この日︑九月一日というのは防災記念日なんです︒

しましたねえ︒しましたということはないのだけれども︑

見る目というのは皆さんあった︒大平︵正芳︶さんにしてもね︒

見て何かを考えるというのはやはりステーツマンらしいなと思

えることはやるけれどもハ百年とはいわないけれども︑十年先を

夏目

ね︒政治家みたいに勝手気ままに︒

伊藤

夏目

伊藤

まあ︑動ける範囲がそんなに広いわけではありませんから

役人はなかなかそこまで思い及ばないですよね︒

センスがあるということですか︒

きに自宅へ電話がかかってきたんです︒そのときに︑大韓航空機

とをやって︑朝早くから役所へ出なきゃいかんなと思っていると

夏目

伊藤

夏目

伊藤

日本政府全体でやるんです︒官邸から各省からそういうこ

いまもやっているんじゃないですか︒

で︑防災対策本部が設置されたとかいう演習をやるんですね︒

はい︑模擬訓練みたいな︒

朝から訓練の地震予報とかがあって︑いろいろ行事があるじゃな

う︒まあ︑みんなステーツマンとは思わないけどね︒ステーツマ

が墜落したと︒場所はたしか根室か釧路だったと思います︒最初

大平さんとか中曽根さんとほかの政治家とはちょっと違う︒

うことを頼んで︑同時に役所へ出たんです︒役所へ出るとすぐ防

ぐに救難体制を敷かなければいかんのでというので︑すぐそうい

いですか︒

ンらしい政治家がいたということでしょう︒大平さんだってそう

はそういう情報だったかな︒なんかあの辺で墜落したらしい︒す

佐道

違いますね︒でも考え方が右か左かは別として︑絶えず国

そのときのマスコミの追求を逃れるための姑息な手段を考

いうところはあったと思う︒

夏目

災会議という︑大臣もみんな防災警みたいなのを着て︑作業帽か

それをやっているときに︑赤い箱の中へ入った秘密文書が回って

家というものを真っ直ぐ見つめて議論する人でしたから︒あとは︑

その社会党はついになくなりそうですね︒

くるんです︒見たら︑大韓航空機がソ連機によって撃墜されたら

何かを脇へ置いて︑ばかみたいなことをやっているんです︒それ

伊藤

﹁政治屋は次の選挙を考える︒政治家は次の時代を考える﹂

しいと書いてある︒

党内であるいは︑社会党にどう思われるかとか︑そんな政局がら

夏目

どこからですか︒

が続くんですよ︒何時何分震災予知情報発令とかが入ったとか︒

という言葉があるじゃないですか︒多少そういうところはあった

伊藤

それはうちの情報機関から︒

みのことばっかり考えている人が多くてね︒

んだと思う︒いまはどうも政治屋しかいないね︒

夏目

伊藤ああ︑そうですが︒

■大韓航空機撃墜事件

夏目

それで︑これは大変だと思った︒大変だと思ったけれども︑

伊藤

仕方がない︒まあ︑防衛局長が見て︑私が見て︑大臣にすぐ見せ

夏且先生の事務次官の時代のいちばん大きな出来事の一つ
が︑この大韓航空機の問題なんですね︒これが昭和五十八年九月
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ていたと思いますか︒防災の功労者の表彰式です︒それに今度は

てもらって︑官邸に駆け込んだんです︒官邸は︑今度は何をやっ

です︒来てもいない地震のことをね︒でもまあ︑比較的早くやめ

は知らないものだから︑長々とくだらないことをやっているわけ

て︑﹁この会議を早くおえましょう﹂と︒ところが︑ほかの連中

別室というところがあって︑稚内とか国内のあちこちにウサギの

どういう情報かというと︑それはいわゆる陸幕二部別室︑調査部

夏目

伊藤

システムがそうなっているのはいいのだけれども︑それは

それは行くようなシステムになっているのですか︒

らないけれども︑とにかぐ行っちゃったんですね︒

メリカへ同時に行っちゃった︒それは私も知らないんですよ︒知

耳をピンと立てて︑敵の情報をレーダー情報から通信情報みんな

うちの大臣も出るんですね︒自衛隊のどこかの航空救難隊か何か
へも感謝状があるので︒それがまた︑三︑四十分官邸の中の会議

入ったけど︑それはしようがない︒うちから行った情報ではなく︑

ら︑官房長官の耳には情報が少し早く入っていたんです︒まあ︑

防災感謝状贈呈式をおえてから私が官房長官のところへ入った

とか︑﹁ロックオン︑準備完了﹂とか︑﹁やってもいいか︑撃つぞ﹂

と︒﹁敵のやつが入ってくるぞ﹂とか︑﹁尾灯部が赤く輝いている﹂

夏目

伊藤

ソ連のパイロットの交信は平文なんですよ︒司．令部か何か

これは暗号ではなくて︒

常に早くにわかった︒

つかんでいるわけです︒中国から︑北朝鮮から︑ソ連から︒そこ

内閣調査室を通してね︒まあ︑おそいという文句もいわなかった

室で続くんですよ︒これはだんだんおそくなるなと思ったけれど

のだけど︑あとで本を見ると︑﹁おそい﹂と叱ったことになって

といって撃つんですよ︒それで︑﹁撃墜した︑バンザイ﹂みたい

から入った情報なんです︒そこでたまたまソ連語のわかるやつが

いる︒そのときは何もいわなかったですけれども︑﹁聞いた﹂と

なことをいってペラペラしゃべっているやつがみんな入ってい

も︑仕方がないので︒それで大臣と手分けして︑．﹁大臣は総理に

いう︒﹁まだ確たることはいえないけれども︑どうも確実らしいし

る︒そういう細かいところまで最初から行ったわけではないのだ

レシーバーを聞いていた︒それでわかったんですよね︒だから非

というと︑﹁どうもそうらしいな﹂という話から︑すぐ外務省に︑

けれども︒それをアメリカから︑あれを公表するぞということを

いってください︒私は官房長官にいいます﹂と二手に分かれて︑

﹁これこれ︑こういう措置をとりなさい︒国際問題になるぞ﹂と

国務長官のシュルツが言い出して︑それでアメリカへ行ったこと

しようがないんです︒あの施設をつくったときはアメリカの施設

指示されていろいろ動き出すんです︒私は多分︑官房長官の説明

それは撃墜されたということですか︒

をそのまま引継ぎ︑その後も機械その他についてはアメリカの金

が一般にわかつちゃったんです︒しかも︑わかつちゃったと同時

伊藤

ええ︑撃墜されたということ︒後藤田︵正晴︶さんの口ぶ

のあと︑すぐに外務省へ行ったんです︒それで外務省にもそうい

夏目

をもらい︑アメリカの技術スタッフがそこへ常駐しているんです︒

に︑知らない人は︑﹁なんだ︑これをアメリカへ知らせたのは防

りをいえば︑これは大変な国際問題になるだろうと︒ま︑それは

だから︑いいも悪いもないんです︒そういう約束でああいう施設

う話をして︑すぐ対応措置を考えてくれということを︑たしかア

後藤田さんではなくたってそう思ったでしょうけれども︑そうい

を日本側が運営しているわけですからね︒それにそこの室長とい

衛庁だろう﹂という話になってお叱りを受けた︒だけど︑それは

うことだったんです︒ところがまずかったのは︑あとで後藤田さ

うのは警察から来ているんです︒二部調査別室長というのは自衛

メリカ局長だったと思いますね︒

んが文句をいったのは︑おそいということよりも︑その情報がア
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もう長年のそういう⁝⁝︑後藤田さんがいるときにそう決めたの

夏目

伊藤

要するに内調というのかな︒トップがそうだから︒それは

それは警察の系統なんですか︒

れども︑陸幕の権限が及びにくいんです︒

まは調査部というけど︑その別室ということになっているのだけ

官ではないんですよ︒陸幕の調査部二部︑昔は二部といって︑い

ですよ︒内調から官房長官のほうへ行く︒その情報はまたアメリ

の事務方は防衛庁へ来るのだけれども︑同時に向こうへ行くわけ

来ている別室長はすぐ内調に上げるわけです︒こちらの二部別室

いないんです︒︑そこへ警察から来ている別室長がいて︑警察から

アメリカもそれだけの利用価値があると︑完全な引継ぎになって

それで怒っているのですかね︵笑︶︒

実際に歴史的な根拠はあるのですね︒

ったんです︒

カのほうヘストレートに行っちゃう︒確かに不合理な組織ではあ

佐道

だから私は後藤田さんに︑﹁それはあなたがそういうふう

ですから︒

夏目

にしたんじゃないか﹂と︒あの人は警察予備隊の調査課長でした
からね︒そんなもの︑怒るのがおかしいと︒何十年もやってきた

あるというか︑まあ︑仕方ないどいうことなんですね︒

経緯からすると︑やむをえないところもありますね︒

しかし︑そうなると怒られる理由がないですね︒

そういう組⁝織を何十年もほうっておいた責任の一端はこちらもな

だから怒られるのは心外なんだけど︑しかし考えてみれば︑

らん︒どういう管理体制だ﹂と︒確かにそういわれればそのとお

いわけではないですね︒

やつを︑今さらのように︑﹁勝手に情報を流した防衛庁はけしか
りです︒﹁防衛庁の組織でありながら︑防衛庁の中での了解も得

佐道

そうですよ︒あれも本当におかしいんですよ︒その後もず

警察から室長が行ったりするというのは︑後藤田さん︑自

ないで情報が向こうへ行っちゃっている︒それはおかしい﹂とい

夏目

分の子分じゃないですかね︒

でも︑ある程度は自動的にそういうふうな仕掛けになって

われれば︑そのとおりですよ︒

伊藤

っとそういう時代が続きましたけれどもね︒それがまったく秘密

主義でして︑どういう運営をされているのか陸幕の人も知らなけ

いるのでしょう︒

夏目

れば︑内局なんかほとんどだれも知らなかったんですよ︒私が防

そういうふうになっているのは百も承知で叱られるわけで

すよ︒そういう意味でちょっと心外だと思った︒

るかと︒そういったら︑多少のことは我々にしゃべるようになっ

衛課長のときに怒ったことがあるんです︒予算だけは一人前に要

夏目

たけれども︑とにかくアンタッチャブルな世界なんです︒そのこ

警察予備隊時代にそういうネットワークができて︑それが

れだって米軍がみんな山の上とか岬とか島とかに膨大な金を使っ

とがあってから︑やはり情報の管理体制をきちんとしょうという

中島

てつくった︒自衛隊がつくるといったって︑できやしないですも

ことになって︑多少︑アメリカへ行くものはどこかでセレクトし

求してくる︒だけど中身は教えない︒そんなことで予算要求でき

のね︒そういうものをつくって︑日本が独立するときにその施設

て出すというふうにはしたんです︒この大韓航空のあと︒

ずっと残っていったということなんですね︒

をそっくり航空自衛隊に移譲した︒そちらのほうは︑一︑二年は

伊藤

そう︒航空自衛隊のレーダーサイトだってそうですよ︒あ

技術指導と称していたけれども︑航空自衛隊が全面的に引き受け

路で来るのですか︒

さっきの箱に入ってきたというの．は︑どこからどういう経
ることになってみんな引き上げたのだけれども︑こちらのほ嚇・は
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目早道目藤

キャッチしたのは平文でしょうけれども︑日本がそういう

伊藤

調査別室という︑いまの別室から防衛局長のところヘスト
夏目

夏目
電報ですか︒

れると︑日本の手の内がみんなわかつちゃう︒それから︑もちろ

﹂

伊藤

いや︑電報というか︑情報を聞いて︑こうこうだというこ

電子情報をとっているなと︒

夏目

ん平文なんだけど︑正直いいますと︑打ってくる中身によって機

レートに来るんです︒﹂

とを紙に書いてあるわけです︒あとテープは録ってあるけど︑そ

種までわかるんですよね︒それは向こうとの交信の記号がありま

この件でいちばん問題だったのは︑そういうことが公表さ

れはまだ間に合わないからね︒﹁撃墜された大韓航空機はソ連の

すからね︒何号機からどこそこの基地へ︑どこそこの基地から何

す︒そうすると︑それは敵の機種まで特定できちゃうんです︒ど

ミグ25︵だったか︶に撃墜された模様︒それは日本の領海の可能
でも︑実際はそうではなかったんでしょう︒

この基地と連絡しているか︒そうすると︑日本がなんでそんなこ

号機へという︑そういうのはべつに文章じゃなくてもあるわけで

伊藤

領海ではないけれども︑あれはサハリンの沖かな︒だけど︑

性あり﹂みたいなことが書いてあったような気がする︒
夏目

とをやっているか︑どこまでやっているかという手の内がみんな

えられちゃう︒変えられちゃうと︑またそれを確認するまでに何

見られちゃうわけです︒そうすると︑そういうところの諸元を変

年もかかるんです︒そういうことの波及効果というか影響も大き

稚内から数十キロのところですよね︒きわめて近いところで落ち
たしか浮遊物が流れたんですね︒

たんです︒

伊藤

い︒平文だからそのもの自体はどうってことないんですけれども︒

それは非常にショックなことでしたね︒それで今度は︑ソ

そういう意味で︑公表することについては多少防衛庁の中にも抵

夏目

連が認めないんですよ︒領空侵犯したとか︑何とやらという極東

抗するむきがありました︒だけど噛抵抗している向きと︑行っち

んですよね︒そういう仕組みでしたから︒もちろん一部反対して

軍総司令官とか何とか元帥が訳のわからないことをいうものだか

やられちゃった︵笑︶︒

いる人達もいるからね︒政治家の中にもいました︒﹁なんでそん

ゃっているのが相前後しているものだから︑ややこしいですよね︒

伊藤

まあ︑べつにどうってことないんですけどね︒﹁日本側か

なものを出すんだ﹂と︒

ら︑アメリカと日本で同時に発表したんです︒これはこういう交

夏目

﹁⁝機密じゃないか﹂と︒

信記録だと︒︐ところが︑同時に発表するはずなのに︑シュルツが

らの情報によれば﹂ということをいうから︑こちらの記者会見の

伊藤

そういう意味で政治的にもゴタゴタしたし︒だけど︑結果

だから︑後藤田さんに叱られても⁝⁝︒弁解できるところがない

時間が少し間合いがあったものだから︑当時の防衛局長の部屋の

夏目

また約束を破って︑少し早くやった︒

前は新聞記者が︑ガンガン︑ガンガンやっていましたよ︒まあ︑

この問題について︑いまでもいろんなことをいう人がまだ
いるのでしょう︒

伊藤

的にやむをえないんだと思うのですけれども︒

べつに認めたからといって︑どうこうしたわけではないで

とにかく最終的にはソ連も認めたんですけどね︒

伊藤

夏目

いや︑もういないと思いますよ︒もう出るものは出ちゃっ
たものね︒

すね︒

夏目

それから情報管理体制ということで︑国防会議が安全保障
調査室になる一つのきっかけにもなるんです︒
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、

伊藤逆に︑大韓航空機はなんであんなところへ行ったんだとい

のところなんか︑十人からついてきて︑﹁きょうの話は何だ﹂と︒

問題で︑そういう国だということを一般に認識させたという意味

てきたやつは無条件で落とすというソ連のあり方のほうがやはり

くもないんですけどね︒それよりも何よりも︑自分の領空に入っ

夏目

見直しをして︑こういう情報はこちらから上げる︒こちらからこ

夏目

伊藤根が人間正直にできているから︒

見ればすぐわかりますわな︒

行けないんです︒それはいくらフィクションをつくっても︑顔を

だから︑フィクションの話をこしらえておかないと︑大事な話は

ではある意味ではよかった︒ちょうど冷戦の東西との対立が激し

ういうふうにして上げるというふうにきちんと決めたんです︒だ

うね︒︑

い時期に︑−またちょっと輪をかけたような感じでした︒だから︑

けど︑それはいうべくして実際にはそんなうぎくいきません︒い

だけど︑多少外れてはいるのだけれども︑そんなにおかし

総理のああいう一連の不沈空母だとかというのも︑だんだん説得

までも警察庁長官が︑﹁内調のやつが官邸にいった﹂とか︑﹁公安

情報の管理の仕方︑上げ方についてもそのときにきちんと

力が出てきたんじゃないかな︒

調査庁がいった﹂とか︑﹁外務省がいった﹂とか︑年じゅう他省

邸に情報を上げる︒内調からも行ったりするわけですよね︒また︑

佐道︑構造の話もちょっとありましたけれども︑防衛庁からも官

夏目

伊藤

中曽根さんのときには︑随時私が行って︑防衛庁の非常に

まあ︑情報管理というのはいちばん難しい問題ですからね︒

からないんですよ︒

とが新聞に出ていたね︒だから︑どこでいつ何をやっているかわ

庁の動きにピリピリしているんです︒ついこのあいだもそんなこ

外務省なら外務省からもいろいろなものが行ったりすると思うの

機微にわたる情報もきちんと上げることにしたんです︒﹁きみ︑

■情報管理の問題

ですけれども︑そういう上への情報の上げ方というのは全体的な

これはだれとだれにしゃべるんだ﹂というから︑﹁あなただけで

見直しが行なわれたのですか︒

す﹂と︒﹁それでよろしい﹂という中曽根さんのお墨付きはもら

それぞれの機関が情報をあげること自体はいいんです︒内

夏目

ったんです︒

調もいろいろな情報を持っていますから︒うちのほうから行った
情報もみんな内調でまとめて上げることになります︒いまでもそ

もあります︒

官邸ですか︒

向こうというのは︒

伊藤﹂定期的に行かれると︑また新聞記者に︒

伊藤

伊藤

内調︒

夏目

うなのですが︑官邸に行く回数というのは圧倒的に向こうが多い

夏目

いや︑中にあるから︑それはそうですよね︒

いろいろなことを考えて行きます︒定期的といったって︑毎月と

官邸です︒総理の公邸へ行っていろいろお話しをしたこと

伊藤

もし総理に会わなくても︑官房長官には年じゅう会えるし︑

夏目

夏目

か毎週行くわけではないですからね︒本当に情報というのは難し

んです︒

官房長官は総理に年じゅう会う︒うちは大臣が総理官邸へ行った

いですね︒

中島防衛庁の中にもいろいろ情報部門がございますねつ

うん︑いわれますよ︒だからフィクションをつくったり︑

だけで新聞記事になって︑﹁何をしゃべった﹂とか聞かれるし︑
まして私なんかが行ったら︑ワーッと来ますよ︒昔の官邸の階段

387

それぞれ独自にやっているんですよ︒極端なことをいえば︑同じ

夏目
夏目

伊藤

というのは︑本当に機微にわたる情報というのは︑防衛庁

ええーッ︒

りませんといったようなことをしゃべるのだから︒

防衛庁では︑内局あり︑陸海空あり︑統幕ありでしょう︒

資料から同じデータをつくって︑別の本に印刷して配っている︒

の中でもほかの局長は全然知らないんですよ︒年じゅう代わるで

任にしゃべられたら困るでしょう︒だから最小限のことしかいわ

いや︑いまは知りませんよ︑当時は︒調査月報だとか︑情報資料

それをまとめるところはないのですか︒

ない︒それはやはり︑ある程度やむをえないことだと思います︒

しょう︒ばい菌をみんな撒き散らすようなもので︒大臣だって一﹁

佐道

情報って︑まとめるのは難しいんですね︒まとめても︑結

とかね︑各々ごとにいろんなのが来るでしょう︒一つにすればい

夏目

伊藤

年かなんかでボコボコ代わって︑そんな人にやめたからつて蕪責

局また自分のところは自分のところで︒いま情報本部ができてま

しい問題でして︑どうしても機微なことというのはあるでしょう︒

いのに︑と思うもの︒

とまっているんです︒まとまってはいるけれども︑じゃあ︑各幕

夏目

それで︑握っているやつだけは勝手に︑それを俺だけが知

情報の共有ということが最近いわれまずけれども︑非常に難

は情報本部でやって自分たちの情報はやらないかといったら︑絶
化してといっても︑これも難しい問題です︒理屈はそうでも︑な

伊藤

夏目

佐道

本物ではないと︒

だから戦前から情報系統の将校は嫌われたんですよ︒

加工してみたりとか︒

っていると振り回すやつがいたりね︒

かなか人間というのは理屈どおりに動かないですね︒まあ︑いま

対にそんなことはない︒政府の情報局みたいなのをつくって一本

防衛庁の中は情報本部というものができて︑月に一遍くらいずつ

きゃいかんでしょう︒平でしゃべっているとはいえ︑ガーガー雑

夏目 それはやはり難しいですよ︒例えば︑今回のような情報を
．とっている人のようなソ連の言葉のわかる人を営々として養わな

それまではそういう︒

音の混じったところがら聞き分けるわけですから︑相当の熟練を

防衛局長と情報本部長が総理のところへ行ってご進講している︒
︑情報本部長というのは︑制服の陸将か何かがなる︒
佐道

ルーチンとしてのあれはなかったんです︒臨機応変に︑

要するのです︒そういう人たちの処遇というのも考えてやらない

夏目

﹁これは﹂と思うときには飛び込みで行くということです︒

と︑一生そんなことをやっておわるのですよね︒べつに日の目を

夏目先生が中曽根さんにおやりにやったのは︑これは独自

佐道

見るわけではないし︑偉くなるわけでもない︒だからそういう不

満のはけ口からポロッと出ることもあるしね︒ソ連の武官と酒を

にというか︒

夏目

飲んで︑百万円握らされて︑次第に深みにはまつちゃったなんて

独自にです︒このときはまだ︒

伊藤﹁システムとしてではなくて︒

養成も大変ですよね︒

いうこともありうるわけです︒だから︑情報の管理︑情報担当者
伊藤

もちろんそうです︒

まだできていなかったですね︒いまはできていると思いま

夏目

これは長時間かかりますから︒

夏目

伊藤

の教育︑処遇というのは非常に大事な問題ですね︒

夏目先生のときはお一人で行かれていたのですか︒

すけれども︒そのひとつが情報本部長と防衛局長が二人で行くと
佐道

一人ですね︒中曽根さんにもいったけど︑うちの大臣も知

いうことだと思うのですけれども︒

夏目
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ゃる方というのは次官というふうに考えて︒

わしてよこしたのでしょう︒いや︑わかりませんよ︑そこまで︒

防衛局長は目の前に私が座っているから︑﹁大変だ﹂といってま

私のところへは来なかったかも知れない︒ちょうどその時︑矢崎

だけど︑ひょっとしたら︑例の大韓航空機に関する情報も本当は

夏目

夏目

すから︑それが全部上がってきたらたまったものではない︒

伊藤

こうだというふうには断じ切れないですね︒

もある︒情報の中身によって複雑に︑一般論として情報はすべて

例えば︑陸海空のほうが握っていて内局に知らせないという情報

防衛庁でも︑本当に機微な情報というのは防衛局長と次官

佐道
夏目

だけど︑そういうことってありうるわけです︒どこかでそうやっ

かにある︒あそこへ行ってしゃべると︑みんなペラペラ外へ出ち

次官と防衛局長でしょうね︒ただし︑情報によってですよ︒

くらいということですか︒

て切れちゃうと大変なんですね︒防衛庁内部だけでそんなことを

ゃうのではないか︑そういう︑なんとなしに不信感がありますか

夏目

佐道

それはそっちのほうがよっぽど密接です︒前に話したよう

海上自衛隊と米海軍なんて︒

さらに制服には制服でシビリアン不信みたいなものがどこ

もっと大変なことになった︒ただ︑いまいったような事柄があっ

に︑米軍と自衛隊の制服との間の防衛計画というか対処計画を研

そうですね︒多分そういうことが多いと思います︒変な話

収めちゃったら︑そのあともっと大変になっていたんです︒とに

ら︑教えないこともありますよ︒

情報の量と種類というのはべらぼうに速くさんあるわけで

かくおくればせながら官邸に駆け込んだから︑まあ︑なんとかね︒

て結果的にちょっと内調よりおくれたことは︑べつに温めるつも

究しているなんていうのを内局は一時知らなかったんだからね︒

﹁こんな情報をすぐ出せない﹂なんて大事に温めていたりしたら︑

りではなくて︒しょうがないですなあ︑大臣以下会議をやってい

そういうことというのはどんな世の中でもあるんですよ︒あると

出所は同じなのにね︒

夏目

大韓航空機問題で︑社会党なんかは何か攻撃の材料にしま

そんなに大きな攻撃の材料はなかったんです︒﹁アメリカ

したか︒

伊藤

思わないといけないですね︒

たし︑向こうへ行ったら︑総理以下表彰式をやって︑大変だとい
ってそれをやめるわけにはいかないしね︒三十分か一時間の問題
伊藤

でも︑そういっていわれたことはいわれたんです︒﹁聞い

だから︒

夏目

佐道

伊藤

顔が浮かんでくるよ︵笑︶︒

後藤田さんの︑あの渋い顔で︒

いやですね︑そういうの︒

佐道

大評価するんですよ︒

というのはすごいな︒．もっと何かやっているんじゃないか﹂と過

であって︑野党はむしろ︑﹁そんなことよりも自衛隊の情報能力

へすぐ情報が行ったのはげしからん﹂というのは政府部内と与党

伊藤

本当にあの人は渋い顔をするんです︒べつに私のことを直

た﹂とかいって︒

夏目

夏目．それは確かに︑そヶいわれて︑うむと思う部分はあるんで

さらに裏を探るという︒

接怒鳴ったりはしませんでしたけれども︑ただ物の本によれば︑

岡田

す︒あるけれども︑まあ︑そんなことは．いえないけれどもね︒

後藤田さんは目が怖いからな︒

で︑いっというようなタイミングを決めるのとか︑そういうのは

﹁怒鳴ってやった﹂とか︑﹁叱りおいた﹂とか︒

伊藤

そうしますと︑防衛庁内でいちばん情報を知っていらっし

先ほどのアメリカと同時発表というお話のときに︑どこま
中島
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岡田

夏目

もうその時点では外務省になっていると思います︒ところ

窓口はどちらですか︒

やっているんですよ︒

では日本はまだまだ後進国だなという感じはしました︒

うか︑そういうことも考えて手を打っていますね︒そうい一う意味

夏目

伊藤

しかも︑それを対外的にどう使うかという︑世界戦略とい

あっという間に組織して︒

実際には︒

夏目
伊藤

そのお話は非常によくわかるなあ︒ありとあらゆることに

が︑外務省は自分が当事者ではないものだから︑なかなかいつが

書にして日本語にしないといかんのです︒ところがそれが簡単に

うがよかったんです︒というのは︑パイロットとの交信記録を文

ほうでわかったことをお知らせするだけですからね︒外務省はアメ

夏目

佐道

とったのですけれどもね︒とったというか︑一方的に我が

この場合は︑防衛庁と外務省はかなり頻繁に連絡をとって︒

いまそうですね︒

できないんですよ︒聞きにくいところをちゃんと何回も聞いて︑

リガからもやんやと情報が行ったり来たりしていますから︑多分︑

いいと決めにくいんですね︒正直いいますと︑防衛庁はおそいほ

雑音を消して︑しかもそれを日本語に翻訳する︒立派な文章にな

んていうから︑外務省は相当ピリピリしていたと思いますよ︒

も︑これはタイミングを失すると大きな国際問題になりかねないな

相当気をもんでおられたと思うんです︒後藤田さんではないけれど

ね︵笑︶︒そういう意味では発表するにしてもおそいほうがいい

伊藤

ったイプセンやらチェーホフを読むようなわけにはいかないから
のだけれども︑アメリカはそういうところは早いんですね︒能力

夏目

官邸のあとに外務省に行かれたという︒

と思います︒

のではないですか︒

外務省も自衛隊の情報収集能力に対して深い敬意を表した

的に早いんです︒

佐道

そうです︒もう外務省の玄関に新聞記者が二︑三人いまし

それはそうですよね︑ロシア系の人はだくさんいるわけだ

夏目

伊藤
夏目

た︒﹁やはり来たな﹂というような顔をして︒本当にあの連中は

から︒

ちらのほうがなんとなく手間取ったという印象をいまでも持って

早いですよ︒

ちょっとそういう意味では︑調整はしたのだけれども︑こ

います︒とにかく記者会見のぎりぎりまでバタバタしていました

君はこのときに官房長なんですね︒矢崎︵新二︶という防衛局長

それでこのときに︑ここでまた佐々君の話になりますが︑佐々．

から︒だけど︑一方のシュルツはやっているから︑あんまりおそ
くもいかないのですよね︒もちろんあちらは全部ではないけれど
も︑こちらはその分もっと詳しくいわないといけないし︒

ということにして︑以後︑実際に記者との応接も含めすべて矢崎

なんです︒これも週刊誌に当時なったのですけれども︑もちろん

君にやらせようということになった︒まあ︑私もときどき引っ張

詳しくいえばいうほど︑いろいろなことがわかっちゃうの

夏目

り出されましたけれども︒佐々君が︑﹁八月に夏休みをとらない

伊藤

物を持って作業しているのが自分のところならいえるのだけれど

から夏休みをとらせてくれ﹂といってきたんです︒﹁いいだろう﹂

防衛局の守備範囲の話ですから︑矢崎のところでこれは始末しろ

も︑防衛庁で︒﹁早く︑早く﹂ということはできてもね︒アメリ

と一遍いったんです︒その留守中にこの事件が起きた︒彼から︑

ですね︒

カというのは早いですね︒このあいだのミグのときもそうだった

あれは外務省もちょっと困ったと思うんですよ︒実際に現

けど︑そういう能力は本当にすごい︒
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三︑四日か︒それがあとで新聞記者から︑週刊誌かな︑﹁なぜあ

したら彼は︑二︑三日帰ってこなかったんですよ︒二︑三日か︑

んだから︑ゆっくりしたら﹂という話をしたのだけれども︑そう

そんなことはたいした問題ではないので︑まあ︑せっかく休みな

崎君がきちんとやっているから︑多少後藤田さんは怒ったけど︑

らなくてもだいじょヶぶだよ﹂といったんです︒﹁防衛局長の矢

中島

夏目

という︒なんでコマネチかというと︑細かいことをネチネチと︒

通が利かない︑固いのなんのって︒もう一つのあだ名は﹁コマネチ﹂

伊藤

だから会計検査院長になったんですよ︒

伊藤参ったなあ︑全然想像しなかった︵笑︶︒

夏目

︵笑︶︑なるほど︒

ブリキのパンツという︒カチンコチンで固いんですよ︒融

わからないです︒

りますか？

んたはいないんだ︒夏休みをとって︑いないのはげしからんじゃ

トなところでというのは絶対にないんです︒﹁これはもうちょっと

夏目

﹁ど・ワしますか︑帰りますか﹂と電話が来たんですよ︒私は︑﹁帰

ないか﹂といわれた︒それで彼は︑﹁いや︑俺は堂々と休みをく

まったく慎重なんですよ︒見切り発車とか︑そんなアバウ

れといった︒そうしたら︑﹃結構だ︑休んでください﹄といわれ

れはそれぞれの局長が自分で判断して︑大変だと思えば帰ってく

こんな大事なときに休暇をとって︑認めるのはなんだ﹂と︒﹁そ

私のところへ来て︑﹁おかしいじゃないか︒防衛庁の重要人物が

れたものだから︑私に振っちゃつたわけです︒新聞記者が今度は

ンでしょう︒そんなことをいったら︑この間勲章をもらったばっ

夏目

佐道

中島

いまだから笑い話だけど︑本当にねえ︑コマネチとブリパ

中間というのはなかなかいないものですね︵笑︶︒

対極的なお二人だったんですね︒

から考えるんですね︒だからもう︑その両方でくたびれちゃう︒

きちんとしてから﹂なんていうから︑だんだん時間が⁝⁝︑俺もイ

ればいいんだ︒俺に許可なんか求めなくたって自分で判断できる

かりだからね︒偉いんですよ︑検査院長だからね︒私は適任だと

て︑﹃帰ってこなくてもいいよ﹄ともいわれたから帰ってこなか

だろう︒子どもじゃないんだから﹂といって突き放したら︑俺が

思ったね︵笑︶︒だって︑彼が私があとの防衛局長になったわけ

ライラする︒佐々君だと︑サッササッサといって︑何だって走って

そういったというのでまた新聞記者が︵笑︶︒佐々君は︑﹁こうい

ですが︑もう辞令が出る前から︑私が国会で呼ばれるでしょう︑

ったんだ︒悪いのは次官だ﹂と︵笑︶︒佐々君が新聞記者にいわ

つておきながら︑俺の判断が悪いみたいにいうじゃないか﹂と怒

分が悪いでしょう︒﹁おまえはまだじゃねえか︑俺だ﹂というの

そうすると隣の席で同じ質問をこうやって見ているんですもの︒

新聞記者も言いつけて歩くなあ︒

にね︒向こうは答えることなく︑座っているんだけど︑次にどう答

るしね︒そんなのどうでもいいじゃないかと思うんだけど︑佐々
伊藤

危機管理の名人なんだから︑そういうときは帰ってこなけ

もう見習いをやっているんだよ︒辞令が出る前から︑こっちは気

夏目

えたらいいか︑前任者はどうアホなことを答えるのかなと勉強して

君に恨まれちゃつた︒そういうことがあったんです︒

ればと思ったら帰ってくればいい︒

夏目

佐道

だから︑高言なる理論家だって︒それは笑い話なんだけど︑

危機管理はどうしていたんですかね︵笑︶︒

佐道

物を見て︑﹁ウン︑ウン﹂と︒テストされているみたいですね︒

いる︒あれはちょっと気分悪いですね︒同じところへ座って︑同じ

そういうこともあってね︒この矢崎という人は佐々君と大違いの

ですね︵笑︶︒

ちゃんと答弁しているかどうかチェックされているみたい
人なんですよ︒ニックネームが﹁ブリパン﹂というんだよ︒わか
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まの大韓航空撃墜のときも当事者で指名したんです︒だから︑

から固いんです︒ステディrというかね︒そういう人だから︑い

夏目

いのではないですか︒共産党や公明党が現地で︑格納庫や倉庫の

は記憶にないです︒多分︑民間の人がいったから余計何も感じな

夏目

ね︒

そのくらい慎重な人です︒固いんです︒まあ︑ブリパンだ

佐々君から見るとイライラするんでしょうな︒﹁あれはしたか︑

写真を撮ったり︑ウランのマークが入った印を撮ったりして︑

もうああいうことはやめたほうがいいですね︒でも︑これ

これはしたか﹂みたいにね︒

ある証拠じゃないか﹂とか︑年じゅうありましたからね︒こんな

﹁これがそうじやないか﹂とか︑電話番号を調べて︑﹁これは核が

夏目それはいなきやどうしょうもないんだけど︑帰ってきてか

こととでいちいちゴタゴタしたことはとてもありえないし︑記憶

でも︑本人がいなきやどうしょうもないですよね︒

らもまだ多少尾を引いていて︒﹁だから最初から俺にやらせてお

もないです︒

佐道

けばよかった﹂という思いがあったのかもしれませんね︒
夏目

次の問題に進んでもいいですか︒次の問題は︑アメリカの

だけど︑どちらがよかったといってもわからないね︒
がやってきて栗原長官と会談を︒

伊藤

■中国国防相と栗原長官の会談

伊藤

八四年というと︑ちょうど昭和五十九年で︒﹁

伊藤まあ︑そうですね︒

アーキン氏が︑﹁三沢基地にいざというときの核の貯蔵庫がある﹂

夏目

ご記憶は？

いるから︒中国はこのころ﹁四つの近代化﹂という政策を進めて

そういうものですか︒その次はどうですか︒中国の国防相

といったんですね︒

伊藤

うん︑そうですよ︒

いたのですね︒軍の近代化と︑何とかの⁝⁝︒覚えてないなあ︒

覚えないな︑俺︒アーキンというのは民間の専門家ですよ

いや︑ありますよ︒この張愛薄というのは私もよく知って

夏目

夏目

伊藤

こんなのは年じゅういろんなやつがいろんなことをいって

ね︒

夏目

議がない以上は来てないと︒﹁そんな話は聞いていません﹂とい

ね︑こんなの︒アメリカは核の持込については事前協議︑事前協

だから︑﹁またか﹂というようなものでしょう︒全然記憶にない

夏目

伊藤

三沢基地ということはないけど︑沖縄であれ︑とこであれ︒

あ︑そうですが︒

にかくこのころソ連はみんな中国から手を旨いちゃって︑いちば

方︑当時の中国というのはソ連と︑いつごろからだろう︑もうと

ん装備の近代化も含めてそういうことを考えていたのですが︑一

か︑階級制度を設けるとか︑いろんなことを考えていた︒︐もちろ

夏目

なに覚えていないです︒

伊藤

何かを見ればわかるでしょう︒

うだけのことで︑それでおわっていると思います︒あとでガタガ

ん仲が悪い時期だったんです︒

いるじゃないですか︒

タしたことは一度もないですね︒だれがいおうと︑ライシャワー

敵対的なんですね︒

四つといったことだけは覚えていますけれども︑僕もそん

がいったって︑アメリカのだれがいっても全然代わり映えしない

伊藤

一所懸命進めている最中で︑軍については︑百万減らすと

のだから︑この辺は外務省も頑固ですね︒

それまでいろいろ支援してきていたような技術者なんかも
まあ︑同じことを繰り返し︑繰り返し︑答弁するわけです

夏目
伊藤

ノ
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政府と党の方針だったんです︒その一つのあらわれで日本へ来た

側と多少距離を縮めなければいけないという考え方が当時の中国

ときだった︒そういう時代背景の中で︑軍の近代化をするには西

みんな引き揚げたりして︑本当にソ連を天敵のように思っている

伊藤﹁日本軍国主義復活﹂になりますからね︒最近またちょっと︒

年かたつとまたね︒

夏目

伊藤

まったく対ソです︒だから当てにならないのね︒それが何

要するに対ソということですね︒

これはいまでもずっと続いているわけですか︒

れは多分︑日中防衛関係の相互交流の発端になる︒

アメリカよりソ連のほうが近いような感じになるしねコこ

﹁んです︒中国と急にいろんな技術的なことの交流というわけには
いかないから︑まず人事の交流とか︑あるいは︑練習艦隊の寄港

伊藤

夏目

とか︑そういうところがら始めようやという話に来たのはこの人

続いていますよ︒ただ︑中国側というのはまったくわがま

まな国ですから︑ちょっと状況が悪い︑総理が靖国神社へ行った

夏目

その前は下のレベルでいろいろやりとりがあったわけです

が初めてなんです︒

伊藤
夏目

こういう問題も窓口は防衛局になるわけですか︒

きそのときによってコロッと変わりますから︒

る︶んです︒だから︑あんまり当てにはならない︒本当にそのと

とかいう話があったときには︑またこうやる︵シャットアウトす

さんとか部長さんくらいが行ったことがあるのかな︒実質的な交

佐道

防衛局ですね︒もちろん防衛局一人でやっているのではな

か︒

流というのはほとんどなかったんです︒

夏目

いや︑ほとんどないんですよ︒教育畑の人が︑各幕の課長

伊藤

くて︑外務省が問に入ってきまずけれども．防衛局です︒

さっき先生はこの張さんという国防相はよくご存じだとい

う話を︒

佐道

どにいわゆる海外情報の担当参事官になったはずですよ︒岡崎

外務省から来ている国際参事官も関与するのですか︒

夏目

ご存じだというのは︑このときはまだよく知っているわけ︑

ではなくて︑その翌年に私は中国へ行くんです︒
それはまだ次官のときですか︒

・夏目 もちろん関与します︒多分もうこのころは︑外務省から来・
ている参事官は渉外参事官ではなくて︑国際参事官という名のも

伊藤

夏目．次官のときに︒それが防衛関係での本格的な日中交流最初
交流の︒

佐道．関さんですか︒

前を忘れちゃうんだよなあ︒

︵久彦︶さんと︑そのあとの何といったかな︒ソ連通の⁝⁝︑名

伊藤

いわゆる次官レベルの交流になるんです︒しかし︑そのた

のステップになった︒

夏目

夏目

ようという意図なんですね︒アメリカとも同じような交渉をこの

始めるのです︒それはやはり︑日本をはじめ西側との親交を深め

はキャンキャン反対といっていたのが︑このころから理解を示し

夏目

伊藤

あるのですが︑要するに︑日本の防衛力についてそれまで

その間にいろいろなやりとりがあるわけですか︒

ッチしていないから︑吠えるだけでしたけど︑確かにいうことは

で︑防衛計画大綱にも痛烈な批判を持っている人︒彼は実務にタ

かな人ですよね︒岡崎さんというのは非常に論理的な理詰めの人

夏目

佐道

そう新井君だ︒岡崎︑新井というお二人はなかなかしたた

新井︵弘一︶さんですか︒

て行ったけど︒ソ連通の人がいるんですよ︒

関さんじゃなくて︒どこかの大学︑杏林大学の先生になっ

めにはこのあと十ヵ月くらいかかるのですけれども︒

時期に進めているはずです︒

393

真っ当なことをいっていました︒新井という人はまた︑それに輪
をかけてソ連大っ嫌いな人︒非常にソ連のことには詳しいのだけ
れども︑アメリカへ行っても︑ソ連のことをアメリカよりよく知
っているみたいにしゃべるということもあって︒そういう人がい
佐道

そう︑ソ連課長︒そのころの外務省は皆さん優秀な人が来

外務省のソ連課長をやった人ですね︒

たから︑こういうことについても積極的にアドバ．イスしましたね︒

夏目

いったからオーケーになったけど︑俺は︑

着いてから大変だな﹂と思った︵笑︶︒
銃刀法違反ですね︵笑︶︒

防衛次官が銃刀法違反で︵笑︶︒

﹁いや︑これは成田へ

まあ︑それは中国へ行ったときの話かもしれないけれども︒
また後で伺います︒

佐道

そのころからですね︑国際参事官に名前を変えてからです︒

そのころから︒

日中間の防衛交流を深めていこうという対ソ連対策でしょうね︒

いったら︑日本の防衛力に理解を示したというのだけど︑要するに

︑張品薄というのは非常に人柄の温厚な︑温かい人柄を感じ
させるおじいさんという感じの人でした︒それは何をしに来たかと

夏目

実際に向こうに行かれたときは︑向こうの次官クラスの人

伊藤

中ではあんまり実力がないようでした︒国防大臣ではあるのだけ

いえば何だろう︑C46みたいな旧式の飛行機ですけれども︑特

でくるんです︒もちろん︑特別機といったってまったく︑日本で

北京とかへ行くんです︒向こうの人も︑七︑八人一緒に乗り込ん

待遇なんですよ︒特別機なんですよ︑みんな︒飛行機で西安とか

とか︑そういう人と会った︒私が行ったときは初めてだから国賓

と︒

れども︑党の席次はそんなに高くなくて︑もう相当のご高齢で︑

別機なんです︒だからすごいですよ︒

この張さんという人とはその翌年にまたお付き合いがある

いまの私くらい頼かなげでした︒だからあんまり発言力もないし︑

向こうの軍隊を見て歩いて︑いかがでございましたか︒

伊藤

人の好い農家のおじいさんという感じの人でした︒この人が後日

伊藤

張愛薄の来日の一年後に中国へ行ったのですが︑それは栗

次官クラスではなくて︑国防大臣の皆紅薄とか︑参謀総長

私に刀をくれたんですよ︒これがまた引つかかっちゃってね︒刀

夏目

夏目

なんか持ってくるから︑荷物検査でね︵笑︶︒

夏目

青龍刀ではないんでしょう︒

原長官と張愛薄の延長上にあるんです︒もう一つ︑これはまった

直刀ですか︒

さん︑中国に行ってきたらどうですか﹂ということをいったんで

が加藤紘一さんのときに私が行ったんです︒加藤長官が︑﹁夏目

張さんという人は︑温和な物静かな感じの人でしたが党の

伊藤

青龍刀ではないけど︑このくらい︵七︑八十センチくらい︶

伊藤

少し反りがあったかな︒ま︑ほとんど直刀に近いですね︒

く関係ないと思うのですけれども︑もう栗原さんがやめて︑大臣

夏目

精一杯の私に対する好意だったんですね︒

す︒それはどうしてかというと︑この前ちょっとお話ししたよう

伊藤

なんか飾りのいっぱい付いたのね︒えらい物を頂いたなと思った
持って帰られるときに何か︒

に私が選挙に出るという話があった︒だから︑加藤さんにしては
佐道

すぐ︑﹁これはこうこうだ︒向こうの誰それがくれた﹂と

それは好意なんですか︒

夏目

けど︑いまでもうちにあります︒

の刀︒

夏目

わけですね︒

その前は儀典要員みたいなことばかりだったけど︒

ました︒

夏三夏佐伊
語藤目道藤
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伊藤

遇です︒初めてだからね︒釣魚台というのかな︒あれは何ていう

です︵笑︶︒そのほかは別ですけどね︒行ったら︵本当に国賓待

は加藤さんというのはなかなか親釘な人だなと︑その時思ったん

を考えて︑﹁行かれたらどうですか﹂といって︑そういう意味で

めたのだから︑五月か四月かそのころ︒加藤さんがそういうこと

すよ︒だけどまあ︑もうやめる二︑三ヵ月前ですかね︒七月にや

伊藤

夏目

ええ︑あります︒あれは迎賓館です︒

のだろう︑貴賓館みたいな迎賓館みたいなもの︒

夏目

あそこへ泊まって︑あそこで総参謀長とか張愛薄とかみん

私は中国へ行くよりヨーロッパへでも行ったほうがいいで

ああ︑そうですが︒

新聞に載ることを予想し︑それが選挙のPRになると思って︒

ばんいい船︑ソ連時代の名残のミサイルを積んだような船を見せ

上海に船があった︒あのころ︑たいした船はないんですよ︒いち

にかく見せるものは一流でした︒船だって︑東海艦隊といって︑

うところはまだ貧しい国だなという感じはしましたけれども︑と

者もいるしね︒あそこまで注意が及ばなかったのかねえ︒そうい

こんなになった︵湾曲した︶中国靴みたいな変なのを履いている

は珍しいですね︒それで︑靴も軍人の履くような靴ではなくて︑

はいているの︑黒いのをはいているのと︑まあ︑軍隊であんなの

るのだけど︑靴下の色が黄色のをはいているやっとか︑白いのを

を見せるわけです︒ところが見ていると︑人民軍の服装をしてい

ちゃうんですよ︒それで人のうちの窓かぢ入るとか︑そういうの

木登りなんか︑サルみたいなもので︑シュシュシュシュッと登っ

す︒二︑三︑私が乗っている船と近所にある船は塗ってあるのだ

夏目
天安門広場︒

けれども︑遠くにある船は塗ってないんです︒

るのですが︑ペンキ塗りたて︒本当にペンキの匂いがくさいんで

佐道

天安門広場のところにある︑あれは何という︒

な来るし︑あの広場の前のでかい建物は何というの？
夏目

佐道

塗れないから遠くにやつちゃったんですかね︵笑︶︒

毛沢東記念館ではなくて︒

それで︑その船ではないんだけど︑遠くの船−遠くとい

伊藤

夏目

講堂みたいな部屋の隅っこにちょんと座って話しをするのだけ

ら︑見せるところを精一杯きれいにしているんです︒横断旧幕に︑

んです︒昔と同じなんですよ︒針金で何か干してあったり︒だか

っても目で見える範囲1は︑上で七輪か何かで料理をしている

ど︑そういうところ写真を撮らせたり︑本当にサービスがよかっ

﹁熱烈歓迎﹂と書いてかかげたり︑儀杖隊を並べたりすごいんで

．夏目 よく外国の要人が来ると写真を撮っているのがあるじゃな
・い︒あの部屋はただだだっ広いだけで何の趣もない部屋だけどね︒

たですね︒部隊に行くと︑部隊はちゃんと予定された行事をきち

夏目

伊藤

そこしか見せないんですよ︒陸軍なんかへ行っても︑まず

一応︑中国の精鋭を見せたわけですか︒

てくると︑海まで茶色なんですね︒海は決して青くないんですよ︒

上︑甲板は茶色なんです︒というのは︑揚子江とか黄河を砂が流れ

ーシャン・ネービーではないんですね︒おもしろいんですよ︒船の

す︒子どもみたいな顔をした水兵がね︒あそこの海軍というのはオ

武器庫を訪問したのですけど︑武器庫にあった鉄砲というのは日

海上自衛隊の船は上も下も横もみんな同じ色でしょう︒あれは︑横

んと組むし︑なかなか気分のいい旅行ではあったですな︒

本の38式小銃なんです︒油をつけてピカピカに磨いたのがずっと

しているんだね︑きっと︒あるいはペンキがなかったからかな︑わ

っ腹はさすがにペンキを塗ったけど︑上は茶色なんです︒保護色に

れで︑今度は展示演習をやるんです︒それは見事ですよ︒射撃に

からないのですけれども︒もちろん船といったってせいぜい小型の

並ぶんです︒こんなものを使っているのかなと思ったけどね︒そ
しても︑格闘術にしても︑超一流のやつを集めて見せるのだから︒
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夏目

ただし︑その釣魚台での会見のときなんていうのは︑外務

駆逐艦程度の船しかなかったですけれども︑まあ︑とにかく精一杯

まったく外務省の人がいないということはないのでしょう︒

省の人もいたけど︑大使はいませんでしたがね︒たしか大使館の人
伊藤

酒を飲むときくらいですかね︒そういえば彼らは酒を飲ん

の歓迎をして見せてくれました︒だけど︑端的にいうと二十年から
三十年ですか︒

夏目

はだれかいたと思いますから︑同じように送っていると思います︒

佐道

でも︑いまは外洋なんかも持っているのかしら︒

三十年おくれているという感じがしました︒

伊藤

でも⁝⁝︒マオタイ酒というのがあるでしょうつ﹁乾杯︵カンペイ︶﹂

そのたびに飲み干していると酔っ払っちゃうのですけれども︑彼

それまでだって潜水艦なんかがあったのですけれども︑普

天気が悪いと飛べないのですか︒

らはどうも水を飲んでいるらしいんだね︒マオタイ酒というのは

夏目

伊藤

飛行場といえどもぺんぺん草の生えたような飛行場で︑航

といって底を見せるのね︒そのたびに一杯飲むんですよ︒﹁口本と

夏目

貴重品なんです︑当時︒毛沢東か何かが好きだったとかいう︒そ

通の訓練用の︒ソ連の力でジェット機なんかもあったんですよ︒

空自衛隊の飛行場なんていうのは近代装備のあれみたいなところ

れで︑台の上に並んでいるのだけど︑我々に注ぐのはこちらの瓶

申国の有効のために﹂とか︑﹁○○先生の健康を祝して﹂とかね︒

なのに︑そんな感じが全然ない︒倒れそうな小屋があったりして︑

で︑彼らに注ぐのは違う瓶を注いでいる︒あれは水だと思うんだ

だけど︑ジェット機は行ったときに天気が悪くて飛べなくて︒

だいじょうぶかよというような︒そこまで手がまわらなかったの

な︒酔わないように︒まあ︑とにかく非常なサービスでした︒
酔わされましたか︒・

でしょうな︒

伊藤

ですけどね︒

まあ︑土地もいっぱいあるのでしょうけれども︵笑︶︒何

でも︑マオタイは強いですからね︒

佐道
紬週間くらいです︒

伊藤

腰が抜けちゃう︒四︑五日前に来た人は︑それでホテルに

いやあ︑そんな酔って醜態を見せるようなことはなかった

夏目

向こうと協議して何か決めたことがあるのですか︒

夏目

夏目

伊藤

いや︑特別に何かを決めたということはないです︒日本の

日間くらい行ってらっしゃつたのですか︒

夏目

帰ってから風呂で死んだっていっていました︒防衛庁の人ではな
危ないなあ︒

．いけれども︒

防衛力の説明だとか︑これから仲良くしようとか︑それから︑た

伊藤

防衛庁の人はどなたか同行されたのですか︒

しか練習艦隊の相互訪問をやったほうがいいんじゃないかみたい
な話をしたかもしれませんね︒向こうは向こうで軍の近代化の話

佐道

いって外務省から来ている課長︑あとは通訳要員と︑五︑六人い

をして︑こういう点について西側の協力を得たいみたいな話をし
そういうのはやはり︑帰ってきて報告書をつくるのですか︒

たかな︒向こうでは防衛駐在官がべったり付いていましたしね︒

防衛庁からは統幕の何とか室長という人と︑調査二課長と

伊藤

報告はしています︒外務省も一緒に来ていますからね︒た

そうですね︒国交正常化からかなり早い段階で防衛駐在官が︒

伊藤

夏目

佐道

ていました︒

しかあのときは中江要介︑あの人なんかも天安門で会見するとき

行っていましたからね︒日本の防衛駐在官はなかなか皆さ
ん評判よかったようですよ︒

夏目
すぐ外務省に報告ですね︒

には隣に座っていました︒

伊藤
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ですね︒徐信なんていうそのときの副参謀長もその後日本に来て

うのはやたら︑そうなるとすぐそういう個人関係になつちゃうん

すよ︒姪とかと称する若い娘が防衛庁へ訪ねてきてね︒中国とい

くれたり︑誰某の就職を頼むという依頼を受けたりしたくらいで

いうのは楊得志という人でしたけど︑この人なんかはよく手紙を

夏目

佐道

たしか来たと思うのですけれども︒そのときの総参謀長と

先生が中国に行かれて︑中国からまた日本に︒

をつぶせばいい︒昔︑僕らが若いころは︑どこの省かな︑会計課

すね︒本当は︑こういう行政整理のときにはいちばん強いところ

弱いところが年じゅういじられちゃう︒私は間違いだと思うんで

うのがいて︒医者の仕事なんて︑そう忙し・いわけじゃないから︑

んど各幕がやるでしょう︒衛生局だって各幕に各々衛生部長とい

それなりに自らの仕事を持っているが︑人事教育局の仕事はほと

防衛庁でいえば︑防衛局とか官房とかそういうところというのは

夏目

衛生局も弱いんです︒厚生省から来ているんですからね︒

います︒そのときは︑私は奈良から大阪から案内して歩いた︒も

夏目

伊藤

やめてから︒顔見知りの人がいたほうがいいだろうと︑防

やめてからですか︒

衛生局なんていうのは要らないものですか︒

きない︒やっぱり防衛局をつぶせばいいんですよ︒

庁みたいに︑まじめに弱いところをつぶすから︑なかなか復活で

かに名前を変えたんです︒二︑三年で復活しちゃうんです︒防衛

と人事課を．つぶしたんです︒それで会計管理官とか人事管理官と

衛庁に頼まれて奈良県の農家を︒農家を見たいというのでね︒そ

伊藤

いまはないけれども︒要らないということはないですよ︑

う私はやめていましたけどね︒

れから︑松下電器の大阪の工場へ行ったり︑案内したことがあり

夏目

なければないで済むということですか︒

ます︒当時の中国は日中友好に熱心でした︒ちょうどだまたま時

伊藤

やっぱり⁝⁝︒

まあ︑これから時間がたつと︑まただいぶ違ってくると思

代がそういう時代だったのでしょうね︒

伊藤

済むというか︑各回がある程度やっているし︑局がなくて

も衛生参事官というのがその仕事をすれば済むんです︒

夏目

ああ︑そうですが︒参事官がいるわけですね︒

いますけれどもね︒

夏目

伊藤

このときは︑むしろ狙いは教育訓練局なんです︒要するに

だから国際関係というのはわからないですね︒日本だけで

すよね︑あまり変わりばえしないのは︒

夏目

訓練を重視した︒リムバッグ以後︑ガイドラインができてから日

米共同訓練というのが非常に頻繁に行なわれるようになって︑海

■教育訓練局と人事局の設置
伊藤

上自衛隊の訓練なんかに至っては年に十何回も行うんです︒航空

話は先に進みますが︑防衛庁の内局の機構改革で︑人事教

育局と衛生面を廃止して︑教育訓練局と人事局が設置される︒こ

になると︑いままでの教育局の中の片手間でやっていたような仕

自衛隊も年に二回大きな演習をやるようになって︒そういうこと

夏目

事ではなくて︑日米共同訓練みたいなものを専門に扱う部局が必

れはどういう改変なんですか︒

人事局と教育局が統合して︑人事教育局になったりうまたもとに

要になってきたというので教育訓練局にしたんです︒人事教育局

その改変はいつ頃か私もちょっと覚えがないけど︑多分︑

戻ったりして年じゅう整理の槍玉に上がるのは人事教育局と衛生

すよ︒もう年じゅうこのへんは浮いたり沈んだりしている馬うた

というのは人事局と教育局と一緒ですからね︒それだけのことで
これによると︑衛生局がなくなっている︒

局なんですよ︒弱いところなんです︒

伊藤
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るのならわかるけど︑仕事はあるから︑結局︑局長が衛生参事官

ときに︑これもインチキなんだよね︒局をなくして仕事がなくな

ると︑どこかをいじらないわけにはいかないんですよ︒そういう

員の一割削減という大命題がまず予算と同時に出るんですね︒す

ども︑根っこには大蔵省なり行政管理庁から︑一局削減とか︑定

なくて︑庁議とかそういうのにかけるんですよ︒かけるのだけれ

夏目

佐道

これは官房だと思います︒もちろん官房だけでは決められ

こういう機構改革を推進するのはどこになるわけですか︒

えて︑十一号が次官で︑七号俸が局長さんなんです︒参事官とい

俸なんです︒ま︑七号といったってわからないけどね︒上から数

すかね︒僕のときの記憶では︑局長さんというのは指定職の七号

ちょっと若い人︑一年か二年若い人が来るということになるので

参事官と局長というのは給料が違うんですね︒だから︑来る人が

夏目

佐道

夏目

衛生参事官があるから︑実質は変わらないんです︒ただ︑

それが減ると︑厚生省から︒

そうです︑いまでもそうです︒

厚生省からの指定席ですね︒

衛生局というのは︑いまのお話にもありましたけれども︑

とか教育参事官になるだけの話であって︑仕事が変わるわけでは

うのは四号俸くらいなんです︒ある程度若返るような人をよこす

佐道

ないから人数も減らないで︑定員的．にはどこが減るかといったら︑

と︑そういうことになるのですね︒そうだといえば︑厚生省も︑︑

かたのごときなんです︒

守衛さんが減ったり︑ドライバーが減ったり︑ボイラーマンが減

消えてなくなるわけではないから︒

﹁仕方がありませんね﹂ということです︒

佐道

ったりして辻褄を合わせちゃう︒まったく役人というのは始末が
悪いですね︒だから︑いまだんだんそういう点が手薄になつちゃ

■日米防衛首脳定期協議

タしますけどね︒

﹁おまえのところは要らないよ﹂というと︑ちょっとゴタゴ

寂しいですね︑研究所︒

夏目

中島

研究員とか所員は滅らさないで︑だれが減るかといったら︑

うんです︒研究所もそうでしょう︒

夏目

守衛さんとかそういうところヘシワ寄せされる︒

留守番です︒

では先へ行きまして︑九月にワシントンで日米防衛首脳定

伊藤

大学なんかは本当に典型的で︑守衛さんが昔はたくさんい

伊藤

先生は減らさないですよね︒

期協議が行なわれるわけですが︑これは次官は留守番でしょう︒

夏目

先生は減らさないです︒先生はふやしているのですから︒

たのに︑どんどん︑どんどん︒

伊藤

部員や事務官の分を一人減らすのができなければ︑こちら

助手を減らして︑先生をふやすとかね︒

夏目

五月に逆にワインバーガー国防長官が来日していますね︒

ああ︑ワインバーガーは年じゅう来ていましたよ︒

はい︑非常に頻繁に行ったり来たりしていて︒

それにいまの訓練重視ということがあって︑教育訓練局にしたの

ますね︒このときの機構改革も多分そういう背景があったのと︑

れども︑だんだんそういう弱いところ弱いところへ穴が開いてき

夏目︑これは中曽根さんが総理になったときからのあれで︑中曽

すね︒

米兵器の共通化とか︑ 共同訓練︑これは前からいっていることで

するとか何とかかんとかとここにちょっと書いてありますが︑ 日

このワインバーガー長官との会談で防衛費の増額を約束を

だと思います︒

は三人減らせとかといわれるようになってまたしんどいのですけ

伊中夏中夏
藤島目島目
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今度はこういう首脳定期協議で話を持ち出したのかというところ

た要求というものをよく承知しておられたことですから︑それが

根さんが自分で発明したのではなくて︑アメリカ側の内々を含め

と出た︒

にはインターオペラビリティーとかSDIみたいな件がちょこつ

夏目

も︑これは先生はご出席されていらっしゃいますか︒

︐伊藤

もうそのときに出たわけですね︒

はい︑していますよ︒私は二度行ったわけです︒そのとき

ですよね︒だから︑べつに目新しいこともないけれども︑これは

夏目

公式発言になりますから︑こういう場で確認したのでしょうな︒
中曽根さんにいろんなルートで情報がきている︑シグールの情報

撃体制みたいなものね︒

SDIという名前だったかどうかは別として︑ミサイル迎

なんていうのも例の椎名︵素夫︶さんを通して入っていたかもし・．

中島

伊藤

栗原さんが︑こういうことを約束したと書いてあるのだけ

ああ︑椎名さんね︒

ンバーガーが来て︑六月に事務レベル協議があって︑七月にはア

この八四年という年を年表で拾っていっても︑五月にワイ

れません︒

夏目

繁にゅ

夏目

夏目

そうですね︒

いちばん大きなのは︑中曽根さんとレーガンとの個人的信

．中島

非常に濃密な時代︒

メリカ国防総省の対日武器関連技術調査団というのが初めて来日
したり︑九月はワシントンで首脳定期協議があったり︑非常に頻

れども︑もうこの七％というのはほとんゼ可能性のあることをい
っているので︑びっくりするような話ではない︒わりかた栗原さ
んというのはいいたいことをいう人なんです︒決して向こうのい
いなりに黙って聞くほうではなくて︑自分たちに出来ないことは︑

﹁出来ない﹂ときちんというんです︒だから︑ワインバーガーと

どいろいろと悪いのでそれを防衛にリンクさせまいというのが多

関係のなかでほかのことが悪かったからなんです︒経済や貿易な

えるのではないかと思います︒それはどうしてかというと︑日米

についてはとにかく非常にいい︑蜜月関係だったということはい﹂

ったように︒ある意味でこの時期というのは︑日米間の防衛関係

夏目

伊藤

いや︑その後反対したかもしれ復い︑結局はそういうこと

あれは結局︑反対したんじゃないですか︒

をこちらへ持ってくるなんて︑普通なら反対しますよ︒

中曽根さんはそれもあまり反対しなかった︒ヨーロッパにあるの

とか︑配備に．は反対だとか︑SS20はアジアへ持っていけとか︒

何とかでパーシングとか何かをヨーロッパに配備するとかしない

頼関係じゃないですか︒アメリカとしては︑SS20とかバック

少アメリカにもあったんですね︒だから︑いろんなことはいって

にならないのだけれども︑NATOの一員ではないけれども︑理

栗原長官というのは個人的にも非常に親しくもなっていたし︑信

きたけれども︑非常にうまくいっていたんです︒それで中曽根さ

解を示しているということで︒たしかね︒

ファイアとかいうのがあって︑ヨーロッパでたしか︑SS20とか

んがああいう人ですから︒日米兵器の共通化というのは︑インタ

伊藤

頼関係もありました︒ちょうど中曽根さんがレーガンと仲良くな

ーオペラビリティーの問題として事務レベル協議でも話が出たこ

ジアへ持ってこられては大変だと︒

こうから撤去するなら撤去しろというだけで︒しかも︑日本はNA

大変だけれども︑﹁大変だ﹂とはいっていないんです︒向

それは向こうから撤去することですね︒だけど︑それをア
とですし︑そう目新しいことではないんです︒共同訓練だってそ

夏目
六月に第十五回忌事務レベル協議が行われていますけれど

うでしょう︑リムパック以来︒

中島
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伊藤

るようなことはいっている︒

TOの要員ではないけれども︑NATOの立場はよくわかるみたい 日本がやるわけではないけれども︑アメリカの立場をよく理解す
なことをたしかおっしゃったような気がするんです︒中曽根さんと

でも︑それは日本にも網がかかっていなきやしようがない

いうのは︑いまやグローバルな視野に立って政治を見ている︵笑︶︒

わけでしょう︒

グローバルといったって︑向こうにあるやつがこっちへ来

伊藤

本で本土だけではなくて︑たしか船の上とか島に何ヵ所か持って

網をかけるんです︑もちろん︒アメリカの言い分はね︒︑日

夏目

だけど︑結局来ないんですよね︒ゼロ何とかいうのね︑あ

るつて︵笑︶︒

夏目

くるのかな︒アラスカと︑忘れたけれども︑なんかそういうもの

でやるという︒しかしもともと︑正直いって日本にソ連のミサイ

れ︒

中島

ルが来るなんていうことを考えていないんですよ︒いま北鮮がや

ゼロオプションですかね︒いま先生のお話にありましたけ

れども︑ヨーロッパも︑﹁アメリカの核戦略に巻き込まれる﹂と

それは日本が考えていなかったということ︒

ったから考えているけれども︑当時はソ連が日本に核ミサイルな
伊藤

考えていない︑アメリカも考えてないです︒アメリカは︑

いう意見と︑﹁いや︑見捨てられるんじゃないか﹂という意見と
どこが？

夏目

んかをぶち込むなんて本気で考えていなかったのですね︒

夏目

ヨーロッパです︒ミサイルの配備云々ということを巡って︒

両方あったようですけれども︒

中島

向こうが撃ってきたらまず︑SDIもさることながら︑報復能力で

だってヨーロッパは︑民衆は大反対したんだからね︒ミサ

︑夏目

もつてソ連を叩くといういわゆる抑止戦略をとっており︑ソ連もそ

のことはよく知っているから︑そんなことはないというのが前提で

イルの配備も反対だ︑パーシングも反対だといってね︒

あった︒だけどやはり︑だんだんソ連の戦域ミサイルとか何とかと

彼らは︑SDIの話では︑アメリカ本土はそれで守れると︒

じゃあ︑ヨーロッパはどうなるんだという話もあったみたいなの

中島

しても脅威になるというのでSDIみたいな構想が出てくるので

届きまずけれども︑そういうものが出てきたり︑あるいは艦艇に対

いう小さなミサイルが出てきて︑小さいといっても太平洋なんかに

いや︑続けてやっていいですよ︒

ですが︒SDIの質問はこの後また出てまいりまずけれども︒
伊藤

中島 日本では︑このSDIに対してどういう見方を︒まず概念

ソ連が戦うということは︑勢い世界規模になるという認識ですから

を撃ち込むなんていうことは本気で考えていなかった︒アメリカと

す︒くりかえしますが︑もともとアメリカもソ連が日本にミサイル

というか︑それをどういうふうにごらんになっていらっしゃいま．

ね︒あんまり日本の立場なんていうのは︑大きな声でいえるような

■SD一

すか︒

という言葉であったかどうかは別ですけれども︑ミサイル迎撃体

が非常に理解があったということ︒もちろんその前から︑SDI

夏目

伊藤

か︑理解を示すということになつちゃう︒

こうのといえる立場でもないんです︒だから︑賛意を表するという

はいいけれども︑アメリカがやろうとしていることに対してどうの

状況ではないのです︒日本の防衛力についていろいろいってるうち

SDIには理解を表明しているんですよ︒まず中曽根さん

制についてどうのこうのという話があって︑それは日本としても

それは夏目先生も理解を示したのですか︒

大いに関心があるし︑重要なことだといって︑賛成といっても︑
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日本とアメリカというのはそれぞれが勝手に防衛力を整備するの

いうこともいっぱいありました︒私はいつもいっているように︑

つもっともだと思った︒むしろ日本側からいってそうすべきだと

せんけれどもね︒要するに当時のアメリカのいうことは一つひと

夏目

衛庁長官のころの政治情勢というのは︑まだそこまで熟していな

をやり遂げようとしても．なかなか簡単にできません︒中曽根防

夏目

ことも変わっていったということなのでしょうか︒

政策を実行していくときのやり方というのでしょうか︑そういう

対する考え方が変わったというのはもちろんでしょうけれども︑

多分そうだと思います︒私もあんまりはっきり覚えていま

ではなくて︑役割分担に基づいて西側の一員としてお互いに補完

かったし︑中曽根さんに批判的な者も多かったからそれは無理な

まあ︑変わったでしょうね︒防衛庁長官で何か一つのこと

し合っていくのがいちばん合理的ではないのかという気持ちがあ

れども︑その頃はそういう方向で動いているんです︒

の話であってね︒ただ︑いまになるとちょっと違ってきましたけ

えばアメリカも乗ってくるだろうと思ったことをいってきただけ

ないと︒アメリカもそのほうが利口じゃないか︒こちらがそうい

うからね︒

伊藤

わってきているし︑べつに非難することではない︒

ち味だから︒﹁風見鶏﹂といわれるくらいだからね︒世の中も変

そのへんの乖離がないとはいえないけれども︑それはあの人の持

ので︑むしろ総理になって水を得た魚のごとくなってぎた︒多少

中島．八四年︑あるいは次の年ぐらいも︑アメリカ側の日本に対

夏目

ったんです︒日本独自で何かしょうなんてことを考えるべきでは

する期待というのは︑インターオペラビリティーを向上してほし

ら︒それは︑自主防衛なんてこのころになっていったら︑きっと

伊藤

夏目

それが濃密に行なわれたということでしょうね︒中曽根さ

だいたい同じ話ですよね︒

シーレーンの話はね︒

夏目

伊藤

中曽根さんはアメリカとも緊密な連携を持つ一方︑日本国

いまでも自主防衛をいう人がいますからね︵笑︶︒

馬鹿だと思われるね︒これはしまった︑えらいことになったと︒

世の中の情勢をパッと見極める能力と思えばいいのですか

まあ︑風見鶏というのは政治家にとって必須の条件でしょ

いとか︑あとは周辺海域防衛みたいなことになるのでしょうか︒

夏目

と思います︒その後また︑しばらくだめな総理が続くけど︒．

内に対しては学者連中を使って国内世論というものを少しずつ変

このときに敷かれた路線は一応継承されるわけですよね︒

える︑そういう努力をきちんとしたのは︑あの人の腹の中には︑

しかし︑国会でやられっぱなしということはないでしょう︒

伊藤

んもそういうのを非常にアピールするから︒それまではそういう
．ものを腫れ物にさわるみたいに︑たいしたことはないみたいにあ

伊藤

やられっぱなしではなくて︑むしろいい議論ができたとい

そうですね︒その後は︑あんまり物議を醸さないで当時の

日本を真っ．当な独立国として憲法の改正も視野に入れた世界の中

夏目

夏目

えて過小に見ていたのだけれども︑中曽根さんはそれを積極的に

うことです︒逃げ腰ではなくできたから︒中曽根さんというのは

路線を走っていられるようになったからね︒中曽根さんが上手な

の日本としての戦略を持ったのでしょうね︒それは．それで立派だ

ある意味で歴代総理の中でも国家戦略を持っていた立派な総理だ

のは︑後藤田という︑全然自分と人生観︑世界観の違う人を官房

打ち上げる人でしたから︒だから国会では大変でした︒

と思います︒今回もうちょっと引き際が立派だと︑もっとよかっ

は高遭な理論を吠えていられる︒そこらへんは非常にうまくやら

長官に据えて︑政界とか役人とかはそういうので押さえて︑自分
防衛庁長官時代と首相になったときと︑例えばアメリカに

たのにね︒

中島
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れましたね︒

夏目

自民党の中も︑それから野党ももちろん︑歴代総理なんか

も全部反対だったということを聞いたことがあります︒それで中

ではまあ︑叱られたかもしれませんけれども︑後藤田さん

伊藤

曽根さんもちょっと窮地に立って︑これは難しいなということを

たしか認識されたのだと思う︒そこがあの人の頭のいいところで︑

というのはやはり大きな存在なのですね︒

夏目

五九中業の格上げ持って行くのですね︒そして︑五年計画の中で

それは大きいですよ︒その後︑今度はイランの湾岸戦争の

ときにまた後藤田さんが存在感を表してくるのですね︒そのころ
やはり︑だいぶ考え方は違いますね︒

よ︒五九中業は国防会議決定になるんです︒なるのだけれども︑

ではないかということを考えたんです︒そのとおりになるんです

一％を突破する︒これなら相手が文句をいっても多少しのげるの

伊藤

違いますよ︒だから僕らはよく後藤田さんからは睨まれま

は比較的︑この程度まではということで我慢しておられましたね︒

夏目

かかる︒だから中曽根さんは︑なんとか自分のいるうちにこれに

一％問題はそのまままた置いていかれちゃうわけです︒あと数年

けりを付けたかったんでしょうね︒

したね︑正直いって︒中曽根さんは防衛庁大好きな人ですから︒
その後索が防衛庁関係者の選挙応援をやっている時もそうなんで

伊藤

でも実際︑一％を超さなかった︒

しくないんだけどね︑そう思い込んでいるんですよ︒やっぱり国

超さなかったはずです︒たしか六十二年︑超すのはそのこ

すよ︒﹁自衛隊の力はすばらしい﹂とかいって︒それほどすばら

夏目

夏目

伊藤

防衛庁はあたりまえだと思っていますからね︒ただし︑

一％なんていう問題は︒

ていましたけれども︑結局このときもだめなんです︒

ろでしょうQそのころまでちょっと議論があって︑もう私はやめ

士ですよ︒

翌年六十年の衆議院のいちばん問題は防衛費一％問題なの

■防衛費一％問題
・伊藤

ですけれども︑これは中曽根さんが︑﹁複数年度の防衛計画費総

GNPの推計ではね︒だけど︑そのときには一種の試算だからと

す︒そのときでも五年後の防衛費というのは一％を超えたんです︒

いうか︑防衛庁限りでの計画だということにして格落ちしたんで

前にお話ししたけれども︑五⊥ハ中業というのは政府部内の計画と

夏目

私もワルなので︑アメリカのアーミテージに電話したんです︒自

気配があるんです︒ちょっと正確な時系列の記憶は⁝⁝︒そこで︑

んです︒そのころ中曽根さんが一％にふらっと弱気になっていた

憶がないのですけれども︑だれかが死んで︑各国の首脳が集まる

独か何かのだれか死んだんです︒アデナウワーかな︒ちょっと記

待つ︒一つ動いて︑これもまた内緒話だけど︑このころたしか西

ているので︑自分からはいわないけれども︑総理の出方をじっと

﹁おまえたちは塁を離れるな﹂といわれているからきちっと守っ

いうことであんまり大きな議論には︑多少はなったけど︑そんな

宅から朝早く︑六時か七時くらいかな︑向こうは何時になるのか

額を明示することで新しい歯止めをつくる﹂ということで︒

にたいしたことはなくてなんとか乗り切ったのだけど︑中曽根さ

な︑とにかく電話したんです︒﹁中曽根さんがちょっとふらつい

これは︑﹁複数年度﹂というからややこしいのですけれども︑

んが来て︑一％突破というのは対米武器技術輸出と同じようなレ

ているぞ﹂と︒そういう話をしたらアーミテージが︑﹁すぐ大統

領に伝える︒︐多分︑ボンで何らかのアクションがあるだろう﹂と︒

ベルにおいて何とかしていかなきゃいかんと思い込んだんです︒
政界というのは︑自民党の中で︒

ところが︑絶対当時の政界は中曽根さんに非常に冷たい︒
伊藤
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アーミテージというのはそういう人なんですよね︒

すのはいかがかなと思った︒実際いったかどうかは知りません︒
夏目

中島

夏目

伊藤

矢崎ブリパンと︑防衛課長の藤井と﹂いう︑この二人は絶対

防衛局は反対︒

片方は反対なんです︑防衛局は︒

どういうふうに決まらないのですか︒

いくら首脳同士が会うといっても︑葬式の席でそんなテーマを出

伊藤

に反対なんです︒

岡田

夏目

中島

ひとつはまず金の面︑もう一つはまだちょっと早いんじゃ

それはどういう理由から反対されていたのですか︒

いや︑夏目さんというのはそういう男だと︵笑︶︒まあ︑

ホットラインみたいな話ですね︒

備計画だと思うのですけれども︑この前夏目先生は︑五六中業の

ないかということです︒べつにイージスそのものがどうのこうのと

いま︑五九中業の格上げということで︑後の中期防衛力整

ときは最終段階で防衛局長になられて︒

夏目

す︒﹁ただし︑中身については今後引き続き検討の上︑必要なとき

イージスに必要な経費は海上自衛隊の予算の中にぶち込んだので

ちもよくわかる︒そこで結局のところ五九中業の中に経費を積めと︑

いるものを︑やるともいえないよね︒さりとて海上幕僚監蔀の気持

けちを付けることではない適何でも欲しいものをやるというのはげ

六中業よりもむしろ五九中業のほうが自分も苦労したなという意

には整備に踏み切る﹂みたいな一文を入れた︒両方とも半分不満で︑

最初の段階ね︒

識はあります︒ただ︑出来上がったときは確かにいなかったと思

半分ホッとした︒だけど︑すぐそれは海上幕僚監部のほうの勢いが

夏目

うのですけれども︒それから︑政府レベルにするのも私は賛成な

強くなって日の目を見ちゃうんだけどね︒そういう意味では五九中

しからんというのが背景だったと思います︒ところが海上自衛隊は

んです︒ただ防衛庁内限りというのでは︑クソの役にも立たない

業には多少思い入ればあるんですね︒

自分の子どもではないので隅ちょっとかわいくなかったと

んです︒整備計画にしても︑大蔵省はいろいろいってきますから

イージス艦はそうやってできたんだ︒

岡田

ね︒それを防衛庁限りの計画なんていったら︑大蔵省は何とも思

伊藤

本当︑すごいんですよ︒﹁絶対に反対してください﹂とい

それが命なんです︑当時の︒だから︑幕僚長やら防衛部長やらが私

わないんです︒だからそれは政府計画にしなければいけないし︑

夏目

いうお話だったのですけれども︒今回は逆に︑実際に発表される

ある程度防衛計画というのは︑きちっと中期的にみて順序よく進

うんです︒俺の部屋へ別々に来てね︒﹁ある程度調整して来い﹂

のところへ来て︑﹁これだけはなんとか日の目を見せてくれ﹂とい

めていくためには︑またそういうものを政府︑与党内で認識して

というのだけど︒

のはおやめになった直後なので︑策定の問はずっとタッチされて

もらうという意味でも政府計画にすることが大事だと思っている

ここで切りましょう︒

って︒ところが︑私も防衛局長という自分の直属の部下が反対して

わけです︒中身も多少タッチしていました︒一つの例をいうと︑

伊藤

もうおわりかな︒

いたわけですね︒

イコジス艦というのがある︒あのイージス艦というのは︑いまは

夏目

いえいえ︑そんな簡単にはおわりませんよ︒

次官としてタッチしました︒だから僕は︑正直いうと︑五

あたりまえになつちゃったのだけど︑当時︑防衛局と海上幕僚監

伊藤

︵終了︶

部で議論していたが決着がつかないんです︒土壇場まで︒
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第14回

開催日：2004年1月t3日（火）
開催時刻＝14時00分

終了時刻＝16時10分
開催場所＝財団法人 防衛弘済会

【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）

伊藤

隆（政策研究大学院大学教授）

佐道明広（政策研究大学院大学元助教授）
中島信吾（防衛庁防衛研究所戦史部教官）

岡田志津枝（防衛庁防衛研究所戦史部所員）
記録者：

有限会社ペンハウス矢沢麻里

第14回インタビュー質問項目

れたのではないかと思いますが︑後任についてはどのような基準

でお考えになっておられましたか︒また︑引き継いでもらいたい

課題などについてはどういった問題をお考えでしたか︒
2004年1月13日

今回も防衛事務次官時代の続きがらお願いします︒

N11月︑逗子市市長選挙で︑r米軍住宅建設に反対する富野暉二

郎氏が当選しました︒これは施設庁の関係になるとは思いますが︑

日米防衛協力関係から見た場合は重要な問題と思います︒次官と
して先生はこの問題についてどのようにお考えでしたか︒

以前のオーラルで退職後は何もしたくなかったというお話でしたが︑

退職後の生活についてはどのようなことを計画しておられたのでし
ょうか︒また︑約半年の間を経て12月に防衛庁顧問に就任されてい

ます︒顧問としての役割や就任の経緯などお願いします︒

6月25日︑衆議院で国家秘密法案が異例の記各投票で継続審議に

なるなど︑この時期に国家秘密法を制定しようという機運があり

ました︒この問題には防衛庁も無関心ではないと思いますが︑宮

永陸将補の事件などを経て︑防衛庁内で機密保護問題に関して当
時どのように議論されていたのでしょうか︒

発表しました︒日中の防衛交流が議論される中︑中国軍備削滅の

8月12日︑羽田発大阪行き日本航空機が墜落し︑520人が死亡

前回︑中国を訪問されたときのお話をうかがいましたが︑85年4
月に︑胡耀邦共産党総書記が人民解放軍100万人削減の計画を
話はどのように見ておられたのでしょうか︒

出身者ですが︑経理局長は78年に自治庁出身の渡辺伊助氏が例外

ますので︑この事件でご存知の点がありましたらお願いします︒

りますが︑自衛隊が関係した救助活動史上でも重要な事件と思い

巣鷹山という不便なところだったため︑救助活動にあたった自衛
隊も大変な苦労があったといわれています︒退官後のことではあ

的に就任しているのを除いて︑これまで大蔵省からきた人の﹁指
ます︒また︑こういつた場合︑大蔵省からのクレームなどはない

定席﹂のポストでした︒池田氏就任の経緯などについてお願いし

9月18日︑新防衛計画︵中期防衛力整備計画︶が閣議決定しまし

おられましたか︒

定されていたわけですが︑これの実現についてはどのように見て

た︒総額18兆4千億円で︑平均GNPが一・038％になると予

のでしょうか︒

同じく6月︑先生は防衛事務次官をお辞めになり︑防衛庁を退職
されます︒後任次官︵矢崎新二氏︶の選定などにはご意見を言わ
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N6月︑経理局長に池田久克氏が就任します︒池田町は防衛庁

するという大惨事がありました︒このとき︑墜落現場が群馬県御
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獅P9日︑6年半ぶりに米ソ首脳会談があり︑戦略核兵器の50％削

9
生そして防衛庁はどのように見ておられたのでしょうか︒

印象を内外に与えていたわけですが︑当時のソ連の変化について先

ペレストロイカ路線を進み︑これまでと随分変わっってきたという

減などの共同声明が出されました︒ソ連はゴルバチョフの登場以来︑

11

獅Q8日︑第二次中曽根第二回改造内閣が成立し︑防衛庁長官に
は加藤紘一氏が留任されました︒加藤長官には先生はかなり批判

10
※今回は以上の点についてお願いします︒

うにお考えになられましたか︒

的だと思いますが︑加藤長官留任となったことについてはどのよ

12
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だけは切らんでおこうやと︒立場が違うからだけで︑べつに敵同

士ではないのだからということで︑話し合いの場はつなげたんで

す︒それで︑二人きりで会っていた︒

■逗子市長選挙
伊藤

向こうもだれも連れてこないのですか︒

伊藤

きょうは︑また事務次官時代の続きなのですが︑いちばん

最初は逗子市長選挙の問題です︒米軍の住宅建設反対という富野

仕切っていました︒昔はどうだったかわかりませんけれども︑私

夏目

伊藤

夏目

知らん顔ではないけれども︑実務はほとんど施設庁長官が

でもまあ︑次官としても全然知らん顔ではないのでしょう︒

ほとんど施設庁でやりました︒

ているんじゃないか﹂と︑そういうことではいかんど思ったから︑

夏目

伊藤

どこかで情報が漏れますから︒﹁あいつは変なことをやっ

わかるのですか︒

ど︒こういうことはどうせわかりますからね︒

はいませんでした︒たまには一杯飲みながらというのもあったけ

夏目連れてきていたけれども︑外へ待たせているから︑部屋に

のころはもう︑施設庁長官はみんなそれぞれ立派な人がいたから︑

当時の大臣にはたしか事前に了解をとっていたと思うんです︒

︵暉一郎︶さんが当選した︒これは施設庁関連の仕事でしょう︒

そういう人がやっていました︒ただ︑この逗子市長だけは思い出

﹁知らんことにしていてくださいよ︒私が勝手にやるのだから﹂

といって︒しかし︑だからといって︑それで情勢が変わったわけ

があるのは︑これはもちろん基地反対で当選してしまったので困
ったなと思ったのですが︑まったく防衛庁︑施設庁との問のパイ

伊藤

そういうところまでは近寄ることはできませんでした︒や

だけど︑向こうは条件闘争には絶対にしない︒

るなと︒あれはご婦人の票でもったのですからね︒

でもないし︑何もないのだけれども︑とにかく非常に仲良く話が

いう感じがあって︑両者の関係というのは意思の疎通がまったく

夏目

プが切れちゃったのですよね︒﹁聞く耳持たない﹂みたいに︑両

なくなっている時期があったのです︒私は︑﹁それではいがんだ

はり立場がありますから︒ただ︑﹁こういう状況ですからね﹂と

できました︒だから︑個人的には富野という人もなかなかのもの

ろう︒逗子市だって︑やりようによっては考え方を変えるかもし

だと思っていました︒やっぱり若い女性にもてるだけのことはあ

れんな﹂と思って︑だれの紹介だったのか︑自分の意思だったの

いう︑向こうの内部の状況をある程度教えてくれました︒けれど

方と．もそういうところがありました︒富野氏を相手とせず︑向こ

か︑ちょっとそこは記憶がないんですが︑逗子市長に直接電話し

も︑富野氏だっていつまでもやっているわけではないから︑それ

うも︑﹁施設庁とか防衛庁は我々とは立場が違うんだ﹂と︒そう

て︑﹁時どき会おうじゃないか﹂と言って︒こんなことはだれに

わったらこういうふうになるとかいう計算はできますから︑まっ

ならこちらはどういう行き方をすれば攻められるかとか︑人が代

施設庁長官にもですか︒

も内緒なんです︒

伊藤

某所？

夏目

すか︒

伊藤

たく無駄ではなかったと思うのです︒

伊藤

某所で︵笑︶︒ホテルで二回か三回会いましたかね︒もち

それ自体が何かを生むということはなかったということで
夏目

が変わったわけではないのですが︒表向きはパイプが切れている

﹂夏目 もち．うん︒都内⁝⁝︒．

ろん︑そんなことですぐ彼らが考え方を変えるわけではないけれ

そう︒べつにそれでどうってことはないし︑逗子市の姿勢
ども︑多少毒にもならない情報交換をしながら︑とにかくパイプ
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ようだけど︑実際はそういう水面下のつながりは持っていた︒こ

んです︒これも反対派が勝つちゃった︒

部屋で待っていたかもしれません︒その程度です︒

夏目

伊藤

夏目

佐道

﹁何か変なことをやっているよ﹂というふうに︒

そうするとまた漏れますしね︒ただ︑秘書はホテルの別の

そういうときにだれかを連れて行くとだめですよね︒

一人で出かけていました︒

先生はお一人で出かけておられたのですか︒

伊藤

夏目

伊藤

大韓航空機の時もそうでしょう︵笑︶︒

うん︒﹁絶対に勝ちます︒ご心配なく﹂といって︒

佐々さんが︒

んです︒

ろうな︑記憶がないのですが︑選挙の直前に彼が外遊しちゃった

が次官のときで︑加藤紘一さんが大臣のときです︒どちらなんだ

たのはどちらかな︑逗子市の市長選かな︒佐々施設庁長官で︑私

またこれでもう一つ内緒の話をすると︑佐々︵淳行︶長官がい

伊藤

やっていないのに︑やっていると思われてもいかんし︑

れは施設庁長官も知らない︒いまでも知らないでしょう︒

夏目

情報交換みたいなつもりだけだったのですが︒そういう思い出が

なってもいけないから︒また︑そんな気もなかったんです︒ただ

ども︑全然調子が悪くてね︒そういうエピソードがありました︒

負けたじゃないか﹂といって︑もともと仲が悪い人ではあるけれ

悪くなつちゃって︑﹁なんだ︑あんなに立派に大言壮語したのに

ちゃったんです︒加藤紘一氏がまったく不興げというか︑機嫌が

うん︑大韓航空機︒いなくなつちゃったら︑その間に負け

ある程度で︑困ったなとは思いましたけれども︑まあ︑しょうが

ここでも危機管理に失敗していますね︵笑︶︒

夏目

ないなと︒だけど︑市長がどうあれ︑ある程度防衛庁の権限でで

佐道

﹁また何か変な約束でもしているんじゃないか﹂とかいうことに

きることはありますから︑それはそれで淡々と進める︒そういう

だからいっているでしょう︒高言な理論家ではあったが︑
実際やっていることはね︒

夏目

防衛庁の権限でできるというのはどういうことですか︒

伊藤

ことで︑あんまり困ったという記憶はないです︒

伊藤

住宅建設にしても米軍基地の中でやるのだから︑原則的に

いやあ︑なかなか人間︑両立は難しいということで︵笑︶︒︐

夏目

﹁情報︑情報﹂とおっしゃっているんですけれどもねえ︽な
かなか︒

佐道

．文句はないわけです︒米軍の施設の中で住宅を建てるわけですか
ら︑反対はしても︑強行突破なんかをするということはないけれ

夏目

実際の建築をしてしまう︒

っていくということはできます︒

たのに︑﹁だいじょうぶです﹂といって出かけちゃったんですねつ

くべきではなかったのでしょうね︒そういう懸念を大臣が示され

でだけど︑でも︑ちょっとでもそういう可能性があったら彼は行

まあ︑選挙は水ものだから当てにならないといえばそれま

ども︑とにかくなるべく目立たないように徐々に既成事実をつく
伊藤

もうしていたのではないですかね︒し始めたと思います︒

なくたってどうってことはないんですよ︒だから︑黙っ．て行けば

夏目

いいんです︒﹁選挙がありまずけれども︑後はよろしくお願いい

まあ︑べつに彼がいたら選挙に勝つわけでもなんでもないし︑い
資材や何かを運び込めば︑すぐわかるでしょう︒

ちょっと私も⁝⁝︒

伊藤

それはなんぼでもできますね︒道路を閉鎖するわけにはい

たします︒どちらにひつくり返っても大勢に影響はないから﹂と︒
佐道 やはり大勢には影響ないのですか︒

夏目

かないから︑門の前で屯しているくらいのことですからね︒もう
一つ︑たしかあのときに三宅島の村長選があって︑やはり負けた

O
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かいないかは関係ないでしょう︒大臣もいるのだし︑そのころは官

夏目

でしたかな︑国防と科学技術かな︑四つの近代化というのを進め

ころはたしか四つの近代化といって︑農業と︑工業と︑科学技術

まあ︑選挙の結果によっては影響あるけれども︑彼がいる

邸も三宅島のことについては全部承知して動いていますからね︒

反自衛隊というようなことで選挙をやるというのは︑ある

る︒その中の一つが軍の近代化なんです︒
それはどういう背景かというと︑いま言ったようにソ連との問

伊藤

がちょっと疎遠になってきたということと︑世界情勢は冷戦がま

だ続いていたけれども︑世界大戦というのは抑止されるだろうと

時期にうんと流行りましたよね︒

いうのが周知の情勢だったんです︒あと残されているのは局地戦︒

流行ったんですね︒それで︑だいたい反対するほうが勝ち

夏目

中ソ国境とか︑中越国境でどうとか︑中印国境がどうとか︑そう

ますよね︒

い︑つことというのは大いにありえたし︑また彼らも予想されるこ

だけど︑それじゃあ︑いつまでもそれが続くかどいうと︑

．そんなことはないですね︒

とだったのです︒そうなるとまず︑局地戦に切り替えなきゃいけ

伊藤

ない︒それから︑軍隊はたしか四百万︑それを百万削ってとにか

そのことで自衛隊の政策がどうのこうのということでもな

夏目

前にいろいろなことがあったときの反省として︑補給支援という

というか︑近代化というのは必要であろう︒それから︑その数年

く身軽になりたい︒しかし︑そのためにはやはり軍のハイテク化

い︒まあ︑多少スピードが落ちたり回り道はするけれども︑既成
事実はだんだんできてくるのですよね︒

■人民解放軍の百万人削減計画について

か︑後方支援というか︑ロジスティック能力︑そういうものが中

そうですよね︒話が変わりますが︑この前︑中国を訪問さ

伊藤

国としては深刻なんだ︒そういうものが百万人の削減というほう

説明していました︒その走りがこの胡耀邦の話だろうと思うので

れたときの話がありましたが︑ちょうど八十五年︑胡耀邦が︑﹁人
ち︑ようど私が行く直前くらいですか︒

すけれども︑背景は同じだと思います︒

につながったのだと思います︒そのことを私が行ったときに縷々

夏目

この削減の話というのはどんなふうに受けとめられました

民解放軍百万人削減﹂という大きなニュースを出しましたね︒

伊藤
夏目

化策には︑そういうハイテク化みたいなことだけではなくて︑階

夏目

るということですよね︒

百万人を削減するということは︑百万人の失業者が生まれ

ると︑やはり中国はソ連とある意味で非常に仲たがいの状況にな

級制度の復活とか︑そういう中身もあるんです︒私が行ったとき

伊藤

って︑例えば︑具体的には中ソ条約延長を拒否したとかそんなよ

か︒

うなことがあって︑ソ連と中国の問というのは非常に疎遠になっ

には全部階級なしですからね︒赤い階級章が一種類付いているだ

伊藤

これはやはり︑将軍︑提督はいい生地を使っています︒

ああ︑洋服の︒

それをほかの経済とか農業とかに振り分けるという︒近代

てきた︒それまでは中国はすべての問題について︑特に軍事力に

けなんです︒将軍から一平卒に至るまで︑みんな無印なんです︒
．どういうふうに見分けるかというと︑生地で見分けるんですよ︒

どういうふケにというか︑当時の状況をいま思い出してみ

ついてはソ連の支援のもとに発展してきたわけですから︑それが
です︒そういうときに中国が何を考えるかというと︑やはり経済

夏目

期待できなくなったというのが大きな背景としてあったと思うの
は相当苦しい状況である︒どうしたらいいかということで︑あの

411

でも︑ちょっと離れるとわからない︵笑︶︒

てことないけれども︑彼らの中では高級な服装なんです︒だけど︑

これは高級官僚だ﹂とか︒立派というか︑まあ︑日本ではどうっ

着ているな︒これな兵隊だな﹂とか︑﹁ウールを着ているのは︑

夏目

思うね︒

るんですよ︒だから︑こんなのは兵隊に数えるほうがおかしいと

ども︑その周辺はそういうものでできて︑漢方薬までつくってい

夏目

伊藤

国営企業の一つみたいな感じですね︒

屯田兵みたいなものですね︑本当に︒兵舎はありまずけれ

屯田兵みたいなものですね︒

した生産工場︑あるいは農場︒

兵隊が着ているのは昔あった人絹みたいなね︒あれを変えるだけ

佐道

陸軍はそうかもしれないけれども︑空軍とか︒

隊としての実力はそんなにたいしたことはなかったのですね︒

いようなものでした︒

2
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佐道

でも大変でしょう︒とにかく一人一着としても四百万着要るので

まあ︑そういうことですね︒いまは知りませんよ︒私が行

わからない︒側で見ればわかるよね︒﹁ペラペラのやつを

すかち︒

ったころばそうでした︒

夏目

しかし︑いまだって軍営工場はたくさんあるので．しょう︒

でも︑減らすときに﹁百万人減らす﹂というのは︒

伊藤

あるかもしれませんね︒

伊藤

夏目

巨大な産業になっている︒

でも︑彼らにすれば︑どこを減らしたかわからないんです

伊藤

いちばんいうことを聞いて︑働かせるには便利だからでし

夏目
伊藤

夏目

夏目

伊藤

海軍も空軍も︑当時はまだお粗末でしたよ︒海軍は沿海海

よ︒

てそうだし︑中ソ層境にしたってそうですが︒だからやはり︑相

ょうね︒だから︑中国四百万の軍隊というけれども︑実質的な軍

境線に兵隊を並べるというのは愚だと︒とにかく全面攻撃なんか

夏目

だけど︑国境線が非常に長いでしょう︒中印国境にしたっ

当人員をはり付けておかないといけないと︒

はないんだ︒ノモンハンであるとか︑張霊峰であるとか︑そうい

軍で︑沿海海軍というよりもむしろ江上艦隊とでもいうのか︑川

そういう愚を避けようということがあったんでしょう︒国

うところで局地にぶつかることはあるだろう︒そういうことはあ

ですよね︒沿岸から本当に何キロくらいしか出ない︒この前もお

軍だって︑私が行ったときには一機も飛ばなかったんですよ︒雑

るかもしれないから︑そういうときにすぐ即応できるような体制

やはり︑一種の戦略の変更ということですね︒

草は生え放題の飛行場で︑ソ連からもらった︑自衛隊でいえば二

話ししたように︑船の色が違うんです︒甲板の色が省試色なんで

戦略の変更はあったと思います︒

十年もたったような戦闘機︒もちろん一部は見世物用の立派なも

を持っていないといかん︒だけど︑国境全部なんていうのはあま

しかし︑百万人というのはでかいよねえ︒

のがあるんですよ︒だけど︑それは全軍にはとても及んでいない︒

すよね︒海の色にしちやうと目立つから︑泥の色にしてある︒空

日本から見ると︑想像できないですね︒

中国というのはとにかく我々の尺度では測り得ない国ですね︒バ

り考えていない︒

伊藤

総人口が違うからしようがないんだけど︒

ラックみたいな︑それこそ屯田兵の物置小屋みたいな格納庫が飛
畑はつくっているは︑薬はつくっているはで︑ちょっと

行場に点々と建っていて︑近代的な空軍の基地とはとても思えな

とにかく︑彼らは軍隊といっても軍隊といえないんですよ︒

屋あり︑

正直いうと︑ 私が行った軍隊なんていうのは︑鳥小屋あり︑豚小

夏孟夏伊夏
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夏目

佐道

夏目

伊藤

国民所得だって︑平均所得は上海と貴州では二十倍くらい

突出した部分と︑大部分の︒

そういうのは一部なのでしょうね︒・

いまは人工衛星を飛ばしているんですよ︒

中島

たり来たりするようになったのです︒

じゃないかという話はして︑そこからだんだん大臣クラスが行っ

したのですけれども︑とにかく段階的に軍事交流を深めていこう

で私は自分の権限では決められないので︑別途検討ということに

争の可能性も検討されていたとお話に出ましたけれども︑ソ連が

当時は新冷戦といわれた時代で︑中国とソ連の局地的な紛

違うでしょう︒日本だったらクーデターが起きますねコ

佐道

日本に対して限定的な武力侵攻をするんじゃないかということを

最近でこそ︑中国の海軍が東南アジアのほうに進出してい

るとか︑軍備の拡張とかいう話が出ていますけれども︑軍事的な

いかとかいった可能性を検討されたことはありましたか︒

検討したり︑米ソ間で限定的ながらも武力衝突が起ぎるのではな

要するに︑日本として︑中国が仮想敵国というか︑日本へ

脅威としての中国というのは先生のころはまだ全然︒

夏目

それは中国とは関係なく？

というか︑戦争計画というか︑有事対処の計画というのはソ連し

夏目

それはそうですよね︵笑︶︒

か頭にないのです︒それをもう何十年も勉強しているのだから︒

侵略してくるかもしれないという脅威としては全然考えていなか

佐道

当然そんな能力はないから︑ソ連だけが唯一の対日侵攻能

でも︑これは日ソだけの問題ではなくなるわけですね︒

ええ︑中国とは関係なくです︒

夏目

伊藤

もちろん日ソだけの問題ではないから︑そういう可能性が

中島

力を持っている国だという認識でした︒中国はソ連と疎遠になっ

夏目

った︒そんな能力はないから︒そのかわり︑．攻めて行ったら泥沼

ているときにいまみたいなことをやろうとしたものだから︑アメ

低くなったり︑高くなったりすることはあっても︑とにかく国際

それはもう︑当然検討していました︒日本のウォープラン

リカとか日本に対しては仲良くして︑軍事技術ももらい︑資金援

情勢というのはいつ変わるかわからない︒政策者の意図というの

夏目

助もとり︑そういうことをして自分たちの発展をはかろうとした︑

も変わるかもしれない︒そうなれば来るかもしれない︒そういう．

にはまるなという︒

ちょうどそういう時期だったのです︒ある意味でいちばん日中関

りようがない︒そういう能力を持っている国はソ連だけだという

中で不変なものは何かといったら能力︒侵略能力というのは変わ

当時は中国も︑﹁日米安保を理解する﹂というようなこと

係のいい時期に私は呼ばれたということかもしれませんね︒

中島

があろうと︑たいしたことないよ︒来る力はないよ﹂ということ

認識を我々は持ったから︑﹁ほかのところは︑意図があろうと何
そういう時期になったのですよね︒

を︒

夏目

です︒例えば︑︑中国の四百万なんかいったら大変だけれども︑そ

れを持ってくるのに日本海を歩いてくるわけにはいかないのだか

﹁軍備拡張を容認する﹂というようなことをいったのでしょ

う︒

ら︑海上輸送力というか渡洋能力というかそういうものがなけれ

伊藤

中島︑そうですね︑日本の．防衛力整備について一定の理解を示し

ちょろ来るくらいのことでおわるだろうゆそこへいくとソ連は何

爆撃するような能力はない︒せいぜい北九州とかその辺にちょろ

ば来るはずがない︒航空攻撃だって︑そんなものは日本の本土を
一時は︑日本の練習艦隊の話も︑中国もこちらへ来る︑こ

たということだと思います︒

夏目

ちらも向こうへ行くということまで持ち出したけれども︑そこま

3
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何でもできるかわUに︑それをやったら最後︑世界大戦だ

でもできる︒

伊藤
と︒

とはありえないわけですからね︒あるいは︑日本とアメリカの問

が円満にいっている間は問題はないわけです︒だから︑いちばん

緊張したのはやはりあのころではないかと思うのです︒というの

は︑それからもうソ連は下り坂ですから︒

だからアメリカとしっかり手を握っていくし︑アメリカも

夏目

佐道 軍事的な脅威としてのソ連という問題のほかに︑朝鮮半島
．の情勢については︑八○年の先生が次官のときはどういう位置づ

それはまた別なんです︒それは世界大戦とかいうような話

けですか︒

そういう事態を抑止するために︑既成事実をつくらせないために
は︑そういう体制をちゃんとする必要があると考えていた︒それ
が日本の唯一の救いだったのですね︒

夏目

に発展するのではなくて︑北朝鮮が暴発して韓国に入ってくると

いうようなことはあり得るかもしれない︒あるいは︑ほかの形で

■八O年代の国際関係認識

そういういざこざを起こす可能性はある︒そのためには︑米軍は

例えば︑七〇年代のデタントといわれた時代と比べて︑こ

るかというのが例のガイドラインとかそういう話になっているわ

即応して韓国へ支援に出て行く︒そのときに日本が何をしてくれ

中島

まだこれは冷戦状態でしょう︒だから高まってはいない︑

の時代のほうが緊張の度合いというのは高まっていたのでしょう
か︒

夏目

あとは台湾ですね︒

たことはない︒

むしろ低くなってきたでしょうね︒例えばSTARTIとかSけ
Aで︑日本が直接北朝鮮に対してどうのこうのということは考え
LTとかいろいろなものが次々に協議されてきててきているから︒

伊藤

かのことでゴタゴタしたりすることはあるかもしれないけれど

その四︑五年後にはゴルバチョフが出てきて︑とにかくデタントと

も︑それは日本よりもむしろアメリカが即応するだろうという認

台湾も︑正直いって︑これも中国との間に金門・馬祖か何

識でした︒

夏目

中島

そうですね︒日本は対応できないわけですからね︒

いうか︑そういう方向に向いていたことは大きな変化ですね︒

ばん緊張が高丘っていたなというふうにご記憶に残っている時代

伊藤

できませんねえ︒だけど︑北朝鮮も︑中国も日本への直接

先生がこれまで防衛庁にいらっしゃった時代の中で︑いち

はありますか︒

夏目

的な脅威としてはあまり考えていない︒ただ︑ソ連を脅威とする
どきに︑中国も︑北朝鮮も相手方に立つ国であるという立場には

はフルシチョフくらいまでじゃないですか︒
一九五〇年代から六〇年代ですか︒﹂

夏目私のときにはなかったですね︒やはり︑いちばんあったの
中島

例えばキューバの問題とか︑ああいうことがあった時期が

置いてある︒韓国と台湾はこちら側につくだろうという前提は絶

夏目

佐道

えず頭の中に入れて︑計画をつくっていました︒
それは日ソ問の関係ではないですよね︒

本はそれに対して何ができるかということですけれども︑前も出

いちばん高いのではないかと思います︒それからソ連のアフガン
伊藤

もちろん︑だけど︑ソ連が何かやるときには米ソ間に何ら

侵攻ですね︒

夏目

てきましたけれども︑ガイドラインは結局︑日本に対する攻撃の

例えば朝鮮半島で何かあったときに米軍が対処すると︒日

かの隙間がある時であって︑米ソがうまくいっていればそんなご
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目的であって︑朝鮮でゴタゴタしてアメリカが対応したときに何

ゃないかと︒自衛隊というのは日本の国の独立と安全を守るのが

としない計画をつくるどいうのは︑当時の状況としておかしいじ

をつくる以上︑日本に対してどこからか攻撃があったことを前提

日本に対する攻撃になっている︒日本がアメリカと協同作戦計画

たけど︑四条事態とか︑六条事態とかといって︑．その四条事態が

夏目

だれにですか︒

いう話が出たんです︒

さんが︑﹁悪いけど︑おまえ︑経理局長になってくれないか﹂と

私と原さんで病院に佐々を見舞いに行ったんです︒そのときに原

佐々君が入院したんですね︒入院しているときに人事の話が出て︑

原︵徹︶という人が次官のときだから︑まあ︑どちらかですね︒

た佐々君の話になる︒私が人事局長か官房長か忘れたけれども︑

が︑渡辺を代えて︑その次に矢崎︵新二︶君かな︒そのときにま

うのは私もあんまり枢機に参画していないからよくわからない

と︑渡辺さんが経理局長になって︑そのときにだれが来たかとい

をするかが第一義的にあるというやり方はちょっとおかしいだろ

伊藤

佐々君に︒そうしたら︑﹁いやだ﹂というわけ︒まあ︑そ

事態でできたのですね︒

うというので四条事態を第一．義としたけれども︑実際のプロバビ

夏目

二つあるんですね︑両方あったんです︒なんだかもう忘れ

リティーから見ればそんなものはありえないから︑アメリカは︑

な話ではあったんですが︒﹁いやあ︑勘弁してくれ﹂と︑﹁いやだ﹂

れは病気の見舞いの時の話ですからね︒正式の話ではない雑談的

所懸命やってくれ﹂と︒彼らのほうが現実的なんです︒日本は建

というよりも︑﹁勘弁してくれ﹂みたいな話であって︑﹁そんなこ

﹁それはそれとして︑六条事態すなわち朝鮮半島有事のほうを一
前で議論したから︑ちょっとそこは食い違った︒

とをいうと︑．また大蔵省から人を呼ばなきゃならんようになるか

いうと︑後でわかったのだけれども︑やはり彼も防衛庁に骨を埋

ら﹂という話をして︒だけどまあ︑彼はいやだと︒どうしてかと

めるつもりでいたし︑どちらかといったら︑予算とかそういう数

■防衛庁出身の経理局長
伊藤．そこでちょっと話を変えますが︑昭和六十年に経理局長に

ると︑一時期︑渡辺︵伊助︶さんなんかが就任していることがあ

伊藤

夏目

そうですね︒防衛庁の出身ですよね︒之の前のお話からす

もう私がやめるときだな︒

崎君を発令したんです﹄矢崎という人が大蔵省から来て︒

な人だから︑﹁弱ったな﹂といって帰ってきて︑しばらくして矢

い﹂という気持ちがあったんでしょうか︒原さんもああいう温厚

字よりも高適な哲学のほうがいいから︑﹁俺は防衛局長になりた

池田︵久克︶さんがなるということがございましたね︒

りまずけれども︑だいたい大蔵省の指定席じゃないですか︒

こういうときは大蔵省にこちらから頼むわけですね︒

伊藤

ま︑指定席というか⁝⁝︑そうですよね︒そういうケース
ほとんどそうといっていいのではないですか︒

て経理局長になったのですが︑二人になつちゃつた︒今度は矢崎

そういう意味では経理局長が大蔵省にいちばん向いているといっ

のはなんとなくあった︒一人はしょうがない︑それは経理局長と︒

1次官とか局長−を占められると︑それはちょっと困るという

夏目
伊藤

渡辺伊助以外はいないかね︒いないかもしれないな︒

夏目 もちろん頼むわけです︒そうすると︑大蔵省が二人になつ
．ちゃったんです︒まだ原さんがいたんですね︒二人も来て幹部1﹁

夏目

そこで池田さんがなったというのは︑これはやはり何かあ

が多かった︒

伊藤

いや︑それはないと思います︒ちょっと話が少し前に戻る

ったのですか︒

夏目

5
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が上へ上がって︑宍倉︵宗夫︶が来たのですね︒矢崎が上へ上が
って︑宍倉が官房長になって︑それで池田を経理局長にするので
宍倉さんが︑経理局長から西廣︵整輝︶さんの後の官房長

しょう︑たしか︒

佐道

だいたい課長に一人︑局長クラスで一人というのがそれまでの慣︑

そうすると︑大蔵省が人事をやる場合には︑だいたいそう

例でしたから︒

伊藤

いうことでやっているわけですね︒

れと︑そういうことをちゃんと計算して︒課長クラスと局長クラ

はこれ︑返ってくるやつはここへはめる︒経理局長で出すのはだ

大蔵省の人事をやるときには︑防衛庁の会計課長に出すの

夏目

スと一人ずつはいつもいました︒だから︑特別とんでもないこと

夏目

蔵省といったら︑三人になつちゃうわけです︒いくらなんでも三

ではなかったと思いますよ︒

ですね︒

人ねえ︒次官︑防衛局長︑経理局長が大蔵省だったら︑防衛庁が

伊藤

そうでしょう︒もう二人いるわけです︒また経理局長に大

大蔵省の出先だ︒それはちょっといかん︒うちにも能力があるの

優秀な︑ちょっと癖はあるのだけれども︑能力の高い︑できる人

官をおやめになるということは︑つまり︑もう役人生活はおわり

長の問題があったときに先生が事務次官をおやめになる︒事務次

ったのですが︑いまのお話でよくわかりました︒ちょうど経理局

そうですが︑よくわかりました︒いや︑﹁なんで？﹂と思

がいるじゃないかというので︑池田にしたと思います︒同時に︑

なんですよ︒まあ︑ちょっと癖があって︑威張ったり︑発言がち

ということになるわけですね︒

池田君というのは中曽根さんの秘書官をやっていまして︑非常に

ょっとエキセントリックなところはあるのだけれども︑とにかく

夏目

伊藤

後任は︑前にもお話がありましたように︑やはりご自身の

■事務次官後任の選定

ええ︒

仕事はよくできる人です︒当時︑たしか仙台の防衛施設局長か何
かだったかな︒中曽根さんの秘書をやって︑仙台へ行くときに中
曽根さんにいわれたことがあるんです︒﹁池田君というのは能力
があるのに︑なんで仙台なんかに出すんだ﹂と︒﹁いや︑それは

ご意見がかなりあるわけでしょう︒

夏目

一時修行としてみんな地方へ出るんですよ﹂と︑自分は出ないで
そういうことをいって︵笑︶︒﹁必ずまた帰ってきて︑復活の機会

ですからそういうことはあったでしょうね︒このときの後任でだ

まあ︑後任人事は前の次官の意見を聞いてというのが常識

がありますから﹂といったら︑﹁そうか﹂と︑そんなやりとりが

れが候補かといったら︑矢崎君と佐々君でした︒たしか矢崎君の

ね︒年次的に見て︑矢崎君というのが順当で︒佐々君にすれば︑

ほうが年次的に一年上で︑佐々君のほうが一年下だと思うんです

あったのですけれども︒まあ︑たまたまみんなの見る目がそうい
うことで︑背景に︑大蔵省が三人になるということと︑池田とい
︑うのはそういうこともできる男だと池田を経理局長にしたので︑

夏目

伊藤

いってくるはずがないです︒絶対いわないですね︒もちろ

こういうときは︑大蔵省からは何もいってこないのですか︒

チとか︵笑︶︒佐々君のほうが颯爽として︑いうことは華やかで

ィーな人で︑この前もお話ししたでしょう︑ブリパンとかコマネ

ったのでしょうし︑もう一つは︑矢崎君というのは非常にステデ

矢崎君はやめなきゃいかんですから︒ま︑それがひとつ背景にあ

ん︑事前にこうするよということはいいまずけれども︑それ以上︑

あれだけど︑地道なのは矢崎のほうでしょうね︒どちらを選ぶか

別に他意はないのです︒

﹁またとれしなんていったら横暴ですから︑それはいいません︒
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伊藤

対照的でした︒能力的には両者とも立派な能力のある人で

対照的なのですね︒

俺も気をつけるけれども︑黙ってそちぢに電話するのまでは俺は

直接来られても困るんだけどねえ﹂︑﹁それは申し訳ない︒いや︑

田君から私に電話がくるんです︵笑︶︒﹁いちいち総理のところに

夏目

わからないから﹂︑﹁何か体よく断るから︑うまくしておいてくだ

というのはその人の好みでしょうけれども︒

すけれども︒多少︑そういうことをいったと思います︒どちらが

そういわなぐても︵笑︶︒

ほうがずっと生き生きしているでしょう︒

派の人から見ると墾壁を買ったりしたのでしょうね︒現在の彼の

中ではちょっとやることなすことがはみ出るから︑そういう体制

かりませんけれども︒佐々君は異能の士なのだけれども︑組織の

さいよ﹂なんていうような電話が来るんですよ︒そんなことをす

伊藤

そう思いますね︒もともと︑加藤大臣はどうも佐々君とは

そうですね︑おやめになって︒

いいとはいわないにしても︑﹁こういう人ですよ﹂ということは

夏目

佐道

いまは売れっ子だものね︒

るでしょう︒そんなのは私だったらそれで黙っているのだけれど

ソリが合わなかったんでしょうね︒二人が香港在勤当時に何かゴ

伊藤

言いたい放題いえるし︑書けるし︒

いったかもしれない︒それを加藤紘一大臣が判断したのでしょう︒

タゴタあったらしいんです︒加藤大臣が香港の佐々君の部下か何

佐道

喧嘩は上手だしね︒議論して︑相手と喧嘩するのがうまい

も︑大臣のところへも来ていると思うんです︒加藤大臣も︑﹁面

かだっ︑たんだね︒

夏目

加藤大臣は︑そういえばどちらを選ぶかということは大体わかっ

夏目佐々が総領事か領事か︒

佐道
領事で行っておられましたね︒

んですよ︒怒らせて︑いいたいことを⁝⁝︒だいたい怒ると興奮

白くない﹂という気持ちになったのかもしれませんね︒それはわ

佐道

上司で︑加藤大臣︑直接か間接かは知らないが部下だった

ていましたがね︒

夏目

していえなくなるじゃないですか︒あの人はそれが得意だからね︒

話をするんです︒﹁いまから総理に会いたい﹂といって︒総理の

当にあれは動きが派手だからね︒施設庁長官のときに︑官邸に電

うところをもうちょっと上手にやればよかったのだけれども︑本

夏目

伊藤

伊藤

まあ︑考え方からしても︑タカ派とハト派だからな︒

では知りませんけれども︒

夏目

それと︑さっきみたいな経緯があったし︒佐々君はそうい

そのときにあんまりよくなかったのでしょうかね︒そこま

それはいやな関係だろうなあ︵笑︶︒

には︑もう一月か二月でできるというときにボーンと人を代えて︑

う︒防衛庁の人事もおかしなときにやるんだね︒五六中業のとき

夏目

はやってくれというようなことはありましたか︒

伊藤

夏目

伊藤

先生の場合は非常に重要な引継ぎ事項というか︑これだけ

もちろんやりますよ︒

次官から︑新しい次官への引継ぎはやるわけでしょう︒

ありました︒

とにかくそういう能力はあると思う︒当時からそういうところは

あ︑そうですが︑へえ一︒

らしい︒

秘書官の警察の後輩がいるでしょう︒依田︵智治︶という︑あと

私が引き継ぐ︒今度は政府の中期計画になったのですが︑そのと

きはまた︑たしかこれも一月か二月後にできるわけです︒だから︑

中期計画というのは途申で︑あと一︑二ヵ月でできるとい

で次官になるんですが︒この人は私もよく知ってる人でしたが︑
﹁佐々君がこういつてきたけれども︑どうする？﹂といって︑依
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夏目

したくなかったですね︒

だけど︑したくないといっても︑退職なさったあとはいっ

伊藤

も行けるしね︒ いっかもいったかもしれないけれども︑朝十時ご

奥様とちょっと遠いところへ︒

8
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それはやってくれよと︒それから︑中曽根流の一％突破のひとつ

何も考えていなかったですね︒とにかくやめるのがうれし

たいどうなさるおつもりだったのですか︒

夏目

のきっかけにもなりかねない計画だから︑それを︒だいたい出来
問題があるときに引継ぎだったら︑これは大変ですよね︒

上がっていましたから問題はないのですけれども︒
伊藤
くて︒

そんなことってあるんですか︒

まあ︑そういうことも考えた上での判断でしょう︒だいた
伊藤

夏目
い骨格ができて︑もういいやというので代えたのでしょうね︒私

違いますかねえ︒私はそれはあたりまえだと思った︒あん

なところで三十何年も苦労を続けたら︑早くやめたいと思うんじ

夏目

でも︑代わるということはちょっと戸惑いますよね︒

ゃないですか︒

のときもそうだったし︑その次もそう︒

伊藤
次の次官の人事についても何らかのコメン．トを出されると

いや︑やめたら何かをやろうという︑そういうあれはない

佐道

伊藤

のですか︒

いうことですけれども︑先生がおやめになるときに防衛局長が西
廣︵整輝︶さんに代わっていますけれども︑防衛局長などについ

夏目

で一大論文を書こうとか︑そういう殊勝な気持ちになったことも

それはねえ︑生まれつき怠け者だからないです︒防衛問題

てはやはりご意見をいわれたりするのですか︒

ない︒

いやいや︑遊ぼうとか︒

私はそういうことについての記憶はありません︒しかし︑

伊藤

遊ぼうというのはあった︒だから遊びたい一心で何もした

夏目

夏目

︑なかったのかな︒

人事自体はやはり関与するのですか︒

ぐに行ったのはランボーの映画ですよ︒

くなかった︒昼間からどこへでも︑映画も行けるぞと︒やめてす

西廣は私よりも防衛庁の中のことをよく知っているから当然じゃ
伊藤

局長の人事は相談はします︒次官同士で話し合いをする︒

映画は前からお好きですか︒

乱暴ものが軍隊を敵に回して︑一人で暴れまくる︒

﹃ランボー2﹄ですかね︒

シルベスタ・スタローンの︒

夏目

次官同士でやるのですか︒

中島

それから︑大臣に意見を聞かれたときにはいう︒それはしまずけ
伊藤

もちろん︒だって︑私はもうやめるからどうでもいいのだ

れどもね︒

夏目

けれども︑次の次官は自分のスタッフですから︑﹁それは困る﹂

うに床屋へ行き︑ 朝日がさしている中で頭を刈っていると気持ち

映画は好きだし︑遊ぶのはみんな好きなんですよ︒寄席へ

頭がいっぱいになっているから︑あんまり文句はいわないですよ︒

いいんですよね︒ ﹁みんな︑仕事をしているんだろうな﹂と思い

佐道

そういうことは考えました︒﹁これからは行きたいところ

ながら︒

伊藤

夏目

前にお話を伺ったときに︑退職後は何もしたくないという
ようなことをおっしゃいましたよね︒

■防衛庁顧問に就任

うよ﹂ということはいいます︒まあでも︑だいたい自分のことで

というのも中にはあるでしょうから︑﹁こうしたほうがいいと思

補訂夏三
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いう気が沸々と︵笑︶︒

ら一年半くらいたったら︑＝生このままおわっちゃうのか﹂と

へ行けるぞ﹂とかね︒それも一年半くらいまででした︒やめてか

で遊んでいるつもりだ︒そろそろ考えなければいけないと思うが︑

いく話ではないんです︒栗原︵祐幸︶という大臣も︑﹁君いつま

るんだ﹂ともね︒だけど︑そんな話は冷静に考えればそう簡単に

やはり役人みたいなほうがいいのか︑民間企業へ行ったほヶがい

だけど︑そうやって毎日うちにいたら︑まあ︑出かけて歩

伊藤

いのか︑どうなんだ﹂と︒﹁それは民間へ行ってのんびりできる
んです︒

いているのでしょうけれども︑奥さんとしては醤冷しくなるんじ

防衛庁顧問どいうのはただ肩書きなのですか︒

のがいい﹂とかいって︵笑︶︒事実︑そういう話も一︑二あった

夏目

伊藤

そんなことをいっているうちに︑なかなかどこへも勤め﹁よ

ゃないかなと︒

思った理由の一つですね︒﹁この男︑いつまでうちにいるんだろ

夏目

うん︑欝陶しい︒だから︑それもこのままではいかがかと

う︒これであと二十年も生きられたらたまらない﹂という気持ち

とした考えだったのですけれども︑﹁幕僚長なんかをやってやめ

うとしないものだから︑防衛庁が気にしたのでしょうね︒﹁防衛

アハハハハ︵笑︶︒これで︑先生は防衛庁の顧問になると︒

た人が防衛産業の顧問なんかに行くのはいかがなものか︒昔は軍

が向こうにもあるのでしょうね︒自分ひとりだと昼飯なんかはど

伊藤

それは︑どこへも行かないものだから︒そんなことをして

事参議官という制度があったじゃないか︒ああいう制度みたいに

庁顧問になっていただけませんか﹂と︒その顧問というのは何か

夏目

きちんと制度化をして︑変なところへ勤めなくても生活の道は立

こかで食べてもいいし︑自分の好きなものを適当にやっていれば

いるつちに私も︑一生これで⁝⁝︑一生って︑寿命が長くなった

つようにして︑いろいろご意見を聞くような︑そういう制度がで

というと︑それは私がつくったんですよ︒私がつくったという言

のに︵笑︶︒金がないですもの︒退職金で土地とうちを買ったで
しょう︒そうしたら︑もうないんですよ︒多少はあるから一年や

きないだろうか﹂といヶことをいって勉強したのだけれども︑な

いいけれども︑変なやつが家にいると一応格好つけて食事の支度

二年食いつなぐことはできても︑これを二十年もやられたらと︑

かなかそんなものが簡単にできるわけがない︒しょうがなくお茶

い方はあれだけれども︑私が総務課長のときにそういう制度を決

家内が思ったかも知れませんね︒そんなことがあって︑﹁ちょっ

．を．濁したのが︑防衛庁の訓令の中で防衛庁顧問をつくった︒だか

はしなきゃいかんし︑大変だと︑そういうふうに思ったのでしょ

とこれはいかんかな︑こんなことをしてはいられないかな﹂とい

ら法令に基づく顧問ではないのです︒たしか外務省かどこかの顧

めたんです︒それは歴史は古いのですが︑中曽根さんが長官のと

う気持ちにはなった︒どうしてそんなことをしたかというと︑実

問は法律か政令に書いてあるのですね︒

うね︒やはり家庭が多少ギスギスしてきて︵笑︶︑夫婦仲が不和

はやめてからの仕事についていろいろいってくれた人がいたんで

伊藤そうか︒

きか山中長官かちょっと忘れましたけれども︑それは制服を対象

すよ︒多少そういうことが頭の中にあったもんだから︑あんまり

夏目

になるんですよね︒

変なところへ勤めて後々の勤務のの邪魔になってはいけないかな

るはずです︒そうした法律政令による顧問もなかなかできないん

ですよ︒しょうがないから︑防衛庁限りの訓令でもって顧問制度

外務省なんかはそうだと思う︒二︑三︑そういう役所があ
という気持ちがあったけれども︑しかし︑そんなことは人にはい
えませんね︒﹁実はこんな話があるので︑ちょっと様子を見てい

9
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をつくった︒それはどうしてかというと︑例えば︑久保さんとい

めなければならない︒

でしょう︒あるいは私が防衛大学校へ行くように︑そうなるとや

ょう︑そうすると名刺に肩書きがなくなりますね︒

伊藤

うん︑なくなる︒

楽になったというお話ですが︑僕が思うには︑やめるでし

いう人たちは顧問か何かにして意見を聞くようなことができれば
夏目

これはちょっと︒

う人とか︑防衛産業に馴染まない人も中にはいるでしょう︒そう
いいなということで安直につくったのが顧︑逆なんです︒だから︑
伊藤

は思わないから︒いっかも話したかもしれないけれども︑3Kが

財政的な裏づけも何もないんです︒予算もないんです︒給与もも
手当てもない︒

不便だと思えば不便だけれども︑私はだれか人に会おうと

伊藤

ただ︑呼ばれていくと︑日当・交通費くらいはくれるんで

夏目

夏目

なくなるって︑こんなに気楽なことはないんですよ︒﹁汚い・臭

ちろんないんです︒名称だけなんです︒

す︒だけど︑そんなもの面倒くさくて行かない︒日当といっても

国会︵笑︶︒

い・きつい﹂じゃなくて︑官邸と︑記者クラブと︑もう一つは何
武田

何か忘れたけれども︑とにかく大臣に呼ばれることもない

たいしたことないしね︒私は︑一︑二回行ったかな︒でも︑部屋
顧問室というような︒

夏目

だったかな︒国会か？

佐道

どこかと兼務だけれども秘書さんもちやんといて︑行くと

をつくってくれてね︒

夏目

いえるし︒そりゃあ︑こんないいことはない︒名刺をつくるなん

でしょう︒記者クラブも︑やめたときに﹁昔の話を聞かせろ﹂と

ほかにも顧問がいたのですか︒

ていう気にはさらさらならなかったですね︒でも︑防衛庁顧問に

すぐに部屋で人と会ったりするのはできるし︑お茶も飲めるし︒
伊藤

いや︑私が初めてで︑一人だけでした︒私がやめてからも

いうので来るけれども︑まあ︑気は楽ですよね︒言いたいことは

夏目

なったら︑防衛庁は勝手に﹁防衛庁顧問﹂という名刺を作ってく

そういう部屋もできた︒

ずっとしばらく空白が続いたんですよ︒防大に行くまでだから︑

れました︒使わないよね︑恥ずかしくて︒だから︑顧問というの

はそんなことで︑べつに他意はなかったんですよ︒学識︑経験な

半年くらいいたのですかね︒

んとかでというのではない︒

それ以前に顧問というのは︑制度をつくったけれども︑い

伊藤

伊藤

仕事を持っていたら︑肩書きがないと具合が悪いわけですね︒

やはり日本の社会は肩書き社会ですからね︒世の中に何か

夏目

仕事をする以上はね︒だけど︑仕事をする気がないから︒

なかった︒

という次官がやめたときに顧問になった︒いまは五人くらいいる︒

夏目

いなかった︒いなくて︑私がやめてからもいなくて︑西廣

いまは︑統幕議長をやった人とか次官をやった人が二代くらい続

でもまあ︑それも一年しばらくたつと︒

そうしたら防衛大学校の口が⁝⁝︑口が来たという言い方

は失礼だけれども︑来たんですよ︒まさに青天の脚注です︒

夏目

■防衛大学校校長に就任

伊藤
顧問になる要件みたいなものは︒

けているから︑五人くらいいるんじゃないですか︒
佐道

夏目 ない︒﹁なってくれ﹂といえばいい︒ただ︑役人になつち
．やうとだめですよ︒どこかの会社の顧問なんかをやっている人は
いいけれども︑例えば︑内閣官房副長官になったような人がいる
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佐道

それで五族ですか︒

連中をまとめるというのは大変ですよ︒学生はいいですよ︒

こういうのは干天の慈雨というのではないのですか︒

校長はべつに先生ではないでしょう︒

伊藤学生はどんどん流れていくものですかちね︒

伊藤

伊藤
学者でもないのにと思いました︒

夏目

そういう言葉が昔はあったんです︒いまはないと思います

夏目

校長はべつに学者じゃなくたっていいじゃないですか︒

痛いわ︒

夏目

伊藤

防大の校長ももちろんですが︑大学の学長は三つの側面を

アハハハ︵笑︶︑いいたいようにいってください︒

それは︑ほかのことならいいですよ︒先生になろうとは思

夏目

佐道

それは︑管理している立場になったら頭痛いですね︒

夏目

持っていると思うんです︒一つは管理者としての側面︑学者であ

伊藤

教官というのはみんな一匹狼でしょう︒役所にいたときに

けれども︑私が行く直前くらいまであったんじゃないかな︒その

ること︑・それから教育者だということ︒べつに三つを持っていな

夏目

わなかったですなあ︒

きゃいけないということはないけれども︑そのどれかを備えてい

は︑﹁こうやれ﹂といえば︑いやでも︑﹁はい﹂といっていうこと

伊藤

学者にも当てはまりませんし︒教育者でもない⁝⁝︒学校

そうだと思いますね︒

いうようなものだから︑大変でしたよ︒﹁まず試してやれ﹂とか

りも学識経験・経論豊富な人でしょう︒﹁役人くずれが来た﹂と

を聞きます︒あそこは全然そんなんじゃないからね︒みんな私よ

先生というのは︑先生を前にしていいにくいけど︑⁝⁝頭

ることが大事ですね℃

夏目

いってね︒その前にまず︑新聞に﹁時の人﹂とか何とかいって出

るじゃないですか︒新聞記者も勝手なことを書くね︒︑俺は経験が

の先生の経験があるとかそういう人はいいと思うのだけれども︑
それはないでしょう︒管理者として︑まず第一に︒

私は全部が当てはまらないんです︒

伊藤

アハハハハ︵笑︶︒

ないから︑﹁俺は遊び人だ﹂とか︑﹁やくざで酒を飲むしか能がな
武田

それは確かにしゃべった本人も悪いけど︑もうちょっ一とモ︑

あそこは大変なところだったんですよ︒とにかく自衛官が

夏目

夏目

そんなにいるのですか︒

デファイして書いてくれればいいのに︑．なんかそれが俺の全人格み

い﹂とかいうと︑そのまんま新聞に出ている︒

伊藤

学生が二千人︑トータル三千人でしょう︒それで︑職員が

いるでしょう︑教官がいるでしょう︒事務官というの︑とにかく

夏目

たいに︑﹁夏目バーを経営した﹂とか︑﹁愛唱歌は︑カラオケへ行っ

職員が千人ですよね︒

千人というのは︑いまは違いますが︑当時は五族協和といわれた

てもりリーマルレーンしか歌わない﹂︑とか︑﹁もっと酔っ払うと

いまもそういうのがあるの？

すよ︒地方紙まで︑出るんです︒五︑六分話しただけでもってバ

夏目

佐道

そういうのが毎日︒あのころは︑防大校長は時の人なんで

アッバッハッ︑まるで見てきたように︵笑︶︒

﹃巨人の星﹄しか歌わない﹂とか︑そういうことをいうんですよ︒

いまでもそうですよ︵笑︶︒

防衛研究所もそうですよ︑建前は五族協和です︒

・︵笑︶︒

中島

どういう五族なのでしょうかね．︵笑︶︒

ーツと書くでしょう︒だから︑卒業生の一部にこれはと思った人

間がいたのでしょう︒防大卒業生は団結が固いんですが㍉特に一
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研究所は知らないけれども︑陸海空の自衛官がいるんです

目田島目

よ︒事務官がいるのですね︒それから教官です︒

夏武中夏

ているうちに︑﹁わかりました﹂とかいって帰っちゃつた︒まあ︑

防大を対処しようとするのか承りたい﹂と︒酒を飲んでしゃべっ

の五人くらいが私のうちに来たんです︒﹁いかなる経綿をもって

期生というのは団結が固いんですよ︒そのうちのいまでも名うて

最初は学生もそういう目で見ますよ︒名高い財界の権威が来れば

ないことにした．︑︐﹁あ︑そう﹂といって聞いているだけにする︒

夏目

ありますね︒

伊藤

ああ︑そうですね︒まあ︑どこでも多かれ少なかれそれは

それはちよろいんですけど︵笑︶︒学校へ赴任したわけです︒そ

ものですけれどもね︒やはり︑彼らは彼らとして︑自分たちのよ

ですよ︒大変だなと思った︒まあ︑半年かそこらでなんとかなる

寿司を食いながら︑いろいろ質問をしたいと︒要するに人物評価

教室へ呼んでくれるんですよ︒呼んで︑まるで干からびたような

うるさいことをいうのだろう︒人物評価をしてやろう﹂といって︑

役人で︑どうせ教育のことなんかは素人で︑わけのわからんこと

は単なる事務屋だという目で見るでしょう︒だから︑なかなか力

は事務屋のトップ︒でも総務部長といっても︑教官や制服のほう

わったような人がいる︒それから総務部長というのがいて︑これ

制服の副校長にあたる人は幹事という︒これは陸将の師団長をお

夏目

伊藤

副校長という教授の最先任の人がいるんですよ︒それから︑

校長をサポートするのはだれなんですか︒

すか︒そういう意味ではちょっと居心地が悪かった︒

一人のいうことを聞いて︑どうだ︑こうだとは絶対にいわ

うしたら今度は︑おたくもそうかもしれないけれども︑教授をト

．ある程度仕方がないと思うでしょうけれども︑﹁ああ︑なんだ︑
評判の悪い防衛庁の内局のトップか﹂という目で見るじゃないで

うな立場の人が来るなら仕方がないという気持ちがあるのでしょ

を発揮するのが難しいですね︒総務部長というのはどういう人が

ップにして何とか教室というのがあるんです︒﹁今度来たやつは

うね︒学者の人が来るとか︑教育の経験者が来るとか︒だけど︑

なるのかというと︑言い方は悪いけれども︑以前はあんまり防衛

局は予算だとか何だとかはみんなその総務部長がやるでしょう︒

﹁役人がなんで来るんだ﹂と︑いう気持ちがあったのだと思います︒

だから︑いい人をよこしてくれなきゃだめだよと︒栗原さんとい

庁でも出来のいい事務官が来ていなかったようです︒だから︑

それで︑嫌みなことをいうやつが何人かいるんです︒﹁あなた方

う人はそういうところもちやんと考えて人を配置してくれまし

まあ︑それはいまいったように半年かそこらで修復しました︒こ

としゃべっていると︑俺は昔の国会を思い出す︒しかし︑国会議

た︒制服も︑それまでは防大で送別会をやって退官していく人が

﹁いいのをよこさないとだめだ﹂といってね︒だって事務屋のト

員のほうがよっぽど思想的にしっかりしたバックボーンをもって

ちらも多少脅かすからね︒教授会なんか︑最初はすごかったです

質問した︒いまの先生方のを聞いていると︑嫌みだけじゃないか︒

何人かいたんです︒私が行ったときにまず最初に呼んだのは︑志

ップなんですから︒私がいちいちやることはできませんから︑結

いじめでしかないじゃないか﹂と嫌みをいってやったら︑﹁こん

摩篤という一期生の中でもトップの幕僚長になるかという人を

よ︒﹁校長の所見を承りたい﹂なんていってね︑いじめですよ︒

なやつがいるのかい﹂というような顔をして︑それからだんだん

﹁それがいい﹂といって来てもらいました︒彼は﹁なんで俺が防
じゃあ前の経験は無駄ではなかった︵笑︶︒

かの師団長をおわって︑﹁まあ︑しょうがない︒発令だから﹂と

おとなしくなったんです︒

伊藤

でも︑

大へ行くんだ﹂といいながら︑厭々来ました︒たしか青森かどこ
夏目

いって来たんです︒まず自分の部屋︵幹事室︶へ入ろうとすると︑

気分は悪いですね︒それから︑先生同士が結構仲が
悪い︒教室同士とかね︒
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でいい影響を与えると思ったから︒以後︑トップクラスが絶えず

僚長にもなるという人が来てくれれば︑学生にもいろいろな意味

らして退官していくような人よりは︑まだこれから出世する︑幕

やはり学生にいい影響を与えるじゃないですか︒営門でさような

はり自分の母校だから路でも︑そういういい人が来てくれると︑

なものですから︒でも︑一所懸命やってくれましたよ︒それはや

に貧弱でね︒それは︑地方の師団長の部屋どいうのはすごく立派

だと思ったら︑﹁これがあなたの部屋です﹂といわれた︒あまり

敷居のところでとまったきりショックで入れないんです︒控え室

に学会は︒物理学会なんか︑最後まで学会に加入を認めなかった

夏目

と︒

伊藤

夏目

そうでしょうね︒選択の幅をそれだけ狭くするから︒

から出られないと︒だから︑あんまり防大に行きたくないという︒

伊藤

能力のある人を採るのがなかなか難しいんじゃないかな

ンと減ってきていまずけれども．．

かなか厄介でした︒いまはもう︑防大出身の先生というのはグー

そういう先生と一般の大学を出てきた先生との事解もあるし︑な

ようになったらだめなんですね︒学生というのは敏感だから︑そ

﹁やめて︑早く盆栽をいじりたい﹂とか︑そういうことを考える

すよ︒私の次官の最後みたいなもので︑﹁早くやめたい﹂とか︑

夏目

伊藤

うん︑終点ではない︒人間というのは終点になるとだめで

そこが終点でばないという意味ですか︒

の大学院へ行くのはいない︒京都とか︑大阪とか︑名古屋とか︑

ていろいろな大学院へ行っているのがいるのですけれども︑東大

夏目

伊藤

いまでもまだ東大には行けないと思うんですよ︒防大を出

理科系というのは意外とそうなんですね︒

堪えないですね︒あちこちに安全保障の講座ができたり︒

んです︒いまはもうすっかり解消したでしょうけど︒今昔の感に

それと︑やはりまだ反自衛隊の空気が強いですからね︑特

当時は︑一般の大学を出て防大に行くというと︑もうそこ

来ています︒いまだに続いていますね︒

ういうのはビンビン響きますでしょう︒訓練部長だってそうなん

東北︑北海道︑ほかはみんないるんだけどね︒
筑波もいるのでは︒

ですよ︒もうそこでやめるような人ではない︑そこからまた自衛
艦隊司令官になるような人を連れてくるとか︑．総監になる人を連

れてくるどか︑非常によくなりました︒教官のほうはなかなかそ
まあ︑そうですね︒ほかに移るという可能性もないわけで

うはいかない︒もうずっといるからね︒

伊藤
すし︒︐

筑波もいっぱいいますよ︒
東大はいないかな．．

いや︑ここ二︑三年は知りませんよ︒やはり固いですね噂

先生が校長をされて数年あとになりますが︑防大で学位の

授与が受けられるようにな．つたり︑ その翌年には女子学生の受け

防大の場合は脚註大学との交流というのはあまりないです

夏目

入れが始まります︒ちょうど先生は計画段階におられたのですか︒

学位は相当前からの課題でした︒女子学生は数年間のあれ

それは前からの課題なのですか︒

学位も女子学生も両方実現しました︒

もう実際には決まっていたわけですか︒

いや︑両方とも私がいるときにできた︒

からね．．多少はあるのだけれども︒当時︑先生のうちの半分とは
いわないまでも︑．三分の一くらいかな︒三分の一と半分の問くら

い︑防大出身の先生が多かったんですよ︒途中でやめて︑一般の
・大学院へ行ったりして学者になって帰ってきたのだけれども︑防
大にいたというような︒自衛官を半年やったとか︑防大卒業と同
時に学者の道へ行っちゃったとか︑そういう人が多かったんです︒
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ね︒﹁それがないなら教授はだめだから︑助手からやってもらう﹂

があるか﹂と︒論文なんて︑普通の社会にいたら書かないですよ

学位の問題は文部省との関係︒

でしたけれども︒

伊藤

とか︑﹁講師からやってもらう﹂とか︑世間でもちゃんと名の通

置するとかいうときには必ずそれですよね︒

伊藤

った人でもそうなんです︒うるさいところだなと思ったね︒︑

そうですね︑文部省︒それで︑﹁防衛学士とか︑勝手にや

打とうなんていう時期もあったんです︒﹁そんなものはだめだ︒
夏目

ったらいいじゃないか﹂という意見もあったりして︑それで手を

夏目

やはり持つ以上は世間と同じものでなければ意味がない︒防衛庁

てもいいかという判断をする︑そういうときにはそういうのがも

いまはちょっと違うかもしれませんけれども︑大学院を設

だけで出す学士なんていうのは︑絶対だめだ﹂と︒ちょうどあの

夏目

伊藤

木田宏さん？

ああいうのが出来たんです︒たしかあそこへ木田⁝⁝︒

学位授与機構︒

夏目

伊藤

大学院というかそれに当る研究科というのは前からありま

防大の大学院をつくったわけですか︒

のを言うんだよね︒

そうでしょうね︒大学を設置するときとか︑学位を授与し

ころから︑文部省ではなくて︑学士号一−⁝︒

伊藤

そういう多少理解がある人が行くようになって︑いまがチ

ャンスだと思ったんです︒だけど︑うるさかったですよ︒防大の

夏目

伊藤

まあ︑話が変なほうへ行っちゃつたけれども︑本当に大学

まずそれがないと学位をやれないですものね︒

した︒

夏目

先生を評価するんです︒﹁この先生はだめ﹂とか︑﹁論文が少ない﹂

のは比較的︑ほかの大学から見て︑自由闊達でいいんじゃないで

というところは古めかしいところがある︒まあ︑防大なんていう

昔に入られた方とかは問題になる方もいらっしゃるのでし

とか︑やはり古臭いことをいっていた︒

佐道

夏目

伊藤

学生には厳しいけど︑先生はわりと気楽なものだと思いま

どうですかねえ︑僕は逆に思っていますけれども︒

すかね︒

夏目

すよ︒あそこであきらめちゃえば︒

﹂ようね︒

ラーク博士なんて学者としては二流︑三流なんですよね︒だけど︑

佐道

私が思うに︑それこそクラーク博士じゃないけれども︑ク

教育者としては一流だと思うんです︒そういう人のほうが︑﹁そ

夏目

．伊藤 あきらめられては困るのですけれどもね︒やはり普通の大
学との問で先生の交流ができるということにね︒

あきらめちゃう︵笑︶︒

のほうが﹂とはいわないけれども︑特に防衛大学校なんていうと
んです︒それを論文の数でやられるとね︒で︑そういう人ほど学

ころの先生にはそういう人の方がいい分野がいっぱいあるはずな
生に評判がいいのね︒もちろん例外はあるけれども︒どうも文部

ただ︑非常に少ないですね︒

伊藤

民間の人でいい人がいて︑大学へ連れて行って先生にしょ

それは基本的にそうですよね︒

んです︒昔は︑助手なんていっても来ないから︑そういう学生上

夏目

伊藤

でもいまは︑わりといい︑立派な先生が来るようになった

そうですね︒

いや︑できることはできるんですよ︑やってはいるんです︒

省というのは論文でもって人を判断しているんじゃないのかな︒

夏目

がりの研究室で便利に使っているようなやつを採用するとか︒そ

いまでもそういうところがあるんじゃないですか︒

うとして︑私も二︑三人招いたんです︒そうすると︑﹁論文は何
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＼

このときに決まったわけではないでしょう︒

そうですが︒なければ︑ないということでいいのですけれ

夏目

これはだめです︑違います︒

伊藤

伊藤

宮永事件のあと︑そういうものがなければいかんじゃない

ういうのがだんだん上がってくると︑どうしょうもない先生がい

夏目

ども︒

態にすると︒

伊藤
いまは理工系も人毒心も両方できました︒

かという声は絶えずありました︒まず第一の問題は機密文書をつく

ました︒

夏目
先生が校長のときにはその途上なわけですか︒

まだ︑大学院をつくって本当にほかの大学と同じような形

伊藤

りすぎるところにあります︒機密文書がやたらに多いということは

制をきちんとすることですが︑そんなことをやるよ．りは︑なるべく

人馬系の大学院はまだ私のときにはできていませんでし
国際関係とか︒

オープンにしたほうがいいど思った︒自衛隊というのはどうでもい

夏目
伊藤

そういうものの大学院もいまはできたコたしか理工系は博

罪人をつくることになるので︑やめうということ︒その次は管理体

夏目

いことをみんな秘密にするんですよ．．アメリカのほうがよつぼどオ

た︒そのあとにできた︒

士課程もできたんじゃないか︒できたでしょう︒

析できるのね︒船体の厚さとか︑何メートルまで浸水できるとか︒

作業をする︒衛星から見ると︑だいたい船手から何から︑みんな分

ープンですね︒アメリカなんかのイージス艦でも︑潜水艦なんかで

下から見えなくたって︑上から見ている︵笑︶︒

できました︒三年ほど前です︒

それはたしかに︵笑︶︒

岡田

けどね︒防大だけではとてもそこまでの人材の養成ができないか

佐道

自分たちの知恵で及ぶ範囲は↓所懸命やるのだけれども︑

もみんな見せてくれるものね︒日本は全然見せない︒そのわりに問

ら︑ほかの大学へ出して勉強させています︒筑波なんていっぱい

夏目

そうすると︑それまでは博士号をとろうと思ったら︑ほか

行っていますよ︒東京工大とかも結構何人も行っています︒

夏目

受け入れるところがあればいいんですよね︒

そこから外へ・出るところは無能なんです︒だから︑そういうのは

伊藤

伊藤

いまはもう︑ぽとんど入れてくれる︒二回目に幹事で来た

やはり想像力斜な人間を何人か配置しておかないとね︒あんまり

が抜けているんですよ︒潜水艦をつくっている工場で天井を開けて

夏目

国家機密法案の記憶はないですね︒

の大学に移らなきゃならない︒

志方︵俊之︶．さんなんかは︑今やたらテレビに出るけれども彼は

そうですが︒では︑その次の御巣鷹山はいかがですか︒

そうですよ︒いまでもいつばいほかの大学へ行っています

志摩さんの次に来たんです︒彼は京都かなんかで博士を︒

伊藤

ああ︑これもやめてからでしょう︒

そうです︑いまはやめてからの遊んでいる最中の話を伺っ

夏目

伊藤

1次官退任後
伊藤

ています︒

少し先へ行く前に︑おやめになって遊んでいるという建前

になっているところなのですけれども︑例えば︵質問の︶六番目

夏目

機か何かで探して︑火が上がっているというので︒駆けつけたら︑

これも記憶が定かではないけれども︑二つ問題点があった

の国家⁝機密法案の話とか︑こういうものはまるつきり頭からなく

ような記憶がありますね︒一つは偵察能力︒あれはたしか自衛隊
国家機密法というのはあんま︑り記憶にないな︑本当に︒

なつちゃったのかなと︒
夏目
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がするんです︒私もちょっと細かいことは記憶がはっきりしない

違うところへ行っちゃつた︒たしかそんなことがあったような気
夏目

きたなあと︒

いう共同声明が出るということで︑これはかなり大きく変わって

これは一九八五年だな︒まあ︑だいたいそういう方向には

けれども︒

すね︒あれはいつでしたかな︒この五︑六年後かな︒

夏目

伊藤

これからあと︑ゴルバチョフになってソ連が崩壊するので

かなり強かったのですか︒

行っていたのですよね︒先ほども申しあげたとおり︑アメリカと

隊なんです︒そしてその双方から捜索隊で出る︒ところが︑航空

そうですね︑九一年だと思います︒

もう一つは︑特にこのときは陸と空だね︒陸上の捜索隊が出る

自衛隊というのは陸上装備は貧弱ですからね︒コンバットシュー

佐道

ソ連との交渉の中で︑ソ連としてはなかなかアメリカにはついて

ズみたいな陸自と同じような編上靴を履いているんですよ︒あれ

そういう兆しというのはこのころから出ていたと思いま

んですよね︒航空自衛隊の偵察の結果︑どこそこに落ちたと︒い

は︑見たところは同じだけれども︑陸上自衛隊が履いているのと

夏目

いけないなという気持ちが強かったと思います．．

は全然違うのね︒ぬかるみなんかへ入るとグシャグシャになって︒

す︒アメリカと喧嘩はできない︑競争もできないという意識があ

ちばん近いのが群馬県陸上自衛隊と埼玉県の熊谷にいる航空自衛

そういうふうなことで陸上自衛隊に支援を頼むと︑陸上自衛隊は

がら︑たしかそういうことを感じたなというかすかな記憶がある︒

ですね︒私があのころ新聞を読みながら︑あるいはテレビを見な

ら︑出た先の部隊同士が連携して支援しあうという体制もないん

れるのだろうと思いますが︑当時はそれぞれ勝手にやっているか

遣命令が出ても︑陸海空の統合とかいうことがだいぶきちんとや

か︑そういうことまで新聞記事になったりして︒いまは︑災害派

のだけれども︑航空自衛隊は缶詰の冷たい携行食を食べていると

ら︑陸上自衛隊は炊飯器材を持っていって温かい飯を食っている

いうことで押せ押せムードできた︒そういうものにはやはり太刀

夏目

伊藤

です︒自壊したのではなくて︑アメリカとの競争に敗れた結果が

リカの戦略的な勝利だといったほうが早いのではないかと思うん

ソ連の崩壊とか何とかといろいろ言われましたがこれは結局アメ

油の何とかとか︑そういうところがみんな影響したと思います︒

伊藤

それは防衛次官の時代から︒

ああいうことになったのだという感じがします︒

夏目

この直接の背景は︑レーガンがSDIの発表だとか︑そう

やはり経済力ですね︒ソ連の長年の農作物の不振とか︑石

それは何で感じていたのですか︒

ったと思います︒

前にお話になりました︑もう少しで決定されるという中期

なかなか応じてくれない︒それから︑夜を徹しての捜索になるか

伊藤

も︒まあ︑ゴルバチョフという人はもともとそういう信念の人だ

打ちできないなというのがソ連の見方だったと思うのですけれど

防衛整備計画が九月十八日に閣議決定になりますが︑これは︑
そうですね︒それはだいたい中身はわかっていましたから︑

﹁あ︑できたかな﹂という感じでございますか︒

夏目

﹁そういう﹂というのはどういうのですか︒

ったのでしょうけれどもね︒

伊藤

とてもアメリカとやってもという︑いまのような冷戦体制

私が心配していたことが入っているかどうかというのをチェック

夏目

するくらいです︒例のイージスが入っているかとかね︒
伊藤

というのは早く解消しなければいけないという気持ちはあったと

﹁入っていた︑入っていた﹂というようなものですね︒しば

らくあとに今度は米ソ首脳会談があって︑戦略核の五〇％削減と

426

㊥・2・・4年1月13日

ども︑やはりあのころからそういう伏線だったのかなという風に

思います︒だから︑﹁あっ﹂という気持ちはしないでもないけれ
夏目

それはキャッチできている︒

うものはある程度キャッチできるわけですね︒

伊藤

これはアメリカからも情報を提供されるでしょうし︒

伊藤

わかります︒

そういうのがわかるのですか︒

はなくて︑給与とかそういうものの悪さとか︑装備の整備の不良
︑さとか︑そういうものもわかっていましたからね︒

ソ連での穀物生産量とか︑さまざまな生産量とか︑そうい

思います︒

伊藤

ある程度わかっていました︒ソ連という国の疲弊の状態と

防衛庁ではソ連情報なんかもかなり詳細なことがわかる

ソ連の軍の士気の沈滞というのですか︑部隊の士気だけで

伊藤
夏目

と︒

夏目
伊藤

夏目

なんでそういうことがわかるのですか︒

いうか︑主として経済でしょうけれども︒ゴ

トロとか︑ああいうところでのソ連の艦隊の動きなんかを見てい

伊藤

でも︑正面で見ていて︑例えばウラジオストックなり︑ペ

ると︑逆に非常に活発じゃないですか︒

なんでというと私も知らんけれども︑アメリカというのは

活発だというのは︑一つにはソ連の単なるデモンストレー

夏目

夏目

何でも知っていると思わなきゃいかんですね︒アメリカの諜報能

−ても何にしても︑活動の分野がなくなってきているんです︒だか

はすごいと思います︒いまは分散したからなのですかね︒最近の

はわからないけれども︑冷戦時代のアメリカの情報能力というの

力というのは︑いまは知りませんけれども︑多極化になってから

ら極東へ向けてくる︒そこがそもそもヨーロッパにおいてソ連の

CIAなんて全然無能だと思うし︑やることがめちゃくちゃだと

ションだと思うんです︒それはどうしてかとい・うと︑ヨーロッパ
．に置くところがなくなってきているんですよね︒ソ連の艦隊にし・

後退の一つの証拠じゃないのかというのがある種の見方です︒こ

思うけれども︒だけど︑アメリカというのは日本から見たらとて

日本は︑情報機関の問題というのは先生が防衛庁の幹部だ

った時代にはそれほど深刻な時代にはなっていなかったのです

伊藤

つもない力を持った国だという印象はあります︒

ちらだけを見ているとなんか増強されたようだけど︑グローバル
・に見た場合には︑ソ連というのは相当戦略的に範囲を狭めてきて︑

いまは東北アジアにだけソ連のプレゼンスの存在意義があるよう
な︑わずかに残されている地域になってきたということがいえる
伊藤

うん︑そう思っていました︒それを口実にまたいろいろと

あれなんかを見ていて︑﹁それはますます⁝⁝﹂と︒

て︑アメリカの分析能力というのは我々の想像を絶したのですか

夏目

か︒アメリカ依存でやると︒

夏目

ら︒三十センチ四方のものが見えるのだから︒見えるというか︑

のではないかなと思う︒

いったことがあるんです︒いまいったのは後からの後知恵であっ

分析すれば何だかわかつちゃうという︒そうなると︑ソ連の潜水

いうのを見ていると︑︑ソ連は応接に暇がないなということはなん

夏目

伊藤

ただまあ︑アメリカのいろいろなレーガンの攻勢とかそう

全然思わなかったわけではないでしょう︒

軌跡がわかるんです︒ここにあったものがなくなってこちらへで

ここへ行ったというのは︑ずっと軌跡ができちゃうんです︒その

かるのですね︒戦車でも︑ここにいた部隊がこう動いていって︑

艦の基地なんかを上から見ていると︑連続的に見ているとすぐわ

とても真似できないと思いま．すよね︒衛星の能力にしたっ

て︑︑そのときは正直いってそんなことは思いませんでした︒

となくわかりました︒
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きたのではなくて︑こういうふうに移ったというのがわかる︒そ

いいから︑知っているだけ知っていてくれ﹂という言い方をしま

夏目

伊藤
そうか︑入り口がある︒

地下にしたって︑入り口はあるわけだから︒

それで北朝鮮はみんな地下にしたんだ︒

定期的に決まったことはあるのですか︒

佐道

矢崎が一年でというときだったと思います︒

のときに呼ばれてね︒いや︑それは俺がやめるときかな︒たしか

すから︑怒られる理由もないしね︒違うかなあ︑たしか加藤さん

伊藤

地下につくったら︑泥を運び出すだけでもわかつちゃうの

んなのはとても敵わないです︒

夏目

夏目

それじゃあどうしょうもないな︒

聞きたがらないんですよ︒こちらもそんなことをいっても嫌われ

送ってきたりする程度で︑後輩は絶対に先輩なんかのいうことを

ほとんどないですよ︒ときどき大事なことがあると資料を

防衛庁からは顧問に対していろいろブリーフィングとか︑

ですからね︒

伊藤

顧問になられてほとんど防衛庁に行かれなかったというこ

ことなんてないもの︒

佐道

佐道

るからいわない︒聞かれればいうけれども︑矢崎君なんて特にい

一︑二回はありました︒

ね︵笑︶︒

とですけれども︑特に大臣から来てくれとか︑ちょっと相談した
夏目
それはどういう︒

ってこないから︒彼も誇り高き男だからね︒私も先輩に相談した

佐道

あとはたいしたことがないと思うのだけれども︑一度は︑

いとか︑意見を聞きたいとかというようなことは︒

夏目

夏目

まあ︑そういうことなのでしょうね︒

るのは欝陶しいだけですよ︒

先輩に聞くのはどうか知らないけれども︑先輩がいってく

まあ︑先輩にうるさい方がずいぶんいらっしゃいますから

次官をだれにしようかということ︒
矢崎さんの次の︒

伊藤

佐道
矢崎さんの次だな︒

あんまり口を出してはいけないんです︒私はやめたところ

夏目

夏目

栗原大臣ですよね︒

．

佐道

講演を頼まれるとか︑そういうことは︒

へは顔を出さないことにした︒

佐道

講演は何回か行きました︒このときとばかり︑防衛庁の悪

いや︑加藤さん︒栗原さんのときには顧問室に行かなくて

も年じゅう会っていたから︒たしか加藤さん︒うん︑そうですよ︒

夏目

夏目

矢崎を一年でやめさせてだれかを次官にすべきか︑続投にするか

口をいってね︒

当に合わせたんですよ︒内心は別としてね︒べつに佐々君みたい

夏目

伊藤

夏目

伊藤

相性はよくないにしても︑私はゴマすりがうまいから︑適

加藤さんは夏目先生とはあんまり相性がよくない︒

私は加藤さんの記憶があるけれども︑違うかな︒

それは加藤さんですか︒

ない︒

話をオーバーにしておもしろく︒そうでなければ一時間半ももた

いえばいいのですから︑それはいいたいことをいえますし︑多少

ころへ行くのですからね︒﹁いまの防衛庁は何とかかんとか﹂と

夏目

伊藤

頼まれたって︑頼むのは防衛庁でもいいんですよ︒違うと

それは防衛庁から頼まれているのではないでしょう︒

ひ

ということの相談だと思いました︒

に相手を怒らせるようなことはしない︒私は︑何かやるたびに大

伊藤

︵笑︶︑そうだなあ︒

臣に︑﹁これは頭に入れておいてください︒責任はとらなくても
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下政経塾なんかも行ったし︒話ができるようなテーマなら行くと

あるでしょう︒それから︑役所関係では人事院の研修だとか︑松

防衛庁だけじゃないですよ︒内外情勢調査会とか何とかいろいろ

いつのときの話をしてくれとか︑講演はあちこちに行きました︒

務官僚で︑戦後自衛隊に来て︑．昔は県知事か何かをやったような

夏目

佐道

夏目

伊藤

いや︑昔︑陸幕長もいたんですよ︒大森︵寛︶という︑内

防衛庁からいらっしゃった校長は初めてですか︒

得したと思いますよ︒予算もぐんとふえましたからね︒

防大としても得しましたね︒

そういうところは便利でした︒

いうことです︒それもやめてから︑防大へ行ってからはあんまり︒

人なのだけれども︑それが陸幕長になって︒その人は二年くらい

夏目ずっとここ︵オーラル︶でしゃべってきたようなことを︑

二︑三回やったかな︒だんだん減ってくるし︑こちらもまた現役

か．な︒

そうですよ︒そういうところはアカデミック・フリーダム
を主張する︵笑︶︒

夏目

︑伊藤 防大の校長として落ち着けば︑そこがひとつのお城ですか
ら︑上からいろいろ命令されることもないし︒

になつちゃうから︑防大へ行ってからはそういうことはあんまり
ないです︒例の高坂正尭さんのグループの︑学者の先生が勉強会
をやるなんていうのには行ったけれども︒

■防衛大学校長時代

夏目

次官のときも︑防衛局長のときも︑官房長のときもないですもの

できるとき以外は︑防大なんかあまり念頭になかったですものね︒

便利のいい言葉ですねえ︵笑︶︒

かね︒だって︑私が十時にうちを出て行くと︑着くのはお昼です

ね︒それは︑教育課長や教育参事官は仕事だからあれだけれども︒

伊藤

防大にいらっしゃると︑時間的にもかなりそういうのは難

もの︒十時からなんていわれたら︑朝早く起きなきゃいけないで

だから︑本当に俺は防大に冷たかったかなという反省が︒

佐道

しょう︒だから午前中はやめ︒もちろん対外的な行事はやります

伊藤

ところが私は現役のときに︑教育課長とかで仕事の関係が

よ︒卒業式も午後からとか︑そんな無茶なことはいいません︵笑︶︒

れたのだど思いますけれども︒先ほどの女子学生を入れるという

夏目

学内の会議だとか︑打ち合わせだとか︑・そういうのはみんな午後

のは︑どういう発想ですか︒︑

しかったのですか︒

にしょうと︒土曜日は休み︑とかね︒大臣もいないし︑上司がい

夏目

佐道

権限はないんですよ︒権限はないけど︑防大の中では多少

防衛大学校長というのはそれほどの権限はあるという︒．

っていないのは○○と防大だけだ﹂とか︑さんざんいわれたんで

庁も上級職で女性を採るようになって︒それで︑﹁いま女性をと

だってこれはもう︑男女平等というのは天下の趨勢という

夏目

す︒当時の総理府にも婦人少年○○室ってあるでしょう︒いまは

たっぷりあるんです︵笑︶︒﹁午前中の行事は取りやめ﹂と

ないのですからね︒さっきの3K一記者クラブとか一もそのころ

か︑四︑五年前からそういう動きがあったじゃないですか︒防衛

バッハッハッ︑遅いですよね︒でも︑そのぶんだけ尽くさ

はないし︑大事にしてくれるしね︒

力があるでしょう︒最初はいじめられたけど︒それと︑防衛庁へ

伊藤

呼ばれて︑﹁何とかしてくれ﹂と︒私は女性を採るのは天

いや︑あるでしょう︒

ないかな︒

程度いうことを聞いてくれましたよ︒多少︑﹁うるさいな﹂と思

夏目

いっても︑予算でも︑人事でも︑当時は何だかんだといえばある
っても︑﹁ま・あ︑前次官だからしようがないか﹂ということでね︒
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出きてきた︒ところが︑防大出というのは常識では戦闘職種の指揮

方がいいのかと︒結局は︑後方支援に女性をという環境もだんだん

性を戦闘に参加させるというのはちょっとあれだし︑どういうやり

アマゾネス軍団というのもないわけではないけれども︑やはり女

です︒やはり自衛隊というのは闘う集団ですからね︒それはまあ︑

下の趨勢だと思っていましたけれども︑内部に反対が多かったん

したらいいよ﹂とか︵笑︶︒まあ︑冗談だけど︑そんなことをい

するんだ﹂というから︑﹁いま検討中だ﹂というと︑﹁永遠に検討

いたんです︒アメリカなんかに聞くと︑﹁おまえのところはどう

まわって︑女子学生を採るについてはどう思うかという意見を聞

部等を派遣して︑実情をつぶさに調査した︒私自身もあちこちを

夏目

ものすごく厄介︒

うのがあるから︑最後まで強硬に反対した︒当時の自衛艦隊司令官

るでしょう︒船に乗せるときに女性が乗ってくるのはいかがかとい

って︑なかなかまとまりませんでした︒特に海上自衛隊は船に乗せ

た︒風紀の問題とかいろいろあるじゃないですか︑そういうこと

とをいっている時代じゃないそ﹂ということもまたいっていまし

ような気持ちを受けましたけれども︒しかし︑﹁いまはそんなこ

ったり︑本当の気持ちというのは︑﹁う一ん︑どうかな﹂という

だから︑やるについては各国に学生課の課長とか女性の幹

官養成が主任務ですよね︒だから︑そこらへんはちょっと抵抗があ

などが私の部屋まで来て︑反対陳述してましたからね︒

のくらいの覚悟を決めないとだめだよ﹂ということはいわれまし

も聞いたんです︒アナポリスとか︑ウエストポイントとかに聞く

もちろんそうですよ︒

た︒これは大変だなと思いましたけれども︑結局は抗すべきもな

と︑﹁世の中であることはみんなあると思わなきゃいけない︒そ

夏目

もう既に部外から採った女性自衛官というのはかなり前か

女子学生を採って︑それは指揮官としての教育をしていく

岡田

いですしね︒私自身はそんなに反対でもないし︑いまさら反対な

伊藤

らいましたけれども︑その時点で反対というのは︑やはり防大の

んてできる世の中ではないんじゃないかと︒私も相撲協会なら反

わけですか︒

OBの方が多かったということ で す か ︒

ったのかな︒それで︑﹁準備期間をおいてくれ︒防大としてもい

対するけれども︵笑︶︒あ︑そうだ︑﹁相撲協会と防大だけ﹂とい

そういう反対は全部ではなくて︑ごく一部ですけれどもね︒特に

ろいろなことを調べるから﹂と︑広範囲に検討しました︒たしか

もちろん防大のOBですよ︒幹部の大半が防大でしょう︒

海上自衛隊は反対する人が多かったんです︒主要幹部まで反対し

婦人自衛官に二︑三人学生課へ来てもらって︑現場でいろいろな

夏目

ていたからね︒あとは多少︑﹁こんな世の中が変わる時代だから

問題を詰めてもらった︒この人たちがまたよく勉強してくれて︑

とか︑隊舎の配置はこういうものでないといかんとか︒本当に細

いろいろな問題点を洗い出してくれたんです︒トイレをこうしろ

しようがない﹂というあきらめムードでした︒あとで防大の三十
五周年記念に行ったら︑何人かの先輩に︑﹁この人が女子学生を
．入れて防大を堕落させた張本人だ﹂といわれましたよ︒いまだに

夏目

伊藤

乗っていますよ︒

実際に海上自衛官は婦人自衛官も船に乗るわけでしょう︒

ゃんとプロに頼んでデザインしてもらったんです︒当時︑婦人自

夏目

伊藤

スカートの短いの長いのと︑大変ですよ︒洋服だって︑ち

バッハッバッハッ︑まさかねえ︵笑︶︒

合わせろ﹂とかいえるんだけど︒

かなことをいえば︑制服から︑靴から︑男だったら︑﹁靴に足を

伊藤．トイレの問題もあるのですよね︒女子学生を採るというと︑

そう思っている者がいるのでしょう︒

東大なんかでもそうでしたけれども︑トイレの改造とか︑これが
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衛官の一般の人たちの意見を聞いて︑どれがいい．かと︒

からね︒学生長というのは学年総代みたいなものです︒今度だって︑

る人はいますよ︒だけど︑私は決める能力がないしねっ﹁これが

︑夏目

夏目

会もありましたか︒

中島

の女子学生です︒なかなかみんな優秀ですよ︒酒は飲むしね︒

産経の論文賞をとった︒ODA廃止か何かの論文で︑防大の四年生

いい﹂なんていうと︑﹁古くさい﹂なんていわれるに決まってい

たびはないんです︒一︑二回はやはりありますかね︒ただ︑一年

それで評判がよかったわけですか︒

るから︒いや︑準備が大変でした︒入っちゃえば入ったで︑それ

生だとまだ未成年ですから．．

伊藤

はいろいろな問題は起きるけれども︑．おおむね皆さん優秀でした︒

そうですね︒

まあ︑皆さんの評判のいいのを︒採れば採ったで︑反対す

いまどき︑この何年間もそうだけど︑どこの大学も卒業生の総代

中島

未成年だから飲んではいけないなんていったって︑飲むに決まっ

︵小声で︶大っぴらに飲んだとはいえないけれども︒でも︑

まあ︑一年生に入ったばかりだから︑女子学生はそうたび

学校長時代︑学生と酒を飲んだり︑食事をしたりという機

は女子学生だってね︒

酒は飲めないか︒

まあ︑そうですね︒東大だっ．てほとんどそうですよ︒

レベルを上げようと思ったら︑女子大生をいかに獲得する

夏目

伊藤

伊藤

．佐道
かですから︒

ハンディをつけようとすると︑﹁要らない﹂というからね︒富士

から未成年がいっぱいいるでしょう︒それに飲んではいけないと

最後の晩に夜宴といってジンギスカンで飲むんですよ︒一年生だ

ているんだから︒富士へ行ったときも︑一年生の演習に行くと︑

の演習場なんかへ行っても︑移動簡易トイレってあるじゃないで

いって︑職員だけ飲むわけにもいかないしね︒上級生もいるので

勉強はするし︑真面目だし︑訓練なんかでも︑女子学生に

すか︒ああいうのをいっぱい用意して持っていくと︑結構平気で

すけれども︑上級生だけ飲んで︑一年生は飲むなとはいえないか

夏目

そのへんの林の陰へ行ってやってくるんですよねっだから︑よく

ら︑演説して︑﹁だんだん田が暮れて辺りが暗くなってくると︑

ビールかジュースか見分けがっかなくなるから気をつけて飲め﹂

きないから︑各自用心して飲め﹂といったら︑みんな喜んで︑ガ

とか︵笑︶︒一人一人何を飲．んでいるか﹁そこまではチェックで
いやまあ⁝⁝︑ああいうのは密かに行なわれるから︒

ブガブ︑ガブガブ︒大学へ入ったら︑酒は飲みますわな︒

それでやはり世の中で起こることはだいたい起こりました

したものですよ︒防大の女子学生というのはみんな立派です︒

伊藤
か︒

夏目

しかし︑密かに起こってもらわないと困りますよね︵笑︶︒

あっても︑私にはわからない

夏目

伊藤

任官拒否というのは最近はちょっと減ったようですが︑私

最後に残った問題は任官拒否の問題なのですけれども︒
︵笑︶︒

それはわからないのが結構な話です︒

のころは多かったですね︒これはいろいろな理由・背景があると

思うのですけれども︑まず一つには︑世の中の景気が好いとき︑

すぐ結婚したやつがいましたね︒私がやめる年に一年生に

女子学生が入ったんです︒その年の四年生がつかまえて︑卒業早々

要するに買い手市場ではなくて売り手市場のときには任官拒否が

多いですね︒会社が一本釣りみたいに引き抜きに来るしね︒

結婚して︑ ﹁これ︑一期生です︒自衛官をやめさせました﹂とかい

っているんですよ︒ ﹁おまえは⁝⁝﹂と︵笑︶︒だから︑うまくいっ

中島

会社が引き抜きに来るのですか︒

ているんじゃないですか︒去年あたりは学生長も女子だったという
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恵まれた時期です︒いまは入ってぐる学生の質もいい七︑やめる

えたり減ったりします︒いまは︑ある意味ではいい時期ですよね︒

識みたいなものも微妙に影響しますし︑そういう要素があってふ

しょうし︑当時の政治の姿勢とか︑防衛庁︑安全保障に対する意

てもそういうのが出てきますね︒それはそれでしょうがないので

いいでしょう︒自衛隊はあまりパッとしない時期だから︑どうし

伊藤

そう︒あのころは景気が好いから︑初任給も民間なんかは

いろいろな縁故でアクセスしてくるわけですよね︒

の評価が変わっちゃうような人というのが非常に多いですね︒若

か︑そういうものがものを言う時期にきたら︑ガラッといままで

か一佐か︒個人の能力よりも調整能力というか︑管理能力という

役人とか会社でいえば課長になる時期とか︑自衛官でいえば二佐

にはある時期逆転の時期というのがあると思うんです︒管理職︑

もだめではないんです︒変なやつが伸びるんですよ︒私は︑人生

時代の成績が必ずしも良くなかった者はだめかというと︑必ずし

夏目

からいうと︑これはむかなか大変なんですよね︵笑︶︒

伊藤

多少はオーバーな言い方だけれども︑そんなに優等生ばかりが集

のも少ないし︒それは一般隊員でも同じことがいえるんです︒だ

いときに︑﹁だめだ︑だめだ﹂といっても︑案外そういうのが大

それは堂々と会社でやるのもあるし︑断ると個別にロコミ

けど︑逆に今度は出口が困るんです︒やめても就職できないから︒

器かもしれませんな︒

夏目

両方いいということはめつたにないですね︒どちらかがいいと︑

学校秀才だけがいいわけではありませんからね︒

まっていたら妙な自衛隊ができるから︑いろいろな人間がいでい

どちらかが悪いです︒防大の場合は出口はもう決まっているのだ

伊藤

﹁利口で怠惰なやつがいちばんいい﹂どいうモンゴメリーと

で学生を引き抜くでしょ︒

から︑入り口が恵まれるといい学生が入ってくるし︑やめないし︑

夏目

いうフランスの将軍の言葉を知っていますか︒

それは大変らしいです︒でも︑自衛隊へ入ってから︑防大

それは非常にごもっともな意見ですけれども︑教師の立場

いのだと思います︒

．そういう意味では非常にいまは恵まれているのではないですか︒

夏目

学生の質が景気の動向によってずいぶん変わるということ

伊藤
ですね︒

夏目

一同いや︑それは︒．

めていく者が多いか少ないかというのは直に響きます︒私は思う

る︒馬鹿で怠け者は兵隊に使える︒利口で勤勉な者は幕僚に適し

多少は︒素質そのものはそんなに変わらないにしても︑や

のだけれども︑学生の素質というのは︑いい年も悪い年もトップ

ている︒利口で怠け者なのは指揮官としていい︒そして馬鹿で勤

夏目

クラスはそんなに変わらないんです︒その段列が長くなるか︑長﹁

勉な者これは排除すべきだというんです︒

人間というのは︑馬鹿か利口か︑怠け者か勤勉かに分かれ

くならないかですね︒悪い年は尻尾が長いんです︒

伊藤

夏目さん︑自分のことをいっているじゃないですか︵笑︶︒

それは全体にかなり影響しますね︒

なんかオチがついちゃって︵笑︶︒

伊藤

佐道

︵自分を指して︶馬鹿で怠け者︒

いやあ︑そんなところでおわりにしますか︒

のほう︵尻尾のほテ︶がだいたい多いですね︒︑当時はね︒だから

夏目

うん︑影響はするんです︒だけど︑やめていくのもそちら

あんまり心配もしなかったのですけれども︒私はむしろ逆のこと

伊藤

夏目

をいって︑﹁自衛隊がエリート集団になって国民から乖離するよ

りと︵笑︶︒

︵終了︶

利ロで怠け者に違いないと確信しましたので︑これでおわ
うでは困る︒国民の一断面が自衛隊だと思わなきゃいかん﹂と︒
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人物月旦︑教育局から昭和三十八年に移った防衛局第一課員として

あ
平成十四年六月十四日の伊藤圭一氏の最終回のオーラルヒストリ

の五年間の二次防の実施︑三次防の計画などのお仕事︑三矢事件の

十二月六日の第三回では︑三次防案がすっぱ抜かれた事件︑三次

ことなどを伺った︒

防の過程での久保理論︵後に基盤的防衛力といわれた︶のこと︑そ

ーの際に︑防衛関係でお聞きすべき人のご推薦をお願いしたところ︑

連絡を取ったところ︑伊藤氏からの連絡もあり︑早速にご快諾を得

して昭和四十三年に海原事務局長の下での国防会議事務局参事官に

夏目氏の名を挙げられ︑私からも話しておくといわれた︒夏目氏に
九月二十日に第一回を行うことが出来た︒インタビ

異動され︵このころまでは海原氏の信任があったとのこと︶︑そこで

ることが出来︑
知己氏︑と私︑場所は氏が会長をされている︑防衛弘済会の会長室︑

の四次防の審議︑国産化問題︑七十年安保問題︑米軍基地返還問題

ュアーは当初︑佐道明広氏︵毎回質問項目を作成してくれた︶︑武田

録音及び速記起しはペンハウスの矢沢麻里さんλ途中片岡裕子さん

などを伺った︒翌年に入って一月十四日の第四回︵この回から防衛

研究所の石田京吾氏が聞き手に加わった︶では︑昭和四十五年中曽

が一回だけ担当︶にお願いした︒

第一回は︑昭和二年の長野市の商家︵一族で多少地方政治への関

えて︑東北大学法文学部に進み︑本人の言葉では﹁付け焼き刃で勉

経て松本高校の一年で終戦を迎え︑やや文学青年的な高校生活を終

務局の軋櫟︑四次防の先取り問題︑非核三原則問題についてお話し

治安出動の勉強会のお話︑四次防の制定を巡る防衛庁と国防会議事

︵中曽根氏の国防の基本方針改定意見に海原氏が反発して潰した︶︑

根氏が防衛庁長官になられた頃からの中曽根・海原関係に始まり

強して卒業﹂し︑就職はおじの紹介で特別調達庁に入れて官僚とし

下さった︒

わりでのある方も居られた︶でのお生まれから︑小学校︑中学校を

て仕事を始められた最初の頃までのお話を伺った︵卒業後上級公務

長として防衛庁に戻られたが︑そのお仕事の内容︑防衛大学校に人

二月十八日の第五回では︑昭和四十七年防衛庁人事教育局教育課

査月報﹄の編集などに従事︑その後不動産管理課に移り︑占領終結

文社会系設置問題︑田中内閣になってからの自衛隊員の海外留学増

員試験に合格︶︒まず調査課に配属されて︑調達庁の歴史編纂や﹃調

後の駐留軍に提供する土地の管理に関する仕事に従事され︑やがて

員と公資格付与問題︑﹁平和時の防衛力﹂議論︑四十八年からの防衛

官と彼による四次防修正問題︑四次防の後の中期業務見積りについ

課長時代の久保局長の﹁基盤的防衛力構想﹂について︑山中貞則長

教育課に配属され︑そこで課長としての久保卓也氏に出会い︑本気

て伺った︒四月四日の第六回では︑三木内閣になって坂田道太長官

し︑そして正式に防衛庁の職員になられている︒防衛庁では教育局
に防衛問題に取り組もうという気持ちになられたこと︑航空自衛隊

の﹁防衛を考える会﹂︑﹃防衛白書﹄の継続刊行︑衆議院に﹁安全保

防衛庁の外局になった調達庁から防衛庁本体に昭和三十五年に出向

担当として働かれたこと︑そして後々まで上司として仕えた久保氏

障特別委員会﹂を設置することの主張を推進する仕事︑坂田氏によ

小委員会の設置︑そして昭和五十年の官房総務課長の就任までをお

る日米防衛協力︑その後の三木・フォード会談による日米防衛協力

の人柄についてお話し下さった︒

十月二十五日の第二回︵この回から防衛研究所の中島信吾氏が聞
き手に加わった︶では︑教育課時代の追加︑海原不起を中心とした
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話し下さった︒

五月九日の第七回では︑総務課長時代の上司のお話から始めて︑

総務課長としての国会との関係︑ロッキード事件での捜査協力︑そ

栗原長官・加藤紘一長官のこと︑昭和五十八年の事務次官就任の話
をして下さった︒

十一月二十一日の第十三回では︑事務次官時代の下僚の方々のこ

之︑高坂氏を座長とする平和問題概究会のこと︑大韓航空機撃墜問
題︑それと関連して情報管理のこと︑昭和五十九年の張申国国防相

れに関連する久保発言問題︑坂田長官との関係︑防衛費一％問題︑

核武装問題︑昭和五十一年からの官房防衛審議官としての防衛白書

I構想について︑五九中業の策定についてお話を伺った︒最終第十

の来日︵翌年の訪中の話も︶︑ワインバーがL国防長官の来日︑SD

︵この回から石田氏に代わって岡田志津枝さんが参加された︶︑ミグ

四回は翌平成十六年の一月十三日に行われた︒逗子市長選挙で米軍

作成のお仕事についてお話し下さった︒六月十三日の第八回では
膜盾ﾖの対応の話から始まり︑坂田大臣と学者の会︑︑﹁防衛大綱﹂

の決定︑三原大臣について︑カーター政権の東アジア政策︑再度白

の大幅削減問題をめぐっての国際状況の変化︑庁内人事のこと︑同

住宅建設反対派が当選した問題に始まり︑昭和六十年の人民解放軍

︑年の次官辞職のこと︑防衛庁顧問のこと︑・防衛大学校校長就任のこ

書について︑そして昭和五十二年教育担当の参事官に任じられると
ころまでのお話を伺った︒

と等をお話し頂いた︒

と︑学位授与と女子学生の採用と大学院の設置︑御巣鷹山事件のこ

栗栢統幕議長と問題発言のこと︑陸幕の組織編成替え︑統幕のこと︑

氏の語り口はユーモアに富み︑一同爆笑という場面が少なくなかっ

七月十八日の第九回では︑参事官時代に有事法制研究を纏めたこと︑

昭和五十三年からの人事教育局長としてのお仕事︑五十五年目宮永事

かった︒質問に対して︑時としてやや斜に構える異な形で︑しか七

た︒巧みな語り口につい引き込まれて︑聞き惚れることも少なくな

いての感想などをお話し下さった︒八月十九日の第十回では︑昭和五

真摯にお答え下さった︒思いがけないお話もあり︑海原治・伊藤圭

件のこと︑ソ連のアフガニスタン侵攻とアメリカのリアクションにつ
十五年からの官房長時代の大村譲治防衛庁長官のこと︑国会対策のこ

一両氏のお話と重なり合いながら︑戦後防衛政策についてやや異な
とに重要性を感じたのである︒

った視点からのお話もあり︑我々としては︑多くの方々から伺うこ

と︑アメリカからの防衛力増強の要求︑総合安全保障という考え方︑
レーガン政権の登場と日本重視︑竹田統幕議長の意見が問題化したこ
と︑．武器輸出三原則の再確認問題︑鈴木・レーガン会談とその後のご

一郎長官のこと︵昭和五十六年置日米安保実務者協議のこと︑﹁大綱﹂

九月二十二日の第十一回では︑官房長時代の国会の状況︑伊藤宗

の諸氏︑速記をして下さったペンハウスの矢沢さんをはじめとする

ら参加して下さった防衛研究所の中島信吾︑石田判明︑岡阻志津枝

ンタビュアーとして加わって下さった佐道明広︑武田知己︑途中か

最後になるが︑貴重なお話をしで下さった夏目晴雄氏︑一緒にイ

の見直し問題︑対米技術供与問題︑昭和五十七年の日米防衛首脳定．

方々︑毎回応対して下さった防衛共済会の皆さん︑編集作業を担当

たごた︑日米の共同訓練などについてお話を伺った︒

期協議のこと︑アォークランド紛争のこと︑同年の防衛局長就任と

された小柴研一氏︵慶鷹義塾大学大学院︶および冊子にするに当た

政策研究大学院大学教授伊藤

隆

って庶務や実務を担当して下さった方々に厚くお礼を申し上げる︒

五六中業のこと︑ハワイでの日米安保事務レベル協議のこと等を伺
った︒十月二十四日の第十二回では︑昭和五十七年の中曽根内閣の

もとでの防衛局長として︑中曽根総理︑谷川長官のお話︑対米武器
技術供与問題︑一％突破問題︑シーレーン防衛に関する日米協議︑
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