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消費税導入反対運動⁝・⁝⁝：⁝・

売上税問題

政界引退後︑地盤の継承について

︻繁爲回漏 ⁝⁝：⁝⁝・⁝⁝．⁝：．⁝︒．⁝⁝

31i

選挙区︑定数是正問題：⁝

昭和山ハ十一年血氷参欄日選挙

官房長窟の交代⁝：：・⁝⁝：⁝⁝・⁝・

記念式典の開催：⁝⁝・⁝⁝．⁝：

防衛費問題への関与：⁝⁝・⁝・：⁝

宮房長官と危機管理 ：⁝：⁝・：⁝・

三木派との関係⁝⁝・⁝⁝⁝⁝：：⁝・⁝・

靖匿神社公式参拝への道程．

﹁長寿社会一対策⁝⁝⁝⁝

教育︑三公社改革 ⁝：⁝⁝・⁝︐⁝⁝：⁝⁝．

議員バッジについて：：・：：：⁝・⁝・：

︻第12回︼
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36s

366

36s

362

36g

2gg

2gs

296

2gs

292

2gi

2sg

286
315
317
318
320
323
324
326
327
329
332
333

リクルート事件のこと⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝・・−

⁝鰯

⁝鵬

−鶴

⁝⁝⁝⁝⁝⁝：・⁝⁝⁝⁝⁝：・：⁝・：．・：繍

︻第桝園︼⁝⁝一・⁝・⁝・⁝⁝⁝
リクルート事件の公判

重iカレド亨へ行く⁝−・⁝・⁝⁝⁝・⁝

判決確定後の決意⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝・⁝⁝・⁝⁝−⁝緬
政治家としての攣年を振り返ぞ①敢治生差上り﹂−−即

政治家としての四＋年を振り返ぞ②小泉太志命と浜地文平．．謝

政治家としての四十年を振り返って③薪瀾記者との座談会⁝・．鍬

政蒙としての四＋年を振り返・て④政塗筆悔いなし⁝．諭

⁝・−−−．鋤

⁝・⁝⁝・・⁝⁝−蜘

重三⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝
あとがき⁝⁝⁝⁝

七年一

d県俳勢市

昭和三十︵一九五五︶年早稲困大学第一商学部卒業

昭和七︵㎝九三二︶年十二月三日

藤波孝生︵ふじなみたかお︶略歴

昭和

昭和二〇隼
昭和二六奪
昭趣三〇年
曜和三〇年
昭和三六年
昭和三七年
昭和三八年
昭和四二年
昭和四二年一

七月
︸月

d県 伊 勢 市 に て 誕 生

藤波孝堂

二

宇治山曝中学に入学︑宇治山際高校へ進学する
畢稲田大学第〜商学部入学
早稲圏大学第一商学部卒業
有限会社藤屡窓月堂専務取締役に就任
自由畏主党入覚
伊勢市青年会議駈裂理事長に就任
三重娯県議会議員となる
第三︸園衆議院議員に初当選︵三重二区︶︑森溝派に駈属する

霞由民主党文教燭教育部長に就任
露虫民主党水産部会副部会長に就俵
衆議院議員第二翻冒の当選
科学技術政務次官に就任︵〜紹憩四七年一一一月コ一冒︶

衆議院議員第三圃の砦選
自虞民主党総務に就佳
糠風館二十世宗匠となる
文部致務次宮に就懸︵〜昭和四九年↓一月︸五日︶

富葭民主党政調・文教部会長

﹁政治工学研究藤﹂に参加

昭和五〇年

衆議院選挙で第四圓匿の叢選

一耀

号地歴日

昭和五一年一二月

昭和弱八年一二月

昭和四八隼一一月

昭和阪八年

昭和四八奪

昭和四七奪一二欝

紹祁四七年

昭和四四庫コ一月

昭和四四年

籍賃

月月月鍔

一二

俳本学生

九隣三四四二
月鴛月月月月
こニニー四

厄
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昭翻 ． 瓦 ㎝ 年 ⁝

昭和五二年
昭和五二年
昭和五三年
昭和五三年

瓢荏．協議会代表に就任

天試改善に関する小馨暴﹂蓉畏に就妊
d生クラブ﹂座長に就任
窪由民主党国畏運動本部長代理に就任

自由塁宴董県連会捲就隻〜昭和五五年二月︶
自由民主党政調副会長に就任

中圏訪問薪生クラブ蓮華饗として︶繹震林全人鶴嚢りと会談

昭和五三年一二月

昭繍五四年

六口月

元年

二五九七
月琵月月

衆議院議員に第九測農の当選

受叢賄罪の疑い茎長起訴︵リク牛ト舞︶︑畠墨党難

衆院税舗特別委員会理事に就任

コロンブス五〇〇隼記念委員会会長に就任

自由艮主党安全保障調査会長に就妊

中曽根派事務総長に就任

皇室問魎懇話会会長に就任

衆議院議員に第八回園の当選

国会対策委員長に就錘

内閣宮二罷長宮に就任︵〜躍翻六〇年一二月︶

衆議院議員に第七罰目の当選

自由罠主党三重県連会長に就任

内閣豊鷺長宮に就任︵〜昭和五八年三月︶

霞由畏主党総務に就任

自由長叢党高齢化社会対策議員連盟副会長に就任

憲法を考える昭和の含座長に就任
﹁みんなで鵠神社に参拝する嬰議員の会﹂副婁就任

自融民主党副幹事長に就任

衆議院議員に第六園門田の当選

労働大臣に就優する︵〜昭和五五奪七月︶

衆議院議員に第五園圏の当選

六月

㎝、

昭和五醒年一〇月
紹和五五隼

七月

昭和五瞬年一一月
昭和五五年
曜和五五年一〇月
曜和五山ハ年

四月

七門月

昭和山ハニ年一一月

昭和螺ハニ届ヤ 五月

謂昭瀦山ハ一雄＋

曜和六〇年一二日μ

昭和五八奪一二月

昭和五八年一二月

昭和五七年

晒和五七年一一月

昭和五六奪一二月

昭和五六無一τ月

二

昭和六二隼一 一月
昭和壽ハ三鉦・

平成

二年

昭和ふハ三年

平成
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四一八三
月月月月
蛹

旨．ー

五隼
九月

七月

自霞異童党に復党

無罪料決をうける

衆議院議員選挙落選

衆議続議員在職二五犀の表彰をうける

六年
五月

衆議院議員に復帰︑第一〇回豫の当選

三年一〇月

八年
○月
東︷墨局裁が有罪判決を繊す

八母

三欝

弁護団が東京高裁控訴審判決を不服として最高裁に上告

自由民主覚総務に獣任︵〜平成九年四月︶

九葎
懇月

最高裁は上告を棄却し︑有罪が確定︑自由民主党離党

一隼一〇月

平成一

衆議醗議員に箪二一國門臼の当選

致界引退を表瞬する

島瞬議員連盟会長に就任

七月
﹃教育の湖辺隔︵雪書房

一九八○隼︶

一九九九年︶

一九九三年︶

一九八二年︶

角川書唐
の朝﹄︵角撰書店

角川書店
ふらんす堂

二〇〇三豊︶

二〇〇二年︶

ふらんす堂

﹃浜地文平先生を偲ぶ﹄︵浜地文平先生を偲ぶ黒塗

﹃僻勢路﹄︵句集

﹃藤の花﹄︵東京美衛

﹃由河抄﹄︵句集

﹃五十鈴川﹄︵旬集

﹃議事堂

﹃神路山﹄︵句集

﹃人聞の味一藤波労致の記録﹄︵日刊労働通僑社

九七六奪︶

平成ご一年 六月
平成一五年

︽主要著書︾

︽主要闘連文献︾

心確社

二〇〇一年

﹃小泉大先生を偲んで隔︵藤波孝生︑小泉美隆編
﹃数治と鎮魂臨ハ橋本茂著

一九八七年︶
一九九〇年︶
藤波氏の伝記︶

角川書店

皇學館大学出版

一九八○年︶

平成一三年一〇月

九年

八年一〜月

平平平平平平平平
成成成成成成成成
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藤波孝生

第1回

日時：2002年目0月7日
14：00・v16：0e
於：政策研究院敢策研究プロジ＝クトセンター

〔インタビュア…■〕（肩書きはインタビューの時点）

i伊藤
i有馬

隆（政策確蝉漱学獺）
学（九弼大学教授）

小池聖一（広島大日助教授）
佐道明広（政策研究大学暁大学助教授〉

武出知己（政策研究大学碇大攣特別研究鋤

i
記録者：舟羽清隆

■伊勢の和菓子屋に生まれる

櫛藤

藤波

士族の商法ではないですが︑神主さんの商法でうまくいった

そうです︒

わけですね︒

うまくいったかどうか︑あまりわからんけどな︒﹁赤福﹂と

いうのがありますね︒あれが大きいんですよ︒

藤波

解藤今日は︑お生まれになったところがら︑申央政罪にお出にな

ご長男として生まれられたわけでしょう︒

あの方が大きいんですか︒

伊藤

そうです︒

伊藤

はい︒

藤波

る前の時代のことを︑ざっとお欲しいただければなと思っておりま

藤波

先生は昭秘七﹇一九三二﹈年のお生まれだそうで︑私も昭和

じゃあお父様としては︑跡継ぎとiQ

だいぶ大きい︒あれが大きいものだから︑わしが︸生饅頭歴

伊藤

揮藤

完全に跡継ぎですね︒

藤波

七奪でございます︒先生は十二月でございますね︒私は乎罵ですか

藤波

途中まで︑たしか跡継ぎになっていますね︒

す︒一回で済むかどうかわかりませんが︑先生のバックグラウンド

ら︑私のほうがちょっと年上だということに一1︵笑い︶︒お生ま

俘藤

それで神戸大学を受けて︑早稲田大学を受けた︒そのころに

をやっていても大きくならんなと思ったのが︑政治に入った一つの

れは伊勢市だということですが︑お宅はお菓子屋さんでいらっしゃ

藤波

をきちんと伺っておきたいと思いますので︑よろしくお願いいたし

いますか︒

おやじと約束をした︑﹁帰ってきて饅頭屋をやるから︑畢稲田にやっ

理由だ︵一同笑い︶︒

藤波代々︑伊勢神癒の神主をやっていたんです︒明治の初めから

てくれ﹂と︒国立の禅戸大学は完全に駄冒だったんです︒数学がで

ます︒

被家の制度ががなくなったものですから︑それで菓子屋を始めた︒

廃仏殿釈の時になくなったでしょう︒

なぜなくなったんですか︒

はい︒

伊勢神富の神主だったんですか︒

をやっている人のところなんだ︒﹁坊︑試験場見てこい︑あした試

もっとも︑前日に泊まった家が︑志摩から行って神戸で大工の棟梁

藤波

堺藤

嫌いなんだ︒数学は全然駄目なんだ︒だから︑完全に落ちた︒

嫌いなんですか︒

きないんだ︒いやなんだ︒

験やから︑試験場を見に行こう﹂といって︑神戸大学を見に行った

そうですが︑それでお菓子屡を始められたんですね︒
茶

はいい気分になって︑前6に酒を飲んでいた︒これで完全に駄馨に

帰ってきたら︑ばあさん︑その棟梁の家内は怒っていた︒棟梁と私

そうです︒菓子屋で神窟で使う菓子をみんなやっていた︑

なった︒それで皐稲困に行かなければしょうがないと思って︑おや

んだけれど︑前楓いをやろうといって一杯やったのが運の尽きだ︒
うことになるんですか︒

槻藤

そうですね︒

じに﹁帰って毒て間違いなく商売をやるから︑早稲隈にやってくれ﹂

ではお菓子屋さんとしては︑面白で大きいお菓子屋さんとい
藤波

それは神宮に納めたり︑一般に売ったりということですか︒

藁子を︒

藤偶藤撰藤窪
波藤波藤波藤
伊藤

ll

一x一・
002年10月7
叢

帰る︒嫁さんが決まっているから︑﹁その嫁さんに義理を立てるの

行くし︑雄弁会の仲閣もそれぞれみな道を選んだけれど︑私は家に

部俊樹が河野留置さんの秘書をやっているし︑渡部蠣瓢二は大学院に

という約束をして︑それで卒業後向って満たんですね︒だから︑海

完全にお詣りする人がなくなって︑閑古鳥が鳴いておりました︒家

といって︑戦後も戦争中のような気分でやっていました︒だけども︑

のジープが渡ったんだね︒﹁アメリカはけしからん︑何するものぞ﹂

言うと︑戦後初めて伊勢神宮の宇治橋を車が渡った︒それは進駐軍

の水を一杯入れて満州へ送ったというような時代でしたね︒戦後で

の前に空豆を干して︑やっていましたからね︒芋を干したり︒

か？﹂と入は遡ったけれど︑﹁いや︑家に帰る﹂と書って︑家に帰っ
た︒

伊藤

戦争がだんだんひどくなって︑お葉子屡の材料が集まらない

嫁さんが決まっているというのはどういう意味ですか︒

んじゃないですか︒

いや︑明野の陸軍飛行学校の卜定薩売人だった︒

そこに納品するわけですか︒
そう︑そう︒

そうすると材料も向こうからくれるわけですか︒
向こうからもらえる︒

それじゃあ︑お腹が減るということはない︒
そうですね︒

こんなことを話しておっていいんですか︒

やるなあ︵笑い︶○

伊藤

藤波

中学はどんな具合でしたか︒

㎝年生︒

か申学一︒

それはいい商売だった︵笑い︶︒戦争が終わったときがたし

いいんです︒

甲乙正心ですね︒甲ですね︒母親がしっかりしていたから︑

﹁駕しですか︒あのころは甲乙丙丁じゃなかったですか︒

ええ︒小学校の時は︑全部自慢できたんです︒

中学で︑ですか︒

中ぐらいですね︒

藤伊藤伊藤俣
波藤波藤波藤

たな︒

先生は︑勉強はどうでしたか︒お婦きでしたか︒

身校ですねG学春にはわりあいにいいのがいた︒致治家はいなかっ

中学は宇治山霞中学といって︑中出撃知郎とか神測彦松の出

砦時は圖銑学校でしたよね︒戦争ですから︑僕は疎開したり

霞少隼時代︑野球部に所属
伊藤

してひどい覇に遭ったんですが︑先生の場合︑伊勢はどうだったん
ですか︒

きつかったですね︒伊勢だから︑戦争の協力がきつかった︒

いまで言う右翼の団体が酒の樽持ってやってきて︑それに五十鈴川

藤波

揮藤伊藤伊藤伊藤
藤波藤波藤波藤波
藤波

癖馬で︒

それは伊勢でですか︑東京でですか︒

いや︑自分で決めた︒

それは親が決めたんですか︒

いたわけ︒

婚約者がいたわけですか︒

結婚はしていなかった︒

まだ結婚はしていなかったんですね︒

嫁さんが決まっていたんです︒

藤波藤波藤波藤波藤波藤波藤

伊藤麟藤伊藤伊藤ξ塁藤伊藤伊
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市長賞とかいろいろなものをもらったけれど︑六年悶の皆勤賞とい
うのがあって︑それが⁝番いい︑入間はそうあるべきだと搾って︒
健康優良児だ．．母親がしっかりしていたからよかったんでしょ

俘藤じゃあ健康児ですね︒
藤波

うな︒物を言いにくくて﹇11いま︑話す行為がつらい﹈︒私は親譲
極藤

親譲りなんです︒二会対策委員長の時に︑それがバッと出ま

親譲りなんですか︒

りの糖尿病でして︒

藤波

してね︒物を食って︑動かずにいた︒それで選挙になれば︑中蟄張
内翻で恩義になった入がたくさんいますからね︒だからいっぺんで
もお礼に回らなければいかんと思って︒そのころはバケツに一杯ず
つ水を飲んでいた︒糖尿が出たんですな︒結属︑自分の選挙をやる
のは最後の一絹だけで︑あとは家内がやってくれた︒家内も病気に
旧翻中学に入られて︑それがやがて高校になるわけでしょう︒

なって︑騨臓を悪くして入院しましたよ︒
俸藤
入試がないわけですね︒
そうです︒

私もそうでしたけれど︒

ああ︑いいですね︒

六年一貫みたいな形でした︒

そうですね︒学制とか男女共学とか︑ そんなことに喧しかっ

たんだ︑名古屡の進駐軍は︒校舎が焼けたこともあって︑六年忌で
それでも隅じ学校なんですか︒

八薩校舎が替わったんです︒
伊藤

藤波同じ学校なんです︒孟母三遷というけれど︑八遷なんだ︒大

野球もやっていましたね︒

それで野球か弼かをやっておられたんですね︒

変なものだ︒

鯵藤
藤波

伊藤

藤波

段藤

ポジションは偲ですか︒

大好きだった︒

それは大窪きだったんですか︒

藤波キャヅチャ⁝の補欠︒ずっと補欠︒しょうがないんで︑自分

が下手だから避手になれないんですね︒それでいいんですよ︒ボン︑

ボンとキャッチャーをやって受けてばかりいるから︑女の子がたま

に練翌場にやって来ても︑顔が見えないんだ︒

解藤みんなこっち写ヤ・チャあ後急から見ているから︵笑
い︶︒

藤波それからマスクをかぶっているから︒だから︑﹇私生見た

それでさっきのお話のように軍三国に行かれたんですね︒早

話はなかったな︒ほかの人はあってもね︒

伊藤

稲鐙は弼学部ですか︒

やっぱり親の跡を継ぐという意味ですか︒

藤波商学部︒
伊藤

そうです︒

宙もなし﹂という句を

藤波

ひきがえる

私は中村草田男の﹁蜷蛛 長子家止る

ずっとやってきた政治家ですな︒これから便覧先生のところに行く

けれど︑何か思い出して︑政治家と一つでも閣係づけてつながって

いるものがあるかと思ったら︑結局︑﹁長子家去る由もなし﹂をずっ

と来たのが︑いまのなれの果てですな︒そう思うね︒

慶俳人として

伊藤いま俳句のことをお・しゃいましたが︑若いころから俳句は

好きだった︒そういう世界だったんですね︒

お好きだったんですか︒

藤波
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三百年ぐらいしか歴史がない︒四翼鶏姦︑室町時代︑神宮の神主を

おった︒松尾芭蕉が三重県というけれど︑あんなのは若造なんです︒

称していた︒伊勢には︑荒木縫守武という四百年前の俳句の元祖が

藤波

伊藤

もっと前︑中学のころから︒私の父の藤波清市は号を窓月と

それは高校ぐらいからですか︑もっと前からですか︒

九十五歳ぐらいで亡くなったけれど︑﹁私は国東半島の出身で︑五

げる︒そんなことがありましたね︒なんでかというと︑その管長は

佐藤謙がときどき頭を上げるんだ︒相手が下げているものでまた下

た頭を下げる︒向こうはなかなか上げてこない︒横を見ていると︑

上げるんだけれど︑まだ向こうが頭を下げているので︑こちらもま

考えてみたら︑四番さんはそれを見て来いということだったんだ︒

軒か六軒の檀家しかない寺の心高に生まれてこんにちに至っている︒

﹁中直根のお供をするんだったら︑そこに行け﹂ということだった

していた荒本購守武というのがおって︑それが俳句の元祖になって

宗獲ですか︒

と思うんですね︒﹁じゃじゃ馬の下で働くんだったら︑そこに行け﹂

しかし政治家では大分県の県会議員が一番えらいと思っている︒そ

饅藤

宗匠です︒それを一番︑魯分の誇りにしておるんですね︒よ

ということだったんだ︒いい勉強になったなG

こんにちに至っているんです︒それを敬慕する神風館という俳句の

くあちこちに行って︑田舎の宿屋に行くと︑ここは十代目とか十五

旬会のようなものには︑ずっと参撫されていたわけですか︒

れでもなかなか自分の寺まで来てくれるような入はいない︒官房長

代図とか言うわ︒ああ︑すんません︑私は二十代です︒それを皿蒔っ

解藤

おやじは句会を馬鹿にしておったね︒﹁風流の心というのが

系統があって︑そのころ何十人か集まって俳句をやっていたんでしよ

ておくともう〜枚座窃団を持ってくるということになっているんだ︒

藤波

官というのをやったような人をお迎えするのはえらいことだと思っ

四元義隆という人がね一Q

藤波

あの右翼の方ですね︒

大事なので︑寄って集まって︑どうのこうのというのは大したこと

うな︒その歴吏がちょうど三百年なんだ︒おやじがその十九世で︑

伊藤

右翼の︒面白い人で︑中等根さんに座禅をやれといって勧め

て︑なかなか頭が上がらん﹂と言っている︒そんなことがありまし

藤波

ない﹂という話だった︒中学〜年生か二無盆の時に︑鈴木幸寿さん

私が二十世︒

た人で︑中事根さんの座禅というのは胸元義隆の言うままにやった

という国語の先生がおって︑その人が全校から鎌旬を募集をして︑

たな︒あれは佐藤謙にとってもいい勉強になったと思うな︒

んだ︒

ですな︒なんという句だったかな︒﹁日溜まりに

それが天地人の﹁天﹂になったんです︒それで病みつきになったん

いよ﹂といって︑京都の建仁寺という寺に行ったら︑熊本から細撰

寒の菊﹂というのがそのときの句で︑断然﹁天﹂で︑一位だった︒

細摺﹇護煕﹈さんが熊本の知事をしているときに︑﹁藤波君︑来
さんが来ていた︒東京から私と妙香さんが行って︑建仁寺の管長に

子供の教育というのはおだてないといかんのかな︒まあ︑いい才

地元さんの詣をもう一つすると︑﹁京都や奈良に行っても単分外

できたQ

自分にしてみれば欝句の﹁天﹂がそうだったな︒一生俳句に親しん

能があるなと言うておだてるのが教育だというのはよく融くけれど︑

電車待つなり．

話をして座禅を組んだことがあるんですね︒そんな機会がよくあつ
た︒

竹覆益州というのが管長で︑私と︑今度防衛庁の廿日次官をやめ
た佐藤謙いうのがおった︒読売薪聞の社長の娘婿で︑それが私の鞄
を持っていったときも︑しばらく管長と話をして︑ひよこつと頭を
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国やけれど︑撰勢に来ると全部δ○％果だ﹂ということをよく
言︒たね︒考．手みなわそうだね︒京都や奮は仏教が入・て来て
か．bの町ですか・り︑半分中国だな︒あるいは雰朝鮮半島・伊勢の

場A頃は妻にδ○％采だということをよく四元さんが言った・

名難ね︒伊舞こと藷すのに蕃の嚢だと思・ているけれどね・
経俳句の場ム・︑発表する場があるわけですか・雑讐か⁝﹂
藤波泣面︑元三一会という象あ・た︒その会長は私がやっ
ていて︑少なくともおやじの代や私の代では代表で︑無に一回ずつ

守武忌とい・つ忌暴悩ますから︑それ暴まぞきて・藷りを
それも天地人ですか︒

して︑俳句会をやる︒

摂藤

嚢天地人の方式ですけれど︑九早手に決めてや・ているん
です︒朝＋時か・りお響をして︑昼の士蒔半から華船大会をやる・
それは全国からですか︒

百二十〜百三十人集まってぐるんです︒
伊藤

藤波全圏か・り︒﹁献詠句﹂とい・て︑お響に︼句ず蔽じてい
くんだ︒それは撰者も含めて集まってくるんです︒

伊藤撰者はどうなぞいるんですか・
藤波撰者は︑顕彰会の藷入会をや・て︑藷入が決める・私は
お父様がもともとは会長なんですか︒

会長だから︑その撰者の一人に入っているんです︒
撰藤

嚢おやじは究巷餐をしていた︒おやじが穿なってから
私が会乏している︒それは別に嚢家だか豊＋代にな・たので
はなく︑そのときに欝をや薯がみんなで推誉て決めた・だか
︑り＋九代と皐袋身内から崇というのは︑私が初めてなんです・
﹁立塾とい・つんですね︒昭和四＋八年に私は立机したんです・

誘樽代の蕃いい俳句を作るのが︑第侮代とい・て決まっていく・

有馬藤波釜は︑俳句で師と仰ぐ方はいらご・るんですか・

藤波

それは︑私が文部敢務次官をしているときだ︒いろいろな話

になるけれど︑大蔵大匿が水田三喜男で︑文部政務次官は藤波孝堂

で︑その天護界で縁句をやるということにな・て・岩誓子

とか水原秋桜子とか有名な入が全部そのどちらかに来て︑俳句文学

館というのをつくることになって︑誓の更町につく・たんです・

文部政務次宮のときに薪懸愈く・たのが︑いまに至・たんだけ

れど︑そのと湊にみんな揃って来たんです︒このうちの誰か一人の

子分になろうと思・たけれど︑みんなが来たので・﹁もうあかんわ・

＄舎僻人で通すよ﹂ということを︑みんなの龍で竃合した︒角川源

義が委員長で︑窟安風生とか大野林火とか︑有名な俳人がみんな来

た︒来ないのはモグリだと言いたいぐらいだ︒誰か天の弟子にな．つ

たはずだけれど︑そのころは︑三＋四歳で国会議員にな・たから四

＋歳ぐらいだね︒惜しいことに︑コ生田舎俳入で行くか﹂と竃

俳人というのは︑俳人だけで食べていけるものですか︒

たこといまでも覚えているけれどね︒聾しいことをしたな︒
伊藤

藤波食っていくのはごく少数ですね︒由三子なんかでも・最後

の頃は朝日新聞の撰者だとかいろいろなことをい・ていたけれど・

大阪に倥んでいたものだから︑日杢の僕人だけれど・薪幹線の申

で欝の撰をしていたな︒・れはえらい仕事やな・と思・た・食っ
ていけんですね︒

伊藤それ鍍治家の方がいいですね︵笑い︶・

藤波いや︑並日通でいけばいいはずなんやけれど・これもなかなか
食っていけんでね︒

軍稲圏に入られて商学部はわかりますが︑雄弁会にお入りに

贋早大の雄弁会に入る
伊藤

跨

藤波
藤波

揮藤

先輩は︑そのときは富澤胤勇さんを頼りにして︑尼寿で合宿

先輩はどうですか︒

薪聞にずっといた小睡富士夫とか︑罠社系の労働組合で働いていた

のときに入るという詣になったんだ︒大隈講堂で︑緒方竹虎が﹁中

させてもらった︒その後︑私が国会議員になって長野に行ったとき

なったわけでしょう︒もともと雄弁ということには何か腿心があっ

野正馴⁝論﹂をやったんです︒それはどこの塞催かと思った︒新入生

に諏訪で窟澤さんの家内を訪ねたら︑路地の一番奥の小さな家で︑

池畑英雄という福島興出身の男とか︑みんなおりましたね︒

の勧誘でいろいろなことをやるから︑その中のひとつがそれをやっ

ご主人の位牌を守っているという話だった︒菓子買うて行って︑

たわけですか︒

ていた︒ああいい託やな︑こういう阜稲田の友情と全うのはあって

﹁あのときの学生です﹂といって礼を雷つたことを覚えているけれ

私が一年生のときはどうっていうことはないけれど︑二奪生

いいな︑と日輪心ったら︑それは畢稲劉の雄弁会が主催していた︒それ

ど︑政治家というのはなかなかまあ大変だな︑という気がしたね︒

そこで練習をやったんだな︒夏になると重爆をやって︑合宿でまた

張り上げて演説の練習をやるんです︒甘泉園はいまでもありますが︑

藤波

で︑ワーワー葛っていると︑それでいいんだな︒

藤波

伊藤

藤波

あるんだ︒だけどまあ︑雄弁会というというのは妙なところ

本当はそうじやないという説もあるんですね︒

自分で売り込んだ分もあったね︒

よく雄弁会というと竹下さんの名繭が出てくるじゃないです

で︑これはいい会だから︑これに入るといって入ったんです︒弁論

如意

普通ではなかなか務まらんな︑という気がしたな︒

そうですが︒でも入ったら弁論の訓練はやらされるわけでしょ

は関係ないんですな︒

解藤

練習をするわけです︒そこで︑政策の研究なんかもやって︑勉強も

伊藤

か︒

するわけです︒西解豆のお寺でやったり︑先跡の宮澤胤勇という人

たり．しませんか︒

う︒

が運輸大霞をしておって︑長野の諏訪の山の中間の尼考で合宿した

藤波

営泉圏という庭が早稲田にそばにあって︑そこで大きな声を

りしました︒尼寺の婆さんが六十幾つ︑七十ぐらいだったな︒それ

第二政経の学部長をしていて︑ずっと雄弁会の顧問をして︑厄介か

かんせんえん

でも誰がやって来るか︑というのを見ておったけれどね︒それで面

けてきたなb小島静馬参議院議員で︑いまは岐阜の山墨に引っ込ん

藤波

伊藤

藤波

儲藤

同年です︒それから名古屋の日本碍子の横弁国重︒名古屋で

瞬奪ですか︒

仲間はね︑いま副議長をしている渡部恒三とか︒

仲懸はどんな人たちですか︒

週語論だ︒それから私が後期の幹事長をやって︑そのときに海部さ

事長で︑私と海部俊樹が融幹事長だった︒追奪生かな︑海部俊樹が

藤波

浮藤

海部は一つ上︒ある無︑何年生の時だったか︑渡部慎㎝二が幹

海部さんも醐じぐらいですか︒

でおるけれどね︒海部俊樹とか演説のうまいのがおるね︒

する︒時子山鴬三郎というのがおって︑早稲穣の総長をした︒

そんなものですか︵笑い︶︒雄弁会だと︑選挙の時に頼まれ

白い連中だったけれど︑やらなかったな︑あれは︒

金集めの大将で︑国民協会の事務局長か何かで金集めをやっていた︒

んは卒業していったな︒

．

それから私の弟分の森下圭吾︑これは揖勢から行って︑泰遵繊維と

轡藤

先生のあとの幹事長は誰ですか︒

いう繊維会社の重役か何かで行った︒早く死んだ︒それから︑義義
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藤波

儲藤

藤波

取り仕切るわけだな︒﹁幹事長選挙の総会をやります﹂と欝

幹事長は実際に取り仕切るわけでしょう︒

私のあとは小田欝士夫だと思うな︒

うと︑ザーッと入定が増えるんだけれど︒
何か政界みたいじゃないですか︵笑い︶︒

藤波先生は︑演説そのものは︒

聞いた方がいいぐらいだ︒政治家にはね︑上から下を晦いて

じゃあ前のほうは誰だろうな︒

二つあるな︒私はあとのほうだ︒

新しいものをつくり出してくるというか︑拾い出してくる政治家と︑

自分の意見を書う政治家と︑入の意見を聞いて︑その意見の中から

藤波

有馬

な︒文学部の地下にあって︑ そこにたむろしておるんだ︒

部窒がありました︒汚い部室でね︒新聞紙が放ってあるよう

ふだんは︑ある場所にたむろしているわげですか︒

そう︑まったく同じだよね︒

野馬波藤
例えば海部俊樹とか︒

まあ︑そうなんでしょうね︒

その代わり演説はうまかったな︒海部さんはどこへ行っても

優勝カップを取ってきたね︒﹁海部の前に海部なし︑海部のあとに
海部なし濡というのは︑時子由鴬三郎が言った書葉だね︒

やっぱりそうなんですか︒海部さんは大変自慢なさっていま

翻大学での勉学
俸藤

したけれど︒それで昭鵜三十年に皐稲霞に卒業をなさるんですが︑

俳句やっていたぐらいだから︑大したことないな︒一年生の

大学での勉強のほうはどうでしたか︒

藤波

時に︑帆足理㎜郎という倫理学の先生が一学期の試験をやって︑

｡日は模範答案を読む﹂という︒だいたい七百人ぐらい︑商学部

轡藤

藤波

伊藤

そうですね︒そうだけれど︑三年生の終わり須になって数え

では適当な成績でご卒業なさったということですね︒

名誉だけど︑大したことない︑と思ったな︒

大変な名誉じゃないですか︒

それで四年生の時に︑昼鋤きながら勉強するのが早稲田大学生だ︒

も足りないんだ︒

で来ていた︒危ないな︑と思った︒どう考えても︑どれだけとって

分で切っちゃったんだ︒それがもう︑いっぱいいっぱいのところま

んだね︒試験ができないで単位が足りなくなったのではなしに︑自

て︑こんなやつの謡︑最後までよう聞いておらんといって出て来た

ここに立っているかという謡ぐらいしてもいいだろうと思うといっ

は︑だいたい自分がこんにち早稲田大学の商学部の教授になって︑

んかがある︒それは初めから授業をやるわけだ︒初めの時間ぐらい

た︒それは︑例えば貿易論の先生がおった︒商学部だから貿易論な

てみたら︑どうみても単位が足らんのだ︒これは測ったな︑と馨っ

藤波

一郎︒帳心理︸郎の模範答案にはまいったな︒

佐野学とか︒佐野学なんか転向して︑経済原論だ︒倫理学は帆足理

と言って︑おやじが喜んでおったな︒それぐらい有名な人だった︒

のか篇といって︑﹇聴いたと答えたら﹈﹁ああけっこうなこつちゃ﹂

﹁おれは早稲繊に行きたかった︒おまえ︑畢稲田の倫理学を聴いた

帆爆理一郎というのはおやじでも知っているくらいだ︒田舎で︑

すっかり学問というものを馬鹿にしたんだ︒

を談んでいるんだ︒大したことないな︑みんな︑と思った︒それで

と思って聞いておったら︑聞いたくとがあると思ったら︑私の答案

の一年生が一緒だった︒七喜入の中の模範答案ってどんなものかな

㎜，

それで︑昼と夜とこ単位ぐらい余計に取らすのが塁丁稲田大学の姿だ︑
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ところまで行って︑それが通っちゃったんですよ︒通ったものだか

商学部でストライキなんてやったらいかんと思って︑前晩に決議し

学生自治会で三年生の時かな︑ストライキを決議した︒早稲田の

るけれどね︒

ら卒業できた︒普通の単位を取らせるだけだったら︑罷りなかった

たことを︑﹁実は決議したんだけれど﹂といって学部長を訪ねよう

馬鹿なことがあるかといって︑ストライキを構えてやるか︑という

んです︒それはきつかったな︒

生の家を︑夜中に探し歩いて訪ねていった︒そうしたら﹁よう来た︑

ということになった︒大雨の費に︑あれは研究室だったんだろうな︒

よう来た︒ウイスキ⁝飲め︑前祝いや一と言って⁝︒次の日にバ

サトウといったかな︑三重県の津の出身で国文学の先生だったな︒

時間が過ぎていて︑試験が受けられなくなった︒﹁実は私は国語が

リケ⁝ドを築こうと思って学校に行ったら︑休校の看板がかかって

女の家じゃないと思うけれどな︒伊地総純正という英語商業学の先

大婦きなんだけれど︑試験を受けることはできませんでした﹂といっ

おった︒前日にわかったものだからね︒驚こうの方が上だよ︒

弾器は﹈試験の前日に花札を打っておって︑ついウトウトとしたら

て︑中村屋のカステラを持って行ったら︑﹁待って帰っていけ︑お

それは宮澤喜一の家内の親だ︒英語商業．学で英語の先生だ︒娘が

れはそんなのはいやだ﹂という︒﹁そんなこと調わんと﹂と言った
んだけれど︑あの先生はなかなか襲うことを意かんで︑ついに3点

に船で一緒になったと書って︑宮澤喜一と一緒になったんだ︒宮澤

臼本女子大に行っておって︑英語の弁論の代表でアメリカに行くの

だ︒カステラを持っていったのに︵

書一に霧うたことがある︑﹁わしは富澤派では．ついになくて︑中蓉

さ︒馬鹿な話だ︒試験ぐらい︑もう一回追試を受けさせればいいん
伊藤自分の家のお菓子を縛っていったほうがいいでしょう︵笑い︶︒

根派で来たけれど︑宮澤夫人派だ︒一宿一飯の恩義がある︒あのと

同笑い︶︒

とりあえず︑ぎりぎりですかG

その学生委員は選挙ですか︒

意のウイスキ⁝はうまかった﹂という話をした︒大爾が降ってきて︑
伊藤

選挙だ︒選挙で演説して︑当選した者がなるんだ︒

ぎりぎりだ︒そんなことがあった︒

藤波

じゃあやっぱり演説したんですね︒

藤波

伊藤

そのときは演説したな︒読売広皆の社長をしていた黒木とか︒

びしょびしょになった︒大学の先生もえらいな︒えらいよ︒

から学生委員会をやっていた︒

藤波

なんですか︑学生委員会って︒

藤波

佐道親しくされた先生どかはいらっしゃらなかったんですか︒

伊藤

自治会︒そのときの委員長が煙霧實だ︒私は委員だ︒︹楠沼

先生は︑そんな親しくは一︒雄弁会をやっていたし︑それ

藤波

築したと雷って︑新築祝いに行ってゴルフをして帰ってこよう︑飛

死んだけれどね︑融く︒．いろいろな話をするけれど︑私と森喜朗と

﹇私は﹈﹁俺は絶対反対だ︑やめろ︑やめろ︑馬鹿なこと﹂と皿鰭つた︒

行機の窃符を取ろうといって︑日を決めて手繧を出して︑行けなかっ

氏には﹈露会議員になってからずいぶん助けてもらったけれどね︒

﹁文藝春秋や学者や文化人を連れて行って話をする会で︑ようけ人

たんだ︑黒木は病気でね︒かわいそうに︒人間というのはそういう

小渕葱三と︑みんな黒木がお祝いをやってくれた︒黒木が宮崎へ新

が来てくれる﹂という︒﹁それは講演会だからきてくれるので︑政

ものだな︒けっこう面霞かったですけれどね︒

それで﹇楠沼氏は﹈︑﹁霞分は鹿児島から立候補する﹂と言って︑

治とは違うんだ︺﹁おれの立候補に反対するのは安岡正篤さんと藤

伊藤

大学時代ですか︒

波孝生と二人だ﹂と楠照さんは霧つたけれどね︒いまでも書ってい
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私の友

藤波大学時代．・け・こう面白か・た︑︑単盤の・と意配しなけれ
下宿されていたんですか︒

ば穐．単位は心配した．︑危ない︑危ない︒

騨藤

藤波下宿した・初め暑￡と謎︑チッギで送るわな
達の焉の磁中さんという家雫宿しておる︑私の浜村正という明
治大学の友人がいたので︑そこを自当てにチッキを送った︒そこの

大先輩が毒竃さんとい・て︑いま私学協会の会馨している︑
新慮の文化女子大学の学長だ︒そのまま仮住まいだと思って行った︒
そうしたら︑おふくろが知り合いだった人が板橋にいて︑板橋を

訪ねてそこに下宿したいと言ったら︑おれのところで飯を食えとい
うことになった︒小さな家だ︒どこに住むんだといったら︑葡が空
いているという︒それで前の宮崎﹇武﹈という家に下宿させてもらっ
て︑飯はその姓々木﹇正廣﹈という家で食べた︒
そうしたら学生がみんな寄ってきて︑十人ぐらい来た︒藤波さん
がおるというので︑いっぺん行って来いよというんだ︒いっぺん行っ

て来いよというのは︑飯食いに行くとか︑そんなことだな︒私のお
ふくろが仙台へ旅行して︑急に飛び込んできて︑いっぺん下宿のお
ばさんに礼を言おうと思ったという︒来て押入を空けたら︑布団も
質に入れていて︑ないし︑一升瓶だけずらっと並んでいたという有
名な器があるんだね︒十人ぐらい集まってきた︒その家とその近所
だ︒タイの日本人村みたいなものをつぺつたんだな︒伊勢村だ︒東
京へ来ると頼って来るわけだ︒酒を飲まさなければいかんね︑次々
極藤

もらっていた︒それは自分の分だからな︒人の分は入ってい

家から送金してもらっていたわけでしょう︒

と︒もう質屋に入れるものもなくなった︒そんなことをしていたな︒

藤波

そこにずっと卒業までいたんですか︒

ないわ︵一罵笑い︶︒

揮藤

藤波いた︒例えば夜になると︑夜学に行・ておるものもあ︒て︑

卜貯ぐらいになったら帰ってくるわな．︑十時ぐらいに焼酎崖で集まっ

て・みんなで焼醜を飲むんだけれど︑金がないものだから︑グ︒と

焼酎奮・プで飲ん籍いて︑ぐるつと走って回︒てきて︑蕃遅

いやつが払うというこ彪していた︒それから帰︒てきて︑花札を

藤波

伊藤

闘碁や何かはどうですか︒

そうです︒

遊びは花札とか麻雀ですか︒

始めたり︑麻雀をやったりね︒

揮藤

藤波囲碁はつまらんな︒

璽帰郷して和菓子屋を継ぐ

伊藤とにかく︑そういうことで無事に商学部を卒業なさって︑伊

勢にお帰りにな・た︒それで本当にお菓子屋さんを継がれたわけで
すか︒

藤波継いだ︒このあいだ︑おやじの一室い出して︑おれが国会

議員をやっているあいだにおやじのことをいっぺんちゃんとしてお

かなければいかんなと思ぞ︑数えてみたら︑おやじが生まれてか

ら今年がちょうど善郊なんだ︒そんなものだな︒六十六歳で究んで

いますから︒生きていたら百歳︒今年の十月二十七Bにおやじの百

年と・三つ違いだ・たおふくろの九＋七奪のお祭りをや︒て︑飯︑乞

食ってもらうということにしたんだね︒そのときに︑神風館の十九

伊藤

ち・

そうです︒若量那というとかっこいいけれど︑おが屑を風呂

では和菓子屋の著旦那になったということですか︒

つと漸白い︒

世と二＋慰のことを書いたものを準備したので︑それを送ります︒

藤波

屋と取り合いして︑こちらでもらった分だけリヤカーで持ってくる
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儲藤
いまはみんなバーナーだけれど︑あのころはそれが⁝番安かっ

あれを炊くにはおが屑が要るんですか︒

治家になってくるということだから︑敏下さんの歩んだ道はようわ

ら︑政治をやって︑土地のみんながワイワイ言うので︑といって政

のは︑だいたい﹁長子家去る由もなし﹂だ︒おやじを納得させなが

藤波

かるんだ︒

わけだ︒饅頭の箇を炊くのに︒

たんだ︒

藤波先生はお父さんも致治をやっておられたんじゃないです

ていたけれど︒それでも俳勢市の爾議長をやっていた︒

伊藤

市議会の︑ですか︒

じゃあけっこう労働もなさったわけですか︒

でも家業だけやっていたわけではないでしょう︒

伊藤

侵藤

伊藤
そうそう︒まず小学校の同窓会みたいなものをやり始めた︒

市議会︒市議会の醗議長をやったのが最後だったな︒あとは

か︒

藤波

藤波

やった︑やった︒だから労働大臣になったときに︑おれは労

七〜八人で︑いろいろなことを議論していた︒そのときの議論が一

文化財の調査委畏なんかをやった︒それは好きだったんだな︑自分

藤波

番いま引いているような気がするな︒その連中は十月二十七日に招

が︒郷里の小学校とかやるのが好きだった︒私は二人兄弟で︑弟が

ちょっとね︒選挙をやった次の弱に︑﹁もう︑いやだ﹂と煮っ

待して︑よくお礼を言おうと思っているんだ︒そこが中心になって︑

商売のほうは51き継いでやってくれたんですけれどね︒これは私よ

藤波

例えば消防団の分団長をやるとか︑菓子屋だから菓子屡の青年部の

りちょっと頭がよかったもので︑早稲田の政経に入って︑政経を出

働者の出身だと言った︵一同笑い︶︒喜んだよ︑みんな︒

会長をやるとか︑青薙会議所を傍勢につくる轟発のと奏に一番若い

て日新製鋼の呉の工場におったんです◎それで﹇私が﹈衆議院をや

おったということだけは残しておく方がいいな︑ということになっ

会員であったり︑娯勢市の連合色盛団長をやったり︑神社麗係の青
神社関孫の青年部というのは珂ですか︒

た︒利休饅瞬というんですが︑讐利休饅頭﹂という金看板をつくっ

るかということになって︑おやじと議をして︑先祖は饅顧麗をして

伊藤

あるんです︒氏子青隼会というのがあって︑三重県の会長を

年部の会長をやったりーー︒

藤波

てきて置いておこう︒それを降ろしたときでも︑先祖が饅頭屋をやっ

こ

やった︒猿田彦神抵というのがあって︑その神社の宇治土公という

たということをわかるようにしておこうということで︑いよいよ県

と

神主さんが三重楽の青隼神職の会長をやっていたものだから︑つい

会に出るかということになったときに︑おやじと誌をして︑看板墾

じ

でにやろうということで︑三重県の氏子青年会の会長をやって活動

に行って看板をつくって︑看板を上げた︒

う

するとか︑いろいろなことをやった︒﹁青年﹂と名のつくものは何

それで弟に電辞して︑﹁衆議院に出ることになったQこれは自分

なんとなく竹下さんみたいな感じですね︒

する﹂︒そう言わんといかん◎それで﹁饅頭屋の看板降ろすからな一

でもやった︒高等学校の瞬窓会の会長もやったし︒
伊藤

そうそう︒﹁蜷蛛

でやろうとは思わんけれど︑ひとがやれやれ言うので︑行くことに

藤波

と言ったら︑﹁兄貴︑ちょっと待て︒家内と相談してみる﹂﹁何を相

由もなし﹂だ︒票会議員か

ら撃て来たものはみなそうだ︒﹁長子蕃習る露もなし﹂だ︒例えば︑

談するのや﹂と言ったら︑相談して︑﹁おれは大きなところに入り

長子家玄る

先生方みたいに学者になるのも政治家になる道だし︑︑役人になるの

すぎた︒もっと小さなところに入ればよかったんだけれど︑大きな

ひきがえる

も政治家になる道だ︒それと嗣じように︑県会議員からなるという
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ところに入りすぎて︑どう考えても椎長になれん︒帰って行って饅

野中広務の一代記をテレビでやっていたけれど︑﹁家晦には政治家

藤波

そんなものですか︒

う馬鹿者はおらんわな︒

になるということは言わなかった﹂というけれど︑そんなことを言

窮しいことした︒かわいそうな︒そのことは︑昨βの媛か︑

頭屋をやったらすぐに被長になれるか﹂︒﹁なれる︑なれる﹂︒

そのことも︑今度の神風館の本には書いてあるんですけれどね︒

この弟のおかげだということです︒﹁家内と相談してみるわ﹂とい
うので︑家内と相談した結果︑帰ってきて船頭麗をやるということ
︸生だ︒かわい

一生饅頭歴だ︒あれは棒に振ったよ

になったもので︑帰って来て饅頭屋をしたんです︒
そうに︒私の応援をしながら︑
うなものだ︒かわいそうだ︒

■炎人のこと

相談ぐらいはした︒もう既成事実ができているから仕方がな

伊藤

肝臓をやった︒第一懸国で真蕩目だったし︑そのころは︒そのころ

に帰ったんですよ︒向こうを六時ぐらいに乗って︑十時ぐらいにこっ

そうです︒あれは伊勢の儒燭金庫というか金融機関があって︑

藤波

ちに着く︒そういう生活をやって︑十日ぐらいやっているあいだに
僧藤

完全に過労ですね︒二銀目の過労の時は︑私が糖尿が轟たと

肝臓を悪くするというのは︑やっぱり過労ですか︒︑

治っていたな︒

きた︒その娘なんだ︒﹁おれのところに来るか﹂と言ったら︑﹁いく﹂

藤波

れ﹂と言った︒そうしたら半年かかったんですよ︒一︐馬鹿︑

一ヶ月

くる︒窟内庁が心配するといかんで︑なるべく軍く治して出してく

わからん︒だいたい外国から来るやつはみんな家内を連れてやって

二人を離に置いて︑﹁すまんけど︑わしは今度官能長官になるかも

じゃあ行こうかといって︑東京医耕歯科に行って︑学長と院長の

行けというんです︒医科歯科に行けば︑じきに治るというんです︒

わかっていたから︑文部省に栢心したら︑文部雀は東京医科歯科に

いうときで︑応援して歩いて︒富房薦長里のときだ︑選挙で家港も

なんで知り合った︑ということはないですな︒

﹁来るか﹂というのは︑どういうことですか︵笑い︶︒なんで

藤波

近所なんですか︒

解藤

揮藤

いや︑近所ではない︒百五銀行という銀行があって︑その窓

倒れて︑今度宣屠長窟になるという︑そんなコースだということが

というので︑それでまあ︑わりあい早く決まってね︒

で家庭で商売をしていたんだけれど︑金融機関の専務理事をやって

その専務理事をしておるのが東大を出て︑﹁長子家倉る由もなし﹂

も︵笑い︶︒日本語は難しいな︵︸同笑い︶︒東京から伊勢に夜遅く

かったんだ︒第一麟目の衆議院選挙をやったときに︑病気になって

藤波

う相談ぐらいはしたでしょうO

じゃあ県会に出るときも︑別に裕談せずに︑ですか︒いちお

そう︑中小企業のね︒そう思っていたと思うんだけれど︒

それじゃあ︑奥様は︑祉長夫人だと︒

そんなものです︒

藤波藤波藤

とをおっしゃっていましたね︒伊勢の方ですか︒

そういえば︑さっき結婚する人が決まっているとご自分のこ

伊藤儲藤｛勇

知り合ったわけですか︒

藤波

欝におったんですね︒筋向橋という支店におった︒大きな金を持っ
ていって︑小さな金に替えに行ったのをよく覚えているな︒しょっ
そうですが︒藤波先生が気に入って︒

ちゅうな○それで慧識づけておいて︒
二身
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（

以内に治すといったのに︑そんな馬鹿なこと﹂︑これはいよいよ国
立大学やめてもらわなければしょうがないね︒患者の署うことを聞
かんのだから︒

と轟話ったら︑﹁順天堂がいい﹂と語うので︑それで順天堂に行って︑

でや﹂と露ったら︑﹁看護婦から洩れる﹂と言う︒﹁どこがいいんや﹂

たら︑文部雀は﹁いまは医科歯科はいかん﹂と習うんです︒﹁なん

藤波

伊藤

藤波

伊藤

私が糖尿病になって︑﹁東京医料歯科にまた行こうか﹂と言っ

忘れているぐらいなら︑本当に治っているんですよ︵笑い︶︒

すっかり治って︑もう忘れているんだな︒

じゃあもうすっかり治られたということですね︒

ンスみたいなことをやっておるわ︒ゴルフもね︒

帰ってくるというようなことだ︒テニスをやったり︑いまは社交ダ

のに︑といっても仕方ない︑夜のことはしかたない︒家内が持って

いうことになっていたんだな︒今呂は行かないから︑おれが出した

みんなによろしくなというと︑だいたい家内が持って帰ってくると

プでゴルフで優勝カップくれるというので︑優勝カップもらって︑

げだね︒仕事しとったら︑こんなわけにいかんからね︒あのグル⁝

もう薗分が病気であることを忘れておったよ︒琴クル⁝トのおか

二麟目だった︒

人周伴だからね︒受けるほうも夫人嗣伴でないといかんし︒それが

す︒やっと楽年で︒舞々に霧んだよ︒アメリカでもどこでもみな夫

学長と銑長と口を合わせて言ったねQだから仕方なしに預けたんで

やっと飛び込んで︑おらなければいいのにな︑と思いながら入った

げて行った︒その家の玄聞の前を手國ぐらい建ったり来たりして︑

は挨拶をせねばいかんと思って︑饅頭を三十盤奮発して︑片手にさ

輩でも議長をやったような連中で︑棺当強かった︒その二人にだけ

藤波

伊藤

藤波

伊藤

藤波

伊藤

思っていたね︒

でも︑いっかやろうとは思っておられたんでしょう︒

になった︒そうすると︑若い者から出そうということになった︒古

定員が一名増えることになったんだ︒伊勢市から三人が團人

それで︑票議に耀うということは︑ぞういう伸間内で⁝⁝︒

昭麹三十七年だ︒

ですね︒

所の翻理事長になられて︑ということもいろいろおやりになったん

伊藤

県議会の場合は︑政党をはっきりさせないで出るわけですか︒

い晦だけれど︑

藤波

いや︑自民党だね︒

て︑それでみんながやいやい言うものだからやることになった︑と

御藤

輿属党の公認ですか︒

いうことですな︒

藤波

そう︑公認︒小久保久吉とか︑西島吉婦夫とか︑畠艮党の先

羅青年団から県会議員へ

看護婦さんに世話になったんだ︒あのころ東京医科歯科はよかった

けれど︑ちゃんとおるわな︒それで挨拶をした︒それは悔しい思い

﹁阜う鐵してやる︑爽さんは軍く出しましょう﹂と︑えらいね︑

んだけれどね︒育名な医者がいたんだな︒

だね︒それから衆議跣も含めて︑先輩というのは強いなと思ったの

えんのだ︒だから︑寺だとか神社の社務所とか︑・そういうところば

一番新しい若いところがらだそうということになっ

そうですが︒それじゃあ議を号しますが︑伊勢市の青奪会議

揮藤ずっと後の舐ですが︑糖尿だということが病気としてわかっ

は︑町の公民館や公会堂や︑そういうところはなかなか貸してもら
一番最初に出たのは︑国会対策委員長のときだな︒

たのはいつですか︒

藤波
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先生の支持者はどういう人たちなんですか︒

伊藤

んですね︒

いや︑もののはずみだね︒若いものだから︑はずみがついた

いま考えてみると︑年代だね︒

からずっと︑選挙は落選なしでしょう︒

藤波

青隼︑ということですか︒

藤波

かりで演説をした︒強いな︑ と思った︒

当時の青梅︒庫代の仲畷だな︒

やっている者はみなそうですよ︵一望笑い︶︒

そう︒選挙で落選するものだとは思っていなかった︒続けて

先生はずっと後になってから一度落選されますが︑このとき

さっきお話になった︑連合青年団とか︑氏子の青年会とか︑

伊藤

それで三重の票議会議員になられて︑議員は何奪ぐらいやっ

ていたんですか︒紹和三十八年忌らですね︒
藤波

一箪年八ヶ月︒四年になる前に衆議院の選挙があって︑そのと

そうそう︒それで県会をやった︒県会は最高点で当選したんだ︒

轡藤

古武士の代表みたいな人で︑農林水産委員長をしていて︑本

浜地文平というのはどういう方ですか︒

●浜地文平について

たんですね︒

七十歳で勲一等をもらって辞めることになった︒大臣はやらなかっ

まに浜地文平という私の仕えておった先生が辞めることになった︒

三人︒

じゃあ︑もう
社会覚系だね︒

いた︒

藤波

そうそう︒

社会党の基盤を食うのはなかなか大変だろうから︒

そうですね︒

でも︷番戦わなければならないのは肖浅党ですね︒

そうそう︒

じゃあ自昆党の中の戦いといっても︑定員の中ですね︒

どまらんで︑

あいつとやるときは負けるということになっておって︑一ヶ所にと

をやっているわけだ︒そうすると︑だいたいそれぞれ鬼門があって︑

くと︑河野一郎と稲葉修と浜地文平と三人が︑一万円ずつ賭けて碁

の報告をしたので︑やっと安心をした︑というような人だった︒行

思って聞いておったら︑﹁代理理事誰々﹂といって︑それが委員会

うので︑これはおれのことを言うとるなと思って︑えらいことだと

会議をやっていたら︑﹁農林水産委員長︑浜地文平書﹂と議長が言

じゃあ︑そんなに激烈な選挙というわけではないんですね︒

よく建設省の分室にいた︒湾野一郎がおるところにね︒

それは︑浜地さんを訪ねて︑ですか︒

一万霞がぐるぐる回ることになっている︵一隅笑い︶︒

いや︑きつかったね︒最高点で当選したQ

撰藤

一人した︒

それで社会党も当選したんですか︒

被会党もいたわけですか︒

人は偲ですか︒

薗晟党の候補者は珂人いたんですか︒

．四です︒

定員は縢ですか︒

同窓会もあるでしょうね︒ それから青年会議所︑消防園︑だいたい

簾碧羅嚢簾肇羅嚢籐嚢羅嚢羅嚢羅嚢羅嚢雪曇

そういうところの若手ですかQ

伊藤揮藤檸
藤波藤波藤
最官同点というのはすごいじゃないですか︒
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氏は﹈足が痛風で痛んで動けなくて︑﹁わしは行けんけれど︑しか

みな集まれといって︑河野さんが触れを麟した︒そのときに﹇浜地

藤波

解藤

藤波

そうそう︒池田﹇勇人﹈と河籔が仲が悪くなって︑軽井沢に

浜地さんは河野派だったわけですか︒

そうそう︒

藤波

揮藤

俘藤

県会議員だって︑

は短らんな︒

藤波

できないけれど︑自惚党で八入だったかな︑新人ばかりがおっ

知らん︒知っているように順うのはようけおるけれど︑わし

青年団時代から竹下さんを知っていましたか︒

大きな意味があったのではないか﹂と言った︒そう思うね︒

見せて︑﹁かつて浜地文平さんは河野一郎さんにこういう手紙を出

自由クラブをつくるといって私のところに来たときに︑その手紙を

それがぐるぐる回って私の手署にあったもので︑溝野洋平霜が新

は将来中央に出て行く男だから︑農林水産委員長をもらってきたら︑

うポストを取るかという交渉に行って︑そのときに︑﹁藤波君︑鴛

やっていたけれど︑それなんかは先輩に混じって︑自民党でどうい

て︑服部光良という三春累の農協の中央会喪をしておるのが幹事で

一根生ではあまり侮もできないでしょう︒

し自重せよ﹄という手紙を書いて︑河野一郎に送った︒

したという縁があるけれど︑ぐるつと︸回りすると︑こういうこと

やれ﹂といって︑私が初めて役所の水産のところを回る足がかりが

できたので︑ありがたかったけれど︑そういうのは︑先輩はみな守っ

だな﹂といった︒そういうことがあったな︒

伊藤

てくれたね︒ありがたいことだった︒

これは面白い︵笑い︶︒それは河野薪党をつくろうというと

きの謡ですね︒ああ︑そうですが︒三重の県会議員としては︑どう

伊藤

たんですか︒

藤波先生ご自舅も︑じきに中央に行こうかという気構えだっ

いうご活躍をなさったわけですか︒
藤波

藤波

青年ですね︒全劉で︑．教育委員会を横において︑青年問題と

いうとだいたい警察がやっていたんだな︒それを全部の役所でやる

そういう空気ができていたんだな︑自然にね︒

いわけですから︒ 三重粟はだいたい棄民党が強いところですね︒

そうですが︒でも自畏党の中では㎝番の後輩ですね︒後がな

なくて︑三年八ヶ尾︒一期にはちょっと足らないんだ︒

途中で選挙はなくて？

皿期です︒

渠会議員は四年足らずですが︑これは一期ですか︒

いや︑自分で思ったというほど生意気ではないんだけれど︑

ことにしょうということにした︒そんなことを言ったり梶案したり
して︑政府は青亡母簸策本部というのを総理府につくった︒三田県
当時はまだ青年國がさかんなころでしょう︒いまは地方に青

はその走りをやったんです︒

伊藤

年がいませんけれど︑その当時は地方に青奪がごろごろいたと思い
竹下登が臼本青年館の館長になったのかな︑竹下登の意義と

ますね︒

藤波

そうそう︑かなり強いね︒こうやって﹇いま﹈私が無所属で
いても︑

藤波

けれど︑﹁みんなの意見を尊重して︑決めたらみんなでやるという

るんです︑ 執行猶予が︒だからできるだけゆっくり行こうと思って

九人が自民覚なんです︒ それだけ強いんだな︒

自軍党だと疑う者は一人もいないな︒私は来年十月まであ
のが青無心だ︒竹下はそれをやってきたんだ︒着実にやってきた︒

いるんだけれど︒ いま私の小選挙区で︑十二人の票議会議員のうち

竹下時代をつくれたんだ﹂という語をした︒﹁日本の畏主圭義には

それがほかの政治家と全然違うところだ︒それをやってきたので︑

いうものを言ったんですね︒そのときはまた背後のことを言うんだ

伊藤憐藤ge
藤波藤波藤
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■衆議院選へ初出馬

藤波

伊藤

なれないんだ︒最後までなれないんだ︒最初の縢十二年の時

このときはもちろん自民覚の公認繰補ですか︒

は全部で七人立候補したのかな︒私のほかに︑渠会の先輩の岩下か

ねという人と︑民敏系で一入︑それから社会党の系統で㎝人︒これ

がみんな強いんだ︒それで温村﹇元﹈︑野呂﹇恭二︑角屡竪次郎と

それで︑国会の選挙をやることになった︒そのときは客観的

す︒負けそうだけれど︑やるとかやらないとかということは考えた

藤波

ことがなかったね︒やるのが決まっていたから︑やろうと︒

いうのが強いんだ︒

公認というのは県連で申講ずるんですか︒

に非常に弱かったんだけれど︑小泉太志命という人が磯部町におっ

一欝中︑振っていなければなりませんね︒

伊藤

それは自民党ですか︒

儀道

そうそう︑それで最後には物を言わなくなるんです︒誰にも

伊藤

藤波

そうそう︒

て︑道場を紐んでおった︒道場で剣を嬢っておったんです︒この人

会いたくないといってね︒私はその人に指導を受けました︒私の友

藤波

緊連で公認を受けられなかったということですか︒

角屋は娃会党︑自民党は照村︑野呂が断然強い︒その三人の

人山路啓雄が道場をつくるのに努力して︑そこへ入っておった︒そ

伊藤

初めの頃はね︒岩下かね中心に勤いていたから︒斎藤昇さん

藤波

れは不思議なことで︑雄和四十二年の衆議院選挙の直前︑やってい

藤波

ほかに︑薪人が四人ぐらい立候乏した︒先輩はみな私より強いんで

る最中だな︑頭の上の黒雲がザーッとかかってどうにもならんな︑

が県連会長で︑これはいかんと思って東京に出て︑閉・甲角栄さんと

は昭秘天皇を守り抜くということに徹してきた人で︑一日に三万三

と思って道場に入った︒しかし道場から出てくるときには︑パ⁝ッ

か橿雷心夫さんとかに話をして︑やっと最後の頃に公認が決まった

千圓真剣を振るんだ︒えらいですよ︒

とその霧が捻れて︑これで当選できるな︑と思ったことがあるな︒

のかな︒

最終的には公認が取れたんですね︒

その人の横に行って︑﹁漕は必ず当選するから︑当選して行ったら︑

本会議場で深呼吸していろ︒直に天皇旗下の側へ行って仕事をする
ことになる︒深呼吸だけしてくれ︒それで帰ってきたらまた来いよ﹂

という優しい人だった︒青森の轟身の人で︑今泉定助の門下生をし
ばらくやって︑できる入だった︒

﹁定数がいくつですか︒

その道場で︑ 先生ご膚身も剣道をやられたわけですか︒

衆議院の︑三重二区というのは︑

そうそう︒わからないね︒

お手伝いをしただけですかQ

やらない︒わからない︒

藤伊藤研藤伊
波藤波藤波藤

渥人︒

誰かが落ちることになるわけですか︒

定数いっぱい︒

定数いっぱいですか︒

四人︒

じゃあ︑自晟党の公認候補は弼臭いたわけですか︒

そうそう︒

選挙当日は︑自殺民主党公認候補だったわけですね︒

取れた︒

藤伊藤僻藤｛P藤伊藤伊
波藤波藤波藤波藤波藤

そうそう︒
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藤波

撰藤

なかっただろうね︒あいつはいやな顔をしてね︒それはもと

それは公認したくなかったでしょうね︵笑い︶︒

もと佐藤派だったから︒岩下かねも佐藤派で畠ているわけだ︒いや
東京に公認を頼みに行ったというお語でしたが︑そういう人

な顔をしたよ︒

有馬
浜地文平︒

脈は︑そのころはどういうふうにできていたわけですか︒
藤波

儲藤浜地さんは︑さっきおっしゃったように河野派でしょう︒そ

なったんだ︒二つに割れるわけです︒森清︑園田薩︑そこに根本龍

河野一郎が前の年に亡くなってしまった◎四十一隼七月七日に亡く

ところも福蟹さんのところも行ったのは︑根本さんの紹介だったな︒

藤波

らんし︑困った︒でも公認料をもらって帰ってきた﹂と︒そうなんだ︒

いに行ったんだけれど︑佐藤さんの顔も︑田中角栄幹事長の顔も知

に行ったようなことを書いているんだ︑﹁掩は行けというのでもら

援会長をしている山中隆雄君という人物がいるんだ︒これがもらい

藤波

派閥の親方からも︑少しは資金援助があるんでしょう︒

蓉根康弘のところにも行ったら︑門書は俺と一緒にやらなければ落

伊藤

藤波

かかるなあ︒

選挙というのはお金がかかるものでしょう︒

そうですね︒

h
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丁寒だったよ︒

それは最初の選挙の時ですか︒

最初の選挙の時︒中曽根さんだったら︑ああは行かんな︒

森派というのは五︑六人ぐらいのものでしょう︒
そうですね︒

それで本嶺に小さい派閥を成していたわけですね︒
成していたわけですね︒

それで結局公認を取ったわけですが︑公認料はもらったわけ

太郎︑重政誠之などがいて︑もう片方が中薯根さんの方だ︒中曽根

偶藤

そうですねQ

ですね︒

さんの方には行かなかった︒

藤波

そういうのは︑ご自分ではなくて︑会計責任者が全部やるん

うすると河野派に行くわけですか︒

理由ははっ泰りしているんだ︒両方が争っているので︑どちらに

撰藤

公認料はもらったと思うんだけれどQ私の小学校の︑いま後

しようかといって︑浜地さんと一緒に挨拶に行った︒そうしたら森

選するぞ﹂と︑こう言ったんだ︵一同笑い︶︒だから森清のところ

藤波

自分でも持ち出さなければならないでしょう︒それはないで

ですか︒

に行くのが決まったんだ︒本当に辛かったんですよ︒窟房長官になっ

伊藤

すか︑饅頭麗からの持ち出しは︒
饅頭腿の金では足らんな︒

藤波票会議員の時に︑毎日のように饅頭を逼った金をぷケットに

藤波
森轟轟というのは数が少ないでしょう︒

入れて持っていったけれど︑足らなかったな︒饅頭屋ぐらいでは︒

はずだ︒渡辺美智雄にしても宇野宗佑にしても︑みな怒ったはずだ
伊藤

数が少ない︒だけれども︑森清さんは便勢に応援に来て︑街

駄羅ですか︵笑い︶︒

藤波

解藤下手をすると饅頭屋がつぶれちゃうんじゃないですか︵笑い︶︒

勝藤

頭演説をやってくださいといったら︑街鎖の柔々で曝していたね︒

よ︒わかるわ︒

︻人しかおらんような顔をして官房長窟をやるのかといって怒った

たときは︑みんないやがったはずだよね︒あんなやつが︑生煮気な︑

清は﹁俺は何の力もないけれど︑俺と一緒にやろう﹂と言った︒中

行くわけだ︒根本龍太郎なんていうのがいてね︒田中さんの

俘藤僻藤伊藤炉
藤波藤波藤波藤

佐道

雄弁会の関孫で先輩の方がいろいろと教えてくれるとか︑そ

ういうことはないんですか︒

でも財政的な支援者が地元にもあったわけですか︒

藤波
藤波

いや︑ない︒財政的に応援するというような習慣のないとこ

ろだったな︒尾崎嬰堂︑浜地文平だからな︒あれが習慣なんだ︒冷

係というのは︑鷹会議員になってから始まるんだろうね︒

魑会議員になってからですか︒

蕊接にはなかったね︒知ってはおったけれどね︒政治的な騰

たいな︒だから︑こいつらが金を持ってこなければ総理大臣にはな
かなか簡単にはなれんな︑と思っていたから︑リクルートになった
そもそもは浜地文平さんとは︑どうしてそういう密接な関係

ときに︑気持ちはわりあいさっぱりしたね︒

佐道
浜地文平というのは︑度会郡南島町の出身で︑私のおやじも

になったんですか︒

藤波

ええ︒そういうこともあるな︒

森派の入たちがいろいろ教えてくれるわけですか︒
そうそう︒

どなたが一番一所懸命やってくれたんですか︒

上では藤昆正行︒ちょっと上だね︒無愛想だったけれど︑例

えば致冷血窟の人事の時に︑醗幹事長の磐下登に電話をするわけだ︒

波が政務次官になってもいいんだ︑ ならしてやってよ㎏と書って頼

かったもので︑小さいとまに藤波のところに養子に来て大きくなっ
それでお父様がお知り合いだったんですか︒

竹下は政務次宮雛当副韓事長だ︒ ﹁おい︑竹下霜︒俺のところの藤

伊藤

んだ︒

最初に当選したときは︑佐藤内閣ですね︒森派は森さんも入

選挙の時は総務長官︒沖縄問題をやっていた︒

薦していないでしょうD

揮藤

ていたな︒ 科学技術政務次官︑文部政務次窟︒

頼むんだ︒ ﹁ああ︑そうか﹂といって︑向こうもわかったようにやつ

そんな頼み方はないと思うんだけれど︑そんな物の言い方で

おやじは皐くから知り合っていた︒

最初に国会に行かれると︑本当に︸隼生議員ですね︒どうい
友達がいたからな︒河野洋平とか姓藤文生とか︑いまの塩川
塩絹さんも︸緒ですか︒
一緒です︒公明党が鈍めて出た年です︒

そういう人たちとは︑そこで初めて会ったわけでしょう︒昔

じゃあ一応は主流派の中に・⁝︒

いた︑ということになっているわけだ︒圏田直とか︒

この森派は︑このあとどうなるんですか︒

三月︑その年に亮んで︑圏圖直が会長になる︒

今度は園沼派になるわけですか︒

尊覧派になるわけだ︒完全に福穣好みになっていくんだ︒角

福田派のほうに入って行くわけです︒

福戦争の紹和四十七年には完全に福田のほうに組み入れられるわけだ︒

揮藤

その中でも私の選挙籔は︑浜地文平以来の縁があって︑河野

ええ︑そうですね︒みんなそんなものだろう︒だんだん覚え

藤波

藤波

からの知り合いは国会の中にいないじゃないですか︒

揮藤

藤波

伊藤

正十郎とか︒

藤波

う行動をしたらいいか︑あまりよくわからないんじゃないですか︒

伊藤

■国会議員となる

藤波

た︑という経緯があるんだ︒だからもともと南島とは縁があるんだね︒

南島町で生まれて︑島沼という姓だったのが︑藤波の家に子供がな

藤伊藤伊藤伊
波藤波藤波藤

藤炉藤伊藤伊藤
波藤波藤波藤波

ていくんだろうな︒
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有馬

先生はそういう意味では文教族ということになりますね︒そ

さんが取り仕切っていたんだ︒建設省に行っても醗村さんがどう思

蒲生クラブ︒

いや︑﹁柘世会﹂とかいうんじゃないですか︒
ああ︑つくっている︒

これは誰が音頭取りですか︒

撰藤

入る︒

国会に当選されると︑どこかの委員会に配属されるわけですか︒

鯵藤

た者がやっている︒

ているだけのことだ︒ いまは誰がやっているのかな︒続けて当選し

それは大したことがない︒信じように当選してきた者が集まつ

藤波

どこに入るんですか︒

藤波

いまでもやっている︒

これは続けているんですか︒

揮藤

文教にはいる︒

28

一郎との関係は普這うけれど︑福困越夫との㎜関係は全くないんだ︒そ

﹁そうさせてもらえんか﹂と園田直に言うわけだ︒それは三贋闘の

うかによって決まるし︑農林省に行っても決まるし︑水産庁に行っ

れはご自身も関心がおありになったんですね︒

選挙の時ですね︒それで園田直の秘書が私の選挙区にやってきて︑

ても決まる︒どこに行ってもそうなんだ︒文部省だけは︑腿村さん

ういうわけで︑穂かやるときは︑河野の縁で中曽根になるんだ︒中

金を持ってうろうろするんだ︒﹁これを受け取れ﹂と言う︒﹁そん居

は苦手だったんだな︒それで︑しかたない︑空いているのは文部雀

藤波あった︒関心というより何より︑全部︑私の選挙漢の濁村元

一曹無派閥で選

語根に頼るというのが︑野分としては一番筋が通るように思うので︑

のはいらん︑受け取るわけにはいかん﹂といって︑

波さんはどう書っているといって︑政策の行方を決めるときに︑国

しかないから︑ついつい一疋懸命やったんだ︒文部省だけだよ︑藤

﹁すまんけれど︑わしは当選してきたけれど︑認めてくれ﹂と書う

会議員の名髄を出して通るんだからね︒通るのは文部雀だけだった︒

挙をやって︑選挙が終わってからまた園田直のところに行って︑
わけだ︒そうしたら臼田は私の目の前で中曹根さんに電話して︑

このあいだ演説会で私は言ったんだけれど︑﹁文教をやってきて︑

瞬期で当選した人でグループを作っておられるでしょう︒

麟﹁拓世会﹄の人々

ｯ書い︶︒このあいだ︑そういう話をしたんだ︒大笑いだった︒

宙村さんに礼を言わなければいかんな︒全部ふさがっていたんだから﹂

文部省のいままでの仕事はみな自分でまとめたつもりでいるけれど︑

﹁中曽根霜︑すまんけれど︑藤波を預かってくれ﹂と言うわけだ︒
﹁それならそうしようか篇と︒なかなか難しいんだ︑派閥は︒

もっともそのときには︑中瞥根さんが通産大臣兼科学捜術庁長賓
できておって︑私は科学技衛庁の政務次官だったQ﹁すまんけれど︑

俺は通産雀が鉱しいから通塵省に行くから︑麟学技術庁のことは藤
波に相談してくれ﹂と憲って︑中曽根さんは役所に来ないわけだ︒
来ないからやるわけだけれど︑こっちは科学技徳の．ことはわからん
しな︒園つたよ︒弼かアメリカで︑ニクソンかな︑原子・刀のことを

謡すのに︑﹁すまんけれど︑これだけ頼んでくれ﹂といって︑事務
次官の曾口うのをそのまま受け亮りして︑本中総理大臣に言ったこと

を覚えている︒さっぱりわからなかった︒でもまあ︑思い出として
は︑やらせてもらって瀬白かったよ︒行って来いというので︑福福
渠で中川平太夫が知事をしておって︑そこに行って頼んだ︒それも

波藤波藤波藤

藤波

原子力発電所のことだった︒

（〜

藤｛灘藤伊藤攣

これで新裟由クラブの謡にな︑るんですね︒

そうそう︒

河野洋平さんとか︑山鋤敏夫さんもそうですか︒

みんなですね︒

情報もあるでしょうし︒その中で一番親しいのはどなたですか︒

いろいろ便稗ですね︒

でもいろいろ便利は便利でしょう︒

そうそう︒

ただ︑縢好会みたいなものですか︒

麗係ない︒

これは派閥とは全然関孫ないんですね︒

そうそう︒農民党だけ︒

自畏覚だけですか︒

岡期会︑良罠党の中だ︒

瞬期会ですね︒

伊藤

藤波

佐道

藤波

伊藤

藤波

伊藤

そうそう︑オ⁝ナ⁝だな︒

でも実際はオーナーみたいなものでしょう︒

いまは派閥の最高顧問だ︒

じゃあ︑派閥の親分を馬鹿にしているんですか︒

中曽根さんのところなんだ︒中曽根さんはもう︑じっと見て

中曽根さんの方じゃないんですか︒

藤﹇隆美﹈君や亀井静香のところに行って︑武藤嘉文と一緒に顧問

の派閥ではどこに属しておられるんですか︒

伊藤

先生は山晦さんのところではないわけですね︒

ということでいるわけだ︒

藤波

山綺は抜けていったんだ︒

いると︑みな馬鹿にしているな︒もういいのに︑と思ったけれどQ

伊藤

そっちにはついていかなかった︒

あのことはねQ

藤波

ついて行かない︒

河野洋平かな︑やっぱり︒

ら︑説明するのが︒私の場合はね︒中曽根さんに逆らうのかとか︑

藤波中蕾根さんのところにいることにせんと面倒くさいものだか

卜

ちょっと待ってください︒いま先生は無所属ですが︑自罠党

そうそう鵡

藤波

じゃあ︑いまのところ中穴糸さんのところにいるわけですか︒

藤波
文教族︒

森派も定期的に会合をやっていたわけですか︒
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派閥では︑前宮待遇でいくから来い︑というものだから︑江

あと︑加藤六月さんとか武藤嘉文さん︑塩谷一夫︑佐藤文生︑

儲藤

伊藤

いろいろなことを言うから︑面倒くさいわ︒いちいちね︒ときどき顔

みたいな護がよくある︒河野洋平と木部佳昭を比較すると︑木部佳

紹のほうが上だと中曽根さんは思っていたんだな︒木部佳昭という

伊藤

やっていた︒

蟹︐森清派について
のほうが上だと︑中曽根さんは思ったんじゃないかな︒つまらん話

藤波

一軒ずつ訪

だよ︒そのぐらい違う︒

郎の秘書で︑年中︑暇があってもなくても︑

を墨せば︑それでいいことだから︒そういうことにしているわけだよ︒

文教族︒惜しいことをしたQ人間の評儲ということは︑政治

のは河野

の世界ではね︑ 学校の先生もそうだけれど︑それでも﹁白い巨塔﹂

ねて歩いていた人だ︒選挙は強い︒野賑毅と出崎拓を見て︑川堤搭

藤波

坂本三十次︒ この中で︸番政治的に縁があった人は誰ですか︒

揮藤偶藤伊藤伊藤俘藤解藤御藤轡藤俘
藤波藤波藤波藤波藤波藤波藤波藤波藤

v
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一

圃

簑

俘藤

藤波

轡藤

あれはいまでいうとどこかな︒建設省の分所のところだった

事務飯はどこにあったんですか︒

毎週やっていた︒

毎週とか︑毎月とか︒

世の中がおまえを官房長官にしたことによって︑俺は侮も雷わんで

ある︒中蓉根康弘にも書いたいことがいっぱいある︒だけれども︑

とを言ったんでしょうな︒へ︐福田さんにも言いたいことがいっぱい

ぱいある﹂という︒何か派閥をおまえに継承させるとか︑そんなこ

霞ヶ関ですか︒

題だな︒それは先生︑たくさん聞き出してくださいよ︒弼を言わな

藤波
揮藤

霞ヶ麗だね︒よう食ったのを覚えている︒カツ舛を食って︑

死んでいく﹂といって︑手を握って帰ってきたら︑じきに死んだな︒

藤波

いかが問題だ︒それは時代が変わっちゃうと︑時代を踏み越えて行

な︒あの〜角だ︒

長野を食って︑蕎麦でも食べるかといって︑三つも四つも食った︒

きますからね︒だけれども︑圏田直なんかが侮を書いたいかという

だから政冶家というのは︑何を言うかよりも侮を書わないかが問

園細薦︑根本龍太郎とか︑白浜仁吉とか中将俊思とか︑みんないた
伊藤
圏躍直︒

森さんの代貸しみたいな人は誰なんですか︒

熊本に︒選挙区だからね︒選挙区によく連れて行ってもらった︒

藤波

御藤

ずいぶん上だよ︒親子ぐらいだ︒よく連れて行ってもらった︑

園賑直さんとは︑どれぐらい年齢差がありますか︒

ことを︑もうちょっと聞けばよかったなといまでも思うけれどね︒

藤波

それで派閥を継承することになるんですね︒森さんというの

んだね︒

伊藤

僻藤

藤波

あれは森コンツェルンの︸族でしょう︒

いい人だったな︒明るくて︒

藤波

なければ駄目でしょう︒

連れて行ってもらったといっても︑選挙の時に溶援にも行か

はどういう人でしたか︒

轡藤

仲間ですね︒中瞥根さんにないものを待っていたな︒いい入

どういう点がよかったんですか︒

自然にできるんだな︒鈴木宗男が外務省であれだけの発雷力

藤波

鯵藤

文教族だけれど︑河野震の場合は︑だんだん政治の盤界に没

河野洋平さんも文教族でしょう︒

部省は西罵武炎と藤波孝生だ︒その代わり︑何でもやったけれどね︒

を待つには︑ずいぶん詰めた努力があったと思うよ︒私の場合︑文

藤波

ういう感覚はどうやってつくっていくものですか︒

は自分がやっていくことだとか︑こういうことならやれるとか︑そ

有馬衆議院に出られて︑文教委員会に最初に入られてから︑これ

翻文教族として

そうそう︒いい人やったね︒

藤波

森さんは何が専門でしたか︑というのも変ですが︒

だった︒

御藤

人柄専門だな︒いい入だった︒

伊藤

私が官募長官になったときに︑そのときはもう﹇園田氏は﹈
車椅子で︑最後の時だった︒﹁俺は福鐙さんにも言いたいことがいっ

藤波

い人だった︒雛の中ではいろいろ訪うけれど︑いい人だった︒

いや︑経営者はやってない︒純粋に政治家だな︒園田直もい

ご自身が経営者でもあったんですか︒

どこにあったのかな︒まあ経済だろうな︒

人柄ですか︒族としてはどこにあったんですか︒

藤俸藤偶藤
波藤波藤波
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致していくわけだな︑突っ込んでいくわけだ︒私や西岡は︑文教で
政治に突っ込んでいくということは︑つまり將来の総裁を目

文部雀に残っているから︒そういう部分があったな︒

俘藤
指していくということですかQ
そうそう︒

先生の先輩の文教族というと誰がいるわけですか︒

あまりいないね︒

坂田道太さんとか︑竹内﹇黎乙さんとか︒

坂田はね︒

坂組さんとの接点はありましたか︒

あったD坂隈さんは︑地元の市長選挙の応援にも行ったこと

があるな︒

教のことならあいつらに聞け︑ということにならんと駄羅だ︒

纈瞥軍登について

さっきからよく竹下さんのことが出て来まずけれど︒

嬉きだった︒膏年隈の出身で︑続きだった︒

国会では竹下さんの方が先輩ですか︒

大先輩︒組織委員長と文教局長の違いぐらい違う︒
年齢的にも違うんですね︒
違う︒

でも好きなタイプの政治家なんですか︒

んが辞めるときに︑竹下登か安倍晋太郎か︑どちらかということに

そうですね︒ずっと先に行って申し訳ないけれど︑中害根さ

そうそう︒

そうすると︑藤波・西騨でやりたいようにやれたんですか︒

藤波

なった︒安倍さんが癌で終わったことを思うと︑安倍さんにしてお

飯島清とか四元義隆とか︑ 全部安倍晋太郎だったな︒私にいまでも

けばよかったけれど︑私は竹下派だったね︒中曽根さんの周りは︑

やりたいようにやれるまでには腹当時間がかかったわけでしょ

う︒

藤波

萩雛記者十人ぐらいがついているのは︑ だいたい論説委員クラスに

は安倍か竹下かということで︑それぞれの政溶部の会議があって︑

なっているんだけれど︑ その連中はそのときのことで︑中讐根の後

ね︒ほかの何をやっていてもね︒気勢長官の頃でも︑文部雀の予算︑

夜の夜中に ﹁全部安倍だという︑だけど藤波はまだ安倍だと

蕎って

文教予算は﹁これでいいですか﹂といって︑最後まで言ってきたな︒

いなし︑︒だから安賠と釘つのはちょっと待て﹂といって︑もう一B︑

二日待たせたという︑その苦しみを乗り越えてきたものだから︑い

ま一緒にいるんだ︒ 結局︑竹下だった︒久米蜜に至っては︑﹁いま

出ました︒宇野さんが中藍根さんの書いたものを持って︑党本部に

・

藤波

帰っております︒帰っております︒たぶん安倍と書いてあるはずで

属するわけだ︒文教部会に属して︑文教のほうをやる︒例え

ば京都の知事選挙の時に︑組織委員長の雛下登と文教局長の藤波と

た﹂︵一同笑い︶◎

す︒安儂です︑安倍です︒緊けました︑安倍です︒あっ︑竹下でし

でも文教部会に属するんですか︒

伊藤最初︑團会に入ったときに文教委員会に属して︑自民党の中

そんなものだよ︒

算でもういいですか﹂といって︑主計が必ず最後の鹸拶に来るとか

ね︒役馬にとっても便利だし︑大蔵省も便利だ︒私に︑﹁こんな予

かかったね︒やりたいようにやる者がおるほうが便利なんだ

伊藤

有馬

藤伊藤伊藤伊藤僻
論藤波藤波藤波藤

で︑大本由や大毒な神社に二人でお詣りに行くわけだ︒ちゃんとお
布施を包んで︒それぐらい︑ふだんから努力しないと駄蟹だな︒文
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藤伊藤小藤伊藤
波藤波池波藤波

回

2002母10月7日
簑

あの人は人に好かれる人なんでしょうね︒

そういうことを一齎懸命やったとか言っていましたけれど︒

そうですね︒

伊藤

ど︑圏際的に世界に羽ばたいて︑うちの中をまとめたものがいると
藤波

比較的︑敵が少ない︒藤波先生も︑あまり敵が多くないんじゃ

全部安倍だったんだな︒そやけども︑本当かどうかわからんけれ
思ったし︑竹下でよかったんだと思いますね︑あのと壽は︒あれが
轡藤

それで︑中曽根さんもそう思ったわけですね︒

思ってた︒

轡藤

藤波

伊藤

藤波

だから中曽根さんみたいにワーッと引っ張っていくというや

そう︑手法は青年団方式だ︒

岡じ手法なんですね︒

それはみんなの慧見を聴いている方だからな︒

ないですか︒

思ったんだね︒

り方じゃないんですね︒

でも先生は哲下さんのほうがいいなと思っておられたんでしょ

安倍だったら︑もっと世の中は変わっていたな︒
轡藤
う︒

そこは一致したわけじゃないですか︒

ない︑ない︒小戸純⁝郎もそうだ︒大統領だといっておだて

られて︑オオウマになっているけれど︑あれは間違うね︒あんなの

藤波

致させようと思って努力したわけだ︒例えばね︑ 中曽根康弘という

じゃ駄圏だ︒何入かで事を決めればいいんだ︒蟹の方向をね︒そう

一

のは夜の夜中だったら機嫌がいいんだ︒朝は機嫌が悪い︒だから竹

造﹈人事でも︑なるべく言うな︑放つとけというと︑ちょっと﹇交

するとみんな落ち着くんだ︒自分一人で決めるようなことを言って︑

宮灘童三さんですか︒

替する閣僚の﹈人数が多くなる︒もう︑いまや党内の空気は︑放つ

下登を夜の十時に総理公邸に入れるとか︒その代わり︑朝八時にも
小池

そう︑宮澤さんを八時に入れて︑十時に安倍さんを入れた︒

周りが書うほど︑反対のことをやるという︒このあいだの﹇内閣改

藤波

そうですが︒竹下びいきなんですか︒

反対もできませんしね︒

とけ放つとけだよQ

轡藤

竹下さんとは︑先生が初当選された最初のころからおつき合

またあいつに騙されたと思っているかもわからないな︒

俵道

いが始まったわけですか︒

藤波

新人が入ってくると親切に︑食堂はここで︑とか︒

そうだね︒

反繋も出ないけれど︑そのうち出るから︒

㎝癒人気がありますからね︒

やっていることは滅茶苦茶だ︒

先生︑だいたい二時間ですので︑お疲れだと思いますので︑

ありがとうございました︒

日は本当にありがとうございました︒
一事

︵終了︶

これぐらいでやめておきます︒今度は議員としてのご活躍をある程

伊藤

案内係ですね︒

炉藤竹下さんは︑入ってくる瓢人の教育係だと自分で書っていま

武田

度詳しく構いたいと思いますので︑よろしくお願いいたします︒今

そうですね︒そんなに深くなかったけれど︑尊敬していたね︒

藤波藤波藤

したけれど︑そんな感じなんですか︒

藤波

夢｝藤轡藤｛界

それはできるわけだ︒そこまではできる︒そういうことはあるなQ

う一人の大蔵大臣−一︒

それは一致したけれど︑こっちはそこへ持っていくのに︑

藤伊藤伊藤
波藤波藤波
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藤波孝生

第2回

日隣：2002年11月12日
14：ee・v16：00
於：政策研究院政策研究プロジェクトセンター

i〔インタビmeアー〕嘱書きはインタビュ＿の時点）

1伊藤

隆（敵策研究火学院大学教授）

i有馬

学（九朔大学教授）

小池聖一（広厩大学助教授〉
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特別研究員）

：

平松大輔（藤波孝生氏秘書）
記録考：丹羽漕隆

筆一

翻小学校時代の舞態
いま入院中なんですか︒

そうです︒抜けてきました︒

どういう人かと思っているのかな︒

二〇センチぐらいある大男に丘ハ隊の賑を着せて︑森永大将といって

いた︒それを馬車に乗せて︑ずっと町を圏るんです︒それがときど

きやって来るので︑それが思い昂になっている︒森永大将︑森永大
伊藤

そうですね︒いまでいう宣伝ですか︒非常に懐かしい︒大き

それは森永の竃伝ですか︒

将といっていた︒

藤波

な体の人で︑まだ生きているのかな︑もう亡くなられたかな︒

ああ︑人形じゃなくて人なんですか︒

望藤

子供の須です︒それから国民学校︑宇治山賑帯立進修国畏学

それは争鍵の頃ですか︒

一人で旅行をしています︒

四年生︑五年生の握任は薮野先生︑それから村木繁三先生だった︒

鉄工所をやっておりますが︑

ないために行くんだという︒ぼけ防止だ︒いまでも元気で︑娘婿が

一人目外国に旅行に行く︒なんで行くんですか︑といったら︑ぼけ

事はいらん﹂といって︑へたな短歌を詠んで書いて送ってくれたな︒
二年生︑三年生は永岡きくという女の先生︒これは年をとって︑

しているといって︑ここの看護婦が怒るから︑手紙を寄越すな︑返

事がいかんのかというと︑﹁えらい人を簸りにしてまた大きな顔を

を寄越して︑返事を書くと︑﹁返事を寄越すな﹂という︒なんで返

ので有名な人だった︒去隼か一昨奪︑亡くなりました︒何回も手紙

を越えてもなお生きて︑歌を歌いかけたらマイクを離さないという

校のこと︒ 一年生の握任は河崎孝子という女の先生︒情熱的で九十

藤波

に陵かしいということが一つ︒

匿舎だと子供がみな集まってくるし︑嘉んでね︒それが非常

この話は僕は初めて聞いたな︒

大きい︒それに軍隊の帳峯をかぶせて︑森永大将といった︒

ニメートルニ○というと︑すごく大きいですね︒

人です︒

藤鐸藤武藤伊
波藤波田波藤

病院からいらっしゃったんですか︒

ええ︑そうです︒

それは申し訳ありません︒

いいえ︒よかったら︑このあいだまとめてもらったものに追
撫をすることを先にやらせてください︒ ﹇黄緑色の表紙の小樹子
﹁神風館﹂を配筏﹈

そうです︒政治の偉界より俳旬の世界のほうが有名になった︒

先生は﹇僻号が一孝裳というんですね︒

藤波

いや︑敢浩の世界のほうが有名でしょう︒藤波先生の名前を

極藤

伊藤

いやいや︑順天堂の若い看護婦に﹁今日は一時に行って︑五

言ってわからない人はモグリですよ︒

藤波

時に帰ってくる﹂と書ったら︑﹁会社ですか﹂という︒だから﹁お
う︑三二だ︑会社だ﹂と書ったら︑﹁入院して留守にしているから
心配なので行くんですか﹂と書うから︑﹁そうだ︑いっぺん会社の
様子を見てくる﹂と書いましたよ︒若い看護婦はみなそうだ︒いい
伊藤

いいよ︒くういう会社かな︑と思っているんだろう︵笑い︶︒

莞

藤波

じゃあ先焦︑この前のことに毛筋なさることを先にお護しく

ね

堺藤

小さい頃の一番の思い出は︑森永大将のこと︒全蟹の菓子麗

ださいますか︒

藤波

をずっと回っていた︒森永のキャラメルだ︒体の大きなニメ⁝トル
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藤解平伊藤御
三藤松藤波藤

非鴬に合理的な話をしてくれた︒嶺時の校長さんは仲上彰二という

に合理主義の入で︑よく宿直の曉なんかに遊びに出かけていくと︑

これは結核で︑早く亡くなりました︒この人は戦争反対だな︒非常

ントで︑私は二野勝ったかな︒まあ優勝したのでよかったと思いま

の森田耕作も亡くなったQ︸二人で二勝すれば上にあがれるトーナメ

田村文夫というので︑︸生市役所におって︑早く亡くなった︒大将

した︒それと帳藤を一冊ぐらいもらったかな︒私が先鋒で︑中堅は

魑高校の野球部で

す︒

人で︑よく職員会議の場でたてついておったのを覚えている︒
六年生は枡囲綱郎という人が担任で︑﹁おまえらの言うことは︑

わかつちゃるか︑わかつちゃいねえか︑わかつちゃいねえ﹂という
のが合い言葉︑子供らに親しみを込めて書うセリフでした︒そうい
う先生でした︒﹁わかつちゃるか︑わかつちゃいねえか︑わかつちゃ

藤波

いねえ﹂︑わかつちゃいねえや︒途中で転侵していきまして︑村木
繁三という人がまた來ました︒最後は︑召集で軍隊に行っていまし

す︒久保贋雅也というのがキャプテンで︑細貝二郎というのが野球

先生がストライキをして︑野球部の練習に出て来ないんだ︒それを

﹁おまえらの君うことは馬鹿げとるんで︑おれは行かん﹂といって︑

それから︹宇治山田高校の︸野球の思い出をちょっと言いま

たけれど︑帰ってきて卒業式のオルガンを弾いた︒ポロ選ロ泣きな

部長だった︒ときどま野球部長がストライキをやって︑出て来ない︒

よく小学校の先生の名前まで覚えておられますね︒僕はすっ

がらオルガンを弾いていたのを覚えていますよ︒

伊藤
かり忘れている︒

﹁細貝先生︑お茶︑お茶と洗うけれど︑お茶を擬る舞うのが姫き

また︑みんなが門おまえが行って連れて来い﹂というので︑そのこ

ルの﹁青い爲扁をやってよとみんなが頼んで︑﹁青い鳥﹂の話をし

な人はいいけれど︑嫌いな人でもお茶をやらなければいかんのです

いやいや︒それで先生が休むと来てくれる先生が代行でいて︑

てくれた︒私がサクルートでやっつけられて︑世の中が大騒ぎして

か﹂と書ったら︑﹁人生の終わる頃になったらおまえもわかるよう

藤波

一軒ずつ訪ねて︑住賑先生を訪ねたら︑﹁それでええ︑

ろのいろいろな謡をした︒高等学校の一年生のときだな︒

いるときに︑

になる︒もうちょっと辛抱して︑嫌いな人を葺きになるように努力

佳艶正郎という先生がおった︒その時間になると︑チルチル︑ミチ

それでええ︒人に迷惑をかけるよりも︑人に迷惑をかけてもらった

せい﹂ということでした◎それがお茶の心︒

うになって︑合宿から帰ってくるのに︑ごろんと大きな道にひうく

それから野球部で合宿があって︑練習して練習して︑足が棒のよ

方がいいんだ﹂と言っておったな︑えらい先生でした︒亡くなりま
した︒

福田岩次郎とか︑酉井三子とか︑いろいろな先生がおられた︒み

り返って寝て︑明るいお月さんを眺めたのをいまでも覚えていますQ

そういう苦しい野球部の思い出があったればこそ︑野球部の懐かし

んな積極的な︑心の温かい︑いい先生だった︒

六年盆のときに如雪園というところで椎撲の大会があって︑進修

い思い出が次々と蘇ってくるような気がします︒罪鴬にきつかった︒

というのが校長さんでしたが︑涙を幽

﹇小学校﹈は優勝したんだ︒弱いと思っていたら優勝したというの
で︑みんな喜んだ︒中村純

して喜んでおったのを覚えております︒夏みかんを賞晶にもらいま
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臓早大で影響を受けた人々

参照︒

それから南勢会は︑三人の先盆がおった︒一入は上井磯吉といっ

一入ひとりを大事に育ててくれた︒

て︑卑穰田大学の文学部か教育学部の教授になっていた︒この先生
は舞常に思いやりのある先生で︑

私が卒業して︑傍勢に帰って意て饅頭歴をやっているときに︑上井

それから単稲田に行ってからは︑このあいだもお話したよう

藤波

先生が︑﹁小汀利得さんがそのとき岡三証券の経済講演会に行くか

になったと思います︒

て︑金をやれ︒以上三つを教えてくれた︒それは︸生︑非鴬に勉強

を取りに来る者は昌的があって来るので︑そういう者には金かと言っ

りに来たらやれ︑金をけちけちしているようなことじゃいかん︑金

く︸所懸命やらなければいかん︑ということ︒第三は︑人が金を敢

そ︑ということでした︒第二は︑人の世話を一所懸命やれ︑とにか

標準語でやれ︒そうでないと一生︑禽舎の政治家で終わってしまう

小汀測得さんが誰してくれたことがある︒第一は伊勢弁をやるな︑

行った︒そうしたら︑﹁上井さんからよく聞いておる﹂と馨って︑

ら︑君はいっぺん会え﹂という手紙をくれたので︑てくてく会いに

に︑旱稲田大学雄弁会と︑畢稲田大学商学部の学田会と︑早大南勢
会の三つが大きな団体でした︒南勢というのは︑南俳勢のことです︒

雄弁会では︑いろいろ発声練習もやったし︑政策の勉強もしまし
たけれど︑先輩の認を聞くというのが︑畢誉田の三朝庵といったか︑

蕎麦麗の二階で先輩の謡を聞くのが〜番楽しかった︒諸腰博英とか
浅濯稲次郎とか︑三宅正一とか中村高一とか︑そういう先輩が来て︑

みんな本音で話をしてくれた︒﹇相手が﹈学生ですからね︒葬常に
感銘を受けたことを覚えております︒池田﹇勇人︺さんが︑浅沼さ
んが日銘谷で亡くなったとき︑﹁ヌマは演説百姓よ﹂と呼びかけて
隅辞を読んだけれど︑まさに演説百姓の感じがありました︒よかっ
た︒

二番目は掛西彦太郎といって︑大蔵省で公認会計士の試験委員を
しておった︒窪く公認会計士の試験を受けたので︑われわれ学生は

それからちょっと変わったところでは︑東洋哲学の福井康順とい
うのがおった︒康順さんは例えば︑﹁おまえらは中瞬がなんで共産

しょっちゅう中野にある小西さんの家を訪ねて︑そこで飯を食った

︸緒に講演に歩いた︒

一つ覚えていし
るろ
がし
︑た
城が
下れ
蝶い
を大分

県知事に食わせてもらって︑うまかったな︒あちこち行って︑やつ

たので︑

会の講会長か弼かをやっていた︒私が私学振興助成法をやっておっ

てやっていました︒最後の須に私学に非常に熱心で︑私学の父兄の

．治部長をやって︑その後︑鈴木﹇俊一篇東京都知事の特別秘書になっ

それから鈴木憲男という人がもう一人で︑この入は時事新報の政

見られたと思います︒

る春が面倒を見てもらって︑食べさせてもらった︒実によく薦倒を

り︑ウィスキイを飲んだりしておった︒それは三毛県から行ってお

党の天下になったか知っているか﹂という︒貧しいからとか︑戦争
に飽きていたとか︑いろいろな話を学生はするんですが︑﹁おまえ
らは馬鹿者じゃ︒そんなことを書うとるからいかんのだ︒共産軍が
強かったから共塵党の天下になったんじゃ︒非常にはっきりしてお
る︒共産軍が強かった︒それを覚えておけよ﹂と言っていた︒最後
は京都の清水寺の門跡か何かになった︒いっぺん訪ねればと書って
いて︑よう行かなんだ︒残念ですな︒
※福井康順︵明治三十一年〜平成二二︶：三十三間堂本坊妙法院門跡
門主︑天台寒大僧正︑早稲鑓大学名誉教授︑大正大学名誉教授︒昭
麹四十七年から五十駕までは大正大学学長を務めている︒最終回を
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なということを︑そのときに思った︒そのときに鈴木さんは奔常に

と強くなければいかん︒それは臼本の罠主即製と大きな関係がある

かなか集まりにくいんや︑という話だったな︒私学というのはもっ

いたい私学のことを扱っているんだけれど︑知事に睨まれるのでな

ばり私学は弱い︒なんで弱いかというと︑県庁の申で短事部局がだ

さんを決めるときに参考にすればいい︒

おやじはあんなことを遇うとったといって︑息子がその次の代の嫁

で書いておこうと思った︒もうじき死ぬでな︑わしは︒死んだら︑

藤波の家伝やな︒顔より尻だ︵一同笑い︶︒そういうことをどこか

生活というか︑どっしりして地に足をつけて歩いているような人が︑

﹇追加分として貸すことをメモした紙を見て﹈﹁嫁の基準﹂と書い

てあるな︒新婚旅行に行ったときのことをちょっと言っておこう︒

熱心に︑最後の人生の締め揺りをやってくれたと思うな︒そんな入
が早大南勢会という場を使って︑私どもと関係の深い生き方をして

薪婚旅行は大漂美徳館に行って︑冤て︑それで早事に涼まった︒そ

それからいまの山口県の温泉

︒そこに泊まって︑それから

のがあるんだ︒そこに漉まったが︑大きな部屋だった︒

れから﹁かめ福﹂といったかな︑厳島抽縫の前に﹁かめ福﹂という

くれたと思います︒

賜﹁嫁の基準﹂

〜番いいホテルに泊まって︑

それで帰ってきた︒それが薮婚旅行だった︒旅行公被に頼んで︑大

別府の温票巡りをして︑﹁亀の芽﹂か︑

藤波

原美術館にいっぺん行きたい︑行きたいと思っていて︑そのときに

それから別の話になりますが︑私が家内とつき合っていると

き︑親にいっぺん家に連れてくるといって︑おやじとおふくろが晃

夢を栗たしたな︒改良主義者でね︒

謹小泉太志命のこと

てくれたんです︒あとで︑﹁どうや﹂とおやじに言うたら︑おやじ
は﹁尻の大きな︑ええ娘や﹂と言ったんです︒それが藤波の嫁になっ
た理露なんです︒初めて言うんですけれど︑本人は知らないんだ︒

たぶん顔だと思っているだろうけれど︑おやじは﹁尻の大きな︑え
え娘や﹂と書つた︒

それから最後にもう一つ︒小泉太志命というのは︑まとめて

もらったものに書いてあるように︑八戸に生まれて︑あちこちで修

藤波

しておるんですが︑日本航空におる女の子と一緒になると言って︑

行して︑伊勢に落ち着いて︑昭和三十年代から三十年聞門外不出の

それで︑ああそうかなと思って︑自分の愚子は日本航空の課長を
私のところに来た︒ちょうど官房長官をしているときだった︒見た

そのときは︑外国だから︑日本の軍隊︑警察がどれだけ行っても守

行をとって︑一日三万三千瞬の健を振って︑天皇を守った︒日本の
このあいだ︑小倉遊亀さんの展覧会を見に行ったら︑あの人の絵

れるものではない︒ピストルでパンと撃てば終わりだからな︒その

ら尻が大きいので︑﹁ええ娘やのう︑尻の大きなええ娘やのう﹂と

は︑溌がないんですな︒垂準にきれいな絵が描いてあるけれど︑遊

ときに〜所懸命になって鍵を振って︑天皇を守るわけですね︒そう

国と昭測天皇を守った︒たとえば昭和天皇がアメリカに出かける︒

亀さんの絵には尻がない︒なぜかというと︑生活感覚がないんだな︒

すると日本のあちこちで︑今度は誰が一所懸命振っておるな︑誰が

書って︑おやじが言ったそのままの蚕葉を薩伝でやりました︒

尻が大きいか小さいかというのは生活なんだ︒だから考えてみると︑
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ておったという話が︑いまでもある︒あれはなんと言ったかな︑議

守っておるなということがわかるぐらい︑何人かの人が日本で守っ
藤波

きないですね︒

からないんですね︒初当選の一期生だと︑あまりいろいろ渚躍はで

藤波

平松

小泉さんが︑神事紙報に陣取った葦津珍彦にいっぺん会いた

葦津さんですね︒

俘藤

あのときはヨーロッパだね︒

外国というのはどこですか︒

出かな︒外麗へ︒石川﹇達男騨というのが河野さんの下におった⑩

そのへんと藤波孝生と連れだって旅行に行ったのが︑懐かしい思い

そうですね︒行こうといって︑河野津平︑佐藤文生︑菅波茂︑

員会館にある⁝⁝︒

いというものだから︑私は葦津さんに話をして連れて行った︒何の

藤波

あしづうずひニ

話をしたか知らんけれど︑贔て来たときに私は︑﹁小泉さんという

いつましかったね︑あのころは︒

それは侮か名目があって行ったんですか︒

何を視察するんですか︒

伊藤

一羅三万三千園振ると︑そんなことになるかという気がした︒

轡藤

いろいろあるな︒飛行機に乗っておって︑バ；ンと天井に頭

のはわしは知っておるようで知らないけれど︑どのぐらい強いのや﹂

昭和天皇が亡くなって︑あとしばらく後始末をして︑後を追いか

藤波

勉強するといって行ったんだね︒勉強するのに︑どこからか

けて八十歳で亡くなった︒亡くなる前に︑﹁日本はどうせにつちも

を打ちつけて︑下へ落ちたりしたこともおったな︒

藤波

さっちも行かないようになる︒につちもさっちも行かなくなったら︑

餌藤

と﹇葦津さんに﹈．聞いたら︑﹁宮本武蔵と佐々木小次郎が両方から

そのときに藤波の毘番がある﹂と言って亡くなった︒それを聞いて

藤波入ったんですな︒﹁南無妙法蓮昏昏﹂と﹁南無阿弥陀﹂と

金をもらったという覚えはないな︒自分で出して行ったね︒わりあ

おった連中がようけおるもので︑いまでも︑﹁日本はにつちもさっ

﹁爾無観泄音大菩薩﹂と三つ耳うてみて︑﹁南無観世音大菩薩﹂が一

伊藤じゃあやっぱり鍵本を守るために元気を嗣復されないといか

終わりです︒

思っているから間違いないけれど︑小泉さんはそう睡ったな︒以上︑

と言っておるんだけれどな︒ないと思うな︑出番はQ自分でないと

藤波

やりになったんですか︒

初に毘したとき﹇昭和四十四年六月﹈︑これは誰が中心になってお

伊藤

誰が中心だったんだろうなあ︒

番効きそうな感じがした︵一閾笑い︶o

そうそう︒

何か一期生の頃に︑鋳貨神社法案と麗わったわけですか︒最

んですね︒

いかんな︒

藤波

それと︑神道政治連盟をスタートさせる門昭和四十四年十一
藤波

あるんだろうな︒神道政治連盟は上杉一枝という人が鮫阜県

月﹈ということは関係があるんですか︒

伊藤

ね︒

覚えありませんか︒でもこれはなかなか難航する法案ですよ

エアポケットか何かに入ったんですか︒

ちも行かないようになる︑そうしたら藤波の鐵番がもう一園あるぞ﹂

かかっていっても︑いまの小泉さんには負けるだろうな﹂と言った︒

・

僻藤

藤波

では少し先に進みましょうか︒この先のほうはあまりょくわ

●神道政治連盟について
夢藤
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帽

り

ぐらい熱心な人だった︒その熱意にほだされて︑伊勢神宮の傍から

た︒その人の話を聞いとると︑本当に貰から火が経て来るかと思う

やっているかな︒長崎の諏訪神社におる︒おやじさんは鼓阜におっ

の神社士長なんかやっておった︒いま息子が皇學館大隅の理事長を

ないですか︒

轡藤

藤波

そうです︒受けたい︒

ものですか︒

轡藤

でも日本の中で言えば︑仏教の政治勢力のほうが強いんじゃ

な一緒で︑浄土真宗とか浄土宗とか日蓮宗とか︑あのへんはまたや

仏教というか新興宗教が強い︒古手の仏教はいかんな︒みん

やっぱり政治家としては︑そういうところの推薦を受けたい

娼て来た藤波孝生が神道政治連盟議員懇談会の幹慕役をやるわけだ

藤波

その神の国とさっきの南無阿弥陀仏はどういう関係になるん

な︒日本は神の国であるということを慣じてやるわけだ︒

伊藤

て来たんだ︒いまでも神道政治連盟というのはあります︒

熱心な連申を叩き上げて鍛えることが大事だといって︑私はそう雪っ

んなが推薦してしまうので弱くなるんですね︒本嚢に五人か六入の

がおって︑その崇敬者が誰かを応援しているという腿係なので︑み

選挙になると神社会がみんな撹薦するわけだ︒どの神岡にも崇敬者

藤波

伊藤

藤波

これは選挙のときはかなり強いんですか︒

各繋で一名ずつ出ないといかんぞ︑と私が言うた︒だけれど︑

神道救治鼻血というのは︑かなり大きな団体なんですか︒

神仏五清だ︒

伊藤

藤波

伊藤

すか︒

僻藤

前はいかがですか︒

いまのこの時期になってからはやらんね︒

先生は日本会議とは関係なさっているんですか︒

た三好なんとか﹇三好達﹈というのがいま会畏かな︒

藤波

前は︑出発の頃ですな︒

がやろうとしたことをやるといいんですな︒

いうのがある︒日本会議がもっと力を出して︑神道政治連盟なんか

どな︒いまは公明党が与党になったので︑できないな︒馨本会議と

⁝時︑反創側学会でやりかけたんですけれ

揮藤
強いですなあ︒

藤波

ればいいんだけれどな︒

藤波

やはり神社関係者がほとんどですか︒

ですか︵笑い︶︒

僻藤

神社関係者がほとんど︒神社盟係者の集いが神道政治連盟で︑

頑張っているけれどね︒会長は麻生太郎︒最高裁の長官をやっ

でも日本会議というのはずいぶん頑張っているんじゃないで

藤波

その国会議員懇談会というのがあって︑霞会議費懇談会が神道政治

纒科掌技術政務次嘗に就催
それが靖国神社法案なんかもやるわけですね︒

伊藤

連盟の応援を受けてやってくるわけだな︒
儲藤

ええ︒一番最後のときは︑即位の礼︑大嘗祭︑あのへんで結

藤波

伊藤

藤波

いや︑衆議院は第一回藏のときも四番目︒渠会のときは最高

トップから四位になったわけですか︒

そうですね︒四番目で楽勝︒

昭和四十四年門画工月﹈に︑先生にとって第二躍舅の選挙が

藤波

ありましたが︑これはまた楽勝だったんですか︒

でも選挙のときには︑いまおっしゃったように︑たくさんの

実するわけだな︒

伊藤

そうです︒どうしてもそうなるんですな︒

人を推薦するわけですか︒
藤波
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そうですが︒衆議院は二回目も四番§なんですか︒

公害対策の特劉委員長を兼任しているときに︑公害立法とい

そうですね︑知名度ですね︒野中貞則さんが総理癒の総務長

だんだん選挙をやっていくうちに︑地簸は強くなるものです

いやいや︑贋番目なら大丈夫なんだ︒

じゃあ危ないじゃないですか︒

二曖冒も贋番目だったんだ︒

で波D藤波藤波藤。
N

武鐙
藤波
伊藤
藤波

轡藤

一番下の政務次官だな︒

あれも序列があるわけですか︒

文部政務次宮は高いんですか︒

だいぶ高いな︒﹇科学技衝は﹈庁だからな︒

この政務次富というのは︑誰がどうやって決めるんですか︒

総理大臣と撹当の副幹事長だな︒私の頃は竹下﹇登﹈だった

竹︑手さんが醗幹事長ですか︒

そう︒筆頭副幹事長だったな︒

そうすると先生は︑このときはまだ森︹清﹈派ですか︒

そう︑この前まとめてもらったのに書いてあるように︑森派

藤尾正行さんが︑藤波鷺の面倒はおれが晃るといって︑園田

さんと梢離して︑それで雛下に電話した︒﹁おれのところの藤

圏十四年ですかね︒

けでしょう︒

伊藤

波がやる頃になってきたで︒頼んだよ﹂と言うんだな︒

囲十四︑五年だね︒

藤波

ら︑決めていくんだろうね︒

政務次官というのは勉強ですか︒

いやいや︑勉強じゃない︒
実務ですか︒
実務です︒

よく︑政務次富というのは盲腸みたいなもので︑
ないですかO

盲腸じゃないよ︒われわれは盲腸じゃないという申し合わせ

をするんだな︒どう見るかだな︒役所ですよ︑役所︒一般がどう見

藤波

と霧うじゃ

方がいいなということで︑人とポストを睨みながら︑派閥を見なが

誰がやるか︒そのころ私に農林とか建設といってもそれは無

いちおう政務次官のポストというのは︑各派に配分されるわ

二期自になると︑だいたい政務次蜜が回ってくるんですか︒

︒

理だから︑党内のいろいろな様子も見て︑どこかの政務次窟にした

科学技衛︒

科学技術⁝﹇庁の政務次官こですね︒これは﹇昭和四十七庫七

ええ︒初めは文部政務次宮と思ったんだけれど︑加藤六月か

文部だったはずなのに︑パッと横に科学技術に行けという︒

初めは運輸だったんですか︒

輸政務次官︑内海英男が文部政務次窟﹈︒

出したんだな︒それで科学技衛の政務次宕になった﹇加藤六月が運

な︑誰かが運輸政務次窟が飛び込んできたもので︑パッと横にはみ

藤波

月の﹈田中内閣ですね︒

伊藤

藤波

伊藤先生が一番最初におなりに な っ た の は

そうです︑ぽつぽつ﹇測ってくる︒

た頃ですな︒

と山中さんが隠った︒四羅毒の公害問題がぽつぽつ簡題になってき

論をすることを記録にとどめることは余の本懐とするところである﹂

たのを覚えている︒そうしたら﹁いまこの時点で︑言とこういう議

うのがあった︒昭和何年だろうな︒そのときに︑由中さんに質問し

宮藤か回診伊藤伊点
藤波
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るかということよりも︑役所がどう見るかによって政務次官の値打

その次に文部雀に行って︑溝じように文部省の政務次官室に紀ろう

藤波

のは海に潜って行って︑海の底の探検をやるという研究ですね︒そ

藤波

伊藤

藤波

揮藤

それはしようがない︒シートピアとかね︒シ⁝トピアという

そうするとかなり勉強しないとしょうがないですね︒

そう︑いままではね︒

科技庁というのは︑先生はあまり関係のない省庁でしょう︒

ないというのはどういうわけだ﹂と言って怒った︒⁝︐いや︑だから

科学技術庁ではいいものを︑心を扱う文部省︻が神棚を魂るのはよく

だ﹂と書ったら︑﹁ここはいかんのや﹂という︒﹁なんでいかんのや︒

課長か︒﹁ちょっと待ってください︑署務次官﹂というから︑﹁なぜ

参議院議員になった柳川﹇覚治﹈だ︒芽内が蜜房長で︑柳撰が総務

としたら︑﹁ちょっと待ってくれ﹂と君つたのが井内慶次郎とか︑

そう︑実験の事故︒土砂の土が崩れてきて亡くなったんだな︒

ちが決まるな︒

んなことをやったな︒勉強したよ︒登霞の句集に載っているわ︑

なったら三越から届け物ですというんだ︒三越なんていう酉貨店か

いかんのや︒公腿党の先生でも来たら大変です﹂と言う︒次の巳に

佐道そのときの大臣︑科学技術庁長官は誰でいらっしゃったんで

らおれのところに届け物というのはおかしいなと思ったが︑持って

﹃神路山﹄に︒俳言のことしか覚えておらん︒

すか︒

よ︒

待遇の敬務次官だった︒そういう意味ではわりあい良かったんです

から︑君らみな藤波群に詣をしろ﹂と霧つた︒だから口私は扁大臣

藤波

じゃあ︑この時期以前に中覇気さんと縁があったんですか︒

佐道

導波

有馬

科学技術庁には公明党の方は行かなかったんじゃないですか

出ない︑どこからも出なかった︒

科学技衛庁のときは文句が出なかったんですか︒

認りしたのを覚えておるな︒

てください﹂という︒しょうがないので︑ロッカーの中に入れてお

来た︒木のロッカーを持って来た︵一瞬笑い︶︒㎜︐この中にどうぞ禮っ

申瞥根康弘︒通産大臣と兼任だ︒﹁おれはもう通塵街に行く

攣藤

それは︑それで縁ができたんだ︒

四十二年︑私らの最初に当選した年から︑竹入﹇義勝﹈とか

藤波

伊藤

そうそう︒事務次官と政務次窟︒私の前の科学技術庁の政務

敬務次官には事務次官がいろいろ報告したりするわけですか︒

まの法務大臣の亭童は誰だ︒

藤波

伊藤

藤波

伊藤

よく器した︒そのあと私が文部省の政務次窟におるとき︑い

よく話しましたか︒

はい︒まだ生きとるがな︒懐かしい︒

科学技徳庁の事務次官は梅沢﹇邦臣︸さんという方ですね︒

矢野﹇絢也﹈とか︑公筆墨が初めて畠て来たんですね◎

藤波

︵笑い︶︒

藤波

そうそう︒事務次窟と墓詣でやっていたんじゃないか︒役所

憐藤︑中葭根さんという人は科学技術に舞鴬に関心がある人でしょ
う︒

藤波

次容は粟山﹇ひで榊という女の人だった︒事故を起こして︑皐か．つ

森野饗驚ですね︒

には来なかった︒﹁藤波君に任す︑政務次官に任す﹂と言った︒

たんだ︒私は政務次宮になったときに︑科学技術庁の政務次窟窒に

小池

森山さんが科学技徳庁の長官になって︑アカ狩りと称してみ

もみやま

神棚をつくって認ったんだ︒そうしたら事故はなかった︒やっぱり

藤波
事故というのは︑科学技術寺号の事故ですか︒

んなクビにしたんですなQそれで帰りに︑隣だから文部省に寄って

賊勢神宮が守ってくれたんだなと思った︒
鋳藤
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くるわけだ︑﹁クビになりました﹂と書って︒﹁そうか︑おまえクビ
になったのか﹂と言ったが︑みんなそれぞれ由を下って行ったな︑
本当にアカなんですか︒

かわいそうに︒大漉風が吹き荒れたな︒
解藤

呼び出しだ︒

あれはなんという職なんですか︒

進行係D﹁議長〜﹂という︒

進行係をやるということはi一︒

でいいんだね︒

名前を知られるな︒与党にも野覚にも名前を知られる︒

総合が強かったんですかね︒

いやあ︑アカじゃないよ︒

武細

伊藤

それ

進行係をするとあとで歯世すると言われていますが︑そうな

どうかなあ︒

進行係をやると︑いままでやった先輩がみんなやって来て︑

んですか︒

藤波

﹁気をつけろよ﹂と言うから︑﹁︐弼ですか﹂と闘いたら︑﹁夕べ何杯

酒飲んだか︑﹃議長〜﹄と鷺うてるあいだにわかるんだ︒灘を飲ん
だかどうか︑

藤波

伊藤

いいですよね︒落ちないんだもの︒落ちないからいいわ︒

しかし安定して四位というのはいいですね︒

くて︑四番目だった︒

祝儀になっているんだ︒こっちは政務次窟祝儀だから︑票が取れな

たら︑そのとき賑村元が労働大臣をやったんだ︒向こうの方が大運

藤波

この第ゴ一回目の当選からかなり経ってから文部政務次官にな

藤波

轡籐

藤波

偶藤

いいですねえ︒その代わり︑選挙区へは帰れないですね︒本

じゃあ注目が集まりますね︒

一入だけです︒

進行孫は一人だけですか︒

いなものでなければいかん︒

そんなこと窟ったら︑進行係をやっているあいだ中は︑神さんみた

の次の先輩は女の話︒その次の先輩は博打の話をする︒順番に来る︒

︸発やったかどうか︑みんなわかる︒気をつけろよ﹂

伊藤

という︒それを何人も雷ってくるんです︒初めの先輩は酒の議︒そ

伊藤

会議がありそうだというと待っていなければいかんから︑それは大

事務局が言ってくるけれど︑それはえらかったな︑辛抱が︒東京に

られるんですね︒三園冒の当選のときに第二次田中内閣ができて︑

無役だな︒いっぺんは︒

残る辛炮︑本会議場に座り込んで頑張る辛抱︑その辛抱で鍛えられ

変ですよQそれで徹夜国会なんかよくやりましたからね︑沖縄礪会

藤波

そういうときは党の役職か何かがあるんですか︒

るんだな︒

その文部政務次官は河野洋平さんがなるんですね︒先生は無役になつ

早藤

あるな︑そのときじゃないかな︑﹁議長〜﹂という本会議の

声も大きくなければいかんわけですね︒

とか︒徹夜團会とかやるとえらかったですな︑進行は頼みますよと

藤波

伊藤

ちゃうんですか︒

進行係をやったな◎

呼び出しというものですか︒

声も大きくなければいかん︒﹁議長〜〜一という︒

四位だろうな︒政務次官になって大丈夫と思って選挙をやっ

は三圃屡の当選をなさいますが︑また四位ですか︒

田中内閣で選挙がありまして﹇昭和四十七年十二月︸︑先生

籔本会議進行係を務める

藤波

藤波

藤僻藤伊藤
波藤波藤波
藤波

小池
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藤波

轡藤

藤波

勝藤

議長でしような︒

それは誰の指揮下にあるわけですか︒

そうですね︒

弁論部で鍛えられましたか︒

の代表が集まってきて︑﹁先生︑ご挨拶を﹂というから︑﹁おれが侮

藤波

揮藤

いや︑政策の提君︒北海道に行ったら︑銘海道中の漁業組合

それは法律ですか︒

書いてあるんだ︒わりに早かったんだね︒

政策をつくった︒それは窟名で︑いま何カイリですか︒それに全部

窒二口うんだ︑専門家に﹂と言ったら︑﹁まあやってください﹂とい

一番楽しいのは︑内閣不儒任案を出すとき

だね︒当時は成磁知巳だな︒﹁成田知巳君以下何名提出︑内閣不信
任案を議題とし︑痩ちに審議に入ることを望みま〜す﹂という︑こ

うので︑知ったような顔をしてマリンプランの嘉をした︒

副幹事長だな︒筆頭謝幹事長だ︒党の執行部の中心だな︒

て来てね︒あれは︸生のうちに食べたうまいもの三つのうちの一つ

たんだから︑函館のイカを食いたい﹂といったらバケツに何杯も持っ

﹁侮か好きなものがありますか﹂と君うから︑﹁せっかく函館に来

のときの気持ちのいいこと︒パッと集まるんだ︒
そういう進行係の入事は︑誰がやるんですか︒

調幹事長は一人だけですか︒

だ︒函館のイカ︑あれはうまかった︒

三重県にも海がありますね︒

でも︑イカはあんなにないなGやっぱり颪館だな︒

伊勢はすぐ真珠になつちゃうから︒

佐藤孝行なんていうのは︑あの程度だな︑イカだな︒

一奪生のときに︒水産でもああいう

藤波先生と海はあまり関係なさそうな気がするけれど︒
敷策研究をやったんだ︑

ことをやるといいね︒政策というのはどういうものか︑意味がわかっ
それは覚の部会ですね︒

て︑いいですよ︒

儲藤

党の部会︑政調の部会︒ああいうのも︑三重票から行って︑

党の水産の担当をしていたのがおって︑中に入ってくれて︑苦労し

藤波

藤波

てまとめたな︒

藤波

轡藤

水藍です︒浜地文平が日本かつおまぐろの会長をやっていた

水塵ですか︒

轡藤

藤波

そうそう︒

それは自署党の職員として︒

いるんです︒

ですか︒

政調会の部会というのは︑その部会担当の事務局員がいるん

からね︒その縁故だ︒それでヨ本水産会とか︑水産庁とか︑そうい

藤波

勝藤

うところの若い．連中に集まってもらって︑マリンプランという海の

した一回生のときだ︒

ないね︒ああ︑水産副部会長をやっていた︒田口長治郎とい

藤俘霜解藤伊
波藤波藤波藤

う人が部会長で︑私は副部会長をやっていた︒それは衆議醗に当選

鐸藤三生は党の役員というのは︑初めの頃はなしですか︒

蟹自渓党水産部会との関わり

年﹈︒

事長：︵筆頭︶竹下登・渡海元三郎・斎藤邦吉・毛利松平・大森久

れは幹事長代理みたいなものだな﹇第二次田中内閣発足当時の私闘

たくさんいる︒各派閥から畠て来ておる︒筆頭が一人で︑あ

たくさんいるわけですね︒

筆頭はね︒

藤伊藤伊藤極
波藤波藤波藤
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伊藤

藤波

武＄

政務調査会で抱えているわけだ︒農林の党員の中でも︑農林

そういう職員を抱えているわけですね︒

そうです︑その入はね︒

それは水産に詳しい方なんですか︒

華車

そういうものは吸収できるわけですね︒

所懸命になって勉強するからね︒

ああいうことをやるのは︑いまはおらんわね︒実際に若い連中は一

なことを聞いた︒みんな一森懸命やっているなという気がしたな︒

付主任﹈君というのが担崇で︑最後は豊橋の技術農学大学の事務局

藤波
党の職員が︑ですか︒

長かなQ私立大学の事務局もやったな︒

できる︒その連中の励みにもなる︒藤原﹇清：文部政務次窟

解藤
党の職員だ︒

藤波

藤波

そういう人で︑議員になる人もいるんですか︒

大臣みたいに威張っていたからな︒

僻藤

議員をやっておるより面白いだろうな︑議員を使っている方

撹当というのは何の担当ですか︒

藤波
が︒

甕文教族としての経験

政務次官の担謹ということですか︒
致務次窟を担当したんだ︒

そういう人がいるんですか︒
政務次官の秘書だな︒

それは専任で秘書についているわけですか︒

とではなしに︑ 本当のものになると思う︒劉に役人に威張るわけで

そうです︒夕方︑飯を食いながら話をすると︑いい加減なこ

伊藤

はない ︒鈴木宗男とは違うな︒文教はずっと西職﹇武夫﹈なんかが

やっていたから︑ 葬常に強かったな︒文部大臣が来ても︑ああ︑あ

れは文部大駆かといって︑ 実際の文部大臣は回護とか藤波とか︑那

匿中角栄さんが︑曙和四十五年か六年か︑都市政策調査会を

つくった︒B本列島改造論をつくったところだ︒あの会は皆出席だっ

なところにおるという感じだったな︒私の前の文教部会長は西岡武

奥野誠亮が文部大臣で︑これは日教組をやっつけるという︒今村

私の政務次窟の頃にだいたいつくったのかな︒

ゆとりのある教育をやろうといって︑文教政策を立案して︑

たな︒えらいものだと思って︑毎回出たな︒あいつに食らいつけ︑
あれは政調にぶら下がっている特別委員会ですか︒

夫で︑

武田
特劉委員会です︒

﹇武俊﹈という初中局長が省議をやっていると︑奥野誠亮文部大臣

藤波

すると私が後ろにいて︑紬を引っ張って︑﹁大志が辞めうというと

せんようなことではしょうがない︑局長は務まらん﹂と言う︒そう

が﹁今村悪︑慰はもう辞めたまえ︒B教組をやっつけることをよう

毎晩五時半ぐらいになると︑初中局や大学局や︑各課の係長ぐらい

本当に辞めなければならんので︑害うな﹂といった︒そんなことが

勉強はしたね︒文部政務次官の時に︑いろいろ考えてみて︑

の若い連中を政務次窟室に連れて湊て︑ウィスキイでご馳走した︒

侮圓もあったな︒奥野誠亮という人は︑それは熱心だったね︒

をされたんですか︒

葛藤先盆は文教が中心でしょうけれど︑かなり幅広く政策の勉強

藤波

と思った︒それは葬常に勉強になったな︒

藤波

か︒文教は一︒

あと︑覚の政調会の部会には︑ほかのところに椥わりました

藤伊藤伊藤小解
波藤波藤波池藤

﹁政務次官バー﹂といっていたな︒毎娩やったよ︒それでいろいろ
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羅奥野さんはそうだろうな︒文部政務次官は国者は河野さん
ですね︒

藤波そ・つだ︒河野さんが︑文部禦ら離れていくわけだな・天下

文教族としては︑文部省の予算要求をそうとう応援するわけ

警を黒して行くわけだ︒﹇文部雀慈西岡葵と藤波孝認っ
たな︒

伊藤
ですか︒

藤波応援するわけだ︒予算の時期になると︑三次纂に陣取っ
大蔵との折衝の場合にも側面からやるんですか︒

て︑差し入れもあるし︑うまいものを食・てやるわけだな・夜中に・
窪藤

藤波やる︒どんどんやる︒大蔵省の文部撹当の主計宮は青木翼
婁とかいろいろお・たが︑いろいろあそ︑みんな楽しい連中だっ

藤波

解藤

あの人たちはよく勉強しているんでしょう︒

主計官の主査だね︒

纏当の主査ですか︒

たな︒

伊藤

藤波あれも勉強しているな︒役所の連中をや・つけるわけだから
ね︒局長や部長︑課長をね︒だから勉強しているわ︒

武霞先生のお二重︑そういう方に︑・ういう妻をやりたいの
藤波

そうすると先生も勉強されないといけませんね︒

つけてくれという︒

で予算をつけてくれということですか︒

武閏

藤波それはそうだ︒私が文部省の政務次富のと鳶立案して・箋
際に実行したのはそのあとだ︒文教部会長を翠や・たからね・だ
か．り大差んか誰がやってもいいんだよ︑絡好だけだ・そんなのど
うでもいいや︑誰でもいいやということだ︒それでいま・ゆとりの

ある教育で学力が下がるとかいろいろなこと書ぞいるけれど・
あれはおかしいな︒あのころに案を立てたんだ・彰徳体﹂という

けれど︑痛徳体しと言っているあいだは駄自だ︑尿徳塑で行け・

少なくとも﹁徳体知﹂で行け︒﹁知﹂は蕃後だ︑というのがあの

先生が政務次官のときですか︒

頃の誰だった︒やっぱり時代だね︒
武田

藤波それを言い出した︒それで部会長にな・てからや・たんだ・

私学振興もその㎝つだし︑各渠に大学をつくるというのも︸つだ︒

医科大学とか教員養成大学とかをつくった︒

圏奥野誠亮氏について

解藤さ︒き奥野さんの名前が出粟ましたが︑奥響んが大駆だ・
藤波

奥野さんはどうですか︒

そうです︒

たのは︑先生が政務次官の時ですか︒
極藤

藤波まあ︑内務省の後藤里晴と奥野誠亮の二入に仕えたんだか

ら︑藤波は相当なものだよ︒﹇後藤田︑奥野は﹈隠内務省の双壁だ︒

俵藤文部大蔭としての奥野さんはどうでしたか・

藤波よか︒たね︒気詩ちよか・たね︒と・ち・ん坊やみたいなと

ころがあ︒たけれどね︒事務次窟が木畷﹇宏﹈に行・たから東霞大

夫をや︒たなんとか要嶋弥﹈というのが管理局長で・﹁私学振興

で︑いまから労働雀に喧嘩しに行く﹂妄・うんだ︒荷だ﹂と言・

たら︑釈学のことで行きますから︑政務次官︑すまんけれど行・

てください﹂嘉琴ものだから︑﹁おお︑行こう︑行こう﹂毒m・

て︑大雪の塁︒たが︑労働省に行・た︒文部省から袋で来まし

たといって︑管理局長と二人で行った︒

迎えに出たのが橋本龍太郎と大野明だ︒向こうにもいるわけだな︒
二人が来て︑いろいろ誘をしているうちに︑向こうの方が話の筋が
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通っているんだ︒これはいかんと思って︑よく考えてみた︒応対し
ている局長が︑福圏票で参議院議員になったなんとか門遠藤政夫・
職業安定局長﹈いうのがおって︑橋本と大野曝が隅脇におるわけだ︒
﹁おれは文部雀を代表してきているのに︑︑貴様は上着を脱いでおれ
に物を書っているとは何事であるか︒けしからんじゃないか篇と言っ

て怒ったさ︒怒らなければしょうがないので︑怒ったね︒誰を聞く
と︑なるほど︑向こうの方が筋が通っているので︑これはいかんと
愚つた︒

帰ってきたら︑井内官房長が文部省の玄麗におって︑﹁ご苦労さ
んでした︒大臣に物を言いに行ってこよう﹂といって︑明治神宮の
緒に夜中に行った︒そうしたら奥野誠亮が夫婦でおっ

筋のところに家があって︑大雪の中︑井内蜜房長も︑管理局長も藤
波もみんな

て︑コ⁝ピーを入れて墨してくれたんだけれど︑﹁どうぞ﹂と言わ
へんのやな︒家内も出すだけだ◎ああいうときは︑上役のところな
ので︑﹁どうぞ﹂と言われなかったら手が出せないな︒飲まんと帰っ
てきたな︵一周笑い︶︒そのときは︑これが内務省だなと思ったな︒

そういうものだね︑すごいよ︒﹁どうぞ﹂と言わへんだもの︒そん
なことばかり覚えておるわ︒私学の経営者が保険に入るかどうかと

触はありませんでしたか︒
ない︒

ずっと上の方︑という感じですか︒

ずっと上の方だ︒

通産は中蓉根さんですが︑中蓉根さんとは︒

あまり関係ないな︒政務次官になったら︑もう三野誠亮だけ

奥野さんは大臣としてちゃんと役所に通って来られましたか︒
いた︑いた︒

それは中曽根さんとは違うわけですね︒
そうだ︒

奥野さんは真瀬目だもの︒
謹厳早撃だ︒

しかしあのそばにいるのは大変だと思いますけれどね︒

大変ですね︒徳を引っ張りながら︑だよ︒

平松

橋本龍太郎があのときにおってな︑ばかやろう︒致治家とい

私学職員の共済関係の法律だと思います︒

ちょうどこのころなんですね︒

夢藤

そう︑そのころだね︒

■門神風館﹂二十世宗匠となる

藤波

藤波

この前のお籍だと︑親子で継承するのは初めてだとおっしゃ

いう︑そんな謡だな︒

うのは︑そういう面白い話があるね︒

伊藤

藤波

橋本さんはたぶん︑自己認識と外から古るのと全然違うんだ

大変だ︒自分だけ士気があるような顔をしているんだから︒

伊藤

藤波

初めてだね︒

親子で連続というのは珍しいことですか︒

そうです︒歴代も﹇冊子嚇神風館縣に﹈書いてあります︒

今日お配りいただいた﹁神風館﹂の二十泄宗匠になるのは︑

解藤

いましたね︒いろいろな家が宗匠になるわけですか︒

伊藤

藤波

橋本さんという人は︑非常に論理的な︑筋の通る話をする方

でしょう︒なかなか絹手にするのは大変ですね︒

ろうと思いますね︒文部政務次官になられたとき﹇難聴四十八隼十

いまも先生は宗匠をなさっているわけですか︒

階堂さんにはあまり接

轡藤

一月﹈は︑賢聖長官が二階堂﹇進﹈さん︒一
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藤静藤轡藤佐藤佐だ藤揆藤儒藤
波藤波藤波道義道。波藤波藤波

藤波

伊藤

藤波

先生は代議士になられてからもずっと僻句を作られていたわ

ないですな︒やあ︑やあと書っていればいいんだ︒

錘期はないものですか︒

やっています︒

衝藤

ああ︑句集を持って来ますかな︒﹃神路由﹄﹃五十鈴殖隔とい

ご自分の旬集もつくられるわけですか︒

うけれど︑

一句だけ載っている︒

う句集をつくった︒小さなフランス装版だ︒

揮藤
小学校の友達です︒

これはどういう人ですか︒

藤波

解藤

藤波

この前のお謡だと︑師匠はいないということですが︑弟子は

なるわけですね︒

配れば︑また人からもらうということになるわけですね︒

そうですね︒

集をつくれ︒﹃神路由﹄﹃五十鈴鰐﹄をやって︑﹃俳勢湾﹄をつくる

僻藤

再出発というか︑もう最後になるか︑というところだな︒俳

政治の再出発ですか︒

藤波

有轟

できます︒自分で一番面白いのは︑中曽根さんが再選される

俳句は︑政治が忙しいときもできるものですか︒
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という句が一句あった︒そうか︑そんな句を作ったかなと思った︒

武田

藤波

一所懸命になってつくって︑俳入協会から言うて奏で出したんだろ

けですか︒

藤波

儲藤

藤波

いっかは二十一盤になるわけですね︒

伊藤

そうですね︒だいたい代議士のときは︑政治のことを書いた︒

山中経雄書というのが﹇冊子﹃神風鮭鱒に﹈うまいことを書いてい

叛でやって︑仲罎というか知り合いに配るものですか︒

俘藤

そうですね︒誰がなるか︒そのときにみんな集まって相談す

そういう句集は︑ふつうの崩版ではないんでしょう︒露費出

るな︒

藤波

どうですか︒

たかはしゅまよう

るんでしょう︒

藤波

どこで︑ということはないな︒ところ構わずだ︒

と︑山と撰と海でちょうどいい﹂という︒﹃曲譜湾﹄をつくれといっ

師籔的な友人が鷹羽狩行といって︑俳人協会の会長をして

武田

いる︒親しくしていて︑﹇︐藤波さん︑三器目は﹃轡勢湾﹄という旬

俳句を作るというのは︑伊勢に帰られて発表されたりすると

いうことでしょうか︒

議場の中でもつくりますか◎

たのは︑私が句を終わらせて人生をやめようということになると思

うので︑﹁一兀気を出して︑長続きせえよ﹂という意味で﹃伊勢湾﹄

つくります︒

何かにメモしておくわけですか︒

と言ったと思うんだ︒来年の夏に﹃伊勢湾熱をつくります︒十月ま

藤波

であるからね︒十一月ぐらいに俳句の旬集のパーティだQ

メモしておかないと忘れるものですか︒

句だけは︑それだけでも出しておかなければいかん︒それでおやじ

う◎

揮藤

思い出しますね︒このあいだ︑﹃季題別﹇現代﹈俳句選集縣

森たけき

あと︑弟のことですね︒

藤波

山鳩動けり

所懸命見ておっ

のことをまとめようと思って書いたんだ︒おやじのことが童です︒

天降り来て

た︒あった︑あったと一塁って︑一旬あったという︒

見てみるかといって︑半日ぐらいかかって家内が

とかいうのが︑俳人協会から出て︑おれのがたぶんあると思うから︑

メモを残しておこうと思うけれど︑残らないな︒どこかに行っちゃ

はい︒メモはあちこちにしてしまうのでいかんのだけれどね︒

藤江藤俘藤
波藤波藤波

進むも退くも

かどうかというときに︑

群蜻蛉

ままならず

雷も言わない︒おそらく自衛隊の03が言っているに違いない︒

な︒わかっていたんだろうな︒

そういうことは竹下さんが考えるんですかね︒

観藤

轡藤

なんですね︒

ありがたいな︒﹁そういうのは金丸が喜ぶからな﹂と言った

るけれど︑これは弼自い︒﹁進むも退くも

そうです︒

藤波

かと思っておると︑金丸﹇揺﹈さんが︑中碧根霜にマイナスはない
藤波

という句を作った︒由中露がそれ﹇冊子﹃神風館﹄﹈にも書いてい

んだから︑やらせたらどうだと書うわけだ︒それで決まるわけ︒あ

いままでのお話の中で一番たくさん繊て来た人名が竹下さん

圏大平正善のこと

ですからね︒露分の派閥の入じゃないのに︒

竹下さんというのは︑そういうふうにいろいろ世話をする人

のときは全部一一階堂だったな︒鈴木善幸を初めとして︑竹入も罠社

揮藤

ままならず﹂︒どうなる

党の佐々木﹇良作﹈も︒危ない︑危ない︒

私は︑山中湖に劉荘があるんですよ︒山荘だ︒これは赤坂の﹁大
野篇という料理盤の女将さんが持っておる由荘で︑それを官房副長
官のときに︑竹下が﹁おまえ︑家内が病気だろう﹂と言うから︑
﹁病気や偏と言った︒﹁家内の病気は辛いでのう︒選挙区に置いてお

藤波

いてもいかんし︑東奈もいかん︒夏は涼しいところにやるのがいい
そ扁と遭うので︑コどこや？﹂と書ったら︑山中湖だ︒山中湖に出

団四季の浅利慶太と牛立二期がやって来て︑﹁大平が飯を食いたい

大平﹇正芳﹈という人は葡白い人だったな︒一番最初に︑麟

物があるので︑それはいい︒﹁大野一の婆さんに言って︑それを分

ど︑大平さんの二号だな︒それで︑すごいと思った︒初めての男と

と言っているけれど︑どうか﹄と言うから︑﹁行く︑行く﹂といっ

飯を食うのに︑二号のところで飯を食うというのはえらいものだと

けてもろうた︒その分︑あとで竹下は金をくれたけれどね︒山荘の

その横に金丸儒の山蓬があるんだ︒それは自衛縁の08が夫婦で

て︑飯を食うことにした︒行ったところ︑あれはいい女だったけれ

守をしていた︒﹁その自衛隊の08のところに行って︑金丸さんの

田いったな︒えらいものだ︒

分を︒私は一銭も墨しておらん︒

分と一緒にわしのところの山荘も見てな︑と言って来いよしと磐下

﹁君は文部雀だと思ってここに来ただろう﹂と賑う︒﹁はあ﹂と書つ

藤波さんでは考えられませんか︒

れど︑頼む﹂と書つた◎それがよかったんだな︒金丸さんという人

た︒残っているのは︑私と谷垣のおやじ﹇専一﹈の二人だけだ︒

勝田

は︒自分のところのそばに山荘をとって︑藤波はおれのことを本当

﹁文部省だと思って来ました﹂﹁すまんけどな︑窟は文部省だったら︑

が書うもので︑﹁ああ︑そうするわしと言って︑家内を連れて行っ

に思っているな︑という気がしたんだな︒住まいを先生のところに

文部省の藤波というのがおったな︑ということにしかならん︑終わっ

労働省に﹇大蓮で﹈行くとき︑総理官邸の部屋で﹇大平が﹈︑

移すということだからね︒いまの若い者はそんなことはないけれど︑

てしまう︒労働省に行け︒労働省に行って勉強しろ︒これから半分

藤波

昔の人はそう思うな︑．それと一緒で︑金丸信という人は︑藤波孝生

ずつの世の中になる︒働く者の仲間の意見を聴くというのは大事な

た︒それは病気だから家内の名義にしてある︒それで﹁すまないけ

を本当に嘆じてくれたんじゃないかな︒面臼いもので︑藏接には一
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■政治工学研究所の座長となる

第二次大平内閣ですね︒

それはだいぶ後のことになりますね︒

年のうち﹇昭和四十八年十二月﹈ですね︒この政治工学研究所とい

傍藤

藤波

それは文部政務次官になったすぐ後︑できたんですね︒その

政漉工学聡究所というものだ︒

違うな︒

会長はシンボルですか︒

そうです︒座長はまとめ役だ︒

じゃあ実際の申心という感じですね︒
いや︑河野だ︒

河野さんが中心ですか︒

﹁飼木曳き憶

こういう名前は河野さんの趣味ですか︒

党の政策集団としては当時非鴬に瓢しく聞こえたと思うんですが︑
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ことだ︑行って来い﹂﹁ああ︑労働大臣ですか篇﹁労働大臣だ﹂︒

労働雀はさっき言った︑橋本と大野明と喧嘩しに行ったときに行っ

ただけで︑あとは全然知らん︒労働雀って侮をするところかと思っ

武瞬

た︒それでもそのおかげで︑官贋長官や麗対委員長が務まったんだ
ね︒大平という人はえらい人だったと思うわ︒谷垣が文部大臣だ︒

謡し合われたんですか︒

大平さんとはその前から多少接触があったんですか︒

うのは︑青嵐会に対してつくったんですか︒

そのころ︑河野洋平さんとか西岡さんとは教育問題について

巡り合わせだね︒

いや︑大したことないな︒

藤波

こうということで︑私が座長になって︑河野洋平が代褒というのか

そんな認識はなかったけれど︑河野罵を申心にしてやってい

その大平さんの食事の誘いというのは何かきっかけがあった

んですか︒

会長と座長は違うんですか︒

会長というのか︒

文部政務次窟のときの箏務次宮が村山松雄さんという方です

ことになったんでしょうな︒

伊藤

ね︒官房長が︑さっきおっしゃった境内さんですが︑この人たちの
村由というのは︑最後に文化財の保護委員会の事務局長をやつ

ことはいろいろとご記憶はありますか︒
藤波

・ておって︑﹁御木曳き漏を文化財に鮨定しょうと思って行ったこと
がある︒そのときに頼みに行ったのが中山だった︒

藤波

伊勢神窟の式年馬差の行事で︑本を︑塀を曳いたり︑町で曳

青嵐会というのは︑いつ趨発しているんだろう︒

この政治工学研究所という致策集団の名前そのものが︑

平松

藤波

この瞬じ年の︑ちょっと前ですね︒

何を文化財にするんですか︒

いたりする行事があるんです︒

伊藤

あまり灘かない言葉ですね︒弁内さんというの方は︑いかに

揮藤

そうですね︒ミスター文部省だな︒

な︑と思ったんだ︒政治の集団で︑毒年︑若い者が集まって︑山の

向こうは石原慎太郎が考えたんだ︒こちらも名前は青嵐会しかない

向こうも名前を一所懸命考えて︑こちらも名前を考えていた︒
藤波

藤波

傷藤

有伊藤伊藤伊藤掛
馬藤波藤波藤波藤

もお役人という感じの方ですか︒

自罠

藤波あったんでしょうね︒﹁あの若いのは誰だ﹂﹁藤波だ﹂という

佐藤観武伊
道波藤島藤

たら︑何かわけのわからん名前がいいそ﹂と言った︵㎜同笑い︶G

やめた﹂と河野慰に言って︑政治工学研究所になった︒﹁こうなっ

たんだけれど︑まあいいやということで︑﹁青嵐会と思ったけれど

おかしいな︑おれは青嵐会だと思っているのに︑おかしいな︑と思っ

くつけたというか︑同じころだな︒礒こうが青嵐会だというんだ︒

上から吹き下ろしてくる風で青嵐会︒向こうが青嵐会というのを葺

武霞

藤波

鐸藤

の︒

政治工学研究駈をつくったと奏には︑何か特燐な屡的があっ

そう︒反田中だな︒

それは薪自由クラブができる頃の話ですか︒

めたのを覚えているな︒えらい空気だった︑そのころは︒ぎりぎり

が﹁政治家というのは絶対に涙を出したらいかん﹂と言ってたしな

秦支藩︑藤波孝生︒そのときに壇の上で河野洋平が泣いて︑穏葉修

河野洋平を世に出すことになるだろう︑というような気持ち

それで政治工学硬究所というのは︑わからんからいいんだ︒弼かわ

藤波

藤波

伊藤

藤波

僻藤

藤波

揮藤

なんとなく︑あとで新自由クラブになる人が多いですねQ

そうです︒当選薗数も翼じぐらい︒

だいたい若い人たちですか︒

二十人ぐらいはいたろうな︒

何人ぐらい集まったんですか︒

そうです︒議員だけです︒

これは議貫さんだけの集翻ですか︒

伊藤

藤波

藤波

武田

轡藤

思う︒

派だと思われますか︒

極藤

ああ︑そうですが︒いままでの話を伺っていると︑あまりハ

これはよくハト派だと斎われますが︑藤波先生は自分でハト

いや︑河野洋平だ︒

先生が呼びかけ人なんですか︒

それは派閥の芽ですね︒

体何ですか︵笑い︶︒

たんですか︒

敷治工学というのは

けのわからん名葭にしょうといった︒
極藤

伊藤

ト派的じゃないな︑と思っていたんですが︒

だったね︒少なくとも私の気持ちはそうだったね︒

藤波多いです︒そこから﹇新霞由クラブが﹈分かれたんだね︒そ

藤波

藤波．わからないんだよ︒

れが何人か新閣記者の仲閤とか〜緒になって相談するわけだ︒どう

絶対に追随しちゃいかんよ︑腿達っても︒日本は平和国家だから︒

それで葉梨﹇信行﹈が藤本孝雄を呼んできて︑あれはどうだとい
うことで藤本と話したら︑その連中の中から︑話が外に繊ちゃった
んだね︒新聞記者を中に入れると危ないんだ︒待つとれ︑というこ

﹇私は﹈後藤畷よりずっと左だハ一局笑い︶︒

それはずいぶん左ですね︵笑い︶︒

もう社会党に近いんじゃないですか

被会党よりもっと左だよ︒

どうもよくわからんですねσ

わからんな︑政治家というのは︒

︵笑い︶︒

絶対にブッシュの路線とは反対だものね︒小泉﹇純一郎﹈は

やってやるか︒そのときに︑毎6島山の岩見﹇隆夫﹈とか︑読売の

とで待っているのはいいんだけれど︑ほかの社が聞いたときに黙っ

綴村︹祐造﹈とか︑ああいうのがみんなおったんじゃないかな︒

ていないわけだ︒だから危ないんだ︒それで︑瓢自浅クラブが出発
していることになったんだな︒そのあと︑伊勢で講演会があって︑
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早くから講演の予定をしてあったものだから︑河野洋平︑稲葉修︑

藤伊藤伊佐
波藤波藤道

．

K
園
鞍

いままでお謡を伺っていて︑ハト派だとはあまり思わなかっ

■槙枝元文氏について
解藤
たんですが︒さっきヨーロッパに行かれたというのは︑このころで
藤波

年譜によるとこのころジュネーブに出かけておられますが︑

その前だろう︒

すね︒

伊藤

青年対策の特展委員会で行ったな︑二圏録にジュネ；ブに行っ

それとは劉なんですかQ
藤波
たときは︒違うかな︒

ILOと書いてありますね︒

武譲

ILOには︑森喜朗と松永光と︑文部省の事務次官をやった︑

朝睡新聞で調べたものです︒

藤波

小池

槙枝さんとは直接ぶつかったことがありますか︒

それは槙枝に反対しに行ったわけだ︒

八四条問題ですね︒

なってから︑

一番親しくなったのが富塚三夫だ︒槙枝が半語をかけ

長をやった︒私がリクルート︑でやっつけられて︑どうにもならなく

藤波ある︑ある︒穫枝は﹈日教組の委員長をしたし︑総評の議

伊藤

枝﹇元文﹈︒それは田中・内醐︑文部政務次窟のときだ︒

早く死んだなんとかいうのと私と四二で行ったんだな︒日教組の模

藤波

ていますね︒

ジュネーブに行かれたのは﹇昭和四十九年﹈六月八日になっ

七月十四霞のパリ祭に行ったのはいつだったかな︒

3ーロッパは︑それが二度目ですか︒

王LOは文部致務次窟の と き だ ︒

伊藤有藤有
藤波馬臼玉

てきて︑﹁藤波さん︑おれはいま中小企業の貿易の仕事をしている

んだ﹂という︒その財団の理事長か何かをやっているんだな︒﹁㎜二

重県のあんたのところで説明会をやることにしたら︑あんたのため

になるか﹂と言うので︑﹁おれのところは小さい商売人はようけあ

るけれど︑外圏と商売やるような商売人はおらんで︑四研市に行こ

う﹂と書つた︒それで三重県の商工労働部長を紹介して︑四日市で

やったら︑西日市の入が喜んでね︒﹁ここは藤波さんの選挙匿か﹂

と言うから︑﹁違う︑四β甫は違うよ︒おれは三重累で紹介したと

いうだけでいいから﹂と言ったことがあった︒だから︑ああいう連

やっぱり社会党なんだ︵笑い﹀︒どうも信じ難いけれど︒そ

申は情が厚いんだ︒

鋳藤

対立していたけれど︑意味はわかっていたからな︒何が問題

れまではヨ教組対文部省で対立していたわけでしょう︒

藤波

かという意味がわかっているから︑いいんだろうな︒それでも覚え

ているけれど︑奥野誠亮と槙枝が初めて会談することになって︑そ

︐やれ︑やれと言うのでやることにするけれど︑

のときに社会党の山口﹇鶴男﹈とおれと言入で根談して︑段級りし
たんだ︒奥野誠亮が

なんと雷ったらいいか︑侮かさっぱりわけがわからん﹂と量切ってき

たもので︑﹁馬鹿なことを言うな︑二塁の申に入ったら︑ちゃんと

蕎って︑それで会談したというので︑よかっ

封絨ぐらい頭の横の貌元に置いてやるんだ﹂と書つたのを覚えてお
るな︒﹁ああそうか﹂と

たといったな︒中味が問題じゃないんだよ︒わかっているんだよ︒

さて︑文部政務二宮を腿十九年にお辞めになって︑その後三

磁文部大臣永井道雄のことなど
伊藤

木内態ができて︑文部大臣が永井道雄さんになる︒
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かといったら︑三木武夫の孫と︑大西の孫が⁝緒だったんですね︒

藤波

伊藤

藤波

あれはわけのわからんハト派だ︒三木武夫がなぜ知っている

同じrハト派じゃないですか︵笑い︶︒

そうだ︑馬鹿者だ︒

生なんですよ︒面白い人なんだけれど︑書生なんだ︒

と構えちゃうんだ︒そういう癖があるな︒轟轟根さんという人は書

い︒よく見ないということが一つと︑．初めての時に緊張する︒カ⁝ッ

です︒ひとこと言わないとわからないんですね︒人物の鑑定眼がな

しかし大霞が替われば︑ちょっとは影響があるでしょう︒

そういうことだろうな︒

誰でもいいということですね︒

そうですね．毛文部大臣がえらいと思っていなかったからな︒

先生にとっても意外な人事でしたか︒

よQ﹁どうっていうことはない︑朝飯を食っただけだレと言ったが︑

が間違ったといっても通訳だからな︒通訳にかぶせるのはよくない

るんだな︒通訳が間違ったみたいなことになっているけれど︑通訳

めてのことだから︑緊張するわけですね︒だからああいう発言にな

と話しているんだ︒だけれども総理大島としてアメリカに行って初

に行って︑不沈空母発書というのがあった︒あれはたしかに和気蕩々

グラハムという社主︑ワシントンポストかな︒朝食会に私は一緒

様子はね︒

薪聞記者はみんな廊下におって︑門どうだった︑どうだった︑副長

それだけのことだ︒つまらんじゃないか︒．

しかも総理が三木さんだから︒

官﹂という︒﹁︐普通に飯を食った﹂といったら︑﹁おかしいな︑ワシ

んなことは言わんよ﹂と言ってとぼけておったら︑やつぱ参言った

がたくさん集まって︑﹁不沈空母と書つたろう一と言う︒﹁いや︑そ

ントンポストを見たらみんな載っているよ﹂というんだQ新麗記者

幹事長は中程根康弘だ︒

そもそも三木さんが総理になられたということ自体は︑どう

藤波

んだね︒初めてのことだ︑緊張しちゃうんだQ

いうふうに受け止められました︾
力O
たな◎いろいろありましたけれど︒だけど﹇三木さんは﹈頭固でね︒

僻藤

中曽根派δやないかな︒

先生はこのころは何派なんですか︒

伊藤

中曽根さんは逆に言えば包容力があるんですか︒

ているだろう︑﹁あの野郎︑郷を誓った﹂といって︒

藤波

包容力というか︑包容力とはまた違うんだな︒

椎名裁定でしょう︒まあいいんじゃないか︑という感じだっ

いまの小泉と一緒で︑輪を広げて︑みんなの意見をまとめなければ

んなに緊密じゃないわけですか︒

それはきっかけはあったんですか︒

藤波

でもあの中毒根派にはいろいろな人がいるじゃないですか︒

申曽根派に入っていても︑中曽根さんとの関孫というのはそ

駄自だ︒そう思うな︒

もともと河野派だから︑ということですか︒

伊藤

みあ︵ニヤリと微笑む︶︒面白いなあ︒中曽根さんもそう言っ

そうそう︒角福戦争で︑園田さんが福照派のほうに行くので︑

そうねQ侍盤質みたいに︑いっぱいいるわな︒乞食をしてい

そのときに私は残って︑中曽根派に行くわけだ︒中讐根康弘という

そうですが︵笑い︶︒では次圓文部政務次官が終わって︑三

木内閣ができて︑私学勤成法の話のところがら謡してください︒

轡藤

るみたいな者もおるし︑入を斬って帰ってきたような者もおる︒

藤波

人は︑

木部佳昭︶︑木部佳昭のほうが上だ
それから野沼毅よりも慮綺拓のほうが上だとか︑錯覚するん

河野一郎の秘書だった︵平松

人物の鑑定眼のない人ですからね︒襲えば︑河野洋平よりも

2002年ll月12

とか︑
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佐藤ぽ予納藤伊藤小
道波藤波藤波藤波i

藤窪武藤武
波藤閣波田

凹
開

一・2・・2萄亙亘〉一一

どうもありがとうございました︒お疲れさまでした︒
︵終了︶
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藤波孝生

第3回

E時：2002隼12月10臼
14：00−16：0e
於：政策研究院敬策研究プロジェクトセンター

1｛インタビュアー〕（麗書きはインタビュ＿の時点）

i伊藤

i有馬

隆（政策研究大学院大学教授）

学仇州大学教授）

i小ラ也聖一（広島大学助教授）
佐道明広（政策研究大学院大学助教授）

i武田知己脚究大轍学特鰍員・
平松大輔（藤波孝生秘書）
記録者：丹羽清隆

■私学助成について

日本の大事な文教政策の三つか墜つのうちの一つだな︒高等

閣題とも関わってくるわけですね︒

藤波

教育の充実︑私学の振興︑初等教育の充実・麟毅︒前から︑私学で

学盆隻徒を預かってまたげれど︑ほとんど助成の対象になっていな

派なものだったと思うけれ︑ど︒あれは三木内閣でしょう︒三木さん

藤波

藤波

すか︒

とにかく法律まで行く︑と︒

意識としてはね︑頭の中で︒

樫藤議員になられた頃から︑そういう問題は起こっていたわけで

いまに盃っているんだな︒

い︒だからみんな苦労してやっているわけだ︒弼か思いきって︑文

が知っているというだけで︑大臣にしたんじゃないかな︒そう懸う

齢藤

初めからそんなことは思っていなかった︒だんだんそうなっ

伊藤

なあ︒

いままで︑文教閣係ではあまり関係がなかったんですか︒

藤波

教族が教育の認象として私学を選んで︑私学こそ大事だということ

勝藤
ない︑ない︒

たんだな︒

で︑先生は︑馬鹿者だとおっしゃいましたけれど︑あれはどういう

藤波

全然なしですか︒じゃあ︑永共文部大臣になってびっくりさ

を内外にアピールしょうと思っていたんだ︒それがずっと続いて︑

解藤

伊藤

的に合わんのだ︒肉体的に嫌いということだな◎

藤波

伊藤

気がA口わないというような感じですか︒

好きじゃないねえ︒弼故だろうな︒体が合わんのだな︑肉体

永芽さんという人は︑あまりお好きじゃないんですか︒

藤波

伊藤

な︒

藤波

文部雀の中はどうだったんだろうな︒それまでは私学に冷た

文部雀の中はどうだったんですか︒

永井さんは圏連大学をつくったんだな︒そういう意味では立

れたわけですか︒

ろですね︒

設立

かったからな︒冷たかったと思うよ︒各都道肩県と一緒だ︒都道府

私学の先生たちの懸体が︑かなりそれをプッシュしたわけで

憲法はしょうがないな︑やれ︑やれ︑というので行ったんだ

藤波そうそう︒朝舞だから嫌いだ︑ということじゃないんだ︒朝

県も冷たかった︒私学の先生は一所懸命だったからな︒

とみのもりんいじ

日でも︑いい人はいい︒富森聾児なんていうのは︑私は朝臼でも

揮藤
すね︒

藤波

三木内閣になったところで私学助成の問題が出てくるという

ことですが︑私学助成の問題はこのと意始まったわけではなくて︑

の﹈はいつですかね︑永井さんの前かな︒

藤波

この私学助成という考え方はどうなんですか︒これは憲法の

あった︒

藤波

武田

坂田さんの時に決めたんだな︒上智大学の私学の会長︑大泉

前ですね︒

そんな謡は聞いていないな︒坂鑓遵太﹇が文部大疑をやった

前からあったわけですね︒

俘藤

大好きだったな︒永弁さんは︑いかんな︒

でも︑圏が直接私学に助成することは︑憲法の禁読するとこ

藤波ぴっくむした︒

意味ですか︒

前回︑三木内閣の文部大臣に永井遵雄さんがなられたところ

r

伊藤

57

〜
2002年12
彫
難

﹇孝﹈さんの頃に言って︑ロ⁝マ法王のそばに行ったのは︵武田
僻藤

それは反対するでしょうね︒

参議院に行って︑参議院で私が質問したり答弁したりするのに︑そ

大平だ︒それから大蔵雀の童計官がおった︒衆議院を通って

ピタウ︑私と︑↓二人で︑いまでも覚えているけれど︑東京プリンス

の主計官が﹁やめろ﹂といって袖を引っ張ったからな︒大平は弼回

藤波

ホテルの部屡で話をして︑﹁よし︑やろう﹂と書って腹をくくった

も電話をかけてきて︑﹁やめろ﹂と㎝言下う︑㎜︐樗来︑五千億からの金が

﹇ヨゼフ・﹈ピタウさん︶︑ピタウさんのときに決めたんだね︒坂闘︑

のを覚えている︒ピタウとの話は︑非常に大事な会議だったな︒三

かかるから︑五千億も圏の金を食うような私学の助成をすることは

ない︒将来のある霜のような若い者がそんなことをしては駄霞だ﹂

人で話した︒

伊藤

といって電謡をかけてきた︒﹁いや︑将来があるかないか︑そんな

文部省の中には︑誰か推進する人がいなければまずいわけで

しょう︒

は大濯淳が会長だった︒いまは私学門日本私立大学協会﹈の会長を

伊藤

そうですねえ︒専修学校﹇全国専修学校各種学校総連合会﹈

役人の人がついていなけ れ ば 一 ︒

藤波

極藤

藤波

伊藤

藤波

伊藤

それはどうやって説得したんですか︒

いや︑要る︒絶対反対だったんだQ

大蔵の事鳶の了解は必要ないわけですか︒

通ってしまえば︑文部省につけるわけだな︒

議員立法でも予算が必要な場合は一︒

私学振興助成法は議員立法だったんだな︒議員立法でしょう︒

これは議員立法ですか︒

ことは知らないけれど︑いま私学振興をしなければいかん﹂と言っ

らって︑やっつけられた︒私学中心できたものだから︒安嶋弥でも

伊藤

見切り発車だ︒だから参議院に行っても︑立ち上がると袖を

坂田道太文部大臣はそうだったが︑坂田さんの下で誰がやっ

ないな︒

藤波

文部省の中で︑ですね︒

藤波

藤波

伊藤

みんなちょっとずつだな︒役人の誰かがものすごく熱心だっ

たのを覚えているけれどね︒

藤波

醗っ張って︑﹁やめろ︑やめろ﹂と到ったのは︑隣に座っていた主

たんだろうな︒

たという覚えはあまりないな︒西岡武夫は熱心だった︒それから松

計寮だ︒大蔵も一緒にいたからね︒

している︒サクルートで︑大沼さんも液副﹇浩正﹈に株を分けても

永光︑森喜朗︒みんな畢稲濁だ︒文部省はあのころは文教が占拠し

極藤

いや︑参議院の自艮党文教部会じゃなかったかな︒

それは委員会の話ですか︑本会議ですか︒

たんだな︒あとは︑石橋一弥とか︑自護憲から出で三重県知事をやっ

藤波

それで衆議院の文教委員会もOKですか︒

て︑いま辞めることになった北川﹇叢叢﹈︑これはずっと後輩だな︒

鯛藤

OK︒木島喜兵衛というのが社会党の文教部会長をしておっ

自民党の文教部会はみんなOKだったんですか︒
だけど法案は︑役人がつくるわけでしょう︒

藤波

伊藤

伊藤

そう︒やるということになって︑やろうとなったときには︑

文部政務次富をやった︒みんなちょっとずつだね︒誰か︑役人でこ

藤波

た︒死んだけれどね︒新潟だ︒それが栢手で︑毎晩ぐらいワインを

藤波文句なしにOKだ︒ちゃんと話をした︒

役所で文句を露う者はおらんですね︒さあやろう︑ということになっ

飲ませた︒ワインの好きな男で︑ワインを五本ぐらい梼って行って

れは私学派というのは︑そんなにおらなかったな︒

たんだな︒反対したのは大蔵省だ︒
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えているな︒思い出した︒三本目ぐらいから︑﹁やる︑やる﹂と言

飲ませた︒宿舎が︸緒だったかちね︒それで私学の謡をしたのを覚
伊藤

形は反封だよ︒共産党なんかも反対だったけれど︑でも由原

さっき野党は反対だとおっしゃいませんでしたか︒

專修学校法︑よく通った︒完全に野覚各党は協力してくれたね︒

衆議院議員﹈文教で︑気持ちは

藤波

墜文教族について

わかったな︒

健二郎という高望の男が﹇共産党

い課した︒

松

いや︑野党はみんな反鮒だったろうな︒しかし形だけだな︒

伊藤じゃあこの法案は超党派な ん で す か ︒
藤波
東窟都知事選挙に出た畏社党の︑立教の総長をしていた︵省馬
下疋寿︶︒松下さんを臼説くのに︑どこに行ったかわからん︒立教
の総長をしていたぐらいだから︑気持ちは︹私学振興助成法に﹈大
賛成なんだけれど︑野党という政党との板挟みになったんだろうな︒

藤波さんはその下の小ボスなんですか︒

やはりその頃の文教のボスは坂田さんなんですか︒
俘藤

いいや︑小ボスにもならん︑

伊藤

ワインの効果はあったわけですか︒

藤波

いないといって︑探しに行ったことを覚えているな︒突然いなくなつ
伊藤
あった︒

だったんだ︒西岡も

藤波大ボスはね︒

藤波

あまり強く反対しないということですか︒

からね︒

ちゃったんだ︒いた︑いたと言って︒

夢藤

そうそう︒肉体約に反対はしない︵一周笑い︶︒肉体的に

等兵Qやろうといって︑本気になってやった

一等丘ハだ◎みんな本当に一等兵

藤波

よく私学振興助成法が通ったな︒あちこち医科大学を充実したり︑

から︒文部雀は帝大中心だな︑東窟大学をはじめとして︒あのころ︑

毬てくれるな︑と言っている︒つぶれていくものはつぶれていくんだ

方の壌立大学も︑私学も怒っている︒私学なんか︑余分なことをし

で︑帝大を中心にやっているものだから︑みんな怒っているな︒地

と思うね︑あのころ︑あの文部省の空気の中で︒いまでも独立法人

すごかったな︑あの頃は︒私学﹇振興助成法﹈はよくやったものだ

ね︒あれは本当にあるわけです︒マイクの電源を那きちぎるとかね︒

藤波

第一二次佐藤内閣で文部大臣を務める︵昭撫四や五年一月十四日〜四

さんとどっちが聡いのかな︒

藤波

丁寧

藤波

一︒

文教劇度調査会長だったな︒自民党文教制度調査会長だ︒

十轟ハ年七月γ五日︶﹈︒

武田

じゃあ︑これは少し前の話になるんですね︒

私が政務次窟をやったのは奥野誠亮の下だから︒奥野と坂睡

三木内翻の前だったら︑政務次官ですよ︒

それは文教部会長だったな︒政務次官か︑いや部会長だ︒

坂閉さんとピタウさんとの会談に藤波先生がいらしたのは

教員養成の大学院をつくったりした︒鹿児島票の鹿屋体育大学とか︑

葛藤

わからんな︒政務次官になる前か︒

武国

兵庫爆誤算の教員養成大学院︒大学の充実と称して︑あのころ︑よ

藤波

前ですね︒坂田さんが文部大臣をやられたのは大学紛争の時

﹇反対することが﹈あるんだね︑バーツと委員長癒を占拠するとか

うけやった◎やっているので︑幻惑したんだろうな︒えらいことに

武田

坂田さんの方がだいぶ早いんじゃないですか﹇坂園道太氏は

なってきたと思ったに違いないな︑旧国立帝大は︒私学振興助成法︑
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囲

難

ですから︑必ずしも文部大臣﹇が坂醗さんの時﹈とは限らな

藤波

﹇私学振興助成法は﹈会期廷長になってから国会に出したん

でも大蔵の反離を揮し切るというのは大変なことですね︒

だからね︒

伊藤

大変だったですね︒

文教部会はいいとしても︒
そうそうQ

それで崇美で決めてもらわないと︑ものにならないわけです
ならないわけだQ

一応︑政調の了解をとって⁝︒

その前に︑大蔵の了解をとらなければ⁝︒

から時間がかかったんだな︒
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ですからね︒

勝藤
いわけですね︒

大変なことだQ毎晩︑なんだかんだ言って国会に籠城すると

いう話になった︒あれは自﹇氏党の政審を通すときかな︒

藤波

政審でももめたわけですか︒

大鷺は誰でもいいんです︒私も︑西岡も︒﹁ああ︑誰がなっ

た？﹂﹁永井さんに為ったな﹂と言っているだけだ︒﹁永井道雄が大

伊藤

藤波
臣になった﹂といって︑﹁一所懸命やっておる︑やらしておけ︑や

いや︑致審に通す箭に︑徹夜して︑ 書一旬を諮めた覚えが
あるわ︒

藤波

それで先生たちの上に︑坂田さんが乗っかっているわけです

らしておけ縣という感じだった︒

揮藤

政審になれば︑大蔵の部会もあるわけですが︑これは反対の
わけですか︒

勝藤
おった︒

ね︒

藤波

藤波

では党内でもかなり大変だったわけですね︒

反対ではないけれど︑いろいろと奏つかったね︒どうぞ︑ど

先生の頃の大ボスというと︑やはり坂田さんですか︒たとえ
灘尾さんは雲の上だな︒

小池
藤波

あまり雲の下には降りてこないんですね︒

うぞ︑ということではなかったなQ

小池

影響力はない︒﹇影響力があったのは﹈坂田道太だな︒その

ば灘尾﹇弘吉﹈さんとかもいらっしゃいますね︒

藤波

後﹇坂困さんは瞬法務大臣になって︑﹁秘書窟がみんな検事だ﹂と
いっていた︒﹁周りはみな検事で︑﹃法務大難秘書官︑検事○○隔と

書いてある︒えらいこつちゃ﹂と喬っていたよ︒それから︑防衛庁
の長官になって防衛庁に行ったら︑坂濁さんが︑﹁全部鰐服だよ︑
ここは駄署だな︒おれは背広だから駄冒だ扁と言っていた︒﹁大臣︑

行ったら検事がおるし︑防衛庁に行ったら全部沼蝦ですか︑しっか

極藤

﹇そして﹈総務会の了解をとって︑初めて国会に出せる︒だ

りしなければいかんじゃないですか﹂﹁いやいや︑君らがいるから

俸藤先生はさっき見切り発車だとおっしゃったから︒

いかんわけだ︒

偲になろうと︑文教のボスなんですね︒

藤波

藤波

伊藤

そうです︒﹇衆議院﹈議長になってもそうだったな︒

そういうことがあり得るんですか︒

見窃り発車だな︒見切り発車というか︑﹁はい︑けっこうで

藤波

す﹂とは言わないけれど︑黙ったんだなQ
伊藤

私学振興助成法ができたのは一九七五︵昭秘五十︶年ですが︑
﹇坂田文桓の時代は﹈だいぶ前のお詣ですね︒

伊藤

いいよ﹂なんて言っておったな︒

そんなこと言ったらいけませんよ﹂と繕ったけれどね︒﹁法務省に

藤予熱ね伊藤伊藤伊
波藤波。藤波藤波藤

小池

藤波

いまのお話で︑会期延長の時に出したということは︑大蔵省

だから︑無理したんですよ︒

側 としては︑会期もすでに短い か ら 一 ︒
だからもう反対しないでもいいと︒

苦労していた︒

赤字を算えていたわけですか︒

ええ︑赤字を抱えていた︒それでストライキをやられてね︒

学費値上げ﹇反認︺ですね︒

もわからんな︒

藤波

そうですね︒

学費を上げると︑学生は全部反響になった︒それが引き金か

藤波

でも学校によっては︑黒字になっているところもあったわけ

藤波

小池

藤波

文部雀自体は︑圏公立大学︑公立の小中学校中心ですからね︒

できないね︒教育を考えるものはみな一緒にならんと駄掻だ︒

それは本当に野党の協力がないとできないですね︒

頑張ったでしょうな︒それはすごかったね︒

前に出たんだね︒ローマから金を拷ってきたからね︒やっぱり金次

藤波

伊藤

藤波

しかし宗教的なことで一︒上智大学はあのときにバ⁝ッと

全部が全部辛かったわけではないでしょう︒

あったんでしょうね︒

でしょう︒

解藤

第だ︒

たんでしょうね︒

体舗としては私学を助成するというか︑私学蘭係の部筒はなかった
藤波

藤波

伊藤さっきおっしゃったように︑先生はこのときは文教部会長だっ

ときに︑私学を串た︑のはおるか︑と言ったら︑﹁はい︑私は皐稲田

は西岡武夫で︑じっと考えながら来た︒文部省の政務次窟を昭和曝

ないですね︒管理蜀がやっていたな︒私が致務次官になった

です﹂と言ったのは︑参議院議員になった榔川﹇覚治﹈だけだ︒卿

十九年から五十年までやって︑部会長に私がなって︑やり始めたん

東京大学だね︒

●学校主任制度について

あります︒

その文教部会長として︑学校主任鋼度というのもおやりになっ

藤波

これはそもそも︑どういう発想からですか︒

揮藤

伊藤

学校がおかしくなっているというので︑いろいろ勉強してみ

そんなことはない︑東京大学だ︒

藤波

たと悪うんですが︑これはご記憶がございますか︒

東京大学は少ないんじゃないですか︒

そうでしょうな︒文部政務質置のとき︑私の前の文教部会長

川が総務課畏をやっていた︒この前審した︑神謀を﹇肥るならここ

だな︒だから五十奪頃ですね︒

文部省の役人で幹部クラスはほとんど国立ですか︒

田の知恵だ︒

に﹈祀れといってロッカーを持ってきたのは櫛川の知恵だな︒早稲

んじゃないですか︒

すか︒

轡藤

廃案になるということも考えて出したということですね︒

波藤波藤波

それを廃案にさせないために︑だいぶ頑張ったということで

小池

藤1鈴藤轡藤

俘藤

そ

そうですが︒それで文教族は早稲田が多い︵笑い︶︒
私学振興というのは大変なことだったね︒よく考えると︑

本轟に私学は︑それだけ逼迫していたわけですか︒

う思うな︒ 私学の連中は喜んだわけだな︒

軍民
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ると︑教師がバラバラだという︒教締をまとめて行くにはどうした
らいいんだといって︑学年主任とか︑学科叢径とか︑憲掻をつくっ
て︑密侵が責任を持たなければ駄目だ︒入ってすぐに教師が威張っ
ているようなことではいかん︒順番もある︒だいたい秩序がなけれ
ばいかん︒全部参褒賞虫義だからね︒国華賞空軍というのはどうい
うことかというと︑運動会の時に一等賞や二等賞をつけると差溺す
ることになるから駄屋だ︑全部に同じものを参加賞でやればいいん
だという主義だ︒そんなことはない︒年輩の先生には年輩の先生の
値打ちがあるし︑ちゃんと簸遇をしろというので︑主任というのが

聞国会討論でやった︒あれは印象深いな︒今度持ってくるわ︒

N薩Kの圏会討論会というのは︑詑録があるんですか︒

あります︒

文字になった詑録ですか︒

本になったんですね︒﹃教育の周辺﹄の中にあります︒
うちで﹇本に﹈したんだ︒

その槙枝さんとの討論というのは︑いつごろの謡ですか︒

黒和五十年五月三琶と違うかな○

では︑先生は文教部会長のときですね︒

それは︑日教組としてはものすごく強い反対ですね︒

そうです︒手当をつけるわけだ︒

その主任に手当をつけるわけですね︒

な本屡さんですか︒

伊藤その本﹇﹃教育の周辺邑を出された雪書房というのは︑どん

行に移したんだな︒それは間違いないな︒

みんな政務次官ときにあたためて︑部会長になうてからどんどん実

教師は労働者であるか︑聖職であるかということが論争の中心だ︒

私どもは教師聖職論というのをやって︑膚こうが労働者論だ︒

強い雲離だったね︒

藤波

決まったんだ︒それはそうだ︒

主任手当返上というのをやりましたね︒

儲藤

藤波

議会ではもめなかった︒書い合ってはいたけれどね︒むしろ

ですから︑議会でもめたわけではないでしょう︒

ああ︑そうでしょうな︒

死ぬかもわからん︒藤波か村瀬かというぐらいだ︒

藤波

伊藤

いま︑やっておるんじゃないかな︒本人は病気で︑明日にも

いまでもありますか︒

盧費出版︒

は︑どこか磁版社から出したんですか︒富費出版ですか︒

その前に出された﹃人間の味ーー藤波労政の記録﹄というの

藤波

霞民覚の文教部会長として︑庭教組とやり合うという場面は
五月三ヨの憲法記念霞に槙枝ワ出機嗣と﹇議論した﹈︒こち

あまりないわけですか︒

藤波

らは西潤とーー︒今度持ってくるわ︒東京都の教育長をやっていた
小尾﹇馬雄︸さんなんかがこちらで︑向こう測は槙枝と木島喜兵衛

と誰かで︑ずいぶん反響がありましたよ︒N猛Kの討論会で︑長時

コピ⁝をつくりますQ

助かります︒

ああ︑持ってくるわ︒

これは探しても︑手に入らなかったんですね︒

摂武藤武藤
藤田波渡波

伊藤

伊藤

が本麗をやったのが雪書房だ︒

盟の私が調委員長で︑そのころにおった日大の学生の村瀬というの

雷書罵は村瀬﹇杜詩夫扁のところだろう︒全関東学生雄弁連

やった︑やった︒三重票なんかもそうだ︒
法の施

藤津藤野藤平伊藤伊
波馬要撃波松藤波乗

都道府県の問題だな︒

行規劉の改正じゃないですか︒

それは決まってからですね︒これは法律ではなくて︑

伊藤有藤伊藤掛
藤波馬波藤波藤
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﹂

藤波

大平内踊︵第二次・一九七九隼十一渥︶だ︒私は︑てっきり

文部大当だと思って大平のところに行ったんだ︒斎い者から順番に
呼ぶ︒まだ文部省も決まっていないし︑労働蜜も決まっていない︒

それで行ったら︑大平さんが﹁看は文部雀だと思ってここ︵総理執
務察︶に来たろうけれど︑これから君がいろいろやっていくのに︑

向こう側を知らなければ駄目だ︒何をやるにしても労働省はいいか
ら︑行って勉強しろ﹂と言われた︒ああそうかと思った︒それで︑
一緒に呼び込まれた谷麺﹇專一﹈さんが︑そのとき文部大臣になっ

た︒いまの谷垣﹇禎ごのおやじ だ ︒

れを河野露がやるにはまだちょっと畢いな︑という感じが私にはあっ

たな︒それで︑これは全く内緒の話だけれど︑読売の腰村﹇祐造﹈

さんとか︑毎銭薪闘の岩見﹇隆夫﹈さんとか︑ああいうのはみんな

弱気君が相談根手になっていたが︑河蟹二番だった︒おやじの番

記者だったから︑摺談をしておった︒朝日薪聞には誰もいなかった︒

それで藤本孝雄漕に︑﹁どうだ︑おれは河野派にと思っているんだ

けれど︑どう思うか﹂ということを河野霜が欝うて︑それで藤本孝

雄が朝臼の薪腿記者に言うて︑朝日薪麗がこれはえらいこつちゃと

いって大騒ぎになった︒それで一日︑ニヨで薪自由クラブというの

が霞民党から繊て行くことが決まってしまったんだな︒もともと薮

あれは河野派をつくるという発想なんですか︑それとも自斑

腿がボーンと弾いて︑後ろから押したんだな︒

揮藤

党を離脱するというのが先なんですか︒
離脱するというのが先だ︒

だけど三本さんが一所懸命やっているのに︑一二木さんを置ま

るか︑もう来るかと思って︑慰が来るまでまっていたんやけれど︑

呼んで︑西岡のお祝いをやったんだ︒そのときに︑﹁わしはもう来

醗議員に繊たもので︑選挙劃策委員長の渡辺秀央君と阪闘武夫罵を

彼は自照党から参議醜に趨たな︒自筏党が駄目で︑自由党から参議

藤波河野君はそう思っていた︒このあいだ西岡看と飯を食った・

すが︒

玄りにして満て行くというのはいかがなものかな︑と見えるわけで

伊藤

たんだな︒

そうです︒それをさらにやろうということで︑ 隈中のおる自
民党と︸緒にやれないというので畠て︑外から叩こうということだっ

ですから︑三木内腿は︑反田中内閣ですよね︒

三木内閣だけれど︑反田中角栄です︒

これは︑だけど三木内閣でしょう︒

藤勝藤伊藤
波藤波藤波

圏新自由クラブ結成
揆藤それはまだだいぶ先の話ですが︑・あ前ちょっとお話があり
ました政治工学研究所が︑なんとなく河野さん担ぎで︑だんだん萩
自由クラブになっていくわけですね︒それが次の年の昭和五十一年
選挙がある﹇昭麹五十一年十二月五窪﹈︒選挙が終わって萩

なんですが︑新自由クラブがで奏ますね︒

藤波

生クラブをつくったんだ︒熱灘でつくったんだ﹇昭和五十〜年十二
月十三日に新生協議会を発足︑翌年八月に新生クラブとする﹈︒

伊藤それは選挙のあとの話ですね︒河野さんが代価になった政治
工学研究所が中心になって薪自霞クラブ結成に行くわけですが︑こ
私はまだ早いという感じだ︒いまはずいぶん変わったけれど︑

の新自由クラブ結成は︑どういうふうにごらんになりましたか・
藤波

あの頃の畠民党は隼季奉公で︑丁稚から始まって︑順番に︑政務次
官をやって︑副会長をやって︑委員長をやって︑大量をやって︑だ
んだん三役をやってというように上にあがっていく︒時期が来たら︑

派閥でも分けるようなことをしてもらって︑一本立ちしていく︒そ
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というので︑そのときにその謡が畠て︑あれはそういう意味で︑新

うなQすまん︑すまん﹂と言っておったんだけれど︒えらいこつちゃ

結局来なかったな﹂というような話をしておった︒﹁そんなこと言

もないわ︑あの人は︒自分だけの人や︒そういうことになっている

は一般的に通っておるね︒何も︑新自・田クラブの理念もへったくり

だね︒盧分勝手にやっている人だという詣を︑いまでも政界の中で

藤波

畷絹さんは︑河野洋平がやるというので︑ついて行っただけ

聞が作った政党だと︒東京新聞や毎日新聞はじっとしておるのに︑

ね︑いまも︒

行かんけれど︑私は反対だ︒鉄気にはやるな︑政治は思うようにい

そのときに浜地文平さんは痛風で行けなかったんだ︒﹁癌風でよう

になって︑自渓党から畠て行くようになって︑仲間を集めたんだな︒

勇人が河野〜郎をいじめたときに︑河野一郎はもう侮もできんよう

を家内に待って来させたGその巻紙というのは何かというと︑池園

して家に置いてあった︒夜中に旅館から家内に電炉をかけて︑それ

き︑私の先代の浜地文平さんが河野一郎さんに宛てた手紙が巻紙に

阪で降りて夢勢に来た︒﹁藤波鷺︑一緒にやろう篇と雷う︒そのと

知事選挙かな︑河野君が応援に行って︑帰ゆに東京に帰らずに︑大

私は絶対に反対だということで︑反対しておった︒最後に沖縄の

そうしたら︑﹁人の前で涙を見せたら政治家は終わりだ﹂と稲葉修

野洋平が壇の上でポロポロ泣いた︑﹁自昆党から出る﹂と言ってね︒

秦野章︑藤波孝生︑四人の講師でやったんだけれど︑そのときに河

で講演会をやることになっていた︒その講師は稲葉修と︑河野洋平︑

藤波

武園

伊藤

塩谷は行かない︒前もって決めてあったことだけれど︑伊勢

塩谷﹇一夫﹈︒

七人の待ですか︒

脊田︑曝撰︑由陰︑麺岡︑湾野︑もう一人︑誰だろう︒

雷一寿も﹁困ったことだ︑ナミさん︑困ったな﹂と書うていたね︒

山口敏夫なんかは﹁やろう︑やろう﹂と書っていたんだろうな︒脊

いて行っただけだ︒しかし西園も︑いまは反対だったと言うけれど︑

田畠さんが︑ですか︒

かん﹂といって︑慰める文章が手紙に書いてある︒それを持って来

がその後で言っていたのを覚えているね︒本当に釈然としない思い

伊藤

させて︑それを読んで聞かせた︒それで﹁浜地文平がかつて河野一

だったのかな︒

緒に走り策したというのが実態

朝錘が騒ぎ繊して︑いよいよ放っておけないようになって︑岩見さ
んや田村さんは困ってしまって︑

郎にそういうことを言ったことがあるけれど︑いまわしは君に︑無

伊藤

うん︒だから河野洋平がやるもので︑田灘誠㎝というのはつ

理するな︑あわてるな︑ということを言おうと思う鳳という話をし

う︒

藤波

た︒﹁代が下がれば︑方法も変わるけれど︑考え方は隅じようなも

藤波

だな︒

んじゃ縣と言って︑沖縄から来た河野君を東京に帰した覚えがある

はっきりしているな︒

河野さんが党を出ようということは︑いつごろから考えてい

ない︑成算はない︒いまの紐中はよくないということだけは

河野さん自身も︑それほど成算があったわけではないんでしょ

わ︒それが最後だった︒その次のヨかな︑新聞に出たのは︒次の次

佐道

ぢい

の日かな︒あのBは︑夜に帰ったのかな︑豪勢に泊まったのかな︒
あれは河野さんが中心なんでしょうが︑推進したのは

藤波

それはあわてることはない︑というのが河野も含めた

たんですか︒

揮藤

山口敏夫とか︒

な空気だった︒さっき書つたように︑朝日新聞が後ろから押したも

︒
藤波

田川﹇誠二さんはどうで す か ︒

般的

伊藤
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のだから︑やらざるを得なくなったQ
だいたい私はあの霞に︑伊勢の老人会が中心になってバスで旅行

中蕾根派︒

はっまりした中善根派のメンバーだったわけですか︒

そうそう︒

中離調派の会合には一応出ておられたんですか︒

私︑
がいつも言うように書生みたいな人で︑ 人
れは悪口ではなしに

線に乗って東京に行ったら夕方になっていた︒そうしたらだいたい

ても行っても大阪に着かないんだ︒時聞がかかった︒大阪から薪幹

に来るのは大阪に行く列棄だ﹂というから︑それに乗ったら︑行っ

何もない︒﹁そんな余労なことはいらんわ︑選挙に勝つというのが

く﹁木部です︑木部です﹂と書って歩いている男だ︒定見も思想も

ても⁝⁝︒死んだか︑このあいだ葬式がありましたかQ毎日てくて

が仕事なんだ︑そういう男だ︒宙分が︑静岡県から国会議員になっ

」

するというので︑朝早くバスに乗って紀州に行って︑薪宮に行った︒

出ていた︒

派閥の会合というのは毎週あるんですか︒

毎週金曜日とか︑木曜日とか水曜日にある︒毎週ある︒

中脳凹根派では︑卿閣は誰ですか︒

ろうといって︑みんなワ⁝ワ⁝言っているという︒空気はどうや︑

事は縛に駄斜なんです︒河野洋平よりも木部佳昭のほうが上だと思っ

中蕾根派では︑誰といって⁝1︒中蕾根康弘という人は︑こ

と天馬ったら︑青年部の連中はみんなやれ︑出るべきだ︑と言ってお

軒ずつ訪ねて歩いておるのや︒こんにちは︑こんにちは︑と言って︒

ている︒木部佳昭というのは河野一郎の秘書をしておって︑毎日一

それで二宮の駅に行って︑﹁︐名古墾に行くのと大阪に行くのと︑

｡度選挙になったら︑また河野一郎を頼みます﹂と言って歩くの

騒ぎは収まっておったな︒これは︑熊野三山がおれを呼んだんやな︑

大事なことだ﹂ということだった︒隠蟹洋平よりも︑そのほうが上

どっちが早い？﹂と言ったら︑﹁どっちも卓越がかかるけれど︑次

と思った︒老人会で︑年寄りばかり心配して︑門藤波さんどこに行

だいたい︑山崎﹇拓騨と野閉﹇毅﹈を比較して︑渡辺美智雄の派

だと思っているのが申曽根康弘だ︒

﹁伊勢に帰ってもしょうがないで︒束窟に帰るわ﹂と回ったのを覚

で山崎︑藤波の派で野田と言っておったけれど︑私がリクルートで

くんや﹂﹁おれは東京に帰るから漏﹁蒸器に帰らんでもええのか﹂
えているから︑薪聞に繊たのはそれぐらい急だったんだ︒朝日が火

やられてから︑中曽根さんは山綺の方が上だと思い込んだんだな︒

よかった︒反賑中ということだが︑中曽根さんは田中の方についた

いう不満があるんだ︒それが派閥であった︒だから派閥もどうでも

そういう不満もあった︒中曽根さんが溝野田箪を大臣にせん︑と

たけれど︑野鑓よりも上だと思っていた︒

それで︑使わないようにいかんね︑山崎みたいなもの︑と私は言う

元になって︑ほかの薪聞もバーツと一斉に書いたんでしょうな︒

この時点では︑先生はどこの派閥にいたんですか︒

■中曽根氏と河野氏
伊藤
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これはいまでも︑東京から一番遠いところだ︒遠いというか︑時間
がかかるところだ◎北海道や湾縄の方がずっと蒲田だからね︒それ
で﹁周事はないか﹂・と書って欝勢の事務所に電話をしたら︑一︐えら

いこつちゃ︑今日の新聞を見たか﹂と言うから︑﹁いや︑おれはバ
スで朝六時ぐらいに嘗て︑新聞を見る暇もなく紀州に来ておるんだ﹂

波藤波藤波藤波藤波

る︒年取ったのは心配して︑本当にやるのかな︑と言っておるという︒

と雷つた︒そうしたら︑いろいろ大騒ぎで︑七人置の藤波が来るだ

藤炉藤伊藤移｝藤伊藤
「、

やるわな︒やらなければしょうがないね︒やらなければ︑今度はな

りするので︑そんな馬鹿なことはないというので︒新翻が書けば︑

てわかってもらった︒

いかという説明をせなならんな︒説明すると︑ああそうか︑と言っ

藤波

そんなこともなかったと思うがな︒それでも︑なんで行かな

んでやらんのだ︑ということになるから︑説写しなければならない︒

観道

なかったんですか︒

ないO ああそうか︑と懸うだけだな︒
そんなものですか︒

そんなものですねQ

人だからね︒

数が少ないから︑ということもあるかもしれない︒
河野津平

これは三木内閣の選挙ですね︒これで﹇臼﹇民党が﹈

三木さんが辞めるということになるわけですねG
そのあとは部隊ですかQ
そうですね︒

この選挙の時は先生は相変わらず四位なんですか︒

四位ぐらいだろう︒三位になったかいな︒
いつも安定で︒

出発だな︒

在郷軍人集まろうといって︒それは政治工学研究所の残党ですよ︒

これは毅生協議会というんですか︒

轡藤
藤波

伊藤

最初は瓢生協議会かもしれませんね︒そのあと新生クラブに

しかたないな︑ というので私が代表になった︒それが薪生クラブの

だったよね︒

武圏

とったわけだな︒えらいものやね︒十七とったんだな︒七人

有馬

なるんですかね︒

いいと言っていたんだ︒当然河野と一緒に行動するだろうと思って

藤波

揮藤

藤波

騨藤

どのくらいの人数が集まったんですか︒

そうです︒

これは議員さんの集翅ですか︒

それは持っていただろう︒私の後援会でも︑青年会はみな︑
いたんだ︒そういう空気だったな◎
そのときのこ慮身の選挙はやりにくかったですか︒

一一十人ぐらい集まったんだね︒

揮藤

藤波

その選挙の時はいかがでしたか︑ちょっと悼びそうだ︑とい

う感触を藤波先生は持たれていましたか︒

席とったわけですね︒ちょっと人気が出ましたね︒

低位安定だ︒選挙が終わって︑熱灘で毅生クラブが出発だ︒

負けて︑

河野さんたちが出たことで︑中曽根派の中で何か動揺とかは

そういうことじゃないかな︒成算も弼もないです︒全くない︒
じゃあ︑やっぱり中曽根さんとの問題があるんですね︒

あった︒

ち．串うどこの動きとほぼ重なって︑三木おろしがありますね︒

三木おろしがあるな︒椎名﹇悦三郎﹈さんだ︒

三木おろしの動きがあって︑河野グル⁝プの動きはそっちを

ということはなかったんですか︒

志の塊みたいに響ロっていたけれど︑それはそうではないです

■新生クラブについて

ね︒

志で︑

いたわけだな︒ だから︑仕方なしにつくった政覚ですよ︒きれいな

なかった︒グル：プを作って仕方ないなというので︑走って

N

その年の暮れに︑選挙がありまして︑薪自由クラブが十七議

伊藤極藤伊藤
藤波藤波藤波

藤樫藤伊武藤
波藤波藤田波

藤見有藤有藤伊
波て馬波馬波藤
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藤波

伊藤
﹇﹁薪生野ラブ発足時メンバー﹂︵資料編収録︶より﹈三十四

派閥を超えて︒メンバーは三十人ぐらいかな︒

派閥を超えて︑ですか◎
藤波

伊藤

藤波

その派閥から︑麟会認策の醗委員長になって行っているのが

それは誰が証すんですか︒幹部が話すわけですか︒

その話をする︒

r

武田

これは派閥というわけではないんですね︒

それを普通の議院さんたちはただ醐いている︒

るわけ︒

おるわけだ︒調韓事長とかね︒幹事長蜜どうや︑といって説明をす

新生クラブは塩谷一夫︑佐藤文生︑渡部恒三︑野田毅︑石橋

人ですかね︒

藤波
伊藤
派腿というわけではない︒派閥というわけではないけれど︑

一弥の五人ぐらいが委員になったね︒私が座長だ︒
藤波
だからみんな集まりやすかったんだな︒
でも各派閥は警戒はするでしょうね︒

ああそうですが︑と聞いている︒
それで解散ですか︒
ああ︑解散︒

そういう派閥の集まりでは︑座る腐次が決まっているんです

派閥はだいたい決まっていますね︒おのずから決まる︒
上の方からだんだんに︒
そう︑そう︒

なが非常に気捲ちよく︑集まろうといったら集まった︒毎週金曜縫

藤波

伊藤

藤波

その当時の中曽根派の上の方に座っている人というのは誰な

まあ︑普通の丘ハ隊だね︒

たわけですか︒

必ずしも瞬志とは

だったかな︑朝食会で︑私が蔭分で確保しておいたTB只の部屋で︑

んですか︒

中曲囲根派にいらっしゃった噴は︑藤波先生はどんな位置にい

こういう﹇政策研究プロジェタトセンターの会議室のような﹈部屋

それこそ稲葉修とか︑由忠貞鋼︒それから宇野宗婚︑上村千

藤波

伊藤

講緬を呼ぶときもあったけれど︑呼ばんときは︑みんなが諸々

それは講練を呼ぶんですか︒

もそうですが︑野田さんも︑佐藤﹇文生︺さんも中蛍根派ですね︒

武田

山峰拓もいますね︒

一郎︑そのへんだろうな︒

藤波

僅藤

大石千八さん︑向山一人さん︑中西啓介さんも﹇中留根派か
ら来て﹈いますね︒

新生クラブには︑中等根派からもだいぶ行きましたね︒先日

のことを言った︒そういうことは派閥では︑ないわけです︒派閥で

武田

騨藤

佐遵

でも︑もう中堅ということになるんですね︒

この時点で先生は当選四回になるわけですから中曽根派の中

藤波ちょっと議論するぐらいだQ
派閥の長が挨拶をして︑いまの圏会の進行状態とか一︒

議論はなしですか︒

は大将が挨拶して︑朝飯を食ったらだいたい終わりだ︒

からしまいまで議論していたね︒

そうですね︒でもそんな感じはいつぺんもなかったなQみん

解藤僻藤か有藤伊藤伊
藤波藤波。馬波藤波藤

だ︒どこに座るというのは決めないで︑来たもの順に座って︑初め

︸菩えないでしょうね︒

様子を見に来ている人もいるでしょうし︑

そう︒

いずれ派閥になるかもしれない︒

しますね︒

伊藤攣藤伊
藤波藤波藤
轡藤
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でしような︒

三木内閣の時かな︒私は衆議院の第一︑第二︑参議院の全

揮藤

いや︑一︐福滋越夫ひとりが次の総裁だと決めるのはおかしい︑

仲間を集めるためですか︒

な若い者が出てきて﹂とこう言うんだ︒
な︒

相当§立つ行為だったわけですね︒

よっぽど頭に来とったんや

有馬

福田ひとりに絞るのはいかんと︒

先生はそのとき誰かを

から︑﹁屡難委員長︑おまえ行って挨拶をしてこい︒党を代表して

ラブの最後の大会があって︑金丸﹇落﹈さんが幹事長で︑金丸さん

藤波

先生︑その新宙由クラブ結成を巡る一連の動きの前後で︑藤

員がおったのは単分ぐらいだったけれど︑おまえ勇気を持ってよう

誰か対立候補みたいなものを考えられていたんですか︒

行け﹂と言われて︑﹁志の操︑思想を大事にしよう扁という挨拶を

なし︒いまでもそうだ︒友情の塊だな︒友達だね︒薪自由ク

いや︑頭になかった︒選挙の仕組みだ︒

してきたのを覚えているわ︒それからじきに霞民覚との合流謡になっ

最後まで頑張ったのは匿川さんだけじゃないですか︒

このとき考えられるのは大平さんでしょう︒

藤波

河野さんという方は︑先生からごらんになって︑総理の座に
面白かったと思うね︒

つけたかった方ですか︒

佐道

藤波結局ね︒

伊藤

たな︒最後まで頑張れよ︑と言って来たけれど︑意味がなかったな︒

山梨県の内闘︒﹁このごろの若いやつらは勝手なことを言

文平もそこにおるのや︒ ﹁浜地さん︑畢う引退するものだからこん

やと書って︑ 私とは言わないでも藤波とわかるように言った︒浜地

うので認る﹂ と言って︑幹事長が挨拶をした︒若い者って誰のこと

たんだ︑

参議號選挙をやったとき︑ 俳勢で︑内園常雄が幹事長をやってい

いや︑大平と思っていたわけじゃないんだ︒

O

波先生の河野さんに対する評価は︑何か変化がございましたか︒

墜河野洋平氏との関係

そうですが︒聞いたことがないことですね︒

単独で︒

単独で︑ですか︒

関孫なしに︒

新生クラブとかは関係ないんですか︒

そうです︒

それは先生ご自身で考えられたことですか︒

そうだと思うね︒

武藤伊藤武藤武藤有
田波藤波寒波田波馬

やるな︑と言われた︒あんなことをやる者は少なかったんだね︒

総裁は選挙と選ぶべきだ﹂ということを書って歩いたんだ︒国会議

藤波

部の議員の部屋を歩いたのを覚えているんだ︒

だから︑

見えなかったな︒ただやることはやろうといって︑福田超夫

あまり上の方で︑見えなかったですか︒

会長代理は誰がいたろう︒勉強してくるわ︑今度︒

だいたい会長代理というのがいるじゃないですか︒

宇野宗佑とか渡辺葵智雄とか︑あのへんにはいるな︒

申雷根派の代貸しみたいなのは誰なんですか︒

誰だろうな︒

当時︑中蕾根派の派内をとりまとめるような入はいたんです

藤伊藤伊藤僧藤か佐藤
波藤波藤波藤波。湛波
藤伊藤俘藤武
波藤波藤波沼
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だな︒知らなかった︒それで青年部に突き上げられたんだな︒突き

ブの結成・脱党﹈を知らなんだというのは︑みなが思っていたこと

自由クラブができたときに解散だな︒私はそんなこと﹇新自由クラ

中心になったのは事実だけれど︑政治工学研究所というものは︑穎

いたから︑在郷軍人集まれ︑と書つただけで︑それが難生クラブの

藤波

偶藤

藤波

摂藤

解散︒萩自由クラブができた段階でもう解散だね︒みんなが

薪生協議会が発足したことで︑政治工学研究所は解散ですか︒

蕎方でしょうね︒

それは人間的にですか︑政策的にですか︒

れたので︑後援会はわりあいに良かったね︒私がこうさせてもらう

ても︑おまえらぐずぐず書うな﹂といって︑むしろ説得に罎ってく

う︑環場におる本人しかわからんのやから︑いろいろなことがあっ

と︑乾英夫というのが会長でおったけれど︑﹁全部藤波鑑に妊せよ

まだ生きていたから︑それもあったろうな︒選挙区の影響力だ︒あ

藤波

伊藤

じゃあ︑河野さんたちの態度とはちょっと遠うんですか︒

からね︒

政策の調査会なんていうのは︑

藤波

違うんだろうな︒思想的にはね︒そこで浜地文平という入が

藤波

藤波先生は︑もう騰党論には簸初から反対でしたか︒

そう︑そう︒

いや︑そうでもない︒必ずしもそうでもない︒活力が出る︒

上げられて文句を言って︑新製で決めた致党だから︑事前に相談し

と雷って説明に懸ればよかった︒

武囲
反対だった︒

藤波

いや︑自分ではその気がないから︒

薪生協議会は先生が代表になるわけですが︑将来の藤波派と

灘新生協護会の運営について

一年間ほとんど欠席無しに出ていた

なかった︒準備はきわめて秘密裏にやっていたからな︒ワーッと幽
ついて行くもついて行かないも︑相談もなしに︑とにかくバッ

ちゃった︑という感じだから︒
揮藤

藤波

じゃあ︑河野さんを擁立して自民党の総裁にするということ

と毘ちゃったということですか︒

武田

外から見たらそう見えませんか︒

伊藤

伊藤

藤波

のを置いて︑こういう組織をつくるとやはり事務局が必要でしょう︒

藤波
そうすると︑

それは文句ないけれどね︒

生きているんだろうな︒加藤紘︸とかというと︑思っていたわけだ
一つの派閥形成になりますね︒中着根派だけで

伊藤

ね︒

藤波

そんなものですか︒

雇わなければならない︒ハヤシという女の子がいた︒

そういう目で︑みんな見ていたんだろうな︒﹇私が﹈窟樗長

有馬

伊藤

不機嫌になったのは︑派内ですね︒

藤波派町だ︒

うちの︑連申が慈期した︒

藤波先生は反田中だったんですか︒

藤波

それでさっきおっしゃったようにTBRに事務藤みたいなも

はないでしょうが︑派閥を超えた一つの新しい派閥をつくる︒

謙よ⁝⁝o

官になったときに︑みんな何か知らんけれど︑不機嫌な顔をしてい

事務局員を雇わなければならないですね︒

かもわからんな︒そんなことは思わなかったから︑いまでも

たからな︒

藤波
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そういう支持者が弼人かいるわけですか︒

の横について行くと︑百万もらうのが精一杯だQその程度だ︒．

んな金にも手を着けないのでね︒金はもらいにも行かなかったし︒

お金もいるじゃないですか︒

伊藤

そうそう︒馬入かいて︑自分もやるよ︑勉強せえよ︑といっ

﹁頑張れよ︑頑張れよ﹂と言うとるだけでいい︒おれが行っ

藤波

極藤

それは大口ではなくて︑ですか︒

そう︑そう︒政治経済研究会︒いまやっているところだな︒

やはりお金を出してくれる支待者がいるわけですか︒

藤波

い﹂とか︑そういう幾判はなかったですか︒

佐道

言をしたりしていた︒

いっぺんもなかった︒だけど︑心の中では思っておったんだ

70

藤波さんの秘書の人たちですね︒

伊藤
お金もいる︒

藤波

伊藤

藤波

講簾を呼んでくれば講師謝粍も必要だし︑連絡するといえば

小さな金だ︒私はヤマダ製鉄所の社長をしているからといって︑そ

伊藤

て激励を受けて帰ってくるという程度のことだったな︒その代わり︑

藤波秘書だ︒

通僑費が必要でし欲う︒そういうお金はどういうふうにするんです

た︒私の童義なんだけれど︑みんなを罵じようにしてやらなければ

上下のないグループをつくろうというので︑みんなで嗣じようにし

そうそう︒禽獣資金でやる︒大して金はかからんもの︒

いかんという主義で来たなQ

か︒やはり自分で集めた政治資金でやるんですか︒
藤波

妾選四回ぐらいだと︑政治資金というのはどういう具合なも

そう︑代表ヅラをしたり︑金を配ったりしなくても︑みんな

伊藤

藤波

侃伊藤その新生協議会も︑別に代表だからといって⁝Q

どうかな︒よくやったものだといまは思うね︒ごそっとどこ

のですか︒

藤波

大蔵省にいた榊原英資なども行ったと思うね︒立山で政策合宿をや

︸所懸命勉強しようということだ︒立由政策合宿といって︑これは

金を出すというのは︑昔は三弁とか三菱とか︑銀行がおって︑その

ろうといって︑みんなで山に登っていった︒新聞記者も一繕だ︒国

かで金をもらってくるか︒だいたいあの漿はそうだけれど︑政治に
連中がみな面倒を見たんだろうけれど︑吉田茂で終わっているわな︑

会議員も一緒だ︒御山の玉生﹇孝久﹈というのがいたなQ

﹇私は﹈

すごかった︒そういう意味では︑みんな弼臼かったんだな︒

かなりの人数ですね︒

最終的には︑七十〜八十人になりましたね︒

増えたんだ︒七十入ぐらいになったんだ︒

最初にできたときから︑メンバーが増えたんでしょうね︒

﹇新生クラブの名簿に﹈名前がないなQ

そういう時代は︒それからあとは︑妙な金ばかり集まっている︒金
を出すというのはおるけれど︒竹下派はその仕組みを作ったんだ︒
全国で︑たとえば十万円ならナ万円出すQたとえば九州哲下会とか︑

北海道竹下会︒それは年に㎝回は行かなければいかんな︒体がえら
いと思うな︑それをつくるのは︒私の場合は︑やり始めたら金がか
かることだし︑ようやらんな︒いま亀井静香がやっとやっているぐ
らいだ︒﹇私は篇やらなかったな︒汚い金も争わんし︒そうすると
知れているんですよ︑級える金の範囲が︒その分だけでやっていた

勝藤

大口じゃない︒大局は妙な金で︑株で儲けたとか︑薬屋が薬

てこんなのと喧嘩してまたんだけれど︑いいのかどうか︑という発

藤波

ろうね︒中伝根内閣になってから︑ずいぶん助けてもらったね︒森

そういう活動は︑たとえば派騰の長老の方から︑﹁︑慎みなさ

をごまかしてとか︒そんな金は必ずスキャンダルが幽て来るわ︒そ

な︒噂

藤佐平藤棚解
波長松波田藤

x・
し︒私が頼んで︑集まってくれと書って集まってもらって︑やって

んか助けてもらったね︒中曽根さんは知らないな︒言う必要はない

喜朗︑加藤紘︸︑中藍根派で私と︑羽田孜︑定期的に害って︑私な

めには︑その国の先頭にいい大学があった﹂ということを言ってい

藤波

伊藤

そうだったね︒E・H・カー教授だ︒﹁その濁が発展するた

それは罪常に名誉ある雑事でしょう︒

国に発展するときに︑先頭に自尊覚が立っていたという政党をつぐ

るけれど︑私は日本の国がさらに発展しようと思ったら︑政党がよ

ろうということを書つたんだな︒文教部会長だった︒

きたな︒本当は中曽根内閣で︸番活きたんだろうね︒金でないもの
佐遵

それは福田内閣のときですか︒

くならなければいかん︒自畏党が良くならなければ駄目だ︒立派な

て︑そのあと大平さんになるんですが︑二言・大平のあとには中曽

伊藤

そうです︒

が活きたんだね︒

根さんが天下を取る︑取らせたい︑と思ってらっしゃつたわけです

藤波

その藪時の考え方として︑三木内閣のあとに福細さんになっ

か︒

そういうときの演説の原稿というのはご自分でお書きになり

私はね︒順番だと思っていた︒

ないわけだ︒

自分で書く︒

ますか︒

有馬

藤波

福圏内饅が昭麹五十一奪にできますが︑これは愉し含いです

■福田内閣のころ
伊藤
籐波

この福田内罵の時は︑先生は何も政府蘭係の仕事はないんで

ねQこれには運動とかなんとかという形はないわけですね︒
謬藤

まったくご自分で︑ですか︒
自分で書く︒
自由ですか︒
置忘です︒

どこかの承認を得なければならないということはないんです

しては教授の話を出して︑世界の先端を行く大学があったというこ

ない︒あんたはもっとお題を言えといわれて︑文教部会長と

藤波

とを言っているけれど︑日本の国の場合は政党が先頭に立ってやろ

すね︒

にいて︑党大会の麗会の辞を藤波さんにやらせようということになっ

うということで︑自民党が良くならなければいかん︑と言ったこと
を覚えているな︒

儀道福田内閣ができたときに︑自浅党の党内改革が

しておった︒文京公会堂だったかな︒そこで大会があって︑開会の
辞で︑イギサスの学春のいう言葉︑ロシアのことを醗絹して︑開会

題だったわけですが︑そのこともあったんですか︒
藤波

の辞を述べたのを覚えているな︒文教部会長だったんだな︑あの頃︒
党大会の開会の辞ですか︒

ていたな︒

予備選の導入とか︑総裁公選規定の改革とかが行なわれるわ

どうせそんなことを霧つたって︑単に書っているだけだと思っ

樹藤

うん︒筆頭調幹事長ぐらいがやるのを︑藤波にやらせようと

佐道

つ重要な課

て︑三塚がそれに乗って︑福園総裁だったな︑鋤中派のことを批判

ないでしような︒覚大会のときに︑森や三塚﹇博﹈が︑国対

波。藤波藤波馬波

藤波

いって︒あれは畠分でもやり甲斐があったな︒
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藤か餌藤｛i芦藤有藤

揮藤

奥野さんみたいな人は無派閥だから︑どこの派閥からもお金

轟選圓数を重ねて︑派閥の中興以上になっていくと︑選挙の

自分の金︑挨拶料だQ

応援に行くのに︑お金を持っていくんですか︒
ああ︒

それは派閥から書われる場合と︑党から言われる場会がある
わけ串でしょう︒

いずれにしてもQ

いずれにしても︑自分でお土産を持って行くわけですか︒
そうそう︒

応援演説の嗣数が増えるだけ︑大変になりますね︒

なる︒知れているけれどね︒せいぜい五十万とか百万とか持つ
伊藤

議員個人のほうも︑応援弁士みたいな形で辱ぶときに︑どち

その程度だ︑といってもね︒

て行けばいい︒その程度だ◎

小池

らかというと演説のうまい人を呼びたがりますよね︒先生なんかは

そんなことはないけれど︒

そういう意味では引っ張りだこにはなりませんでしたか︒

藤波

あまり要請があったら︑お金が足りなくなるじゃないですか︒

︒
彊藤
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けですねQ

をもらわないということですか︒

いろいろな理羅を雪っているだけだという気持ちだったな︒

藤波
藤波

佐道

れど︵笑い︶︒

炉藤あっちからもこっちからももらえるという謡かなと思ったけ

そうでしょう︒

太−気になってやらなければ駄昌ですよ︒

■派閥と選挙資金

ときとかに派のために何がしかの貢献をしろということで︑少し出

せとか︑そういうことはないんですか︒

前の三木内閣のときに︑敷治資金の規鋼法を強化するという

御藤

藤波

それは垂込の金ですか︒

誰だかの穂援のこういう大会があるから行ってくれ︑と雷わ

ことをしますが︑ずいぶん政冶家の資金を絞りますね︒あれは影響
どうだろう︒あまり思わなかったね︒

れるでしょう︒そういうときには金を持っていくね︒

藤波

普通︑派腿の長は盆暮れに所属している議員になにがしかを

があったんですか︒

帰藤

まあ︑神間だよという挨拶料だな︒全体から見れば知れてい

出す︒これは不文律みたいなものですか︒

藤波
ますよ︒

中養根派ですから︑申嘗根さんからは盆暮れになにがしかも

〜銭ももらわんでも

伊藤堺藤伊
藤波藤波藤

藤佐藤儲藤
波遵波藤波

伊藤
知れているな︒

らったわけでしょう︒

なるQ

行くということだな︒それが一番はっきりした心置になる︒根拠に

そうそう︒無派閥で行くということは︑

それは派閥にいる読みたいなものですね︒

公認料ぐらいはもらうだろうな︒

公認料ぐらいはもらうんですか︒

ほかに一−︒知れているな︒

公認料のほかに︒

選挙のときには公認料が一⁝︒

そんなものですか︒あとは選挙のときですか︒

藤伊藤揮藤伊藤伊藤
波藤波藤波藤波藤波

騰

藤波

あいつは侮も持って来ずに︑

れておる︒それぐらいだ︒

政治家のおつき合いの作法なんですね︒

政塗家隅士としてはまずいな︒

それは葬常にまずいことなんですか︒

藤波

平松

膚罵

平松

大学を出てからです︒

大学のときから選挙をやってね︒

私はこれで︑ちょうど六年ですね︒

失礼ですが︑平松さんは何年ぐらいになりますか︒

納得します︵一隅笑い︶︒

よくはないな︒それで秘書がようけ苦労

そうそう︒どちらかというと作法だ︒

平松

お父さんもお舞さんも教育者で︑両方とも小学校の校長さん

憲残も置かずに行ったな︑とい

それだけの裏付けがあればいいけれど︒

藤波

するんだと思うね︒

だんだん壊れて毒ているんだろうな︒

です︒教員になるのだとばかり思っていたら︑選挙で応援に行った

うことになるな︒それはいかんな︒

しかしだんだん当選回数が増えて︑覚や敬府の役職をだんだ

んやるようになると︑献金してくれる人も増えてくるんじゃないで

いまやっているんですね︒六年門日だ︒

ら︑みんなが東京に連れて行けという︒皇學館大書だ︒東京に来て︑

藤波

藤波

秘書が金を集めるわけです︒

う︒実際に︑秘書が︑という場合があるわけですか︒

旨意

秘書の覇断で集める場合があるわけですね︒

よく︑いろいろ問題が起こると﹁秘書が一﹂と言うでし．眺

大事だということですね︒

になるわけですね︒それは秘書の人が大事だということですか︒

酬伊藤

います︒

部雀ですけれど︒そのあとまた田浦﹇誰徳﹈君というのが皇學館に

有馬

藤波

伊藤

有馬

藤波

平松

窪藤

村瀬という私の後輩︑憐藤先生の弟子がいました︒いまは文

誰ですか︒

われわれの仲間が︑だいたいあそこには一人はいますからね︒

村瀬﹇信二がいた頃じゃないですか︒

結局︑教員志望だったはずなんだけれどな︒

そうです︒

皇學館大學ですか︒

増えてくるでしょうね︒

俘藤

そう︒器量というかね︒

伊藤

またそれをうまく整理しないと︑変な金を姻んだりすること

藤波

器量がありすぎて︑自分のためにも集めるということもあり

愚考

福園内閣のときに︑﹁ふじなみレポ⁝ト﹂を始められるんで

國﹁ふじなみレポート﹂について

りませんでした︒

いま村瀬看というのは文部料学館の教科書調査窟をやってい

伊藤

るんです︒いや︑秘書の話から︑変なことになりまして︑申し訳あ

先生はどうですか︑秘書には恵まれまレたか︒過虫︑ですよ︒

あるね︒秘書同士の仲間だけで覚えていくということもある

揮藤

あざなえる縄の如しだな︵一瞬笑い︶︒私は︑世の中で不思

議なくらい金に関係がないんです︒いやなんです︒そのへんに札束

藤波

しね︒

藤波

得るわけですね︒

藤波

すか︒

伊藤伊藤伊藤偶
藤波藤波藤波藤
が置いてあって︑これなんとせんと家内がときどき言う︒自分で忘
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平松

いまから新しく出そうとすると︑ちょっと問題になるかもし

揮藤

小池

揮藤

できないと思いますね︒日頃の挨拶みたいなことがしにくく

こういう﹁レポート﹂もできないんですか︒

公職選挙法の改正で︑年賀状なんかも墨せなくなりましたね︒

なんでですか︒

れませんね︒

小池
平松

なむましたね︒

これは新生クラブと㎜闘係があるんですか︒

えて使うことは可能なんです︒

平総

一回繊したら︑そうとうなお金がかかるじゃないですか︒

︸万︻千弱ですね︒

自民党だったら︑自由新報を使わなければ駄目なんだ︒だけ

先生の場合のように︑ずっと継続的にやっている場合はいい

しか思わない︒藤波のことが書いてないと駄目なんだ︒

育馬

そうです︒これは定期刊行物として大丈夫ですということを

ということですかQ

平松

ただ︑潜野太郎さんみたいに︑インターネットのホームペー

頂戴して︑躇しているんですQ
小言

ジ上でニュースレターとかやっている人もいますからね︒それもちょっ

平松

ホームページには規鋼がかかっていないですね︒それからe

そうだと思いますが︑まだ規制がかかっていないですからね︒

と矛贋がありますね︒

小池
平松

支持者向けではないということですね︒だから︑網のかけ方

そうですね︒あれは万人向けですからね︒

メールはかかっていないんですね︒

小池

そうですね︒インタ⁝ネットを利用した選挙運動ということ

がちょっと変だなという気がするんですけれどね︒

平松

いまいろいろな人がホームページをつくっているでしょう︒

に対してまだ議論されていないんですね︒

鯵藤
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すね︒

※﹁ふじなみレ潔ート﹂は昭樫五十⁝一年一月より毎月⁝團後援者等へ︑

平成ナ四年︶に第一号から第二一四号ハ平成早馬

葉書で政治活動等の綴告をおこなったものである︒これらは﹃藤の
花﹄︵東京奨衛
年︸罵︶まで収録された︒二︸二号から二︸八号︵最終号︶までは
本書資料編に掲載した︒
新生クラブができて︑新生クラブと共に出発するわけだな︒

いや︑麗係ない︒

藤波

そうそう︒光気でやっとるよということを示そうと思った︒

自分の支持者たちに配るわけですか︒

そうそう︒

配る方法は︒

郵便︒

郵送代も罵鹿にならないじゃないですか︒

あれは侮枚ぐらい繊されているんですか︒
企業秘密やけれどね︵︸隠笑い︶︒﹇平松氏に﹈どれぐらい編

伊藤

それを出さないと︑本当に呼びかけることにならないから︒

しているのやQ

藤波

党に所属して︑党から出している網行物を自分用に内容を変

これは自分の選挙区の問題ですね︒

ど翻由新報だと駄目なんだ︑選挙属はね︒これは自民党の広報紙と

初めからあのハガキの形ですか︒

民に知らせなければいかん︑ というだけですね︒

まあ︑政治の動きを国民に知らせなければいかん︒自分の県

なんでこういうものを出そうということになったんですか︒

五十二年鷺罵﹈からですね﹇月一回発行﹈︒

そうそう︒時宜的なもので︑昭和五十年でしょう︒

藤伊武三塁藤揆藤
波藤田波藤波藤波

藤有解藤轡藤伊藤偶
引馬藤波藤波藤波藤

藤波

表の下まで︑使えることは使えるんですね︒そうすると曝腱

四百字×二枚で︑それより多いときは表の下に書く︒

それからeメールで配起するという形が多いんですよ︒

小漉
伊藤
費がかかる︒

有馬総理大臣のメールマガジンもありますしね︒
小油

平松
伊藤

かかるのは発送費だけですか︒

広島大学では学長のメ⁝ルマガジンもありますよ︒

有馬先生が﹁ふじなみレポート﹂を始められた畷は︑議員さんが
んですね︒

なかったな︒

裏も表も際麟で︑ハガキのフォ⁝マットですから大差はない

こういう形で情報を送るということは一⁝︒
藤波

いまの仕組みでやるとしても︑こういう金の使い方を考える

東京の支持春︑大まな会社の社長も︑三重渠の選挙区のばあさん一

藤波

自由薪報を使うとかね︒

入でやっているところも︑嗣じ文章でやっているわけだ︒絶対に違

後援会の機麗紙というのはあるでしょう︒毎年一瞬とか︑二

藤波
派閥の機蘭紙があるでしょう︒

えない︒やり方はいろいろあるよ︒だいたい私は︑乞食︑いまはホー

轡藤

揮藤
あるかなあ︒ありますかね︒

ムレスというけれど︑乞食が鑓の上に寝ておったら︑寝て話をする︒

と︑やることはようけあるな︒もっと生きたやむ方がある︒全部︑

藤波

各派ともあったと思いますけれどね︒中虚根さんのところも

翻とか︒

揮藤

政治家で一番大事なのは目の高さだ︒そういう虫下です︒その主義

座っておるときには座って話をする︒政治家は目の高さが大事だ︑

宏池会はありますね︒創政会もありますね︒

の具体的な現われが﹁レポ⁝ト﹂だ︒

あるんじゃないかな︒

武霞

先生のこの﹇月一回という形は︑当時としてはかなり藪新だっ
そう思いますね︒

新生協議会は何か記録がありますか︒

騰検察の押収物

有馬
藤波

だいたいハガキ一枚ですから︑すぐ読めますね︒これが柵子

たんですか︒

伊藤

だんだん世代が上がってきて︑歳をとってきたもので︑もっ

になっていると⁝⁝︒

藤波

この頃から比べれば︑いまのハガキは大きくなっているんじゃ

と大きな字でやれ︑というけれど︑昔はあれでよかったんですね︒
伊藤

少しは大きくなっているんでしょうけれど︑字を大きくする

ないの︒

有馬

と︑あまり書けなくなりますね︒

拷かあるか︑わからんけれど︒

いつ会合を開いたとか︑誰を講舗に呼んだとか︒
あるはずだけれどね︒

どこかにあるかもしれません︒

もしあるとしたら︑藤波事務所ではないですか︒

引っ越しましたからね︒

リクルート事件が起こったときに︑

東京の事務駈にはないですね︒伊勢の事務所はどうですかね︒
四百字×二枚です︒

ぎりぎりですね︒

藤波

藤波

つまらんことだけれど︑

よく入りますね︒

平松

平伊平藤僕血汐
松藤松波藤波藤

伊藤
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厨
篶

私はじっと辛抱していこうと思って黙っていた︒日本の国は法治国
家だから︑法律の雷うようにせねばいかんなと思って今Bまで来て
いるんだけれど︑いっぺん︑全部揮塗して持って行きましたからね︒

全部待って行った︒つまらんものも︒藤波孝生が写っておる写真ま
小泡

誰と写っているか︒つまらんことだ︒なぜつまらんかという

誰と写っているか︑ということですね︒

で集めて持って行った︒

藤波
と︑その申で江翔と辱っているのはないかとか︑弓クルートと書い

てあるものはないかとか︑そんなことだけだからね︑やつらの考え
欝藤

いや返してきたけれど︑こちらがいやだもの︑いちいち晃る

押収したものは返されないんですか︒

方は︒

藤波

のが︒だから押収されたのは㎜応返ってきたけれど︑部屋に放り込
平松

選挙区の日程表というのも全部持って行った︒選挙区の日程

ひょっとしたら︑あるかもわからないですね︒

んであるわ︒その中にあるかもわからんな︒

藤波

表を持って行ってもしょうがないじゃないか︑と言って︒わしを調
べておる検事に話をして︑つまらんものを取るなと怒ったのを覚え
ているな︒﹁なんで選挙区のおれの日程表を持って行くんだ︒選挙
区でわざわざいやがらせをするな﹂﹁だけど決まったことだから
﹁決まったなんてそんな馬鹿なことあるかい﹂と言ったけれど︑そ
んな調子ですよ︒検察本庁に来いというのを︑﹁行かない︒悪いこ
とをした者は行けばいいけれど︑おれは絶対に行けない﹂といって
中野区検に行った︒そうしたらようけ︑ヘリコプターみたいなもの
がブンブン音をさせてやっておった︒馬鹿な詣だなと思った︒だけ
三二

部麗に放り込んである︒物置だ︒

返ってまたものはどこに放り込んであるんですか︒

ど世の中というのものはそういうものだ︒

藤波

斌葭

藤波

撰藤

藤波先生の記録というのは︑

弓勢︒

それは伊勢ですか︒

間違いないね︒

番ですか︒

藤波

この﹁ふじなみレポート﹂が一

これ﹇﹁ふじなみレポート﹂を収録した﹃藤の葛﹄﹈で見ます

薩漁港整備に関与
伊藤

と︑一番最初が昭和五十二年一月ですね﹇第一号﹁新生協の代表b︒

そこで薪生協議会の詰が一番最初に出てきます︒これは︑さっきおっ

しゃった︑﹁数入の長老が総裁を密室で決めるというのでは﹂まず

いということから︑﹁党内中堅若手で薪生協議会が出発し﹂と書か

れております︒﹁結果は福田さん︸人が立候補というかたちになり
ましたが﹂ということですね︒

そこから先︑﹁予算案の編成﹂という項瞑があって︑来年度予算

が平成されたということで︑自分は党の文教部会長で︑﹁文部省の

三重︸千億円のまとめに当たりました︒入試の改善︑高校薪設補助︑

私学擬興などが目玉﹂ということを書いています︒それで︑もう一

つ︑これはあとで伺わなければいけないんですが︑﹁第六次の漁港

︸兆颯千五蒼億円を確保しました扁という

辞画は︑漁港整備促進議員連盟が結成され︑白浜会長の下で私が灘
会長に就任︒空聾間で︑

ことが書いてあります︒この漁港整備促進議員連盟というのは︑先

大したことはないけれど︑私の選挙区は水産が強いんです︒

生のお佳事の一つになるわけですね︒

藤波

漁業組合長になると︑だいたい権威をもって漁村の票をまとめます

からね︒それで︑水産︑水産と言うんですな︒
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、

勝藤

藤波

醗藤

そうそう︒予算になると赤坂プ弓ンスホテルに部屋を取って

文教族であると詞時に︑こういうことも一つの柱なんですね︒

水産の陰部会長をやっていた︒謄欝長治郎の下で︒

弼か水産の誕は前回もちょっと出てきたと思いますが︒

伊藤

藤波

そうですQ

漁港整備の補助金ですか︒

漁港の予算だ︒

漁港整備なんていうのは農林憲ですか︒

部田村に行っているんだ︒何かないか︑

藤波

伊藤

ないはずなんだ︒それが証拠に︑

そうですね︒

といったら︑文教が空いて

誕がついて力があるのは全

いるもので︑そこに入っていったんだ︒

文教では私学はどうにもならないし︒

それで﹁今月から毎月求に藤波孝生露身が書く﹃ふじなみレ

伊藤

藤波

僻藤

平松

二月には﹇﹁ふじなみレポート﹂第二号﹁草青む出︑各地の

懐かしいな︒

これが第一弩であります︒

選挙区の南勢町というところです︒

ことですか︒

コ月一一十二日︑相賀浦・田中歴にて﹂とあります︒これはどこの

おうがうら

ご希望の方は伊勢事務所にご指⁝示下さい﹂と書いてありまして︑

月曜には出来るか潔り帰郷し︑計画的に各地域にも偲います︒面談

す︒二月は︑したがって国会にいる熱闘が多くなりますが︑土︑日︑

て︑最後にコ一月のうごき﹂として︑﹁国会が初旬から再開されま

に行動するかをあなたにお伝えしたいためです﹂と書いてありまし

﹁政治のいろんな動きを報督し︑ふじなみたかおがどう考え︑いか

ポート魅をお麗けいたします臨ということがここに書いてあります︒

伊藤

調純粋の支持者

皇學館はいまはときどき講堂を借りるぐらいだね︑後援会で︒

皇祭館がある︒

私学はないんだ︒

ないですからね︒

三重県ではどうにもならない︒

藤僻藤平藤伊
波藤波松波聖

藤波
やっています︒漁港整備促准菰議員連盟が︒そこへ顔を出しに一日に

この議員連盤ができた頃の漁港整備促進というのは︑どうい

一圓行って︑予算確保と欝ってやるわけですな︒

有馬

藤波

補助金だから︑地元糞掻もあるわけですか︒そうじやなくて︑

うことが中心だったんですか︒

伊藤

ものによっていろいろだ︒肇算編成のときに大蔵省にいっぺ

国の事業としてやるものですか︒

藤波

ん行って︑大臨とか主誹官に頼んでくるという仕事だな︒十人も揃っ
伊藤

農林雀︑水産庁の仕事ですけれど︑選挙区で強いものだな︒

ていけば︑向こうも緊張してやるだろう︒

藤波

鈴木善幸さんが長い間会長をやっていた︒そういう会だ︒自分の選
挙区は田村元さんが強くて︑このあいだの選挙でも︑中選挙区のと
きに︑漁業組合で三十人ぐらい理事とか監事とか集まってくれた︒
﹁その中で旧照明陣営どれだ︑旧藤波陣営はどれだ篇といったら︑

旧藤波陣営は三人ぐらいしかおらんだな︒﹁あとはどうや﹂と言っ
たら︑あとは全部田村だった︒﹁強かったはずやのう︑おれは四位
そういうことをバックアップすることによって地盤にもなる

やでのう﹂と言った︒

伊藤

なるわけだ︒だけど文教はないんですよ︒科学技術もない︒

わけですね︒

藤波
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藤波

でも人がたくさん集まらなかったら赤字になつちゃうでしょ

それでも残らんやろう︒

そうですね︒だからせめてトントンにはしたいという気持ち

いやあ︑ないね︒

て︑いくらか包んできてくださる方がいらっしゃったんでしょうね︒

で︑お願いをしに測りますね︒出版記念日になると︑お祝いといっ

平松

う︒

聯藤

・

ないですか︒

藤波先生の支持者はそんなケチなのかな︵笑い︶・

本人は金に関係ないと思っているからね︒暮露者も︒
そういうものですか︒

あの人﹇に﹈は金を持・て行かない︒痔ぞい・ても﹈
アつ
んといわんぞ︑毒・って︑それは霧・ていくかどうかは﹈支馨

それは腿違いないですね︒

が醤断します︒

平松

藤波金を持ってきたり︑金隻け取・たりした・とはないですな・

伊勢でもムコ度の・フンクを走あげてくれとか︑いろいろなこ妄言

うてくる︒それで︑﹁これはわずかだけれど﹂といって︑金を置い

ていくわな︒その金を返しに行くのが︑家内や秘書窪事だもの・

そんな政治家のζ秘うには︑こっちでも行かんぞ︑ということにな
る︒いらん︒

農いまのお蓼侮︒ていると︑まるでお金なし難治覇をし
そうそう︒

ていたように聞こえまずけれど︑そうなんですか︒
藤波

伊藤そんなわけには行かないじ・ないですか・

藤波いや︑そうです︒財布がないやろ・

伊藤並・通︑財票要らないというのは︑寿ぎの嚢置いて？
︵笑い︶︒
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藤波会とか孝友会の発会武︑会合や︑Jc︑県鰹鮪組合︑県ソフト
ボール協会等々と懇談をしたということが書いてあります︒そして

﹁二月二十三日︑日比谷のプレスセンターホールにおいて時子由

﹇常三蟹前早大総長が発起人代表で﹃藤波孝生と語る含が開か
れ︑各会代二八否人の炭席を得て盛大を極めました︒中曽根康弘︑

弼を轡したときですか︒

藤僧藤揮平藤
波藤波藤松早

河野洋平︑牛屋治朗︑二葉修︑海部﹇俊樹﹈文粗︑大泉私学連合代
衰の皆さんが祝辞を述べてくれました﹂ということで︑
して︑

授かりし 一本の遂 草 青 む
と書いてあ葦ます︒・あ屡波孝生と語る会しというのはどういう
寒雷の会なんですか︒

藤波出版詑念という意味だね︒出版を記念して︑それを語る会と
揮藤
﹃教育の周辺﹄ですね︒

一緒にやったんじゃないかな︒

武紹

藤波今度︑﹃教育の周辺﹄を持って来よう・

平松地元にあ・たそうです︒送ぞもらいます・
縷・﹂ういうときは︑いまの議員とかがやるパ三ア・高じよう
金をもらうよね︒

な形になるんですか︒
藤波

平松そつでしょうね︒たぶん︑いまよりもそういう雰囲気だった
んだと思います︒

茎茶の場ム・は︑本当曇建けの金でしかや・ておらんのでね・
でもその本も配らなければならないでしょ︒
う

五百円とか半端な数だよ︒

揮藤

それぐらいの設定で出しますね︒

じ︒あ︑その本のお金と︑パーア・の実際にかかる経費・

本もそうだ︒

平伊藤
松藤波

平松

うちの事務所は金がないものですから︑僕は㎜銭も預かって
金では買えんと思っておりますからな︒絶聡に買えん︒金︑

いません︒

藤波
お金のつき合いではしかたないところが多いですからね︒最

金というけれど︑知れているな︑金で買える部分は︒

平松
終的には︑お金のつき合いだと釈害でつながっちゃうので︑よくは
伊藤

先ほど本人が申しましたように︑微々たるものです︒無茶は

純粋の支持者というのはどうですか︒

ならないですね︒

平松
京都の梅原猛とか︑東京だったら東寮電力の平岩外四とか︑

言えないですから︒

藤波

﹁金を持っていってもしょうがない︑藤波さんのところは金の誕と
違うそ﹂というのが支持者だね︒それでこれまで来れたんや︒あり
たぶんこういうことがあって︑いま塗残するんだと思います

がたいことや︒

平松
が︵㎝團笑い︶Q

この二罵のところに︑門神政連研修会︵榊原温泉︶﹂と書いて

麺支持団体のこと
伊藤

藤波

武田

藤波

偶藤

藤波

そこで講演をなさっていますね︒そのあと猿磁彦神社の造営

柏の麗澤のことや︒

麗澤ですか︒

モラロジ⁝︑道徳科学の会合だね︒

それからモラロジi南勢総会というのをやっていますね︒

仲間で︑何人かで行ったんやろうな︒

ありますが︑これはなんですか◎

揮藤

伊藤

藤波

そうです︒

神宮のところですね︒

僻勢です︒

発工式にお出になる︒この猿田彦神舞は便勢ですか︒

藤波

伊藤いろいろ︑そういう行事とか会合に出席したり︑講演したり
ああ︑

ということが︑これを見ているとかなりたくさんありますね︒
藤波

富分の支持団体ですか︒

一所懸命やったんやな︒

伊藤

藤波支持圏体に働きかけをしたんですね︒いまみな代理で行って

くるけれどね︒わしが行って︑五入でも六人でも丁寧に政治の動き

たとえば松阪藤波会世判人会︑大台藤波会︑甲賀孝友会︑漁

を話したんだな︒それが大事なんですよ︒

静藤

切藤波会︑鳥羽JC有志︑伊勢JC︑票鰹鮪組合︑県ソフトボール
商売敵ですね︵笑い︶︒

協会︑赤描社員大会1−−︒

小池

あけ

大きいですから︒

あと︑疲鯛会ですか︒いろいろな会合に︑次から次へとお出

よ

平松

﹇伊藤

ずっと︑国会やっておるあいだでも︑金帰火圏の行事には出

になっていることがわかりますね︒

藤波
伊藤

そうです︑体力勝負だ︒

ものすごい体力勝負ですね︒

て︑政治の信条を訴えてきておるわけですね︒
藤波

一回によ

有罵こういうのは︑そのうちのかなりの部分は︑少しお酒のつき

時聞によってあるね︒酒は強かったな︒あの頃は︑

合いもしなければいけないわけですね︒
藤波

う飲んだな︒窟樗長官の頃まで飲んでおったね︒五合飲んでも六合

飲んでも知らん顔しておった︒二百人ぐらいでバスで来て︑二百人

の座敷をずっと一人ずつ一杯ずつ飲んで至る︒
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それをやらなければ負けるもの︒その連中は一醜懸命やって

武 顯それはすごいですね︒
藤波
くれるわけだ︑選挙になると︑何も雷わんでもね︒
飲んだふりじゃ駄§なんですね︒

ふりじゃ駄目だ︒

できないですね︒ふりでは済まないですね︒

パーティなどでは飲むふりをしている人がけっこういますね︒

そういうところではそうでしょうけれど︑地元から人が来て︑
となると︑そういうことはやっていられないですから︒

二十人︑三十人︑五十人︒どれだけ多くても五十人までだね︒

藤波

小池

困時を過ぎましたので︑次測にしたいと思いますが︑今度は

ねえ︒

見ていて︑割に合わない蒲売ですね︒

一同

どうもありがとうございました︒

︵終了︶

てお送りすることにしたいと思いますので︑よろしくお願いします︒

﹁ふじなみレポート﹂があるものですから︑質問をあらかじめつくっ

揮藤

いるけど︑ いかんと思うな︒政治家というのはみな苦労しているよ︒

政治家というのはえらいと思うよ︒ 世の中では敬冶家を馬鹿にして

して︒あそこのがいいとかなんとか言ってやっているわな︑みんな︒

大事なのは︒ その連中とは本当に腹を劃って酒を飲んで︑女の語も

藤波

宴会で︑

平小平藤偶
松油松波藤
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藤波孝生

第4回

貝時：2003年1月8日

14：0eiv16：lO
於：敬策研究院政策研究プロジェクトセンターW

i〔インタビュアー〕（雇醤きはインタビュー一の聴点）

伊藤

隆（政策醗究大学院大学教授）

有馬

学（九捌大学教授）

ミ

…小池聖一（広島火学助教授）
1佐道

明広（政策研究大￥院大学勧教授）

武田知己（政策研究火学院大学特溺研究員）

平松大輔（藤波孝生氏秘書）
言己録麿：舟羽清隆

猶αツキード事件について

藤波

伊藤

いや︑土地をなぶったということで︑金権体質だと思ったと

やはり田中さんは金権体質だ︑ということですね︒

いうことがダブっているんです︒このあいだ国原総︸朗さんと対談

した︒細原さんはいまは田中無罪論なんです︒それで︑なぜ田中さ

しか思いようがないですね︒

んがやられたんだろうという詣で︑﹁土地をなぶったからだろう﹂

この前のお話の中心は︑新霞崩クラブと毅生協議会でした︒

ロッキードからのあれ﹇依頼と金銭﹈はどうですか︒

解藤

ないと思いますねQ

伊藤

と私は答えたんですが︑土地をなぶったからでしょうね︒日本とい

藤波
それでは︑福困瞬閣が成立するまでの動まについて︑どうい

ロッキーざはアメリカと日本の問題ですから︑仕方ないとい

そのへんからお謡を捕っていきたいと思いますが︑この前のお話に

伊藤

藤波

う圏柄で︑小さな島国で︑土地の問題に触れたから事件になったと

うふうにお幽きしていいかわかりませんが︑細中内閣の末期から福

うのもおかしいけれど︑当時は生まれ変わるしかないなと思う気持

何か補足されることはございますか︒

賑内閣の戒立まで︑闘中さん︑三木さん︑綴賑さんという過程は︑

ちの方が強かったね︒

田原さんは無鐸論なんですか︒

いまはそうです︒いまは田中無罪論が多いですね︒

それは職務権限の問題ですかQ

いや︑事実蘭係も含めて︒﹃B本の致元結という本で

このあいだ出された本ですね﹇磁原野︸共著﹃日本の政治

︒

かなり自罠党の中が混乱していると思うんですね︒愈愈さんの疑惑
の問題︑ロッキ⁝ド問題のときには︑先生はどうされていたんです
が︒

藤波科学技術庁政務次官を終わって︑ちょっとおいて．文部雀の政
務次官になって︑文教政策一般︑文教政策に一所懸命になっていた
ということですな︒そのへん︑あまり覚えがないんだけれどね︒

一照中角栄・篤栄以後﹄講談社︑ 二〇〇通解九月﹈︒お金を鰺圃

渡したというのは︑どうもあり得ないという話ですね︒

でもロッキ⁝ド事件に全然無関心であられたわけはないだろ

うと思いますが︒あれについて︑いまからでもいいんですが︑どの

じゃないですか︒

あの当時は︑みんなにだいたい﹇脊罪と﹈信じられていたん
轡藤

藤波

藤波

俘藤

自浅党が生まれ変わるしかない︑と思い込んでいました︒

それが新生協議会になるわけですね︒

藤波

伊藤

らね︒

党内はどうだったのかな︒三木内閣ができて︑三木内閣をしっ

党内でもそうですが︒

そうですね︒それが嘘だったんだな︒あれは総攻撃をしたか

かない︒

藤波

ロッキーざ事件そのものについては︑どんなふうにお考えで

んに対する批覇というのは︒

伊藤

金権体質というのが自民党の体質で︑それをすっきりさせる

かりさせるということで︑それが全部だったんでしょうな︑田中さ

再生をするしかないなという気持ちでした︒生まれ変わるし

ようにお考えですか︒

伊藤

武藤揮藤伊
滋波藤波藤

したか︒

藤波

必要があるなという感じはしましたねQ

昏
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椎名裁定で三木さんが出てきますが︑

闘三木内閣から福田内閣へ
伊藤
ろうなという予感はありましたか︒
ない︒

傍藤

藤波

二年で交替するという約束をしたのかしないのかよくわから

福田に︸本になるでしょう︒

しないだろうなあ︑しないと思うね︒大平が出ないというこ

ないんですが︒

藤波

とになったんだな︑結果は︒政治は結果だから︑結果として墨なかっ

当時の藤波先生の地位だとあまり情報がないのかな︒

ええ︒わからなかったですね︒

もういろいろな噂が飛んだでしょう︒

わからないね︒

になってから後ろを振り返って長丘党の政治という事栖を見て︑お

らせてみたけれど︑三木は反戴ばかりしている︒事実︑中鶴根内閣

んに任せた︒誰かに決めるだろうと︑こういうことだな︒三木にや

うんだ︒田中さんが︑田中でなければ誰でもいいといって︑椎名さ

りればそれで全部解決すると思っているんだね︒それは面自いと思

三本さんが出て来るだ

たのなら密約があったと言えばあったんだろうけれど︑ないといえ

ばないんだ︒ないだろうと思うな︑私は︒

でしょうな︒中曽根さんが幹事長だからね︒

かしいなと思うのはだいたい三木か宮澤だね︒ロ⁝ラーに引っかかっ

自民覚というのは面白いもので︑誰かになれば︑その人以外が降

その中豊根派ですからね︒

先生は︑三木さんとはあまり接点がなかったんですか︒

てくるのはそれだ︒靖蕾でも弼でも︑憲法問題でも︑独禁法でも︑
夢藤

いや︑ときどきは三木さんの家にも行ったけれどね︒そんな

わからないですね︒

そうです︒

俘藤

藤波

伊藤

藤波

ない︒

積極的に支えるというほどでもない︒

見ている方だ︒じいっと見ている方だ︒

支える方ですか︒

先頭を切っては乗っていないですね︑三木おろしには︒

うて︑語を聰いた︒しかし全体的な党の空気は︑あとは誰でもいい

二議員会館と参議院の議員会館を︑全部歩いた︒約単分の先生に会

いいと思ったので︑このあいだ写しあげたと思うけれど︑第一︑第

うので︑福田を容認するわけだな︒だけど私は︑翻度に則った方が

誰でもいいやと思うものだから︑福圏か大平かどっちでもいいと思

藤波

傷藤

違う︒福田も違うけれど︒三木を降ろして︑三木でなければ

やはり思想的には違いますか︒

に︑一二木でなければと思ってもいなかった︒思想的にね︒

藤波

みなそうですね︒

藤波

今度は福田さんとかの挙党協﹇挙党体舗確立協議会﹈

としては内閣を支えていくということになりますね︒

鎚藤

藤波

そうですが︒三木さんのあと︑橿隈内閣ができるプロセス．は

ますが︑その動きには先生たちは乗っていないわけですか︒

伊藤

り覚えている︒

や︑ということだったな︒内蟹常雄が幹事長だった︒それははっき
う︒密約があったのかどうかよくわかりませんが︒

どうですか︒結局︑大平さんか福田さんかという諾になるわけでしょ

ができ

それで中嘗根さんが幹事長になって︑三木内達ができる︒派

どこへ行く黙思っていましたか︒

葎藤伊藤僻藤伊藤伊藤
藤波藤波藤波藤波藤波
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書筐
それは自民党の愛嬌なんですね︒

そんなものですか︒
r

藤波

三木さんと福蜀さんを紘べたら︑先生はどっちに返いんです
思想的には福田で︑政治の手法としては三木だな︑どちらか

攣藤
か︒

藤波

主義の考えに立つ社会主義協会という集団があり︑国会議員の数は

少ないが︑全圏的に強い組織と発言力を持っています︒このままで

直接はない︒だけれども︑すっきりしていることはすっきり

は社会党の将来も心配だとの声も多いのですしと書かれている︒

藤波

している︒野党も畠民覚も瞬じですから︒派閥的なものは同じです︒

思想的には福雛さんに近いということですか︒

ないけれど︑新生クラブの座長になったときに頭の毛が抜けるなと

⁝⁝︒それまで魯分で髪の毛が抜けるということを意識したことが

派閥政治ということは講じです︒派閥致治というのは偲かというと

伊藤
窟分では︑当費そう思っていた︒

と書えば︒

藤波

もうちょっと後ですね︒

大平と福譲が戦う︑その頃からですね︒

日へ︑明Bから明後日へつないでいくというのが大事で︑それが派

ろうと︒とにかくなんでも誰かに橿談して︑その場を︑今霞から瞬

の問題であろうと︑秘書の問題であろうと︑あるいは女の問題であ

うのはみんな誰かに相談するということになっているわけだね︒金

だけれど︑自分で意識したわけではないけれど︑政治家の伸間とい

自分で思った︒それはなんでかな︑と思っていろいろ考えてみたん

まだこういう︑農民党のトップがどうなるかということに関

後です︒その頃からですね︒

閥政治なんだな︒入事と金と両方だ︒

しては︑動き画つたりするというレベルの問題ではないんですか︒

揮藤

じゃあこのときはまだ見ているという感じですかQ

野党はいいと思ったわけではない︒みんな政治に賑するものは総反

相談してやっているんだと思っていますから︑自畏党だけが悪くて︑

そうやって考えてみると︑野党のやっていることも燭じ︒誰かと

見ているという状態ですね︒党の姿を見ている︒

■社会党との関係

省して︑新しく畠発するしかない︒政党政治ですからそんなことは

わかっているから︑まず自民党が生まれ変わるしかないな︑と思っ

こういう自畏党のゴタゴタが︑反対党というか社会党を元気

鮭会党の中では社会主義協会派はかなり過激ですね︒

伊藤

伊藤

過激だった︒

ていました︒

昭和五十

藤波

そういうものに対して危機感はございましたか︒

ないかと思っているから︒ない︑というのもおかしいけれど︒

轡藤

づける︒実際そうだったと思いますが︑社会主義協会などはさかん
に濡動ずるということで︑﹁ふじなみレポート﹂﹇第八号

N八月﹈にも社会主義協会の話が出て来るんですが︑社会主義協

会といって︑先生は直接i︒

相手はいちおう董・命を言っているわけでしょうQ

私はないね︒危機感というのはないと思うな︒みんな問じじゃ

曖参議院選挙︵昭鵜五十二年七月十日実施︶後の社会党の党内抗争

伊藤

しかし勢力がないですからね︒怒濤のように押し寄せて来る

藤波

について言及し︑﹁参議暁選挙中の政党討論会で藤沢喜一︑藤波孝

藤波

※︷︐ふじなみレポート﹂の第八考﹁永続すなわち真理﹂には︑第十一

生コンビが指摘したように︑役会覚の申に古典的マルクスレーニン
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藤極藤伊藤
波藤波藤波
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社会党との接点はあまりないですか︒社会主義協会だけでは
ない︒文教ならあるけれどね︒文教ぐらいだな︒

そうです︒つき会いがある︒

轡藤
議論はやっている︒

議論だけやっているんですね︒

この前︑薪生協議会のお謡がございましたが︑これはあとで

■新生クラブ発足
解藤
藤波

名称が変わったのか︑俗称なのか︒

薪生協議会がクラブになったのはいつかな︒

薪生クラブになるんですか︒
伊藤

儲藤

新生クラブができたときに︑藤波先生を除いて三十殴人︑入

これは人数が増えているのかな︒

は五十二年ですか︒

武田

れて三十五人対すね︒それで新生協議会の方は正確な人数がわから

そうですね︒

ないんですが︑できてすぐ解散しているんでしょうかね︒
あいだがあるんですか︒

あいだがあるんです︒︹新生協議会は﹈丑十一年十二月にで

その月の二十二欝に一度解散しているのかな︒

そうですが︑じゃあ解散ではないんですね︒
命名したわけだ︒

この﹁善和﹂というのは︑このまえ先生がお話になった党大
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という感じはないから︑縮いと思ったことはない︒

伊藤
藤波

いちおう文教関係の縫会党の議員さんとはおつき合いがある

なくて︑ 一般的に︒

俘藤
藤波
しょっちゅう委員会も㎜緒だし︑終わってから一緒に飯を食っ

わけですね︒

騨藤

調べてみますと︑仏和五十二隼八二に先生が薮生クラブの座

長に就径されているんですね︒その前に︑新生協議会というのがあっ

武霞

ある︑ある︒

て一︒

たりすることもあるんですか︒

社会党でもあるんですか︒

藤波

あの人はどうですか︑議論は︒

熱海で発足しているんだ︒それが母体になって︑新生クラブ

藤波

ほとんど

ある︑ある︒

共産党はどうですか︒

共産党はない︒

共産党だって︑文教にいるでしょう︒

いる︒高知の由原健二郎︑あれは共産党の文教だ︒

伊藤

大したことないなあ︒政党を代表して出て来ているわけだか

ね︒

会での自民党は生まれ変わらなければならないというあれなんです

伊藤

藤波

武田

を薪生クラブという名前にしたわけだ︒ それだけだ︒

解散とかなんとかというのではなしに︑新生協議会というの

x

関係ないね︒飯食う場とは関係ない︒

藤波

ら︑いちおうの見識はあるし︑立派な人だと思うけれど︑怖いと思
う存在ではない︒社会党が頑として動かなくなると︑全体がどうに
当時は︑議事妨害で突逸してくるなんていう事態は︑もうあ

も動かなくなるから︑それは怖いわ︒

鯵藤

社会党は方法を模索していたんでしょうね︒模索している時

まりないでしょう︒この当時はまだありましたか︒

藤波

代でしような︒沖縄でひとまずケリがついたな︒佐藤内韻で︒

漉き武拶藤
波て欝藤波

藤儲藤伊藤勝藤
波藤波藤波藤波

h

藤波

誰とでも闘じような立場で物を言うという舅線の高さが大事だと思っ

藤波

たかもしれない︒

そうです︒それが基調ですね︒それは薪自由クラブに行った

者と別に︑残った者でやっている集団としては︑それを大きな声で

ていた︒それは絶対に何よりも大事だと思っていた︒いまでもそう

いやいや︑ぞんなことはない︒それは理念が違うから︒私は

言うことが新生クラブの誕だからね︒自艮党の出直しというのかな︑

だけれどね︒新しく選挙をやるという議員が来ると︑門乞食が立つ︑

て物を書っているときは立って物を言え︑座って物を言っていると

一回やめて︑解散して出直そうということですね︒そ

これは声購書などは出されたんですかO

きは座って物を言え︑乞食はいまはホ⁝ムレスと書うけれど︑寝て

出蔑しだね︒

声受書は出さなかった︒

いるときには寝て物を言え︑それでなければ絶対に選挙は戦えない﹂

れはやるべ藷だったなあ︑絶対にやるべきだったね︒

そういうことは全然なかったんですか︒

うだ縣という︒どんな社会でも目線のことはあまり考えないけれど︑

と言っているわけだ︒﹁そんなものですか臨と言うから︑﹁︐そうだそ

集まりだけですか︒

政治はそうだ︒翼の藤にいる一人の入間と問じ目の高さでなければ

ええ︒

それはそれぞれの派閥にいるから︑瓢生クラブとしてどうだ

に徹したんだな︒

絶最に物を言うな︑これが私の儒念です︒だから新生クラブはそれ
伊藤

というのは︑ 聞かれれば答える程度だね︒

樫藤

作り直すという意味ですか︒それとも︑自昆党のがらはそのままで︑

いや︑名前も変えて出雲すべきだ︑というのがそのとまの考

鯵藤

藤波

伊藤

これは前回も藤波先生が話されたんですが︑﹁ふじなみレポー

そういう意味ですか︒その後︑圏民運動本部長ですか︒

そうそう︒

じゃあ︑もしかしたら新生党になったかもしれない︵笑い︶︒

えでしたね︒

藤波

申を改革しようということですか︒

自民党を再生するということは︑自畏覚をいっぺん解党して

ことをつくりましたか O

文書として︑こういう綱領でとか︑こういう目標で︑という

藤波．一歩一歩行動で示していこうということだった︒館山合宿な
んかもそうだな︒あのとき誰がいたかな︒大人払では︑榊原﹇英資﹈
なんかがいたな︒薪聞記者も一緒に行った︒
議員さんだけではないんですね︒

武田

ト﹂に葭民党の全国大会で先生が開会の挨拶をされた部分で︑自罠

党の生まれ変わりを意識した開会の挨拶を述べられています︒これ

﹇毅生クラブは︺だいぶ後まで続くわけですね︒

武由

藤波

そのあと五十三年になると︑自畏党の国民運動本部長の代理

そうですね︒

も新生協議会と通じるような意識があったわけ．ですね︒

俘藤

続くわけです︒

になられ．るんですね︒文言を読んでみると︑圏浅とのつながりを重視

藤波

これはずっとうまく続いていけば︑もしかしたら藤波派になっ

お話でしたね︒

それはまだ調べ切れていないんですが︑すごく増えたという

そうです︒最後は六十何人︑七幸人ぐらいだったな︒

正式メンバーは議員さんなんですね︒

そうです︒

︹武田氏に﹈いまいった三十何入というのは議員さんですか︒

ええ︒

田波藤圏藤波藤

伊藤
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一一t曵
一

2003年1月8日
鵜

ところが︑政務次官も部会長もやらん︑というのがおる︒中曲圏根

よ︒少なくとも私は︑初めの頃はそう思っていたね︒

うわけだな︒窟民党というのは︑もともとはそういう丁稚奉公です

明けて丁稚奉公から一人前の親方になって︑そのときに派潤をもら

て︑そして順番に上にあがっていって︑ある時期が来たら︑年季が

務次窟から部会長をやって︑何かの会長代理をやって︑部会長をやっ

番に︑致務次官をやって︑委員長をやって︑大臣をやって⁝︒政

藤波

武霞

藤波

まあ順番ですねQ自民党というのは丁稚奉公ですからね︒順

そうですね︒自民党国昆運動本部長代理ですね︒

そんなにないね︒國民運動本部長の代理になっていますか︒

少し関孫があるのかな︑と思ったんですが︒

するとか︑そういうことをおっしゃっていますが︑こういうことも

藤波

醗藤

藤波

掴んで︑組織化していくんだろうな◎

態でそれぞれの組織を姻む︒屡民運動というのは動いているものを

な︑と慰う︒

鑓藤

平松

藤波

ポストだね︒覚えていないな︑あまり︒

いて︑翻本部長の中のトップが本部長代理だと思うんですが︑党内

藤波

やはり段階なんですかね︒

ではかなりのポストですね︒

伊藤

段階だ︒

圏畏運動本部というのはいったい何をやるところなんだろう

団体総局ですね︒

組織委員会というのがあるね︒

灘自民党の近代化

一驚塚Q

本部長代理というのは︑本部長がいて︑醗本部長がたくさん

動きを示すんだな︒組織委員会というのは︑比まっている状

康弘なんかはそうだな︒あれはすぐに大臣だな︒敬務次官や部会長
をやっていないから︑党内のことがわからないというのが︑中曽根
に対する評懸だ︒いまの小泉もそうだな︒だから露分の短っている
者しか大臣に任命しないからな︑あれは︒だからようけ人材がおる
んだけれど︑人材がわからないんだな︒初めから田中真紀子なんか

当時自民党の中で︑三木さんにしてもそうだし︑福田さんに

しても︑党の近代化︑党の改箪というようなことをさかんに言って

撰藤

国艮運動太・部というのはご記憶がございますかQ

いましたね︒

をつかんでいるというのがおかしいんだ︒
勲章

あるけれど︑そんなに大したことはないか︒

いや︑屡民運動はわかりますが︑具体的にはどういうことを

贋昆運動だ︒

国民運動本部というのはいったい何をやるところなんですか︒

藤波

優藤

藤波

それを言っても︑翼実の自民党の党員︑議員さんたちにとっ

そうですね︒

なんとなくかけ声だけという感じがしますが︒

動かないんだね︒

伊藤

藤波

平松

藤波

いろいろな団体を束ねているところは組織局ですか︒

広報局でもない︒

広報局みたいなものですか︒

そのときそのときの問題がある︒

かないですね︒

揮藤

藤波

やっぱり外からインパクトがないと︑中だけではなかなか動

頭の中だけで︑動かないんだなQ

ては既得権ですからね︒動かないんですかね︒

やるんですか︒

極藤

撰藤俘藤
藤波藤波
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の中心になる︒みんな東京に本縫に行って来るといって家を畠て来

です︒なぜだといったら︑道州劇になったら︑愛知票・名古屋が遵

が道娼制︑道癩継と言っていたら︑それは言うな︑とみな言うわけ

藤波

んは負けて大平さんになるわけですね︒それからいまの小泉さんもへ

佐道

るのか︑ということになるな︒

藤波

伊藤

予備選も︑わいわい書って大騒ぎして︑それだけの効果があ

予備選はどうですか︒

そうですね︒三重爆あたりで道州制ということを言った︒私

るのに︑それが名識屋に行くだけのことになるじゃないかという︒

予備選の制度があるから︑なったわけですね︒自畏党にとって畢備

福田内閣のときに予備選の制度が導入されたことで︑福田さ

その程度の謡なんだ︒だから道州鯛というのは駄爵だという︒ああ

選を導入したというのはどういう意味があったと思われますか︒

みんな︑マスコミが動かしているのを助長するだけじゃない

羅党員拡大について

かな︒

そヶか︑ということだ︒頭でやることはみんなそうだな︒実際の動
道州剃の問題というのは︑先生が主張されていたんですか︒

藤波

伊藤

中瞥根内腿で︑道州鱗をやらなければいかん︑地方の時代を

きも︑そうなっているね︒

藤波
つくっていくことが大事だといっていた︒
いままた鷺題になっていますね︒

伊藤

いまは市隣．村合併が中心になっている︒

でも東心墨渠が合併するとかいって︑やっていますね◎

したね︒先生も三重でだいぶ増やしたわけですか︒

趣藤

藤波

党員を増やすには︑政党政治の話をして︑自民党でなければ

あれはどうやって増やすんですか︒

増えた︑増えた︒

あのとき︑予備選のために党員をうんと増やすことをやりま

あれはいいね︒すごくいいや︒
どこ

藤波

あれも実現するのは大変なことだと思いますけれどね︒

強酸

いかんということを書って︑腹に収める︒金を払わなければいかん

党の近代化の直なんですが︑三木さんから福田内閣になって︑

が中心になるのか︒

三木さんからの寒し送りといってはなんですが︑総裁選の規定で予

からね︒立て替える金はない︒立て替えないから︑増えないですね︒

党費の立替ですね︒でもあのとき︑ものすごく増えますね︒

備選が導入されることになるんですが︑予備選の導入については先
生はどういうお考えでしたか︒それからその後すぐに党員拡大とい
党員の拡大は大賛成だな︒党員に基盤に置くのかどうかとい

うことが鐵てくるんですが︒

藤波

う問題は︑首根公選も含めて︑私は反対ですね︒なんのために議員
がなっているのかわからない︒議員がなるときに︑数治はあなたに
任せますといって︑議員になるわけだ︒そのときに付託を受けるわ
けだ︒だから議員が中心になってやるべきだというのが私の考え方

増える︒

あれは立替もかなり多いんですかね︒

多いな︒立替が多いんじゃないですかね︒

膝撃も強かったんでしょうね︒

鑓体︑企業丸抱えとか︑いろいろありますね︒

いろいろありまずけれど︑あまり私は考えないな︒

じゃあ三重最は党員が少ないんですか︒
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撰藤夢藤揮
藤波藤波藤
です︒

伊藤伊平藤儲藤僻
藤波藤松波藤波藤

〜

2003無1月8Eヨ
鴇

佑遵

伊藤

藤波

俄道

藤波

ええ︑増えましたね︒それから三木派も増えたんですね︒河

田中派はとにかく増えたんですね︒

あるな︒

覚員が大幅に増えた派と︑そうでもない派がありますね︒

三重集は少ないです︒

からね︒あまり考えたことはないな︒

藤波

伊藤

藤波

ノルマはないんですか︒

そう︑そう︒

なるわけですね︒

佐道

ノルマはあるようだけれど︑それはないな︒致治の根幹です

藤波

党貫と党友を分けるというのがありますね︒

それもある︒

事なものなんですね︒

偶藤

藤波

そうしたら︑﹁ふじなみレポート﹂を送る名簿というのは大

そうです︒それは闘違いない︒

伊藤

藤波

探せばね︒

その中に党員も少しはいるということですか︒

ない︑関係ない︒

これは取られると嗣るわけですね︒

そうです︒それは困るわ︒

頭の中から譲ってくれません︒
秘書でもわからないわ︒

ええっ︑秘書がわからないで︑どうやって送るんですか︒

そのたびごとに教えられるんです︒

指折り数えて︑言うわけだ︒

微妙なところが︑僕らではわからない︒

送るのか︑この人は送らなくてもいい︑という人もあるし︑

藤波

みんなからお金を出してもらうからですね︒でもなかなか︑

しかしそれは金がかかりますからねD

わかつちゃうわけですね︒

ことなんでしょうけれど︑それをやったら自分の支持者が全部覚に
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党員の拡大というのは︑各議貴の叢雲人に任せるという形に

本﹇敏夫﹈さんのおかげで︒

伊藤

佑道
党友というのは︑金が多いだけのことだ︒

﹁ふじなみレポート﹂を送っているところは︑だいたい藤波

伊藤

先盤の支欝者なんですか︒

藤波
権利が多いわけではないんですね︒

藤波さんのところは︑まとまって党費になるというところが

ないか︒

憐藤

ないんだ︒党友もつまらんなあ︒いまもあるのかな︒ちゃん

藤波

党員はおりますでしょう︒

そうです︒大事です︒

藤波

この﹁ふじなみレポート﹂を送っている先というのは︑支持

としておかんといかんな︒おれはいま無所属だからな︒

僻藤

平松

どちらかと書えばおるだろうな︒政治に関心があるわけだか

者ではあるけれど︑駅に覚員であるわけではないんですね︒

藤波

と書うとっても︑ その人に㎜︑レポート﹂を送るとは限らない︒それ

霞の蔑に来たら ﹁自畏党でなければいかん︑藤波でなければいかん﹂

伊藤

は政治生命ですなQ

ら︒

ものが金部自民党の中に党員として撰っ張り込もうという感じだっ

伊藤
解藤

藤波

わかつちゃう︑わかつちゃう︒みな本当にはやらないな︒

お金を諾して党員になろうという気分までは行かないでしょうね︒

本来の趣旨から言えば︑そういう人たちを党員にするという

たわけでしょう︒

そういう山影の議員さんの後援会とか後援者とか︑そういう

藤平藤平霞藤平藤伊藤
波松波松藤波松波藤波

郵便馬長会とか︑はっきり垂耳を上げてやっているところはわかっ

藤波

伊藤
そう︑そう︒だから例えば建設業協会とか︑税理士会とか︑

自民党はみんな味方かというと︑そうじやないですからね︒

際武嗣郎もそうだし︑鹿野道彦のおやじ﹇彦吉︺もそうだし︑みん

藤波

でやっているから︑しょっちゅうハガキを書いていたみたいですね︒

伊藤

小選挙区でもそうですが︒

前に頒川﹇誠ごさんのお誕を伺ったときも︑あの人も燧人

てもいいから︑どんどん党員として登録もするし︑その入たちも協

な委員会というとハガキを書いていたよ︒

観藤
そうだと思うね︒

議事はどうでもいい︵笑い︶︒

どうっていうことはない︒みんなハガキを書いていた︒

でもそういうスタイルの議員だけではないでしょう︒
それが基本でしょうね︒

業界がバックアップするとか︒

そういうのもあるな︒どうだろうな︑ひょっとすると︑

さんがそんなことをやっていたかもわからないね︒

いや︑中選挙鷺はちょっと違うんじゃないですか︒

議会の座長ということで︑議員さんが集まっていろいろ話し合いを

解藤さっきの新生協議会の問題に罠りますが︑藤波先生が新生協

田中

そうですね︒みんなそうでしたよ︒羽醗﹇孜﹈のおやじ︑羽

力もするけれど︑それこそ隠れキリシタンみたいなのは︑わざわざ
おもてに出すことはないな︑という感じだな︒中選挙露でも小選挙

藤波

ちょっと謡が飛びますが︑小選挙区で議員が禅譲するという

区でもそうだな︒

伊藤

ことはあり得るんですか︒つまり自畏党からは代議士は一入しか出
られないわけですね︒だから︑誰かがリタイアするというときに︑
その後の人に自分の支持者の名簿を渡すということになりますか︒
なるだろうね︒と思うな︒

いや︑同じですよ︒精神は同じだ︒

している︒そういうことになると︑藤波先生は中曽根派ですが︑中

纒派閥と各議員の関係

個人の政治家としては名簿が命ですか︒

ない︒

曽根さんが﹁何をやっているんだ﹂というということはないですか︒

特にこの選挙はそれが命だと思いますね︒

金を使わないからね︒

ほかのところの選挙と違って︑建設業協会をがんがん締め付
側人の広がりで選挙をやりますので︑特にほかの人とは違

お前のところで欝票出せ︑ということをやるわけではないで

すから︒

N

もない︒

伊藤

そうすると議員さんというのは︑

ますます党員鉱大とは違いますね︒

はインディペンデントなんですね︒

派手に属していても︑

一応

応援するわけでもない︒応援は金然しない︒部屋に来たこと

応援するわけでもない？

そうです︒それだけですね︒

じっと見ているだけですか︒

藤伊藤揮藤
波藤波藤波
それが本当の行為なんでしょうけれどね︒

いますね︒

佐道

藤勝藤伊藤伊
波藤波藤波藤

そうです︒

そうなると思うな︒中選挙区でも一緒でしょう︒

小選挙区だとそうなりますか︒

け平藤平藤揮藤伊藤俘藤
て松波松波藤波藤波藤波
平松
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織というけれど︑実際は自分の名簿を持っているようなものだろう

たらいい︑というものでもないんだな︒いわば隠れキリシタンの緯

藤波

来ているわけでもないわけでしょう︒

揮藤

藤波

ほかの派閥から来ている入も︑別毅派閥の親分にことわって︑

それぞれね︒

藤波﹁温知会漏という渡辺美智雄の会があった︒

には︑藤波先生の政策集落と︑山中さんの集闘があったんですね︒

て︑﹁山中グループ﹂と言われていましたね︒だから中碧根派の中

武函

藤波

糸面

藤波

そのころ︑山中貞則さんも政策集団をつくっていらっしゃっ

大事なんです︒大事なんだな︒

会長というのは︑やはり大事なんですね︒

はい︑そうです︒

関孫ない︒見ていると︑関孫ないQ

のときに派閥解消が言われましたね︒実際︑形として派閥を解消し

藤波

うね︒

伊藤

藤波

どういうふうに見えるんだろうね︒

それは中曽根さんから見たら︑どういうふうに見えるんでしょ

そうです︒

ような感じですね︒

武田

あまり気にしていないんですか︒渡辺さんについては︑気に

ことわって来ている入もあるかもわからんけれど︑ことわっ

な︒そういう意味での独立性はあるんでしょうな︒

中警根派だって︑あのときいちおう解消⁝するわけでしょう︒

伊藤

中善根派の議員さんがいろいろ政策集國を外でつくっている

そういうことになっているだけで一︒

していたんでしょう？

派㎜閥と個人の議員の方の独立性の問題なんですが︑福温さん

名前を変えただけですか︒

て⁝1︒

佐道

そうです︒いまでもそういう政治の姿は変わらんですな︒

藤波

気にしていたんでしような︒張り合っていたというか︒私が

よく派閥のオーナーという言い方をするじゃないですか︒

官携長官のときに渡辺美智雄が官邸に来たというから︑﹁ちょっと

様子を見てこい﹂といって︑秘書窟をやったら︑﹁えらいこつちゃ︑

そうです︒

てきた︒﹁そんなことは普通のことじゃないか︒えらいことでもな

畢く辞めさせておれをせいと言っている︒えらいこつちゃ﹂と言っ

波のような者を官蔚長窟にしておくから中書根内閣は駄隆なんだ︒

えらいこつちゃ﹂といって帰ってきた︒﹁なんだ﹂と言ったら︑﹁藤

例えば︑橋本派は橋本﹇龍太郎﹈さんがオ⁝ナ⁝かと雷つた

んでもないよQ政治家というのはそういうものだ︑普逓の語だ﹂と

ちょっと違うでしょう︒

やっぱりオーナーですよ︒橋本会長が選挙区に行くというこ

動かしているのは溺の人じゃないですか︒

伊藤

しかしそれは︑橋本の意晦を無視してはできないからね︒

が多いですが︑派として一致団結とか︑そういう感じではないよう

伊藤

藤波

早藤

やはり中落根派の話を聞くと︑かなりそういうことを言う人

そうです︒特に中綬根派なんていうのはそうですね︒

派だから一致しているという問題ではないんですね︒．

とになると︑国会議員は葬鴬に緊張します︒

藤波

そんなものですか︒

でもあの人が派を動かすわけではないでしょう︒実際に派を

伊藤

言ったことがあるなQそんなものですよ︒

a．

o

一番力がある人︑申善根派だったら中曽根さんが．オ⁝ナ⁝で

稽古に乗る大将だ︒

藤ら揮謁す伊藤伊藤俘藤硬藤
波 藤波ね藤波藤波藤波藤波

92

うなことですが︑相談をしたら︑相談に応じる能力がないといけま

佐道

伊藤

藤波

先ほど︑派閥のオーナーというのは根談ずる相手だというよ

不思議な派閥だな︑と思いますね︒

場合によるんでしょうな︒

小池

藤波

小池

小池

穣中山ハ助だ︒

もとは大平派ですからね︒

からない︒

伊藤

の︑議貫秘書をされていましたね︒

最近︑派閥の再編が激しいから︑誰がどこにいるのかよくわ

堀内派です︒

な気がしますね︒そうなんですか︒場含にもよるんでしょうけれどね︒

せんね︒その点は︑中善根さんという人は無二し甲斐がある人でし

さっ奏おっしゃった︑渡辺さんのグループとか山中さんのグル⁝

ダブっているところはないな︒

プと︑新生協議会のグループはダブっているところもあるんですか︒

伊藤

選挙で中善根さんが来たといえぱ︑当選する可能性が強くな

たか︒

藤波
るね︒国民的な入漁があるからね︒そういう意味でのオーナーにふ
さわしい人だということでしょうな︒

窪藤ちょっとお金に劔っているんだけれどなんとかしてください
ませんか︑という栢談はどうですか︒
そんなことはよくある︒

あいつの知っているものしかしないんだ︒ 今度私は古賀誠を幹事長

てもない︒まあ︑入事だけですな︒だけど︑小泉では入事も駄罠だ︒

決めるんだ︒

藤波

伊藤

いちおう世迎人会があるわけですか︒

誰かが強く推薦すれば︑そうしようかといって︑世謡人会で

人を増やす場合はどうやって増やすんですか︒

クラブの誰かが飯を食うとか︑相談するとかいうことはあるけれど︑

にしようという運動を起こしたんだ︒山聴茜じゃ駄屡だから︒だい

自爆

ある︒佑藤文生とか渡部廼三とか︑石橋一弥とか塩谷一夫と

お金と人事が中心ですね︒

たい昔は︑ おれが窟罵長窟で︑山崎拓が官廃離長官をしているとき

藤波

勲分で腹を決めなければいけないGそれをやらないから駄目だ︒誰

決めてこうだということをやらんから駄目だ︒幹事長をやる者は︑

は駄目だ︒ 山騎では駄§だ︒ひとにやらせるばかりで︑自分で腹を

藤波

けですか︒

伊藤

か︒

ずつぐらい飯を食って︑私が頼んだから︑非鴬に意味があった︒と

期生クラブが中蟹根政権を支えてというのではなしに︑例え

このグループは中着根政権をつくるときに役に立っているわ

がいいというから︑古賀誠がいい︒あれは﹇私が﹈蟹会聡策委員長

ば森喜朗と羽田孜と繍藤紘一と︑その二︑三人かな︑月にいっぺん
古賀誠はどこの派薩だっけ︒

のと嚢の醜委員長の一人ですからね︒

に︑

わかっているからな︵一同笑い︶︒だからあんな者では自民党

表向きはない ︒だから生き残ったんだなQ

ないな︒表向きはね︒鰹人的に宮澤派の番頭の林義郎と新生

平河会との交流もないですか︒

例えばこのころ︑宮澤喜〜さんが﹁平河会﹂をやっています

そういうものなんだな︒

ない︒

何か交流のようなことはあるんですか︒

藤が武伊藤武藤
波 田藤波出波

お金と人事ですね︒もういまは︑お金は親方のところに行っ

オーナーのところ︒オーナー代理とかね︒それは金の相談だ︒

オーナーのところに行くんですか︒

藤伊藤鐸藤
波藤波藤波
伊藤
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㎝緒に話して根談ずる︒

そういう意味ですか︒

武田

俘藤

こういう政策案みたいなものは︑新生クラブでときどき鵡し

調整して︑どうやってついていくかということだけだな︒

藤波

そういうものは政策合宿みたいなもので話し合っているわけ

そうです︒

ていくわけですか︒

早早

いや︑週にいっぺんずつ集まるからね︒金曜日の朝だった︒

ですか︒

藤波

みんな早

八時から朝食会︒だいたい毎画二十人ぐらい集まってきたかな︒
とこでやるんですか︒

TBRに自分の部屋を持っていたから︒

二十人ぐらい入れるわけですか︒
入れる︒

朝食会というのは厳しいですね︒八時からではね︒

党の部会がその時間とあまり変わりませんから︑みなさんそ

起きだな︒

平松
藤波

いや︑議員さんは夜遅くまで宴会をやって︑朝八時では︑体

そこで覇飯を食べる︒

の時闇にはもう︒

騨藤
平松

夜の宴会もあるし︑朝の朝食会もあるけれど︑地元にもしょっ

そうですねσ

力がなければやっていけないじゃないですか︒

二藍
藤波

この当時は︑もう新幹線はできているな︒新幹線に乗って︑

そうです︒

ちゅう帰らなければならないでしょう︒金帰火来ですか︒

伊藤

平松

藤波

四時間︒

宇治山鑓︒

餌勢︒

津ですか︒

藤波
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きに雛下を呼んできたり︑安倍晋太郎を呼んできたり︑おやじさん
も呼んできて︑

一奪ぐらい経ったときかな︑例えば安倍さんが総理より先にアメ
リカに行ったことがあった︒その前も︑どうしょうといって︑その
場で外務大鑓が行くべきだということになって︑森さんが安倍さん
に謡をするし︑私は中曽根さんに話をするし︑それで決めようといっ
て︑その場を乗り越えたことがあったな︒そんなこともあった︒

﹁ふじなみレポート﹂によると︑薪生タラブが改革案をつく

腰新生クラブの﹁改革案﹄︑朝食会のことなど
伊藤

る作業をやるというようなことが書かれていますが︒
※﹁ふじなみレポート﹂第十︸号﹁戦後体制の見些し賑︵昭和置十二庫
十一月︶には︑昭頼五十二年十二月に多生クラブは同志と根談して
﹁日本の戦援体鋼の総見直しと改革案をつくる作業﹂に入るとされ︑
さらに﹁戦後三十二年︑憲法問題︑行財政講度︑安全保障︑産業致
策︑農称漁業︑教育︑橿祉︑土地政策︑地方霞治︑エネルギー︑数
．凡あげれば限りなく︑﹃日本の戦後葡は抜本的な検討と︑改革の必
要性と未来へのビジョン作りを呼びかけているのです︒具体的には

自民覚の︑でしょう︒

プロジェクトチームを作って進めます﹂と書かれている︒

藤波

鎌藤いやも︒と大規模な︑百本の戦後体鰹の総見直とという
いや︑できなかった︒それができるとよかったんだけれどね︒

ようなことですね︒これは現実にはできたわけですか︒
藤波
伊藤

しかし中曽根さんは自分の意見でどんどんやる人だからQ

中曹根内閣になつちゃったんだ︒

藤波

伊藤儲藤伊
藤波藤波藤

藤波

夢藤
ええ︒

東京からですか︒

藤波

撰藤

藤波

葭霞だった︒だから例えば朝︑盗聞記者が野中なら野中の

じゃあ蔚は︑薪聞記巻は﹇出入りが﹈自由だったんですか︒

そう︑そう︒

しかし入口まで行けばつかまる︒

いまとあまり時間は変わらないですか︒

そうすると金曜臼の夜あたりに帰るわけですか︒

齢藤

そう︑入日に行ったらもう物を言わんもの︒

伊藤

夢藤
いまでも︒

藤波

でも親しい新聞記者だったら︑一緒に車に乗せちゃうでしょ

﹇部屋の﹈入口で待っておって︑降りてくるときにずっと一緒にエ

藤波
雇じ生活ですか︒

解藤

変わらないですね︒

騨藤

詞じです︒ほとんど講じです︒

う︒

それは人によって︑どうしょうと自由だけれど︒

藤波

藤波
かなりハードですね︒

藤波

先生はやりませんか︒

レベーターに乗ってくるとかね︒そうすると周りはみんな新聞記者

攣藤
そうです︒

揮藤

私は︑そうですね︒

近鉄が変わらないものですから︒紫幹線が︑のぞみができて

藤波

それで火曜日には朝轟て来るわけですか︒

藤波

一人で乗るんですね︒

平松

轡藤
月曜の夕方とかね︒

餌藤

だ︑昔だったら︒いまは﹇建物の﹈入口にしかおれんことになって

藤波
月曜か︑火曜日の朝ですね︒

三十分短くなったぐらいで︑その違いぐらいですね︒

平松

月曜の最終の毅幹線なんかには圏会議員がようけ乗っていま

いるから︒

藤波

すが︑エレベーターに乗るとだいたい野党の連中が乗ってくるから

藤波

俊道

轡藤

いま議員宿会がそうですね︒私はいま高輪の宿舎にいるんで

わざと乗ったりして︵笑い︶︒

それはいろいろな接点ができますね︒

クする人が出て来ると思うんですが︑蒋に親しくなったとか︑よく

れるようになったと思いますが︑そうすると新聞記者でも先生をマー

佐道

すよ︒薪幹線の中で会議がで意るぐらいだ︵一同笑い︶︒

な︒そうすると︑エレベーターの中で話ができるな︒いまの方がずっ

会ったという記考の方はいらっしゃいますか︒

騒記者との関係

と便利になっているな︒ふだんの議員宿金では︑弼を意識している

藤波

いまの野党の方が狡しやすいということなんですか︒

なると官房長宮番になる︒屡対委員長になると︑そいつが国鰐委員

座長をやっている限り︑

だいたい中蕾根派握当の寵者が寓生クラブ﹇担当﹈だ︒私が

新生協議会を立ち上げたりして︑ずいぶん注目もされておら

のか知らないけれど︑いまの方がよく会うような気がするな︒
小池

それもあるでしょうねQいまは新聞記者を制限しているから

長のところに回ってくる︒

一緒にもっという格好だ︒私が官房長窟に

藤波
ね︒

周じ入間が︑ですか︒

俳藤

早

小池しゃべることが霞由になった︑ということですか︒
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だいたい固じ人鶴です︒各娃一人か二人ずつぐらい︑い衷で

ついてくるものですか︒
そういう政治家になれば︑

藤波
藤波

一緒について来るな︒

もずっとその連中とはつき合っていますね︒もうだいたい論説委員

あギブ・アンド・テイクでしょう︒

そういう薪鷹記者と塾し合いをしたり︑嫡報を取ったり︑ま

どういう人がいますか︒

藤波

伊藤

儀遵

例えばテレビに繊ているようなやつは︑﹇読売謹聴の﹈橋本

になっているけれど︑その頃は第一線の記奢だった︒

藤波

もなるんだ︒

そうそう︒あそこでこんなことを書っているよとか︑参考に

五郎とか︑毎日薪聞の松田喬和とか︑朝日だったら福家康宣とか︑

もちろんガセネタもあるでしょうけれどQいろいろ探りを入
れてくるということでしょうね︒

㎞伊藤

ているわ︒ぼやいてねQテレビの撞当は面白いし︑役柄はいいけれ

藤波

日経だと一︒だいたいテレビの担当とか︑いろいろなことをやっ
ど︑つまらんわな︒萩鰻記者はやっぱり第一線の記者魂というのが

のパンツははいていないそ︑と書つたけれど︑記者さんの扱いは保

語わん︒

私はブリキのパンツをはいた官募長宮だと言われて︑ブリキ

あって︑論説委員室にいっても︑あまりいい顔をしないね︒

利茂という人を手本にしていたからね︒それは︑ようけ物を

まあそうでしょうね︒論説委員窒というのは︑直接取材もや

番いいこと

混戦になった︒窟澤さんはちょっと離れていたけれど︑竹下か安倍

嘘は署わんということで︑中蓉根のあと︑高下と安倍と宮澤と大

だと懸った︒

偶藤
やるんでしょうね︒面霞いですよね︒

物を言わんけれど︑嘘は言わん︒これは記者にとって

藤波

薪閣の記者もそうですが︑この当時ですと︑テレビの記者と

るんでしょう︒

佐道

いうんですか︑そういう人もどんどん出て来ていると思うんですが︒

藤波 出て来ている︒NHKを初めとしてね︒NHKはいまの影山 かというので︑だいたい安倍になったんですね︒あのときも︑﹁安

メラを担ぐ格好をする﹈やられて︑あれは大変ですね︒浅屡される

いうことでしょうが︑いまはテレビカメラでこうやって門テレビカ

伊藤しかし昔だったら︑カメラマンがパシッ︑パシッ︑パシッと

NHKで言うことになるんだ︒

由君が私の撹乱だった︒いまでもそうですよ︒何かあれば︑あれ．が

んな扁といって︑ちょっと待つわけだ︒﹁そうかもしれんが︑白眼

あいつ一人はうんと養っていない︒ひょっとすると哲下かもわから

うわけだね◎﹁だけど待てよ︑藤波はまだうんと言っていないそ︒

でみな﹁安倍だろう︑聡日大きく安倍と書こう︑打ち出そう﹂と言

集まってくるわけですよ︒それで敢治部の総会をやるわけだ︒そこ

だ決まったわけではない﹂と私が調うと︑その夜中に︑鵜飼の鵜が

倍ですね﹂と握当の新聞記者はみんな言って来た︒﹁いやいや︑ま

ときは詑者がいっぱい集まるでしょうし︑縛に注層されなければ︑

視されて︑もう社におれんけれどA藤波さんがうんと言わんでな﹂

﹇日識夫﹈が麗会対策で出て来るわ︒ヨ曜の朝の討論でね︒あの影

う︒

服毒

藤波

嘗房長官なんていったら大変でしまうけれど︑無役のときは

そうですね︒

ことがありましたな︒

らんぞ︑蓋を開けてみないとわからんぞ﹂と署っておった︒そんな

と言って泣いて来おった︒だから﹁わからん︑わからん︑まだわか

どうっていうことはないでし．

別にくっついて歩くわけではないし︒やはりこの新生クラブで若手

炉藤

あれは突っ走って誘いちゃったところがあるでしょう︒

として大いに将来を嘱望されるような時期というのは︑新闘記者も
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藤波

小池
申雪根さんの周りの人が全部というぐらい安倍だと書つたな︑

毎日新聞が書きましたね︒

あるな︒保利茂さんの会だった︒すみません︑そんな謡ばかりで︒

粥を食べるんだ︒それに呼んでくれて︑それに何回か行ったことが

人は本願寺派で︑築地の本願寺で月に︸陵朝飯会があるんです︒お

地元では︑先生にはまとまった支持者というのがあるんですか︒

騒後擾会や緊連︑累会講員との閣係

あのときは︒政治評論家の誰だったか︑がんで死んだ人一︒誰だっ

けな︒それとか罎元m義隆﹈さんとか︑全部安倍だったんだね◎
ﾝんなが安倍だというけれど︑藤波さん︑本・当にまだわからない
のか﹂と書うから︑門本当にわからないんだ﹂といった︒⁝︑じゃあも
う一晩待つか﹂といって︒

飛ばされないで助かったという記者もおりましたけれど︒

ない︒

本当に個々人ということですか︒
そうです︒

地域はどうですかQ

文平の地盤だったから︒それと志摩とか紀州とかがあるんだけれど︑

地域はだいたい伊勢中心だけれど︑それは電綺男堂とか浜地

本嶺に継してくれなかったと新聞記者が言っていましたね︒

私が何か大きな組織を持っているわけでもないし︒ 燗々人だね︒そ

つけられているときでも︑ いま私がどういうことを考えているかと

翻笹鳴人を大事にしてきたから︑私がリクルートでやつ

はずいぶん苦労したんだね︒それで佐藤栄作をグッと支えてきた様

いうのは︑

の代わり︑

子が葬鴬に立派だったね︒ようけ物を言わないでね︒それで新聞記

がわかるね︒ そんな会はないな︑ほかに︒全国にない︒組織の上に

郎のあいだに入るとか︑あの人

者を大事にした︒保利茂ぐらいだろう︑政治家が亡くなった後︑そ

立っている者はそうだけれど︑下のほうがこう言っているというの

藤波

関係ない︒﹇保利さんが﹈幹事長のときに︑﹁ちょっと来い﹂

先生ご自身は︑個人的には保利さんと接触があったんですか︒

伊藤

波さんがどういうことを考えているな︑ というのがわかる︒

うというと︑ こんなことを考えていると思うよという話をする︒藤

けれど藤波後援会は︑藤波さんはいま何を考えているだろ

後援者の誰かに聞くと︑こう考えているはずだというの

の偲ぶ会をやったり追悼録をまとめたり︑そんなことを薪聞記者が

は違う︒

というので︑侮を言われるかなと思って保釈さんのところに行った

にできていますね︒ あれはだいたい市町村単位ですか︒

これはいくつかあるということですか︒

だいたい市町村単位ですね︒自分の本拠地の撰勢布だけは飛

なんとか会といって︑藤波さんの後援会はあちこちに地域的

ら︑﹁浜地門文平﹈鷺から手紙が来て︑藤波を頼むと言ってきた︒

藤波
です︒

一年置のときだった︑ポケッ

トに三十万潤入れてくれて︑ありがたいなと思った︒それ一園だけ

心血

よく勉強しろよ﹂と言って︑﹇私が﹈

野道

やるというのはね︒非常に立派だったね︒

あのころは︑吉田茂と鳩山

なぜ保稗浅を手本にされたんですか︒

下半身のですか︵笑い︶︒パンツは口に穿けないじゃないで

ガードが堅いらしいんです︒

ガードが堅いということですか︒

そのブリキのパンツというのはどういう意味ですか︒

波池松か藤松漉藤松
o

だった︒そのあと本願専の望薄﹇徒﹈ム諏というのをやってね︒あの
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藤伊藤夢立面
波藤波藤波藤

「、

藤小平す伊平小穆｝平

．
噌

2003年1月8日
凱匹聖回

そうそう︒学区別︑申学校だ︒

伊藤

態だな︑と思ったんですが︑馬爪があまり機能していないというん

平松会派というのは渠議会の会派でしょう︒

いう構造になっているのかな︒

平松

いや︑できないものだよ︒

流れがあるのは知っていますね︒

そんなことはないね︒

でも票連が推薦した人と︑本部が決めたのと違ったりするとか︒

ええ︑そう︒

応援とか︑そういうことですか︒

会議員さんですね︒

まらなければ国で︑といってもどうしょうもないから︑やっぱり票

藤波

伊藤

市長の候補でも︑誰は誰門がいい﹈と言うけれど︑県連で決

市長の候補なんかはどうですか︒

れは娯会議員さん﹇が考えること﹈ですね︒
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あと︑よくあるのは県議会で︑自書党のグル⁝プが大きすぎ

藤波

三重漿はどうですか︒

て割れるとか︑そういうことはよくあるでしょう︒
堺藤

それは︑あいつは気にいらんとかなんとか︑いろいろあった

一九七八︵昭和五十三︶年に県連の会長になられていますが︑
県会議員さんの会だ︒主として︒

藤波

解藤

だけど﹇蟹会︸玉藍の候補者を決めたりするでしょう︒

けれど︑そんなに大きな問題はいままでないね︒

藤波感情でね︒

そうそう︒

伊藤会派としてはいくつかになっているんですか︒

県達というのはどうもよくわからんのですが︒

だからかなり大きな役割をするのかと思うと一◎

藤波

人間によってね︒県会議員の系列は︑派閥みたいにあるな︒

政党のその票の看板だからね︒だから権隈もあるし︑力もあ

合︒

○○会という県会議員のグループがありますね︒それと議員

だけど全体としてはそんなに大きな喧嘩にはならんな︑一二重県の場

撲が昔︑千葉県の渠連に行ったら︑侮かごく少数の事務貨が

総譜

でしょうか︒議員の候補者を決めるときはワッと人が集まるけれど︑

伊藤

藤波

藤波

漿議会の会派があって︑表向き麹受血主党なんだけれど︑そ

日賦的にはほとんど意味がないという感じがしますが︑そんなもの

アーッと浮かび上がって︑密話党の意見は︑ということになるけれ

ことには︑あまり上から手を突っ込んだりしないものですか︒そう

一般に県会議員さんのネットワ⁝クとしての県連のそういう

候補者さえ決めえしまえば︑県連は全然機能しないでしょう︒

いうことは放っておくわけですか︒

有馬

解語

それでも︑ここは推薦するとか︑ここは公認するとかという

ど︑ふだんは地腺なものですね︒

藤波

藤波

三雷誘県ではなかったですか︒

伊藤

国会議貰も参撫するわけですか︒

ない︑ない︒政治は調整だと思っているから︒

国会議員も一緒に考えるということになっているけれど︑そ

と︑意味が違うなQ選挙の最申でも︒

そんなものですね︒アップ・トゥ・デイトで︑そのときにバ

の中に○○会とか△△会があるわけですね︒

寅いのを送らないで置いてあったりして︑なんだか情けない状

、

なんですか︒

さんの派閥系列とは必ずしも一致しないように思うんですが︑どう

何をやっているのかと思った︒會由薪報が山積みになってい

てい横る藤極藤伊藤
て藤。波藤波藤波
編
藤伊藤伊藤轡
波藤波藤波藤

伊藤

藤波

例えば傍勢市の市長を誰にするかというのは︑藤波さんの発

参加する︒

小池

ようけおりませんよ︒

藤波

あれはいかんな︒

というコースもあるのですが︒

楽会議員の場合は︑広島では圏会議員の秘書だった方がなる

いや︑いっぱいはいませんよ︒あんな馬鹿なことをやる者は

心がかなり大きいわけですか︒

藤波
藤波

三重県ではどうでしたか︒

大きいと思うけれど︑公認を誰にしよう︑推薦をどうしょう

ということは︑県会議員さんの会議で決めていくことが多いな︒

小池

少ない︒議員によっては︑自分がより強くなるために︑秘書

に市町村長をやれとか︑県会議員をやれとかいって︑わざわざそう

藤波

■議員の人材

いうふうにする国会議貴もおるけれど︑それはどこかでぶつかって

護士という世界かな︒三つぐらいかな︑国会議員を冒指すのは︒県

人材は︑萩聞記者とか︑学者さんという世黒と︑裁判官・検事・弁

な◎だいたい県会議員も薩会議員も︑いいのはやりたがらないな︒

藤波

平松

本当にそれはそうだと思います︒

う︵笑い︶︒

俘藤

国会議員もいろいろだな︒門秘書に議員を﹈やれと言うのと︑

れど︑わかり過ぎるんじゃないかな︒

のは︑あまりよくないな︒そう思うね︒わかっているように思うけ

賑懸命やる︒だいたい︑秘書上がりの国会議員とか県会議員という

くるかもしれないね︒必ずしもいいことではないと思うな︒国会議

娯会議員の中で︑生涯県会議員という人と︑それ門娯議﹈は

会議員からは少なくなったよ︒それは選挙そのものが意味がなくなっ

藤波

轡藤

てきたんじゃないかな︒仕方がないから︑おやじのあとで息子がや

やめておいたらどうかと書うのと︒

員をやったら︑その任期を〜藤懸命やって︑秘書もそのつもりで一

るとか︑家内がやるとかね︒家内がやるなんて︑そんな馬鹿なこと

県連の会長というのは︑なりたい人が多いものですか︒

第一歩で︑国会に行こうという人がいますね︒

はないよ︒家内がやるといっぺんは当選できるからね︒地方議員か

伊藤

一二重累なんかはそれほどじゃないけれど︑嬢連会長をやると

ああ︒いまはちょっと違っているけれどね︒いまはわからん

ら飼会へというのは︑やろうとはせんなG

藤波

優先でいいけれど︑実際はだんだん人材が桔渇してきたんじゃない

僅藤

藤波

影藤

みんな交替でやっているような感じがするところもありまず

違います︒全然違うな︒

県によって違いますか︒

やりたがるでしょうね︒

﹇平松疑に﹈なんだか秘書さんとしてはお聞意づらいでしょ

有馬

力が大きいように思うところがあるからな︒そういうところでは︑

かな︒圏会でも︒

藤波

圏会でもそうですが︒

けれど︒

それは基本的には︑県会議員をやろうという人たちの人材が

不足してきているということですか︒

揮藤

国会はそうです︒

藤波

そう︑そう︒私らは厳しい競争をするなと需う方だから環職

藤波

国会議員になりたいという人がいっぱいいるじゃないですか︒

いいところはそうですね︒

伊藤
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靴

藤波

伊藤
三重は交替でやる︒いま参議院の斎藤牽朗がやっているんだ︒

三重はどうですか︒

﹁知事をやれ﹂とやかましく言うんだけれど︑三権の長をや・たも
のが知事をやれん﹂と書う︒﹁そんなことあるか︑埼玉漿を見てみ
ろ﹂と言うんだ念嗣笑い︶◎

奪いや︑土屋二一さん鍵期政権ですね︒議讐んとして
ワン．オブ・ゼムであるよりは︑小なりと言え；のところのト・

揮藤

藤波
あれはちょっとずつ違うからね︒カラーの問題だな︒

だからやり甲斐があるのかもしれませんね︒

選挙区としてはね︒

プですからねQ

藤波

薗戦後体制見直しの柱
有馬ちょ︒と元に戻りますが︑さ・き少し話が出ました新生クラ
ブの戦後体凝見直しのビジ・ンは︑結局できなか・たとお・しゃい
ましたが︑こういう作業をしている頃︑これからの日本を考えると
きに︑弼が柱になるとお考えになっていましたか︒

藤波憲法ではない︒安全保障でもないね︒わかりき・ていること

だかりな︒生薯としての璽農禁肇か︑教育や福祉とかとい
うようなことかな︒

揮藤ξ総暑しですから︑憲法にも触れるわけでしょう・
嚢触れ登﹂とはいいけれど︑憲蔭しばらくは警しないと決
まっているような政治の窒気だからね︒

伊藤でも中曽根さん竺所懸命憲法整を言ぞいたじ・ないで
すか︒

藤波いや︑自分で言っているだけだ︒そんなことするもんか・と

いう空気だよ◎

論憲でね︑やっているな︒やっているけど一⁝︒

いま憲法をまたやっていますね︒

藤波

やっている﹁けど﹂︑ですか︒

客亭

伊藤

藤波﹁けどだな︒中山太郎が会長でやぞいるけれどね・あま

り大して意味ないな︒ひ・・とるとすると変えるかもわからんし・

俘藤中華箋さんは重三政治の総決警盆﹁ξていたわけですか

らね︒総決算をしないうちに今Bに翌っているわけですけれど︒

有馬いずれにしても︑謬の時代的な雰囲気から 琴と・単純に
ないですね︒

経済というわけでもないんですね︒
藤波

伊藤ータルなものでしょう︑この表題を見たら︒やはり憂・

先生その当時の記録を暑てくださいよ︒これはまさか警察に持・
まとめてくださいよ︒

て行かれたとか︒その中には入っていないだろうと思うけれど︒
藤波

伊藤今度デ︸を讐てくださいよ︒たぶん僧勢でし・う・だっ

伊藤

平松

会館の事務所は完全に引き払っていますから︒

事務所というのはどこですか︒︑

完全に事務所を溺き払っていますからね︒

て議員会館の中に入るわけがないじゃないですか︒

平松

伊藤ああ︑そ・つか︒い・ぺん落ちたと要すね・そのときは伊勢

に持って帰ったわけでしょう︒捨てたかな︒

儲勢の事務所かお宅か︑どちらかですね︒

平松ちょっと私はいなかったものですから︒
偶藤

平松この前の引・越しのときにどうしましたかね・

伊藤だぞ︑新生クラブというのは藤波先生の若輩の一・
藤波夢だな︒

有馬．あ時代に良工の活力の中後を担ぞいた方たちがどうい

oo

うことを考えていたかというのは︑ 歴史的に大事な問題だと思うん
そうだな︒

ですね︒

藤波

撰藤

やっぱりそういうときは委員長に別な人︑文部省と関係のな

そう︑駄瞬ですね︒委員長や会長は大きな意味がある︒ずっ

い人を選ばないと無理ですかね︒

藤波

と後のことになるけれど﹇昭和五十九隼﹈︑中由素平﹇当時日本興

業銀行特腿顧問﹈のところに私は頼みに行ったんです︒﹁臨教審で

教育の改革をやりたいので︑会長を引き受けてくれ﹂と言ったら︑

ちょうどこの時期は︑先生は衆議院の文教委員長ですか︒

儲けをしている者が教育のことだけは言えん︒だからおれは醗会長

に行ったんだけれど︑﹁ほかのことは弼をやってもいいけれど︑金

■臨教審と四六答申
伊藤
委員長はやっていない︒部会長だ︒

あれはえらいものだ︑中由素平ぐらいになると︒興業銀行の顧問室
藤波

霞だった︒それで京都大学の岡本門道雄﹈さんと︑慶懸の塾長の石

になって︑ひとを助けるところになる﹂﹁そんなこと言わんと︑ま

舞﹇忠雄﹈さん︒隅本さんが会長で︑石菖さんと中由素平が醗会長

それは自民党の方じゃないですか︒衆議院の委員長はやって
これ門質問要項における記述﹈は違うかもしれません︒

をやったんだけれど︑結局心配だったな︒

揮藤

文教委員会に属していたことは属していたわけですね︒

そういうときに文部雀が事務局を構成しちゃうでしょう︒

あ会長をやってくれ︒会長で決まるから一と言ったんだけれど︑駄

そうそう︒それでずっと理事もやっていた︒

轡藤

そうそう︑事務局ができちゃうからね︒

いないんですか︒

﹁入試改善に蘭する小委貫A頂﹄の委員長ですね︒

藤波

当時から今日までそうですが︑受験戦争という題題がずっと

でもあれは文部省の審議会ではなくて︑内閣の審議会でしょ

さんは怒っていたけれど︒まあ︑事務局も文部省だし︑斎藤諦淳が

法を改正するとか︑そんなことにはならないんです︒それを中曽根

改革にならないんだ︒だから上っ面を触っているだけで︑教育基本

文部省から出してくるのを認知したわけだ︒それは駄目なんだな︑

というと︑文部雀の機嫌をとりすぎたんだ︒委員を決めるときに︑

言われるんだけれど︑臨教審は大失敗したんだ︒なんで失敗したか

藤波

その縢本答串が﹁第三の教育改革﹂と縫われた時代の先生のこ発言

贋六答申は先生が二期自に入ったときには︑出て来る過程でしたね︒

小池

藤波

轡藤

駄自なんだ︒

そこから臨くと合銀なんですね︒

失敗したな︒

教審をつくるときには全部答弁に答えたんだけれど︑結局は委員に

藤波

先生が文教で入られたときには﹁四六互市﹂が出ていますね︒

う︒

臨教審の事務局長をやっていたぐらいだから︑文部省的に圓して︑

などご本を読まぜていただいたんですが︑そのときのイメ；ジと臨

一番オリジナルの臨教審でどうしたんだ︑ということをよく

中教審的に間して︑臨教審はないと︒私の判断でやろうと思ったけ

けですね︒

つながっていますね︒ これをどうするかという問題も絶えずあるわ

拶｝俵藤極武

教審を比較して︑先生のイメ⁝ジというのはいかがですか︒

そうです︒格好はそうしたんだねQ私が宵房長窟だから︑臨

伊藤

藤道波藤田

れど︑やっぱり駄目だったな︒
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藤波臨教審は教育の改革というより︑中善根内閣の改董・だな︒そ
ですか︒

鋳藤

にしょうということを決めたからな︑私が部会長のときに︒いまぐ

りある教育についてやあやあ需っているけれど︑ゆとりのある教育

藤波

小池

匹六﹇答申﹈は本気になってやったな︒だから︑いまのゆと

四六答申はいかがですか︒

伊藤

藤波

小池

臨教審はまた同じようなことをやったんですね︒

たような気がするんですけれどね︒

小耳

そうそう︒

なかなかいいことがたくさんあって︑以後の三遷の先取りだっ

しなかったけれどね︒

実現しなかったですね︒

十三年頃なんですが︑櫃磁内閣のときに海部﹇俊樹﹈さんが文部大

海部さんは仲聡じゃないんですか︒

藤波

草藤

灘部さんは文部大疑になったので文教になったんですか︒

海部さんは文教というより︑違うな︒もっとスマ⁝トだ︒

海部さんは違うんですか︒
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でもあの贋六答申というのはあまり実黙しなかったじゃない

うなつちゃったんだね︒

ずぐず言うことはないんだよ︒いまは学力が落ちているとか︑いろ

藤波

匿海部文部大臣のことなど

いろなことを書っているけれど︑落ちるのは当たり前だ︒ゆとりが
あるんだから︑土日と休みにして︑全体の子供を連れて村の鎮守さ
んに歴史を勉強しに行け︑という時代だから︒それが大事なんだ︒
﹁知・徳・体﹂ではなく︑﹁徳・知・体﹂︑﹁徳・体・知﹂が一番いい

んだ︒﹁徳︒体・知﹂で行けと皿灘つたのが私たちの時代だからな︒
落ちていいわけですか︒

疑になられますね︒先生は三木内閣のときの永井﹇遵雄︺さんには

謡を戻して︑四六答申と臨教審のあいだ︑昭和五十二年︑五

落ちていい︒仕方がない︒

かなり批判的でいらっしゃいましたが︑海部さんは文教の方をずっ

佐道

でも徳の方もできないで︑ただ知だけ落ちるというのは︒

とやっておられて先生とたいへん親しい方だと思います︒海部さん

それでいいんです︒いまのように学力が落ちるのは決まっているんだ︒

そうです︒

も教育改革を掲げていろいろやろうとされていたわけですが︑先生
藤波

からご覧になって海部さんは一Q

それはあったな︒

で肩を叩いてやっていたけれど︑永井さんであろうと海部さんであ
伊藤

西翠に聞いてもらわなければ一︒ちょっと西岡と私は本楽

伊藤

の文教族になったからね︒なりすぎていたんだな︒

藤波

ろうと︑文部大臣は誰でもいいやということだった︒

西岡武夫と藤波孝生は﹁一勝懸命やろうな扁といって︑二人

藤波

四六答申のときの文部雀とか︑そのとき中教審の委員長だっ
森買さんというのは立派な人で︑よく頑張ったと思うし︑そ

一緒にやろうということで︑第三の改藁と
称して森戸改革を支持して︑やっていたんだ︒

ておくわけにはいかん︑

所懸命やった︒文部省が一所懸命やっているのを︑国会議罠が放っ

油照浩士とかね︒みんな森戸さんの弟子だ︒森鐸敬革というのを一

の後天城﹇勲﹈さんとか︑森戸さんの配下におったのがおるわな︑

藤波

た森戸辰男について︑先生はどのような印象をお縛ちでしたか︒

小池

意識がおありなんですね︒

やはり醒六答申は先生方はバックアップされたという︑強い

小藤伊藤伊
池波藤波藤

員会﹂の委員長になられますが︑大学入試歯磨とか︑臼教組の問題

佐道

藤波

海部さんのときに︑先生は衆議院の門入試改善に蘭する小委

そうそう︒青少年問題なんか熱心でしたね︒

解藤

藤波

平松

横藤

ガタッと下がって発自力がなくなってきているところもかな

組織率はね︒全部入っているからね︑いま︒

下がってはいるでしょう︒

三重は違うんですね︒

藤波県会なんかでもやられたからな︒豪雨の教紐を支持している

とか︑いろいろな改革を掲げておやりになるんですが︑あまりご印
入試改善はあまりないね︒枝葉末簾という気がするね︒

かどうかというので︑遠浅覚の県会議員とかやられている︒私は助

りあるわけですね︒

藤波
砺をいじってもどうにもならないという感じですか︒

けるけれどね︒

象はございませんか︒

伊藤
枝葉だ︒

えだは

伊藤

藤波

日教組とはどうですか︒

るんですか︒

いるね︒七〜八入おるよ︒

三重の県会では︑教組出身の社会党議員というのはかなりい

御藤

私が圏会議員になってから︑藤波のポスタ⁝を剥げというと︑
︸晩でザッと剥がされるよう

藤波
選挙匿に期ってあるポスタ⁝を全部︑

一晩でポスターがなくなつちゃうんだ︒そんなことをやってき

なことをやっていたからね︒料県教組︑三重県教職員組合は強いです
よ︒

皇學館の田中卓が来てから︑なお︑そうなったんだ︒膚が強

それはすごいですね︒

たからね︒

佐遵

藤波

くなったからね︒右が強くなると︑左の方も一所懸命になるからな︒

だから右もほどほどでいいんだよ︒﹇平岡氏を指して﹈皇學館だか

北の方は多いでしょうね︒

社会党の一番のバックは日教組ですか︒
自治労とかね︒

自治労があるか︒臨濤労︑日教組ですね︒

いまでも三垂は強いですか︒

武田

揮藤

先生はこのころ予算委員をやられていますね︒

橿田内閣の予算編成で︑初めて公債発行をしますね︒

■福田内閣の政策など

伊藤

いまは三教組は験禁だ︒山本正和という参議陛議員を中心に

ね︒それは強いですね︒それは︑三教組の幹部と毎週ゴルフをしな

右寄りだったからね︒橿田内閣は青嵐会が別働隊だといったぐらい

藤波

春霞

ついに借金することになったか︑という感じだね︒ずいぶん

公鉛錘行のことで何かご記憶はありますか︒

青嵐会だ︒私らの仲間はみなそれと反対の方だったからね︑守る方

だ︒田中内閣のときに︑囹中・大平を真正薩から攻撃していたのが

伊藤

だった︒福田内閣でもちょっと行き過ぎるんじゃないかと慰つた︒

すごいですね︒でもだいたいいま日教組はあちこちで組織率
は下がっていますね︒

右も産もいろいろなこと言うけれど︑コ人の人命は地球より重い﹂

と決まらないとか︑そんなことはざらにあるな︒

いと県の教育長は務まらないとか︑校長のあとは教総の推薦でない

して㎝所懸命になってやってきた︒前の三教組の委員長ですけれど

藤波

らね︒

餌藤揮平藤
藤波藤松波

そうそう︒

藤波
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細

一

という福匿さんの話はいいからね︑人吉意識としてね︒だから︑全
体的には右害りの思想だったけれど︑そんなに強く賛成するとか反

餌藤

まだ課外まで手を伸ばしてどうこう︑という時期ではないん

藤波

だけど醗頬とか︑窟廃講長官とか窟房長官ということになれ

誰もないですね︒

ですね︒

俘藤

対するとかということなしに来たというのかな︒

伊藤

ば︑ほかの党との接点をつくらなければやっていけないわけでしょう︒

藤波

武霞

藤波

いまからだと︑あとで後ろを振り返るということがあるから

福田峰閣のときの外交はいかがですか︒

ない︑ない︒

解答

藤波

伊藤

藤波

それもだいたい中蛍根派中心ですね︒もちろんさっきの新生

三木︑福曝のと毒はね︒

この段階ではまだ党内ですか︒

そう︑そう︒

じゃあこのときの公債発行多算については︑あまり印象が深

くないですか︒

わからないけれどね︒小泉の北朝鮮と一緒だよ︒まだわからないよ︒

クラブは派を超えていますけれど︑派を超えても党は超えないとい
そうですね︒

あと四︑五年経ってみないと︒結局︑ブッシュに騙されて行ったん

藤波

橿照さんは︑靖騒神祇参拝とか︑成田関連の立法とか︑防衛

う感じですね︒

伊藤

解藤

だと思うけれどな︒

さんが亡くなって︑社会党の委員長が飛鳥田﹇一雄﹈さんに．替わる

問題にかなり積極的だったように思います︒それから元号の法制牝

福田内閣の時期︑公購・畏鮭が鍵携するとか︑江畷﹇三郎﹈

とか︑いろいろな出来事があります︒結局︑江田さんが亡くなった

が︑こういう福田内罵の姿勢に対しては︑先生は賛成だったんでしょ

もあります︒こういう︸連の事柄はよくタカ派的と書われています

江田さんというのは大きな影響力を持っていたな︒あの入が

後︑歓会党が分裂して社畏連ができるとか︒

藤波

先生は江照さんとは直接の接点はないでしょう︒

をつけるわけだな︒﹇団体というのは﹈内閣に似た勢力︒例えば元

藤波

うか︒

轡藤

ないです︒見たところで︑江田さんという人の組織力は大き

生きていたら︑日本の政治が変わっているね︒

藤波

号なんていうのは︑福躍内閣でなければ出て来ないようなものが︑

内閣によって︑中豊根さんのときもそうだけれど︑醸体が力

なものがあると思ったけれどな︒亡くなって残念だったな︒佐々木
勝藤

直接はない︒

飛鳥困ですね︒飛鳥田さんは何か金鶏がありますか︒

わざわざそれに望薄するということにはならないんだ︒それが民意

ならんぞ︑と言うて歯て来る︒それが出て来ると︑声が大きくなる︒

算と書い過ぎるものだから︑総決算ならこれもやらなければ決算に

そのときに幽て来るわけだ︒中曽根内閣のときでも︑総決算︑総決

藤波

公購・窪窪が鍵止するということは︑一二重なんかではあまり

門更三﹈さんになったんでしょう︒

侵藤

ないですね︒

藤波勢いだね︒

儲藤

なんだな︒

藤波

まだこの段購だと︑藤波先生は党内が僅界という感じですか︒

堺藤

影響はないですか︒

餌藤

そうです︑そうです︒

元号の法制化なんていう問題は︑もちろん異議はないことで

そういう勢いなんですね︒
藤波
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藤波

靖謄神社参拝もそうでしょうし︑防衛問題もある程度しっか

そうそう︒

しょうQ

静藤
藤波

防衛の問題では︑それこそいままさに問題になっていますが︑

そうそう︒

り考えないとしょうがないということですね︒
佐道

伊藤

藤波

やはり窟瑳長窟ぐらいにならないと︑

ない︒

顕福田と大平をめぐって

ということですかね︒

それでその年の十︸月に総裁選挙が行なわれて︑旙田・大平

の一騎打ちということになるわけですが︑このころから︑先生さっ

僧藤

けですね︒

福田さんのときに育雛法舗の研究をするということをおっしゃるわ
るのがタブーになっていたのに︑福田さんのときに有事法制を言い

は題接に関わるぐらいのことになるわけですね︒

きおっしゃっていたように︑党のトップを動かすことに直接あるい

一九六五年に三矢事件があって︑そういうことを議論す

出すわけですが︑これはどういうふうに思われましたか︒

先生宿身は︑大平さんを支持するグル⁝プなんですか︒

人間桑弧で︑大平さんの一番近くにいた人と親しくて︑その

藤波

議論を始めるわけだから︑始めるのに文匂を副う者はないだ

藤波

人と連絡をとりながらやっていたからそういうことになったんだな︒

有事法制は必要だということですね︒

ろうということだな︒

伊藤

農民覚の枠を超えないで行くということだね︒自民党の流れ
一番左の方だけれど︑自畏

藤波
の中で︑レッテルを鮎られれば﹇私は﹈

党の枠を超えないということが︑各派から来ているわけだからしょ
うがないんだ︒

大平さんだね︒

このときは中曽根派はどうしたんでしたっけ︒

中着根派は福出﹇支持﹈だったと思うんですが︒

福田だ︒だけれども︑大平とも認をした︒最終的に︑本会議

騨藤

私は大平さんが好きだったから︑大平さんの連絡をして︑中

藤波先生はどうなさったんですか︒

に出るとか出ないとか行って︑ 申曽根さんは本会議に畠て︑安倍習

右は青嵐会だ︒

藤波

伊藤
藤波

なんで青嵐会に行かなかったのかと思うんですが︵笑い︶︒

曽根派との連絡をしたけれど︑そんなに大平の使いに熟すというこ

太郎は出なかった︒不信任のときに出て行ったんだな︒

揮藤

行かない︒人閲男爵だ︒

ますが︒

藤波

とを中蓉根派の中で喬われたことはなかったな︒自分でやっていた
伊藤

昭和五十三年に郵小平が口覆にやってくる︒何か認憶にあり
いえ︑ありません︒

必ずしも一本化はしていなかったんですか︒

堺藤
藤波

福配内閣のときに︑日中平和友婦条約ができるんですね︒こ

んだ︒

儲藤

藤波

だいたいは︑派のことでぐずぐず言わんという胆気だったけ

そうすると︑中曽根派も福田支持︑大平支持というふうに︑

れは例の覇権条項で相当もめますが︑まだこういうことに直接触れ

れど︒渡辺美智雄も大平だったからな︒

ますか︒

﹇藤波先生は嗣露出党の左ですか︒僕は右のような感じがし

藤小伊藤伊
波油藤波藤

るような立場にはないということですか︒

105

唱

2003年］月8日

枷

先生は？

こ

佐道薦選ということになると︑党貴・党友の選挙ということに

な．霧けですが︑県連結当動くんじ・ないかと思うんですが・ど
うなんですか︒

藤波まあ︑国会議暴三入寄ると︑三岳すわけにはいかないか

らなと言っていたんだね︒だからほどほどにしていたんじ・ないか
な︒

隷でも藩︑それぞれの二三んは鼻の支持している人にな
そうそう︑そうですね◎

るべく投票してくれよ︑ということですか︒
藤波

羅それで大警んが勝︒て︑欝さんは﹁天の声にも変な声が

ある﹂とかい︒て辞める︒それで大平内禦できるわけですが・大平

内閣ができるときに先生は入閣なんていう噂はありませんでしたか︒

藤波第﹂次大平内閣でしょう︒ないだろうな︑まだ︒
あった︑ぐらいの謡だ︒

武爾あったみたいですね︒
藤波

伊藤そういうことはし・・ち・うあることですか・

藤波大醤侮派か・り誰叢してやるという話は・ほかの派ξ出
て来るから︒

伊藤やはり中曲︑根派からの入閣予薯として・何入か籍を出す

わけでしょう︒そういうきうに入ぞいるということですかね・

藤波篠響・入・ているという﹈・とは大事だね・だけど本当

しかしこのときは当選何回ですか︒

に自公では思︒ていない︒まだまだと思・ているから・
炉藤

四麟︒まだまだ︒

四躍というのはまだですか︒
四回だったら早いですね︒
四回︑五回では畢いな︒

そうですが︑六圃とか七嗣ですか︒
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私は大平寄りだったな︒

でも現実に投票をするときはどうなさ・たんですか・
これは投票していないですね︒予備選で終わりですから・

れ毫毛馨初めてですね︒予纏の欝ξいては・どういうふ
うに読んでお・りれましたか︒初めての薦選が行なわれるというこ
とで︑勝敗の行方については︒新聞では福当直でしたが・

藤波翠が黍につ・奈ら︑大平が勝つ患・たね・田中禁
強いというのは︑全国の羅を見て強いと思・たからな・

蕃﹁奮なみ・ずト﹂を讐と︑三重三年吉に・難
おないわ

選挙の連絡をされているんですが︑こういう毒には誰隻持して
一ぎいとか︑誰に投票してくださいという・と諸君一
けですか︒

※﹁ふじなみ︒干ト﹂箋＋二・玉総二二へ﹂︵昭和五＋三年＋旦

では︑籍畢挙士月から士頁・かけて実施する・罠凶器

藝の是おま選努替ついて譜している・建﹁政党豊
初めての選委すか・り翁昊・行われ︑総藝糞は・また薮
結束して書・﹂とを新生クラブは決議しました﹂と書かれている・

もう一入いたかな︒

藤波あの妄は誰が出たんだろう︒梁と葦と福碧一・
僻藤

佐道河本さんは立・たかもしれ ま せ ん ね ・

饗異事で︑例え籍本霧合︑梁派の重言がいたから
ね︒だ々り河本で行かな・んだ︒欝か大平かなんてい・たら・大
平さんと言ったと思うね◎

伊藤大平をやぞくれ︑ということですか・
藤 波ということだな︒

隷叢まで行かなか・奈ら︑中覆派として緩制しなくて
もいいわけですね︒

鯵藤俵f＄藤

藤波遵藤波

佑伊藤伊
道藤波藤

伊藤

藤波

でも第二次﹇大平﹈ 内閣では入瞬されるんですね︒そのとき

そうそう◎

二月︶に︑紙生クラブから政務次宮︑官房副長官などが八名︑政調

五躍になってからですね◎

ことですか︒

揮藤

藤波

そうです︒

だから新生クラブがなかなか優秀な人材を奪えていたという

そうだな︒

の箆副部会長に二十名が就任したと書かれている︒

五回だといいわけですか︒早いですか︒
藤波

別に迂生クラブの力でなったということではないでしょう︒

は当選瞬測のままですか︒

畢い︑旱い︒

伊藤

ないと思うんだな︒私はそう語うな◎

じゃあこれは︑ねたみそねみの対象かな︒

私と武藤嘉文は早かったな︒

これは大変だな︑あとで逆風が来るな︒

大平から︑派閥の親分のところに電話がかかってくるんだ︒

中讐根の部屋に︒腿き耳を立てて聞いているんだ︒向こうは﹁誰々
をくれ偏と言っているわけだ︒
おお︑雪口っているぞ︑というんだけ

横藤

政調の講会長というのは︑大平内閣でおなりになるわけです︒

うんと書わないんだ︒﹁なかなか派内にもいろいろな意見が

河本さんの下だ︒

れど ︑

藤波

いや︑幸人ぐらいおるんだ︒各派閥から︒河本派の野呂恭一

あって﹂ とかなんとか言っているんだ︒そんなことを言わないで︑

藤波

侵藤河本さんが会長ですか︒副会長は↓人ですか︒

まあ武藤と私が入った︒あのときは誰が入ったかな︒宇野

が一緒だった︒野呂も入れて︑私も入れるところが選挙区だ︒そん
なこともあるんだ︒

政調の副会長というのはかなり大きなカを持つわけでしょう︒

中曽根派へのポストの配分はいくつですか︒

持ちますね︒

伊藤

藤波

伊藤

そんなにありましたか︒四つあったかな︒

政調審議会というのがあって︑そこで部会長が癸表して︑そ

受勲

河本さんは︑物を言わんし︑笑わんし︑それでも決めること

そうですが︒河本さんの男衆はどうですか︒

は決めていたな︒あれでよかったんだな︒生きているかな︒

藤波

れど︑河本さんはパッと決めていく方だったからな︒

れを政調の母地会長会議ぐらいで決めていくんだな︒物を言わんけ

藤波

を最終的に決着を着けるのは敢調会の部会長ですか︒

実際に各部会からいろいろと上がってくるわけですね︒それ

懇つぐらいあつたんじゃないかな︒そんなものだ︒五つはな

揮藤

大平内閣が成立すると︑斜生クラブのメンバーはずいぶん政

いだろうQ

武田

務次窟になったりとか︑政調の部会長になったりしますね︒それは
先生が書かれているけれど︑薪生クラブの二十半舷がなるんですね︒

﹁あと︑五︑六年もすればこの中堅若手が完全に爲本の政治を動か
す時代が来ます﹂と書いておられますね︒新生クラブというよりは︑
各派の配分で入るわけですね︒

伊藤

藤波

宗佑が入ったかな︒ やれやれと思ったことを覚えているな︒

おって︑

ちゃんと入れてくれればいいのにな︑ と思って祈るような気持ちで

圏政調副会長に就任

藤波

藤儲藤伊藤伊武
波藤波藤波藤鑓
※﹁ふじなみレポート﹂第二十四愚﹁F行く年来る年﹂︵昭麹五十三年十

0フ
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鼎

二年前に生きているという話を聞いたんですが︑そこからは
この前亡くなったんじゃないかな︒
亡くなりました﹇二〇〇一年五月二十四露︑八十九歳﹈︒

そ

自分の三光汽船をつぶしちゃったんですね︒ちょっと河本さ

んというのはほかの政治家と違うタイプだとよく鷺われますが︑

そうですね︒

うなんですか︒

藤波

ねえ︑本当にそう思うわ︒

伊藤笑わんで︑しゃべらんで︑よく当選してくるものですね︒
藤波

平松息子さん﹇河本三郎﹈がこのたび落ちましたが︑それも通・
たときはおやじの遺産だったと霧われていましたからね︒侮かしら︑

︑

あったんでしょうね︒
︑

ししとこあったんだな︒
いいところがあったんでしょうね︒

議員さんでもいろいろなタイプがいるんですね︒

谷墜のところだろう︑兵庫票の三闘だ︒違うか・

小選挙区になって違うと思いますが︑中選挙区のときはちょっ

とわかりません︒

※谷二三は三騰辮を含む兵鷹耳玉︑河本三郎疑は根生市などを含む
兵鷹士麹︑同区で当選したのは無勝属の山口壮氏︒中選挙区時代・
三田市は二区︑相生市は四区︒
神鐸の裏の方ですか︒

閨余ですね︒日本海側です︒

河本派というのは異質な派ですか︑三木派以来︒

そうですね︒いまでもあの外務大臣が一1︒
高村﹇正彦﹈ですね︒

代行でしょう︑会長になりましたか︒

平松

偽道

携藤

小池

奥さまが生きておられると観きました︒パーティに車椅子で

隠河本派といっていますね︒

旧河本派といっているの？

高村派にはなっていないですね︒

そういうことですか︒この第一次大平内閣の政調副会長の時

お見えになったと何年か前に聞まました︒

僻藤

代から︑また次回伺うということにいたしましょう︒今日は幸いな

ことに福田内閣の時代はだいたいお話を伺いましたので︑今度は大

つまらんことだけ覚えておって︑なかなか大事なことになる

平内閣の時代を輝いたいと思います︒よろしくお願いします︒

藤波

やっぱり︑次々と忘れていかなかったら︑5々事柄があるわ

と忘れているんだ︒

伊藤

けですからね︒でも何か記録をつけていないと嗣ることもあるんじゃ
ないかと思いますが︒

政治家は日記をつけないな︒

僕は政治家の日記をずいぶん出していますよ︒

すごく読みやすいですね︒

どうもありがとうございました︒

︵終了︶

読み手のことを思い浮かべながら書かれているんですね◎

有権者の顔を思い浮かべて書くんだから︒

定期的にずっと出ているということは意味が大きいですね︒

これはすごい記録ですね︒

﹁ふじなみレポート漏があるからいいじゃないですか︒

ということでいったからね︒

えらい人はね︒だけど︑つけないな︒私は初めからつけない

いや︑佐藤栄作とか一︒

つけないですよ︒

そうですが？

藤伊藤鯵藤
波藤波藤波

解武佑藤祭俄撰
藤霞道波藤道藤

縫隷1．惹
平藤伊平藤
松波藤松波

平小藤解平勝
松泡波藤松藤
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目

14：00N16：00

於：政策研究院政策研究プmジェクトセンター

財ンタビ・アー〕、鳶書。。イン，。。燃。、

陣藤隆畷鰍轍学教授，
1有馬

学仇州大学教授）

1佐道明広傲策研究大学院大学助教授）

膿暴奨轟膿窒鳶平目糊研究員）

詑録奢：舟羽清隆

薩新生クラブの意義︑党内の序列

藤波

そうです︒そして︑整調の翻会長︑あるいは総務会の餓会長︑

党の副幹事長︑その一二つぐらいがだいたいその次で︑それを一所懸

命やると︑その次に大臣になる︒だいたいそういう序興みたいなも

のがあって︑当選五団から六回ぐらいにならんと大臣にならんとい

うことになっていたわけですね︒そこから見当をつけると︑三圃ぐ

前回は大平政権の時代に入って︑党の政調会の醗会長をおや

伊藤

らいで大蓮になるというのは︑よほど思い切った盛代交代ですね︒﹁

になっていくわけです︒中曽根康弘なんかは︑政務次官も委員長も

りになっているというところまで行ってしまったんですが︑その前

やっていない︒そういうコ⁝スもある︒

小泉内観なんかは︑そういう意味では完全にかつての自照党の姿を

藤波

それは別のコ⁝スなんですね︒

後からのお謡を伺いたいと思います︒その前に︑前嗣のお謡で何か

田毅書が事務局長をしていました◎このあいだ﹇野田氏が﹈自昆党

伊藤

騎のコースですね︒だけど︑きわめて少ないコ⁝スですね︒

脱している格好ですね︒大臨が終わって二︑三圏すると派閥の領抽

に入って︑ちょっと訪ねてきたので︑薪生クラブの陵駕というのは

藤波

補足なさることはございますか︒

何だったのか︑ということを話してみたんです︒これは私の判断で

竹下なんかも安倍習太郎もそうだけれど︑委員長もやっているし︑

新生クラブをつくった意味ですが︑私が座長をしていて︑野

すが︑一つは﹁穫代交代︸ということがあったと思うんです︒もう

すると中曽根内題の骨体になったのは新生クラブではなかったか︑

根内閣ができたときに使ったということです︒ですから︑ひょっと

すね︒

藤波

伊藤

幹事長は︑大臣をやって︑派閥の領袖もやって︑そのあとで

幹事長というのは︑どれぐらいでやるわけですか︒

政務次官もやっている︑という格好ですね︒

という気がします︒少なくとも︑政治の総決算をやろうということ

伊藤

一つは﹁戦後政治の総決算﹂ということを言いました︒それは凶弾

でみんなが集まった︑ということです︒もう㎜つは盤代交代ですが︑

れないんですね︒

小なりといえ︑派閥を持っていないとなかなか韓事長にはな

その二つですね︒

覚全体をまとめていく立場ですからね︒小さなことでは簡単

藤波

そうですが︑やはり大派閥の領袖ですねQ

世代交代というと︑どのくらいの感じなんですか︒当時は三

僕藤

そうですね︒

揮藤
藤波

藤波

幹事長になると︑そこから先は総理へのコースもありますね︒

になれないですね︒

も採る︑という意味ですね﹄必ずしも年齢にこだわらない︒

伊藤

総理へのコ；スもありますね︒官房長窟と幹事長と嗣じぐら

角大福中と言われていたでしょう︒

伊藤

藤波

藤波

伊藤

幹事長と官虜長官はだいたい購じぐらいの格ですか︒

いの可能性で︑将来総理につける︒

自畏党致治そのものは︑一般の国会議員︑委員会の理事︑政

務次官︑部会長︑それから委員 長 一 ︒

そうですね︒

それは議会の︑ですね︒

藤波

当選回数何圓でないとどうだというのは︑かなりカチッとし

政治の場合には︑世代交代ではなくて︑当選圏数が少なくて

たものですか︒現鍵には当選圃数が物堂蓄うわけですか︒

ρ一
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伊藤

IM

回
一

藤波

伊藤

藤波

騨藤

議長になるコ⁝スもありまずけれど︑総理かまたは︑という

あと︑議長になるというコースもありますね︒

進む︒党の三役も含めてね︒

それでまた重要閣僚をやったりして︑総理への道を進むG

ものではないんですが︑ほぼ瞬じぐらいの名誉的な意味で︑議長と
鐸藤
そうですね︒党内の権・刀はないけれど︑名誉麟には十分ある

権力はあまりないわけですね︒

いうのはある︒

藤波
んですね︒

名誉だけがある︒これも変なものですね︵笑い︶︒

三権の長ですからね︒

別に行くわけですからね︒

それで行き止まりでしょう︒

そうです︑行き止まりですね︒

わかりました︒萩生クラブのことは︑また改めてまとめてお

伺いしたいと思います︒

今日は大平内麗の時代のことなんですが︑先生は前礒︑﹁う

繍大平︑福田との関係
伊藤

ん︑そういうこともあったな﹂とおっしゃいましたが︑だいたい大
平内閣ができるときに︑一穂ノミネートされていたんじゃないか︒

（

つまり新麗や雑誌などに︑﹁藤波入閣篇という話がかなり出たわけ
大平さんと毒忌根をつなぐものとしての意味が﹇自分には﹈

ですね︒侮かご記憶はございますか︒ご自分でも期待されたとか◎
藤波

じゃあ︑それ以前から大平さんとおつき合いがかなりあった

あったんだね︒

轡藤

わけですね︒

﹃政治と鎮魂﹄という本をいただきまして︑それに先生と大

藤波あったわけですねQ
武照

平さんとのつき合いがかなり書かれているんですが︑だいたいいつ

何か役職とか︑そういうことでご一緒になったことがあるん

ごろ大平さんと接触があったんでしょうか︒

轡藤

ないですね︒牛尾治鶴とか浅利慶太とか︑ああいう連中は前

ですか︒

藤波

から大平さんと心やすくて︑いっぺん飯を食えと言って︑私と飯を

齢藤

段取りした︒大平さんとの話が先だったと思うんですけれど︒

そういう人たちが⁝︒

食ったのが始まりだ︒

藤波

隼尾治朗と浅釈慶太が来て︑﹁大平さんと飯を食ったらどうだ﹂と

いう話でした︒薪生クラブの代表になったころ︑座長になったころ
ですね︒

大平さんの印象はどうでした︒

大平内閣ができるときには︑大平さんの方から藤波先生に︑

そうそう︒

じゃあ︑ひとの舐を聞く方ですか︒

そんなことはないけれどね︒

弼か話しにくいじゃないですか︒

同じです︒

岡じですか︒

並葭わんですね︒

普通の時もなかなか物を書わんのですか︒

そうですね︒包み込んでいくという感じでした︒

だいたい柄も大きいわけですね︒

がら

大きいという感じでした︒

武藤伊藤伊藤儲藤伊藤伊藤伊
N波藤波藤波藤波藤波藤波藤

揮藤極平佐伊
藤波藤松道藤
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ない︒

何か頼むよ︑というようなお話は全くないですか︒
藤波

撰藤じゃあ︑新聞とか週騰誌に出たのは︑本峯に純粋な予懇なん

藤波

撰藤

藤波

このときはまだ三回でしょう︒だから︑新闘や侮かはどうし

そうです︑鼻息ですからね︒

まだ当選園数が少ないわけですね︒

そうでしょうね︒

でしょうかね︒

偶藤
てそういうことを書いたんでしょうね︒
若い者の代表みたいな格好だ︒

やっぱり新生クラブが効いているのかな︒

効いているんでしょうね︒

新聞の方の期待かもしれない︒

そうですね︒

さっきお話があった浅利さんなどとお話しなさって︑それか

なるんです︒

ら大平さんとは︑ ときどきお会いになるようになるんですか︒

藤波

どこでお会いするんですか︒大平事務所に行くわけですか︒

﹇大平箏務所に︸行ったこともあるし︑大平さんが仕事をし

撃藤
藤波

ていたところ︑大蔵大駆のときは大蔵省に行ったし︑あちこちですね︒

料亭はあまり使わなかったですな︒

料亭なんかはどうですか︒

藤波

当聴︑いろいろな政治家がいろいろな料亭を根城にしていた

轡藤

伊藤

と思うんですが︑先盤はあまりそういうことはなさらなかったんで

大平さんもあまり料亭にひとを呼んだりはされなかったんで

そうだな︒

福田さんはどうですか︒

あの入とはあまりつき含いがなかったな︒いろいろな話があ

私のところに福田さんが来たけれどね︒

私のところというのはどこですか︒

藤波のところへ︒福工匠夫は中曽根康弘と同じ選挙匿だから︒

中雪根さんには棺談できないんですね︒
椙談しない︒

﹇藤波先生が︸あいだに入るわけですか︒
そうです︒

そうすると︑大平さんとの聡係も間じことですね︒

大平さんとは︑大平と私と醜接ですなコ

という⁝︒

それはそうでしょうけれど︑大平さんと中曽根さん﹇のあい
だに入る﹈

それは大平さんに聞いてみなかったから︑わからない︒

でも先生はつなぎみたいなことになるわけじゃないですか︒

そんなことはないと思うけれどな︒

それはそれで︑劉の話ですか︒
そうですね︒

あまりしなかったですな︒

ことについても語されたんですかQ

武国

墜牛尾治朗について

藤波

あれはお金がかかるだろうと思いますが︒

藤波

すか︒

伊藤

そうですね︒あまり興味がなかった︒

第一次の大平内閣の時だったと思うけれど︑地方統一選挙が

大平さんとは︑致治の考えとか︑政策のこととか︑そういう

藤波
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伊藤僧藤撰藤武藤伊る藤炉挿す武
藤波藤波藤波露波藤と波藤波か沼
x
o
藤伊藤伊藤
波藤波藤波

伊藤僻藤伊藤
藤波藤波藤波

藤波

前から︒それで河野洋平とかといろいろ話をしているうちに

牛罷治朗の名前が出て︑牛尾治朗で行こうということになって︑ずっ

先生の牛羅さんとの関孫は︑その青年会議所の濃動を通じて︑

と来たんですね︒

有馬

ということですか︒
そうそう︑通じて︒

じゃあ前から知っていらっしゃるわけですか︒
知っていた︒

知っているというだけではなくて︑懇意であったわけですか︒

そうそう︒私の後援者になっていた︒

先生のヰ屡さんに対する評価はどうですか︒

よかったですね︒新生クラブのーー︒

奥野誠亮とか媚内務窟僚が動いて︑︸晩のうちに牛尾治朗が鈴木

藤波

佑遵

そのとき︑しかし河野さんは新霞宙クラブですね︒

そうそう︑乗り気だったね︒

隼尾さんご本人も乗り気でいらっしゃったんですか︒

伊藤

いまお譜になった奥野さんとか15内務官僚が巻き返したとい

そのときに︑懸内務宮盛はえらいものだと思ったな︒もう一

うことですが︑奥野さんたちはそれだけ党内で力があったんですか︒

藤波
武国

あるね︒内田常雄﹇三木内閣時代の幹箏長﹈もそうだし︒．

連帯感とか一体感みたいなものがあるんでしょうね︒

人︑誰だったかな︒考えてみれば後藤心門正晴﹈もそうだな︒

藤波
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あって﹇昭和五十饅年四月﹈︑東窟都知事に牛罷治朗を雛薦したら︑

ｻれは結構だ︑そうしよう﹂と大平さんも言った︒そのときは︑

萩自由クラブの河野洋平も⁝毅自由クラブになっていますからね
⁝︑自昆党では青嵐会の中川一郎も︑右から左までずっと連絡に
走ったが︑みんな牛尾で結構だ︑ということだった︒正月に大平さ
んが傍勢神窟に来たときも︑伊勢神宮で私がずっと付いて歩いて︑

都知事は牛尾でいこうといって念を押した︒﹁間違いなくいこう縣
と言った︒﹁そうする﹂と言う︒

東京に帰って︑あるとき︑地方統一選挙は四月だから三月頃だっ
たか︑﹁いっぺん来てくれ﹂という︒誰が言ってきたのか︑﹇大平さ

んから﹈連絡があった︒森沼一が大平の隣に住んでいるので︑森細
の家に行って庭から大平の家に夜入って︑待っていたら︑やって奏

とをおっしゃっていましたね︒

この前のお話で︑萩生クラブに呼んでお謡を聞いたというこ

なしに︑日本の新しい地方政治のあり方を考える意味で︑ヰ尾治朗

藤波

そう︒薪しい自由童義とか︑新しい地方憲義とか︑新しい国

を考えていた︒しかし藤波翼︑敢治というものはな︑最高は最適と

際主義とか︑いろいろな考え方に合致した人だと思ったんだね︒中川

俊一にひつくり返ったんだ︒そういうことがありました︒説明する

伊藤

一郎に話したら︑中川一郎も面構だという︒河野洋平もいいと言う︒

のがそのときの﹇大平さんの﹈霞的だったんだけれど︑﹁最高は最

そうそう︒政党が違うんだ︒でも牛尾治朗は︑河野洋平と近

先生はどうして穿尾さんだったんですか︒

前からですか︒

かった︒

藤波

轡藤

﹇牛尾は﹈B本青年会議藤の会頭をやったからね︒私は︑伊

轡藤

思っていた︒

勢の青年会議所の醗理事長読まりだったけれど︑非欝にいいな︑と

藤波

という政治家をいちばん近く感じたときだったな︒

てくれ偏という話だった︒それで帰ってきたんだ︒それが大畢正芳

適とは隈らないしという名文句を残して︑﹁君の仲間に話してやっ

し今の葦葺に最適とは言えないそ﹂という︒

は隈らないんだ︒年尾治朗というのはたしかに最高の人材だ︑しか

た︒﹁鷺との約束で隼罷治朗を考えていた︒東京都知事選挙だげで

揮藤薄鼠醗藤揮藤
藤波藤波藤波藤波

㎜、

藤波

そういうことを正直に言ってくれた︑ということですか︒

そう思うね︑気持ちの上でね︒

しかし先生は大平さんとの関係が近くなったというお麗なんですね︒

鈴木俊︸さんにするということだったんですが︑ それを書われて︑

結局︑先生との約束をひつくり返して︑隼尾さんをやめて︑

そうそう︑古井喜実なんかもそうだね︒

吉井喜実﹇第一次大平内閣で法務大臣﹈さんとか︒

中曽摂さんだって︑考えてみれば駆内務官僚だ︒

大物で︑古いのがいたね︒

当時は詣内務官僚系の大物がたくさんいましたね︒

藤波

内的な評判はどうだったんでしょうか︒

姓道

藤波

武鐙

藤波

藤波

これは当時︑自民党でもかなり評判だったんですか︒

そうです︒経済入とかね︒

学者とか︵藤波

はい︒

は関わらないんですか︒

窪藤

そうですね︒

るんですか︒

伊藤

かなり薪しいやり方ですね︑プレ⁝ンを使うというのは︒党

大平内閣がつくった九つの政策研究会には︑先生たちは直接

佐遵
そうそう︑腹を翻ってね︒

ある意味で新生クラブの考え方と似ているところもありますね︒

政策に基づいて政治を運営するというやり方だな︒

いいと思いますね︒近しい政治を考える者にはよかったね︒

諄論家とか︶︑そういう人たちがやってい

藤波

大平内腿にはスローガンがあって︑政策研究会もあったんで

薩大平内閣の政策研究会と新生クラブ
武函

すが︑先生はこれにm関係されたことはありますか︒ご記憶に残って

そうです︒

だけど︑これに反対する人もたくさんいたわけでしょう︒
いたわけだ︒

議員でもない学者を集めて何をやっているか︑という人が︒

したな︒垂尾治親や浅利慶太や︑ああいう連中だからねG瓢生クラ

藤波

題によって︑ ある人が前に出たり︑燐の人が前に出たり︑というこ

伊藤

立たなくてもいいんだ︑ という考え方が当然あるわな︒

いたと思うね︒派閥で政治を運営していく場合は政策が前に

ブの時には榊源﹇英資﹈とか⁝︒榊原が大蔵雀の課長ぐらいをし

とになりますね︒ だから派閥にはいろいろなものを撤えておかない

いることは︒

ていたな︒一緒に唐山娯の立由に政策合宿に来たことがある︒あの

といかんわけですね︒

武田

藤波

揮藤

新生クラブに関係している方と︑大平さんの政策研究グルー

救策合宿です︒

それは新生クラブの敵策研究会ですか︒

藤波

ものですか︒

伊藤

藤波

難しいだろうね︒

派濁として︑ある敢策でまとまるということはかなり難しい

そうです︒

派潤で敢治を運営していく場合には︑そのときの風潮とか課

ときは凝開記者も来たけれど︑役入では榊原が来たな︒

プで︑人がなんとなくつながっているのは偶然なんですか︒

大平内閣ができて︑九つの政策研究会がかなり早い段踏でで
偶然ですね︒そういう風潮だったんだな︒

俵道

人脈的に同じような人脈でみんなやっているな︑という気が

藤伊藤伊藤武
波藤波藤波田

注儲佐伊藤撰
道藤道藤波藤
藤波
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きて動ま出したわけですが︑先生ご自身が特に興味を持っておられ

解藤

藤波

田園で︑美しい畠山の中に都市でないものをつくって︑そこ

それはどういうことですか︒

細圏都市構想だね︒ああいうのはいいねえ︒

た部会とかテーマとか︑成り行きを壽屋されていたことはありますか︒

藤波
で農業などもやりながら︑︸方で都会人としての生血をしていくと
いうような意味だな︒

俘藤それは新しい地方の時代とか︑そういうこととも関係がある

俘藤

藤波

武霞

藤波

進むころだな︒

かなりこの時期は急速に都市穏が進むころですね︒

田園翻市は誰がやっていたかなQ

どなたがこの研究会に入られていたんですかね︒

あると思うね︒

わけですか︒

藤波

藤波

先生ご自身は？

敬治の本流はね︒

鋳藤こういう政策当会は欝で見ているという感じなんですね・
引書

藤波私も中に入って︸緒にやるということではないな︒
伊藤だけど︑これと平行して新生クラブでもいろいろなことをやっ
ているわけでしょう︒

藤波落の面白いところで︑人間的にそうやぞつながりをつけ
ていけば︑みんなそういう気持ちになぞいくわな︒例えば閣議の

あとで大平さんが︑雰働大臣︑紅れの部屋に残・ていゼという
ので︑行くと︑加藤整が宮重重官をや・ていて︑二人で大平さ
んの話し相手になる︒そんなことが何醒もあ・たからな・それがわ
大平内閣になってからも︑薪生クラブの濤動は続いているわ

かっているから︑だんだん聞こえていくな︒

武田

けですね︒

武霞

藤波

じゃあ大平さんの政策研究グル⁝プの方を呼んで︑誕を聞く

続いていたね︒

藤波

グル⁝プ全体として︑大平内閣のやろうとしていることに少

そうそう︑そういうこともやったね︒

とか︑そういうこともやっていらしたんですか︒

佐道

私はあまり派腿のことに突っ込まないという憲義でいた︒み

なくとも賛同するという形になっていくわけですか︒

藤波

んな各派閥から来ているから︑派腿のことに関わるとやや．こしくな

るからね︒賑中さんのときもそうだし︑福鎧さんのときもそうだし︑

大平さんのときもそうだ︒それぞれ︑好きとか嫌いとか私が書うと

いかんから︑派閥のことは言わない級いでいこう︑ということだ︒

藤波

轡藤

お認を伺っていると︑先生ご自身はかなり大平さん︑大平内

そうそう︒

もっぱら政策の語ということですか︒

仲良くしていけばいいんだ︑ということだったな︒

佐道

閣を支持しているというお立場だったと思うんですね︒あとで内閣

にもお入りになりますね︒大平さんについては︑大平さん値入の評

価の問題と︑田中さんとの伸が葬常によく言われますが︑その占⁝は

私は︑缶中は弱中︑大平は大平だと思っていた︒

どういうふうにごらんになっていたでしょう︒
藤波

伊藤で畠中派の旛援がなか・たら︑大平さんの内闇はできませ

できないね︒だから︑福田さんの動まをこぼしておったな︒

んよね︒

藤波

﹁おれがこんなに房懸命考えておるのに︑福田さんはどうしてお

れに協力してくれんのだろう﹂ということを言・たな︒田中さんか

ら離れて︑福蟹に近窃るという意味とは違ぞ︑党内で目妾ない

で︑あまりギスギスした関係にならないでいてくれればいいな︑と

思ったんだろうな︒友情として︑田中・大平というのはあったと思

質6

政審というのは︑どういう顔ぶれがなっているわけですか︒

を大事にして会長を助けてやっていくということだな︒

政調会長の下に政審があるんだけれど︑副会長は政審の議論

それはかなり深い結びつきだな︑と思っておられましたか︒
伊藤

藤波

伊藤
思っていましたね︒言わなかったな︒こっちも言わんし︑大

うな︒政治の隠志︑人間的な友人としてね︒

藤波

致審というのは︑肖民党でいえば総務みたいなものだな︒自

罠党の総務みたいなものを︑敢策的に審議していくということだ︒．

藤波

これは非常に微妙な問題ですからね︒

伊藤政調会の会長︑副会長︑各部会というものとまた別に︑政審

平も書わんし︒

伊藤
触れないね︒

揮藤

藤波

各部会とは別なんですか︒

いちおうは副会長の下に政審があるということだろうな︑形は︒

があるわけですか︒

藤波

薩政調会と政調審議会
伊藤

武国

部会は決めていく方だ︒

部会は決定する方ですか◎

てきて物を窺うということもある︒政審で議論するわけだ︒

藤波部会は政審の中に入っている場合もあるし︑大事なときに入っ
長だけの会議もあるわけですね︒

藤波

部会で決めても︑政調会の会長・認会長のところでOKが患

この前︑政調のお語がございましたが︑政調会の会長と裂会

藤波

伊藤

藤波

解藤

藤波

揮藤

政調会で扱われる問題は︑各部会から上がってくるわけです

調整も︑だいたい会長に任すという感じだ︒

そこで最終的な調整をする︑ということですね︒

ああ︑派閥から鵬ている︒

副会長は派閥から出ているわけでしょう︒

もあるわけですか︒

例えば総裁から﹁こういうことをもうちょっと考えろ﹂というもの

研藤

藤波

そういうふうに下から︑つまり部会から上がってくる問題と︑

政審で議論してね︒

なければ駄目でしょう︒

あるけれど︑河本﹇敏夫﹈さんが会長なんだ︒副会長は合わ

せるということだ︒

騨藤

藤波

轡藤

藤波

違うんだ︒政審という︒だいたいここで政策的なことはこな

それはまた違うんですか︒

敬調審議会というのが一つある︒

藤波

伊藤

そうすると政調会長ご自身の考えておられる政策とかリーダー

そう︑そう︒

そうすると政調会長が今度は部会に振ったりするわけですね︒

あるんでしょうな︑あるんだと思うね︒それは政調会長に

か︒それとも︑例えば大平さんから﹇下りてくるんですか嗣︒

藤波

佐道

それは扱い方が変わってくるでしょうね︒

シップでかなり変わってくるということですかQ

﹇対して﹈あるんだ︒

すということだ︒
伊藤

藤波

先生は︑政調会は初めてでしたか︒

政審で︑ですか︒

藤波政審で︒

後藤

ちょっと待ってください︑ 政審と政調はどういうふうに違う

副会長というのは初めて︒

伊藤

藤波

んですか︒
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こういう方針でこれからやりたいとかおっしゃるのでしょうか︒

藤波

そうそう︑そういうことだね︒

融通無碍ですね︵笑い︶︒

関係がなくてもカを持っている人たちが出てきますしね︒

藤波

融通無碍ですね︵笑い︶︒

連絡を取ったりしない︒阿絆の呼吸だ︒

M8

部会長は？

部会長はずっとやっていた︒

政調会長という姿が濃く験っている︒笑わないで︑具体的にやって

私らの目からは︑議論する政調会長というよりも︑実行する

文教ですね︒

実行していくということは︑政調会で決まったことを︑例え
藤波

政調醐会長の日常の仕事というのも︑具体的に決まっている

﹇決まっているわけでは﹈ない︒露蔑党というのはそういう
佐道

いい雪竿茱で需えぱ融通無碍だQ悪い言葉で言えば︑何をやっ
平松

政調会では︑大平さんの政策研究会のグループとは連絡を取っ

武田

大平さんご自身は︑施政方針演説でもご自身が立ち上げた研

もっと大きな展開だ︒細かい議論ではなしに︑大きな立場で︑

とだから︒

総理総裁だからその方尚に行くんだなと思ってついていくというこ

藤波

はなくて︑もうちょっと細かい具体的な器になるでしょうか︒

めていくということになるでしょうか︒それとも︑そういうことで

いるわけですね︒そういうことを土台にして︑政調会でも議論を進

究会の中味に沿ったようなことをこれからやりたいとおっしゃって

俵道

たりするんですか︒

武田

ておるのかわからん︒ということだ︒

攣藤

ものだよ︒

藤波

わけではないんですか︒

武田

ば法案なり予算なりに反映させていくということですね︒

撰藤

いくわけだ︒それは一つの政治家の姿だね︒

変わると思うな︒やり方が違うからね︒少しは変わると思う
やはりりーダ⁝シップのある人だと違うわけですね︒河本さ
どことなく存在感があったね︒副会長といっても︑総務会の

あまり議論しないんですか︒
うん︒

調整︑ということですか︒
そうだな︑調整だね︒

副会長になると︑例えば文教部会の部会長との関係はなくな
そうそう︒﹇副会長は﹈何と侮の部会の責優を持つ︑という

河本さんというのは﹁笑わん殿下﹂とかいわれて︑

ないんだ︒

どこかを分擦するわけではないんですねQ

いくということだったな︒

伊藤
藤波

旧道

りとこ蔭分の主張とかをおっしゃったりする方だったんでしょうか︒

どういう方かよくわからないんですが︑実際は政調会とかではっき

一般には

ようなまちんとしたことではなくて︑会長の下で︑会長を補鉄して

藤波

るわけではないでしょう︒文教族ですから︒

勝藤

藤波

俸藤

藤波

二毛

ていたということがあるな︒あまり議論しないで︒

かだ︒霞分なりに大駆を待っている立場だと思うから︑ほどよく回っ

副会長になるか︑政調の副会長になるか︑副幹事長をやるか︑どれ

藤波

んはどうですか︒受け身の方ですか︒

轡藤

よ︒

藤波

部会長をやっていて︑副会長になって︑ 会長が誰であるかと
いうことによって︑致調のあり方は変わりますか︒

文教の部会長だ︒

藤波藤波藤

■北方領土問題等外交問題との関わり

解藤

いや︑関心はあるな︒私が﹇中型根派﹈事務総長になったと

北方領土問題はこのときだけですか︒

園戦の謡がなかったんですが︒

藤波

交のことにいくつか触れられているんですね︒昭和五十四年二月︑

武鶏

ね︒それはいまになってみると︑方向がだいぶ間違っていたんだね︒

人がついていくわけだ︒衆議院と参議醗で一人ずつだ︒新聞記者も

ソ連に行くという﹇昭翻六十三隼﹈︒そのとき私と桧垣徳太郎と二

き︑弓クル⁝ト事件が起こる前︑中曽根さんが総理を醇めたあと︑

三流ぐらいでしょうか︑北方領土の問題について書かれているんで

北方領土を返せといった中嘗根さんの主張は函白いなと思って︑ビ

このころの﹁ふじなみレポート﹂を読んでいると︑先生は外

すが︑先生が銘方領土あるいはソ連との問題に関心を持たれたのは

クビクしながら聞いておった︒ビクビクしたというのは︑ロシアで

空気だった︒スタ⁝リンが書っていることは間違っていたというこ

この髄にはなかったなと思います︒何かきっかけがあったのかな︑

※﹁ふじなみレポート﹂第二十六号﹁外交の展開﹂︵紹和五十匹年二月目

とを︑中差根さんが言うわけだ︒桧垣徳太郎と禎を撰っ張り合って︑

殺されるんじゃないかと思ったからだ︒ピリピ弓していて︑そんな

には︑二月二十日の衆議駝本ム黙議でソ連によるクナシリ︑エトロフ

じきにやられるんじゃないか︑と書っていた︒﹇三分は﹈事務総長

と思ったんですが︒

島での軍事基地建設に抗議︑北方領土返還を要求する決議が採択さ

をしていたな︑あのときは︒ずっと﹇北方領土への閣心は︸あった

このポリャンスキ⁝・ソ連大使なんていうのは︑金然ご記嬉

一入の講師にしか過ぎません︒ずっと後になるけれど︑事務

総長のころに露昆党の安全保障の調査会長をして︑そのときに曝中

藤波

はないですか︒

伊藤

んですね︒

れたと書かれている︒また翌月号︵第一一十七号コ花ひらく﹂︶では︑

新生クラブにポリャンスキー・ソ逮大使〜行を擢いて意見交換した
ことを二二しており︑そこで萩猛クラブ側は﹁クナシリ︑エトロフ
の軍事基地を撤去して領土を返還せよ﹂と迫ったのに対し︑ソ連大
使側は門明らかにソ旧領で︑我々の領土に学校を作ろうが︑軍藩基
地を作ろうが我々の自由だ﹂と反駁したという︒

さんの日本列島改造を手本にして︑毎選 醐ずつ勉強会をやった︒

三生クラブの仲間の申に︑鳩川から娼た︑名前がわからん︑

藤波

総まとめに︑赤坂東急でその調査会の打ち上げのセミナーをやった︒

そのときにプリマコフに来いといったら来た︒そのときにプリマコ

三木派の者がおった門←面汚正則﹈︒それが関係があるんじゃない
かな︒

ない︒

日本人は駄冒だな︑とそのと毒思った︒安全保障の︑こんなに世界

問﹂と言って︑次から次へと立って言ったのは北方領土間懸だった︒

フは︑新しいロシアの方向を打ち出す気持ちを持っていたんだな︒

新生クラブでポリャンスキー・ソ連大使を呼んで︑講演を聴

藤波

領土を返還しろと︑薪生クラブでかなり迫ったということも

武国

武霞

の潮流の変わるときに︑当事者のプリマコフが来ているのに︑そん

だけれども︑法眼晋作以下︑そこに集まってきた連中は﹁質問︑質

書かれているんですけれどね︒それで議論が非常に自熱した︒そし

なことを一書も言わないで︑北方領土の諾ばかりするから︑しょう

いて意見交換をしたということですが︑何かご記憶はございますか︒

てこの大熱戦は近日予定の第二畷戦に続きますと書いてあって︑二
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またそのときに伺います︒

これは向こうからの紹待ですか︑

緒に行っていると思うな︒
伊藤

れたんですか︒

それともこちらから申し入

いや︑向こうからの招待だろうな︒孫平化じゃないか︒

それは毅生クラブに向けて︑ということですか︒

一応向こうも少し評癒したということですね︒

そう︑そう︒

じゃあ︑

そう︑そう︒

実際に北京と上梅に行かれたようですが︑当時の申国をこら

そうですね︒印象としては︑まだまだこれからの国だという

んになって︑ いかがでした︒いまとは全く違うと思うんですが︒

藤波

これは三和五牽型置ですから︑いまから二十奪以上前ですね︒

感じですね︒

伊藤

まだ門この訪問をしたころは﹈変わっていないですね︒まだ

中国が大きく変わりだしてからも︑まだ十年かそこらですからね︒
藤波

藤波

伊藤

この昭和五十四︵一九七九︶年という年は︑大平さんが訪中

ええ︑そうですね︒

走時だとまだ工人賑＝包という感じでしょうね︒

まだの国だ︑という感じですね︒

佐道

されて︑中国の借款が始まる年で︑その意味では圏交正常化後の6

中腿係の︸つの簸艮になる蕗常に大きな年だったと思うんですが︑
藤波

このときに行かれた訪中団の口角は︑どういうふうに決めら

あまり意識はない︒

そういうこともあったんでしょうか︒

武繊

誰が行くかといって根談して︑誰と誰が行こうということに

れるんですか︒

藤波

これはお金はどうしたんですか︒

なって︑行くということですね︒
伊藤
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がないなと患って︑会長として壇の上で聞いていた覚えがあるな︒
揮藤

いま言われたソ連との関係ですが︑これまで鰐外的な問題と

蟹新生クラブの訪中団
儲藤

いうことには︑先生はあまりお触れになってこなかった︒これに続
いて︑薪生クラブの人を率いて中国に行かれますね︒だんだん外に
昌が向くようになってきたわけですか︒
※藤波氏は昭和五十華年六月十五澱に︑新生クラブ訪中団の団長とし
て中国へ歯発︑二十五日に帰圏した︒謬震林全人代副議長︑張香山︑
肖向前︑孫平化と会談︑その他胡啓立︵中蘂全国青年連合会霊席︶︑
練災害︵金人代代表︶︑黄世明︵政治協薩会議委員︶︑陳錦華︵上海
市革命委翻主侵︶︑林引墨︵全量婦人連含二三・王席︶らと会った︒

また北京大学や小学校︑幼稚園︑人民公社︑農家︑上海の紡綾工場︑

労働春佳宅などを訪問している︵﹁ふじなみレ珠ート﹂第三十号

そう雷われれば︑外に欝が向くと皿養うよりも︑さあやるぞ︑

讐中国訪問Lより︶︒

藤波

という構えがだんだんできてきたんじゃないかな︒外との関係をど
うするか︑という問題が少しずつ浮かび上がってきて︑それを解決
外交問題に取り組むための姿勢というかゆとりができてきた

して進もう︑ということだったんじゃないかな︒

俵遂

ゆとりというよりも︑政治の取り組む姿勢が現実味を持って

ということですかQ

藤波

六月に訪中団を組むのは︑藤波先生のお考えですか︒

きたということじゃないですかね︒
武田

野照書が﹇薪生クラブの︸事務局長でおったからね︒彼も一

r

藤波

僧藤伊藤伊藤
藤波藤波藤波

藤波

趣藤

向こうでどういうところを見るとか︑そういう打ち合わせば︑

飛んでいたQ

このときはもう北京まで飛行機が飛んでいるわけですね︒

自分たちで与したでしょう︒

藤波

伊藤

そうです︒それが問額だ︒

むしろそっちの方ですか︒

いというのが第一だからね︒

藤波

訪中団は全部で十名ぐらいですかね︒﹇﹁ふじなみレポート﹂

が︑その関係はおありだったんでしょうか︒

佐道

平松

武霞

平松

藤波

佐道

藤波

ない︒

上海というのは︑このあと窯由製鉄所ができていくわけです

ひょっとしたらおやじさんの閲係かもしれませんね︒

こんな前から﹇麗係が﹈あったんでしょうかね︒

日中協会の会長をやっていらっしゃっていますね︒

あまり詳しく知らないな︒

野醸さんは中国とはどういうパイプがおありだったんですか︒

野陰がやっただろうね︒

たわけでしょう︒

伊藤

藤波

ことでもないな︒

番だな︒

藤波

嶺時だったら︑田川﹇誠乙さんなんかが︸所懸命やってい

こうという一Q

佐道

そうですね︒

玉生﹇孝久﹈さん︑西田﹇司﹈さん︑小島﹇静馬﹈さん︒

さん︑最上﹇進﹈さん︑愛野﹇興一郎﹈さん︑石橋﹇

第三十号を参照しながら﹈野環さん︑大石﹇千八﹈さん︑山晦門拓﹈

いろいろ会ったんだろうけれど︑私は弱年が伸良くなればい

武田
武霞

藤波

じゃあ上海では弼をごらんになりましたか︒

藤波

松村謙三さんとかね︒ああいうことをやろうという気はあま

藤波

野田さんがされたんですか︒

伊藤

いろいろなところを見たけれど︑宝由製鉄所みたいなことで

堺藤

ご自身で︑これから中国の問題にこれから積極的にやってい

あのころは仲喪くすればいいと思っていたんだな︑それが一

弥﹈さん︑

藤波

一般酌に見

はないな︒特劉な問題で行ったということではなくて︑

りなかったわけですか︒
なかったですね︒

ただけだな︒

藤波

何か北京とか上灘で︑いまでも印象に残るようなところはあ

伊藤

このころの﹁ふじなみレポート﹂を読んでいると︑先生はい

ろいろと︑日本とアジアの腿係についても書かれていて︑アジアと

武田

ない︒

の平淘が大切だとか︑日本はアジアを心急にしているんだから︑そ

りますか︒

籐波

﹁ふじなみレポ⁝ト﹂を見ると︑ちょうど全人代の麗会中だっ

のお考えでしょうか︒

武田

そうですねQ

ういう立場を理解されるように東京サミットでも言うべきだという

藤波

いっから︑アジアということを言われるようになったわけで

たようですね︒かなりいろいろな方と会っているようですね︒それ

伊藤

ようなことを書かれていますね︒こういうことは︑先生のもとから

に会っているかな︒会ってはいないかなQ

藤波

ここ﹇﹁ふじなみレポート﹂﹈には﹇書いて﹈ないですね︒

すか︒

で若い指導者層に会いたいと先生方は希望されていますね︒

武繊

印象に残る人はいますか︒

今度代表になった胡錦濤なんかそうだろうな︒胡錦濤なんか

僻藤
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藤波

それはそうでしょうが︑アジアというと︑ちょっと独特の感

アジアはアジアだ︒
ですか︒

武田

藤波

そう︑そう︒

たちとの腿係というのは築いていかなければならないですね︒

櫻藤

先生はこれまでの感じではあまり外との関係ということは繊

将来︑上の方を冒指していくとすると︑やはり外国のりーダー

あったんだけれど︑﹇サクルート﹈事件を契機にプツッと切

れちゃったな︒ア⁝ミテージとか︑ああいうのにしても葬常に近く

藤波

佐道

それは忘れないでおいて︑そのときに懲いましょう︒それで

その前︒

それは嘗房長官時代ですか︒

て︑物を言っていたんだけれど︒

伊藤

は政厨の話にい奏ましょうか︒

このころ︑大平内闇も党内のごたごたで成立したんですが︑

薩大平内閣期の政局と新生クラブのメンバー
武霞

どういうふうに先生はそのころの政局をごらんになっていたかとい

やっぱり角福戦争以来︑党内は罵じことだろうな︑角と福の

うことを飼いたいんですが︒

藤波

戦いみたいなものがあって︑大平さんもかわいそうに︑その中に巻

大平さんは巻奏込まれた︑ということですか︒

き込まれてやっているな︑という感じだったな︒
佐道
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その後︑中圏とずっとつき合っているということでもないん

伊藤

騨藤

弓クルートという事件が︑人闇関係をプツッと靭っちゃった

ありますよね︒

てこなかったと思いますが︑アメリカとの関孫は何か特駝なものが

藤波

先ほど戦後政治の総決算というお話が出ましたが︑そのころ︑

ございますか︒

じがありますよね︒

特に思わなかったけれどな︒

藤波

あるのかもしれんね︒

からね︒

墨時中懇は︑ソ連との関係が悪くなっているんだね︒

国際政治︑国際秩序の基本が少し変わっていくという感覚はお持ち

藤波

悪いですね︒

だったんですか︒

有馬

ああ︑中ソが悪いか︒

もう一つ︑大平さんの政策研究グループで﹁環太平洋構想痛

藤波

僕は当時︑環太平洋とはいったい何じゃろうか︑と憲いまし

アジアということですと︑中園と瞬時に︑お隣の韓国があり

ない︑ない︒アジアの中に韓国というのも頭になかったな︒
一般的にアジアということを言っていて︑韓屡が特
溺にこうだということはなかった︒

それぐらいに︑

藤波

とは何か援点がありますか︒

朴正煕大統領が暗殺されたりすることになっていくんですが︑韓国

くしている時期でした︒そして七九年のちょっと後になりますが︑

ますね︒その前から金大中事件も引きずっていて︑かなりぎくしゃ

鶴遵

ましたけれども︒

たが︒こんな広い太平洋の周りを関係づけるのは大変だと思ってい

伊藤

しているのかなと思いましたが︒

も謳われていたので︑そういうこととも先生のアジアの発需は関係

武霞

當に対立的だったと思いますが︒

いまだってそんなに良くはないですけれどね︒この当時は葬

僧藤武傷藤
藤波園藤波
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まあ︑そうだな︒

あまり発言もしないでQ

予算委員会は覚えているね︒ずっと座っていた︒

先生はこのころ︑予算委賃をやられていますかね︒

ない︒

にも少し触れられている

伊藤

藤波

平松

藤波

伊藤

藤波

葎藤

藤波

伊藤

ならなかった︒どうしてだろうな︒

い︑ということにはならなかったわけですね︒

伊藤

一番近いのは河野さんとか西岡﹇武夫﹈さんとかで︑田川さ

そうですね︒あれは︑一緒に行かなかったということで伸違

当惑は讐に近かったでしょうね︒

そうだな︒

いまの自属党と保守新党の関係みたいなものかな︒

そうそう︒

自害党の一つの派閥だという感じですか︵笑い︶︒

新自宙クラブは別の政党だと思っていないから︒

でも瓢自由クラブは︑先生は個人的には親しいから︒

そうそう︒

与党の予算委員というのはあまり謡言しないですね︒

武田ちょうど大平内閣がで要るときも︑ ダグラス・グラマンの謡

藤波

そうなんだ︒委員の一人として座っていたという覚えがあるな︒

んはまた別ですか︒

んですね︒何かご記憶はございますか︒

が出てきて︑先生の㎜︑ふじなみレポート﹂

当時いくつかの委員会は︑与野党が撲近していますので︑委

ういう国会運営にはあまり先生は麗与なさらなかったんですか︒

本会議で逆転で可決されるという事態もあったと思うんですが︑そ

員長が野党という事態もありますね︒委員会では法案を否決されて︑

藤波

佐道

武田

藤波

ちんねん﹇月山口敏夫﹈とのつき合いも尊いんですけれどね︒

山口﹇敏考量さんなんかはどういう感じですか︒

そういう意味ですか︒

磁廻さんは燐だ︒おじさんだからな︒河野のおじさんだ︒

そんなに突っ込んで︑こちらから働きかけをするとか︑そん

当時の野党の動きなどで︑侮かご記憶のことはございますか︒

会の代表選手みたいな男で︑先輩の石瓦博英というのが行くと決まっ

込んでいる︑高山のそばに︒小島静馬というのは章稲田大学の雄弁

しなかったな︒国対委員長になって︑製図頬策というのはこ

藤波

藤波

て︑コ石磁博英来たる﹂ということで大々的にやった︒小島静馬の

県会議員の選挙のときだな︒そのときに急に行けなくなって︑その

なことはなかったね︒

でも新露量クラブは︑中道政治といっていましたね︒

僻藤

岡は文教だし︑河野潜とは人賜的な友情だ︒碧潭一寿も文教だ︒有

代わりにちんねんがやって来て︑私が国会議員として行くわと雷つ

膿︸寿は九弼の私立学校を運営していて︑その学校にも行ったこと

実際に動くよりも︑あいつらは理屈が多かったからな︒自誓

佐道

がある︒太宰府だ︒

藤波

すね︒実際に畏社党とか公明党とか︑このころから中道連立とか自

山口さんは︑人柄としては先生はお好意ですか︒

た︒その頃からだから︑ちんねんとの腿係は欄人的に古いんだ︒西

民党との派腿的な連立とか︑いろいろな動毒を見せ始めている時期

伊藤

﹁ふじなみレポ⁝ト﹂には祇会党のこととかも書いてありま

でもあるんですが︑規鍾覚とか公明党との動きとか特にないですか︒

まあ︑あいつはリクルートでやられて︑それからあとの誘だ

ない︒

藤波

党は二号はあまりないよな︒長いことするということだ︒

武霞

静岡県に小島静馬というのがおって︑いまはもう岐阜の由奥に磯っ

藤波藤波藤波H波

んな世界があるんだなと思ったぐらいだQ

伊藤餌藤｛界藤武藤
藤波
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が︑結婚式で西岡武夫とか由口ちんねんとかと一緒になったら︑そ
の二人が﹁藤波さん︑ぐずぐずして︑また肖戻党に戻るとか︑いろ
いろなことを書口っているから駄目なんだ︒世の中グルッと回転して

いくんだから︑思い切って変わった方がいいよ﹂というようなこと
をさかんに書つたことがある︒﹁おまえら︑ぶつぶつ書うな﹂と私
はいった◎

ぶつぶつ書うな︑と言うとおりになったんだ︒西岡武夫は参議院
に当選してきたけれど︑自康党で当選してきたな︒﹁西而圃署︑よかっ

たな﹂といってお祝いしたら︑﹁自民党からもういっぺん︑僕は衆
議駝でやりますからね﹂と言うから︑﹁余分なこと考えんで︑自由
党で参議院で行け﹂と西岡に言ったことがある︒あいつは杓子定規
だ︒由臼ちんねんは︑定規がなさ過ぎる︒西岡武夫は定規にこだわ
穴冠
ずっと親しいんだ︒

でもある時期は葬鴬にお親しかったわけでしょう︒

りすぎる︵︸跨笑い︶︒

藤波

俵道七〇年代後半のこの時期︑由口さんは新隅肉クラブの中でも
持っていると思ったことはなかったな︒

かなりの実力というか︑指導力を持っておられたんでしょうか︒
藤波

陣藤凶口さんは自民党に帰りたかったんでしょう・

．

藤波帰︒たからどう・ていうことはないし︑帰らなくてもどうっ
なんといいましょうか︵笑い︶︒

ていうことがないという三二だ︒自由奔放だよ︒
俘藤

慶新しい文化創造と地方
伊藤さ︒きちょ・と藷奮ました羅五志茜月の努統

選挙では︑遍方の時岱というこ嘉さかん三一募れるんですが・

この地方の時代というのはどんな感じだったんですか︒何か特劉な
藤波

﹁いまこそ地方の時代だ﹂というようなことをさかんに言っ

一般論として︑でしょうな︒

ことがあってそういうことが言われたとは思えないんですが︒

伊藤
藤波

先生はこのころ︑まだ三重県の票連の会長ですね︒

地方でしょうね︒

たわけですが︑スロ⁝ガンですかね︒︑

武霞

票速の会長といっても︑票会議員の選挙とか国会議員の選挙

藤波会長をやっているか︒
伊藤
藤波

県連の会長というのは︑知事さんとの関係はどうなるんですか︒

そうだな︒

がなければ別に用もないという感じじゃないですか︒

伊藤

藤波県連会長だから知事とどうだという関係は全くないな︑三重
横藤

どうっていうことはないな︒漿達会長だから知事といいとか

そうですが︒あれは全く溺系統ですか︒

票の場合は︒

藤波

藤波

伊藤

購に悪いわけではない？

そうだね︒田中覚とか田潤亮三も自民系ですね︒

でも三重漿はだいたい知事は自渓党系でしょう︒

悪いとかということはないな︒

伊藤

藤波東大や東都大学を干ているから頭はいいしな︒頭はいいわ・
揮藤

役人上がりだな︒

役人上がりですか︒

役人だ︒

藤波

夢藤でも知事というのはかなり力を持っているんでし・う・地方
では︒

藤波持っているね︒

三型その知事を誰にするかという候捕を決めるのは︑梁連も栢当

124

関わるな︒だけど三重県なんかの場合は完全に決まっていた

関わるわけでしょう︒

藤波
からな︒田中もそうだし︑照辺もそうだ︒
決まっているというのは︑どこが決めるわけですか︒

像道

地方の時代ということでいいますと︑大平さんの構想でも田

園都市構想に関心を待たれていたということですが︑中央と地方の

関係は変更の余地があるというような関心もお持ちでいらしたわけ

ですか︒交付税のあり方とか︑地方霞治体が物を決める権⁝鰻のあり

中で︑あまり波翫もなく︒

しい︒三重県のためにというのか︑一二重曝をほかの粟よりもよくし

藤波

方とか︒

どうしょう︑というようなことはなかったな︒

ていくということは︑三型爆から出ている国会議員の大きな役目だ

周りだな︒

だいたい役人上がりというのは︑自治欝系統ですか︒

と思っていたから︑そういうことになるんでしょうな︒
伊藤

絶えずありますひ

地元からのいろいろな陳情は︑絶えずあるものですか︒

活力という意味でね︒撃力のない地方というのはない︒おか

農林省だった︒土中や田川は農林官僚だった︒

藤波

それは聖算の会長には特に多いですか︒

知事選のときなどは礁援をされるんですか︑票連会長として︒

武団

いや︑県連会長が特に多いというか︑零墨議員だからあるん

県連会長としては︑例えば県の大会なんかに行くと︑三入ぐ

らいの一人として物を言うとかね︒それはあるな︒口曳会長という

藤波
だな︒

のは︑周りから見る目はえらいんだけれど︑本人はえらくないんだ︒

あいつらは役人だから︑うまいことやっているな︑と思うね︒頭は

そんなことはないんだ︒持ち翻りということになっているけ

県連会長というのは基本的に持ち執りですね︒

を与えて自主性を強くしてあげようということです︒そうなった場

的な臓卜の問題で︑いまの議論は︑地方自﹇治体にかなり大きな財源

議論が進められていますね︒その申での大きなテーマは地方の自主

過去の謡ではないんですが︑いま中央・地方関係の見痘しの

そんなことはない︒

合︑これまででしたら屡会議員の方がかなり予算獲得でも影響力を

俵道

やはりそのときの豊麗係ですか︒

行使して配分をして︑ということがあったわけですが︑その部分が

いいしQ

そうです︒

例えば予算編成のとまなんかでも︑陳情団は来ないな︒

少なくなるわけですね︒いまの改革が本当にそのままの形で行くと
藤波

そういうことになりますかね︒

あまり長くやっていると恨まれるでしょう︒

重藤

そうすると国会議員の地方への影響力というのも︑いままで

したら︒

負事

恨まれるな︒

先生の﹁ふじなみレポ⁝ト﹂を拝見すると︑交付税がどこど

こ市のためにいくら決まりましたという報告だとか︑三重県のため
に予算を獲得するように頑張ります︑やっておりますという報轡が

この前の任期のときにやったと思うけれど︑国土政策で︑神

より少なくなるということになるんでしょうか︒

藤波

戸に震災があったあと︑第二太平洋国土軸というのができて︑新し

E

馳たびたびあるんですが︑先生のような国会議貫が︑地方との関係と
いうと︑そういう予算の獲得に尽力することですか︒
国会議員はそうだな︒

1i2s

藤儲藤伊藤武藤伊
波藤波藤波田波藤
佐藤轡藤伊れ藤平
遵波藤波藤ど波松
一
伊藤
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い国土軸をつくろうという動きになってきた︒そのときに︑その会

ど︑地方の自主財源がない︒

伊藤

をつけ︑地方が主人公だということをいった︒そうだそうだと醤っ

う︒新しい情報網︑国際関係網など︑いろいろな意味で旧しい活力

ことだな︑と思うね︒財源をつくればいいと思うんだ︒

腿いていると︑小泉は大きな声で答弁しているけれど︑内容のない

藤波

地方の時代というけれど︑戦後ずっと一貫してそうですけれ

長をしている大分纂の平松﹇守彦﹈知事が新しい地方をつくるとい

て︑私は第二麟土竃の実現のために走り量った︒亀弁﹇久興﹈署が

伊藤

て︑新しい国土政策を決めた︒それを思い畠すと︑いまでも胸が躍

轡藤

政治家と岡時に役人が︑ですね︒

問題だな︒

藤波

役人は物を書わないな︒

中央で持っている財源を地方に分けないといけないわけでしょ

それはっくればいいんだ︒小泉がつくればいいと思うんだ︒

国土庁喪窟をやっていたから橋本内閣だ︒それで三月の年度末のぎ

るような思いがするな︒萩しい地方をつくる︒新しい風で︑中央は

藤波

いまはそうですね︒言わないけれど︑黙ってやっていますよ︒

う︒

あまりしないで︑地域の時代をつくるというか︑地方の時代をつく

轡藤

黙ってやっているけれど︑本当にやっていないよ︒役人は︑

りぎりのときに︑新しい地方をつくるということをスローガンにし

るということだ︒

藤波

伊藤

それはそうですね︒自分たちの権益を守ることはきちんとやっ

ていない︒

結局は政治家が︑どれぐらい佐鼠を儀頼しているか︑という

いる︒﹁三遠窮信鳳といって︑三河︑遠撰︑南離州は馬鹿にされて

霞本の国のためにどうしたらいいかということを本当になってやっ

例えば︑便勢湾口道路というのが私の大きな政治の課題になって
いる地域だ︒馬鹿にされているというのは︑罷張に頬して三河が馬
鹿にされている︒静際に薄して浜松門遠娯﹈が馬鹿にされている︒
信州でも中心の借州に対して南信州が馬鹿にされている︒一二遠南信

そう︑旛⁝益を守ることはやっているQ

ていますよ︒

藤波

小泉さんになって︑地方の問題は影が薄くなったという感じ

というのがそれだ︒それを三重県でいえば︑中尊︑北勢の四B市と
か津が中心で︑伊勢なんか罵鹿にされている︒それが一緒になって

佐道

伊藤

藤波

神奈州は地方じゃないよ︒関東圏だ︒

しかし神忙裏だって地方ですよ︒

わかってないんだ︒アホだから︑あれは︒

伊藤

地方の時代はそれとして︑いよいよ昭和五十四年九月に解散・

幽圏十善抗争のころ

藤波

がしますね︒

やれば︑塾しい文化ができるな︑というのが私の気持ちだね︒

だから︑そこで橋を架けるという佳事があるんだけれど︑いまは
四国へ三本も橋が架かっている︒知らない間に架かったんだ︒それ
ぞれ勝手に続けたことだ︒暗黙のうちにみんなの政治⁝目標として︑

餌勢湾口道路というのはまだ建設審︑国土交通省でも生きている︒
私の周りの者はみんなそう思っている︒それには薪しい文化を創ら
なければいかん︑という思いだ︒薪しい地方に新しい文化を創る︒
そのときの平松の晶爵葉を活かして︑いまもそう思っている︒弼も橋

を架けるために書っているのではなしに︑新しい文化を劇るという
ことで︑地方の時代というのはあると思うな︒うん︑あると懇う︒
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その選挙の前に︑大平内観で付加価値税問題の案があって︑

総選挙ということになって︑先生は五回羅の当選をなさる︒
佐道

滑り出しは貯調だったのが︑かなり与党内の批覇が出て︑大平内閣
がもめるということがありました︒それがこの選挙にも影響してく
るんですが︑大平さんが毅しい税金を言われて︑それを選挙で信を
問うという謡が進んでいくんですが︑それはどういうふうに思って
いまはもう完全にミスター大蔵だから︑ミスタ⁝大蔵が大蔵

おられましたか︒

藤波
省の役人に騙されたな︑という気持ちだね︑いまは︒中曽根も騙さ
れかけたね︒それで竹下で成就した︒大蔵の役人というのは悪いか

その事務藤はなんのために必要なんですか︒

連絡のために︒

情報を双面して︑ですか︒

そうそう︒

そういうところには︑派の中堅幹部が集まっているわけですか︒
そうそう◎

中曽鰻さん以下？
そうそう︒

そうすると︑先生も中堅幹部になられた︑ということですか︒

そういうことですね︒大麗待ちだ︒

先生ご自身は︑心情的には大平さんをこれまで支持しておら
れたと思うんですが︒

〜番頭がいいけれど︒

タイミングが悪かった︑時期ではなかったということですか︒

すね︒先生ご自身のお考えとしては︑大平さんはこのときに責任を

佐道

違うね︒大平はやるべきだ︒

取ってお辞めになるべきだというお立場だったんでし．

青嵐会は福爆派の別働隊だからな︒騙されたな︒

揮藤

藤波

続けるべきだということですね︒

藤波

もならんわけですからね︒そういう新しい税金の問題を出せば︑評

佐道

難癖をつけて︑総理総裁を辞めろ︑という方がおかしいと思っ

でしょうな︒税金を取るということに対して︑少し傲慢だっ

判が悪くなるのはあたり前ですね︒それでこの選挙では安定多数を

藤波

藤波

とれなかった︒安定多数をとれないということで︑大平は辞めろ︑

ていたな︒

この選挙結果は︑大平さんで負けたことは間遜いないわけで

という話が出てくるわけですね︒それがいわゆる﹁圏十日抗争﹂と

中室根派の空気はどうだったんですか︒

佐道

言われる騒ぎの発端になるわけですが︑この贋十日抗争のあいだは︑

解藤

やっぱり岡じじゃないかな︒一般的にはね︒

しかしいまになってみれば︑消費税をやらないことには弼と

先生はどういう立場をとっておられたわけですか︒

藤波

数字から見るとかなりの敗北になるわけですが︑先生ご自身

うか︒

藤波

俊道

藤波

依道

藤波

このとき中警根さん自身と︑今後どうするかとか︑大平さん

翌薙か︒

翌隼ですね︒

安心だ︒そのあとにもう一回あるな︒

は︑このときは選挙は安心というか安泰だったんですか︒

派閥の話になりましたね︒

伊藤

この四十日抗争のあいだだけですか︒

武田

いままであまり派閥の仕事をされてこなかった先生が︑突卿

武田

墜十日抗争のあいだだけだな︒

いたんだ︒

そのあいだ︑ホテル・ニュ⁝オ一層ニの密窪に中曽根派の連

絡所が設けられて︑私はだいたいそこにいたね︒派閥の仕事をして

たんじゃないかな︑政治家が︒大平だね︒

らな︑

佐藤揮藤伊藤伊藤解髪僧
遵波藤波藤波藤波藤波藤

藤波
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亡くなったイノウエという新聞記者がおって︑それが中に入っ

それは何のために会っていたんですか︒

薪聞記者もそこにいるんですね︒

藤波

三島

藤波

どっち郷につく︑なんていうことを最初から言うわけはない

様子を見ながらだね︒

でもこういうとまは︑なかなか最終的な決定をしないんでしょう︒

そうです︒

ない︒繊中・大平みたいな特別な友清で結ばれたものは別と

やはり様子を晃て︑勝ち馬に乗らなければしょうがないわけ
藤波

勝ち馬に乗ったときに︑ポストなりをどれだけもらえるかと

そうそう︒

藤波

それは大臣待ちである藤波先生にとっては死濡の問題でしょ

そのことが問題ですね︒

伊藤

藤波

寧藤

藤波

いるぞ〜︑ということを示すんですね︒でもなかなか難しい

存在で示していくんだ︒

でもどういう努力をするんですか︵笑い︶︒

しかし努力しなければいかんからな︒

う︒

伊藤

いうことが問題じゃないですか︒

伊藤

でしょう︒

伊藤

して︑そう単くから養うわけではないな︒

藤波

でしょう︒

揮藤

るわけですか︒

逆に中曽根派がどう考えているかということを伝えたりもす

そう︒

中曽根派連絡所︑というものですか︒

秘密の場所ではない︒連絡所だ︒

燐に秘密の場所ではないんですね︒

そこにいるんだね︒

武藤鐸藤伊藤武
田波藤波藤波田
ですね︒
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のあとをどうするかというお話をされた記憶はございますか︒
藤波

て︑大平さんの秘書と私とで︑よく籔を食っていた︒名前を忘れた
な︒大平さんの原稿はほとんどそいつが書いていたんだ︒京都新露
の︑何とかいったな︒だいたいそういうときには薪聞記者が入って
くるんだ︒誰かと入腿関係をつくるとき︑独特の入脈というのは薪
武田

何のためにではなしに︑なんということなく会うんだ︒その

聞配春がつくるんだ︒

藤波

下地があって︑大平さんと藤波孝生とは非常にいいということになっ

て︑私が一所懸命になって大平さんと打ち合わせをした︒中曽根さ
んと大平を結ぼうと努力するわけだ︒努力して︑﹁中曹根さんがこ
う言ったら︑大平さんはこう答えてください﹂というようなことを
書って︑うまく言ったかなと思っていたら︑電謡がかかってきて︑

﹁おれは言うたけれど︑中蓉根書は言わなかったよ扁ということに

番というのは︑死んだふりをして何かをするとい

よくぶつかるんです︒

例えば﹁大死

うことだから︑大死〜番と言っても気にするな﹂と書うと︑大死︸
番というと︑三曲日根さんは本当に死ねと書うことだ︑というわけだ︒

おかしいな︑と思ったことがたびたびたびあった︒政治の詣という
ちゃんと役割を振っておいても︑なかなかその通りにはいか

のは︑また独特だね︒

伊藤

そうですね︒

ないんですね︒

藤波

そのニューオオタニでは︑ずっと座っているわけですか︒
いろいろな謡をしながらね︒

格好だけやることもあるけれど︑格好だけだ︒

外にあちこちに行って︑ということやらないんですか︒

藤伊藤偶
波藤波藤

藤波

難しい︒

伊藤新生多ブなんかも︑いるぞ〜︑ということの；でしょう・
そうですね︒

ある意味では︒

藤波

佐道先象︑身は︑その前の選挙で毒五一ですね・昆党の
通常の順奪︑だいたい六留ぐらいから大憂いうことから罵
早い︒

ると︑それでもまだちょっと早いですね︒
藤波

隷でもや︒ばり次笑宣ろう︑入閣だろうというのは・ほぼ
前から名前が出ているからね︒

ご自身も周りも思われていましたか︒
藤波

伊藤や︒ばり︑いっぺん名前が出るということは黍ぢ﹂となん
ですね︒

嚢大事な﹂とだ︒嘉だけ出すよ︑という・ともあるんだ・二
回ぐらいね︒欝されたなということを誰かが言う・名前が出れば
いい方だ︒

■申曽根派内部の動き
羅派閥は候響を何名も出すじ・ないですか・その中に並んで
ヘ

へ

もるとしうことが大事なんですね○
大事なんです︒決める方もみんな新聞を見ているわけだ・

ただ︑憲韻派内の当選回数序列というのがありますよね・

ある︑ある︒上の方は何圏でもやりたいわけだ・

去方もやりたいし︑まだな・ていない方もいら・し・ぞ・

牽制とか嫉妬があるんじゃないですか︶︒

藤波ある︑ある︒気にしていたらキリがないけれどね・

罐でもや︒ばり︑藤波のやつ︑と思・ている人がいるでしょう・

藤波ある︑ある︒政治というのは嫉葱の塊みたいなものだから
a笑い︶︒

伊藤

藤波

思わない︒

分裂まで行くとは思いませんでしたか︒

思わないね︒

佐道

割れることはない︒

劃れることはない？

ない︒

伊藤 露穫派は中雪根さんの統劇が効いているわけではない・

ろいろだ︒中警根がこうだ︑と露っても行かないんだ︒

修︑串爵︑ず︒妄えてみると︑いろいろなんだ・それぞれい

嚢ない︒渡辺美智讐大平と良か・たのかな︒奪宗佑・肇

ういうわけではないですか︒

伊藤申曽根派はかな輩くから︑大平と決めていたんですか・そ

藤波

までだ︑と患っていた︒

嚢終わりだ︒自民党というのはそういうものだな・決蒙着く

窪藤決着が着けばそれで終わり︑ということですか・

藤波

が︑これは分裂まで行くかと思われましたか︒

ですね︒実質的には良党が割れているというという状態なんです

んと︑農党から二入二上出て︑欝霧名を争つことになるわけ

佐道実際にこの四吉抗争のときは︑最終的災平さんと福田さ

（］

いや︑いないね︒

誰か調整蔑みたいな方がいらっしゃったんですか︒

大変です︒それは大変だ︒

そうすると︑これをまとめていくのは大変ですねQ

藤武藤揮藤
波乱波藤波

そうか︑薪聞にもリークしないといかんな︒

院揮佐伊藤
道藤道藤波

釜箪めにリスト上るわけですね︒そうすると派内で︵藩
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じゃあ︑いまおっしゃったような方々が︑それぞれに各派の

そう︑そう︒

藤波

親分が一人だけ︵笑い︶︒あとは︑いろいろな人がいる︒

いないんだな︒

藤波

轡藤

佐道

揮藤

佐道

重藤

藤波

藤波さんなんかは小さいボスでかか︒

そうそう︑大きなボスだ︒

渡辺奨智雄なんていう人は︑かな参大きなボスでしょう︒

小ボスがいろいろいらっしゃるG

そうそう︑大ボスだ︒

でも中雪山さんがボスなんですね︒

それで派閥をなすんですかね︒

いない︒

派閥内基盤ですか︒

をしたりなさっていた人ですか︒
そうですね︒

山中貞鋼さんというのはどういう感じの人ですか︒

山中貞則は一匹狼だ︑いまもそうだけれど︒

劉にあの人は子分がいるわけでもないでしょう︒

﹇子分はいないと﹈思うけれどな︒私の選挙鷺に来て︑藤波

会︑私の後援会の大会で︑﹁藤波はおれが引き受けた﹂と蒼って帰っ

佐道

山中派だ︵笑い︶︒

誰も頼んでない︵笑い︶︒

たけれどね︵一瞬笑い︶︒

鋳藤

平松・あ前も出て行ぞ︑漢・てきましたからね︵笑い︶・

俘藤露樋派というのは︑墨戻りの人もたくさんいるんじ・ない

ですかね︒渡辺美智雄さんも出たり入ったりしていましたね︒

藤波

武田

多少は特殊なんじゃないかな︒宏漉会とかなら︑もうちょっ

いやあ︑どうだろうな︒

中碧根派が特殊なんでしょうかね︒

藤波政治︒ていうのは面白いなあ︑そういう慈味でね・

伊藤

特殊だと思いますね︒

と統麟があるんじゃないかな︒
平松

佐道宏黎とか︑鉄の団結霧畠中派とかと比べると・中曽根

派はかなり異質な気がしますね︒当選麟数の軽い方々︑先生よりも

も︒と若い方々はかなり動揺されると思うんですが︑そうすると・

よその派閥から手を突︒込まれて︑ということもあるんじ・ないか

と思うんですが︑そのへんは大丈夫だったんでしょうかQ

まあ︑﹁︐不安定の安定﹂というようなものだな︵局笑い︶・

先生はうまい言葉を雷う︵笑い︶︒
ピッタリ来る︵笑い︶︒

そうですが︑不安定が常態であれば︑それは安定なんでしょ
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俘藤
そうそう︒

情報とかを持ってきて︑いろいろなことをおっしゃるわけですか︒
藤波

藤波

中善根派の番頭というのは誰ですか︒中蕾根さんのところは

伊藤それでこうしよう︑ああし よ う と い う ・
餌藤

儲藤

ようけおるんだけれどね︑上村千㎜郎とか︑バラバラだな︒

番頭がいないのか︒

藤波

佐道中曽根さんのために露韻さんを支えて︑という感じの人は

伊藤

いや︑ボスに入らないだろう︒

いらっしゃらない︒

藤波

大臣待ちですしね︒

伊藤幕薪生クラブを持・ているじ・ないですか・
武困

嚢そ・ついつ・﹂とで言えば︑謬のいい方はそうだけれく実際
撰藤

ああ︒

としては大したことはないな︒まだ自分のカがないからな・

藤波

佐道渡辺さんとか稲葉さんとか︑そういう方鐘の派聾も連絡

藤轡藤儀藤
波藤波遵電
極武伊藤
藤田藤波

大臣かおれは︑と思った︒﹁これから大事になってくるぞ︑この仕

かそんなことを霞って︑﹁労働省へ行けレという︒こっちは︑労働

妙に納得してしまいますね︵笑い︶︒

事は﹂と﹇大平さんは﹈言った︒大平さんに任せたからまあいいわ︑

うけれど ︵笑い︶︒
最終的に申雷根派は大平さんで行くわけですね︒・

一筆しかないんだ︒﹇私が︺文

部膏血次宮のときに︑いま﹇財団法人﹈修養羅の理事長をやってい

nそれまで﹈労働省に行ったのは︑

と思って勝き受けたんだ︒

これでまとまるんですか︒

そうです︒

まとまっ

振りをしないと派閥が危ないですからね︒

文部省は教育的立場でやろうとしたのか︑労働蜜はどうでもいいと

ておって︑労鋤雀と私立学校の教職員の保険のことで対立していた︒

が文部省の管理局長をやっ

齢藤

これは新霞由クラブに工作をして︑ということになるわけで

る安嶋弥一宮内庁の東窟大夫をした

俵道

言ったのか︒雪の晩に︑﹁政務次官︑労働省に行ってくれ漏と井内

﹇慶次郎﹈官房長が需うものだから︑雪の晩に安嶋を連れて行った︒

いや︑圏中六助がいたからだ︒霊長党の幹事長だ︒政調会長

藤波

﹇労働省にいたのは﹈リクルート箏件のあと参議院議員になった

そういうところとやるときは︑やっぱり幹事長ですか︒

が遠藤を囲んで向こうは対応したわけだ︒そうしたら向こうの言う

郎と大野明がおった︒その二人は私の一級上だけれど︑二人の先輩

遠藤﹇政夫﹈で︑その畷労致局長﹇←職業安定局長﹈だ︒橋本龍太

揮藤

そうです︒幹事長です︒断然︑幹事長です︒

ことの方が正しいのさ︒これはいかんな︑と思った︒嘘嘩しに来た

つもりだけれど︑向こうの雷うことの方が圧しいわい︑これはいか

ん︑喧嘩にならん︑と思った︒それで遠藤に︑﹁おまえ︑おれを文

いるんだ︒奥野誠亮というわけにはいかんから政務臣籍が来たのに︑

部省の罷式の遣いだとわかっているのか︒大霊の代わりの者が来て
武田

労政局長を怒鴨り敬らした︒門まあそんなに怒るな﹂と橋本と大野

上蒼を脱いで薄応ずるとは侮事であるか︒馬鹿にするな﹂といって

藤波

が言ったけれど︑﹁そんな馬鹿なことがあるか︑こんなやつを椙手

私は文部大麗だと思っていたからね︒電話で呼び出しを受け

て︑総理窟邸に行って︑部屋に入ったときには︑まだ文部大蓮だと

に話ができん﹂と言った︒そうでも言わんと収まらんものだから
?笑い︶︒

に言われた︒その頓のことだから︑一般論で弼をやれと言ったかな︒

くわけだ︒それだけど︑﹁労働大麗を引き受けてくれ﹂と大平さん

政務次官に大変失礼をしたという︒労政局長が上着を騰いで対応し

て︑﹁政務次官︑ご蕃労さまでした︒いま労働省から連絡があって︑

それで帰ってきたら︑井内はちゃんと文部省の玄関に畠迎えておっ

いな︑文部省と労働省と︑もうようけ残っていないな︑と思って行

思った︒谷垣専一がおって︑谷壇が文部大臣になるわけだ︒おかし

ういうことはどういうふうに︑いつぐらいから決まるんですかQ

先生はこの第二次大平内翻で労働大臣に就任されますが︑そ

鐘労働大臣に就任

藤波

るんだ︒提携をね︑中心になって︒

から幹事長になったんだ︒田中六助が忠勤鐡クラブとの合流を考え

すが︑そのときには先生はかなり動かれたんですか︒

た振りをするんだな︒

まとまるんだね︒まとまるかどうか知らんけれど︑

藤御藤聖書
波藤波藤道
大臣でもやって欲しいことがあると言った︑政治倫理かな︑まあ何
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た︑そんな馬鹿なことはないと思う︒労働省為体が怒っておるので︑

門というものは何でもやれるようにならなければいかんのだね︒そ

て︑自分の派閥で文部雀をやれと言われて︑文部大蓮は谷墳か︑と

のときはっくづくそう思った︒記者会見で谷垣さんが私のあとに来

鑑って︑大臣のところに行った︒奥野誠亮の家は自治神富の龍だっ

思ったのを覚えているな︑いまでも︒

政務次容︑謝意してくれ﹂という︒それで大臣のところへ行こうと
た︒奥野誠亮の家に︑雪の中︑安嶋弥も学内もみんな連れて行って︑

武田

野誠亮の奥さんは︑飲めとも言わん︒飲めと霞わないと︑大臣は上

藤波

平松

通ったんだ︒それでコ⁝ヒ；を出してくれたんだけれど︑奥

たしか通ったとおっしゃっていましたねQ

藤波

騨藤

藤波

とにかく中曽根派からの入閣候補のリストに入っているわけ

そうそう︒

呼び込みがあって︑行ってみたら︑ということでしょう︒

いや︑言わない︒自分で思っただけだ︒

私と武藤嘉文とね︒

ですね︒

伊藤

大臣の意志だったのと違いますか︒

なければわからんな︒族議員とかいろいろなことを書うけれど︑大

をしながら﹇記者会見場に﹈行った︒そうかそうかと言って︑聞か

三つぐらい警って︑それを書ってくださいというのを廊下で立ち話

たら︑﹁いい︑結講だ︒いいことだ﹂という︒それでいまの題題を

うのでいいか︑入間味のある労働行政ということを需うそ﹂といっ

会見で言うかどうか決めなければならん︒﹁人間味のある労敬とい

おって︑総理の執務蜜から寵春会見場に行くまでのあいだに︑記者

の東京の醗会長をしておる宮耀﹇知雄﹈というのが当時秘書課長で

︑うことを書わなければいかんと自分で思っていた︒いま私の後援会

それで︑侮を引き受けることになっても︑﹁人間味のある﹂とい

ただけだ︒

それで帰ってきたのを覚えておる︒労働蜜は︑そのときに㎜縢行っ

と周じょうな夫婦やな︑と言ったんだ︒家内が飲めといわんのだ︒

藤波大臣もそうだ︒﹁よう似た夫婦やのう﹂と言ったんだ︒大臣

平松

のを覚えておるわ︒奥野誠発の家内というのは︑そんな家内だ︒

誰も手が着けられんなといって︑雪の中をまたすごすご帰ってきた

お飲みくださいしと誉わないといかんのや︒飲めと言わないので︑

司なので飲めない︒置いていくだけではいかんので︑﹁まあどうぞ︑

最初のお謡では︑﹇大平さんは嗣文部大駆をお願いするとい

﹁労働省との諾はこうなった漏という話をした︒文部省の意見が通っ

うような話だったんですか︒

P

たのかな︒
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人ぐらい誰か入ったろうと思うけれど︒

労働行政というのはこれまでほとんど閥孫がなかったお仕裏
ですね︒

俘藤

●労働省関係の人々

はそういう意味では︑黙っておるけれど︑えらい人だと思ったな︒

委員長が務まったのは︑あのとき労働大臣をやったおかげだ︒大平

そうです︒しかし後で考えてみると︑茎葉長官とか翻会対策

それで労働雀とは思いもかけず︑ということですか︒

少ない︒三人だ︒

二人というのはちょっと少ないような気がするけれどな︒

あのときはもう

結局︑中曽根派の枠は二人ですか︒

若いところで二人だ︒武藤は農林大臣だ︒

たぶんもう一人ぐらい入っていたんでしょうね︒

藤騨藤僻藤伊藤餌藤
波藤波藤波藤波藤波
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ということをやるわけでしょう︒それを丹念に勉強されるというこ

くかくしかじかで云々︑今日の問題はこういうことでございます︑

俸藤

藤波

伊藤

藤波

だけど役所というのは︑ご進講というか︑周長︑次官からか

そうそう︒

これは勉強しなければしょうがない︒

なかった︒弼をするかわからなかった︒

死んだんだ︒それでもう表面に出ないということを畠分で思っていた︒

知覧のようなところにおったんだ︒ようけ︑自分の餓っているやつが

藤波

すね︒

伊藤

学部というのはいいところだなあ︑と思ったな︵一同笑い︶︒

くれたから︑それはよかったねえ︒すごくよかった︒早稲鎧大学商

その先生は飛行機乗りの整備士だったんだな︒いわば鹿児島の

そうですが︑先生は労鋤行政の一端を勉強されていたわけで

とになるんですか︒

先生は一泊隼かな︑亡くなったんだけれど︑その前に勲章をもら

おうといって話をしたら︑讐馬鹿なことをするなQおれは勲章どこ

なるんだね︒まず初めに︑労働省は旧内務雀だから︑営団に

挨拶に行ってくださいと雷うんだ︒労働省は旧内務雀だ︑それはえ

ろの騒ぎじゃないんだ︒死んでいったやつが多く︑おれは生き残っ

藤波
らいものだよ︒行く大臣と行かない大臣があるんだ︒臓内務雀とい
自治雀︶︑

たのが精一杯だ駄という︒全部ほかの先導のことや役人を頭に置い

厚生省︑建設省︶︑︵武田

うのは︑労働省と警察と︵伊藤

から︑﹁ああそうですが鳳ということで︑勲章の語は沙汰消えになっ

て︑表面に費して︑畠分は陰に隠れて原稿だけ書いていたんだな︒

饅頭屋が労働考かな︒経営者の方じゃないですか︒

た︒賞勲局から出してもいいと言ったんだけれど︑やめた︒そうい

そんなところだね︒それが↓つだ︒それから︑みんな職員が集まっ
極藤

経営者だけれど︑毎朝瞳時帯に起きて︑五時から饅頭の館を

偉い人だったんだ︒﹁そんなおれの生き方を知っているか﹂という

藤波

う先生だった︒

て大臣の訓辞がある︒それでおれは労働春だ︑饅頭屋だ﹇と言った﹈︒

炊いている．のは労働者だ︑という謡をした︒

原敬一︑これが事務次官だった︒それから窟樗長は中野サンプラザ

労働雀の役人はみんな知っていたんだな︒福田の車長になった桑

nゼミは﹈一番人数の少ないところに行こうと思った︒多いところ

﹇勤労者福祉娠七一財醐﹈の理事長をやった人﹇←谷目隆世心﹈で︑秘

早稲聡の四年生のときに佐降霜というゼミの教師がおった︒私は
に行ったら︑必ず自分で怠けるなと思ったから︑一番人数の少ない
話だ︒先生は誰だといったら︑佐早霜だ︒そこに行こうといって行っ

NHKの有馬真喜子という女の人とか牛尾治朗とかと﹇懇談会を発

勉強せないかんが︑自分だけ勉強するのは恥ずかしいといって︑

書課長は宮川知雄というコンビで㎝所懸命やってくれた︒

たら︑﹇ゼミ学生は﹈⊥ハ〜七入だった︒それはいいんだ︒東東都の

尾させた﹈︒大将は誰だといヶから︑大将は本田宗一郎でも入れた

ゼミはどこだといったら︑歓会保障論なんだ︒軍資閨大学商学部の

社会福祉事務所に行って︑失業者だとか社会保障を受けている人の

た︒そのときに十人ぐらいで議論してもらって︑人間味のある労働

らどうだといって︑﹁あんたすまんけれど︑まとめてくれ﹂と言っ

労働省で困ったなと思ったら︑その佐口車が労働省の学管だった︒

行政という中味を作って︑そこでこれからの労働行政の政策の方虜

数字をもらってきたりして勉強したより

学者で三人ぐらいの中の一人だった︒労働省にいろいろなことを頼

付けをしたんだ︒

それを私は﹁政策の苗代﹂といった︒温床だな︒そこで阿かまと

もうと思うと︑佐日卓という人に頼むんだという︒﹇佐口さんは﹈

﹁それはいいQおれのゼミの教え子が大臣になってきた﹂と君って
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闇盟

凹

めようと思ったら弼でも轟てくるような直覧をつくって︑議論をし
て︑それで初めて労鋤省はよそ並みの政策中心の考え方がでまるよ
環として労政を考

三月電導に液副の一審の判決があるといって︑﹇マスコミが私の﹈

あとを追いかけるものだから︑もう逃げて︑逃げているんだ︒四露

は東窟にいないことにしようかと思っている︒三月四日が一審判決

一つは大平総理の田園都市構想の

うになった︒

なんだ︒引っ張って引っ張って︑いまになったんだ︒導くやってい

藤波
よく来てくれましたね︒

そうそう︒知っておる程度だったけれどね︒

藤波

平松

じゃあ︑その前後は追いかけ團される危険性がありますね︒

撰っ張ればいいと思っているんだろうな︒

厳しいでしょうね︒

伊藤

藤波

遺言だと思えば︑話したことないこともみんな言おうと思っ

毎回︑藤波先生の名言があります︒

せっかく黙って十五年辛抱してきたんだから︒

轡藤

もうちょっとまじめないい話をしないといかん︒

そのほうがいいんです︒

・
藤波

いや︑政治の世界は僕らにはわかりませんから︒いろいろな

平松

武田

今日の﹁不安定の安定﹂も葬常によくわかります︒先生︑ど

霧命でしょうね︒

親分の役目かもしれませんね︒

︵終了︶

うぞご健康にお気をつけてください︒ありがとうございました︒

伊藤

とおっしゃいましたが︑あれは葬鴬に面霞かったんですが︒

この前も藤波先生は︑みんなで中曽根の悪日を言って懸結している

の方の誕を聞くと︑ほかの派閥とは違うな︑という感じがしますね︒

感じですが︑派閥の感じはちょっと違うと思うんですね︒中蕾根派

構造とか︑さっきおっしゃった串世の階梯とか︒それは似たような

方からお話を伺って︑それぞれ等方が全然違いますからね︒派閥の

伊藤

て︒そのときそのときで勝手なことを言っているものだから︒

藤波

へたなことでつかまったら厄介ですね︒

伊藤

がきつくなっている︒

た方がよかったな︒いまの方が司法の権飛意識があるな︒いまの方

えようということで︑本＄宗一郎に．頼んだ︒本・霞さんというのは三

重県の鈴鹿に大まな工場があるものだから︑どうっていうことはな
い︒﹁本膿さん績むわしと言ったら︑﹁おれがやるのか﹂なんて初め
は言っていたけれど︑﹁やってよ﹂と曇口って︑本団さんにまとめて
︑

労働省は︑それまで統一的な労働政策は欝っていなかったん

もらったんだな︒

佐道
ですか︒

藤波あったんだけれど︑特定の人が集まって議論するというよう
なことはなかったんだろうな︒

伊藤

よく来てくれたな︑いま思うとね︒死んでから値打ちが出る

有馬本霞さんは前からご存じだったんですか︒

藤波

人があるが︑本膿宗一郎なんかそうだ︑死んでから値打ちが出たな︒
労鋤行政といってもうんと広いじゃないですか︒

生きとるときはそれほどでもなかったよ︒
悌藤

いま名前が出た中野サンプラザを初め︑ああいう外郭麟体が

藤波広いな︒
伊藤

一斉に問題になっていますね︒炭坑離職者の舐から始まって︑いつ
一番中心になってやったのは︑葛藤﹇孝﹈というのがおった︒

のまにかダ〜ッと︒

藤波

サクルートでやめた男だ︒リクルート事件というのは︑株をもらっ
高石﹇邦男﹈︶︑高石にしても︑
一番いいやつだ︒だから江副﹇浩正︺はえ

たやつはみんな︑文部省の︵武岡
労働雀の撫藤にしても︑

らいものに目をつけているんだな︒
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それでは始めさせていただきます︒前回は︑大平内閣の発足

瓢労働界との接占⁝
伊藤

藤波

伊藤

藤波

ええ︒九段の議員宿舎にいたんです︒その晩に︑m伊勢から家

もちろんご家族もお醤びでしょう︒

嬉しいでしょうね︒

内が来るし︑遅くまでみんな喜んでいたのをいまでも覚えています
な︒

沸きに沸くものですか︒

たんですが︑初めて大臣になられて︑地元の反応はいかがでしたか︒

伊藤

藤波

そう思いますね︒

そうですが︒この前︑労働大臣に就任されたという話を擬つ

ないと思います︒

それはどういうことですか︒

そういう意味では非常によかったと思っています︒

そらく官房長官も国対委員長も務まらなかったろうと思いますから︑

こちで言われるんですが︑あのときに文部大臣をやっていたら︑お

ていた︒文部大駆の経験者として︑ということをいまでもよくあち

感じとしては窺えますな︒一般の人は﹇私が﹈文部大臣になると思っ

で労働行敢に当たろうという気持ちで野駈に入ったということが︑

次のヨに労働省に行って︑講堂へみんな集まって︑桑原門敬二

藤波

祝賀会をやったり︑そういう行事もやるわけですか︒

滋藤

のところをお馨しいただき︑そのあと﹇㎜九七九年十一月︑第二次

俘藤

やりますね︒同じ政調副会長をやっていた野呂﹇恭二さん

それは働く封〆を握当するのが労鋤省︒労働行政というのは

事務次宮が﹁若い︑いい大臣が来てくれた﹂という紹介をしてくれ

藤波

藤波

大平内閣で﹈労働大臣に就任されるというところまで行ったと思い

が同じ中選挙区で厚生大臣になって︑私が労働大臣になった︒そう

懸党との接点であり︑働く軽挙の題題です︒政治でいえば︑こちら

た︒第二次大平内閣ですが︑﹇大平さんは﹈労働省に対する思いの

いう意味では﹇大臣になった呼値も﹈半減するような感じだけれど︑

だけでやっていっても半分でしかないということが︑労働省に行け

ますQ今圃は︑労働大臣の時代から︑その次の鈴木内閣のところま

まあ陣営は喜ぶな︒前に︑科学技術庁の政務次賓になったとき︑田

ばわかるわけですね︒批判勢力と言い切るほどのことはないけれど︑

深いものがあって︑紬がり角のような感じで労働省をみていた︒総

中内閣で濁村元さんが労働大臣をやった︒門跡窪身は﹈政務次官に

対象が労働者︑勤労者であるという役願ですから︑そこでの扱いは︑

で行ければと思って︑質潤要項をつくらせていただきました︒その

なったので︑選挙はたぶん有利になるだろうと思って当てにしてい

大平総理大臣の政治を決めることになるぐらいの感じを持っていた

理自身がそういう気持ちでしたから︑大嶺としても非常に意気込ん

たんですが︑全部沼村さんに取られた︒やっぱり大臣というのは意

ことは︑自分でもわかります︒

前に︑前圓のお話に追加なさることはございますか︒

味があるんだね︒政務次官じゃ駄翼なんだ︒そういうことがそのと

伊藤

鯵藤

藤波何か︑霞民党の政治と反対派の政治がある︒反対派はみって

たか︒

労働大臣として︑これだけはやろうという目標を持たれまし

きわかっていたから︑みんな喜んでいましたね︒

うね︵笑い︶︒とにかく自分が支持していた政治家が大臣になった

もいいんだけれど︑どうも総評があって同点があって︑固まむ過ぎ

支持者の人たちは︑この次の選挙は大丈夫だと思ったんでしょ

ら嬉しいものでしょうね︒
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ですね︒

伊藤

そうです︑総評も︒

そこからかなり長いおつき合いになるわけですか︒

藤波

伊藤

ええ︒そういう雰囲気だったな︒

富塚氏が行ったんですね︒

行ったことがあるんですよ︒・

そうですね︑ないんですね︒

紳士でよかったですね︒労働界の薦白味は︑そういう達中が
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ている︑硬くなり過ぎている︒ある意味では︑総評官僚主義︑同盟
窟僚主義になり過ぎてしまっている︒だから︑もっと自﹇由闊達な論

で葬常に強い力があったと思いますが⁝︒あと︑労働雰で印象に

槙枝さんというのは︑あまり硬い人ではないですか︒日教組

議があっていいんじゃないかということだ︒総評の大会の案内も来

テレビ覇日の専務取締役をやっていた三浦甲子二というのが

残った人はおられますか︒

藤波

るんだけれど︑關盟の大会には字佐美﹇忠信﹈さんとかみんなおっ
て︑﹁いっぺん来いや﹂というので労働大臣として行って︑大会で

飯を食った︒ああいうのは︑懐かしいですね︒その席上で︑行って

いて︑その三浦さんの段取りで︑赤坂で蜜塚と還に一季ずつ会って

宇俊美さんはその前からご存じなんですか︒

来いといって飛行機の券をとって︑ポ⁝ランドのワレサのところに

挨拶したのを覚えている︒

そのときですね︒

宇佐美さんとか竪山門利文﹈さん︒

なったんですね︒

でも総評の事務局長をやると︑その次はもう議員になる以外
藤波

あれは﹁あがり﹂ですからね︒宇佐葵さんに対しての感じは
藤波

どうですか︒

伊藤

にないじゃないですか︒

伊藤

大きな立場でおれ﹂ということをよく霧つたことを覚えていますな︒

いうことを珂翻も言って︑﹁絶対におれは反対だ︑あんたはもっと

富塚三夫という人間からすれば︑選挙をやるのは辛いことだぞ﹂と

反鰐をして︑﹁それは選挙をやるのはいいけれど︑福島出寡だから︑

て︑そのあとに﹇蜜塚底が﹈唇会に出たんですね︒私はそのときに

れどね︒小霞原で社会党の書記長だったなんとかいうのが亡くなっ

藤波

さっきのお話で富塚氏が窓臼嚢々ということでしたが︑やは

総諄と同盟とでは︑カラ⁝が違うわけですか︒

一貫さんは労働界全体でもかなり電導があったわけですか︒

伊藤

伊藤
違いますね︒

佐道

そうですね︒

藤波

あの頃は総評のほうが大きかったと思いますけれど︒

ありましたね︒国会議員としてはまた劉の観点になりまずけ

り人間的にも親しくなられたわけですかQ

槙枝﹇元文﹈︑富塚﹇三夫瞬だったね︒槙枝は文部省のとき

伊藤

あの頃は大きかったですね︒数字では出ないけれど︑八薄二

の二手ですからね︒ 窟塚と︑心やすくなったのは︑一つの富分の窓で
したね︒労働界に対する窓が開いたという感じがあった︒

藤波

そうすると︑労働行政としては総評のほうに重点が行くとい

とか七対三とかいっていましたねQ
二戸

総評︑醐盟︑その他ということで︑固まり過ぎているという

うことになりますか︒

藤波

でも溺に︑労働蜜の側から交流を促していくという具合には

感じがありましたな︒

伊藤

しかし︑そういう気持ちになれば︑そういうふうにできるん

いかないでしょう︒

藤波

藤波

総諄は誰ですか︒

藤勝藤揮藤鯵藤伊
波藤波藤波藤波藤

みな持っていた︒ 同盟の連・甲はみな紳士でしたね︒そういう感じを
受けたな︒

宇佐蘂さんともよく会われましたか︒

宇縫

このお借りした資料篤労働行政執務資料駈を指す﹈は︑ど

※労働省﹇大乱立虜のほか︑各部局の懸案事項がまとめられている︒資

の段階でつくったものですか︒就任畢々につくったものですか︒

撰藤

■前大臣からの引継

槙枝さんはまた違うね︒屡労の委翼長は武藤﹇久︸だったか

そういうときは槙枝さんは一緒じゃないんですか︒

密塚さんの下で国労の委員長をしていたのは何といったかな︒

定例で会っておられたのは富塚さんだけですか︒

そうです︒

大臣塞で会ったりするわけですか◎

そうそう︒

すると労働雀に来るわけですか︒

そうです︒

美さんのほうから連絡をして﹁会いたい﹂と言ってくるわけですか︒

富塚さんの場合ですね︒宇佐蘂さんと会うというのは︑

三浦さんの場合は定例だった︒

でも︑定例ということではないんでしょう︒

そうですね︒

やはり月に一度とか︑それぐらいの頻度ですか︒

よく会いましたね︒

藤波藤波顧波iヨ

送ｿ﹄を見て﹈就任したときですね︒

〔『

だいたい労働省の仕事はこういうものですよ︑

そうですね︑そのときの資料だな︒

それは引継書みたいな形になるんですかね︒
初めのときだな︒

前の大霞からの引継書というのはあるんですか︒

別に31継書というのはあるはずだな︒

ということで

︑

それは︑こういうことはぜひ続けてやって欲しいとか一︒
書いてあるんですね︒

先生のときには何か﹇引継事項が﹈ございましたか︒
いや︑ない︒

前任者は誰ですか︒

栗原祷幸ですねQ

いちおう引継ぎの儀式みたいなことはあるわけでしょう︒
あるある︒

でも︑そんなに深く話し合うということではない︒

ない︒握季して︑奪真を撮る︑そのためのものだな︒

一逓り自を通されるわ

ああ︑重量を撮るためですか︒なんとなくわかるような気が
︵笑い︶︒

引継書というのは分厚いものですね︑

そうですね︒ご進講ですね︒

講されるんですか︒

けですか︒ それともお役人の方が来て︑早速いろいろな問題をご進

佐道

します

俘藤伊藤儲小償藤武藤揮藤醤藤武藤す俘藤
藤波藤波藤池藤波田波藤波藤波紙波か藤波
o

局長ですね︑だいたい︒

﹇ご進講に来るのは﹈各局の局長ですか︒

早いね︒

そのほうが手っ取り旱いでしょうね︒

藤轡藤僻藤
波藤波藤波

僻藤炉藤武藤武

な画意藤佑藤勝藤撰藤
。波藤波道波藤波藤波
料編6参照︒
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心慰

私の頃はあまり国会議員は来なかったな︒先輩には大野明さ

労働族というのはいないんですか︒

轡藤

先生が大臣に就任されたときは政争の真っ最申で︑四十巳抗

あまり族議員はいないのかな︒

簸欝無難驚溜熊影響があ︒︒んでしょう

争で自軍党の中が揺れに揺れていた時期ですが︑そういうことが︑

俊道

んとか橋本﹇龍太郎﹈さんとかいたけれどね︒

藤波

麟労働関係の与野党議員

験序を大事に思えば︑事務次官とか官霧長とかということだ

えばどういう人になるんでしょうか︒先輩の方ですか︒

書うわけですね︑若い連中ですからね︒

そヶいうことはあまり腿係がないな︒

あまりみんな︑労働行政には関心がないんですかね︒
そうそう︒

でも一応︑党には部会があるんでしょう︒
あるある︒

それは労働部会ですか︒

労鋤部会︒それと労政調査会だ︒森出欽司が労政調査会の会
長だった︒

それじゃあ森山さんと話す機会が多かったんですか︒
多かったですね︒

それは陳情ですかQ

陳情というより︑講だな︒
意見交換ですかQ
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大艶というのは人事権があるようで︑規実問題としてはない．

藤波

大霞になられたときはどうですか︒

そうですね︒

そうなんだね︒

な︒

伊藤
そうそう︑ないですね︒

藤波

藤波

本当はあるはずだと思いますが︑あまり役入の入事に欝を容

んでしょう︒

轡藤
文部省の政務次官として︑私がもし何か成功したことがある

れると反撃があるだろうから︒

藤波
とすれば︑先輩から書われて実行したんだけれど︑ほとんど毎晩︑

各局の課長とか係長の若い連中と政務次官室で飯を食ったというこ
とだね︒こんなこと初めてだということで︑初中﹇11初等中等教育
局﹈は初中︑大学局は大学局で︑五︑六人ずつ選手が来るな︒政務
次官室をレストランみたいにして︑ほとんど毎晩ウイスキーの水割
政務次宮室で︑ですか︒そうすると役人たちは︑この政務次

りでやっていたね︒

伊藤

儲藤

大駆のときは︑そんなことよりも秩序を大裏にしていたほう

官にやってもらおうと思うことを欝うわけでしょう︒

藤波

文部雀ですと︑課長クラスと食事をされたりして︑どういう

がいいと思った︒局長とか課長とかね︒

佐道

人がどこにいるのかということを先生は全部把握しておられたわけ
藤波

労働大臣は予想もしなかったポストということですから︑労

ですね︒

俊道

鋤省全体の役人の配置は︑就径されたときはよくおわかりになって
藤波

それはあとでいろいろな人に腿いたり︑あの人は何をしてい

いなかったわけですね︒

佐道

るか聞くわけですね︒そういう情報を授けてくれるような人な︑例

藤伊藤伊藤勝藤
波藤波藤波藤波

伊藤僻藤勝
藤波藤波藤

︷．営

藤波

はい︒できるだけ身を低くして︑いろいろな指導を受けに行っ

たけれどね︒人事院渇感の卜いとか︑そういうことがあるわけだ︒

取り過ぎるものは︑例えば林野の腿係とかね︒そういうことになる
と社会党の曝辺﹇誠﹈さんとか山口鶴男のコンビで︑自分たちのお

宝樹さんと直接会ったりする機会はありましたか︒

ものではない︑族としてあったんだろうな︒

藤波

揮藤

藤波

夢藤

委員会はそうです︒しかし︑ああいうのは委員会の形式的な

衆参では社労ですか︒

衆参を含めてだな︒

それは衆議院の謡ですか︒

る︒

伊藤

藤波

ね︒

そうすると︑労働界のトップクラスの連中とは知り合いにな

そうです︒

いうところに出てくるんですね︒ 宇佐美さんとか︑みんなそうです

だいたいそういう人たちは︑祇会党の議貫︑民社党の議員も︑

多いですね︑委員会としては︒

社労の関係の人が多いわけでしょう︒

伊藤

ですね︒

仲良くなる︒みんな話をしているうちに︑関係がよくなるん

それと関係の深い祇会党や正面党の議員とも−⁝︒

そうそう︒

藤波

議会の場ではなくて◎

議会は形式だけですQ実際をやるわけですね︒

大臣室へ来るんですか︒

委員会というのは︑そんなに形式になってしまうんですか︒
そうです︒

もう︑シナリオは初めにできている︒

環業ですね︒

人事窪々昏ば公務員の問題ですから︑規業ですか︒

藤波

武臓

というのは︑ 表向きの詣のような気がするな︒

できているというか︑つくっていくというか︒委員会での謡

全逓なんかもーー︒

騨藤

そうそう︒

そこでなんとか︑ということにはならないということですね︒

違いはせんのだけれど︑本当のものにはならんのでしょうな︒

実隠に大臣窒で話すこととはかなり違うんですか︒

全逓︑日教組︑林野︒全逓があるな︒

藤波

だいたい物事を決あるときは一対一で決める︒

来る︑来るQ乗り込んでくるわ︒

藤波

やっぱり一応あったんですかね︒
どういう人が有力だったんですか︒

伊藤
伊藤

自蔑覚では森山︑向こうでは腿辺さんとか︑そういう連中だっ

たね︒

そういう人たちが合接︑大臣に物申すわけですか︒

藤波

轡藤

そうだ︑公労委の委員ですね︒中労委とか公労委とか︑そう

そうね︑そんな感じだったな︒公労委員かな◎

宝樹さんというのもちょっと側扁い人だと思うんですけれど︒

いろいろ話し合いましたね︒

藤波藤波愛

藤波あったんだね︒

おもとの方向でやろうとするわなQ田辺さんは強かったよ︒

勝藤｛舞藤伊

藤傑藤伊藤
波藤波藤波

このころはまだ全逓の委員長は宝樹﹇文彦﹈さんじゃないで
そうですね︑宝樹さんですね︒

︑
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そうです︒

藤す伊藤伊藤浮嚢伊藤揮藤解
波か藤波藤波藤波藤波藤波藤

o

〜
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圓ジャーナりストとの関係

あと︑言論界はどうですか︒いまご一浦甲子二さんの名前が墨

ような二人だったな︒それに上手に懸鼻を受けてきたわけだ︒

藤波

労働法学者で︑誰かご記憶の方はいらっしゃいますか︒あの

そうですね︒そっちから入っていって︑関係ができるな︒

轡藤

藤波

読売でいえば橋本五郎とか大久保娃男とか︒毎日でいえば岩

有名な人では誰かいますか︒

いた︒

よく墨ているね︒ああいうことがいいんだな︒

そうですが︑岸弁さんなんかが繊入りしていた頃ですか︒

そうそう︒岩見の子分だからな︒
そう︑山荘兄一派ですね︒

岸井さんとは大臣になる前からですか︒

いや︑大臣になる前後ですね︒

うんと多くなるね︒

なるわけですか︒

大匿になられてからもずっと俳句をされているわけですね︒

轡藤

藤波

労働専門の記春というのはいるんですか︒労鋤問題だったら︑

ないない︒
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柵伊藤

読売の渡邉﹇恒雄﹈さんとか︒﹇三浦と渡邉の﹈二人が河聾

ましたが︒

藤波

Y﹈番の双壁で︑自分で申螢帳さんを育てていると思っている

伊藤

伊藤

その労働界だけではなくて︑公労委とか中労委では︑中立委

員の学者の先生︑労働法学者や︑経聖者の人たちが入っていますか

のもいたんですか︒

伊藤

藤波

見﹇隆夫﹈はちょっと上で︑松田喬和︑宏弁成格が最選よく名前を

石蝋川さんというのはおったな︒石川さんはどこかの宿鼠の業

それは俳旬のほうのつき合いですか︒

よくテレビに出ていますね︒

藤波
そうです◎千葉です︒お金持ちですよ︒

出しているね︒

僻藤

千葉の宿屡といえば︑私の頭の中では石川さんは熱心だし︑

齢藤

鈴木真砂女はね︒全然関係ない藷だけれど︑千葉県の宿屋と
また脇道に逸れますが︑傍旬の関係は全国ですか︒

藤波

しかしそういう人たちは燐に労働記者というわけではないで

大臣になると︑そういう新閣記者とのつき合いはうんと多く

全国です︒

撰藤

やっていますね︒

おれに任せておけというような穎腿記者は︒

しょう︒

よくそんな霰があったな︵笑い︶︒

一般のところにあまり出て来なかったけれど︑例えばイノウ

藤波

つくろうと思えばね︒

じゃあ︑薫るところに友あり︑ということですね︒

いう謡だけだ︒石鹸さんはそうだったな︒

藤波

で小さな料理屋をして︑このあいだ亡くなった︒

鈴木真砂女は︑千葉娯の雑著の唐墨さんになって︑出て来て︑新橋

さかんな感じだけれど︑僻句の鈴木真砂女も同じことだなと思った︒

藤波

人だった︒

頃だと石撰吉右衛門さんなんかがいましたね︒

あの人たちは中善根番をやったんでしょうが︑藤波番という

ら︑そういう人脈もできるんじゃないですか︒

［一

轡藤武伊藤軍糧伊
藤波出藤波藤波藤

いや︑好きなことだからな︒

藤揮藤武藤解藤伊
波藤波田波藤波藤

伊藤

毎日﹇新聞﹈︒それからこのあいだ家内が亡くなったのは誰

それはどこの新聞ですか︒

エとかね︒

藤波

圏高齢者間題への取組み
伊藤

だったかな︒本入はもっと早く亡くなった︒

轡凝そういう薮聞記者︑さっきおっしゃった橋本五郎さんとか岸

問題がだんだん話題になってくるようになります︒これも労働省の

伊藤

藤波

来ます︒

自宅というか︑議員宿舎にも来ますか︒

労働省︒

が︑失対壱なしにして︑だんだん少なくしていくんだけれど︑三重

ルバー人材センタ；ですね︒これをつくったんです︒失対があった

藤波

政策対象になるわけですかQ

この時期から︑いまにずっとつながっている高齢祇会という

井さんたちは︑どこに来るんですか︒労働省ですか︒

藤波

岸共成格なんかよく飲んでいる人だと思うけれど︑新聞記者

一つだけ労働省に残したものは何かといったら︑シ

浮藤

県なんかを見ていても︑失対の残り津みたいなものに非鴬に強いも

﹇私が﹈

と一緒に飲んだ陰ということはありますか︒

のがあった︒だから失対をなくさなければいかん︑ということが一

書論罪︑役人︑それから琵法というのが一つの世界だろうな︒

うということになった︒この政策転換の致策をつくって︑実際に役

藤波
それはなんで関係があるんですか︒

つあった︒それをなくして︑新しくシルバー人材センターをつくろ

伊藤

蘭係があるというより︑〜つの世界を構成している︒それか

裁判官と検察と弁護土ですね︒

藤波

労働街の役人ですか︒

ト事件で引っかかってしまった︒
儲藤

労働雀の役人だ︒失対部長をしていたのかな︒

所をリードしていったのが加藤﹇孝﹈という男です︒これは夢クルー

伊藤

藤波

次宮になりましたねQ

ら政治の世界︒それから経済界︒だいたいそんなものだな︒

くさん出ていたと思いますがQ

佐道

その後なったね︒みんなやられたんだ︒文部省の高石﹇邦男﹈

経済界はどうですか︒労働大駆の頃︑いろいろな委員会にた

藤波

藤波

藤波

堺藤

難しい︑時代の変わり陰のような議論ばかりしていて︑労鋤

その一番の蓑毛は何ですか︒

全日本霞由労働組合﹈ですね︒

早藤

藤波

佐道

失対事業のほうは︑日共が強かったでしょう︒全日自労︹目

そうだろうなG

アイデアも加藤さんから出て来たんですか︒

労働大臣の頃に︑本田宗一郎に無理を言って︑懇談会をつくっ

てもらった︒それは一つの大きな意味があったと思うな︒麟がり角

にしても︑加藤にしても︑よくで意るやつがやられたんだ︒

行政がどうのこうの︑というようなことではなかったと思うな︒牛

そうそう︑全B自労だ︒
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の労働行政の整理をしょうということだ︒

尾治朗とか︒

藤波

これをつぶすといったら︑そうとう抵抗があったんじゃない

ｦ

この蘭も隼尾さんの謡が都知事選のことで出て来ましたね︒

伊藤

轡藤
そうですね︒

ですか︒

牛罷さんとはずいぶん深いおつき合いなんですね︒
藤波

2003年4月8
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つぶすというよりも︑新しい労働省の仕事をつくろうという
藤波

厚生省のやっていることは︑あまりピンと来ないんだ︒労働

雀はやろう︑ということでやったんですね︒元気がよかったな︑あ
静藤

そうですね︒

摩生・労働というのはもともと一つの省ですからね︒

伊藤

ええ︑やったものだな︒

それで閣僚懇談会なんですか︒

それは︑本閉懇談会で取り上げて︑そこが申・心でそれぞれやっ

一般的に高齢者問題というふうになると︑厚生省の灰管の問
なりますね︒

ておって︑﹁労働大臣︑頭が禿げた人はどうするんだ﹂と露うんだ︒

禿げた人は人材に入らない︵笑い︶︒

それは︑シルバーというのは白髪のことだからだ︵一理笑い︶︒
佐道
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藤波
ことだ︒高齢駕の社会に入っていくし︑というので︑シルバー人材
結局︑そこに吸収するみたいな形ですか︒

藤波

のころは︒

伊藤
そうですね︒

センターというのを出してきた︒

藤波

元気かどうか知らないけれど︑強い弱いはあるな︒

だけどある時期は労働憲の勢いがよくて︑そのうちに労働省
藤波

予算規摸が全然違ってきまずからね︒

轡藤

要職

そうだね︑違ってくるからね︒

もうこのころになりますと︑失対事業はほとんどおじいさん

藤波

新生クラブでいろいろな議論をしたというのは︑先生が議論

轡藤

には権利を持っていて権利を売ったりね︒そんな話があった︒失対

武鶏

が元気がなくなって︑陣生釜のほうがだんだん強くなりましたね︒

旛というんだな︵一節笑い︶︒

藤波

あれは手嬢をもらうんですね︒

しようといったわけですねQ

ですからね︒

伊藤
そうですね︒

そうそう︒まあ大きな顔をしてやっているから︑やめるとき

藤波

そうそう︒

﹁ふじなみレポート﹂に︑先生が主導して高齢者問題で閣僚

高齢者対策というのは︑勤労者だけではなくて︑
もあるでしょう︒
あるある︒

一般︹の高

傷藤

懇談会を設置したり︑萩生クラブでもその議論をしているようです
が︑高齢者対策というのは一つの大きな目玉ですか︒
※﹁ふじなみレポート﹂第三牽薫考﹁八○年代はじまる﹂︵昭和五十五

うことではないでしょうね︒

それに対する頬策ということになると︑必ずしも労働蜜とい

えますが︑閣議で私が提案をして︑健康︑年金︑労働︑生涯教育︑

ないですね︒文部憲もそうだし︑厚生雀もそうだし︑広い立

藤波

藤波

生涯教育ということをいえば︑当然文部省も絡んできますね︒

場で取り総んでいくことが大事なんだな︒

伊藤

閣議で︑シルバー人材センターができるという説墾をしたら︑

考えています﹂と書かれている︒

藤波

藤波

揮藤
藤波

ちょっと難しい問題かな︑と思ったんですけれど︒

題になりませんか︒

伊藤

大平さんが非常に喜んでくれた︒そのときに竹下登が大蔵大蓮をし

たんでしょうな︒

す︒同時に︑各党の若手国会議員との意見交換を進めていきたいと

ることにしました︒政策集懸二二クラブの方も政策の討議を進めま

住宅などの総合的な高齢麿頬策を進めるための閣僚懇談会を設置す

年一月号︶には︑﹁八○蕉代の大きな政治課題は高齢者対策だと考

伊藤齢伊藤
藤波者藤波
Lrr．1
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藤波

それで﹁ゴールドです﹂と書ったら︑大笑いになった︒閣議

解藤

藤波

珍しいですね︒

そういうのは珍しいんじゃないですか︵笑い︶︒

正式な腿議︒

それは閣議でも懇談会ですか︒そうじやなくて正式な閣議で

でそんなことがあったな︒

伊藤

藤波

高齢者対策で︑労働雀が声をあげて縢僚懇談会を設置すると

すか︒

佐道
いうことになると︑摩生省とか文部省はどういう反応になるわけで
藤波
実瞭にやったんでしょうね︒

やるのかな︑というような感じだね︒

すか︒

無妻

エユースキャスターですね︒

N賑Kだ︒

天城﹇勲﹈さんも出ていますね︒それから本露宗一郎︒

斎藤進六というのは一︒

三菱か︒

公文俊平もいますね︒
公文俊平は学考だ︒

公文さんはかなりシャープな方でしょう︒

そうです︒香山﹇健二︑公文︑それから亡くなった︵餌藤

佐藤誠三郎︶︑ その連中がみな大平政治に通じていた︒公文さん

だけがちょっと空いていたのかな︑ 手伝ってくれやといって︑手伝っ

︵轡籐

香山も︶香由も死んだ︒死ぬのはいかんなあ︒

てもらったんだな︒ みんな亡くなつちゃったな︒佐藤誠三郎は鷹ん
だし︑

揆藤

やった︑やった︒同じ問題意識はあったんだろうけれど︑自

分らが中心になってやろうというほどの情熱が出て来なかったんだ

う名前なんですね︒

婦人会館の館長をしていたのかな︒

名な方だったんですか︒

有馬糞喜子さんという方はニュースキャスターで︑当時は有

だから全部だな︒労働省全部のことについて議論してくださ

これは﹁日本人の職業意識と能力開発を考える懇談会﹈とい

ろうな︒もっとやるべきだったな︑あのころはね︒

藤波

その懇談会には労働側も参加していたんですか︒

武田

伊藤さっきおっしゃった諮問委員会みたいなところでの議論を踏
そうです︒踏まえているわけです︒ずっと議論して︑だいた

いと言ったな︒

藤波

まえているわけですね︒

藤波

藤俘藤武藤僻武藤武
波藤波照波藤圏波田

いや︑なかった︒

これは懇談会ですが︑

が不信任をくらったからな︒

結局︑出さないで終わったんじゃないかな︒

最後は大平さん

一応答申みたいなものを畠したんです

公文さんも労働省と関係があるんですか︒

そうそう︒

じゃあ︑労働省と腿係があったんですね︒

藤か解藤武藤伊藤
波。藤波田波藤波

いのちのち謹で政策的に労鋤省がやらなければいけないことは︑そ
の懇談会の記録を見れば全部載っている︒そういう意味で︑﹁苗床
撰藤

メンバ⁝はないかな︒﹁レポート﹂にも載っていないか︒有

をつくってくれ﹂ということを言ったな︒

藤波

馬さんという女の人︒有馬真喜子︒
※有馬翼喜子氏がメンバーとなっていたのは︑昭溜五十五奪一月七陵︑

労働省内に設置された﹁曝本入の職業意識と能力開癸を考える懇談
会﹂である︒この懇談会は有馬氏のほか︑天城勲︑牛尾治朗︑本灘
宗一郎︑斎藤進六︑公文俊平らで構威されていた︒
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こういう懇談会はどういうところでやるものですか︒
これは

武霞

藤波

そうそう︒

だいたいメンバーは先生がお決めになるんですか︒

そうそう︒

大臣の私的懇談会です︒

藤波

そう大きな改正ではなかったのかもしれないけれど︒

ないねえ︒

九八○﹇曜和五十五﹈庫に︑詣民党の党大会で労働組合との協力と

いうことを決めるんですね︒これは先生は据かご腿係があるんです
藤波

労鋤組合との協力といっても︑同盟のほうはもともとそうい

あると思うね︒

か︒

伊藤

う構．凡があるからいいでしょうけれど︑総評のほうはそんなにすん

行かなかったと思うけれど︑まあ突っ込んで話してみる︒政

なり行かないでしょう︒

藤波

府と労働者と労働組合の膣労懇︑産業労働懇談会というのがあった

藤波

解藤

それじゃあかなり大がかりなものですね︒労働組合の代裏的

総理大臣も出席する︒

それはどこにできたんですか︒

な︒

伊藤

な人たちが出てくるわけですか︒
代表的な者がみな来る︒
財界の人も︒

一般知識人も入っているんですか︒

経済界も来る︒

あと︑

入っている︒

それから致治家と︒
ええ︒

ヶ月にいっぺんぐらいかな︒それを中・心に動いてい

それじゃあ大きな懇談会ですね︒
それは＝

安倍門脊太郎﹈さんが政調会長ですが︑政策推進労組会議︑

たと思うO
揆藤

岡盟とのあいだで公式会談を行ないます︒あとで何になったのか︑

竪山さんとか橋本孝一郎さんですね︒

政策推進労組会議というのがあるんです︒
武田
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伊藤
大臣が参加するわけではないでしょう︒
それには参加した︒

参加するんですか︒ホテルか何かでやるんですか︒

労鋤雀の中でやったような気がするな︒

会議室か侮かで︑ですか︒

ええ︑会議墜で︒

どのくらいの割合で聡かれたんですか︒

月︸罎ぐらいだろう◎

牛羅さんとか本瞬さんは先生が萩生クラブでご存じの方で︑

藤波

これは省の中の懇談会なんですか︒それとも大臣の私的懇談

先生がお呼びになったんですか︒

御藤
藤波

高齢者対策の腿題のほかに︑中小企業退職金法︑労働安全衛

会ですか︒

伊藤

生法︑年金法改正など︑当時いろいろありますね︒侮かご記憶のこ

伊藤

なかったですね︒

とはございますか︒

藤波

■霞民党と労働組合
伊藤さ︒きのお話に繊ました労働組合との麗係のことですがこ

藤伊藤伊藤解藤伊藤
波藤波藤波藤波藤波

武藤佐藤伊藤伊藤
iヨ波道波藤波藤波

伊藤
藤波

そうでしょうね︒

いるという感じですか︒

民間労組ですね︒そういうものとの定期公式会談を行なうと

いうことで︑ちょっと総評がひがんだりするんですが︑安倍さんは

いちおうそういう労働問題について︑総理と議し合いをする

ということもあったわけですか︒

伊藤

自分の力を広げようとしたんだろうね︒
藤波

そヶいうところに困乏があったんですかね︒これは政調の話ですが︒
藤波

このとき﹇↓九八○年一月﹈の党大会での︑自民党が労組と

たしかにサミット前には︑労働罪の代表と会って希董を聞く

労働界と私と総理大疑とで︑サミットに行く前には話し合う︒

武田
伊藤

写真も撮ってあるけれど︒宇抜美さんとか槙枝とか︑みんないるわポ

自由闊達にやろうという感じは持っていたから︑労働組合運

の協力警護を提げる過程は︑先生は弼かご記憶ございますか︒

藤波
伊藤

武田

藤波

先生は民社党の代議士の方︑労働運動に深く関鳴しているよ

意見を重くわけだ︒

んですね︒

めには︑社会党だけに頼っていたのではやっていけない︒詞盟系は

うな方とのつき合いはありましたか︒

動も︒

はっきりとそうですが︑総評系の中にもそういう空気はあったと思

藤波

労働組合の側も︑肖分たちの期待する政策を実現していくた

うんですね︒

うがずっと両方を大事にしていたんじゃないかなQ民社というのは︑

めるとすれば︑中労委とか公労委が一つの接点の場になると思うん

俘藤

ど︑私らのときはそれほどでもなかったな︒

とか西尾﹇末広﹈さんとか︑あの頃はそれなりに一体でしょうけれ

えらい人でも匿会議員をあまり大事にしないな︒そもそも三輪寿壮

屡会議員をたてるということでは︑娃会党と総評の関係のほ

藤波あったと思うね︒

ですね︒それで積極的に労働省側が⁝−さきほどは富塚さんとの夜

騨藤

藤波

伊藤

藤波

そんなことをやっていると︑自属党の中では︑社会党みたい

そうだなあ︒

それは大臣の気構えがないと︑できないでしょうね︒

やったんでしょうな︒

伊藤

藤波

解藤

藤波

非常にユエ⁝クなキャラクターの人ですね︒ところで︑毎年

﹁我輩︑我醤ごと言ってね︒

春日さんというのはあまりにも有名で︑特鍵な人だから︒

春ヨさんなんかはよく達したけれどな︒

ですから︑政廣との接点を求めていたように思いますし︑求

の定期会談ということですが⁝公式にも定期会談をやったんじゃ

はなかったですか︒

伊藤

奏闘があって︑だいたい春闘が形になってきた︒昔のように戦闘的

春日一幸とか︑薦村﹇栄⁝﹈さんとかは︑あまりおつき合い

ないですか︒

のと〜緒にやっていてどうするんだ︑という反論も当然出てくるで

ほかはほとんどストなしですから︑門ストなし春闘﹂ということの

はときどきありましたが︑このときも私鉄ストがあった︒実際には︑

電機労連が珍しく十二時間ストライキをやったんですね︒私鉄スト

思うんですが︑先生が労働大駆のときの昭和五十五年の春闘では︑

な労働運動ではなくなってきて︑お祭り︑年中行事になってきたと
一所懸

世代交代とか︑大平さんの考えている大平政治の実現とか︑

しょう︒

藤波

いろいろな意味で︑自分の気持ちにもあったんでしょうなQ

藤波先生の労働行敷について︑大平総理がバックアップして

命だったよ︒

伊藤
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少し今度︑宝樹さんのことでも思い等してください︒

宝樹という入は衝自い人だったな︒

実はいま僕は宝樹さんのインタビューをやっているんですよ︒
そうですが︒

藤波絶対に物を需っちゃいかん ︒

関係ですからね︒

僻藤

そうですね︑あれは言っちゃいけないんです︵笑い︶︒労使

意晃があっても物を︸欝うな︑というのが役勝の中の空気だったな︒

藤波

何をすればいいんですか︒

で何か思い出されることはございますか︒

象ではなかったんじゃないかという気がしますが︑春闘ということ

プしていく︒﹇春闘は﹈労働行政の中でそれほど選立った大きな頬

潔藤

藤波

武闘

可決されたということは︑要するに反大平派が欠席したからでしょ

曜和五十五︵一九八○︶年五月に大平不信任案が可決される︒

はい︑どうぞ︒

治の話に漢したいんですけれど︑よろしいですか︒

伊藤

中斜グル⁝プとか︑割れたんじゃないですか︒

う︒中雪根派はその欠席派のほうに入っていたわけではないですね︒

藤波

最終的に中曽根さんは本会議に出たんだな︒

中曽根派の中でも割れたんですかねQ

揮藤

それで不信任案が可決されて︑選挙になるんですね︒そのと

公瞬・幾被が少し関わっているんですね︒こんな動きは︑先生はど

理をされていた︒ちょっと衝撃的な箏件だったと思いますが︒先生

は前からお謡のように楽観論者だから︑まあ分裂はしまい︑とお思
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ようです︒ただ︑公労委の労働側が私鉄賃金に連動させないことに
抗議して︑局盟系の一人を除いて全員が辞職するという事件があっ
宝樹さんが辞めたときだろう︒ものすごく繁賦したのを覚え

たんですが︑何かご記憶はございますか︒

藤波

元気いっぱい︒二時嗣と書っているのに︑絶対に終わらない

んですよ︒ 炭上がりに元気になっている︒﹁もう時間です︑時間で

なくなりましたね︒

伊藤春闘も年中行事みたいになって︑迫力がなくなってしまいま
藤波

宝樹さんなんかは︑これに喝を入れなければいけないという

す﹂と何國も雷わないと終わらないんです︒

轡藤

感じだと思うんですね︒このころまでの春闘は︑日本の経済が︑浮

武霞

黙って見ているだけだ︒

きに︑橿田さん︑三木さん︑中川グル⁝プが党再生協議会を結成し

き沈みはありまずけれど︑右肩上がりですから︑少しずつべ⁝スアッ

藤波

まあ中労委のほうは民間のことですからいいんですが︑公労
そうですね︒

労働大駆のお話はあとでまた付け加えていただくとして︑政

愚輩

て︑場合によっては新党という樽も出たんですが︑このときもまた

藤波

のようにごらんになっていましたか︒

そうそう︒

そのさなかに大平さんが急に亡くなられるわけですね︒だいぶ無

でも公労委も︑労働省の中にあるといってもいちおう別機関

藤波

委の場合︑政庵は当事者ですから︒

ですから︑口を出したらまずい︒でも何かやるんでしょうね︒公労

憐藤

春蘭には︑労働大喪は知らん顔をしていなければいかんので︑

委の問題は醗つかかってくるんですね︒

翻大平内閣不信任案成立

したね︒

ているな︒

解藤観野饗
藤波藤波藤

﹁どうして描瞬さんというのはおれのことをわかってくれな

いでしたか︒

藤波
いんだろうな﹂というようなことを大平は絶えず需っていたね︒
﹁わかってくれないのかなあ﹂と言っていた︒

不信任案をやっているときに︑ひな壇に座っていたら︑隣が後藤
田正晴で︑選挙の霞付の蕗ばっかりしているんだ︒ははあ︑不儀任
が通るんだなと思った︒それが㎜つだ︒もう一．つは︑総辞職と解散

と両方あるけれど︑解散に行くんだな︑と思って聞いていたのを覚
そうですがO 何と言っていいのか︵笑い︶︒

それは不信侵案が出たときの議会ですね︒

そう︑ひな壇の端のほうだ︒

まだ採決前ですね︵笑い︶︒

大平さんが亡くなられたときの先生の﹁ふじなみレポート﹂

ること︑全体的に内閣︑覚とも若返らせ︑適材を配置し︑大平政

治で育ててきた新しい政策の冒を継続して花開かせることなどを

強く主張して頑張っています⁝

藤波宗教の推界と政治の世界との接点におったということかなあ︒

もともと大平さんという入はクリスチャンだね︒その感じがよく崖

ていたし︑私もその感じを掴んでいた︒亡くなったときは︑ずつど

蘇葉なんですか︒

そもそも﹁鎮魂﹂という言葉はどういう感じの書葉なんです

応擾に回っていたときだったなQ
伊藤
か︒

魂を鎮める︒

それはそうでしょうけれど︒

大平さん葭身がおっしゃった

大平も言ったし︑私からも濁ったしσ

そういう場合の﹁鎮魂﹂というのは︑どういう葦毛なのかな︑

藤波とってつけたようになったのかな︒垂葉としてはとってつけ

というのがよくわからなかったんですが︒

んから﹁鎮魂﹂という言葉の意味を学んだ︑とおっしゃっています︒

たようになっていても︑二人の感じとしては︑体から滲み出るもの

この﹁ふじなみレポ⁝ト﹂には︑﹁よく二入だけの時間に︑

があったんじゃないかな︒

武霞

政治の果たすべき一つの役翻である﹃鎮魂﹄について問答したもの

よく二入だけの時間に︑政治の果たすべき︻つの役割である﹁鎮

平さんが私は凄きでした︒また︑とても可愛がってくれまして︑

を重ね思想を練り︑黙々と安定成長社会への調整を進められた大

藤波

藤波

政治以外の﹁鎮魂﹂というのはどんなことがあるかな︒

思いますが︒

伊藤

ふつう人間が残んだときに︑さまよえる魂を鎮めるというこ

政治における﹁鎮魂﹂というのはどういうことなのかな︑と

ああ︑そう◎

です﹂と書いてあります︒

魂﹂について問答したものです︒総理は身をもって鎮魂のよびか

解藤
藤波

魂の世界のことだな︒

とではないですか︒

けをなさったのだと思います︒勝った自国党にとって大切なこと

大平総理を失ったことの悲しみを︑今かみしめています︒思索

︵第四十号コ悲しみを超えてL︶には次のように書かれている︒

※大平正芳が亡くなった紹和五十五年六月の﹁ふじなみレポート﹂

たんでしょうか︒

これはどういう意味で︑どういう経緯でこういう書聖をお聞きになっ

を見ると︑大平さんの思い出みたいなことが書かれていて︑大平さ

儲藤武伊藤
藤波鐙藤波

えているな︒﹇後藤田は﹈自治大臣だからな︵一周笑い︶︒

武伊藤伊武

B藤波藤田

は党内が﹈致結束することです︒結り強い話し合いで首班候補を
一入にしぼること︑新しい形は二流も反主流もない挙覚体鱗であ
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難

藤波

騨藤
そうです︑神道です︒

先生ももちろん宗教ですね︒

轡藤大平さんはクリスチ・ンだとお・し・いましたが︑葬儀は携
ない︑ない︒

にキリスト教でおやりになったわけではないでしょう︒
藤波

仏筑でしょうね︒去年の秋深く︑墓参りに一院行こうと思っ

伊藤たしか仏式でおやりにな・たように思うんですが︑違います
か︒

藤波

て西国に行ったけれど︑︑別にク弓スチャンでどうのこうのというこ

解藤
ふつうのお墓です︒小高い丘の上で︒

ふつうのお墓ですか︒

とはなかったな︒

小池

藤波傍東正義が名衝を書いてある︒署ここに眠るしみたいなこ
とを書いてあるんだ︒墓というのは︑綴人の名前を出してはいかん
冤名があるんですか︒

な︑債東正義でも︒

だな ︒

伊藤

この選挙では勝つわけですね︒

勝ったわけですからね︒しかし﹇大平さんは﹈亡くなった︒

藤波そのあとど︒ちを向いて行くかというの挙−・重苦しい話

傾藤

いうことなんだけれど︒

藤波投票の結果で︑国民は大平敬治を支持して・同情を審せたと

へ行くか︒

ろだろうと思うんですが︑どんなふうに思われていましたか︒どこ

あとどうなるかというのは︑政治家としては非堂⁝に関心があるとこ

また政治の生臭い結になりますが︑大平さんが亡くなって︑

あれは出したらいかん︑絶対にいかん︒

暑名があるんです︒

伊藤小弓
藤波漉藤

福ﾉ反対派の福賑さんのグループがあって︑福田さんの側に行く

藤波

このと泰の後継問題に︑藤波先生はまだ関与するほどの地位

ああ︒

ということはちょっとないでしょうね︒

俘藤

伊藤

藤波

そうそう︑そうです︒

やはり派閥の領袖クラスにならないと駄馨ですか︒

ないです︒

ではないんですかQ

藤波

藤波

いろいろご相談があったりしたんじゃないですか︒

そうそう︒

僕藤じゃあ︑中曹根さんがどう動くかということを協で見ている︒
佐道

藤波自分らでも謡をするし︑中出根さんともいろいろ講もあった

けれど︑まあそれぞれの立場というのがあるから︑影響力があると

それで実際に鈴木内閣になるわけですが︑鈴木善幸さんとは

は田心えないね︒

儲藤

藤波

伊藤

藤波

でも鈴本さんというのは当時︑必ずしも総理総裁候補ではな

そうそう︒

そういう騰係でおつき合いがあったんですか︒

水産だけだ︒水産の大将としての鈴木善幸だ︒

それ以前からおつき合いはございましたか︒

伊藤

伊藤

藤波

驚いたですね︒ホテルオークラで︑侮の会だったか︑大平さ

ちょっと驚かれましたか︒

なかったね︒

かったでしょう︒

藤波

んが亡くなった葬弐の饒かな︑パ⁝ティをやった︒そのときに鈴木
佐道

追分は完金に中曲圏根康弘を推そうと思っていたわけだからね︒

どなたかほかの人を予想されていたわけですか︒

善幸というのが浮かび上がってくるんだな︒へええっと慰つた︒
藤波
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一

藤波

すが︑俳東正義さんは吐血だったんですか︒

依道

と思った︒あれは田中角栄と鈴木善宰との関孫で決まったんだな︒

そうしたら鈴木善幸というのがずうっと前に出て来たから︑おおっ

をして︑よくあちこちに金をもらいに行ったけれどね︒ときどきバッ

藤波

揮藤

藤波

武田

藤波

派閥が︸緒で︑私が事務総長で︑会長である桜内さんのお供

桜内さんはどういう方ですか︒

幹事長代理は⁝⁝︒

桜内﹇義雄﹈さんですね︒

いやいや︑幹事長代理は別︒あのときの幹事長は誰だ︒

なんだか冊レ東さんと鈴木善幸はいい関係ではないんでしょう︒

あるなあ︒

宏池会というのは中に絶えず対立がありますね︒

大平に殉じたでしょうね︒

それはどういった理由からなんでしょう︒

藤波

轡藤

黛功の者にはかなわんなと思った︒年功の最たるものだと思っ

やっぱりそういうときはバッジを裏返すものですかね︵笑い︶︒

たんじゃ﹂という︒そういう人だったな︵一詞笑い︶︒

おまえはそんなことを言外うとるからいかんのや︒いいことをしてき

ね︒夕べ悪いことをしてきたでしょう−⁝と雷ったら︑﹁馬鹿言え︑

ジが裏返っておることがあって︑㎜︐今弩はバッジが裏返っています

いや︑霧雪根さんは緋東さんならいいと思っていたんだろう

そのときに一般には伊東正義さんの名前がけっこう出たんで

けれど︑締東さんが受けないのもはっきりしていたからね︒

ないよね︒

伊藤

藤波

伊藤

いやいや︑各派閥から一人出る︒順番が来て︑やれというの

副幹事長というのはだいたい大開経験者がなるポストですか︒

なりますね︒

鈴太・内閣がで奏で︑先生は副幹事長になられますね︒

藤波

伊藤

勝藤

藤波

伊藤

それで各派閥は副幹事長を逓じて︑党のトップの意見を闘く︒

んだな︒

藤波

そうそう︒

幹事長を補佐するQ副幹事長会議をやって︑意見調整をする

副幹事長というのはどういう役割なんですか︒

ええ︑ずっとずっと先輩だ︒

だいぶ先輩になるわけですか︒

たね︑そのときは︒

藤波

そうすると派閥の会合なんかでは︑劉幹事長の人が︑かくか

くしかじかと一︒

解合

でも幹事長と副幹事長とではすごい差があるでしょうQ

藤波

あまり印象にないですか︒

藤波

ましてや薪生クラブ代表だし︒

そうでしょうね︒

上の方にランクされてくるんじゃないですか︒

大臣経験で副幹事長をやったら︑中心根派の中でもだんだん

あれは隼功序列ではないんですか︒

轡藤

副幹事長で順番に土曜日の記者懇談を担当する機会があって︑

⁝伊藤

だいたい隼功序列ですね︒

藤波

誰だったかな︒

報告したりするわけだ︒

筆頭醐幹事長という方はいらっしゃいましたか︒

でやるということになったんでしょう︒格野もいいしね︒

響鈴木内閣の成立︑党風幹事長に就僅

藤硬藤伊藤佐
波藤波藤波道
伊藤伊儀藤佐修1

藤波藤道本道藤

幹事長代理というのは︑その中から選ばれるんですか︒
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それで行ったときに︑鈴木内閣で外務大臨をやっていた便東正義さ
か︒

そのときは先生は醗幹事長で弼かーー︒

まあ︑緋東正義さんが辞めたときが一番印象に残っているな︒

武田

土曜馨だ︒土曜臼でこれからいよいよ記者懇談会というとき

藤波

思った︒鈴木さんがアメ自力を馬鹿にしてね︒そういう申言だった︒

藤波

んが外務大臣を辞めるという話になって︑エライことになったなと
それが承知ならんというので︑俘東正義さんは辞めることになった︒

だ︒そうしたら︑伊東さんが外務大臣を辞めるというのでいま外務

が鈴木内鶴では舞常に印象に残っている︒

そこで受けた感じというのは︑中華根内閣ができてからの一般の感

記者懇というのは幹事長がやるものですか︒

省に行っているという話で︑エライことになったなと思ったゆそれ

うといかんけれど︑中重根康弘がアメリカに行って︑いろいろなこ

伊藤

ふつうの日はね︒土曜日だから︑交替で副幹箏長に命令が来

じも強くあったな︒中島根さんの感じだというものは︑需ってしま
とを言ったりしたりして︑看の最たる春だ︑寝翼だということになっ

藤波

襖藤
総務会長がすごく長いんですね︒

鈴木さんという方は物事をまとめていく手法の人ですね︒

藤波

鈴木内閣に対しては非索に好意的であったわけですか︒

そうですね︒まとめるということはいいけれどね︒

おまえらもやれと︒訓練だから︒

るわげだ︒幹事長から︒

たけれど︑鈴木さんの裏返しだからね︒少し点数をもらおうと罠え

武編

だから︑前から先生がおっしゃっていた政治家のイメ⁝ジで

ばね︒

伊藤

伊藤

一般的に私としてはね︒その次︑鈴木賢母のあとの申蕾根内

行くと︑非常にいいタイプの致治家なんじゃないですか︒

藤波

それは大事にはできないでしょう︒おれは鈴木とは違うんだ︑

閣としては︑鈴木さんをあまり大事にしたとは思わないな︒
伊藤

ということでアメリカに行って︑やるわけですからね︒鈴木さんは
そうそう︒報告には行ったけれどね︑ときどき︒いろいろな

それ自体が面白くないでしょうしσ

藤波

話をしに行ったQ

鈴木内傷の閣僚でご即象に残るような方はいらっしゃいます

闘伊東外務大臣の辞任
武田

わからないね︒

うもう悉うに書っていいかわからないじゃないですか︒

俘東外務大臣の紅藻なんていう突発事故があったら︑一体ど

うっかりしたことは言えん︒

じゃあ︑うっかりしたことは言えないですね︒

オフレコじゃないでしょうね︒

それはオフレコじゃないんでしょう︒オフレコなんですか︒

そうそう︒

一杯やりながら︑とか︒

そうそう︒

幹事長付きの記者の人たちとの懇談会ですか︒

そうそう︑順番にね︒

1静藤伊藤墨糸佐藤佐藤伊
・藤波藤波藤波男波難波藤

その事実が何かということなんですが︑鈴木さんの発言があっ

いや︑事実だけ申し上げるとこうだ︑ということだけだ︒

先生はどうおっしゃったんですか︒

いや︑なかったね︒

こういうふうに言えという指示はあるんですか○

偽藤儀藤武藤
道波道波ff波
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罵盟には軍事的な意味がないとおっしゃったんですが︑あの発言を

東さんが辞めるんでしょう︶︒鈴木さんが呂米関係を問盟ではない︑

いうのが経緯ですね︒鈴木さんの発雷の話なのに︵武国

なんで伊

て︑アメリカとのあいだがもめて︑そして俳誌外務大藩が辞めると

武田

かなりもめましたね︒

いいなと思ったね︒

いいというものでもないな︒もうちょっとちゃんと話してくれれば

藤波あっさりしているな︑と思ったけれど︒さっぱりしていれば

うのがあって︑中蕾根さんが得々と小泉論をやって︑﹁これでいい

ねえ︒このあいだ︑挺界平和研究萌の理事会・評議員会とい

エライことになったな︑と慰つた︒

んだ﹂と言った︒そのあと順番に︑岡騎﹇久彦﹈さんとかいろいろ

藤波

藤波

それは鈴木さんの発露霞体が問題だと思われたわけですか︒

な人が話をして︑﹁後藤闘さん︑どうかね﹂と言ったら︑後藤照が

耳にされたときには︑まずどう思われたでしょうか︒

佐道
そう︑それは思ったね︒だけれども︑鈴木さんでもそうだし︑

怒ってね︒﹁外務大臣は間違っている︒なぜ腿違っているかという

藤波

後藤沼さんでもそうだし︑そういう年配の人で相当強い力を持った

と︑臨時代理大使を外務省に呼びつけて︑日本はこうするからと言

馬鹿なことがあるか︒そんなことを露本の外務大臣が言っているの

ればみな助かるのに︑というようなことをわざわざ言った︒そんな

うならまだいいのに︑畢くサダム︒フセインは手をあげろ︑そうす

人が︑わりあい簡単に平麹主義なんだな︒そこでハト派が多くなっ
藤波さんもハト派じゃないですか︒

たな︒

伊藤

それでいいんですよ︒それでいいんだ︒今度の場合でも絶対

は︑絶鷲に間違いだ︒あんたはバッジをつけているんだから︑もっ

藤波

小泉は題違っている︒私はそう思うな︒平和で行かなければいかん︑

餌藤

藤波

堺藤

平和主義の平和の考え方には微妙な違いがあると思うんです

なんか︑中曽根派とは思えないですね︵笑い︶︒

仲間なんだ︒いいねえ︒いいですよ︒

後藤田さんも平和研の仲購なんですか︒

ね︒ああ︑平利主義だな︑と思った︒

とちゃんと指導しなければ駄目だ﹂と後藤田は中三根さんに言った

それはわかりますが︑鈴木さんのような考え方のほうがよく

話し合いが第一だ︑と言っていけばいいんです︒

伊藤

無理していると思うな︒

俄道

僻棄さんが外務大臣をお辞めになるという考え方とか気持ち

それは鈴木さんで辛棒できなかったんでしょうな︒墜という

儀道

藤波

抗議の意味があったと思うね︒

抗議の意味があったということですか︒

そうそう︒

勺

総理として仮に思っていても︑言うべきことではないという

藤波

ことですか︒

醗藤

ことを考えてQ

藤波

が︑そもそも伊東外務大望はなぜお辞めになったんですか︒

合わないんですか︒

て︑伊東正義さんとか中曽根さんのような考え方は︑先世とは合わ
ない︒

藤波

ね︒

藤波
佐道

の人にはこういう面があるんだなということはよくわかっだね︒

それは闘淫っていると思ったけれど︑なるほどこういう奪配

は軍事的な意味がないとおっしゃって︑ アメ弓力ともめたわけです

でも鈴木さんの発露は問題だと思われたわけですね︒同盟に

合わない︒含わない場合がある︒

佐藤餌
二二藤

は︑どういうふうに思われましたか︒
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一

俘藤

いと書っているんだから︑土光さんなら経済堺が全部ついてくると

は誰がいいだろう﹂というので︑﹁それは︑経軒忍は土光さんがい

でも外務大臣を辞めることはないじゃないかという気もする

んですが︒

思うし︑経済界が動くということは︑国民がみんな支持するという

伊東さんはああいう骨っぽい人だから︒世の中がだんだん鈴

藤波

東窟に来て︑そんなやりとりをしていたのを覚えているな︒土光さ

ことになると思うので︑土光さんで行ぎましょうよ﹂ということを

そうか︑大平直系なんですね︒

んを引っ張り出したのは中曽根さんだったからね︒

木さんを馬鹿にして︑﹁暗愚の帝王﹂とかなんとか言うから︑大平
伊藤
一方で・甲繭圏根派という派閥と党とのつなぎ役という形の翻幹

中曽根さんも本気で行革をやろうということですねQ

申し上げたのを覚えているけれどね︒まあ︑なんとも言えん感じで

佐道

依道

やろうとしていた︒本気だったね︒

がおったらな︑と思ったんでしょうね︒

事長でいらっしゃる先生ですが︑中曽根派などはかなり元気になる

藤波

いたんだと思いますが︑昭麹五十五年には私どもの大学の学長︑吉

んじゃないですか︒あの総理じゃ駄震だから︑という意見が娼て来

村融を呼んで合宿したりしていますね︒ご記憶はありますか︒

この前後に︑相変わらず新生クラブはいろいろな活動をして

藤波

どこでやったかな︒箱根かな︒

伊藤

ょしと思うんだろうけれど︑日本の國のためを思えば︑それでいい

藤波

那須高原ですね︒牛躍治麟さん︑憲塚さん︑シャーマン米圏

たということはないですか︒

のかな︑という感じだろうね︒

武霞

それは︑門鈴木内閣が﹈うまいこと行っているよりは︑よし

堺藤

特使︑そして吉村﹇規︒政策研究院﹈学長︑当時埼玉大学の先隻で

暮れ近くなって総裁選挙の謡になる︒十月か︒

をしていますね︒八○年九月二十五︑一

すね︒それらを講締に迎えて︑﹁八○年代の進路﹂という政策合宿

そろそろ鈴木さんの幽翠の終わり頃には︑次は中盤根さんと

いう感じがだんだん出て来たんじゃないですか︒
藤波

鈴木内閣ができて︑鈴木さんの発言があって︑伊東外務大臣

十六︑二十七日と二泊一二日

佐道

これはずっと続いているんですね︒

でしょうか︒

伊藤

続いているんです︒

がお辞めになるのは八一庫ですから︑﹇総裁選挙は﹈約一年経って
からですね︒中曽根さんは︑ちょっと辛飽していようという感じな

藤波

中蕾根さんはそうでしょうね︒それで行革をやれというから︑

それからもう一つですが︑﹁憲法を考える至当の会﹂の座長

武田

藤波

そうですね︒昭和生まれの百人を超える人々の出席のもとに︑

そんなことがあったな︒自畏党だろう︒

を先生はおやりになりましたか︒何かご記憶はございますか︒

炉藤

溜憲法︑靖国神社のことなど

んでしょうか︒

藤波

行管庁長官をやるよ︑といって︑自分がまとめていくことになるん
だけれど︑看板に誰がいいだろうということで︑土光﹇敏夫︸さん
を持ってきたんだ︒

正月に中善根さんから電導があって︑﹁東灘にいつ来るんだ﹂と．
いうから︑﹁出初め式もあるし︑しばらくゆっくりしていきますよ痛

と言ったら︑﹁早く出て来い一という︒それで東京に行って︑中雪
曇さんの家に行ったら︑﹁今度行政改革をやることにしたが︑看板

嘆54

ルについて︑論議を深めよう﹂﹁憲法の問題は︑これからの次代を

武田

饅藤

そうです︒﹁︑罰じ時代を生きてきた露点世代が︸つのテーブ

昭和の会というのは︑昭和生まれの人の会︑という意味ですか︒

も︑竹下会長の知憲の︸つでしょうな︒

だとおれは思うよ﹂という話をしたんだね︒私が醗会長になったの

身の葬りのことをああだこうだというのは︑絶対に竹下さんの知恵

﹁ああ︑知恵ですか﹂﹁そんなに高尚な大きな知憲ではないけれど︑

竹下の場合は︑たぶん知恵だろう︒人は知恵に集まったんだろう﹂

担う昭和世代の貴任だ︑などのいろいろな意見が出て︑この会が生
伊藤

初めて総会を開く︒それが八○年十月です︒

まれました﹂とあります︒それで先生が座長に就任されるんですね︒

けですか︒

これはこのあとも続いたんでしょうかQ

奥野発言は︑憲法改正をやるべきだという話ですね︒

奥野発彗口はときどきあるんだけれど︒

藤波

揮藤

藤波

藤波

藤波

伊藤

藤波

藤波

揮藤

藤波

この﹁国会議員の会﹂というのは︑やはり靖圏法案を通そう

ねえ︒

いや︑どうなりますか︒そんな新しいものをつくって︑誰が

厄介だなQこれで施設をつくるんですかね︒

これはなかなか鷹介な問題ですね︒

私はやり方によるんじゃないかと思うな︑靖国問題は︒

いていまの総理も中鰯からだいぶやられていまずけれど︒

優藤

そうだろうな︒

行くんですか︒

伊藤

先生．は靖国神社はどうなればいいとお考えですか︒

という門日的の会なんでしょうか︒

武繊

今のままでいいんです︒少なくとも麗民のみなさん方が靖蟹

総理の公式参拝は憲法違反だと言われて︑靖圏神歓参拝につ

そうです︑やっています︒

先生はだいたいずっと靖国神社参拝をされているんですか︒

ええ︒

実際にたくさんの国会議員と一緒に靖国神社参拝をされたわ

奥野﹇誠亮﹈発言がきっかけなんですね︒

何圃かやったんだな︒

伊藤先饒は改憲論じゃないんで し ょ う ︒

伊藤

あとになると曾て来ないですね︒次の年には︑﹁みんなで靖

わざわざしなくてもいい︑というのが私の意見だ︒議論をして︑議

藤波

そうですが︒

論を深めるのはいい︒

藤波

忘れていますか︒

神祉を鎮魂の場所だと思っているわけだから︒国のために死んだ人

違う︒いま憲法改正といって︑国論を二分するようなことを

武鐙

忘れているわけじゃないけれど︑そうかな︒

国神社に参拝する国会議員の会﹂ができて︑これは会長が竹下さん

藤波

それは﹁ふじなみレポート一でしょう︒

で︑先生が裂会長ですね︒

武霞

そうです︒八一年三月︑自民覚本部で設立総会を開いていま

の場所だと思っているんだから︑劉のところにつくったらおかしい

藤波

このあいだある人が︑﹁竹下さんというのは面白い人だと思

o

んでなしに︑なぜ竹下さんだったんですか︒金ですか﹂というから︑

うけれど︑なぜ竹下さんになったのかな︒安倍さんでなしに宮澤さ

藤波

解藤

そう︒申霞なんて︑あのころ孫平化がやってきて︑どうのこ

一時の糊盤ですねQ

です︒解決にならん︒

藤す武伊藤伊
波ね霞藤波藤

﹁いや金じゃない︒寒中さんの場合は金という面もあったけれど︑
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■
心麗

うの書つたけれど︑﹁靖麗神祉の話は︑新聞記春にもうちの秘書窟
にもみんな内緒の方がいいから︑内緒にしよう﹂といって︑﹁福田
家﹂の女将に語をして夜部屋を貸してくれと言って︑十一時ぐらい

■アメリカ訪問の国的
轡藤

から孫平紀と話をしたのを覚えているな︒それは中蓉根内閣の頃だ
な︒中雪男さんがお参りに行ったその晩だ︒どうっていうことはな

行かれますね︒これはどういう資絡で︑どういう目的で行かれるん

ちょっと語が違いますが︑先生は五十六年七月にアメリカに

いよ︒どうっていうことはないと募ったな︒ちょっといまは︑どうっ

ええ︑λ！︵驚く︶

次は中曽根だ︑と願いに行ったんだ︒

ですか︒

藤波

ていうことがありすぎるな︒中圏もいがんだろうな︒政治というの
は︑ごちゃごちゃしたらいかんわ︒

﹇同

佐道

九段の議員宿舎で記者懇談をやっているとまに︑﹁隣の部屋で亡
命という話があるげれど︑亡命なしにしようや﹂という縮談をして

の翌隼の暮れですが︒

ひがしちから

中曽根派だから︒いま高東氏の小選挙区には︵和歌山渠第三

二階﹇俊博︸がいるからね︒

向こうに入子があるんですか︒

あるんだ︒東力がいくと︑ホワイトハウスなんか大手を振っ

藤波

中國からワ⁝ンと言ってくる︒

行きますね︒

藤波

これは誰かに命ぜられて行ったんですか︒

驚くべき人脈だった︒

人に会えるのかと思ったんですが︒

佐道

アメリカに︑次﹇の日本の総理﹈は誰だということを決めな

なぜ行こうと思われたんですか︒

」

この段階で︑ですか︒中曲岡根さん﹇が総理になるのは﹈はそ

いたな︒亡命騒ぎがあるけれど︑記者懇談をやりながら︑ウイスキ

鈴木内閣だな︒渡辺秀央と行ったんだ︒東力に案内しても
なんで東さんなんですか︒

藤波

このころありましたね︒

イを飲ませて︑別の部屋で相談していた︒中国人の亡命騒ぎがあっ
武田

ありましたね︒一回亡命すると騒いで︑帰ったという認ですね︒

らってブルッキングス研究所に行った︒

論叢

ええ︑それをどう扱うかという話をしていたわけだから︒薮

たときだ︒

藤波

聞記者のところでそんな謡をしたらエライことになる︒隣の部麗で
話ができたということは︑ありがたいことだった︒やり方によると

武臓

て歩けた︒

僻藤

ボ；ルドリッジ︑トレザイスに会ったりしています︒なんでこんな

餌藤

伊藤

いや︑自分で勝手に行った︒まったく勝手に行った︒どこか

藤波

らも金をもらわない︒自分で飛行機の切符を買って行った︒

藤波

枳談して決めたんだからな︒

先生はすごい世々に会われているんですね︒ア⁝ミテージ︑

さいますか︒

愚うな︒

波藤M波藤

藤波

藤波先生は︑ご露分が総理になられたら︑靖国神社に参拝な

藤撰区藤解
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武田﹁ふじなみレポート﹂を祠ると︑自分で蕉しい藻米関係を築

伊藤

そこで人脈をつくったんですね︒

じゃあこのときは︑中曽根さんになると思っていたんですか︒

羅本はならんものだから︒

なった方がいいと思った︒

じゃあ中曽根の売り込みじゃないですか︒

佐道

伊藤

ジョンソンというのは︑アレクシス・ジョンソンですか︒元

次官補ですね︒

初めてです︒アーミテージが国務憲の日本部長︒

ああ︑そうだD

C茎A長憲コルビンにも会われていますねQ

武霞

だけの方に会わ凱るのは︑先生ご宮身も初めてですね︒

きたいと書かれていますね︒向こうのすごい面々なんですが︑これ

目び︒唱①︑ですか︵笑い︶︒

それは先ほどの鈴木さんの発言で鰯つたことだと思われたと

それもあるし︑もっと中曽根康弘が好きで︑次は中蟹根にやっ

ころから来ているわけですか oもう中腸根さんに次をさせないと
⁝！O

藤波
攣藤

いままでの話だと︑そんなに中善根さんがよかったのか︒も

てもらおうということで出かけていった︒

佐道

政治の世界というのは︑学者の世界とはまた違うからな︵一

うちょっと距離を取っておられたような感じがしたんですが︵笑い︶︒

藤波

父親が三重県の年忌婁郡で教育長をやって︑小学校の校長さ

東力さんは一︒

斗笑い︶︒理窟懸りには行かないんだ︒

伊藤
藤波

んでもやったのかな︒隣の選挙匿だから︒いま二階に完全に搾さえ
込まれて不遇になっているけれど︒

会われた方々の反応はいかがでしたか︒

中曹根で行こうということになったんだ︒

中主根ウエルカムですか︒
そうそう︒

行かれるにあたっては︑ことわって行かれるわけですか︒

行かない︑行かない﹇ことわってはいない﹈︒

中曽根さんに黙って︑ですか︒
黙って︒

帰ってきて報告はされるんですかQ

野呂恭一の娘を嫁さんにしたんだ︒

舞常に残念なのは︑トンリキと雷っていたけれど︑東力のことだ︒

やっておけと言ったから︑渡辺秀央がやったかどうか知らんけれど︒

報皆なんかしない︒津名から行けばする必要はない︒渡辺看

防衛庁長官をやられていますね︒．

トンリキは渡辺派になって︑渡辺美智雄の子分になった︒大蔵省に

・いたから︒あのときに世舐になったことを思うと︑私も渡辺秀央も

燈幌たるものがあるな︒それは世話になったよ︑人間関係で︒いま

はあんなにアメリカに入脈があるというのはいないだろうな︒
掛詞

みな知っているな︒

中蛍根さんは昔からアメ弓力には人脈があるでしょう︒

藤波

藤波

大蔵省の役入をしていて︑大蔵雀から行ってブルッキングス

研究所にいたんだ︒

研究所の所員だったんですね︒

東さんはそれ以上にあったわけですか︒

たんですか︒

向こうに人脈があるというのは︑向こうに留学か何かしてい

若こうから大学を持ってきたりしましたね︒

あれは申西﹇啓介﹈だ︒

﹇東宝底は﹈もともとはお役人ですよね︒

波田波藤波道波藤波道．波
武困

武田

f57

N

藤武藤伊藤佐藤撲藤俊藤

俄門島重い
遵藤波藤と

伊平藤俊藤平
藤松高道波松

武園

藤波

中養根派の中で︑アメリカ人脈を持っているということで有

あった︒

集まって︑議員運盟をつくって︑そこで濡しい政治のあり方や安全

ら︑﹁いやいや﹂といった︒そのときに︑﹁太平洋を翻む照会議員が

そんなに知らないだろうな︒私らは知っていた︒

して︑もとの人關関係をつなげなけれだ晶質だ﹂と︒こいつはえら

なものは喪い︒国によって文化がみな違うんだから︑教育を中心に

保障のあり方を研究しよう﹂といったら︑スハルト瞬く﹁いやそん

役瞬の頃から︑門アメリカの人脈に﹈強いという話はあった

名だったんですか︒

平松

いやつちゃな︑と思ったね︒

はアジアにある沼地の一番奥に住んでおるゴトヒキ﹇三脚痢でヒキ

g
みたいですね︒テンプル大学の環本校を持ってきたのも彼じゃない

ういうことになっているものだから︒朝鮮もそうだけれど︒こいつ

テンプルは縫本に持ってきて︑一応成功した︒

ガエルのこと﹈みたいな男やな︑と思った︒ギョロッとした目をし

〜族郎党を食わしていくというか︑そ

でしょうか︒

伊藤

結周︑中善根さんの売り込みはかなり効果があったわけです

露塵

藤波
いい反転だった︒

弗鴬にいい反塔でしたか︒

アメリカについていえば︑あったな︒

ろなことをおやりになるわけですが︑先生はこれには直援には関わ

を一蕨懸命おやりになって︑爽際に申曽根内閣になってからいろい

伊藤

て︑﹁人閣関孫を大事にしなければ﹂と言ったね︒それは覚えてい

藤波

先生愚人としても︑お会いになった方々とは︑あとで蘭係が

藤波

る︒

佑道

らなかったんですか︒

そうですね︒

わっているね︒このあいだ亡くなった電電公社の初代総裁︑真藤

いやいや︑そんなことはない︒

てくるといって来て︑私の部屡で二時間ぐらい遊んで︑﹁もう帰り

﹇慎﹈さんなんかは︑官房長官をやっている頃に︑総理宮邸に行っ

せっかく来たんだから総理大臣に会っていけ﹂と言ったら︑﹁いや

でも結果としてそうなったでしょう︒

終わってから︒園﹇射委員長が終わって︑事務総長だな︒渡辺秀央や︑

いや︑総理大臣に会わなくてもいい︑宮房蓮宮に会って騙せばいい

ますからな︑官房長窟﹂というから︑﹁まあそんなこと誉わないで︑

名憲屋の片岡武司︑八王子の石渡﹇照久﹈と一緒に︑礼騒りに行っ

んだ﹂と書っていたことを覚えている︒そんな独特な人間関孫が一

やはり嫌いな人へのクッション役ですか︒

てこようといって︑礼に行った︒五年間世話になった︑といってね︒

揮藤

それは大事ですね︒

人ひとりにあった︒中曽根さんは大事だと思っていたけれど︑好き
古い時代にインドネシアの〜族郎党を養っていくのに金を貯めた

藤波

第二次臨調そのものには︑副幹事長としてはコミットするわ

これはシンが承iルと︑インドネシア︑マレーシア︑タイ︑フィリ

といって︑人罠にやっつけられた大統領︑スハルトが家に来いとい

偶藤

な人も嫌いな入もおるからね︒

うので︑家に行った︒﹁五奪間世謡になってありがとう﹂と鴛った

ピンと行った︒

結果だね︒礼回りにも東南アジアに行ったな︒中碧根内閣が

国鉄の改董・が台風の目になったわけで︑そういう意味では関

じゃあご露身の顔見せもあったんですね︒

さっきお話がありました臨調の話ですが︑中腰根さんはこれ

出てくるわけですか︒特に官房長官をやられたときに︒

か︒

武臓

．藤

藤揮藤僻藤
波藤波藤波
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そうそう︒あれは役所仕事だから︒
伊藤

藤波

先生は田中派とのパイプはあるんですか︒

なれない︒

になれないじゃないですか︒

藤波

あとで官房長官になると︑いろいろな形で直接的な関係が出

けではないんでしょう︒外から見ている︒

伊藤

ということは︑田中さんとは前からおつき合いがあったわけ
ですか︒

伊藤

覚えている︒

調えておけよ﹂と言ってきた︒﹁ああそうですが﹂といったことを

﹁いま中曽根を探したけれど︑いないから藤波が探して︑これだけ

圖・甲さん本入とある︒田中角栄という人が電話をかけてきて︑

そうそう︒

藤波

藤波

ではまた官房長官になってから少し第二臨調の話を伺います︒

てくるわけですね︒

揮藤

圏申曽根内閣へむけて︑鐙中角栄との関係

になったんだ︒

河野派に来たのが浜地文平さんだ︒そのときに根本さんも同じよう

根本龍太郎という人がいた︒広川弘禅派におって︑それから

伊藤

根本さんは元広⁝川派なんですか︒

藤波
活躍をされましたか﹂という質問があるんですが︑さっきの話で済

武霞

そうだと思うよ◎広川さんは幹事長をしていたからね︒初め

﹇質問要項の﹈最後のところに︑﹁中曽根政権に向けてどんな

んでしまいましたね︒もうち欲つと経って︑次の致磯が本当に中曽

藤波

のころ︑﹇私が﹈衆議院に出るとき︑公認が取れないQ岩下かねと

根さんに来そうだということは︑どんなところがら感じられました
か︒

いう入が強くて︑それは佐藤派だったから︒そのときに根本さんが

なんのときだったか︑鈴木内閣の顔見せの会合で︑もう鈴木

じゃあかなり古くからの縁なんですね︒

藤波

解藤

政治家を出発するときからですね︒

私を連れて︑福田赴夫と正中角栄のところに行ったんだQ公認して

そうですがO それは情報として入ってくるわけですか︒

藤波

じゃあやっぱり反田中で新自由クラブというわけにはいかな

さん︑辞めそうだった︒醇めて︑この次は中曽根だという感じが由

そうそう︑情報として入ってくる︒

伊藤

くれと言ってね︒それからの縁だな︒

中蛍根さん自身もそういうことを言うんですか︒

いですね︒

まあ︑自分のことだから言わないだろうな︒

すので︑よろしくお願いします︒では零墨またよろしくお願いしま

今田はありがとうございました︒

中蛍根派としてはだいたい︑次は中善根さんだと︒

︻岡

す︒

それはだいたい一致した意見でしたか︒
そうですね︒

曖中派が瞬調してくれないと総理

︵終了︶

そうです︒

ちょっと時間を過ぎました︒次回はいよいよ中瞥根内閣に入りま

中瞥根さんは書わない︒

たな︒

揮藤武藤武攣藤侵藤解
藤波璃波田藤．波藤波藤

しかしこの段階で言うと︑
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：敢策研究院政策研究プロジェクトセンター

〔インタビュアー一〕（薦書さはインタビューの時点）

1伊藤
有馬

隆微策研究穴学院大学教授）
学（九州大学教授）

小池聖一（馬匹大挙助教授）
佐道明広（う轍策研究大学院大挙助教樹

［川越美穂（鯨大獣学囎士羅）
平松大輔（藤波孝生氏秘謝
記録者：丹羽溺隆

20〔｝3年5月7
鵜

入れてもらってもいいんですが︑政策研究大学院﹇大学﹈が

■政策硯究院発足時のこと
藤波
できたときの詣をします︒私が伊勢に帰っているときに︑吉村﹇融﹈

先生から電謡があって︑﹁政策研究大学院が発足することになりま

俗物の固まりだ︒

いや︑先生︑中蕾根派じゃないんですか︒

政策研究大学院のためを思ってそう言ったんだ︒

それは学長によく言っておきます︒

アカデミックな雰囲気が魅力だ︒︑アカデミックな雰囲気のないもの

やな﹂と言った︒政策研究大学院というのは侮が魅力かといったら︑

さんも来てくれる﹂という語だった︒だから﹁俗物がみな集まるの

で一緒に毒んだ︒そのときに︑﹁中型根さんも来てくれるし︑竹下

渕恵三﹈のことにチラッと触れられましたね︒これはお借りしたも

わられましたが︑早稲田四人組﹇三塚博︑海部俊樹︑藤波孝生︑小

でおられるんじゃないかという気がしたんです︒この前さらりと終

読んでみまして︑謝幹事長時代に︑行革の問題にずいぶん踏み込ん

轡藤

圏行政改革について

は文部雀の機関としては大失敗だ︑ということをふだんからずっと

のですが︑﹃薪政経賑の

はない﹂と言った︒私が言ったのは︑﹁町村﹇信孝﹈文部大臣が来

そして祝辞の順番はどうだというので︑﹁祝辞はしゃべらすこと

ら︑行革国会をどういうふうにやったかということをかなり詳しく

て﹂という文章を書かれています︒これを読ませていただきました

そうですが一︒中曽根さんと竹下さんを引っ張り出したの

くなっていますが

そこから以下ずっと読んでいきますと︑まさにいま小泉さんが雷っ

そこで﹁重い借金三文を風呂敷にいっぱい抱え

アカデミックな雰囲気を 一 ︒

て坂道を登っていくようなもので﹂︑これをなんとかしなければな

にいたしますと七十万醗借金をしている﹂︒これはいまもっと大き

﹇五十六年度末で︸国債の発行残高が八十二兆湾︒健民㎜入当たり

思ったんですが︑侮えば﹁財敢状況が非常に悪くなってしまった︒

この中で︑藤波先生はなかなかいいお言葉をお使いになるな︑と

政経研究会第一五六罎懇談会における藤波旋の講演を収録している︒

※﹃新政経﹄：新政経研究会︵会長は石原慎太郎︶の発行する雑誌︒新

お謡になっておられるんです︒

小池

ぶち破ったんやな︒へえ︒そんなことがあったですな︒

らんとおっしゃっています︒

は︑私でして︵患い︶︑まことに申し訳ありません︒俗物を一︒

伊藤

らったら虚構かと思います︒

えておいてもらっておいた方がいいと思うので︑どこかに入れても

か﹂ということでした︒そういうことがあったことを︑ちょっと覚

話せばいいQ二人で充分や﹂と私は俳勢で直ったんだ︒﹁ああそう

たら文部大臣に語をさせて︑その次に教職員を代表して吉村先生が

九八二年四月号に﹁行革囲会を振り返っ

よろしいですか︒三園お話を伺ったあとでいろいろなもの．を

思っていたので︑そのことを早し上げた︒

した﹂︑という︒﹁それはいいなあ︑ありがたいなあ駄といって電話

藤波藤波

ている構造改革なんですね︒それが緊急の課題だとおっしゃってお
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li昇藤伊藤

それは全然知りませんでした︵笑い︶︒

私の責任ですね︒

知らんこともあると思う︒

伊藤伊藤
藤波藤波

られます︒それから行政の許認可事業とか︑行政そのものが公務員

んど岡じなんですね︒そういうことをやって︑﹁二十︸世紀は︑バ

ラ色に輝く二十一世紀のB本ということを︑われわれはいつも若い

人に呼びかけている﹂とおしやっています︒残念ながら︑これは全

の数をどんどん増やしていく︑自己増殖する︒﹁﹇行政そのものが自

分たちの仕事を肥大化させていくという﹈行政の本能からいいまし

くそうならなかったということでありまして︑この行革はなかなか
うまく行かなかったんですね︒

ても︑戦後ほとんど手をつけないで行政が肥大化をしてきていたと
いう事実があるわけでありまして︑これに思い切って乎を加えなけ

それでちょうど五十七年度の予算編成を叢説なき予算ということ

つけないで︑修灘もしないで通過した︒こういう体罰はいままでの

ことと︑行董・法案が裁縫︒公明・薪富連の賛成で︑付帯決議も珂も

ただ︑ここで行革ということを言い始めて出癸点になったという

で始められて︑実はもっと大まな見取り國を描いて順次進めていく︑

いわゆる五五年体劇と違うんだということをここで強講されておら

ればいかん漏とおっしゃっているわけです︒

べきところを︑残念だけれど各論から入ってしまったという言い方

れます︒ということを細し上げて︑このときのことをいろいろと慰
い毘されませんでしょうか︒

をされております︒そういうことを雰欝にたくさんおっしゃってい
るんですが︑ご記憶として︑いかがでしょう︒議会の中でずいぶん

藤波

藤波

伊藤

藤波

伊藤

そうです︒一般論としてね︒

行革が後曝しになったということですか︒

外交賜題をどう解決するかということが頭にあって一︒

行革とアメリカは醐係がありますか︒

ていったということが腿係あるような気がするな︒

一つ

はアメリカとの関係︑外交問題というのが非常に大きな問題になっ

ていたけれど︑なかなか思うように進まなかったというのは︑

やろうといい︑藤波孝生も若い連中と話して行政改革をやろうと思っ

んじゃないですかね︒鈴木内閣のときに︑中葛根さんが行政改革を

ら︑ヨーロッパを見ながら︑ということになったという違いがある

緩和にしても︑やったことになるけれど︑それはアメリカを見なが

ら行政改革というものは︑結果として国鉄の敗革にしても︑規鯛の

が大きかったんでしょうな︒中雪根内麟の出発をしてみたら︒だか

と思っていたら︑アメリカという大意な・山がそばにあって︑その影

中蓉根さんもそうだったし︑私もそうでしたが︑そのころは

おやりになっているような感じですが︒

行敢改革ということで突っ込んでいくと向こう側に森が見えてくる

そうです︒重曹根さんが行管庁長窟だったと思いますが︑行

藤波副幹事長時代一︑中黒根内腿ができる前ですね︒
伊藤

行政管理庁長官をやっておる頃に︑中鶴根さんはだいたい行

革国会です︒

藤波

革に弄しては見取り図を書いていたんだな︒それを言ったんだと酷
先盤ご自身が︑﹁この終うちから瀬島さんであるとか︑牛尾

います︒一緒に取り組んでいましたからね︒

揮藤

さんであるとか︑臨調で御活躍いただいている智さん方といろいろ
なお話をしているんです扁とおっしゃっています︒瀬島﹇龍三﹈さ
んの名前がときどき堵てくるんですね︒ですから第二臨調と連携を
取りながらいろいろおやりになっていて︑国会で行革関連法案を通
過させるわけですね︒これは入口だとおっしゃっています︒

あと︑総理とは孤独である︑これをバックアップする体綱をきち
んととらなくてはいけない︑ということもおっしゃっています︒そ
れから特殊法人とか︑そういうものの改革もしなければならん︑と
言っています︒そうすると︑いま小泉さんが書っていることとほと
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行革をやるチャンスは二度とこないだろう﹂と言っておられるんで

中曽根内閣が終わるときに︑﹁次に行政改革をやるのは十隼

すね︒その二十一世紀が来てしまいましたね︒

藤波

騒して触れようともしない﹂ということで︑なかなかうまく行かな

ろうとしますけれども︑自分たちの所管外のことになると責任を騒

れが全部縄張り争いで︑自分たちの所管のことは本当に購々まで守

してみたわけでありまずけれども︑行政が縦割りになっていて︑そ

る問題で︑いろいろ総合的にやらなくてはいけない︒﹁相当努力を

ですが︑これは労働省だけの閾題ではなくて︑文部雀その他に関わ

ここでもちょっとシルバ⁝センターのことをお書きになっているん

伊藤

いんだけれど︑例えば弓クルートの話を例に取ると︑一審で私は無

藤波

伊藤

伊藤

んだ︒

政治家がかなわないということですか︒

朕は国家なりは抵抗はないな︒

藤波

人材は官僚から入ってくるんだ︒三分のことを蕎っておかし

抵抗もしているし︑抵抗だけではなしに︑朕は墨家なりだな︒

一番抵抗しているのは役人ですか︒

言わないわ︒市真桑合併だ︒道州制は鐵て来ない︒県会議員が強い

やろう﹂と君って終わったんですな︒道州網なんていうことは誰も

先だ︒いまは圏鉄改革だけをやった︒この次にやるときは道癩縦を

いんだという話をされているんです︒この前は非常にうまく行った

罪になったんだ︒五奪帯かけて︑百五十︸回の公判をやった︒これ

先生はこの前シルバーセンタ⁝のことをおっしゃいましたね︒

ようなお諾をされておられたようでしたが︑どうだったんでしょう︒

は無罪だわと自主で思っていた︒それで無罪になった︒二審以上に

なると︑ちょっとおかしいからきちんと書いておくよと言う︒内緒

藤波労働雀としてはやった︑というつもりだったんでしょうな︒
伊藤

の譲だけれど︑裁覇長がきちんと書いておくよと署ってくれたとい

やはり縦割り行政を打破しなければいかん︑ということをこ

の中ではずいぶんおっしゃっているんです︒それはいまも言われて

自分は何もそんなことをしていないと門書いている﹈︒芦賑事件

そのころに︑﹃芦綴均B記﹄を読んだ︒芦田さんは総理大臣で︑

そうかと慰つた︒

う話を聞いた︒二審で側の薪しい事実もなしに有罪になった︒ああ︑

そうですね︒行政というのは横暴というのか︑国昆を大事に

いることなんですね︒

藤波

この中でも︑﹁日本の国はなんと言いましても官僚王圏であ

しょうとしないでやっているからな︒

伊藤

﹇復興金融金庸融資による昭電疑獄事伶﹈というのは︑進駐軍が二

やっつけなげればいかんというので︑芦紹均をやっつけたというこ

りまして︑朕は圏家なりぐらいのつもりでみんなそれぞれがんばっ
わかりやすいでしょ．う︒

とだった︒

つに始れて︑二つの派潤があって︑片方の利益を取るために片方を

藤波

わかりやすいですけれど︑じゃあどうするんだ︑ということ

ている﹂とお書きです︒先生の表現は面白いですね︵笑い︶︒

儲藤

そうそう︑﹇官僚は﹈朕は薩家なりだ︒

﹁おれは担当じゃないからなんとも言いようがないQしかし悪の事

の世界を退いて弁護士をやっている友人にそのことを言ったら︑

自分﹇11芦田﹈は︑なんという人だったか知らないけれど︑官僚

藤波

いま行革をやらなかったら︑﹁恐らぐ二十︸世紀までにもう

ですね︒

騨藤
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件をちゃんと審理するように︑裁粍長に立派なやつをつけるように

いかんと思ったんだけれど︑役人は物を奮わなくなった︒霞分のこ

たんだけれど︒あのときにいっぺん︑物を言うやつを集めなければ

とだけだ︒自分のところが持っている公社・公団を守ろうというこ

する︒それで御免してくれ﹂といってその人は逃げた︒逃げたけれ
ど︑裁覇長は事実関係に基づいて無罪を蘭曝した︒

ようと思って︑偲圃も﹃銭卜三野記﹄を読むんだけれど︑なんとい

遅の話です︒最高裁の判決が出たような話だ︒もういっぺん見てみ

ほどな︑日本の富士空義というのはこういうものか︑と思った︒最

んだな︑と思った︒裁判長は東大か京都大学かどっちかだな︒なる

そんなことはないと思いますけれどね︒

も﹈老いれば駄馬に等し﹂と言うけれど︑よう争うたな︒

にもならん︑という話があったな︒すぐ忘れてしまうんだ︒﹁﹇麟麟

の事務次官以下に任すという話をしたら︑事務次官が抵抗してどう

書わんかぐらいのところまで来ているという話は何だったか︒各省

聖日の新聞だったかな︑補正予算ではないか︑石原坤晃が言うか

とだけだ︒権益擁護に走り回っている︒

う人だったか︑違うところで読んだのかもわからんなと思うけれど︑

俘藤

それは役所を守るのは事務次窟以下の責任だからな︒それは

だからそのとき︑こうやって容僚主義というものをつくっていく

窟僚主義というのはエライものだ◎

藤波

から︒政治が責任をとってやればいいんだけれど︑政治は責任を取

くなったな︒選の中は︑悪いものは官僚だということになっている

まない︒ただ︑飯を食うだけだけれど︑このごろ役入は物を雪口わな

偶藤

もなかなか簡単にはいがんだろうと思って見ているんだけれどね︒

ぞれの大臣と話をするということになっているんだけれど︑それで

鞭蓋を守るわ︒縦割りもいいところだ︒そのあと︑石原大臣がそれ

このあいだ劉土製通患の上の者と飯を食った︒私のことは何も頼

らんし︑窟僚は余計黙ってしまうんだな︒もっとものを欝ったらど

るんですね︒

たらいい︑と占った︒最後は間接税を強化しなければというので︑

大蔵省の連中はだいぶ麟のことを考えて︑こうしたらいい︑ああし

十四︑五年前の申蕾根内閣のとまには由口﹇光秀﹈事務次富以下︑

早稲田四人組ということでおやりになるわけですね︒それで自民党

会で︑金丸さんが委員長の特別委員会で︑このあいだお話があった

炉藤

藤波

行政改革のことで︑﹇藤波さんが﹈翻幹事長のときの行革匿

縦割りでね︒

そうですが︑やはり権釜を守るということに重点が移ってい

うだと思う︒

結局中曽根内閣は馬鹿を見たけれど︑しかし︑昔は物を書つたんだ︒

だけではなくて︑畏社︑公議︑薪自連に賛成に隊ってもらう︒だか

特に公明ですな︒公明というのは︑こうと決めたらそれで決
ぽ藤

大変だけれどね︒ほかの党は決まらないんだもの︒特に社会

こうと決めさせるのが大変じゃないですか︒

伊藤

社会党は初めから反対に決まっているから︑いいんじゃない

覚は決まらんのだもの︒

藤波

まってくるんです︒

藤波

ら社会覚と取引しないで法案が通る︒

山口さんが来たら︑誰よりも先に総理に会わせなければいかん︑
﹁総理大臣︑山口さんの意見を聴きなさい﹂といった︒その都度︑

主税局や主誰を汐入か連れてくるから︑﹁その連中の意見をよく聴
いて︑やりましょう﹂といって︑私も後藤田も中曹根康弘も経済の
ことはわからんものだから︑大蔵省に役人に全部任せて︑やった︒

いまは物も言えないのか︑言わなくなったのか︒宮僚主義と言う
けれど︑昔の官僚主義と違うんだな︒一一十年ぐらい藩の官僚主義と
いまは違うんだ︒物を書わなくなった︒物を善う者を集めろ︑ξ蓄つ
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藤波

伊藤

藤波

畏魅︑公明ですね︒新黒山というのは新自由クラブのあとで

民社は大丈夫だ︒決まらんけれど︑大丈夫だ︒

民被は大丈夫なんでしょう︒

公明は決まるんだ︒

ら﹁皆さん﹂と言うが︑﹁皆さん﹂とは言わないQそれは一人ひと

藤波

伊藤

藤波

伊藤

例えば︑イギリスに行くと先生が教壇に立つ︒日本・の先生な

これは面自い意見だと思うんですが︒

いまでも思うな︒

いまでもそうお考えですか︒

ですか︒

俘藤

伊藤

藤波

薮る︒

問題ないですね︒それで過単数を取ってしまう︒

あとでしょうな︒それも大丈夫だ︑自民党と一纏だ︒

だけど︑簡単にはならんな︒

それは面窃いといって︑選挙を一所懸命にやってくれた入がおる︒

だ︒それぐらい違うんだ︑ということを選挙で言ったことがある︒

蕊わずに︑⁝人ひとりがどうやって勉強するかをじっと見ているん

りみな違うからだ︒進歩発達の歴史が違う︒だから﹁砦さん﹂とは

藤波

だから一党派だけの独走ではない︑という形で挫屈運営がで

すか ︒

伊藤
そうですね︒

次に︒

で︑初中局長︑のちに事務次宮になったやつがいたな︒佐藤禎一の

馨本教育薪露の高橋さんの︑侮の会だったな︑お祝いの会か何か

藤波

このことを先生は非常に強い勢いで︑今度の成果だとおっしゃっ

きる︒

撰藤

藤波

私が鰐を言ったのか︑事件のあとだった︒おそるおそる言っ

佐藤氏の前の事務次官である︑共上孝美氏である︒

中燭長を経験していない︒祷中局長と事務次官を経験しているのは︑

※佐藤禎一氏の次の文部事務次官は小野元之疑であるが︑小野氏は窃

﹇いまの﹈ひとり前の事務次官ですね︒

平松

ああ︑そうだな︒

ていますね︒

藤波

■義務教育制度廃止論

小学校だけでいいと︒

たのか︒

言ったのか︒中学の義務教蕎をやめうと言っ

伊藤

伊藤

なんでそんなことを皿煮うかというと︑7甲学の二年生から三

たんだ︒中学をなくせと

らどうかという堤案をされているんですね︒みんな岡じ形の人間形

藤波

あと︑これは面膚いなと思ったのは︑義務教育制度をやめた

成をやるというのは無茶だ︒明治時代ならいざ知らず︑今日におい

年生になると︑退学はで奏ないと思うから︑甘えるんだ︒二隼生か

をやってもしょうがないので︑ただ晃守っているだけだ︒それで早

ては﹁義務教育というのは思い切って全廃してしまって︑いろんな
面白いね︒

く卒業させうと書っているだけだ︒そんな馬鹿なことがあるか︒教

ら三蓋生になったら︑扱いに困って︑先生が手を焼いてしまう︒何

藤波

これは文教関係の議員さんの集まりとかで︑そういう発想が
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学校に競争させ﹂たらどうか︑とおっしゃっているんですけれど︒

伊藤

育は一所懸命やらなければならん◎そんな退学もできないような中

学はなしにしろ﹂という話をしたら︑﹁エライことだ︑藤波さんが

あったわけですか︒

そのときはそうですね︒そういう意見も出たんだと思うね︒

2003隼5月7日

藤波

回
穫囲

團瀬島龍鳳二二らとの関係

じゃあ︑前からのおつき合いがあるわけですね︒

そうです︒前からのつき合いがあったQ

それは中曽搬さんの関係ですか︒
いやいや︑そうじやない︒

ご露分の直接の関係ですか︒

痩接の関係だな︑瀬島さんは︒

大変なことをおっしゃっていますね︒

大臣不在なんだ︒

鯵藤

前からだ︒

じゃあ︑屡会議員になられる前からですか︒

羅治朗だと思ったからな︒

伊勢青年会議所の副理事長止まりだ︒青年会議所で一番偉いのは隼
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中学はなしでもいい︑と雪い出した﹂といって︑﹁︸醐自い話題になっ

た︒それで本当に役所中が大騒ぎになったことを覚えている︒だか
らなかなか︑規舗改革とかいろいろなことを言うけれど︑改革なん
てやれないね︒そのままだ︒そのときにそう思った︒

勝藤

先生︑瀬島さんとか牛尾さんとかとしょっちゅう託し合って

僻藤

いるということをここでお詣になっていますが︑瀬島さんとはこの

ときですか︑もっと前からですか︒

でもそれをやらないと︑どうにもならなくなってきているわ

けですね︒

藤波

藤波

どうにもならなくなってきている︒大臣の値打ちがないこと

見ろ︒私は兵庫累で小学生が中学生に殺されたときに︑文部雀に翼

たんだな︒私の藤波会の設立何周年だったか︑学習院で亡くなった

そんなものだな︒

もらったことがある︒二十年だったか︒二十年だったら昭和四十二

︵佐遂香山﹇健二さん︶香山さんと一緒に︑瀬島さんに行って

もっと前からだねQ後援会の大会のときに伊勢に行ってもらっ

下を入れろ︑と秘書の水癌に雷うた︑﹁私はこんなふうで︵喉の調
子が悪い︶︑向こうが聞こえんというといかんので︑おれの代わり
に文部省に電毒しろ﹂︒﹁なんて言うんですか﹂というから︑﹁すぐ

に大臣は行け︒これはただ小学校に犯罪者が来たという問題だけは
なくて︑日本の教育がやっつけられているんだ︒文部雀全体がアホ
みたいなものだ︑だから︑すいません︑謂うございましたと大臣が
お線香をあげに行け﹂と言ったんだが︑国会の都合で行かなかった︒

アホみたいな謡だ︒今の外務工区にしても︑文部大臣にしても︑法
務大臣にしても︑頭はいいかもわからんけれど︑大臣に閃きがない
な︒だから役所の中で︑﹁事務次官の上にもう一人事務次官がおる

孤影さんはまた別なんですね︒

そうですが︒

藤波

それから︑土光﹇敏夫︸さんはどうなんですか︒

B本JC︑日本青年会議所の会頭をやっていたからな◎私は

まあいいです︒これは別に今すぐ発表するわけではないです

伊藤

o
それはいいですよ︒そう思うなあ︒閃まがない︒

月日経連会長﹈だった︒桜田武という人は︑藤波孝生をずいぶんか

ていたわけではない︒私は桜田武﹇紹和四十九年五月〜五十四隼五

土光さんは︑︸般的には存在を知っていたけれど︑直接知っ

そうですね︒大証不在なんですね︒

のと㎜緒や﹂と書われているんだ︒いい表現だ︑面白い表現だ︒
海面

藤伊藤伊藤伊藤轡年
波藤波藤波藤波藤か
x
藤波

藤か伊藤伊藤
波ら藤波藤波

竺

伊藤

桜田さんは四天王と︸養われた一人ですね︒

わいがってくれたよ︒あの入が死ぬときまでね︒

躍をいただいておりまして︑いろんな面で私どもも御寒極を受けて

んが︑§民党の︑賛しい保守党︑近代的な保守党の籏手として御活

いるわけであります︒怨じ唱和七年生まれでありいますが︑人はよ

一入だ︒臼済紡だね︒私の顔を見て︑﹁おい︑
おい﹂といっ

藤波

く︑どうして嗣じ年に石原慎太郎と藤波孝生が盆まれたんだろう︒

先盗とはだいぶ歳が違いますか︒

にお生まれになったか知りませんが︑星測りとは干支は全然違うん

て侮でも際してくれた︒

伊藤
ああ︑

漂さんは﹁大都会の真ん・甲で大輪のダリアのような花を咲かせる︒

またこんなに違った政治家がよく同じ年に生まれたものだと︒何月

藤波

じゃないかと思っております﹂という言い方をされております︒石

いろいろな場面で桜田さんとおつき合いがあったんですか︒

ずっと違うな︒人生の大先輩だったな︒偉い人がおる

もんやな︑と思った︒

伊藤

私などは︑隠舎の二流河川の河川敷で上ばかり以ている月晃草みた

いな者でありまして﹂と︑面黒い表現をされるんですね︒でも石原

ありましたね︒

いろいろな画で援助もしてくださったんですか︒

さんとかなり︸緒にいろいろやったということですね︒

藤波

伊藤
金はあまり持っていなかったんじゃないかな︒ポケットマネ⁝

事樋によっては︑石原さんと〜緒に例えば外交官を増やせ︑という

この前のお詣だと︑薪生クラブと青嵐会ということなんですが︑

藤波

はね︒名前でよかったんだな︒
揮繋

ようなことをやっておられる︒これはこ記穂にありますか︒

あとこの話の中で︑外交強化の議員連盟という話をされてい

るんですね︒それは石原慎太郎たちと一緒で︑ 外交官を増やせとい

藤波

記憶にあるな︒なにかそんなこと書つたことがあるな︒やっ

う運動をやった︑ ところがなかなかそれは難しかった︑という語を

ぱり外交を強化しようというのは新生クラブです︒いろいろ議論し
ているあいだにそうなったQ

＝カで行革だと書っていて︑ 他方で公務員を増やせ

ということですから︑これはなかなか難しいけれど︑ 弼が一番大事

僻藤

されています︒

かというと︑外交を強化することが︸番大事だ︑ という謡をされて

ですかね︒

そうだな︒

儲藤

藤波

この前︑裂幹事長の時代はスッと通り過ぎられたので︑これ

定まった停間とだけしか物を言わん︑ということではないからな︒

そういう仲間に︑議会の中では石原さんも入れたということ

いるんですね︒

藤波

いまのような状態で︑国外の情報というものが商社などを通

鯵藤

それでこの質問事項の中差根内閣ということになるんですが︑

瓢中曽根内閣成立に尽力

ですから︑ちょっと伺いました︒

を読んでいたら︑冗談じゃない︑いろいろな籍があると思ったもの

伊藤

じて早く入ってくる︑外交ルートは遅い︑ ということもおっしゃつ
これは言い出しっぺは石原さんあたりなんですか︒

いや︑新生クラブで議論しているあいだに︑ そういうことに

ていますね︒

藤波

これ自体に︑﹁石黄先生は︑ 私が申し上げるまでもありませ

いや違う︒石原慎太郎は青嵐会だ︒中耀一郎だ︒

石療さんも新生クラブなんですか︒

なったんだろうな︒

伊藤
藤波
餌藤
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先生は嘗房副長官︑官房長官と歴任されるので︑雰常に思い出も多
藤波

いや︑先生のお語ですからQじゃあ︑お忘れでございますね︒

面自いね︒

何を言ったのかわからないな︒

伊藤
藤波

いでしょうし︑︸翻ではとてもではないけれど済まないと思います
ので︑ぼちぼちとお話を伺っていきたいと思います︒

﹁外向けにも︑そういう感じが定着しているようなのです︒

そのことがB本の國のためにいいのなら︑それをうまく利用すれば

伊藤

さかんに莞り込んだというお話がございました︒それで︑﹇お借り

いいのだろうと思いますけれどね﹂という書い方をされています︒

前回︑中蓉根内閣ができる前にア．メサカに行って︑中田根さんを

した資料の中に﹈官樗応長宮になられてからの﹁月曜会レポート﹂

八〇三です︒

部盤番号も書いてありますか︒

千代田区永田町ニー一〇⁝二︑TBRビルですね︒

場所はどこにありますか︒

どんな組織だかご存じですか︒

頼まれて講演に行ったんでしょう︒

藤波

この多備選をやるという毅階で︑藤波先生はどういう行動をとられ

藤波

藤波

殴十5鷹の空白ということを先生はおっしゃっていますが︑

そう︑総裁選挙をやるわけだ︒

うことでしたが︑これは燐に禅譲という形ではないでしょう︒

僻藤

中曹根を総裁にするために一所懸命やったんだ︒

たわけですか︒

餌藤

具体的にはどういうことをおやりになるわけですか︒

それで鈴木さんがお辞めになる︒あとを中瞥根さんに︑とい

そう思いますね︒それは思います︒

やはりこの訪米と中善根内閣の成立は︑痘結はしないんでしょうが︑

新生クラブじゃないですか︒

揮藤

三重露なら一二重県の票を取るわけです︒あちこちで︑﹁中着

﹇第一㎜○○号﹈というものがあります︒﹁叢書敢治研究会﹂が出し

船生クラブだな︒そこに来てもらったんだね︒

藤波

アメリカに対する宣伝効果はあったというふうに評価されますか︒

勝藤

根さんでなければ﹂ということを言うわけですな︒

ている﹁肩曜会レポート﹂というのは︑ご記憶ですか︒

藤波さんの事務藤ではないんですか︒

藤平俸平替｝歳差藤

から言われました漏ということが書いてありますが︑なにかご記憶

あの人は防衛庁のスポークスマンではないかということを相当な人

少しこちらとしてはコマーシャルも入れて︑話をしたら︑そうか︑

取ると思いますよ︑鈴木さんの次は中曽根だと思いますといって︑

家は天下を取るかという質問をずいぶん受けました︒それに対して

いたときに﹂云々という話がありました︒﹁湾曲心根康弘という政浩

轡藤

藤波

その中で︑﹁おととし私がアメリカでいろいろな話をして歩

蟹幾致治研究会か一︒

役人であれ︒役人は滅多にそんなことを言わんけれど︑主に霧論人

来たけれど︑話を聞かせてくれ扁と言うわけです︒政治家であれ︑

けるわけだ︒繊かけて︑﹁いま総理大事は忙しいので私が代わりに

なってからも︑中曽根の悪降を書うとったというところに私が出か

藤波

伊藤

藤波

もう全国ですか︒

ない︒

ないでしょう︒

伊藤

前もそうだけれど︑富樗副長宮になってからも︑官房長官に

先生は中曽根派の重鎮ですから︑三重だけ︑ということでは

ですか︒

来てもらったんじゃなくて︑先生が講演しているんですよ︒

※TB裂八〇三号窒は萩生クラブの部屡ではない︒

波松藤松藤波藤波
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めを考えれば︑申着根を使うだけ使うたらどうや︒中善根を使うと

根が嫌いだからだ︒おれも嫌いだ︒そやけども︑いま日本の匿のた

きに言うた言葉は覚えているんだけれどね︒﹁それはあんたが中善

だね︒中蓉根の悪目を鷺う人︑批判的な人のところに行く︒そのと

鐸藤

藤波

鋳藤

藤波

だから闘中派の支持を取りつけないことには予備選に勝てな

多いな︒

しかも田中派には活動的な分子がかなり多いですね︒

人数の上では大錨いなG

ないですか︒

い︒だから田中派との連携ということは舞常に大事だと思うんです

四人か五人で︑一緒に話をした︒

いうのは国のためだ︒そう思わんか﹂というのが︑だいたい統一し
それはかなりみんなにアピ⁝ルして︑受け入れられましたか︒

藤波

が︑そういう場面は先生が動き趣るぐらいの彼置におられたんじゃ

轡藤
受け入れられたと思うね︒

田中派の人たちと︑ですか︒

た言葉だったな︒それは感じると思うね︒
藤波

影藤

木﹇義武か？﹈さんとか︒それは鈴木派の方だ︒それから︑安倍晋

十月十二日に鈴木さんが退陣を表明されて︑一本穐の調整を

太郎の方は誰だったかな︒何人かと話をしたのを覚えているな︒

揮藤
行かない︒

それは一本復調整の話じゃないですか︒

紹中派とも一︒鈴木派の齋藤﹇邦吉﹈さんがおったな︒佐々

藤波

〜本化の調整なんていうときは︑先生が動き薩るわけですか︒

重藤

藤波

伊藤
知らんな︒

その話だね︒だけど断置蹴って︑総裁選挙をやろうというこ

始めるわけですね︒これがうまく行かない︒

藤波

藤波

伊藤

ら私に電話がかかってきた︒闘中熊栄から自民党本部に電脳がかかっ

とに中毒根さんはなった︒田中さんの意尚もあったな︒田中さんか

一本化の調整をやったのかな︒やらんだろう︒やっ

たことになっていますか︒

整するということですが︑うまく行かない︒それで予備選挙になる

てきて︑﹁中悪事を呼べ﹂という︒﹁中曽根さんはいま会議に出てお

中川さんと河本﹇敏夫﹈さんと安倍為太郎が立候補して︑調

ということですね︒このときは河太−さんと安倍さんと中川さんです

る﹂といったんだね︒そうしたら︑﹁藤波を轡べ﹂と書われて︑私

が角さんの電話に出て門藤波です﹂といったら︑﹁すぐ断わりなさ

ね︒中川さんは最後までやるんだっけ︒

藤波

い︒総総分離はいかん︒あんな変なことをしたらいかん︑溺違いだ︒

やった︑やった︒票がなかったんだ︒福田越夫に総総分離と

いう話があって︑福腿趨夫が総裁だ︒それはいかんということだ︒

そんなことをしたら何もやれなくなる︒結果として何も政治をやれ

う電詣がかかってきたな︒

逆に蟄口えば︑総総分離でどうだというのが一本駕しようという動き

これは中曽根さんが噺闘として振否したんですね︒

伊藤

なくなる︒やって︑勝つだけ勝って︑それで初めて総理大臣が仕事

伊藤

そうそう︒照中角栄氏も設置拒否したんだ︒田中さんが非常

だったんだな︒安倍や中川はそれでいい︑ということだったんだろ

藤波

貸しみたいな感じじゃないですか︒

ができるようになるんだ︒ということを中島圏根君によく言え﹂とい

に強かったんだ︒福弱とはいけなかったわけだな︒一本化というの

藤波

うな︒それはいかんという︒

は福賑を取る方に︑ということだったんだな︒それを揮聴したんだ︒

電話だから︒中坐根さんが会議をしている隣の部屋で電話を聞いた

代貸しじゃないんだけれどな︒物を言いやすかったんだろう︑

申瞥根さんがいなかったら藤波さん︑ということは︑もう代

伊藤だけどこの段階では園中派の勢力が葬常に大きいでしょう︒

17蓬
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じゃあその段階で︑上中派はだいたい中区根を支持するとい

覚えがある︒﹇中蓉根さんは﹈総裁室で解し合っていた︒

葛藤

じゃあそのときは若手⁝︑若手っていうことはないでしょ

んだ︒宇野宗佑もそうだしQ

伊藤

藤波

そうすると一番の強敵は安倍晋太郎か河本さん︒

そうだな︒

俘藤

藤波

そういう話もないわけではないでしょう︒参考資料にありま

いや︑ぞんなこと誰も思っていない︒

という一︒

う︒中曽根内閣ができるときに︑藤波内腿でもいいんじゃないか︑

撰藤
安倍晋太郎だな︑福田派だ︒

すが︑﹃自民党の次のざン隔﹇毎日新聞社政治部編

う感じなんですね︒

藤波

だけど実際の結果としては河本さんの方が余計取ったわけで

藤波

あれでお金がなくなったんじゃないかな︒

知らんな︒

昭秘五十五年﹈

伊藤

ているんですね︒

という本がありますが︑これによると藤波さんも次のドンの中に入っ
河本さんは取ったな︒

藤波

すね︒

藤波

湾本さんはあのとき︑うんとお金を使ったという話もありま

伊藤
使ったかもわからんな︒

そうそう︑派閥燐だ︒

でも選手に登録されるということは大変ですね︒それで︑

誰とも縮談しない︒
これは本音の話ですか︒

そうです︒人事は中螢根康弘が一入で考えた︒
藤波さんにも相談なし︒
いちばん若造ですよ︒

話中角栄氏とは何圃か会っているんだね︒

官窒に籠った︒物を喬わないで考え込んでいた︒面白いね︒

なし︒誰とも根談しない︒国会便覧を待って︑
中曽根派にそんなに長老がたくさんいるんですか︒

その前に︑ですね︒

儲藤

それは

行政管理庁長

話になった中に︑誰とも相談しないでやったとありますが︒

組閣の謡ですが︑憲募副長官である藤波先盗が國異敢治研究会でお

月二十七日に中碧根内閣が成立するということになります︒そこで

さんが五七％獲得で︑その翌日︑党大会で総裁に就任︒そして牽一

﹇昭和五十七年瞬十ご月二十四日に﹇総裁﹈選挙があって︑中嘗根

伊藤

膿申曽根内閣の組閣

代表選手ぐらいだな︒

伊藤

藤波

日大とか︑いろいろ会社関係とか︑ずいぶんやったみたいで

すね︒

鯵藤

すね︒そういう実際の予備選になると︑予備選の選対委員長みたい
藤波

腿申派と中曽根振のつなぎは誰がやるんですか︒

なことは誰がやるんですか︒田中派は添筆派でやるんでしょう︒
伊藤

ときどき護し合うんだ︒四︑五人かな︑両方から出て話をす

いちばん若造でね︒

その闘︑五人の中に︑もちろん藤波さんも入っているわけで

藤波
る︒

鐸藤
すね︒

藤波

若造なんですか︒

藤伊藤解藤
波藤波藤波
天野光晴とか︑あんなのがいるんだ︒圏中派に合うのがいる

藤伊藤伊
波藤波藤
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儲藤

藤波

藤波

多形

藤波

つくっているわけだ︒

を全部つくっているわけですか︒

慈姑

それで一人ひとり呼び込んで︑︸入ひとりに﹁あなたはこう

そのことも考慮して︑自分でいろいろ考えて︑組閣のメンバー

そうそう︒

そのことは考慮しなければいけないでしょう︒

前にQだから総裁選挙で応援しているんだ︒

せてもらいます﹂と返事をした︒﹁そうか︑新聞麗係︑マスコミ麗

後藤照さんの下で劉長官をやれ﹂と言われるわけだ︒﹁薯んでやら

い︑来ました﹂と轟慈っているときに︑中曽根さんから﹁すまんが︑

房長官をやったら駄目だと言っているところだ︒霧が来たか﹂﹁は

れはいま言っているんだ◎おれのようなよその春が中曽根内魍で官

がおれに官房長宮をやれと言うんだけれど︑自分の派から轟せとお

けた︒そうしたら後藤匿正晴がまだ引き受けないんだ︒﹁総理大蕗

私に鐵て来いと言ってきたものだから行ってきますといって出か

るというわけだ︒それでよかったということで︑寳房長目人事は落

いうことをやってくれますか﹂と言って︑﹁いたします﹂と言った

一般論として行政改革を雷つたんじゃないかな︒

ち着くわけだ︒

係はみんな鴛に任すから頼むぜ︒副長官はいいな︑それならおれも

藤波
だいた行政改董・ですね︒

餌藤

ら︑﹁その大臣をお願いします﹂と雷つた︑というふうに先生はおっ

伊藤

﹁行政改革をやりますよ︑あんた事務次官以下頼みますよ﹂

官房長窟を引き受けようしと言って︑初めて後藤鐙さんが引き受︑け

藤波

とになるわけですね︒

しゃっていますね︒

と書つたと思うな︒それで︑﹁あなた労働大臣をやってください﹂

藤波

最後に福躍さんがカンカンになって怒っているという︒竹下

そういう陣容が整ったところで 人ひとり呼び込むというこ

とか︑﹁運輸大臣をやってください﹂とか言うんだな︒

のところ︑島根県昂身の当時の総務会長は誰だったかQ細田吉蔵だ︒

るわけです◎

そのときに︑中曽根さんと唱四海が座って﹂とありますが︑

福田さんのところに︑ですか︒

伊藤

党の︒

偶合

﹁おれがいっぺん露って説明してくる﹂と言って︑官邸から歯かけ

藤波

副総裁と幹事長︑総務会長︑政調会長ですね︒これは閣僚を

四役というのは党の四役ですか︒

勝藤

ええ︑福閉さんの事務所に︒そうしたら途中で︑どうだ︑ど

うだと新聞記考が言う者だから︑揮しつぶされたようになって帰っ

藤波

総裁が決めている︒一緒に嗣席するわけだ︒

決める前にもう決めているわけですね︒
藤波

てくるわけだ︒﹁行けなかった︒行けんわ︑電謡でも話をするか﹂

て︑それでみなで相談して︑福陰さんによう説明しなければいかん︒

それはわかりますが︑後藤田さんと私が座って︑と書いてあ

藤波

壷中さんはもう来ないわけだ︒後藤匿正晴以下︑町中派はみんなやっ

俘藤

い﹂というので︑行ったんだ︒そのころは中段根派の事務駈は不満

ているわけだからねQこれは嬉曝が怒っている︑国民の声であるか

といって帰ってくるわけだ︒﹁吉つつあん︑よう行けんわ﹂と置っ

でひつくり返っているわけだ︒中雪根㊧踊ができたらおれは外務大

の麹く福田派が怒っているということを︑さかんにそのときに言っ

ります︒

臣だとか︑露分で思っておる連中ばかりだ︒いっぱいいる︒﹁おか

ていたな︒

私のところには︑総理官邸から電話があって︑﹁来てくださ

しいな︒誰も電謡がかかってこないか﹂と言っているわけだ︒来ない︒
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電詣で諾したんじゃないかな︒しょうがないからね︒

結局︑誰かが説明に行ったんですか︒

藤波

結局︑官蕩長窟は霞中派︑閣僚のかなり多くが田中派︑大蔵

野宴

伊藤
大臣も田中派︒それで﹁賑中曽根内閣﹂ξ振われたじゃないですか︒

それは結果である︒一人ひとり適材を選んでみたら︑結果として田
中蟹根内閣になっていたということだ︑とここ﹇国戻政治研究会﹈

藤波

伊藤

藤波

やっぱり圏中派が支持してくれて政権ができたわけですから︑

そう思ったんだろうな︒

中善根さんはそう説明されたと思いますが︒

そういうふうに私は思ったけれどな︒

では説明されていますが︑本音のところはどうなんですか︒

僻藤
それなりの配慮はしたんじゃないですか︒
中善根さんはなかなか認めなかったね︒

先生ご自身の基幹副長官といのはどう思われましたか︒労働

伊藤

いやじゃない︒中曽根さんを助けて︑

いやというわけではないんでしょう︒

ろうと思った︒

藤波

一所懸命騒のためにや

藤波全然︑自分では思っていないな︒しょうがないと思った︒

大駆までお務めになって︑窟房副長官というポストはちょっと⁝︒

佐道

■官房副長官に就任

いや︑どうかな︒できんからいいけれど︒

じゃあ藤波内閣ができたら嗣じようなことをやりましたか︒

しかたないもの︒

藤波先生も︑それでいいんだ︑というお考えでしたか︒

それは認めないでしょうね︒

藤窪藤佐伊藤
波藤波道藤波

横藤

ただ︑ランクとして言えばどうなんですか︒降格みたいなも

ランクとして言えば︑三重県の木村俊夫さんが華麗長官から

のですか︒

藤波

副長官になった︒保利茂さんが入ってきて心房長官をやった︒保利

さんのもとで木村俊夫が副長官をやった︒そういう例があるから︑

三重楽の人はわかってくれるだろうと思ったし︑自分でも慰めとい

中養根派の中で︑なかなか呼び込みが来ないといって荒れて

うか励ましになったな︒

佐道

いた入たちがいたということですが︑先生ご自身は︑なにかこうい

ないない︑全くない︒なくても新生クラブをやっていこうと

うポストが来るんじゃないか︑ということは前もってあったんです
か︒

藤波

でも︑皆さんがいる中で︑先生だけが呼び出されて官邸に行

思ったからな︒

小池

かれるわけですから︑最初に行くということになれば宮房長官では
藤波

官戸長官だと思って︑みんなが畜生︑と思っていたところが︑

そう思った人もあるだろうな︒

ないか︑という雰麟気もあったんじゃないでしょうか︒
揮藤
藤波

これが本当に官房長窟になっていたら︑嫉婿で大変だったん

結果はそれでよかったんだ︒

副長官だったということで︑少しは安心したとか︵笑い︶︒

揮藤

大変だったね︒亡くなった昭和天皇さんが︑﹁藤波君よ︑君

じゃないですか︒

藤波

は歳とった巻にいじめられないか︒若うて窟務長窟になったけれど﹂

と︑離長官になったときにそう轟謡ったな︒

記録に残してもいいのかな︒

えええっ俘︵驚く︶

藤波

それぐらいのことは平気ですよ︒

︻周

伊藤
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佐道

致治利園⁝になりませんから︒

藤波君かげで元気でや・ておりますから︑ごらんの通りです・
いじめられません︒みんな有益な指導をしてくれます﹂と言った︒
﹁それはよかった︑それはよかった﹂という︒

俘藤そうですが︒でも言書長官にな・ただけでも︑相当嫉妬は
あったんじゃないですか︒

藤波醗長官はあったなあ︒覚えはないけれど︒講長官にな・て・

蜜月長官並みの秘書をつけるとい・て︑総理府と外務省と大蔵省
﹁から穂書がついた﹈︒外務省は岩田﹇達盟というやつだ︒大蔵省
は東京の国税局長もやったかな︑森嗣門好則﹈︒その三人ぐらいが
官房酬剛長宕同秘書になった︒

裂長官に秘書がそんなにつくんですか︒
いや︑讐通はないんだ︒総理驚だけだ︒

宮房長窟には役所三つぐらいから︑出向の秘書官がつきます︒

そうですよね︒講長窟につくというのは闘いたことがなかっ
つけるというのは︑まあそうするから︑ということだったな︒

窟房長窟待遇ということですね︒

そうですね︒

後藤田さんとの関係はどうなんですか︒

いまでも歩いていると︑歳をとった夫婦が︑﹁藤波さん︑お

う﹂なんて霧ってくれるわ︒いろいろなところを午前︑午後と歩い
ていると︒五二間︑週に︸園ずつ屡会討論会に幽たからね︒

そうい
う五年間を繰り返したわけだ︒副長重々︑豪富長官二年・塵難委
賃長二年︒五年やっていると︑いまでも寒帰長窟は藤波だと思・て
いるんだ︵一周笑い︶︒本当にそう思っているんだ︒ありがたいこ

藤波

儀道
なったんだ︒

﹁藤波官蕩長官嚥となったんですね︒

聾HKで国会討論会の録画に行って︑放送に入る前に便所に

俘藤羅会中継で︑震波宣獲實というのが霧常に記憶に残り
ます︒

藤波

行くんです︒それで連れ小便をするわけだ︒五人ぐらいね︒そこに

誰か来ていな暑がおる︒民社が来ていないとか︑あるい姪会党

が来ていないとかいうと︑藍田︑おまえらわかるか・社会党牽

やっつけろよ﹂とか便所で合議するわけだ︵㎜岡笑い︶︒だいたい

放透前のトイレ合議があるんですね︵笑い︶︒

そうなんだ︒

佐道

藤波あれは不思議なものだ・たな︒ありがたいことに・全部任せ
伊藤

そうです︒﹁政府を代表して欝が行ってくれ嵐という︒認長

後藤田さんが︑ですか︒

てもらった︒後藤鑓さんが任すと言うから︒

藤波

窟でも︑いま安倍晋太郎の息子の習三がときどき麟会討論に繊るけ

れど︑あれに毎遍出るわけだ︒講長窟が中曹根内閣を代表して・そ

翔長宮というのは︑普逓はそんなに衰に出ないでしょう︒

れはありがたいことだった︒
偶藤

出ない︒いまちょっと安倍晋三が出ているぐらいだ︒

後藤園さんだと役入学になるのかな︒長窟と副長窟との関係

は︑総理の直系が藤波さん﹇副長官﹈で︑鐙中派から送り込まれた

解藤

いて駄目だ︑ おまえ行ってやれ﹂という︒

出ないね︒官房長官が出るんだけれど︑皿︐おれは歳をとって

一部的には副長富はそんなに出ないですね︒

それもありまずけれど︑あの人はなかなか論客ですからね︒

北朝鮮問題があるからね︒

罪常に似ているんですね︒

藤佐伊藤揮藤
波這藤波藤波

官虜長官にはつくでしょう︒

藤轡藤佐藤た伊平伊藤静
波藤波道波。藤松藤波藤
とだね︒
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ないかと思ったんですが︒

使者が後藤沼さん﹇長官﹈となりますから︑なかなか複雑な関係じゃ
藤波

武田

由中貞躍がおったなあ︒

山中貞則さんはずいぶん言われたと書いていますね︒

武韻

そうでしょうな︒一

つまり自分のところに相談がないけれど︑どうなんだろう︑

藤波

ということですかね︒
藤波

そういうこともあるんですか︒

後藤田さんの方が﹇中萱根さんより﹈歳が上でしょう︑二つ

か三つ上なんだ︒

その腿係はうまく行ったんですか︒

伊藤

ある︒私のところの温村元もそうだ︒

﹇進﹈さんと同じ選挙匿だからな︒

餌藤
うまく行った︒田中さんのこと以外はね︒田中さんのことは︑︑

藤波

階蛍

藤波

一審判決が欝た日なんかは深田だった︒後藤磁さんには︑こんな判
それで閣僚の選考で︑あとでちょっと問題が起こるんじゃな

決が出たなんて︑物を皿護うわけにはいかんし︑深刻だったな︒

揮藤

繍アメリカとの関係修復

佐藤孝行はもっとあとだ︒中蕾根内閣じゃないな︒

轡藤

し

藤波
趨藤六月さんですね︒

の政治環境﹂と先盈はおっしゃっていますね︒これはアメリカとの

うか︒ロッキ⁝ド灰色高官ですか︒

伊藤

軍気六夢だ︒撫藤六月はなんで問題になったんだ︒

関係が悪くなっているということも一つあるし︑行財難曲董・がかな

いでし．

藤波

先生は加藤六二さんに対しては葬常に高い評懸をされていま

中瞥根内閣ができたときの謡として︑﹁戦後歴代瞬閣で最悪

伊藤
そう︑評価している︒

てみると︑燐にそんな悪い状況ではなかろうと思うんですが︒

い方がされたと言われています︒私などは︑そのあとになって考え

り辛い︒そういう状況の中で︑よくも内翻を引き受ける︑という言

藤波

いちばん政策通である︑諄常に勉強家だ︑とおっしゃってい

すね ︒

揮藤

藤波

ちゃんと理解しておったからな︒

藤波

藤波

伊藤

それから右派内閣ということもマスコミに宣伝されて非常に

ねえ︒寒中亜流の内観だということも定着したしな︒

大変だと悪いましたか︒

う感じだったね︒

﹇あとではそう一思うけれど︑あのときはエライなあ︑とい

ますね︒

伊藤

儲藤

そうそう︑中螢根さんも好きだった︒中欝根康弘という人を

らの入麗は少なかったでしょう︒中雪根派の中はどうだったんです

困るとおっしゃっていますね︒

藤波

中曽根さんなので右寄りだという固定したイメージが当時あっ

そうだ︒それは国のためだと思って一所懸命やったけれどなQ

それで田中派がかなり入ったせいもありますが︑中蕾根派か

か︒憤愚が渦巻いていたんですか︒
藤波

武田

渦巻いていた︒

揮藤八つ当たりは白ませんか︒

右寄りだろうか︒

たんでしょうね︒
藤波

いや︑風見鶏ですよ︵笑い︶︒でも︑憲法改正の歌を作った

藤波八つ当たりは来るさ︒それは来るけれどな︒
解藤

伊藤

藤波さんのことだから︑ソフトにふわっとよけたんじゃない
かと思うんですが︒
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りしたから︒

とは︑官房認長官にすぐ連絡があるものですか︒
ない︑ない︒

でも︸癒ここで答えていますからね︒

大蔵︑外務︑総理府︒

官房長窟の秘書官を出しているところがつけるようです︒

しているんだろうな︒

そうです︒

﹁アメ弓力の三大ネットワータ︑CBS︑ABC︑NBCに
いうことは誰がやるんですか︒

それぞれ墨演ずることを計画しています﹂と答えていますが︑そう

揮藤

藤波

ち合わせをされたりするんですか︒

是とか︑どういう姿勢で臨むかとか︑それは窟邸の中で事前に打

そのあと応こうのマスコミに出られたりするわけですが︑そういう

書道中曽根さんがアメリカに行かれるときに首脳会談をやられて・

伊藤情報の流通は︑そういう形でもあり得るわけですね・

ね︒

省から秘書官が来ているので︑皆さん︑それはやっているでしょう

寒寒役所だからやぞいるでしょうね︒総理も窟房長官も・外務

藤波

をしているわけですか︒

来ている入と︑先生のところに来ている外務の人とは︑スッと連絡

俘藤総理の穂書窟にも外務から来ているでし・う︒この外務から

平松

藤波

ましたか︒

偶藤副長窟の秘書窟はぎとどこから来ていたとお・しゃつてい

たんでしょう︒

におりますから︑秘書官が﹁レーガンさんから電話があ・た﹂と言・

は炉︒総理の秘書官が雷つたかもわからんな︒私は窟邸の中

あとで︑ですか︒

それはわかったからだ︒

波藤波藤波

藤波尊高だからな︒政治はみんな風見鶏だ︒それでいいんだよ・

伊藤そういう政治環境が整・たら︑いろいろやるでし・うけれど
ね︒蕃最初の課題は︑やはりアメリカとの関係修復だ・というこ
とをこのときにおっしゃっているんですね︒

藤波初めての経験のときにはものすごく緊張するんだ・露糧康
弘という人は︒初めてのときだけだ︒二高目は知らん顔して︑おれ
の天下だというような顔をしているけ也ど︒初めのときは︑それは
緊張する︒初めてアメリカに行ったときに︑中固根は膚寄りだとい
うことになつちゃったんだけれど︑あれは緊張していたよ◎

伊藤実際に行かれるときは︑先生も一緒に行かれたわけですね︒

藤波窟房副長官で霧・た﹈︒寺田輝介という外務省の・韓国大
使を︑覆に退官したのかな︑あれが当時外務雀の広墾長だ・藷
にアメリカに行ったのを覚えている︒朝ヨ新聞の大部﹇儒次扁とい
うのが顯長で︑風疾で死んだ︒頭がよかったけれどな︒

偶藤総理就侵のお祝いにレーガンさんから電話がかかったという
昭和五十八年︸月十五欝放映﹈で︑藤波さんが﹁﹇中

ことが言われていますね︒これはテレビ朝日の﹁あまから問答﹂
﹇第四十一回

曽根氏が﹈睾丸就任後︑レーガン大統領から電話があ・たそうだが・

どんな謡をしたのか﹂という質問に対して︑答えているんですね・
畢い機会にお会いしたいと向こう繁・つた︒こちらからもそういう
応答をしたというお答えです︒

※第四＋画﹁あまから問贅には︑藤波氏のほか︑牛尾治朗︵ウシ
オ電機会長︶がゲストであった︒駕会は大宅映子である︒藤波氏保

管の台本舞務雀屠箋に書かれた番組中における想定問答︶を見な
ごく普通の語だ︒

がら質問している︒

藤波

伊藤そういう電話があそ︑そう﹇いう内賓であ・たというこ
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藤伊藤｛i艮藤

う質競があり︑それに鰐して﹁訪米前をも含め︑帰趨の三大ネット

※台本中に﹁訪米中総理は積極的にテレビに出演するそうだが﹂とい
揮藤

藤波

﹇前述の国民政治研究会で記者が一﹁中蓋團根さんは英語でぺら

どこかで言っているでしょう︒

している︒総理自ら米威民に語りかけることは︑米国民に我が国の

﹁生兵法はケガの元ですからね扁といって︑﹁窟罵副長宮も付いて行

英語はあてにならないよと︑申し上げております﹂︒それで記者が

ワ⁝ク︑CBS︑ABC︑NBCのそれぞれに出演することを讃画
ぺらやっている﹂というのに対して藤波さんが︑﹁上手な人ほど︑
立場をより的確に知ってもらえるというメリットがある﹂との圏答

スープはうまいなとか︑そんなことを言ったんだ﹂と言っていたん

はどんな挨拶でしたか篇というので︑﹁どうっていうことないよ︑

たら︑岡行記者隅がおって︑﹁副長官︑朝食会のときの総理の挨拶

る朝食会だと思っているから︑気楽に朝飯を食って︑部屋を畠て来

たら日本のことを心配するな︑と書わんばかりにいるわけだ︒単な

は初めてのことでガチガチに緊張していて︑わしが総理大臣になっ

ぞ気楽に来てください︑というけれど︑気楽は気楽だけれど︑本人

藤波

佑道

行くわけです︒赤い脹を着て︑こいつは盤意気なやつちゃな︑と思

佐道

伊藤

藤波

そうそう︑あの朝食会というのが一番先にあるんだ︒それに

キャサリン・グラハム︑ワシントンポストですね︒

だ︒行って︑グラハムというばあさんと一︒

藤波

一緒にいらっしゃったわけですか︒

うけれど︑一緒に行って朝飯をとった︒

藤波

一緒に行った︒そこで門不沈空母﹂癸言をやるわけだ︒どう

中等根さんの場合は︑群馬票から来た︑死んだ上秘田﹇義彦︸

中曽根さんの敷務秘書實は誰ですか︒

段取りですか︑総理の政務秘書官だ︒

やいや︑みんな雷っているじゃないか︒不沈空母と言ったぞ﹂と言っ

どうっていうことない︑心配するな︑心配するな﹂と言った︒﹁い

かしいな︒それで同行記者醸には私がブリ⁝フをして︑﹁あんなの

ポストには中曽根がこう言ったというのが載っているわけだな︒お

藤波

しれない︒

佐道

まずいよ︒

藤波

佐道

伊藤

佐道

藤波

依道

英語のやりとりだったわけですか︒

いや︑英語がわからないから駄目でしょう︒

文を出すということになるんですが︑それは一︒

発

英語ができる人には敬意を表しなければね︒できないものは

あのときには中普根さんの発覚の中には﹁不沈空錠﹂という

英語でやっていたね︒通訳はいたけれどね︒

申曽根さんは英語で答えておられたんですかQ

語学がぜんぜんダメですから﹂とおっしゃっていますね︵笑い％

す﹂︑記者﹁そのへんはしっかり頼みますよ﹂︑﹇藤波﹈﹁難いに私は

意ますか﹂と聞くと︑﹇藤波﹈¶そういうことになるだろうと思いま

だ︒そうしたらグラハムさんが︑ワシントンポストの主な記者をみ

ているわけだ︒おかしいな︑と思った︒ついに不沈空簿になつちゃっ

が準備⁝されている︒

んな呼んでいたんだね︒ちょっと人数が多いな︑と思ったんだ︒本

た︒五年間︑不沈空母になつちゃった︒英語をやっておけばよかっ
佐道

しかし︑その朝食会での会話が記事になるというのは︑前もつ

それはひどいものだったな︒それで出てきたら︑ワシントン

中雪根さんも良分は甦ったかもしれないと思っていたのかも

菖はなくて︑通訳が間違えて︑あとでワシントンポストは謝罪の

人は緊張しているし︑本当に不沈空母と塗ったのかどうか知らない

たな︒

そう雷っていますね︒

けれど︒私は英語はあまり得意じゃないから︒
揮藤
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たんだ︒ソ連嫌いだったんだ︒それで︑中曽根さんがシュミットに

そう登ったということになっているんだ︒五奪間そのままになつちゃっ

てご存じなかったわけですか︒

藤波

た︒そんなこと雷ってないよ︑と私が書うわけにはいかんし︒そん

なかった︒私はなかったな︒記事にするときは私が言うから

な︒しかし好き嫌いがあって︑外務省はそのときに︑ちょっと中曽

なものですよ︑憂いなあ︒

この﹇資料の中にある﹈﹁あまから跨答﹂は︑昭和五十八駕

善根さんは⁝月十一温に訪韓しているわけです︒そのことは全然鰯

一月十五建に放映されているんですね﹇台本をみる︸︒その前︑中

伊藤

翻中川灘郎の擁

根にアメリカ寄りの物を言わせようと思ったんだろうな︒

何ヶ月かあとにウィリアムズバーグでサミットがあった︒そこに
行ったときに︑ドイツの総理大臣のシュミットと話をするわけだ︒

もちろん私は副長官だから⁝緒に行った︒﹁ソ連からタンクがどん
どんやってくるのは時間的な距離だ︒ドイツなんかすぐだから︑入っ

てきたぞ︑と言ったらすぐにやって来るんだから︑緊張しているん
だ︒日本なんか海に囲まれて楽なものじゃないか﹂と向こうは言っ
たんだ︒ああ︑そういえばそうだな︑と思っておった︒

ドイツだから︒それはものすごく悪く言ったんだな︒中嘗根さんが

春にブサ⁝フしたんだ︒誰とは言わんけれど︑欧亜局長だ︒相手は

ただけだ﹂と言ったんだ︒そのときは︑外務省の欧亜気長が新聞詑

いう︒﹁何も雷っていない︑向こうがどんどん書うのに相槌を打っ

だな︑昨6ドイツの総理大臣に中蕾根さんはなんて論ったんだ﹂と

向こうに行ったら︑朝鮮顕彰かな︑なにかの新聞にそのことが出て

くんだからいいわと思った︒中綴〜郎はその前に密殺するわけだ︒

に韓圏に行くわけだな︒韓国には︑外．務大臣と大蔵大蓮が一緒に行

うことで話をつけようということで︑帰ってきて話をして︑一番先

藤波

韓藍に行く話は突然ですか︒

かれていなくて︑アメリカに行く話ばかり聞かれているんですね︒

無い出して︑﹁完全に核武装の配備をしろ一とドイツに即言したと

くるわけだ︒中摺⁝郎が首をつって死んだらしい︑という話だ︒そ

日本から電話がかかってきて︑﹁えらいこと

いうことになつちゃったんだ︒そんなことは中碧根さんは署ってい

れで竹下︑安倍蜀氏が︑﹁こら︑副長官︑おまえ知っておって黙っ

そうしたら次の日︑

ないんだ︒実際は︑臨こうは緊張しているから︑それぐらいのつも

ておるのはげしからんじゃないか︒ええときだけ︑兄羨分か︒おれ

瀬島さん︒瀬島さんが行って地均しをして︑だいたいこうい

りでやらなければいかんのに︑日本は楽だな︑というような話だ︒

と思ったから︑そういった︒そいつ﹇欧亜思長﹈はソ連嫌いだった

おれもちょうど仕事ができるからいいわ﹂といって︑どうでもいい

フは私のところでやります﹂と言うから︑﹁それだったら頼むわ︑

殺したのは︒あのときは高血圧かなにかで死んだ︑ということになっ

治大臣で︑私と中曽棲さんと三人ぐらいしか知らなかったんだ︑自

藤波

齢藤

雛下︑安倍に畳終わなかったんだ︒山本幸雄が警察の灘身で自

なんで叱られたんですかQ

らにもちやんと言わんか﹂といって︑そのとき初めて叱られた︒

んだな︒そういうことがあるんだ︒だいたい外務省のやつらはみな

ていたな︒

外務省おかしいそ︑と思ったが︑そのとき外務省は﹁鳥山にブリ⁝

行った国の味方になって帰ってくるんだけれど︑ソ連だけは恥をか

揮藤

最初は︑ですか︒

かされるものだから︑いやになって帰ってくるんだな︒そいつだっ
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回
襯

藤波

この中川さんの自殺問題というのはいまでもいろいろ言われ

ああ︒

豆のなんとかいうゴルフ場︑英語の名前のところがある︒そこで私

藤波

うしたら︑総理大臣のご名代で官房翻長官が来てくれたというのは

を手配してくれといって︑飛行機で行ったんだ︒千歳に着いた︒そ．

た﹂という︒龍の晩︑夜中に亡くなったんだという︒羽重に飛行機

うとる﹂という︒﹁どうした﹂と言ったら︑﹁中罐一郎さんが亡くなっ

﹁総理大臣がすぐ中周︸郎さんの葬式に行け︑お梅やみに行けと言

し．感り汗をかいて寝ておったら︑総理窟邸から電話がかかってきて︑

むと風邪が治るというから︑ようけ酒を欽んで︑いい気持ちで︑びっ

藤波

て鐵中角栄そっくりだ︒中川〜郎そのものは︑思い上がったな︑と

藤波

小越

轡藤

だけど惨敗でした︒

本人が高揚していたことは事実だ︒

藤波

結果はね︒だけど︑和服を着て鯉に餌をやっている格好なん

闘かずだ︒高揚していたことは事実だね︒総裁に立候補して︑

それで結怪説畷は聞かず︑ですか︒

打たなければしょうがない︒そんなことがあったな︒

また説明するから﹂と﹇その人に﹈言われたけれど︑こっちはもう

川一郎の後援者の中で一番近い者だ︒﹁なんで死んだか︑いっぺん

あった︑あった︒牛尾治朗を東京都知事に轟すときに︑河野

みんなが帰っていたから︑二人で酒を飲んだことがあったな︒だか

致治家として評倒をされておられたわけですね︒

そうそう︑思い切ってやるということだ︒
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いろいろな人がいまでもいろいろなこと糞菖うけれどな︒憐

炉藤

わかっているんだ︒でも︑﹁飛行場で待ってくれ﹂と雷うんだ︒﹁い

思ったな︑私は︒

が﹇打とうと振りかぶって﹈構えておったら︑後ろに男が来たQ中

や︑おれはホテルに行くんだ︒どうせ葬式まで︑選挙区で焼いたり

伊藤中趨さんとのおつき合いはあったんですか︒

ているでしょう︒当時︑どんなふうにお考えでしたか︒

してやっていると時間がかかるだろうけれど︑亡くなったというホ

藤波

自殺は早くわかった︒﹇私は﹈風邪を引いていて︑卵酒を飲

テルまでお悔やみに行くから﹂と言ったら︑﹁すぐ来るから待って

洋平から中川︸郎までというのを私がつくったからね︒中絹一郎の

・

いてくれ﹂というんだ︒おかしいな︑と思ったんだ︒そうしたらす
自殺だというのはどうしてわかったんですか︒

ら向こうも近しく思っているし︑私も近しく思っていた︒何でもわ

誕生臼の娩に︑電話がかかってきた︒みんな帰ったからといって︑

伊藤

盲評大臣だな︒由本幸雄が門実は⁝一﹂と言って︒それがわ

〜緒の飛行機で羽田に帰ってきたんだ︒

藤波

かってもらえる．し︑と思っていたからね︒

ぐ来た︒それで乗って︑

かっていたもので︑安倍︑竹下に叱られた︒﹁霜を踏みアジアの聡

わからんと言った方がいいなQ

それだけ近くてもわからないんですね︒

食毒

なんで自殺したのかとか︑そういうことはわかりましたか︒

だけど言ってみれば︑中川さんはどちらかと堪えぱ︑

青嵐会

日を疑わず﹂といってこっちは俳句を作っていい気持ちになってい
たらやって来て︑﹁こんな馬鹿なことがあるか︑・甲川︸郎は首をつっ

伊藤

わからんな︒いまもわからない︒評論家の飯島清さんがいろ

て死んだんじゃないか﹂と雪われて︑竹下︒安倍に叱られた︒

藤波

そうだ︑大舞だからな︒

で右派の方でしょうQ
藤波

その点では思想的にちょっと違うわけですね︒

叢っていたけれどね︒どうかな︑わからんな︒

鋳藤

伊藤

いろなことを

われていますね︒

最近また例の鈴木宗男の懇題でいろいろ中灘さんのことが番

伊藤盤藤
藤波道波

藤波

やるわけだ︒

思想は違うけれどね︒

藤波

ましょうと言って決めたわけではない︒

藤波

藤波先生なんかは︑決まってから閣かされる︒

そうすると︑官塾長窟とかはある程度蚊帳の外になるわけで

そうそう︒人間的にはとてもいい人だった︒

轡籐

決まってからだ︒

伊藤

藤波

あれからいろいろな噂話があったりして︑政異の中でもずい

藤波

びっくりされたんじゃないですか︒

二才むしろ﹇中川さんは﹈石盤演太郎とか︑そっちの方に近いわ

ぶんいろいろな噂があったわけでしょう︒

極藤
あった︑あった︒

伊藤

すか︒

藤波

おそらくこうじゃないかな︑という藤波さんなりのお考えは

﹁アメリカの前に韓圏に行くんですか﹂と言ったら︑﹁韓圏に

けでしょう︒

鶴藤

藤波

藤波

伊藤

安岡正篤は代々の総理大臣のご意見番だったね︒四元﹇義隆﹈

なんで安圏さんなんですか︒

課題だ︒

でに︑安隅正篤さんに﹇中曽根氏と﹈会わせようというのが第一の

それは知っておると思うけれど︑顔ぶれからすればね︒決め

あるんだろうけれど︑なかなかしゃべれないということなんでしょ

行くよ﹂という︒こっちは︑韓国から帰ってきてアメリカに行くま

どうかな︒

うかね︒

藤波

鐘訪韓の事情︑等量正篤氏のこと
佐道

どちらが︑﹇ウンと言わなかったの﹈ですか︒

たんだ︒

んといかん︒穂翻も話したんだけれど︑なかなかウンと言わなかっ

さんは初めから中善根さんとやっていた︒だから安岡さんにも会わ
行こうということにされたいちばん大きな理由は鰐だったんでしょ

撰藤

安周さんが﹇ウンと皿購わなかった︺︒﹇安岡さんは﹈田中角栄

先ほどの韓圏ですが︑アメリカではなくて一番最初に韓畷に

うか︒

藤波

日韓問題は懸案の課題だった︒賠償じゃない︑ODA︑経済

藤波

とか中曽根康弘が嫌いだったんだ︒吉沼茂︑池綴導入︑佐藤栄作と

平松

そういう訪韓の話は︑官邸の中でいろいろやるわけですか︒

四十億ドルと書いてありますね︒

からな︒

藤波

伊藤

大平は大したことなかったな︒大平は︑田中角栄が応援した

そのあとはどうなんですか︒大平とか導爆とか︒

﹇ご意見番として﹈来ていたんだな︒

協力をいくらにするかという金額を決めなければいかんQこのへん
でどうだ︑というのを瀬島さんが瀬踏みしてきたんだなQあのとき

勝藤

伊藤藤波先生は︑なんで安岡さんなんですか︒

は六百億か︒

それとも外務省ですか︒

そういう行事があるわけですか︒

年に一画︑俳聖で安晦さんの一族郎党が集まって﹁万燈行﹂

藤波

外交問題でどういう順番でやるか︑なんていう話は︑会議を

藤波

伊藤

の大会をやるわけです︒

もう︑瀬島さんと中瞥根さん︑という関係でやるわけですか︒

開いてやるわけじゃないな︑隔昨の呼吸だな︒
餌藤
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藤波

か西岡﹇武夫﹈とか︑別のグループ︑若い文教の仲卸でやろヶといっ

藤波

それで︑﹁すまんけれど行ってくれ︒中耳根さんは覚悟をして総理

藤波

伊藤
そうそう︒私も巨象先生に早くからかわいがってもらった︒

じゃあ浜堰さんのあとは先生︑ということですか︒

た︒私が見ていてもそう思ったし︑安澗さんももちろんそう思った

岡先生の前で欠簿をしたんだ︒これはいかんな︑ということになっ

い代議士だから︑金帰火煙で疲れていたんだな︒会議︑会議で︒安

欠伸をするやつがおってね︒欠征するのはいかんな︑と思った︒若

今度記録を持ってくるか︒それで︑河懸洋平とか渡部恒三と

の先代と︑神町の大宮司と安岡先生とで︸緒に酒を飲むことになっ

て︑それも欝に一回ずつぐらいやった︒そうしたら⁝︸感冒ぐらいに

大置になったんだから面倒を見てくれ﹂といったが︑まあ︑いやがっ

ろう︒それでやめたんだ︒あと二曝ぐらいやっていれば︑新自由ク

師友会の大会があるんだ︒その騒に︑浜地文平さんという私

ているんだQ

てね︒それで︑㎜︑﹇中雲根氏は﹈アメリカに行くんだから︑アメサカ

そうですが︑じゃあ紙自由クラブの少し前の話ですね︒

ラブがなくてよかったんだ︒

解藤

に行く前に先生に会うと意味が違うので︑頼むわ﹂といって頼んだ︒

﹁それなら行こうか﹂といって︑薪橋で一席設けた︒今度持ってき

政治家の中にも儒凶冷が多かったわけですか︒

そうだ︑紙自由クラブの前だ︒若手の文教の層間︑という詣
儀道

多かったね︒

藤波

どこの事務局長ですか︒

藤波

いま記念館があるんですね︒

たらいい︒先生の色紙がある︑その日に書いた色紙がある︒林繁之
伊藤

師友会の門事務局長﹈︒露会議員をした林大幹の兄弟だ︒

観藤

埼灘の嵐山にある︒それ﹇安岡正篤氏と会ったこと﹈は︑

だった︒その二つがあった︒今度記録を持ってくる︒

藤波

当時安騨さんはどこにおられたんですか︒

藤波

さんという事務局長と︑安岡先生と︑中瞥根と︑私︒

伊藤

文京区白山︒山勢に頼んだのは浜地さんだ︒そのときに︑

後藤屡窟房長官︻が︑﹁アメリカの要請で武器妓術の供与とい

びを確保した︒また︑武器技術交流問題についても︑総理の強い弓⁝

問題については︑来年度予算でわが圏は実質鱈に昨年よりも高い伸

かご記憶がございますか︒これは﹁あまから﹂問答の中で︑﹁防衛

資︶︑あとで国会でいろいろもめますね︒この購題についてはなに

擢供する﹂という華壇を発表するのですが︵昭利五十八年一月十瞬

うことを決定した︒武器輸出三原則の枠外である︒紛争のときにも

揮藤

灘外務省と申曽根内閣

﹇申雪根毛が﹈韓国に行って︑アメ弓力に行く前の話だ︒

藤波

安随蕉篤さんというのは︑伝説をいろいろ飼うんですが︑実

﹁胸を張っていけ﹂というのが安岡さんの話だ︒

俊道
優しい酒飲みだ︒

瞭にはどういう方でしたかQ
藤波

政治家が話を聞いて︑なるほどな︑と思わせるような感じで
そうそう︑それはちゃんと文献によって教えるからな︒一時︑

佐道
すか︒

藤波

なんとかいう人が手を焼いて︑藤波君集めうといって︑中川一郎︑

竹下登︑安倍習太郎を集めた︒宮澤﹇喜二さんは来ていなかった
な︒若いところでは私だけだった︒そんな連中で︑月に⁝回ずつぐ
それはいつごろの話ですか︒

らい安畷さんの藷を聞いたことがあった︒
伊藤
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か︒武器技術の交流問題というか輸出問題というのは︑前からかな

とで﹂と先生は述べておられますが︑それはそういうことなんです

す︒防衛問題については︑懲中曽根さんの強いリーダーシップのも

ダ〜シップのもとに二隼越しの懸案を処理した﹂と述べておられま

定問答をつくって先生に謁してきたわけですか︒

これは外務省の方が︑質問は決まっているのかもしれませんが︑想

本のような資料は︑外務省の罫紙に手書まで書いてあるんですね︒

有馬

藤波

いまわれわれが見せていただいている﹁あまから問答﹂の台

そう︑懸案だったね︒

いや︑知らんな︒覚えがないな︒

り懸案になっていた問題ですね︒
藤波

なかなか決められなかったものを︑中着根さんが総理になら

佐道

最後のところだけ︑タイプの打ったものが鮎ってあるんです
ね︒

有馬

藤波

小池

れて︑結構早くサッとお決めになるんですが︒

官房におる者として︑総理大距を良く言うために使う言葉だ︒だけ

交信的なものに使う絹紙ですね︒ですから福紙としては︑外務省の

非鴬に大きな問題が日米関係の修復ということだったわけです︒そ

瞥根さんを売り込まれたわけですね︒中曽根内閣の発足にあたって

儀道

佐道

藤波

伊藤

すね︒

アメリカに行く蕩前に鷲米姿勢を統〜して︑公表するために

書いた覚えはないな︒頭のいい入の謡だ︒

これは藤波先生の字ではないですね︒

それはそうだろうな︒﹁中嘗根さんが決めた﹂というのは︑

ど︑武器の扱いならそうだろうな︒後藤田さんというのはそんなこ

中でも課長クラスが書くようなものです︒書いたのは課長クラスで

うすると︑先生と中蓉根さんの間で︑この武器技術もそうですが︑

こういう問答をするということですね︒

これは交信罫紙の二番ですから︑外交窟がメモで使うよりも︑

とは絶鮒に自分からは言い畠さんからな︒

アメリカとの閣係改善のために︑こういうことをやるべきだとか︑

伊藤

あったろうと思うけれどな︒

佐道

藤波

ということは︑先生のところにも︑秘書官からだけではなく

放送はね︒

中蓉根さんが総理になる前に︑先生はアメリカに行かれて申

やろう︑とかいうことは︑議論されたり梢談された参ということが

ているんですね︒これは畏放ですけれどねQ

藤波

この顎あまから問答﹂の﹈中でも︑いまの防衛問題のほか

こういうことは窟房長官がやるのではなくて︑副長官がやっ

あったんですか︒

鐸藤

藤伊藤傷藤伊
波藤波藤波藤

はい︒

課長クラスとか︒

局長以下だな︒

次窟ぐらいが来るんですか︒それとも局長ですか︒

一時よく来たな︑外務省から︒

誰が来るんですか︒

て︑外務省からブリーフがどんどん来たりするんですか︒

いつの﹁あまから﹂ですか︒

に︑﹁貿易摩擦については︑国内的困難にもかかわらず︑タバコ︑

藤波

五工事八年一月です︒アメリカに行かれる前です︒だから防衛

藤波来たな︒

僻藤

チョコレ⁝ト︑ビスケットをはじめとして︑広範な腿税引妻下げが・

問題と貿易摩擦問題は︑なにか形を作る︑ということですね︒こう
いうことは副長官というより︑中瞥根総理個人の発議といいますか︑

決まり﹂と述べられていますね︒
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どんどん決断をしていくと︒懸案ではあったわけですからね︒
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日
総

藤波

僻藤

よく選挙で︑選挙区の人が﹁外團に行って頼まれてくるのは

審議官ぐらいが来るのかな︒

藤波ぐらいだ﹂と言っていたな︒総選挙のときに藤波を頼むよ︑と
外困で頼まれるという︒外務省のやつらが大使で行っているでしょ
う︒あむがとう︑ありがとうと言っていた︒

一入で

霞藤

藤波

失敗したから︑どうやって贋復するのかということについて

前の鈴木内閣で欝米閣係を悪くしましたからね︒

それはあったと慰うよ︒

伊藤

藤波

だと思うね︒

結罵︑連れて行ったんですか︒

防衛は行毒たいな︒

地方紙はない︒あれだけだ︑上毛新縫︒
あああη一︵驚く︶

それは面窃い︵笑い︶︒

福露さんのときも行ったんでずかね︵笑い︶︒
絶対に行ったよ︒

そのときは政府専用機で行くわけですか︒
ええ︒

同行記者団もそれに乗せていくわけですか︒

記者団は一緒に乗せていくんだな︒

このときなノンストップで行って⁝︒

行って︑飛行機の中でうまい物を食わせて︒

184

外務省はかなりたくさん行くんですか︒

いやあ︑それでも四︑五人だろうな︒

やはり北米局関係の人ですか︒

それから土和田氏と窟房裂母宮︑私の秘書︒

ほかの雀庁はついていくんですか︒

産省なんか︑ 入れたようなことも覚えているな︒頼まれて︑

ほかの省庁は行瀬たいといってわいわい言ってくるから︑通

たという言い方をされたんですが︑外務省として︑例えば環米関係

ずっと行くようなことを言った覚えがあるな︒

このころの雰囲気として︑外務省が中曽根さんに言わせたかっ

について︑できることならこういう方向を中曽機内閣に轟してもら

解藤

藤波

藤波

あと同行記者団が行くんですね︒これはだいたい各社︑中央
藤波

いわけでしょう︒

やっていたと思うな︒

伊藤

このときには︑レーガンの剛力による平麹﹂がありましたし︑

小池

紙︒地方紙は一︒

大緊張だ︒大河原﹇良雄﹈という人がアメリカ大使をしてい

一詞

藤波

北米局長︒

藤波孝生が総理大鐘になったら伊勢新聞だ︵一斗笑い︶︒上

ナーと理事長の関孫だ︒あの人は人柄がいいから︑中碧根さんとは

毛新聞が一入行ったと思うな︒

うな︒

それでいよいよ十七日に中社根さんが訪米される︒

■首回訪米の随行者
轡藤

儀道

外務省のその連中はみんな行くからね︒

くのは︑先生とあと誰がついていくわけですか︒
藤波

ついてい

合うわ︒そんなことがあって︑いろいろなことを言っているんだろ

た︒﹇中曹根氏と大河原茂は﹈いま平和研﹇世界平和研究所﹈のオー

藤波

米ソ関係が緊張してくるんですね︒薪冷戦の直後ですからね︒

防衛もそうでしょうし︑通塵は貿易摩擦の問題だから行きた

いたいという意向が働いているような気もするんですけれど︒

有馬

藤醗藤伊藤伊
波藤波藤波藤

藤伊藤騨藤偶藤佐伊
波藤波藤波藤波道藤

帰りも同行記者団を乗っけてくるわけでしょう︒

行きはよいよいだ︒

行きはよいよい︑でしたけれど︒

険悪な雰囲気になるわけですか︒

不沈空母の影響だ︒

不沈空母の影響ですか︒

サ⁝ビスするわけだ︒帰りはよくなかったな︒

こういうときはもしかす る と ⁝ Q

関心があるな︒

弼を議すんだろうと思いますが︒やはり圏内敬治の問題なん

十二︑三隣間ありますからね︒

何回もやるといっても︑飛行機の中ですからね︒

総理もやる︒私は何園もやる︒

記者懇談は総理自身がやられるわけですね︒

記者懇談もやって︑行くわけですな︒

うまい物を食わせたわりには︑うまく伝えてくれない︒

とはない︒

て︑私が記者懸にこういう話だったと言う︒それはどうっていうこ

藤波

揮藤

トハウスの大統領執務室に行って︑別の入口から当時の國務長蜜︑

えているんだ︒それは藤波孝生が入っていた︒行くときに︑ホワイ

儲藤

藤波

極藤

藤波

藤波

か︒

藤波さんはどこにいるわけですか︒

通訳だけ連れて入る︒外務省だろうな︑通訳は︒

通訳だけ連れて入るんですか︒

サシです︒

それでレーガンとの会談はどんなふうに行なわれるわけです

グラハムのばあさんの話だ︒

そうですが︑朝︑不機嫌ですか︒朝食会はレーガン大統領と︑です

伊藤

ウィリアムズバーグに行くときに二回揖の会談をしたのは覚

か︒あれはサシですか︒

傍藤

最初に行ったときは⁝︒

シュルツ﹇が入ってまた冤

藤波

レーガンとサシだ︒こういう話だったということは私が聞い

かもそうとう⁝︒

普通のホテルだ︒

どういうところに泊まるんですか︒

泊まるだけだ︒

その鍵は泊まる︒

この裏切り者めが︵笑い︶︒向こうについて︑ワシントンで

シュルツを入れたときに︑安倍外務大日も入れと言わなければいか

のとき私が入っていた︒そこにシュルツがひゆうっと入ってきた︒

ウィリアムズバーグのときに二回目の首脳会談をやったのかな︒そ

藤波

すか︒

伊藤

ンと中螢根とシュルツと私と四人だ︒﹁シュルツがいたら︑おれの

した︒轡てから正甕に言うわな︑こういう顔ぶれだったと︒レーガ

シュルツがいたと霧ったら︑大河原が真っ青になって︑びっくり

そのときはね︒ウィリアムズバ⁝グのときは覚えているんだ︒

藤波さんは直接にはレーガンにはお会いにならなかったんで

それで翌日レ；ガン大統 領 と 一 ︒

んものを︑安倍外務大臣は外にいたわけだ◎

﹇中普根氏は﹈朝は不機嫌だしね︒血圧が低いのかな︒よう

時差があるから︑朝は辛いでしょうね︒

その前にグラハムおばさんと朝飯だ︒そこでやるわけです︒

そうですが︒その話はあとで竹下内腿につながる詣ですね︒

乗っけてくるわけだ︒

伊佐伊藤佐藤蝉
藤道藤波遵波蝕

藤樫藤探藤伊藤す伊藤伊藤佐伊藤佐藤俘藤
波藤波藤波藤波ね藤波藤波道藤波道波藤波
o
物を言わんし︒
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ところの大臣も入らなければならない﹂と大河猿が書う︒それはそ
うだ︒それで安倍派というか福田派はひつくり返るようになって︑

どんどん電語がかかってくる︒安焙さんは隣の部屋だ︒耳をつけて
聞いておったら︑﹁すぐに帰って来い﹂という電話をかけてくるん
だ︒福團魁夫からかな︒それでエライことになったな︑おれも断わっ

ても断り切れんな︑いや私が悪いんやといって︑悪者になって逐次
断わりを入れた︒最後は臓藤﹇六月﹈暦が中に入ってくれたかな︑

普通で蓄うと︑商こうが国務長官が出てきたら︑こちらは外

﹁あまりきつく言うな﹂といって︒

窪藤

窪藤

藤波

向こうが︑予定琳にシュルツが入ってきたんだ︒大統領の補

なんでそうなったんですか︒

おかしいわけだ︒

務大臣が入らないとおかしいわけですね︒

藤波

じゃあそれと︹大統領補佐官と藤波さんが﹈カウンタ；パー

佐官が一人いたんだ︒

攣藤

トになるわけですね︒シュルツが入ってきたというのがちょっとイ
藤波

ちょうど縢時ですので︑アメリカ訪問のところで今理は終わ

イレギュラーだった︒それは覚えているわ︒

レギュラ⁝だったんですね︒

伊藤

どうもありがとうございました︒

りということにしたいと思います︒
一岡

︵終了︶
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嘔牛肉・オレンジ問題

凝米関係を考えると︑隼肉・オレンジの自・田化を進めなけれ

※桧壇徳太郵域が落選したのは平成元年の参院選である︒

解藤

ば︑デッドロックに乗り土げるという感じだと思うんですが︒

戸〆

てきつかったな︒それはきつかった︒

そんなに思わなかったな︒ただ生産農家のほうは政液に爺し

伊藤

当をしなければならないでしょう︒

藤波
部分を中ったんですが︑今日はその後半部分を伺って︑いよいよ窟

そうです︒

さて前回は︑中善根内腿の容募副長官をおやりの時代の龍半

房長官というところまで漕ぎ着けたいと思っております︒この前︑

藤波

そのへんを藤波先生はどういうふうにお考えだったのかな︑

だけど自磁化をある程度認めるとすれば︑なんらかの形で手

中曽根さんの訪米とか馨韓問題についてお諾を惑ったんですが︑

伊藤

と思ったんですが︒

﹁ふじなみレポート﹂門第七一号﹁平和と安定を求めて﹂昭和五十八

卑一月﹈によりますと︑a米会談では讐日本の専守防衛致策の説明

思わなかったですか︒

アメリカの圧力というのは︑そんなに思わなかったけれど

と中肉︒オレンジの自由化について騒本立の考え方を説明﹂された

O

藤波

と書かれておりますが︑これはご記憶ございますか︒専守防衛は前
からのことですが︑このときの問題はやっぱり集肉・オレンジだと
思うんですね︒先生は牛肉・オレンジ問題は本当のところ︑どうい
うふうに考えておられましたか︒
農林大路は羽頭重か︒

いや︑オレンジは関係ある︒みかん県ですからねQ

オレンジはあんまり腿係ないですかね︒

浦賀

それは自由化の問題と関連していると思いますか︒

ちぢやった︒

桧壇さんはこのとき遠軽大臣ですね︒

る︒

党が大敗し︑桧堰氏も落選したのは五戒元年の第十五回参院選であ

参院選であるが︑自昆党は安定多数を確保している︒参院選で自昆

※藤波氏が官房副長窟の時代に行われたのは︑昭翻五十八年第牽三回

桧垣さんも落ちた︒

あった︒その選挙だろう︒桧垣さん以下みんな落ちぢやった︒

自認

大負けしたな︒

ザーッとみんな負けた︒

藤波あったですね︒参議院選挙があった︒ 桧垣徳太郎が負けた︒

わけですか︒

藤波

あまり記憶ないな︒参議院選挙を見てびっくりした︒全部落

あまりご記憶ないですか︒

う〜ん︒

官房副長官としては︑なんとかしなければならんでしょう︒

国民や農家のほうは︑中養根内閣に対してきつく当たったな︒

何か非鴬にシンボリックな感じで出てきましたね︒

思わなかった︒政策のテーマにはなったけれどね︒

藤伊藤伊藤伊藤轡
波藤波藤波藤波藤

先生は︑牛肉が自由化になると大変だという感じではあった

そうです︒

牛肉はそうか︑﹇三重には﹈松阪隼があるか︒

長騎の︒知らんな︒

中条根内閣の農林大臣は金子岩三ですね︒

攣藤騨藤欝藤武藤
藤波藤波藤波田波
藤波
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それは農林族なんですか︒

が強そうだから左の方に行こう︑ということにしょうというのがだ

しょうとか︒問題点をずっと挙げてもらって︑考えてみると左の方

いたいの方針でした︒それで﹁文化と教育に関する懇談会﹂を轟発

農林族だ︒愛媛だから農林県だ︒

みかんですね︒

させたのは副長官の時でしたね︒

そのときは︑中曽根さんがどうしても教育改革をやりたいという
ものですから︑

一感喜ぐらい事前に懇談会をやりましょう︑という

こそ紀粥のみかんです︒ ですから︑みかんも中肉も関係するので︑

そうそう︒

育論をやらんならんで︑幼児教育論専門だから﹂と言うので︑﹁幼

よ︺といったら︑井深さんは﹁やってもいいけれど︑わしは幼児教

一人の名誉会長︵伊藤井深門大﹈さん︶井深さんに︑﹁頼みます

伊藤

友達にも生産農家がありますし︒

児の教育が大事だということを言ってもらえはいいので︑それを入

もっとも︑ご自分の選挙じゃないから︵笑い︶Q

平松

ではその爾題は︑もし思い出されたらあとでお難しください︒

れてください︒入れてもらって結構だから︑全体をまとめてくださ

い﹂といってお願いをしたのが︑文化と教育に関する懇談会の出発
です︒

れ私が頼んだ︒﹁就便︑頼みますよ﹂といったら︑﹁やります︑やり

山本七平さんとか蟄野綾子さんとかは︑だいたい電謡で︑それぞ
藤波

それで田中美知太郎さんだけは電話では済まんなと思ったQ大先

ます﹂と言った︒

五四〇頁﹈︒

生だがら︑いっぺん京都に行こうと思って︑家を訪ねて︑京都駅か

渥に一翻だ﹂と言った◎そのころもう目が見えなかったんですな︒

これは何ですか︒

です︒中興根致治をどう進めるかということをいろいろ考えてみて︑

火傷をしたもので︑顔はくしゃくしゃになっていた︒脳中美知太郎

伊藤

気のついたこと︑テーマを︑ふだんから手帳に書いておいて︑それ

さんは﹁婆さん︑婆さん﹂といって︑私と二入で諾をしているとき

らタクシーに乗って行ったんです︒それで先生にお巨にかかって︑

を実行していたら︑中曹根さんが実行したとよく言われるんです︒

に家内を呼んで︑﹁中曽根さんの教育についての会合があって︑わ

﹃中塗根内閣史﹄の政策について書いてあるところです︒

それはそれでいいけれど︑実際に進める場合には︑中華根さんがこ

しに︑京都から出て来て︑ひと月に一回でいいから話をしろと書う

平松

う思っているからこうするというのではなかなか通らん︒だから懇

んだが︑どうだ︒今日は番頭さんが来てくれたんやで︑返事せなな

﹁どうしても来て︑文化と教育に関する懇談会で話をして欲しいQ

談会や審議会をつくって︑そこでとりまとめをお願いして︑こうい

らん﹂と言うQ

﹁文北と教育に関する懇談会﹂を中心にして物を署いたいん

う意見が出て︑右にする︑蕊にするということになったから︑右に

藤波

心根内閣史﹄資料編

げます︒これをご覧ください﹇事龍に配覆したペーパーを示す﹃中

全般的に中蛍根政治を進めるということについて少し申し上

鐵﹁文化と教育に関する懇談会﹄について

伊藤

憐藤

ことで繊発させました︒ソニ；の壷屋︹昭夫﹈さんではなくてもう

三重県も南のほうと海岸線はみかん農家が多いんです︒それ

みかんだ︒

松波藤波藤

そのへんの風当たりは強かったんだと思います︒

平藤．轡藤伊
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﹁番頭さん篇ですか︵笑い︶︒

キャンサスという花かと思ったのが︑その後のこととして覚えてい

門文化と教育に関する懇談会は﹈そんなふうに出発して︑必ず総

伊藤

こっちは丁寧に物を書つた︒ギリシャ哲学の大先生ですからね︒そ

理も出席をした︒これと靖国の問題は︑﹇中曽根総理は﹈自分が好

ます︒

うしたら家内は︑﹁いま中善根さんなら政治をやってくれるだろう

きだったからだ︒文化と教育に関する懇談会には必ず総理も出て︑．

ええ︑私のことをね︒﹁ありがとう︑ありがとう﹂と言って︑

から︑中隔根さんの命令は聞かなあいかん︒京都駅までは送って行

もちろん私も繊た︒総理大臣の私的諮題機関だったな︒それでまと

藤波

くけれど︑それから先はわからんな﹂ということだった︒それで︑

私的諮問機関の主なものとしては︑﹁文化と教育について﹂と︑

めの報告書をここ﹇配奮したペーパー﹈につけたんです︒

い人に頼んで︑電語で何号車の郷番に乗ったと聞けば︑迎えに行き

坙{の安全保障について﹂と︑それから﹁閣僚の靖麗神社参拝に

﹁奥さん︑京都駅まで送ってきてください︒東東駅では総理府の若
ますから︑頼みます﹂と言った︒圏中島知太郎さんはほとんど霞が
見えんのですから︒それで携き受けてもらったのを覚えています︒

出がけに︑フッと出てきたら玄関のところで﹇紫色の花が羅につ

ついて偏の一二つが︑結果としては出たんだけれど︑方法として教育

のことをやらなければいかん︑それには教育基本法の改正をやらな

のしんでそれを見て︑裁てきたら縫の塀のところに紫色の花が咲い

でした︒やっぱり学者の家というのはえらいものやなと思って︑た

というんだ︒﹁ああそうですが︒ならそうしますわ﹂と書って︑﹁と

ある︒そんなものではない︒政鰐全体で取珍組まなければ駄覆だ﹂

それで︑﹁中教審というけれど︑中教審は文部大臣の諮闘機関で

ければいかん︑というのが中型根さんの儀念だった︒

ていたQ﹁ああ︑きれいですね︒奥さん︑これはどこの花や？﹂と

とか山本七平とか善野綾子とかいうのを順番に挙げて︑﹁それぞれ

にかく勉強する︑この顔ぶれで行きましょうか篇といったのがこの

その後の謡になるけれど︑悠々と出歩いたので︑十三年ぐらい前

頽みますからな﹂﹁そうしよう﹂ということで出発させて︑いろい

聞いたら︑ギリシャの花だという︒向こうから来た地中海の花が咲

かな︒ロサンゼルスに行ったときに︑どこに連れて行くんやという

ろな謡を聞いて︑

メンバーです︒文部雀から天城勲でやろう︑それから殴中美知太郎

ので︑美徳館に行きたいといって︑ロサンゼルスの欝憤館に行った︒

を覚えています︒早くやればよかったんだけれど︑すごく時間がか

一年間ぐらいかけて報告書をまとめてもらったの

美衛館といっても︑海賊みたいに船を襲ってゴソッとまとめて持っ

かるんだな︒

ら︑キャンサス︵Oび皿細事P即ω︶︑と言ったな︒受替のおばさんが教え

中美知太郎の家に咲いていた花だ︒﹁なんていう花や？しといった

フッと申立に来たら︑中庭にパーツとその紫の花が咲いている︒田

として︑文化と教育に露する懇談会のあとの審議会が臨教審です︒

喜朗︒二入が文部大臣をやったと思うんですが︑政府全体の審議会

れでまとめようということでやった︒結局︑文部大臣は松永光と森

れには非常に関心を持って︑文化と教育に関する懇談会の結果をこ

私が官膓長官になったもので︑臨調クラスでやろうといって︑こ

てくれた︒一︑ああ︑そうか︒どこから来た﹂と書ったら︑﹁これは地

斎藤諦淳の事務局長はしょうがない︑よかったんだけれど︑委員の

たら︑みんな海賊が盗ってきた物だという︒ああそうかと思って︑

てくるようなそんな葵術館だ︒これは地中海の藁徳が多いなと思っ

いている︑と言っていたのをいま思い汚しました︒

いた﹈︒小さな家でした︒廊下にダーツと本が積んであるような家

「，

中海から来た﹂と憲っていた︒いっぱい花が喚いていた︒そうか︑
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いうことは︑この前話した通りで︑興業銀行に行って会長に断わら

臨教審の座長には岡本﹇道雄﹈さん︵伊藤京大の︶を頼んだ︒と

り役所としては︑いろいろなことを入れないと収まらないというこ

うなことにすればいいんじゃないかと私は思うんだけれど︑やっぱ

伝統を守ることが大事だということに絞って︑それだけ改正するよ

るということが大事なんだということだけ考えて︑伝統を守る教育︑

けれど︑公墾党など全然誕にならん︒だから︑ようけ言い過ぎてい

れたときに︑ああこれはできるかいな︑と思ったけれど︑文部省を

顔ぶれを全部文部省推薦のメンバーにしたんです︒大失敗だ︒それ

横にしたらできんので︑文部省を取り込まなければいかんな︑と思っ

とがあって︑オールラウンドにしょうと思いすぎるんじゃないかと

るんだな︒いまの気持ちに立ってみると︑あの頃から国の伝統を守

たもので︑委員の顔ぶれを文部省の言うままにしたんだ︒それが大

いう気がするんですね︒

なら文化についての語ができん︑ということになると思うんですね︒

失敗だったな︒だから技徳的なことにしか過ぎないようなことになっ

うので︑﹁いや︑もうちょっと待ちましょうよ﹂どいって︑あのと

最終的に︑¶おかしいそ︒できないじゃないか︑官房長官﹂とい

行こうというので︑モスクワに乗り込んでいった筆九八八年八月

さんのお供をして︑ゴルバチョフの新しい路線の謡も出ておるし︑

院で私︑それから参議院を代表して桧垣徳太郎さんの二人が中普根

これは中警根内閣が終わってからのことになりまずけれど︑衆議

きはかけていたQあのころはもう圏鰐委員長だったかな︒国対委員

か﹈︒この前も緩したけれど︑モスクワの政治研究所で詣をしたと

てしまったρ

長をやっている頃に大詰めで︑臨教審だけはどうしてもまとめたい

そのあと︑どこかを見て帰ろうということになって︑バルト三国

きは︑本当にそのへんから火が如いてくると思うような緊張した空

の人が多いけれど︑﹁何もかも︑というわけにはいかんが﹂といっ

に行こうということで︑﹁連れていってくれ扁とソ連の高官に話を

ので︑やろうと思った︒やろうというのは︑教育基本法の改驚をや

たら︑﹁国の松統を大事にするということだけでも入れなければお

したら︑飛行機の部品がどうとかこうとか書って︑なかなか行こう

気の中で︑やっていた︒

かしい篇という意見が強くて︑﹁そうしよう﹂ということでやった

とせん︒だけど行こうと言って︑リトアニアに言った︒首都はなん

らなければ駄濱だと初めから言っておった︒私の周りもみな右寄り

んですけれども︑委員の顔ぶれからしても︑金梅そういうことには

たのでよかった︒サトア晶アに女の総理大臣がおったが︑モスクワ

といったか門姦ビリエユス﹈︒そこに行って︑食べるものがうまかっ

いまは事件の蘭係上︑弓クル⁝ト社の江灘﹇浩正﹈さんを特別委

から担当者がついて意ているんだ︒そのと毒に私が質問して︑﹁リ

ならなかった︒

員にするとかなんとかという舐があった︑ということになっている

トアニアという国について︑

一番大事なことは何や？﹄と聞いたら︑

けれど︑そんな問題じゃないんです︒

といったら︑教

えることだ︑という︒﹁それは結構だ︑侮を教えるんだ？﹂と聞い

教育だ︑と言うんです︒㎜︑子供を教えることか？

のを大事にしていくのかということが問題なんだ︒いま中教審にき

た︒たぶん︑共産覚の幹部がモスクワからついて来ているから︑世

そんな問題じゃなしに︑文部省関孫で行くのか︑文部省以外のも
て︑ずっと引き継いでやって来ていて︑教育基本法を出すかどうか

界の歴史とか︑あるいはソ連邦の歴史とか書うんだと思ったら︑

﹁リトアユアの歴史︑わが国の歴史である﹂という︒おおそうか︑

ということになっているんだけれど︑なかなかまとまらん︒そのと
きの責任が．あるので︑森喜朗震は一所懸命になっていまやっている
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﹂

■●

峯

これはひょっとするとソ連邦はバラバラになるな︑と思った︒そう

だ︑経済で大きな国になればいいんだから︑軍備はアメサカに妊せ

吉田敢治の批判になる︒わしらは商売をやって経済で儲けていくん

ゆ

思ったら︑そうなったQそれは﹁ふじなみレポート﹂に書いてあり

大成功したと思うんだ︒そのことは日本の国にとっては大事なこと

る︑というのが吉凶茂の戦後の方針だったはずなんだ︒それで来て

ついでに言うと︑斎藤英縢郎さんという人が︑そのとき経國連の

だと思うだけに︑内閣法凝局も追認し︑役人の典型のようになった

⁝ア﹂平成二年四月号﹈︒

会長をしておった︒そこにも当然﹁レポート﹂は行っておるな︒そ

か︑とつくづくと思うんですQ

まずけれど門構一五五号﹁リトア

うしたら︑﹁歴史教育が大事だ︑國の教育が大事だといって︑ソ連

なことを経済人が言っているのではしようがないと思った︒そのと

たんだけれど︑そんなことを言っている自民党は駄自だというよう

とを言っているという︒﹇私は﹈大事なことやなと思って︑そう言っ

たというQそんなことはないと思ったけれど︑聞いたら︑そんなこ

でおるけれど︑こんなのはげしからん﹂という話を経団連会長がし

のは守っていかなければいかん︒劉の爆雷を否定したら終わりにな

え過ぎるといかん︒言い過ぎたらいかん︒しかし︑露の伝統という

兄弟に親しむとか︑公共に奉仕するとかいうようなことをあまり考

すぎているんじゃないかという気がするんだけれどな︒親に孝とか︑

どうも教育基本法の改正も︑それと変じような思いをちょっと鉋き

できちんと柱を立てて︑物事を考えていかなくてはいかんと思う︒

何もかもが膚に寄っていくというのはいかんと思う︒左の者は友

きに今寒がほろほろ泣いておった︒﹁こんなことを書ってくる人が

るということだけはわかっていなければいかん︒教育基本・法を巡っ

邦がひょっとするとどうなるかわからんと書っておるのが中竪議員

おる︑情けない偏と露って︑うちの女の子が泣いておった︒﹁大事

これからどうやっていくかということを考える上で︑葬堂に大事な

て議論しているというのは︑戦後の日本の政治をどうやってきたか︑

それが巡り巡って︑いま教育基本法どうのこうのということになっ

問題を含んでいると思うんです︒先生方にもぜひそのことを考えて

なことを発見してきてくれたのに漏と言っていた︒

てきているのは非常に感慨深いものがあるな︒文化と教育に関する

もらって︑論陣を張ってもらいたいと思っているんですね︒

れど︑そんな馬鹿なことはない︑とわしは思うんだな︒長いこと言っ

が発言しているという話を聞いて︑野中も引き下がって毒ているけ

憲法違反にならん隔と言っておる扁という詣を総務会で野中﹇広務︸

勝藤

藤波

その立ち上げは藤波先生がやられたということですね︒

そうです︒

中心根さんに言われて立ち上げたわけですね︒

解藤

そうですQ

蟹懇談会︑審議会のこと

懇談会から出発して︑ここに来たなという感じがするんです︒いま︑

全般的にちょっと右に寄っているなという気がする︒右に寄るのは
いいんだけれど︑役人が右だ右だと言って︑右の意見に耳を傾けて︑
左の意見を放っておくという風潮すら感じる︒

てきている詣で︑考えてみると︑ひょっとするとこれは吉田政治の

藤波

それで会長は︑なぜ井深さんなんですか︒

﹁内閣法翻局の者が︑﹃自衛隊の隊員をイラクの後始末に遺っても

批判まで行くな︑という気がしたんだ︑そのとき︒そういう論講を

伊藤

この門教育と文復に著する﹈懇談会は︑窟房離長官の時代に︑

どこかで見た︒そういうことになってくるよ︒いまの風潮で行くと︑
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藤波
藤波

伊藤

総理窟邸の食堂が多かったな︒

宮邸の︑ですか︒

石川﹇患雄﹈さん︑鈴木﹇健二﹈さん︑曽野さん︑田中さん︑山本

実際に文章は誰が書くんですか︒

この文章は誰が書いたのかな︒

これは文部省の入がやったんですか︒
そうでしょうな︒

それとも︑窟房翻長官についている人がいるんですか︒
内閣女房︒

内閣窟房に文部省関係の人がいるんですか︒井深さんが文章

人選から︒

全部そうです︒

全部︑ですか︒

懇談会は全部そうだな︒

揮藤

藤波

平松

あいつらが書いたということはないな︒内閣官房ですな︒

ましたね︒

伊藤

この教育基本法の改正は︑いままたもめている大問題ですが︑

副長嘗を捕佐する人はいるわけでしょう︒この前お話があり

たぶん官房の関係肴でしょうね︒

を書くということはたぶんないでしょう︒

はい︒

こういう会合はどこでやるんですか︒

二十奪やっているんだなQ

このときからずっとやっているわけですね︒

高坂﹇正舞﹈さんが北海道に旅行しておったんだ︒だから北

海道中のホテルを探せといって︑札暢を中心にホテルを探して︑ど
こかのホテルで捕まえて︑高坂さんに電詣で︑こういうわけでといっ

伊藤

食堂が多かったね︒

て頼んだことを覚えています︒それが高坂さんの平和懇談会だ︒
藤波

靖国ですね︒靖国神社参拝は︑これでよろしい︑ということ

情けないですな︒委員会はほかに侮があったかな︒

なんとも情けないですね︒

出ないね︒

それで結論が出ない︵笑い︶︒

伊藤揮藤揮藤
藤波藤波藤波
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経済入で行こうということだったので︑ああ結構ですなとい

うことで︑経済人にやってもらったんです︒

〜所懸命発言されたのは

摂藤

それは︑井深さんに何かを頼もうと思ったんです︒

さん︒これには幹事役がつくんですか︒

この文化と教育に蘭する懇談会で︑

重藤

どなたですか︒これだけ顔ぶれがいますね︒共深さん︑天城さん︑

それは藤波さんが︑ですか︒

藤波

経済入といっても︑経済入はほかにもたくさんいるじゃない

ですか︒

はい︒

れ︑といった︒

そうです︒それはみな手分けをしてやっていた︒

いや︑幹事はつかないね︒井深さんを中心にしてまとめてく

前からご存知だったんですか︒

藤波

そうすると倒えば︑靖国神社参拝はまた誰かがお世謡をした

伊藤伊藤轡藤解
藤波藤波藤波藤

平和問題研究会も︑先生 が 一 ︒

わけですか︒これも藤波さんじゃないんですか︒

掻藤

さんがやっていたわけではないんですね︒

という雷われ方がありましたね︒だけど実際にそういうものを組織
したり人選したりするというところで言うと︑必ずしも全部中蓉根

当時︑中曽根政治の一つの特微のようにして︑﹁審議会政治﹂

前から知っておった︒青少駕教育の会長をやっていた︒

有藤伊藤伊藤
馬波藤波藤波

藤武藤遠藤伊藤
波理波藤波藤波

OO

になったんでしょう︒

細

江藤﹇淳﹈さん︶江藤さんなんかも︑ほかに全然関係しておら

んので︑関係してもらおうといって積極的に頼んだ︒そうしたら︑

よろしいことになった︒それは文句言う者はおらんな︒いま

藤波

たんだ︒

引き受けますわというので︑よかった︑よかったといって来てもらっ

でも中圏から何か言われて︑結局やめたじゃないですか︒

伊藤

でもね︒

伊藤
ああ︑中国はな︒

んはもてているな︵笑い︶︒
欝憤だしね︒

曽野さんは︑こっちにもあっちにも入っていますね︒嘗野さ

藤波

それから﹁B本の安全保障政策篇についてというのは︑高坂
総合安全保障ですね︶︒この文

揮藤
さんですか︒高坂さんなら︵佐遂
化と靖國には︑中髭根さん自身も出席されて︑ご発醤もあるわけで
すか︒

いや︑発言しない︒じいっと聞いている︒

佐伊藤平武藤伊藤

伊藤

藤波

解藤

座長は井深さんですね︒じゃあ安全保障については高坂さん

座長ですな︒

これは爺会は誰がやるんですかQ

武沼

伊藤

藤波

解藤

公的には何もないからね︒

あれも私的諮問機関になるんじゃないですかね︒

あれはどうなんだろうな︒

あれは私的諮問機関かな︒

攣藤

誰にしょうといってみんなに聞くと︑だいたい温潭で公平な

これはどうやって選んだんですか︒

んのや繍と雷うので︑﹁いま隈本人の中で︑外麗から見て一番信用

顧問をしていた︒﹁藤波さん︑なんでわしがそんなことをせななら

それはまた別の議ですね︒

という話でしたが︑靖国神社の場合は誰ですか︒

伊藤

謎銀に頼みに行ったのは覚えている︒﹇前川さんは﹈日銀の

藤波

のあるのはあんたや︒そんな信爾のある人がやらなければいかんの

で︑あんた引者受けなけれはしようがないそ﹂と言ったら︑﹁わし

はもういいと思うけれど︑大変だな﹂というもので︑コ頼むわ︑中

﹇閣僚の靖國神隠参拝問題に醐する懇談会の委員には﹈梅原

﹇猛﹈さんも入っていますね︒すごい顔ぶれですね︒末次一郎なん

そうしたら︑ヨーロッパのほうからわいわい︑規鋼緩和をやれ︑

曽根内閣で頼みますわ﹂といって頼んで︑毯き受けてもらった︒

そう︑末次一郎さんもいる︒それから露殺して残んだ入︵武

ていう人も入っていますね︒

轡藤

人のところに落ち着くんだな︒

藤森︹昭二さんの前﹇の前﹈に巳赤の等長をしておった林

藤波

藤波

のための経済構造調整研究会﹈︒

﹁前川レポ⁝ト﹂をお出しになった研究会ですね﹇國際協調

それはどこですか︒

﹁欝摺レポ⁝トしの龍用﹇春雄﹈さんのが一つあったな︒

若いときのことは僕は知らないですから︵笑い︶︒

若いときはおきれいだつたんでしょう︵笑い︶︒

別嬢さんと違うQ

それじゃあ藤波さんのお婦みだな︵笑い︶︒

道藤波松N波藤波

敬三だQ

出るのは繊た︒

目的は︑それぞれの入に物を言ってもらうということだから︑

毎回出るんですか︒

いや︑私も聞いている︒

藤波さんは発言されるんですか︒

藤轡藤伊藤
波藤波藤波
藤波
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伊藤

さっきソ連に行かれた話をされましたが︑あれはだいぶ後の

ことですか︒

先生は日中関係にはあまり関わっていないんですか︒

う方がいいので︑バッと言ったらどうですか﹂と言ったら︑バッと

うのがいいですよ︒日本の場合でも︑そういうときは早くバッと言

相手は・田中貞窮なんだ︒自民党の・甲で︑鈴木善幸とか︑あんな連中

うことなんだ︒中曽根でないのが二階堂なんだ︒選挙区を見たって︑

藤波

揮藤

す︒

に座って物を言ってきたので︑まあ結構だな︑と思っているからで

と︑モスクワの共産党の大将の部屋と︑両方の部疑に行って︑椅子

極量

そうそう︑名前熱体がね︒存在する前に名煎がある︒

存在自体がそういうものですか︒

れは前から︑先生が新生クラブでおっしゃっていたと思うんですが︒

本的な枠組をタブ⁝なく見直す必要があるというご意見ですね︒こ
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向こうの物をもっと三蓋は買えと書ってきたけれど︑そのときに︑

O絹さんが畷き受けてくれて︑いま意見をまとめますから﹂と言っ

後のことですQついでに申し上げたけれど︑中曹根内閣が終

藤波

中蕾根さんはソ連に対してどういうふうに思っていたんです

たら︑前川という名前を置いただけで︑ヨ⁝ロッパもアメサカも含
影藤

わってからだ︒

えらいものだと思ったね︒

かね︒

一人の入間の値打ちというものだね︒中

曽根が﹁必ずやります﹂と言うより︑もっとずっとはるかに償用が

まあ︑普通の国だと思っていたんだろうね︒大きな国である

ことは事実だ︒ゴルバチョフの前のなんとかという人が死んだな︒

藤波

いるからごと中夏根さんが書って︑それでひとまずは収まったか

それで中曽根総理が葬式に行って︑ゴルバチョフに会った︒

あのときは国会の討論会かどこかで録音しておって︑新聞記者が

みなおって︑そこに電話して︑﹁総理︑葬式に行まましょう﹂と言っ

て︑﹁総理大臣が葬式に行くのか﹂と需つたけれど︑﹁いやあ︑もう

伊藤

日中は︑部分的には関わっているんですけれど︑日中交流協

ソ連は変わりつつあると思うので︑このへんでバッと行くと早く言
藤波

言ったな︒何でもないときでもあの人はバッと言うんだけれどな

ﾞ笑い︶︒非常によかったね︒篤しい幕を開いたように思った︒
そういうものだ︒

らいだ︒私はこれでいつ冤んでもいいんだけれど︑なんで菟んでも

だから︑アメリカの向こうを張って︑アメリカかソ連かというぐ

醒に行ったりされていますけれど︑先生は二階堂さんとはどうです

がみんな二階堂を担いでやっていたけれど︑中曽根ではないという

の総決算﹂ということを譲い文句にしているわけですね︒従来の基
藤波

中出根さんは︑前からお話に出ていますように︑﹁戦後政治
意味だな︒

あまり関係ないな︒二踏堂というのは﹁中曽根でない﹂とい

いいかというと︑日本の国に生まれて︑アメリカの大統領の執務室

この中蟹根内閣の時に二面堂﹇進﹈さんが首根特使として中

（一

か︒

伊藤

に信用してくれた︒中曹根内閣の五年間ね︒

いう連中ですからね︒それは一所懸命つき合ったし︑向こうも本当

会﹇←日中友娃協会﹈というのか︑リンリンとか孫平化とか︑ああ

■二階堂進︑規制緩和等について

らね︒

あったな︵一同笑い︶︒﹁前耀さんに無理を⁝言麟うて﹇まとめを頼んで

めて︑それだったらちょっと待とうかということになったんだね︒

…，

日
●●

藤波

そうです︒でも結局弼をやったかというと︑国鉄の改革だけ

外圏からは評価されたけれど︑そんなに日本の臨があのときに規制

藤波

伊藤

形になったのはね︒言ったことはいろいろなことを書つたけ

形になったのは︑ですね︒

解藤

藤波

鯵藤

ですから︑薪生クラブの考え方と浄血根総理の考え方とがだ

あるわけだな︒

緩和しても緩和しても規髄があるわけですね︒

緩和したとは思わんな︒

れど︑教育なんかやらなかったに等しいな︒考えてみると︑いろい

いたい㎜致しているということですかね︒

ですな︒

ろなことに手を着けてやったけれど︑結局は国鉄の改革だけだった

藤波

そうですね︒あのころばそうだったんだろうな︒

な︑という気がするんだけれどね︒
一つでも成功すればいいな︑と思って見ています

いまの小泉内閣を見ても︑いろいろなことを言っているけれど︑
一つでいいから︑
わけがないですか︒
伊藤

薄雲ッキード事俳︑田中角栄氏の裁判

伊藤

私が官房長官の時に︑総理窟邸で︑﹁順番に各役所の事務次

な︒ようけ手を着けすぎだ︒規鰹改革なんてできるわけがないんだ︒

藤波

決という﹈問題が起こるわけですね︒最初に懲役五年の求刑が行な

ちょうど中雌臼根内観の時に田中さんの﹇ロッキーざ求網︒判

窟以下︑局長みな来い﹂と書ったら︑一番先に浮生省が来た︒藤森

た︑奥さんが真っ黒けになってもいいんですか﹂と言うので︑何を

生省が来た﹇藤森氏は厚生省出身﹈︒口を開⁝いて︑﹁官⁝虜長官︑あん

藤波先生はどういうことになるわけですか︒

議員辞職問題でもめるわけですが︑こういう問題が起こったときは︑

議会がけっこう荒れますね︒そして一審判決があったときにまた︑

われる︒求刑が行なわれた段階で︑国会で嗣中辞職勧皆を巡って︑

言うのかなと思って︑﹁どういう意味や？﹂と言ったら︑﹁フランス

藤波

﹇昭一職事が官房副長官でおったからだろうけれど︑その関係で厚

から化二品をようけ入れてきたが︑日本の国で買うようになったら︑

世の申で琶うぐらい︑田・腎癌ま導の内閣ですからね︒その鋤中派の

とそのとまに思った︒思ったけれど︑こんなものに負けたらいかん

ああ︑そうか︑真っ黒けの規劇改革か︒いや規制四隣・は無理やな︑

のがありますよ︒真っ黒けになりますよ﹂と︑

しょうがない︑時問が経たなければしょうがないなと思った︒最終

だな︑というのが実感だな︒どうしたらええやろと思うんだけれど︑

後藤田﹇正嘉﹈さんが︑副長官の私の上におるわけだ︒えらいこと

親方が辞職勧告を受けたり︑裁判の結果が鐵たりということだから︒

えらいこつちゃな︑という気持ちだな︒﹁腿轟轟根内閣﹂と

フランスの女控にはいい化粧品でも︑ヨ本の女盤には合わんという

ので︑﹁いや︑そんなこと言うてもあかん︑そうなことを書うても︑

的には︑山より大きな猪は出んわいと思うよりしょうがない︒山よ

﹁番先にそう翌口つた︒

やるものはやらないかんので︑真っ黒けは大歓迎や︒政府が責任持っ

辞職勧砦を出す︑出さないで︑相当もめるわけですね︒

り大きい猪は出ないけれど︑この猪は大きいそと思って︑田中さん
伊藤

う〜ん︑ねえ︒

てやるので︑書ら厚生雀も責任持てよ︒それでもやらなければいか
やっぱり︑あんまり成果は上がらずですか︒

藤波

の裁覇だけは晃守ったな︒

優藤

上がらずだね︒品目を挙げてやったけれど︑アメ弓力はじめ

んのや﹂と言ったのを覚えているけれどね︒

藤波

奪9フ
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伊藤

後藤国さんはなんとかして守りたいということでし．

佑遵

有罪判決というのは予想の範囲内でしたか︒有罪になるだろ

藤波

うけれ

という気はあったな︒なってもしかたないなと︑自分ではね︒人に

うという予想でいらっしゃいましたか︒

藤波

は隣では言えん話だな︒

ど︑それをやっていたら内腿は危ないかもしれない︒

いというような話で︑戦後初めてだと言ったけれど︑﹇当時は﹈社

心えない︑ですか︒

と思ったな︒ほかに方法はなかったでしょう︒いま考えてみても︒

そんな安易なことでなしに︑有罪になってもしょうがないな︑

会党というのはものすごくはっきりしておったからね︒公聡覚も哲

伊藤

言えない︒需ったら大変だ︒気持ちでは︑やられるだろうな

危ないな︒このあいだ有事立法の時に民室党が賛成してもい

入﹇義勝・委員長﹈以下︑こういう疑獄関係についてはうるさかっ

藤波

田中問題については本当にうるさいでしょう︒

撰藤

たんだ︒

伊藤

末端がうるさい︒上の方はわかっておったから︒竹入とか︑

うん︒

だからといって︑国会に根麟しをしたり︑派閾聞の調整をし

藤波

上の方は︑お世詣になったりもしていますから︵笑い︶︒

たりということは︑鐡畏窟の仕事ではないでしょう︒

伊藤

下の方はうるさかった︒そのうるささは︑いまの比じゃない

やると思うけれど︒

藤波

とりあえずそれは︑辞職勧岱を出させないで済ませたわけで

ね︒そういう気がするな︒これはえらいことになったものだな︒

樫藤
すね︒

そうです︒それは総理大臣の気追だろうな︒小さなことは公

だけど︑やるんですか︒

やらざるを得んでしょうな︒内翻がつぶれるからな︒

鐙中派が反飛を起こしたら一︒
終わりだな︒

終わりですね︒じゃあだいぶご苦労なさった︑ということで

実際には駆けずり回ったわけですかQ

こういう問題だと︑例えば党︑富昆党の中で先生と一緒に

党は党でやっていたと思うけれどね︒

なって走り回る︑ よく動かれる方はいらっしゃったんですか︒

ですが︑

先生は官房酬長窟ということで政欝の側にいらっしゃるわけ

そうですね︒

o

藤波

約しても嘘を言ってもいいんやと︑そんなことを言ったらいかん︒
﹁嗣中曽根内閣﹂なんて言われているところで︑田−甲さんを

小泉さんはいかん︒

揮藤

一三懸命擁護するようなことをやったら︑中曽根内閣としては具合
有罪になってもしょうがないと思ったな︑あのとき︒

が悪いんじゃないですか︒︑

藤波

伊藤あとで︑・ッキード事件の一審判決が出たときには︑先生は
首椙執務室で中瞥根さんと⁝緒にテレビを見ていたと言われていま
すが︑一審判決は有罪ですからね︒

それでぎた醇酒を巡って︑今度は議会が空転してしまうこと

藤波そうですね︑きつかったな ︒
櫛藤

になるわけですね︒

佐藤す伊藤鐸藤伊藤
道波か藤波藤波藤波

守りたいわけだな︒守りたいけれど︑本当に田中さん一︒

田中派はこのときは︑何が何でも守りたいわけでしょう︒

いや︑官虜譲⁝長蜜として動く︒

そういうときでも︑中曽根派として動くわけですか︒

連絡はとるけれどね︒

いちおう党と官邸とは別でしょうけれど︑実際には一︒

藤轡藤解藤伊藤
波藤波藤波藤波

1981

1

噂騨

｣

うQ

儀道

守りたいので一所懸命︑そう思わなきゃいかんな︒
田中さんの威令はまだ行なわれているわけでしょう︒

ズレが生じたりすると載りますね︒

伊藤

ちょっと話が変わりますが︑後藤田さんが﹁アメリカの要請

●臼米防衛協力について

しょうがないでしょう︒最終的にはそうだ︒

しかしそれは︑山より大きな猪はない︑と思っていなければ

そうすると︑阿帥の呼吸の河畔が合っていればいいんですが︑

解藤

そうです︒完全に威令は行なわれている︒竹下︑金丸もそう
まだ反乱を趨こしていませんからね︒

藤波
伊藤
中曽根さんは藤波先生に棺談されたりしたんですか︒

だったんだな︒

武田

相談するというほどのことはないけれどな︒中曽根さんはこ

藤波

藤波
ういうふうに動くだろう︑こうだろうということは︑だいたい私が
想像するな︒それで︑おれが何を言わんでも藤波はこうやるだろう
と申山根さんは私のことを思うな︒そういうふうに動くな︒

うことは一○

で武器技衛の僕与を決定した﹂という談話を発表します︒これでま

中雪根さんが決めたということですね︒

じゃあ活発にディスカッションをして︑結論を出して︑とい
ない︑ない︒もっと恥ずかしそうなものだよ︒

佐道

そうでしょうね︒この武器技衛撲与の問題ですが︑これはか

伊藤
藤波
以心伝心︑筆写の呼吸ですね︒

優藤

た社会党がガーガー書うわけですが︑後藤田さんが発表されるとい

佐道

そのとき︑申絵雛さんが田中さんと会談されるんですね︒そ

う謡ではないんですね◎

武田

申曽根さんがひょいと決めた︒これはアメリカにずいぶん評価され

なり大きな決断だと思うんですね︒前から懇題になっていたものを

藤波

たと思うんですが︑こういうことになると︑特に藤波先生に相談が

れは先生は関係されているんですか︒

ているだけのことだ︒政治家というのはみんなそうだろうな︒以心

あるというレベルの謡ではないわけですか︒

知ってはおるけれど︑こっちは︑やっとる︑やっとる︑と思っ

伝心でしような︒

面と膚かっての横奪ということではなしに︑今度はこういう

藤波

とにかく会見をして︑辞職なさいますか︑と意晦を聞いたん

いう格好がいいな︑ということはだいたいわかるな︒阿件の呼吸だ︒

揮藤

辞めない︑辞めない︑と言ったんだろうね︒

伊藤

問題があるな︑これはいつごろ解決しなければならんなとか︑こう

藤波

物の本によると︑﹁事態は重大である﹂と中蟹根さんが言っ

でしょうね︑形として︒

武閉

のかな︑と思ったんですけれど︒

藤波

後患

伊藤

シビアな問題だったら︑ストレ⁝トに物事は言えないでしょ

あったんでしょうね︒

中曽根さんと際中さんにも阿畔の呼吸があったんでしょうね︒

それはそうだな︒辞めろ︑とは言わないだろうな︵笑い︶︒

さんのリーダーシップということですか︒

研究を始める︑ということもやっているわけですが︑これも中曽根

伊藤

藤波

同時に︑日米防衛協力委員会がシ⁝レ⁝ン防衛に関する共同

野望根さんだね○後藤細ということは︒

でも後藤閉さんという方は︑ちょっとこれには抵抗があった

たQ﹁︐それはわかった﹂という︵笑い︶︒

伊藤
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外務大臣は安倍晋太郎ですね︒防衛庁長年は誰だ︒加藤紘一

新しい政策決定をすればいい︒

ぱ︑それでいいわけですね︒

するわけだ︒

谷用和穂さんですね︒

藤波

閣議決定をすれば︑ですね︒いっぺん決めたら未来永劫に動

藤波

︑谷川和穂だったらいかんな︒

僧藤

拘束しても︑薮しい内閣が︑いやそれには従わないよといえ

谷川さんはやる入ですね︒

かせないといったら大変なことになりますからね︒三木内閣だって︑

轡藤

うん︒やる︒

藤波

餌藤

でも実際には超えなかったわけですね︒

そうそう︒

一％を超えることあるべし︑ということですね︒

そう言われていますか？

いと書われていますからね︒

いつまでもこれでやっていくんだというつもりで漢めたわけではな

一％を突破するときは官房長窟だった︒

防衛題題は︑藤波先生はそれほど深く関わっていないわけで

ましょうという話をした直後ですね︒

伊藤
藤波

B本の安全保障政策についてというのは藤波先生がやってい

すか︒

伊藤

一％突破するときは︑竹下﹇蔵相﹈と︑加藤紘︸防衛庁長官︒

るわけですからね︒

藤波

外務大臣の安倍晋太郎もいたな︒それから藤羅正行がいたな︑政調
会長だ︒総理官邸の小食堂で一晩徹夜して朝になったら︑もういい
そ︑やりたい人がやればいいだろうと皿叢った︒気がついたら︑秘書

官がみんなひげ剃りの二目を持ってきて︑朝みんなでジョリジョ夢
ひげを剃り始めたのを覚えているわ︒それでいまの顔ぶれを思い出

伊藤

超えなかったわけですね︒そんな枠に囚われるのはおかしい

したんだ︒

藤波

これは三木内閣の時の決定ですね︒それは前の前︑その前の

ということだ︒

研藤

内鰻ですが︑そういうことも全部拘束するわけですか︒

さっき教育臨調のお話がございましたが︑臨時行政調査会の

総理大麗だろうね︒

中曽根さんから謡われた︑ということですか︒
そうでしょう︒

土光さんは前からご存知ですか︒

知ってはおりましたし︑会長になってからも︑

土光さんのと

波﹈先生が土光さんに電謡をしたということのようですが︒

れます︒﹁ふじなみレポート﹂耀私丑＋八奪五月﹈によれば︑﹇藤

五月に土光門敏央﹈さんが行政改革審議会︑行革審の会長に就任さ

建﹂をスローガンにした答申だったわけですが︑この答申を受けて︑

最終答申が﹇一九八三銭三月に出されました︒﹁増税なき財政再

伊藤

纒土光敏夫と行革審︑国鉄改革

当旛にもいろいろありますからね︒

当面というのは︑どれぐらいの当面かわかりませんね︒

当面ね︒

当藤︑ですね︒

佐伊藤揮藤
道藤波藤波

藤鶴藤揮藤
波藤波藤波

日米酋脳会談で︑例の不沈空母発言をされて︑防衛協力を進め

その壷前に︑二重の話もありましたが︑たまたま訪米をされ

て佐藤解藤武か藤
、道波藤波田。波
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ころに政治全般のことについて報告に行ったことを覚えています︒

ことを聞かないんですよね︒

樫藤

官房長官になってからでしょうね︒なかなか醐鉄総裁が言う

それを聞いていて︑最後に手を握って︑﹁すまんけど頼むぞ︑頼む
藤波

藤波

伊藤

藤波先生は土光さんという方をどういうふうにごらんになり

ええQそれは覚えている︒

土光さんのほうから︑ですか︒

協力なんだ︒﹁これはいかん︑総裁は辞めろ︒と意の声だから︑中

いろいろな資料があるはずなんだけれど︑それも持ってこない︒葬

どれだけの部分が劉鉄の分なのか︑畏間はどれだけかというような

国鉄が雪口うことを聞かないんだ︒資料も持って来ないんだ︒

ぞ︑中曽根を助けてくれよ﹂と言ったな︒

撰藤

嘗根内翻は国鉄の改革をやらなければいかん︒外国も見ているから︑

どうしてもやるんだと﹂言って︑中曽根さんはえらい勢いだったね︒

ますか︒

藤波

総裁のクビを取る︑辞めてもらおう︑ということになった︒﹁そう

わからんけれど︑思うことが純粋だね︒泣きながら︑涙を流

してやっていたからね︒手を握って︑﹁頼むぞ︑頼むぞ﹂と言って

しますよ︑いいですか﹂と雷って︑目の前の電話を取って︑交換に

ですが︑それだったら︑来るときに関係があるので︑堤義明に電話
では行革審の会長としても熱心におやりになったわけですか︒

堤義畷につないでくれと雷つた︒それで申曽根さんに受話器を渡し

ね︒

揮藤
そうだと思うな︒

が言った︒そのときに︑これで圏鉄の敬革が動き出すな︑と思った

藤波

ね︒総裁が反対だったら動きませんからね︒

て︑﹁総理自身が堤義明に蛎わりを入れてくれ﹂と言ったQ門すまん

そうですね︒

それはとても進まないですね︒

この行董・審の進行を︑官廃副長官として︑あるいはその後も

藤波

ずっとフォローしたわけですね︒

伊藤

重藤

俘藤

そうそう︒でも具体的には︑そんなにやあやあ雷うほどのこ

そうしたらそのあとで︑﹁醗総裁と技師長も︑総裁と〜緒に

けど︑総裁を辞めてもらう﹂と書ったら︑﹁そうですが﹂と向こう

藤波

藤波

毒忌長窟として追いかけていくということをされたわけですね︒

ともなかったな︑実効はね︒国鉄の改革なんていうのは大きな問題

辞めてもらえ﹂と中曽根さんが言うんだ︒一︐ああ︑

つではいかん

だったね︒

のですか﹂﹁三人にしろ︒そうでないと孜革が動かん﹂という︒そ

その委員会の委員長も土光さんですか︒

武霞

﹁総裁と一緒に辞めてくれ﹂と給った︒あんなに辛いことはなかっ

れでまた副総裁と技師長とに官邸に来てもらって︑私が話をして︑

ちょうど同じぐらいの隣期に︑圏鉄再建監理委員会ができて

伊藤国鉄改革は︑ちょっと違うんじゃないかな︒
武田

たな︒

やっぱり辞めてくれ︑は辛いですか︒

いるんですね︒．

極藤

再建監理委員会ができますね︒この国鉄の改革には︑藤波先

伊藤

うん︑辛い︑辛い︒それでも︑飯は食ってきたけれどな︒世

の中になるべく浪みが残らんようにしょうと思って︑飯を食おうと

藤波

藤波

いって電話して︑呼んできて飯を食った︒あのときはえらかった︑

生は直接には麗わりがないでしょう︒

総裁だ︒それのクビを切ったときに初めてできたんだ︒それは窟房

三人クビを切って辞めてもらうときは︒
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藤波

伊藤
やっていない︒私の性に合わんもの︒平和主義者だからな︒

あまり辞めてくれということは︑それまでやっていませんか︒

この﹇一九八三﹈年四月に︑中蓉根さん︑安倍さんと一緒に

翻AS巨AN訪問
轡藤
藤波

イン︑郵ネシア︑タイ︑シンガポール︑フィリピン︑マレ⁝シ

出かけた︒

ASEAN訪問に出かけられますね︒これはこ認憶にございますか︒
伊藤

う︒やっぱり後藤田

瞬

それはこういうわけで︑理屈から言ったらこうだよ︑と言ってビシッ

それは窟房長官になってからの誰でしレ

と語すことは︑後藤田さんはでまるだろうけれど︑できんな︵
笑い﹀︒

伊藤

そうかな︒

ア︑ブルネイ︑と園っているわけですね︒

さんじゃ駄自なん．でしょうね︒

藤波

藤波先生がどういう顔で言われたのか︑想像がつかないけれ

タイは二つ震ですか︒

僻藤

藤波

二ヵ黒目ですね︒

ど︒

武田

直接は関係なかったんでしょうけれど︑四十五歳クラスで幹

に行ったんだ︒中螢根の息子と私とが忙しくて︑段取りするのに一

平松

所懸命だった︒酒を飲む暇がなかったもので︑それがよかったんだ︒

瓢聞記者を連れて行ったらみんな腹を下したね︒元気でいた

藤波

ウイスキイの氷でやられたんだな︒

藤波

金丸さんが幹事長かな︒金丸さんの下で私は國対委員長をやった︒

よく言われますね︒

部に上っていくぐらいのがいらっしゃいまして︑直接は言わなかっ

そのとき金丸さんが︑いまでもよう忘れんけれど︑私の顔を見て︑

解藤

息子と私と一

のは︑私と中螢根の息子だけだった︒中曽根の息子門弘文﹈が一緒

﹁ああ︑山を下りてきたな﹂と調ったね︒﹁はあ︑下りてきました︒

藤波

たのかな︑あのときは︒

下りてきて︑先生の下で働かせてもらいます︒教えてください﹂と

頬の船の上で飲んだんだ︒

窟邸は山だ︒

官邸は山ですか︒

簿藤

静かで︒

藤波

すか︒

一番麟象的だったのはどこの瞳で

高い出だから空気が薄いかもしれない︵笑い︶︒

ですか︒

これらの国を歩き園って︑

そういえば︑うまいこと携ったな︒

そうですね︒シンガポールもちゃんとしていた︒

中蕾根さんが総理大臣かな︒私は官職長官が終わったあと︑

言った︒よく覚えているな︑⁝︑山を下りてきた﹂という言い方は弼

伊藤

人だけ残っただけだった︒タイだった︒タイの

白いな︒やっぱり出の上で風当たりがきつかったと思ったな︒
伊藤

官房副長官というのはけっこう忙しい仕事でしょう︒

藤波

当時マレーシアはそろそろ工業化が進んでいる時期じゃない

マレーシアですね︒クアラルンプールはいい街だと思ったな︒

そうですね︒

シンガポールは︑その時期はもうずいぶん発展していたでしょ
う︒

伊藤

藤儲藤伊藤
波籐波藤波
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が三人おって︑それぞれみな役割が違うんだ︒あんたはそれを三入

たときに︑﹁日本の国には織賑信長と豊霞秀吉と徳川家康と︑英傑

藤波

伊藤

えているな︒喜んだね︒

入はおらんと思ったけれど︑歌も上手や﹂と畳面って︑ほめたのを覚

でイメルダが﹁さくら︑さくら﹂を歌ったんだ︒﹁こんなきれいな

そうです︒熱雷根総理がシンガポールのり・クアンユーに会っ

分全部一緒にやったな﹂と︑リ・クアンユーのことを言ったのを覚

いちおう各国の意見を聞いたわけですねQ

そうですが︑藤波さんはそういうこともお上手で︵笑い︶︒

えているな︒り・クアンユーは囲んでね︒
藤波

そうです︒聞いたわけだな︒最後にはなんとかいう小さな蟹︑

伊藤

ブルネイに行ったね◎

まあ︑リ・クアンユーみたいな独裁的なやり方だったらいろ

いろなことができるでしょうね︒中曽根さんは羨ましかったんだ

藤波

段藤
じゃあその会見の場面にいるわけですか︒

あとをついていく︒

劃長官は︑そういう会談に出ているんですか︒

できたばかりですね︒

伊藤
いるわけです︒

武田

藤波

そういう指導者たちはどうですか︒マハティールとか一︒

︵笑い︶︒

偶藤

みんな変わったな︑フィ弓ピンも変わっただろう︒
伊藤

石油の圏です◎

藤波

このあとに﹇マルコスから﹈アキノになったんですね︒

サミットに出かけるわけですね︒

偶藤

武田

イメルダの亭主がやっていた︒フィリピンの総理官邸の横に

藤波

羨ましかったんだろうと思うな︒

藤波

ことを覚えているけれど︑誰も送りに来ないわけですよQ田中派は

藤波

大きな飛が流れておって︑そこからゴルフを打つと︑川の向こう側

送りに来ない︒鎧中判決の塵後だから︑誰も来ない︒官瑳長窟も羽

暑い︑暑い︑暑かった︒キ⁝ン︑キ⁝ンと太陽が頭に当たっ

まで飛ぶんだという︒沼中さんが来たときに︑ここで打ってもらっ

田に来ないんだ︒こっちは総理大臣のお僕をしていくわけだからねQ

藤波

て︑川の向こう側まで飛んだよ︑という話を聞いたな︒ああ田中さ

よう忘れんわ︑あれは︒えらい甕気でしたよ︒

各国首脳にも会われたわけですね︒マレ⁝シアのマハティー

んというのはえらいもんやな︑と思ったりした︒だけど︑フィリピ

それは政府専断機でしょう︒

佐道

ンでは総理大臣だけが奥に入っていって︑イメルダと私は横の部屋

伊藤

政府専用機︒普逓なら送りに来るのを︑送りに来んのや︑み

て跳ね返る音がするような暑い隅だね︒

におった︒イメルダをからかおうと思って︑イメルダにかまったの

藤波

ルとか︑スハルトとか︑それぞれご印象はいかがですか◎

を覚えている︒﹁あんたはきれいな人や︑日本にはおらん﹂と占っ

んな︒竹下も来なかったな︒

ずっと句集に載っているけれど︒

具申趨決のほうが大きな問題だったんですね︒

出﹇かけるわけです︒それは安倍さんと︸緒に出発した羽賑の

その意見を背中に背詣ったような形で︑ウィリアムズバーグ・

●ウィリアムズバーグ・サミット

藤波

そういうときは一句生まれないんですか︒

た︒それで総理大駆は出るんだけれど︑凝望副長官中心で︑イメル

俊避

㎞伊藤

ダ童催で︑その晩に晩飯を食わしてくれたのかな︒集まった︒それ
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藤波

田中戦決があったからといって︑来ないというのは変じゃな

そうですね︒

藤波

波先生はそうは︑よういかんですか︒

おかしいんだけれどね︒

伊藤

やっぱり中曲照根さんの錘みに倣わなければいかんでしたね︒

でもまあ︑小泉さんもサマになってはいたと思いますけれど

なあ︒

h伊藤

藤波

ああ﹇いうように﹈は︑いかん︒小泉も中途半端だ︒

伊藤
藤波

このウィ弓アムズバーグ・サミットでは︑ずっとついて行か

いですか︒

揮藤

藤波

ね︒

ついて行きました︒

に行ったとか︒本質に患われているような話があるんだろうか︑フ

れたわけですね︒

藤波

首相︑安倍さん︒それで実際に向こうの首脳と欄珊会談もや

できるだけそうしました︒

それはそうですよ︒

あれは︑ようするな︑あんな聡ずかしいことをようすると思っ

フランスに嬉する嫌がらせというか︑いやみでしょうね︒や

そうです︒ブリ⁝フはみな窟房副長官がやらなければいかん

藤波

伊藤

そのときは控え蜜か侮かでずっと待っていらっしゃるわけで

そうです︒

それは副長官の役割なんですか︒

すか︒

藤波

藤波

勝藤

そうすると︑藤波先生の語り︸つで︑記事の内容が大きく変

別のところに圏まっているわけだ︒

下顎記者は別のところにいるわけですね︒

わることになりますね︒

鶴道

けだ︒

りするときパッと横に行って聞いて︑それを新聞記者に説瞬するわ

そうそう︑横の部屋でね︒それで小便に来たり︑廊下に来た

武霞

リーフだから︑やらなくてはしようがない︒

といって︑それをちょっと長くして︑新聞記者に書うわけだね︒ブ

親方がパッパと二書︑三言いうのを聞いておって︑ああそうですが

ものですから︑会議が終わって出てくると︑ピタッと横について︑

藤波

でごらんになったということですか︒

はりこのサミットでの中曽根さんの大活躍というのは︑ご自分の目

伊藤

ランスの﹇シラク﹈大統領と︒

ああいうことはあるのかね︒ブッシュが途中から抜けて中東

偶藤

るんでしょうけれど︑そういう場藤にもくっついて行ったりするん
藤波

じゃあ︸応︑当時のレ；ガンとかミッテランとかサッチャ⁝

ですか︒

揮藤

とか隷ールとか︑そういう向こうのりーダーたちの横顔もごらんに
そうですね︒いま言った中では︑コールが中心だったな︒

なっているんですね︒

んだ︒

伊藤

だけどあれで中曹根さんは十分差成畢を上げたでしょう︒藤

た二同笑い︶︒いろいろな国がいるのに︑レーガンの横に割り込

藤波

栴伊藤

の者は喜ぶわな︒

おお︑

親方はどこに立つのかなと思ったら︑ パッと真ん中に立ったんだ︒
やっとる︑やっとると思った︒そういう写真を撮ったら日本・

おったけれど︑ 小泉は端のほうだね︒ウィリアムズバーグのときは︑

今露の朝だ︑﹇二〇〇三奪エビアン﹈サミットの写真を見て

中警根さんはそういう中でi︒

のびのびやっているという感じだね︒

どうですか︑そういうりーダーたちの邸象は︒

藤伊藤解藤
波藤波藤波
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出ておるんだろう︒いま二人だな︒大相撲にも来ておったしね︒総

窟が行ったね︒参議院のね︒それで安倍習三があちこちのテレビに

藤波

藤波

藤波

そうですね︒よかったですね︒

ー︑最初のサミットですね．︒

廻道

それにしては非常に評価される成巣をお上げになったと思い

ウィリアムズバーグは︑中曽根さんにとってはサミットデビュ

ねえ︒

そうです︑そうです︒安倍さんが行かずに︑もう一人の醐長

理大整杯を渡すのに︒

儀道

藤波

伊藤

だけど首脳会談といっても︑長い間かかって各国の意晃を詰

緊張なしですね︒

全然緊張なしですか︒

のびしているなと思ったね︒

阜く起きて︑会議の前にやっています﹂と競うんだ︒それで︑のび

カの罵務長官がいるんだ︒あれおかしいなと思ったら︑﹁ちょっと

ら︑向こうでゴルフ．をしているのさ︒それでふっと見たら︑アメリ

藤波

るんですか︒

儀道

藤波

武鎖

藤波

申醤根さんの発言も︑先生がブリ；フで転えたものが出てい

発言はうまいんだ︒

だいぶいろいろな発言をされていますからね︒

そうですがね︒

ますが︒

コールなんていうのは︑ウィリアムズバ⁝グでふっと窓を腿けた

極藤

私はそれを伝えたことは儀えたけれど︒

朝B新麗の大月﹇儒次︺というのが新聞記者で︑そのとまの随行

言葉や物の言い方や何から︑みんな中曽根さんのものだな︒

めているわけですからね︒だからだいたいのことは事前にわかって

記者団長だったんだ︒その大月は自殺して死んだんだな︒大したも

いるわけでしょう︒

のだ︑編集局長ぐらいになったんだけれどね︒そういうことでは︑

﹇記者へのブリ⁝フでは︺どこまで言うていいのかわからんもの

それでも日本の場合はぎごちないな︒ウィリアムズバ⁝グに

で︑そのころ外務省の広報室長をしていたのにやらせた︒どこかの

藤波

部屡から圏務長官が入って来た︒安倍外務大饒が外におったもので︑

大使をしていた︑もう辞めたか︒ベトナムの大使か何かをしていた︒

運命があるな︒政治家にもあるけれど︑それぞれ運命があるな︒

大問題になったんだな︒大愚原﹇良雄・駐米大使﹈は︑﹁もうわし

行く前に︑ホワイトハウスで︑レーガンと中着根の会談があって︑

が辞めて貸任を取る﹂といったけれど︑﹁まあまあ︑霜が辞めても

それに話をして︑﹁ずっと張り付いて︑ドイツとかフランスとかア

私が入って︑向こうは主席秘書窟一人が入ってやっていたら︑横の

しょうがない︒この際︑外務大臣に辛飽してもらえ﹂といった︒

どれぐらいの謡をしているかというのを闘いて︑ちょっとまとめる

までのあいだ︑おれはいろいろな話をしているから︑そのあいだに

メサカのブサ⁝フをしているところに行って聞いてこい︒一人ずつ︑

これはいかんなと思ったな︑あのときは︒そんなことがあっただけ

見て︑どこまで重していいのか聞いてこい﹂と言った︒日本だけ余

それで︑﹁中曽根に馬鹿にされておらんと︑早く帰って来い篇と

に︑日本の場合はぎごちないですね︒それをアメリカの場合は︑致

計にしゃべったらいかんでしょう︒それはブリーフの難しいところ

いって︑日本から門安倍外相宛に﹈やいやい電謡がかかってきた︒

治家がバッとゴルフをやっているから︑これは気楽なものだな︑の

いうことにしたのは︑初めてだったな︒それしか方法がないと思っ

だ︒外圏の様子を調いてきてから日本のブリーフィングを始めると
こっちもゴルフでもやればよかったのね︒

びのびしているな︑とつくづく思ったな︒
伊藤
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た︒

武田

藤波先生は︑発言の内容とか会議の様子はほとんどわかって
モ

いるわけですか︒テレビモニタ⁝か何かはあるんですか︒
藤波

でもだいたいの枠組は決まっているから︑中曽根さんがポイ

⁝ターはない︒本人に縄かなければ︒

伊藤
ントを雷えばわかるわけでしょうQ

佐道

いま野村総研が終わって︑ 外慶の銀行の顧問とかをされたり

していますね︒

けっこうお忙しいみたいですよ︒

そうですが︒地味な男だけれど︑鷹白かった︒よくやったな︒

シェルパってなかなか大変だと思うんですね︒

ねえ︒地味な男だけれどな︒

外務次官が定期的に総理と官房長官にはブ弓ーフしますが︑

いや︑

副長窟はあまり関係ないわけですか
︒それとも一言に聞いているん
藤波

ご自分についている︑外務雀からの出向の補佐する人からい

言わないことまで下ったり︒

そう︑そうです︒

解藤

られたのは︑ SS20のミサイルに関する発案ですね︒これはアジア

藤波

ろいろ情報を聞くわけですね︒

外務省とか通産雀とか︑いろいろな人が入って︒

やるわけですね︒

最後のまとめは官邸でやるわけですね︒

ですから︑中嘗根さんとは真っ向から対立した︒﹁ふじなみレポー

員長と防衛論争をやって︑石橋さんは﹁非武装中立論﹂でやるわけ

会で︑中曽根・石橋論争がありました︒蕎橋政嗣という社会党の委

伊藤

幽中曽根・石橋論争︑施政方針演説について

そうです︒岩醗﹇達瞬﹈というのは今度キュ⁝バ大使になっ

にも大いに関係があるので︑ 全体的にやっていこうとか︑そういう

た︒

事前にきちんと準備があったと思いますが︑それは羅長宮

まとめるのは役所がまとめるんだ︒総理嘗邸で︑それを聞く

そうそう︒

ト﹂﹇第七十九畢﹁十月へ﹂昭和五十八年九月﹈では﹁非武装中立

でやっていけるという保証はまったくないわけで︑平和のための積

す︒石橋さんとの論争は︑ごらんになっていたわけですね︒

ちにフランス大使になられた︑とかとけつこうお会いになったりし

そう︑そう︒あの鑛は必死だったね︒

極的外交と適切な規模の防衛力の整備が必要だ﹂と述べておられま
藤波

藤波

ありましたな︒

襖藤本野さんとは−一︒
弼圓も会った︒本野はいま何をしているんだ︒

先生は五橋さんなんかとは全然接点がないわけでしょう︒

藤波

伊藤

Σ力O
ていました

これはご記憶にあるかどうかわか参ませんが︑九月の秋の圏

先生も︑このときシェルパをしていた本野﹇盛幸︸さん︑の

会議をやるんだ︒ そのときには﹇自分は扁必ず入っている︒

藤波

と藤波先生がお入りになって︑まとめて行かれたわけですか︒

み方は︑

話をされたと思います︒ そういうサミットに向けての日本の取り組

緒には行かないな︒

このサミットで中曽根さんがレーガンさんとかに大いに認め

ですか︒

そうそう︒

鑓藤伊藤伊
藤波藤波等

そういうことですかね︒

佐藤武撰気
道波田藤波

佐藤俘藤懸
道波藤波藤
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吼

騨O

藤波

石橋︒中曹根論争だったら︑さぞや颪白かったろうと思うん

ないわけです︒石橋さんというのはなかったな︒

国連演説なんかは私も一緒にみたけれど︑施政方針演説というのは

藤波

最初の時だ︒最携の時は覚えておるけれど︑二回匿以降は︑

伊藤

伊藤

藤波

火花を散らすような状態だと思うんですが︒この葬武装中立

爾白かったね︒

しょう︒

轡藤

藤波

伊藤

そうだな︒

それをいかにも役所らしくなくしゃべらなければならないで

そうだなQあれは役勝軍だからね︒

秘書官が中心ですか︒

だいたい秘書官が貴任を持ってやるんだろうな︒

論なんていうのは現実的ではないとお考えだったと思いますが︑祉

藤波

です︒

会党のこういう考え方については︑その当時はどう思っておられま

中身根さんは秘書官がつくられた施政方鎌演説にかなり注文

つなんでしょうな︒それに乗っかっ

佐道

戦後日本の大きな流れの

したか︒なんでそういう議論が成り立つのか︒
藤波

を出されるほうですか︒

一定の頭である

ている︒畏主党も︑横路﹇孝弘﹈をはじめとして︑

藤波

うん︒

じゃあかなり頁っ赤になるんですね︒

の遅いのはいいんだ︒どんどん手を入れる︒

あとから手を入れるんだ︒どんどん手を入れる︒夜遅いのは

から︑菅﹇藏入︸も小沢一郎を忌避したり︑ということになってく

苦にならんのだ︒漁圧は弱い方だから︒朝は機嫌が悪いけれど︑夜

防衛問題︑憲法問題になると︑晟主覚はもしかすると分裂す

るんだろうな︒いろいろと思い出しておったけれど︒

伊藤
藤波

このあいだの有事法制の問題ではかろうじて︑なんとか鉋え

るかもしれませんね︒

轡藤

ましたけれど︒横路さんが起立採決しているから︑世の中変わった

そうです︒

それをまた濤書して読むわけですね︒
そうそう︒

衆議院と勝じことを言わなければならないから︑違ったら具合が悪

あれはどうしても読まなければならないんですね︒参議院と

いでしょう︒

な︑と思って︵笑い︶︒

佐遂

言わなければいかん︒二度言う︑ということもあるし︑はみ

藤波

備をして臨まれていたという感じですか︒

時間はないけれど︑まあいろいろな謡をしておったんでしょ

藤波

違いない︒空中戦をやると間違いを起こすからな︒

出して雪うと困るからな︒どれだけ手を入れても︑読んでいれば間

も入って︑秘書官連中も

伊藤

小池

もう︑そこにおったんじゃないかな︒

成城の長嶋茂雄の家ですね︒

藤波

佐道

そうです︒

しかし論争の時は横で見ておられるわけですね︒

ろうし︑それが面白いんだろうと思いますけれど︒

緒になって︑官房の連中も一緒になって

やったけれどね︒いまでも思い出すわ︒長嶋の家だ︒もう長嶋の家

てやっているわけではありませんから︑足を踏み出すこともあるだ

藤波

それは最初のときだけですか︒．

中曽根・石橋論争なんていうのは初めから物事がわかってい

におったろうQ

うな︒第一回遷の総理の施政方釘演説のときなんかは︑窟房醗長官

中曹根・石橋論争のときには︑中醤根さんもかなり事前に準

伊藤伊藤佐
藤波藤波道

御藤
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一

伊藤

ハラハラするものですか︒

藤波

ラムを棺談されるんですか︒

もっと頑張れとか︵笑い︶︒

やってる︑やってる︑だな︒

やってる︑やってる︑というようなものですか︒

に客を惹きつけて成功した俳優の褒彰をして︑みんな歌を歌って︑

孝生︑柔罷治朗などは必ずおったね︒鼠講慶太が撲拶して︑その年

十二月末に劇団四季の忘奪会があって︑それには中曽根康弘︑藤波

中心でもあったし︑中酋根さんも中心でやってきたな︒毎隼暮れ︑

そういうときもあるし︑電話で話すこともある︒大平政治の

いや︑ハラハラせんな︒

石橋さんもこれで議会での花形ですからね︒

本当に涙を流して︑感激的な忘年会だ︒いいねえ︒このあいだ手紙

もう社会党は社晟党と名前を変えてからほとんど存在感なし

藤波

騨藤

振り付けをしたら必ずやる人だ︑ということだね︒振り付け

レーガンさんがB本に来られたときの曝象はどうでしたか︒

通りにしゃべり︑かつ歌えというときには歌うし︑やるときにはや

るんだろうと思った︒アメリカというのはそういうものだと思った

だから︒

佐遂

もともと役者なんですからね︒

ね︒役者だからな︒

伊藤

日の出山藤の時には︑レーーガンさんにもこうしてくださいと

撰藤土井党になつちゃったんだ ︒

武閏

いう振り付けを︑浅利さんのほうから︑あるいは日脚根さんからか

胡耀邦︑コールというふうに︑どんどん訪日がありました︒レーガ

伊藤

伊藤

とは露わんだろうと思うな︒

藤波

もしれませんが︑されるんですか︒

ンさんの場舎︑臼の出山蓑での接待をやるわけですが︑こういうこ

偲か使ったんですか︒

藤波

伊藤

藤波

どんなふうにするかという演轟だね○

まあそうでしょうね︒演畠ですね︒

関わるけれど︑浅利慶太が申心ですよ︒

藤波

俘藤

日の出由寝に行ったのは覚えている︒

そういうときは︑官樗薦長官は行くんですかQ

藤波使ったね︒

そうそう︒寒いところだねQ

鐸藤行ったんですか︒そんなに広いところじゃないでしょう︒
藤波

日の出山荘でこういう嵐迎え︑擾待をしょうというアイデア

浅潤さんというのは︑かなり姦曲日根さんが信用していたんで

俵道

すか︒

藤波

は︑浅利さんなんですか︑中善根さんなんですか︒

そうです︒信屠していたな︒

佐道浅利さんは宮邸にいらっしゃって︑いろいろこういうプログ

伊藤

まあそうでしょうね︒鑓の出山籍に行くにはヘリコプターか

頭を越えてやるだろうな︒やるけれど︑こうしてください︑

とには先生は関わられるんですか︒

この無の秋に︑各國首脳が次々とやって来ます︒レ⁝ガン︑

瞠各国首脳の訪昌

土井たか子さんがいるというだけでQ

を出したところだ︑あれは懐かしいといって︒

石橋のあとは誰だったかな︒前は横浜の市長をした︵伊藤
Y﹈︶飛鳥細さんだろう︒社会党の党首というのは値打

［一

ちがあったけれどな︒

飛鳥紹

藤伊佐題号藤儲
波得道波藤波藤
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傍藤

中曲阿根さんも︑醤来は胡耀邦だなと思っておられたんだと思

藤波

蔭ざイッのコ⁝ルさんはどうでしたか︒

あの頃はそう思ってつき合っていたと思うけれどな︒

中蕾根さん︒

伊藤

コ⁝ルは体も大きいし︑中讐根と気も合うわ︒中國は︑郵小

藤波

藤波

いますけれどね︒

そうそう︒

平なんかも大事にすればよかったと思うけれど︑郡小平の時代が来

じゃあ︑巳の出山荘でやろうという中曲日根さんのアイデアに

しかし警備の問題とかで︑警察はいろいろ大変でしたね︒

るとは思わないだろうな︑アメ亨力なんかもね︒そういう意味では

彼道

そうだった︒

まっとうな政治家なんだね︑中身根康弘というのはね︒

従って︑あとの振り付けを浅利さんがやるんですね︒

大変だったでしょうね︒裏山の問題がある︒

俘藤

そう︑打たれるわけ︒威風堂々と言うけれど︑昭駿天皇には

各醒首脳はまず天皇に拝謁するわけですね︒

昭和天皇は私にも一．薔ってくれた︒

うちは僻勢だから内輪みたいな藷だけれど︑﹁どうだ︑どうだ﹂と

本当に昭和天皇という人は立派な人だった︒本当に立派な人だった︒

こう忙しいんじゃないですか︒

夢藤

藤波

そうです︒そいうことだね︒

があるし︑各国の首脳が次々と訪問してくるということですかね︒

伊藤

次々と外国の大物がやってくると︑窟房副長官といってもけっ

日本がある程度経済大国になったし︑中曽根さんという存在

次々と来たというけれど︑昭和天皇がいたからよかったね︒

藤波

藤波

のというような話なんだけれど︑それでも威風があったな︒﹁どう

責任はないですか︒

いわな︒

外務雀ですね︒

揮藤

藤波

じゃあ外務省は大変なんですね︒

だい︑きみは若くして官房長窟になったけれど︑先輩はいじめない

揮藤

外務省は大変だ︒

何も責任はない︒

いじめられて泣いております︑とは言えないでしょう︒

藤波

先生は官邸にいらっしゃって︑外務省との接触もずいぶんお

藤波

伊藤

言えんわなあ︒よかったな︒

佑道

か﹂と私に言ってくれたと毒は︑ああ︑この人のためには死んでも

藤波

中国から来た胡耀邦なんていう人はどうでした︒

こういう各国の首脳がやってきたときの責佳は︑やっぱり外

極藤

胡耀邦もよかった︒中善根さんは越耀邦が描きで︑胡耀邦︑

やりになったんですね︒

極籐

藤波

ああ︑外務省が多くなるわ︒

いいな︑という気になった︒﹁いえ︑大丈夫です︑大丈夫です︒お

哉耀邦と言っていたけれど︑中国の中では権力がじきに邸小平中心

藤波

務省ですか︒

になったんだな︒韻耀邦というのはしっかりしておったし︑体は小

いう方のご印象はいかがですか︒松永さんはその後五年駐米大使を

この時期︑外務次宮は松永﹇懸雄﹈さんですが︑松永さんと
権力闘争には負けちゃうわけですね︒

やられて︑そのあと政府代表をやられて︑外務省外交官としても︑

佐道

伊藤

負けちゃうわけだね︒

さい方だけれど︑腹はで意ておると思ったんだけれどな︒

かげで元気でやっております﹂と言った︒

轄しいは忙しいけれど︑忙しいというだけで︑何も責任はな

威風があったね︒中味はどうっていうことない︑植物がどうのこう

一儲藤俵藤
波藤波道波
藤波
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立派だと思うね︑松永さんは︒プレないな︒ときどきプレる

戦後では一︒
藤波
やつがおるでね︒

霞分の選挙区で︑私の代わりに家内が圃っていた︒私は全蟹

それは自分の選挙区ですか︒

覚えているな︒官房團長宮の最後の時だ︒
伊藤

藤波

を藏っていたんだ︒

藤波
その頃からずっと︒

いや︑その頃ですな︒

京医科歯科がいいというので︑東京医科歯科に入院させて︑学長と

藤波

曝って歩きますね︒

松永さんはこのとき短り合ったんですか︒それとももっと前

伊藤

儲藤

伊藤
そうですね︒

院長に︑﹁一ヶ月だけ預けるで︑頽むわ﹂と言った︒肝臓病だった

そうか︑奥さんが﹁ま人をよろしくお願いします﹂と露って︑

からですか︒

藤波

立派な外交官だと思いますね︒

てくれと言った︒

の衆議院選挙の時に入院して︑二園目なので︑せいぜい一ヶ鍔でやっ

んだ︒いまはもう忘れておるんだけれどね︒二圓最の入院だゆ初め

やるわけだ︒それで選挙が終わって文部蜜に相談したら︑東

轡藤

麗解散︑総選挙
伊藤

とばかり言う︒それで㎜ヶ月たったら出てくるといっていたら︑

れてくるもんで︑﹁劇長官︑奥さんどうですか︑奥さんどうですか﹂

寓内庁の役人が次々と外国からやってくるのに︑みんな家内を連
妊案を上程するということで︑中曽根さんは解散権を行使して︑バッ

﹇退算したのは私が﹈官樗長官になってから︑半金かかったな︒

さて︑最後になりますが︑十︸月二十八日︑野党四党が不信

と解散する︒解散をして︑軍資で勝たないと︑本当に権力基盤が薗

﹁この大学は懸立大学だから︑もうやめる︒

ね︒でも解敬に追い込まれるといいますか︑自民党の中も走り出し

評判が悪くなっている時期ですから︑あまりいい時期ではないです

向かない時期だったと思います︒田中さんの悶題で自畏党が奔常に

にしょうと思ったら︑半年ぐらいかかりますよ︒半年ぐらいかけて

もし奥さんを漏したら︑またまた鋤泰出すでしょう︒奥さんを大事

本当にそうおっしゃるなら︑私どもも本気で言うけれど︑ 一ヶ月で

といっていたのが︑半国もかかるような大学は験圏だ漏﹁賞且房長窟︑

一ヶ月患者を預かる

まらないということもあるんだろうと思いますが︑解散にはあまり

ているということもあるんでしょう︒この解散の問題については︑

いう︒﹁ああ大事にする︑大事にする﹂といった︒だから宮内庁の

預からんことにはQ官房長官︑奥さんを大事にするんでしょう﹂と

藤波

役人が一番喜んだね︒

何かご記憶がございますか︒

挙やれ︑参議院と一緒にやれと需ってきたのはこの前話した通り︒

儲藤

代役なし︒

福田ピン﹇福田二さんが衆議院議長で︑国中さんが早く選

どうせ一囲はやらなければいかんな︑という気はあったから︑その

代役はなしですか︒
藤波

寂しいですね︒

各国の善脳が来たときは︑奥さんの代役は誰がやるんですか︒
時期やな︑という気はしたけれどね︒

できるだけ回ろうと自分では思っているだけのことで︑墜って︑

駆血

㎝人︒

回ってしているあいだに︑家内がぶつ倒れてしまったということを
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伊藤

藤波

大もめですか︒だけど申曽根さんを認めないと︑どうするん

大もめだ︒

藤波しょうがないわ︒
欝藤

ですか︒ここで二階堂が出てくるわけですか︒

藤波
まだいらっしゃいますね︒

いまの宮虜長官公邸の女の入が飯をつくってくれたから︒

たからね︒総理大臣になって︑中曹根さんが国に帰るというので︑

して︑看板をあげた︒あれは結局は福田だな︒福贋は群馬で強かワ

も︑底部二階堂がいいというんだな︒翁民党の中でも鈴木を初めと

小寒さんだって︑霞分の嫡妹とやっているでしょう︒賑中さ

んは真紀子さんとやっていましたね︒何か親戚のお嬢さんとか︑頼
藤波

平松

いるな︒総理が公邸に入るというから仕方ない︑窟房長官も

二階堂が出てくるわけだ︒竹入も︑民社党の佑々木﹇良作﹈

めばいいのに︒

藤波

そうするかといって一緒に行こうといって誘われて︑宮房から官房

各毒町村で︑市町村長主催の総理大蓮歓迎パーティをやるわけだ︒

たんだ︒助さん︑格さんだ︒

謝長官と︑総務翻長蜜の浅草の深谷﹇隆司﹈とで︑二瀬がついていっ

入らなければいかんなと思って入ったけれど︑ゴキブ弓は来るし︑
トカゲは入ってくるし︑それはエライところだったな︒毎朝起きて︑
東西南銘に手を合わせて︑﹁すまんけど︑今ヨ一田中曽根内閣頼む︑

助けてください﹂と言って手を合わせて拝む︒それが朝のB課の始

調長官には﹇公邸が︺あるんですか︒

そうです︒公邸の二階で寝る︒

官廃長官の公邸ですかQ

の総理大運ができました﹂というところは中欝根派だ︒やっとでき

羅ができました︑皆さんおめでとう扁という︒それで﹁やっと待望

と︑福田派のところは︑福躍内閣のあとだから︑﹁二入昌の総理大

の地域は福細が強いか中曽根が強いかわかる︒それはなぜかという

昼闘でもやる︒そして市町村長の挨拶を聞いておると︑だいたいこ

醗長丘の時は入らなかったな︒

た︑というのが本当に少ないんだ︒選挙は福田のほうがだいぶ強い

まりだ︒それはいまでも覚えているけれどね︒

公邸はあるんですか︒

わか診やすいだろう︒わかりやすいよ︒

わかりやすいですね
︵笑い︶︒

なとつくづくと思ったことを覚えているわ︵一岡笑い︶︒

そうだった︒

これをつぶしたのは国中さんですか︒

派閥だ︒

この二階堂擁立というのはかなり現実的なものだったんです

ねえ︒

小渕さんの時はどんな挨拶をしたんでしょうね︵笑い︶︒

全部そうだね︒小渕というのは︸人もおらへんのや︒

中選挙籔はそうです︒

伊藤か伊藤儀藤平藤
藤波○藤波道波松波

儀道

ないだろう︒九段の議員宿舎だ︒

その選挙で︑自晟党が二五〇と︑とんでもなく減っちゃった

藤波

それで無所属の八人を追加公認して︑やっと過半数を確保す

るという事態になったわけですね︒そこで︑申曽根さんの継続を認

勝藤

でしょう︒

霞藤

望中曽根庇続投︑組閣へ

藤平藤揮藤伊
波松波藤波卑

めるかどうかということで︑ちょっともめるわけですね︒
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の時は︑後藤田さんが官房長官で︑後藤田さんは︑﹁副長宮に藤波

金丸がつぶしたんだ︒﹁わしも嫌いだ︒わしも中置根は嫌い

藤波

が来るんだったらいいや﹂ということで︑窟邸におられたわけでしょ
藤波

この第二次内閣の時はどういう具合だったんですか︒

そうです︒待っていた︒

そうだね︒

る︒

藤波

番

だけれど︑国のために働いておるやないか﹂というのが金丸の理屈
伊藤

轡藤

人事は中曹根さんだね︒

う︒

するということを条件にした総裁潮切をやって︑中碧根さんの継続

藤波

だって先生はこのとき官房長官になられるんでしょう︒

だったQあのときは金丸さんが総務会長をしていたかな︒

ということを決めるようですが︑そのへんのことは︑醗長官として

伊藤

自民党の最高顧問会議で︑田中さんの政治的な影響力を排除

は︑あまり直接見寒きしていることではないんですか︒

最初に官房長窟を決めるんじゃないですか︒

わからんな︒見聞きしていない︒金丸ということは︑簿恵は

藤波

藤波

決めるんだと思うけれど︑周りから誰か推薦して︑それを受

竹下だ︒竹下が知恵を幽して︑田中さんがまとめた詣だろうな︒

けてやるんだろうな︒推薦はあったろうな︒

しかし睡中．氏の政治的影饗力を排除するといえば︑田中派と

伊藤

伊藤

なかったな︒

このときは官房長官として︑後藤騰さんが続投ということは

の関係はどうなるんですか︒これで少し怒中離れをするという形に
一般にはね︒一般にそう思わせたんだろうな︒

なかったんですか︒

藤波

この時最高顧問会議の席上にはたしか二階堂さんもいたと思

なるわけですか︒

伊藤
うんですけれど︒

︑藤波 福匿越夫もおっただろう︒福田の仕業だな︒
伊藤 これは︑福田さんとかそちら側の圧力を受けた形で︑しかし

寒中氏の政治的影響力を排除すると需つたわけですから︑こういう
藤波

これは中曲国根さんにとって︑都合が悪いわけでもないでしょ

藤波さんという声はi︒
早く決まったんだな︒

これは中警根さんの意向ですか︒

そうです︒初めからそういうつもりだったんだろう︒

そうしたら︑官麗長窟としては組閣に薩接腿わることになる

三役を決めて︑官房長富を決めて︑それで組翼︑ということ

いや︑三役は知らんだろうな︒普通︑三役がみな︸緒に決め

んじゃないですか︒

揮藤

僻藤

ですね︒

藤波

だけど︑山より大遂い猪はないと思って行ったんだな︒そう

思っているあいだにそうなったんだろう︒そう思ってやったら︑そ

曽根自身が人事をやったと思うよ︒
撰藤

の状況から子心えばσ問題は︑薪自由クラブから入鰻させるというこ

程度重表している︒そうせざるを得ないですね︑当時の露民党の中

このときにも田中派から六人入閣しますので︑照中派をある

普通はね︒だけど︑中事根さん笹身がやったんだろうな︒中

んなことにならんな︒貞然にそうなったものだと思うけれどな︒エ

儲藤
このときの緯閣には︑先生は薗接閲わるんですか︒第一圃目の組閣

それで総理指名があって︑第二次内閣ができるわけですが︑

ライもんだね︒福沼だな︒

藤波

う︒それで二階堂をつぶしたんですから︒

圧力を利稽して︑ちょっと田中離れをやって見せたQ

揮藤伊藤伊藤
藤波藤波藤波
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藤波
﹇潤中六助茂は﹈幹事長ですね︒

田中六助の仕事︒党の仕事だ︒

とですね︒それで田川﹇誠ごさんを入閣させた︒
軍松

園川さんというのは︑藤波先生の昔からの知り合いじゃない

藤波幹事長だ︒
伊藤
誰を取ってどうするか︑というのは官房長窟の仕事だな︒私

ですか︒

藤波
は一飯懸命︑膿凋さんと会ったり︑河野﹇洋平﹈と会ったり︑西腿
このときは︑なんで鑛川さんなんですか︒頒川さんは代表を

﹇武夫縣と会ったり︑山口︹敏夫﹈に会ったりしたんだけれどな︒

伊藤

河野が溝廻さんを私に推して︑﹁おれが入るわけにはいかん

やっていたのかな︒代表は河野さんじゃなかったですか︒

藤波

伊藤

藤波

伊藤

難しいけれど︒薪自由クラブもどこまで本気になってやった

田摺さんというのはかなり気難しい入じゃないですか︒

ええ︑そうですね︒

霞川さんとは気心の知れた問桶ですか◎

から﹂というので︑田倒になった︒

藤波

のか知らんけれど︒おれも一緒にやるというだけで︑おじさんのつ
もりでやったんだろうな︒薪自由クラブのおじさんみたいな存在だ
からね︒本人も真面目に大臣を務めてくれたね︒実に︸所懸命やっ
鐸藤

真面霞な人なんです︒中圏問題なんかでも真面冒に︑一所懸

何か真面罵な人なんですね︒

てくれたよ︒

藤波

さて︑それでいよいよ嘗房長官としてスタートということで︑

命やってくれたな︒

傷藤

次團は官房長蜜の時代のお話を伺いたいと思います︒

︵終了︶
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14：aO−16：10
於：政策研究院敏策研究プロジェクトセンター

i〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）

i伊藤

有馬

隆（政策研究大学院大学教授〉

学一州大学教授）

小池聖一下欄大学助教授）
佐道明広（元政策研究大学院大学助教授）
、川越美穂（東京大学大学院博士課程）

i平松大輔（藤波孝生氏秘書）
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記録者：丹羽湾隆
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π

この前は官蕩聖篭宮時代のお話を伺いました︒今ヨは窟房長

顯中曽根内閣と岸信介︑田中六助
伊藤
官のときの前半ぐらいのお話でいっぱいいっぱいだと思います︒こ
の前︑薪工費クラブとの連立の問題で︑田中六助さんのことをちょっ

と伺いました︒中善根さんの﹁官邸脹記漏といって︑﹃中曹根内鶴
史臨の中で猛攻になっているものがありますが︑それを見ますと︑
續ｪ三︸ヰ﹈十・二月二牽四琶に岸さんの秘書の申・村脚長曲方さんが来

六三六頁﹈︒また同じ臼の記述に﹁岸戎

て︑岸さんの意向を受けて沼中幹事長を推した︑と書いてあります

?曽根内閣史﹄資料編

活動﹂ともあります︒中曽根さんの聖賢からは︑第二次内霞組閣時
には露桟党の長老であった岸さんの影響がかなりあったんじゃない
かという感じを受けるんです︒また田中六助さんと岸さんとの関係

この照中六助という政治家について︑先生のご印象はいかが

う〜ん︑どうかな︒

も︑かなり密接だったんでしょうか︒
藤波

伊藤

藤波

岸さんのところ︑御殿場に︒岸さんが細殿場におって︑

長官時代に一入で遊びには行ったけれどな︒

何かいま︑御殿場の彫邸が公開されているみたいですね︒

ほう︒

官房長官時代︑お一人で行かれたんですか︒
はい︑遊びにね︒

それは官房長富の時代ですか︑もっと後ですか︒
官房長窟の時代︒

その前は︑あまり行かれなかったんですか︒

官房

行かなかった︒岸さんは皇學館大学の総長をしていたから︑

もう過程の人だったよ︑何とも思わんな︒

鐸勢へはよく来られたんだな︒だから私は接点はあるんだけれどな︒

過去の人だけれど︑影響力はあったんじゃないですか︒

精神的にはあっただろうな︒

﹇藤波茂より﹈上の世代にはあったでしょう︒

中曽根さんにはあったQ

中曽根さんにはあったと思いますね︒腿中さんも当然関係が

あったんだろうと思いますが︑六助さん自体に対してはどうですか︒

岸信介というのはずっと上の方だ︒

藤波

まあ︑そうですね︒

をしておったと思うな︑鷹対委員長じゃない︑宮房長官だった︒幹

藤波

揮藤

藤波

そうそう︒糖尿だ︒自戻党の本部がやられて︑私は官房長官

やはりあの人も糠尿ですか︒

六さんは病気だったからね︒

あまり先生は接点はないですか︒

俘藤

ねえ︒引退しているわけやで︒そういう時代的な立場として

ですか︒

藤波

事長が来たな︒自畏覚本部が火事で燃やされたときに来たわ︒その

して︑幹事長としてよ〜く頑張っているなと思った︒それから自畏

の銀中六畜という者を考えて−⁝︒そうですが︑岸さんとか︑そん

ええ︒

党を代表して演説をしたのはいつだったかな︒私が官房長官の時だ

ときに金丸さんと一緒に︑六さんを迎えたのを覚えておるな︒無理

儲藤

よく遊びには行ったけれどね︒

なことが﹃中曽根内閣史腕に書いてあるか︒
藤波

な︒﹇読み上げている原稿の﹈

一字一字がこれくらい大きな字だっ
誰のところに︑ですか︒

薪しい世代の私どもとしては︑せいぜい網中六助までだな︒

藤佐藤伊藤佐藤轡
波熱波藤波道波藤
俘藤轡藤里
藤波藤波藤

［一
［『

揮藤
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大事なとき︑ここぞというときにきちんとやる田中六助︑と

ああ︑有名な話ですね︒

た﹇爾手指で薩径十センチぐらいの輪をつくる﹈︒
俘藤

藤波
いうものを頭に置いてやっていたね︒若い者には一つの目標だった

藤波

藤波

伊藤

違いますね︒

いぶ違うと思いますけれど︒

伊藤

何か一緒に︑ということはあまりないですね︒

ですから先生とはもちろん派閥も違うわけですし︑年代もだ

そうです︒

あの人は宏油会でしょう︒

たけれど︒ただ迫力はあったように思うんですね︒

ンタビュ⁝をやったときに︑これは相当なおじいさんだと思いまし

伊藤

藤波

儀道

そうですね︑僕は先生と岡じぐらいの歳ですが︑岸さんのイ

ないよ︒年代的にね︒もう岸さんではないと思ったけれどな︒

いえいえ︵笑い︶︒

藤波ない︑ない︒あったほうがいいのかな︒

上のものではなかったですか︒
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ああ︑前総理大臣ですね︒

そうですね︒

そういうことをするのは慣例みたいなものですかね︒

でしょうな︒歴代やっておるんじゃないですかね︒

勝藤
そうですね︑ないですね︒

岸さんは先生にとって︑元総理大臣︑党の長彪という存在以

藤波

藤波

迫力はあったね︒

やはり古い型の政治家なんですか︒必ずしもそうは言えませ

んか︒

藤波

■第二次中曽根内閣の組閣
偶藤

の方針が書かれていますQ先生はこの前︑この第二次内懸の組賜は︑

同じ日﹇の﹁官邸B記﹂﹈に︑﹁党︑組閣基本方針震る﹂とあっ

佐道

宮房長官になられたときに︑岸さんのところによく遊びに行

かれたというのは︑何かきっかけがおありだったんですか︒

いや︑政治の報告に行った︒いろいろな動きをね︒岸さんに

党も緩竸方鐸みたいなものを作ったようなんです︒そんなことが本

人でやったというお謡をされましたけれど︑

党の長老への報告ということですか︒

当にあるのかどうかわかりませんが︑完全に中三根さんが〜人でや

とにかく中曽根さん

俊遵

そうそう︒その一人として岸さんのところに行った︒皇學館

改造の時ね︒

るというわけにもいかんのでしょうQ
藤波

改造じゃないでしょう︒これは第二次です︒先生が窟罵長窟

そういう長老への報苦というのは岸さんぐらいですか︒ほか

僕藤

樫藤

になられるときですね︒

鈴木善幸さんとか︑福沼越夫さんもそうだったかな︒三木さ

藤波

藤波

申曽根さんは畠分の頭で全部やったんだろうQ
んのところへも行った︒

こま⁝Q

の話とは燐だね︒

藤波

関わらず︑例えば鈴木善幸さんのところにも行くとかQ

藤波

て︑田中氏の影響力排除云々という言葉はありませんが︑いくつか

窟のときに︒

ことを︑テレビ朝日の三浦甲子二が来て話をしてくれたな︒官房長

どうかなあ︒﹁六さんはこんなことを考えているよ篇という

轡藤

という気がしますね︒

佐藤轡藤伊
道波藤波藤

署奪■豊

全部ですか︒

やっていましたね︒

じゃあ︑藤波さんにも粗談なしですか︒

ない︒

そんなものですか︒それで十二月二十九Bの﹁曝記﹂n六三

すね︒

■官一房長官の職務

が︑寒寒長實というのは一般的にいって︑どういう仕事なんですか︒

それでいよいよ﹇先生は﹈官房長官ということになるんです

まあ︑いろいろなことをしたけれど︒

伊藤

三歳強低下︑ 昭和生れの官房長官鵠規﹂とあります︒これは藤波先

藤波

要するに官撰の長のわけでしょう︒

には︑﹁薪内閣は衆人内閣︑毅人＝一人︑平均年齢

生のことを言っているわけですね︒ 中蕾根さんは内閣の若返りとか

騨藤

̀山ハ一型七齋貝﹈

政治の世代交代を狙ったんだろうと思いますが︑ ふだんはそういう

一つはね︒

撫藤紘一とか︑墾圏孜とか︑渡部恒三とか︑昭麹生まれもだいぶ出

藤波世代交代は思っていたから︑例えば﹇中曽根内閣の閣僚にも﹈

すか︒そうでもないですか︒

伊藤

藤波

でもいちおう⁝世代交代ということは言っていたんじゃないで

いや︑そんなに若い者だけ重視するようなことはなかったな︒

伊藤

そこは安倍さんが上手であって︑外務雀の意見を総理大雛の

その場合は︑外務雀との関係はどうなるんですか◎

うなことですな︒

いろな層といろいろな連絡を取る︒外国とも連絡を取る︑というよ

官募をまとめるということですね︒それから︑国内の外圓りのいろ

内庁次長をしておる羽毛田門信吾﹈さんなんかが主席参事富︒内購

ということだ︒上を立てる◎それから官房の中をまとめる︒いま蜜

︸つは総理大駆の補佐をする

藤波

ているんだね︒そこへ行く前に︑服中六助とか中川一郎とか︑大正

藤波

一つはというのは︑

義力Q
書動をなさっていました

生まれがおるわな︑竹下派でも︒そのへんがポイントだったんじゃ

意見として︑中善根さんを圏際舞台に立たせてくれたから︑それで

官房長官というのは︑外務大羅が不在の時は外相代理になり

ないかな︒配置としては︑歳をとったのや若いのや入れたけれど︑

伊藤

よかったんだね︒

あとで三入に絞られる宮澤さん︑安倍さん︑竹下さん︑その

申心はそのへんだったと思うね︒

伊藤

窟羅さんは溺ですね︒いくつです＞
力O

轡藤

藤波

特に中曽根さんの時に︑﹁外務大臣と防衛庁長窟が外に行く

それはそういう閲連になっているわけですか︒

深いですね︒

ますね︒外交と非常に関係が深いわけですね︒

宮澤さんは︹いま﹈八十を超しているね︒

藤波

へんが次の得代だという感じですか︒

大正一桁でしょう︒

ときは︑官房長官が代理をやれ﹂という指示があって︑きちんと私

が代理をやったんです︒中曽根さんになってから初めてのことだな︒

一桁ですね︒大正八年だったかな︒

それぐらいの世代だと︑先生よりだいぶ上になりますね︒

傷藤

そうすると外務省との蘭係もかなりきちんとしておかなけれ

そうそう︒

ばいかんわけですね︒

藤波藤池波藤波

先生たちが若返りといったら︑もう昭和生まれになるわけで
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静藤俘藤撰
藤波藤波藤
山ハ

伊藤替｝小藤偶藤

伊藤

藤波

もし官蕩長官不在の時は︑ 外務次官か何かがブリーフィング

そうです︒

うん︒この前も言ったように︑木村俊夫さんの﹇宮㎜房長官を

もあるしね︒私自身が何かを示さなければならんとは思っていない︒

を支えていく︒それが官房長窟の仕事だろうと思いましたな︒性格

藤波中曽根さんを支えて行かなくてはいかんな︑と思ったね︒上

どういうふうに思われましたか︒

なると思います︒ 先生ご自身は︑窟麗長官に指名されたときには︑

な役目であるということで︑ かなり重みにあるポストということに

いうものも持っておられるし︑ 党と敬府のパイプになる舞常に重要

いうのはちょっと蔚に話題になりましたが︑窟房機密費とか︑そう

あったわけですが︑ 先生は嚢選七回ということですね︒窟麗長官と

さきほど︑中曽根さんの日記に﹁昭和生まれの官房長官﹂と

そうです︒

それで秘書官もそこから来ているわけですねQ

そうです︒

官房長賓というのは︑大蔵と外務と一番密接なんですか︒

大蔵はいろいろだな︒外務雀は事務次官だな︒

大蔵省も次宮ですか︒

うん︒大蔵省と︑爾方だな︒

次窟が︑ですか︒

月に一回ということはない︑週に一圏ぐらい来るな︒

攣藤

ればと思ったのが中豊根さんにあったということは珍しいことだ︒

強烈な偲性の持ち主じゃないですか︒

伊藤

藤波

藤波

伊藤

藤波

伊藤

いちおう中曽根さん︑中嘗根さんといっても︑謙長富の時に

官房長宮だったら︑上に人がいないね︒

上に人がいない︑ということですね︒

似たようなものですな︒

じゃあ似たようなものですか︒

を支えなければいかんということで︑宮房趨長官を一年問やってき

ないですか︒

伊藤

いたなあ︒気がついたらずっといた︒

たから︒

藤波

気がついたら︑ですか︵笑い︶︒後藤躍さんというのは根当

は︑上には後藤函さんがいるわけでしょう︒

櫻藤

後藤田さんにはそうでもないんですか︒

絶対服従だ︒

藤波

ないな︒そんなことは思わなかったな︒

から︑案外得心してできたな︒

しては︑派閥の重要なことから見て︑ああそんなものだなと思った

醗長官の時は︑﹇長窟の﹈後藤膿さんというより︑総理大謹

いや︑私は誰かに揮さえ込まれているとか︑誰かに仕えなけ
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か︒

藤波

アメリカで生活して︑テレビのスイッチを入れてずっと見ていて︑

藤波

このあと総務庁ができて︑後藤田さんが総務庁の長官になら

やってから官房副長官をやったという﹈例があったからな︒自分と

臼本人で串てくるのはゴルフの青木﹇功﹈と致治の中善根だけだ︒

伊藤

に来るわけですかね︒

アメリカで出てくる日本人は二入だけだ︒私は﹇申暫根総理を﹈助

れますが︑総務庁ができると︑いままでの官房長官の職務とはどう

官房副長官と長日ではずいぶん違いますでしょう︒そうでも

けられればいいな︑と思った︒

いう麗係になるんですか︒

官房副長官を〜年間やられてから窟携長官になられたという

佐道

藤波

上を見ていたから︑あまり横を見なかったな︒そんなに気に

のは︑ご自身の中ではすんなり移行できたということになるんです

佑藤俘藤伊藤伊藤僻籐
道波藤波藤波藤波藤波

はしなかったな︒

それは﹇相手は﹈幹事長ということになるわけですか︒

依道

伊藤
そうです︒ずっと理事です︒

先生も理事なんですか︒

党と激府の定期的な会含というのはあるんでしょう︒

合もあるし︑政調会長の場合もあるし︑国対委員長の場合もある︒

テーマによってだね︒幹事長の場合もあるし︑総務会長の場

覚の方とは頻繁に連絡をされることになると思うんですが︑

伊藤後藤田さんとは︑そのあともしょっちゅう会ったりしていた
藤波

ええ︑いろいろな話をした︒このあいだも平和研で理事会が

わけですか︒

藤波

藤波

中漕根さんは︑官霧長官としての藤波先生と頻繁に意見を交

あった︒

佐遂
換されるというタイプですか︒

ある︒週に〜麟だね︒

党・政府連絡会議ですか︒
政鰐与党連絡会議︒

どういう顔ぶれでやるんですか︒党は三役ですか︒

覚三役︑それから参議院の議翼会長︑それから圏対委員長︒

無精の方は官房長官︒ あと誰がおったかな︑主要閣僚だなG二つあ

︻Bに十圃でも会う︒新聞の﹁首相の一州﹂を見れば︑宮房

長官と何團も会ったと書いてあるけれど︑もう横の部麗だからね︒

どっちが頻繁に驕かれるんですか︒

るんだQ 政府与党代褒者会議というのと連絡会議とがあるんだQ

二月

いうことだったな︒

日に十回でも

やはり一番の問題は議会対策ですか︒

たけれど︑なんということはないな︑と思ったな︒
すぐ隣の部屋なんですか︒

伊藤

週に濁方ともあるんだ︒与党とは特に連絡を密にしてやると

伊藤

すぐ隣の部屋だったな︒もう新しいの﹇首網官邸︸はできた

藤波

藤波

かということを自由に糞欝して︑みんなやっていたな︒例えば冒本

そうですね︒議会対策とか︑いろいろな問題がどう影響する

もう使っています︒

藤波

平松

航空の専行機が群馬漿で﹇御巣鷹︸山にぶつかったことがあったな

でいろいろな意見を言うわな︒そういうことがあっていいと思うな︒

中艘根さんのところは周りを固めている人がいるでしょうけ
そうです︒官房長窟だけは白﹇虫に入れるな︒

中瞥根さんがちょうど外国に行っていて︑等方とも﹇合同慰霊祭に﹈

伊藤
藤波

ドアが別になっているわけですか︒

＝九八五年八月十二日﹈︒あんな時も︑政飛与党はそれぞれの立場

佐道

出なかったんだ︒大阪の中之島∩凶年十月二十二日﹈にも︑東京の

印南谷﹇十房二十四日﹈にも︑窟房長窟が代理で行って︑総理大臣

つまり首掘の部崖に呂入りするのに︑普通の出入降とは別の

佐道

の弔辞を読んで︑遺族に接してきたな︒そういうものだ︒そんなふ

うに︑行ければ総理大臨が行くし︑総理大臣が行けない場合は官歴

それは秘書窟がおるところを通って行くんだけれどね︒だけ

藤波

非常にありがたいことに︑これは後藤田さんに感謝しなければい

長富が行くというようなことですな︒

出入口があるわけではないんですか︒

伊藤もちろんドアは別でしょう︒別の部屋でしょう︒

れど︑宮房長先は自由に入れるんですか︒

んだな︒

総理の部屋に飛び込んで行って︑いろいろなことを話したな︒

竹下さんは︑﹁横の黒影だけれど︑行くのに十年かかるよ偏と言っ

藤波

藤伊藤伊藤極
波藤波藤波藤

ど︑官房長窟だったら︑﹁総理はおるか﹂とか﹁会ってくれ﹂とか
言わないで︑入って行ったな︒行ったり来たりした︒
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できるんですね︒

いちいち総理の承認は取らないんですか︒

そんなことはない︒窟房長官の見識だ︒

かなり額が大きくなっても︑ですか︒
額が大きくなっても︒

多かろうと︑少なかろうと︒
うん︒

よく謡に出まずけれど︑右翼の連中なんかが官房長官を狙っ

それは藤波さんが論客だから︑ということですかね︒

伊藤

藤波

まあ︑そんなこともあったんでし．砥うね︑きっと︒でもそれ

う〜ん︑まあ話はいろいろだけれどな︒

長窟がみんな知っておってやったことだろうな︒

誰がやるんですか︒

⁝Q

官房長官の配下にそういうことをやる係がいたんですか︒
いない︑な︒

金鷹は官虜長窟の部屋にあるんですか︒

これは本当に長腰長窟が一︒

さっきの官房機密費の話ですが︑ お詣しできることはありま

藤波

解藤

金庸があって︑金庫があるぞ︑というようなものだけのこと

じゃあどうやってお金をあげるんですか︒

ら出すということではないな︒

官樗長官の部屡にあるはずだ︒あるけれど︑いちいち金庫か

裁量だ︒

だろう︒

o
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かんけれど︑副長官〜年と官樗長官一一年忌圏頬委員長二年と︑合群

五年間︑NHKの国会討論会にはほとんど毎週出た︒今でもだいぶ
歳をとったりしたけれど︑一︐ああ︑官房長官がおるわ﹂といって︑
新幹線に乗ったり︑飛行機に乗ったりすると﹇私を見つけた人が﹈

安心したように言うわな︒それは五年間テレビに畠してもらったお
かげだな︑と思う︒それから宮房長蜜は弼人もおるし︑国対委員長
も何人もおるけれど︑五年薦串っぱなしで出ているとそういうこと
になるんだな︑という気がしたな︒いま︑しみじみとそう思います
伊藤
いやいや︑そうじやなしに︑曝数だな︒

をいちいち官罵長官がやっていたわけではないでしょう︒

て取りに来ると︒

藤波

N慧Kに一︵俵遵
いやいや︑そんなことないと思うな︒

伊藤

数多く出るのは︑論客でいらっしゃっ

小池

藤波

藤波

でもなかなか難しいじゃないですか︒討論会に出て癸雷して︑

でしような︒

うことではないでしょう︒

だけど例えば恒例で︑毎年来たやつにこれぐらいやるんだ︑

悌藤

という決まり切ったものは︑竃房長官自身でいちいち対応するとい

なるべく難しいことを言わんようにしたが︑いまの人は難し

いことを言うなあ︒わかりやすく謡をしなければいかん︒国会討論
会というのは︑私はわかりやすいということが一番のことだと思っ
てきた︒

■官房機密費

波藤波藤波藤波

藤波

それが問題になったりしたら党内で実題になることもあるQ

総理大臣の金ということになっているけれど︑だいたい窟房

たからお出になったんでしょう︶︵笑い︶︒

よQ

横藤横藤伊藤遠藤
藤波藤波藤波藤波
藤伊藤｛塁藤揮藤

裁量でで意るんですか︒

解蒸す揮
藤波か藤

たまにはあるんでしょうな︒

のもあるんでしょう︒

例えば誰かが外遊に行くというようなことになるとお金をも

藤波

伊藤

どうかな︒

そんな他人事みたいなことをおっしゃって︵笑い︶︑ご碧分

窟房長賓が竃接指示する場合は︑誰に言うんですか︵伊藤

藤波

自分でお金を亡んで︑やったわけではないでしょうね︒

偶藤

有馬

伊藤
特に誰か決まっておって︑ということじゃなかったな︒

が官房長富だったのに︒

らいに来るとか︑総理から︑﹁あの人の饅劉をやってくれ﹂という

藤波

それは目頭で言うわけですか︒当然︑書いたりしないわけで

この男にいくらやれ︑というのは︶︒

有馬
そうそう︑目頭だね︒

考えたことがない︒

どっちに持っていこうとか︑ある入に何をやるとか︑そんなことは

とにかく︑金庫はあるけれど︑金庫の金を自分で左右して︑

藤波

でもちゃんと︑誰にいくら渡したかわからなければ︑あと一

誰かがやっていたのかなQ

藤波

伊藤

解藤

すね︒

体いくら残っているのかわからないδやないですか︒

それは︑自然にそうなったんだけれど︒意図的に自分で何か

藤波

佐道

そうですが︒しかし弼百万︑何千万というお金から︑何十万

務まらない︒

それができないようでは官房長官は務まらないと︵笑い︶o

なものを交換しますね︒そういうお金を出すようなことがあると︑

場会もあるんですが︑外務省機密費は少ない︒よく︑お土産みたい

小池

そんなのは自分の頭の中で計算できなければ︑しょうがない

藤波

藤波

伊藤

﹁はい﹂といって︑先生は官倉長官として︑取って行きなさいとい

をしょうとしてやったわけじゃないんだな︒

ぐらいまでのお金をいろいろなランクで入に渡したりするわけだか

う形でやったので自然に出て行った︑ということで︑富分はそこに

わ︒

ら︑それを全部覚えているんですかね︒この人には去年いくらやっ

はあまり関与しなかったということですか︒

例えば外国の要人が来られたときに︑外務雀機密費から出す

たから︑今年もいくらやらなければならないとか︑いろいろあるん

藤波

藤波

やっぱりこの問題はとぼけられるか︵笑い︶︒

どうかなあ︒

俘藤

えたことはないな︒誰かが外務雀と話していたのかな︒

トラリアがどう︑ニュージーランドがどう︑というようなことを考

そうそう︑自然にね︒自然だな︒そういう場合でも︑オース

じゃないですか︒

伊藤

いまこういう季簾だから︑こういうお金をということは︑党

小切手じゃない︑キャッシュでしょう︒

いろいろな支払いは︑キャッシュでやるんですか︒小切手で

佐道

藤波

すか︒

党もあるな︒

ということは︑金庫の中に現金が入っているということです

の方の問題になるわけですか︒賓房機密費とは違うわけですか︒
藤波

揮藤

ああ︑入っているよ︒そういうことになっているんだな︒

幹事長が待っているんでしょう︒

藤波

どうもわからない︵笑い︶︒

ね︒

もうちょっと違うことに使うんですね︶︒

伊藤

覚は幹事長が経理局長と相談して︑やる︒
政府のお金は︵佐遵

藤俘藤穣
波藤波藤

窟房長窟だね︒
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凱

轡藤前の官房長官がいっぱい使っちゃって︑残ってないよ︑といっ

金庫を開けて︑金鷹から何百万と出して︑それを誰かに払う

藤波

じゃないかなQもっと霞然なものだよ︒

藤波

たら困るじゃないですか︒

そうですが︒じゃあ誰かにやらせていたんだな︒

ということは︑した覚えがないな︒
揮藤
誰かやったか︑と言ったら︑誰もいないだろうな︒自然に︑

罵るんだろうと思うけれどな︒いまばワイワイ言い過ぎるん

藤波

その﹁自然﹂というのが実態がなかなか搦めないので︑﹁自

然篇という需葉の意味がよくわからない︵笑い︶︒

佐道

﹁自然に﹂ということはないでしょう︵笑い︶︒．

撰藤

だろうな︒

硬藤

先生ご自身は︑溢出機密費というのは穽常に有効に活用され

たかな︑﹁叢雲は御事をかを為すためには誠心誠意が大事だ︒ただ

伊藤

が︑それを助けて︑調整の中心になるのは官房長官ではないですか︒

が︑中普根さん自体も︑もちろんいろいろ調整役をすると思います

優藤

そうですね︒

■調整役としての官房長官

たぶん︑藤波先生の頭の中では﹁自然﹂なんでしょうけれど︑

佐道

僕らの方にはうまく鉱わって来ない︵笑い︶︒

よく︑足るとか足らんとかいう話があるけれど︑自然に⁝b

ましたか︒

藤波

金を使ったからうまく行ったとか︑そんなことじゃなしに︑誠心誠
意やれば解決する︒それは金も多少要るのかもわからんけれど︑金

誠心誠意というのは裏付けがなければいかん﹂というお誰がありま

藤波

これは先輩の代議士から︑﹁宮房長官︑﹃一忍は些事を為す﹄﹂

でどうこう︑ということはないな︒

したので︑その裏付けというのはつまり︑いまの金側の中のものな

解藤

内閣というものは︑親玉は中曽根さんに決まっているんです

んですね︒

と言われた︑と﹁ふじなみレポート﹂門第八十三号﹁三月へ﹂昭麹

そうですが︒僕は誰に話を伺ったときだったかな︑岸さんだっ

藤波・﹁裏付け﹂という言葉の申には︑非常に計颪的に︑これだけ

整するというようなことですね︒これはなかなか大変なことだと思

五十九年二山月﹈に書いてあるんですが︑そうすると忍資しなければ

まあ︑そうですね︒それはそうです︒

いますが︑藤波先生の前からのお謡ですと︑調整ということが非常

裏付けがあればいいだろうというような話があるな︒それは裏付け
揮藤

ねえQそうすると︑本嚢にそう思っていないと︑そうならん

いかんわけですね︒自分を出さないで︑あっちとこっちとうまく調

藤波

に大事だということですね︒工房長官といったら︑ずいぶんハマリ

は要ると思うけれど︑きわめて自然に裏付けなければいかんな︒

からな︒本嶺にそう思うことが大事なんだQ

どころだったんじゃないかと思うんですが︑その調整ということは︑

それから覚外︑新自由クラブとも︑圏会の中の問題であれば国対委

いや︑なんだかいまのお詣はよくわからなかったんですが︑

機密は機密だからな︒

員長とも連絡を取るでしょう︒野党ではありますが︑民社とか公明

伊藤

藤波

これは黒蓋長官の引継ぎの中で重要な紺掻になるわけですか︒

あたりとはいろいろな接点があるでしょうし︑場合によっては社会

党との調整もあるだろうし︑韻瞭の中の調整の問題もあるでしょう︒

佐道

ならんな︒そんなことはならん︒

機密費の問題ですから︑これ以上はしょうがないですね︒

藤波
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自然のBにしよう﹂といった︒向こうで話をして︑議員会館でそう

うと言った︒昭秘天皇さんは自然が好きだった︒ちょうど十一燈三

そうです︑いろいろな場面でやる︒

書つたんだ︒終わってからだ︒それで︑﹇︑みどりの日﹂になったの

党とも接点があるだろうと思います︒そういう調整はいろいろな場
藤波
夜飲む︑なんていうことも入るわけですか︒

か︒今度また法改正したか︒

日は﹁文化の日一ということだった︒﹁文意と自然とでいいから︑

伊藤

それはまあ︑夜飲んだらいいなとか︑そんなことは思わない

薩でやるわけですか︒

藤波

平松

たんですね︒

変えようという動きはありましたが︑宝島はたしか駄展だっ

で︑自然にそうなる場合はそうなるな︒
伊藤

あまり作為はないんでしょうが︑自然に懇親するといえば︑

桃を前にして議論し合うのと︑料理屋に行って酒を飲みながらやる

藤波 駄目だったんですね︒あのときに﹁凄然の日﹂にしておけば
じねん
いいんだ︒神さんだけでなしに仏教も﹁自然﹂という言葉で︑読み
しぜん

のと︑先生はゴルフをおやりになるかどうか知りませんが︑ゴルフ
をやりながらしゃべるのと︑いろいろな場面があると思うんですが︒

方は﹁じねん﹂だけれど︑やっぱり自然なんだ︒
じねん
﹁自然﹂というのは同じような意味なんですか︒

伊藤

今度は﹁︐昭和の舅篇にしょうというのか︒それを考えて︑おれはも

藤波毎B毎B︑動いていけばいいよな︒ギシギシ言わないで動い
そうするとやっぱり人闘関係でしょう︒

う官房長官と違うと思った︒国対委員長になってからでも官

局じような意味だ︒昭和天難さんにふさわしい名前なんだ︒

伊藤
そうなるな︒人間関係でしょヶな︒

のようなつもりでやっていたけれど︑それが終わったら︑もういか

藤波

藤波

誤謬麗係というのは︑比較的頻繁に接触を拷つ︑凝ミュニケー

ていけばいい︒

静藤

んな︑と思った︒だから自然になるといっても︑畿分がどこにおる

ぞれの法案で頼むという話をしなければならんな︑とか︑そういう

して︑ああ畏社にいっぺん連絡しなけれ球いかんなとか︑公明に何

たせてください﹂というのは︑そういうことだな︒ひょっと思い出

藤波

懸命になって鋤くわけだから︒働くということが巨的なので︑働い

藤波

とですか︒

伊藤

かによって違うんだな︒絶対に違うね︒

房長窟

ションする︑ということが大事なんでしょうか︒

ことだな︒そうすると動いていくなσ今日から両日へ動いていく︒

た結果のことを考えているわけではないけれど︑まあ︑そういう意

閣の時だ︒中曽根さんが終わって哲下内閣になって︑昭和天皇が亡

藤波

佐道

それは自分がおるから︑自然にやれるんだね︒例えば竹下内

今日は﹁隆然に縣という言葉が弄常に評定的ですね︒

り得るし︑宮澤さんには宮澤流があるし︑細川には細川の流儀があ

藤波

伊藤

竹下なら竹下流があるし︑安倍普太郎には安倍普太郎流があ

なんで︑ですか︒

・甲のことについて物を雷うまいと思ったな︒

あると思うなあ︒総理大臣を補佐して︑⁝璽の中のために一所

くなって平威天豊になったときに︑羅月二十九目をどうしょうとい

る︒．現二度出恥義を言︸懇軽瓦酵旗ど．つまとbるひ︑万事三民麓ど・つまとめ

朝起きて︑東西南北を鐸んで︑﹁今日一日︑中瞥根体鯛をも

今日から動いて明Bになったら︑ああ︑ありがたいことやな︑と思

味では重いんでしょうね︒そのときにしみじみと思って︑もう雛の

ということは︑官房長窟というのは棺当重みがあるというこ

わなければいかん︒ふふ︑自然にQ

うことこまってきヒもビ︒弧ま肇彗二↑垂垂を﹁動庚嚇Dヨ一こしよ
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るか︑によって決まってくるわけだからな︒つまらんことは黙って
いようと思って︑それからずっと来たな︒黙らざるを得ないことに
ぶつかってしまって︑黙ってきたけれど︒自然に動くというけれど︑
臼﹇然に動くためには︑富分が自然に動く真ん中にいなければいかん

藤波

そう︑そうです︒﹁自然体﹂と言うからな︒

■靖国紳社参拝と懇談会

申養根さんの靖轡年顕参拝というのは︑先生は岡行されたん

墨画

な︒

ですか︒

行かなかったな︒八月十五巳には行ったけれどね︒

しかしいまの﹁自然﹂というのと︑ある程度自分を掬えて周

藤波

これはちょっとよく慧味がわからないのですが︑﹁ふじなみ

伊藤
同じことだな︒

伊藤

りを調整するということは岡じことですか︒
藤波

そうですがね︒自分の心の赴くままにという﹁自然﹂とは︑

違う︑違う︒

月︶には︑次のように書かれている︒

※﹁ふじなみレポート﹂︵第八十八号﹁八月のことば︺昭和五十九年七

れています︒

レポート﹂に︑その年の八月になると窟邸の空気が豪くなると書か

伊藤

藤波

世の中全体がなんとなく動いているその動きに乗っかってい

全然達うわけですね︒

欝藤
くということですね︒

稲祈念式典︑十五日の戦没者追悼の式典へと進みます︒降隼は窟

八月は地方ではお盆の月︑六臼の広島︑九三の長崎における平

藍鼠長富︑今年は窟罵長官として︑二年続けて酋根官邸の中で仕

それで︑どういうことが大事なのかということだけをピシッ

と決めて行かなければいかんな︑自然に︒例えばこの十五年間︑事

事をしていて気付くのですが︑八月が来ると急に官邸の空気が重

藤波

件にも遭ったんだけれど︑考えてきたことは︑鯨差デフレ政策でみ

くなるのです︒去年もそうでした︒そのことを執務窪に入っていっ

に犠牲になった人がみんな窟邸に帰ってくる︒だから空気が重くな

お盆だな︒八月盆だ︑露舎だ︒みんな帰ってくる︒国のため

の平安を祈る毎臼なのです︒

一ヶ潟で︑過ちのない政治をすすめていくことを念じながら諸霊

思うのですが︑中で仕事をしている者にとってはとても気の重い

います︒だから昔から﹁政滲とは鎮魂なり﹂とされてきたのだと

の中心として象徴約な建物である酋樵官邸へ帰ってくるのだと思

政の過誤怠漫によって不詳になられた方々の霊が年に一回︑政治

戦争など自家旛力の発動によって犠牲になられた方々︑政澄や行

て申瞥根総理に話すと︑総理も﹁全く問感だ﹂ということでした︒

んな辛い思いをして︑毎日のように人身事故があって︑飛び込み曲

藤波

説があったりしているけれど︑中豊根内閣のと奏に何かすることは
なかったのか︑ということだ︒中書根内閣のときにしておけば︑い
まこんなことは思わなくても済むやないかということがなかったか︑

ということをずっと十五年間思ってきた︒それは︑経済が上を向い
ているときには上を向いているし︑下を向いているときはなんとし
てもいかんのや︑というのがいまの話だけれど︒当時︑何かなかっ
たかな︑という気がするけれどな︒﹁膚然に﹂ということはなかな
﹁自然に﹂というのは︑本当に自然にというのはただ流され

か難しいことだ

解藤

ていくだけですから︑そうじやなくて自分で翻らなければならない
﹁魯然﹂でしょう︒
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伊藤
そうです︑空気が重くなる︒

宮山の空気が重くなるんですか︒

てすぐに懇談会を串発させて︑ちょうど一奪霞︑紹諏五十九年八月

食を解け﹂と言って帰ってきた︒それが五十八年八罵十五日だ︒帰っ

みる︒私は努力する﹂と小うことを言って︑﹁今ヨは帰るから︑断

もらうあいだに︑なんとか署たちの気持ちを満たすように努力して

藤波
実際にそういうふうにお感じになるわけですね︒

るんだ︒霊が帰ってくるんだ︒

佐道

年が少しずれてい︑るのかな︒

十五冒に懇談会の結論を決めることにした︒
解藤

お参りしたのも六十隼か︒﹇灘長官ではなくて﹈官房長官の

懇談会の馴合申が慮凶たのは山ハ⊥一年ですね︒

藤波

有馬

そうそう︑自分で感じるわけ︒ああ︑来たな︑来たな︑と思っ

それは官邸で︑ですか︒宮邸に帰ってくるという感じなんで

藤波
てね︒

有馬
すか︒

時に行ったのか︒前の年に行ったんだ︒

窟邸に帰ってくる︒國の意志によって決まったことで犠牲に

藤波

僻藤

僧藤

そうです︒そのときは私と厚生大難︑広島の︑いま生きてい

この八月の靖国神社参拝には︑隅瓦なさったんですね︒

拝があって︑あちこちから非難があったりして︑あとから懇談会を

参拝︑となっています︒それが五十九年です︒先に八月十五ヨの参

官房長官のときは︑中幽下根総理と一籍に十二閣僚が靖圏神社

なった人はみんな帰ってくるんだ︒そういう慧味です︒

藤波
小池

そうそう︒渡部琶三の前に厚生大忌だった︒あのときに︑私

泡囹派の︑呉の増岡﹇博之﹈さんですね︒

理大臣の資格で︑中蕾根さんが靖国神社を参拝する︒

佐道

つくったんじゃないですか︒

藤波

伊藤

るかな︑増岡だ︒増岡と一緒に行った︒

と増岡さんが総理のお供をして行ったな︒あれはすごかった︒金国

中曽根首粗ら＝一閣僚︑靖国神社参拝﹂となっています︒次の年の

藤波

伊藤

官房副長窟のときに︑靖臨神社の境内の能舞台で︑6本遺族

それは熱烈な歓迎ですね︒

生が爾長官︻のときというのは︑その前の年ですね︒

非公式の参拝を十二閣僚でしているわけです︒おそらくいま藤波先

八月十五Bは公弐参拝だったんですね︒その前の昭和五十九年には︑

中普根内閣史の年表によると︑﹁昭和五十九年八月十五日︑

靖開幕は五十九年にできますね︒それで六四奪八月に内賜総

から遺族や陰野入が集まってきて迎えてくれた︒

会の青凝転部が断食の祈願をして︑﹁総理大臣がいっぺんお参りす

藤波

それを公式参拝にしろ︑ということですね︒

五臼であることは間違いない︒

副長官ではなくて︑窟虜長官でしょう︒五十九隼か︒八肩十

るといい﹂ということだった︒総理大臣が行くわけにはいかんから
といって︑八月十五日に代理で行けというもので代理で行った︒あ

伊藤

総理大臣がいっぺんお参りしろ︑ということだ︒

先生が入っていないわけがないですね︒ ちょっと当時の新聞で確認

﹁中曽根首梢ら十二閣僚﹂と書いてありますから︑その中に

非公式参拝だな︒

五十九年にお参りはしているんです︒

儲藤轡藤
藤波藤波

のとまは総理に言われたのかな︒宮尊影長官として行った︒﹁いま
右から左にすぐにというわけにはいかんのや︒だから今ヨは総理大
艶が来て︑どこから撃たれてもいかん︑傷ついてもいかんので︑私

が死ぬつもりで来たーモーニングを着てね一︒断食はやめろ︑
こんな陽の当たるところで断食をしていたら︑身体をこわすし辛い
ことになるから︒まあ一年ぐらい時間をくれ︒一年間ぐらい時間を
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してみます︒

る靖薩懇の答申と敵府決定との関係につき追究し︑蜜房長宮の藤波

藤波

五二八頁︶︒

には︑八月十三曝から十五日にかけて︑日本遺族会青年鶴の入々が︑

してもらって︑それをやろう﹂と言うものだから︑﹁それならそう

残が答弁している︵﹃中書根内閣史臨資料編

首椙︑閣僚の公式参拝を要蜜する断食携願を行い︑牽五日に藤波氏

しよう﹂と需って一⁝︒

※﹁ふじなみレポ⁝ト﹂︵第八九号﹁秋に演かって﹂昭鵜五十九犀八月︶

自身が靖礪参拝した後に彼らを訪問し︑﹁大臣等の靖圏参拝に関す

伊藤

そういえば親方が︑﹁いろいろな人の意見を溺いて方向を出

る懇談会のご意見をよくきいて政府の態度を決定したい﹂と伝えた

ということでだいぶ攻められて︑一︑あれとはちゃんと匿別してやっ

なおrこの舳懇談ム筑の二二由−は昭鵜壽ハ

藤波

それで︑﹁やっぱりちょっと紛らわしいこともありました﹂

ああ︑そうですが︒

藤波

そうですね︒政策決定を議会ではなくて私的な諮問機関でや

大統領的だということだね︒

るのはげしからんじゃないか︑ということなんですね︒じゃあ議会

伊藤

軽視するものだという意見があるんですね︒

といって︑半分弁解もしていますね︵笑い︶︒このやり方は議会を

俘藤

それはいいんですが︑﹁いわゆる八条審議会とどう違うのか﹂

と書かれている︒なお靖国懇は昭和五十九年七月に発足︑八鴛末に

ております﹂とか︑苦しい答弁をしていますね︒

二〇〇一年︶で

メンバーが最終避定されているが︑﹁中瞥根政権を支えた元富罵長
官が墾かす靖馨参拝の舞台裏﹂︵﹃正論﹄三五一号

は︑靖圏懇のメンバーは概ね藤波氏が選定したと賜君している︒メ
ンバーには林敬ゴ︑︸ハヨ本赤十字社長︶︑曲回野綾子︵作家︶︑梅原猛

︵京都布立芸術大学長︶︑江藤淳︵東窟工業大学教授︶︑来次一郎

ら一五名がいる ︒

︵青少年問題審議会委員︶︑芦部信書︵学習院大学教授︶︑横井大三
︵︸二身富璽裁轄刊事︶

十年八月九日に揚鐵された︒

けですからねQ

で委員会をつくってやってくれるかといったら︑やってくれないわ

きには懇談会をつくっていますが︑窟房長窟の私的諮懇機灘として

佐遵

靖国神社参拝についての懇談会ですが︑ほかにも中妻根内腿のと
はこれだけなんですね︒ほかは総理の諮問機関なんですね︒これだ

でしたか︒それでいいじゃないか︑と思われましたか︒

で相当問題になるじゃないですか︒先生も答弁に引っ張り鐵されて

んですね︒中曽根内閣は私的諮問機関をたくさん作ったので︑議会

偶藤

藤波

薇臼いものですね︒官樗長官の私的諮問機閣というのもある

なんでかな︒

前の一

さえちゃんとしていれば違和感はない︒

藤波

人ですね︒

心になるのが林敬三さん︑その代理が林修三さんで︑似たような名

伊藤

林修三という人は法制局だ︒

先生ご自身は︑そういう審議会方式には違和感はありません

けなんで藤波さんなのかな︑と思ったんですけれどね︒

やっているみたいですね︑﹃中曽根内腿史隠を見ていますと︒

藤波

そうですね︒靖国問題はまたあとで論います︒

いや︑﹇違稲感は嗣なかったね︒メンバーが問題だ︒メンバー

※昭和五十九年四肩十日の参議院予算委員会で︑公明党の峯由昭範議

伊藤

靖濁懇のお話はあとでまた伺いますが︑この前のお話で︑中

員が﹁私的諮問機麗の問題﹂について質問している︒また首柑の靖
翻公式参拝後︑昭和六十年八月二十七日の参議院内翻委員会では︑
社会党の野田哲議員︑公関党の原田立議員より︑私的諮問機関であ
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が議長をやって︑﹁︑まだ大丈夫か︑まだ大丈夫か匿⁝と言うから︑﹁何

が大丈夫か﹂といったら︑小便が近いのが大丈夫かということだっ

た︒議長席に座っていてね︒それが大丈夫か︑ということだった︒

そういうときは副議長に代わるということは一︒

みっともない話だけれどな︒

解藤

第二次中妻根内閣の施政方針演説なんですが︑再開された国

俘藤

伊藤

認議長に代わってもどうっていうことはない︒やっぱり議長

はいかんのですか︒

藤波

そうです︒

いかん︑いかん︒

会で施政方針演説が行なわれるわけです︒施政方針演説なんていう
藤波

そうすると窟房長窟もその起草に関わるんですか︒

藤波

議長というのは大変な職ですね︒だいたいお年寄りがなって

が動かなければいかん︒

撰藤
いや︑だいたい秘書官室で書くな︒

俣藤

ものは︑閣議決定するわけでしょう︒

藤波

こういうのは︑着雪根さんが一︑おれは葭分が書く﹂とは雷わ

議事進行しているときに︑ちょっとトイレに︑というわけに

撰藤

いるじゃないですか︒
大変な仕事だ︒

ないんですか︒

藤波

し叛でも置いておくんだなQ

﹁

﹂

O

見える形でやりましたね︒

電電公麺もやったし︑たばこもやったでしょう︒これは霞に

電電公社︒

国鉄だけじゃないですね︒

国鉄の問題だけやった︒

それで行政改革の中の一︒

教育改革はできなかったんだ︒財政改革もできなかった︒

しうことですカ

中瞥根さんの三つの孜革ということでは︑三つは多過ぎると

いや︑いまでも基本的には團じだろうと思うけれどな︒

いまはそんなことはないんですか︒

あの頃はね︒

轡小伊藤伊藤 ・佐藤依藤夢
藤池藤波藤波 ・道波道波藤

原稿の下敷きはあって︑夜遅くまで赤鉛筆を舐め舐め︑中曽

藤波

でも結果的に︑屡鉄改革に絞ったじゃないですか︒

許してもらえないわけですか︒

生理環象は佳方ないんじゃないかと思いますけれど︑それは

それを清書するのは誰なんですか︒

佐遵

伊藤

濤書は秘書官窒でしようなQ
つ

根さんが書き直すわけだね︒

藤波

鐸藤中曹根さんは三つの改革をするといって︑第一が行政改革︑
これは前からの話ですね︒それから二つ自は財政改革︑これは

露と非常に深く関連している︒そして三つ匿が教育改革ですね︒だ

そうですね︒できないよな︒政治は︑ようけ閾口を広げたら

いたい先生もそういう心構えでお助けするということになるわけで
すか︒

藤波
伊藤

結果的にはそうだな︒財政改董・ができなかったというのは︑

いかん︒

藤波

間接税をやれなかったからだな︒
次の内閣に引き継いだじゃないですか︒

国対委員長で︑私はよう忘れんけれど︑毎B毎日︑原健三郎

伊藤

藤波
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串泉さんは︑何もかもやろうとしたから︒

俘藤

それをいま一〇％奮にしなければいかん︑と言っていますか

佐道

そうだなあ︒

らね︒やっぱり流れが少しずつ変わっているのかもしれませんね︒
藤波

ご一つの改革のうち︑行政馬革の問題が実現の方向になってい

中言根内閣も︑何もかもやろうとしたんだけれどな︒

伊藤
馬道

藤波

とじゃないですか︒初めから一つに絞っていたら︑それがさんざん

くわけですが︑藤波先生としては教育改革などには非常に思い入れ

でもたくさん望んで︑︸つぐらい結集としてで蹴るというこ

集中攻撃を食らって︑つぶれちゃう︒

もおありだったんじゃないですか◎

それぞれ三つについて︑ここまでやりたい︑という屡標はあっ

佑道

藤波

それもこのまえ言ったように失敗したわけだ︒斎藤諺淳を

たわけですね︒できる︑できないは劉にしてQ

門臨教審﹈事務局﹇次︺長にして︑体翻はできたんだけれど︑委員

は全部文部省推薦︑松永光︑森喜朗文部大臣推薦の連中がやったか

それぞれの担当者はそうだろうけれど︑陀閣︑党を含めた口

ら︑文部雀の中教審と︸緒の議論しか出ないな︒

藤波

証としては︑そんなに何をどうするということにはならなかったろ

そうなると思い切った改革はできないということですね︒

うな︒いちおう看板は出したけれどねQそう思うな︒

伊藤

M伊藤やはリスローガンになつちゃうんですかね︒

藤波

できない︑で毒ない︒役所の論理で動いていくからな︒

藤波

それには教育基本法の改正を初めとして︑やることはみなやろう︑

藤波

かい．ろいうなことを合ったけれど︑結局のところみんな反対だとい

命がけでやろう︑というのが関孫者の気持ちだった︒だけれども︑

そうですねQ

うからね︒言うとったら︑与党からも反当が曾てきて︑これはいか

中で議論していることは︑入学試験の改善とか校内暴力の問題とか︑

藤波

んと思った︒濫谷一夫とか河野洋平とか︑みんな反対だ︒これはい

そんなことで︑それはみんな文部雀の発想の中の話だな︒

本音としては︑いま議論毒れていますが︑教育基本法の問題

かんなと思った︒雛下さんは幹事長だろう︒竹下幹事長︑気をつけ

伊藤

佐道

なければいかんなと思って︑圏薄委員長が院内の総理の部屋に行っ

したね︒これは確かに爾白いことなんですね︒それを

でもこれだけはやらせてくれというのは︑総理としてはある

て︑門すいませんけれど︑もう間擾税やめよう︒無理だ︒大蔵省は

けとして︑いろいろなことが変わるQでも︑とうとうそれも押し切

重藤

いろいろなことを書うけれど︑できませんわ︑これは﹂と書つた︒

れなかったGあれが非常に象徴的だと思いますね︒しかしこれだけ

まで手を着けたいという意識はあったんですか︒

﹁なぜできんのだ﹂と言うから︑﹁潤の流れはしもからかみへ流れま

強力な内証でも︑できることには本当に限りがあるQやっぱり既得

んじゃないですか︒

せん偏と言ったのが︑そのときの私の言葉だ︒﹁しもからかみへ流

権益を持っている人たちの抵抗というのは必残で︑強いですからね︒

そうそう︒戦後の総決算の中で︑教育のやり閲しをやろうと︒

すというのは無理だ︒こんなことはいかん︑できん︒すんません﹂

藤波

間接税のときも︑こんなのどうだと総理が言って︑蔵畠税と

といって頭を下げた︒﹁わかった︑そうか︒しもからかみへ流れん

だ︒

強いな︒日本は宮僚主義の国だよ︒絶対にそうだ︒役人天国

つのきっか

あのときただ一つ︑九月入学を実意しょうという謡がありま

のう﹂と言った︒それで中曽根内閣では間接税が終わった︒竹下内
閣がそれを引き継いだ︒
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今度は経済問題になりますが︑白石の対日赤字が㎜九八三

■経済問題への対処
伊藤

俄道

藤波

よく謡をされる方ですか︒﹁笑わん殿下﹂というあだ名があ

受けていた︒

藤波

かなり自分で積極的な経済に対する政策を−一︒

話はする︒鰻人的にはね︒

りましたが︒

伊藤

いや︑それは言わんなQこちらから書うていくのは聞くけれ
ど︒

藤波

れで︑鮒外経済問題担嚢に湾本﹇敏夫﹈企画庁長官が就任するわけ

伊藤

﹇昭和五十八﹈年に史上最高の二一六億以上になったわけです︒そ
ですが︑河本さんはまた聖霊な派閤の領袖ですね︒この人には根当

長官が来ていろいろ交渉をするわけですが︑そういう聡題になると

むしろこちらから言うわけですか︒アメリカのリーガン財務

期待したんですか︒

あまり窟罵長寳は関係なくなるんですか︒

期待したけれど︑結局できなかったし︑思うようにはなかな

藤波

藤波

専門に任すんですね︒それぞれの立場があるからな︒通塵大

か行かんなと思った︒一番期待を集めた入だったね︒

臣とか大蔵大漁とか◎

そういうことになるわけですか︒

これはどういう政治家なんですか︒ちょっと普通の人と違う

揮藤

伊藤

先生ご自身は河本さんと個人的に接触はございましたか︒

藤波

これは室に金融の問魑ですから︑竹下さんとか河本さんとか︑

感じがしまずけれどね︒

佐道

悪くないですね︒河本さんが絵を描いて一つの方向に持って

そうだな︒

藤波

藤波

先生はそういう金融罵題などはあまり勉強なさらなかったで

おると︒

撰藤

やっぱりそういう総理の器だと思うような人なんですかO

でも将来総理になろうと思うと︑経済問題︑財敬懇題も⁝︒

いこうということには︑なかなかならなったな︒ならなかったから︑

そう思っていた︒

伊藤

いや︑総理になるというのは︑本入が決めていなかったんだ︒

すか︒

あれは三木さんの後継者ですよね︒

藤波

そのつもりなし︑ですか︒だって︑宮房長官の部屋から十年

よかったんだ︒それができたら河本港閣だ︒

そうです︒

轡藤

佐道

どね︒

わからなかったな︒

なんで三木派かな︑と思ったんですが︒

なんであの人が後継者になるのか︑よくわからなかったんですけれ

藤波

て見えてくるかな︑という意識はなかったですか︒

佐道

藤波

若くして蜜房長官になられたわけですから︑将来の目標とし

それは竹下が言うたんだ︒

ということじゃないですか︒

それぞれ専門がおったからな︒河本さんの謡を闘いてやって

でも三木さんとはずいぶん違った感じだと思いますけれど︒

藤波

ほかの政治家とちょっと違うという感じは受けておられまし

部分的なつながりがなければしょうがないなと思っていた︒例えば

う〜ん︑なかなかうまいこと行かん︑という感じだったね︒
滋藤

伊藤伊藤餌
藤波藤波藤
たか︒
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アメリカの輸出が落ちた︒日本でもっとアメリカのものを使おうと

ですね︒いまもそうですね︒そうすると霞閣全体がめざしたい方向

流れから行くと︑この農産物というのはかなり大きな壁になるわけ

て︑山村農林大臣が農塵物市場をあけないという立場で交渉すると︑

は自由化ですが︑農産物交渉がネックになる︒それでアメリカに行っ

か︑外囲のものを使おうということを︑総理にテレビで書ってくだ
さいという話をしたり︑効果につながる方法はいろいろ考えたけれ
ど︑そのほかに何かやろうということはないな︒責任者がそれぞれ

ろいろ腿志する人たちがあるわけですね︒そうすると︑政府︑官邸

逢まない︒これは一農林雀だけではなくて︑後ろに自民党とか︑い

繁藤

としては︑いろいろな調整をして︑どこまでだったらできるかとか︑

おったからな︒

もお話がありましたが︑﹃ふじなみレポi卦﹂﹇昭和五十九庫四欝﹈

いろいろなことをおやりになるんだろうと思うんですが︑まさに官

このときに田部農時物交渉も焦点になっていましたね︒前回

には︑訪米中の由村義甲騒農林大臣と何度も連絡をとったとい

窓口になって︑行くときには話をするだけはしているからね︒

邸では︑藤波先生︑欝虜長軸が調整役になるわけですねQ
藤波

うことが書いてありますが︑珂かご記憶がありますか︒
※﹁臼米農産物交渉は大変ご心配をかけました︒三重県は果樹︑畜産

その相談ができているから︑あとは径せる︑ということですね︒

どこに行って︑どう言って︑それでもノーと言ったら帰ってくると
佐道

そうそう︒

の農家が多く︑﹃藤波がいるのにどうだ臨という結果になっては申

藤波

かなりアメリカ側の要求は強かったと思うんですが︒

か︑行くときにだいたい相談して行っているから︒

轡藤

強かったと思うね︒山村さんだな︑農林大臣は︒﹁由村新治

郎から電詰です︑農林大臣から電謡です﹂というのを何度もとった

するとそれをどうするんですか︒

そうそう︒﹁こうしますが︑いいですか﹂という話だな︒

﹁どうしょうか﹂と書ってくるんですか︒

いかん︒外務省は外務省で︑ちゃんと駐米大使館の大湾漂﹇良雄﹈

藤波

は︑もうちょっとなんとかしてくださいと言ってくると思うんですが︒

佐道

のは覚えがあるわ︒

いや︑圧せる︒

さんの下に外務雀から行ったやつがおるので︑役所の方針を決めて

そうそう︒それでもそんなことはみんな番地で謡さなければ

農林雀はなかなかイエスとは書わない︒だけど外務省なんか

任された方もたまらないですね︵笑い︶︒

おるわけだ︒農林雀から行っているやつもおるし︒えらい絹かれたな︒

内閣の立場というのがございますね︒例えばアメリカとの関
るわけですから︑ できれば開放して畠由化の方向がいい︒そういう

係は良好にして いこう︒曝本の市場が閉鎖的であるとか言われてい

依道

ているけれど︑ いまの役人は自分のことばかりだな︒

あの頃は役人がしっかりしていたからね︒いまもしっかりし

波藍隈藤波藤波

藤波

し訳ないと思い︑︑心をくだきました︒顧越しの政治決着を避け︑農
林水産省の事務協議を積み上げました︒訪米中の由村農相と連絡を
とって激励︑侮度も交渉申断の末︑米国の当初の要求からはずっと
譲って決藩をみました︒更に農政を充実し︑農家が犠牲にならない
ように最善の努力をいたします﹂︵﹁ふじなみレポート﹂第八五号

始終電語がかかってきたのを覚えているな︒

﹁新緑の季飾へ﹂紹和五十九年四二︶︒

藤伊藤惨｝藤撰藤
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糟日中関係︑中曽根氏と中国首脳の関係など

伊藤

彼は大平さんのブレーンですね︒彼が昔の金学連の委員長だっ

たというのはご存知だったでしょう︒
知っていました︒

側にもカウンターパートがあって︑相互に政府ではできないいろい

藤波

伊藤

ろな話をして︑お互いに友好な交流をしていこうという仕組みは︑

B中友好二十︸世紀委員会のように︑斑聞人が入って︑中国

根と会談をするわけですが︑このとき円借款も決めてきますね︒こ

どなたかアイデアを出された方がいらっしゃるんですか︒香山さん

佐道

ういう中善根訪中のときは︑藤波さんはついて行くわけではないん

とかがアイデアを出されたんですか︒

華墨丑ナ九年三月に中曽根さんが中圏に行かれて︑趙紫白首

ですか︒

ごく薗然に︑掛人でその仕事に嶺たるのではなくて︑グルー
伊藤

藤波

︑て行くわけですか︒
やっぱり官務副長官がつも

くて︑いろいろな形であるわけですね︒

初めの一奪︑副長官の時は行ったけれど︑官房長官になって

うん︑ついて行く︒

藤波

藤波

窟罵長官は残るんですね︒

てかな︒凱小平というのは電導根内閣の頃︑何をしていたのかな︒

プで墨たる︒群れて当たるというのがだいたい方針だったのかな︒

留守舞台のボスになるわけですね︒

追放されていたのかな︒

からは留守番だ︒官房翻長官で中国に行ったのは山崎拓だったかな︒

そう︒

佐道

ているというふうに雪口われていましたね︒

追放ではなくて︑鶴耀邦さんと趙引揚さんという若乎がやっ

あるわけです︒郵小平とはあまり鵜係がなかったな︒どうし

そういう形のお互いの交流というのは︑別に中国だけではな

でもやっぱり︑中蕾根さんは向こうに行って︑どういうふう

にするとか ︑こういうふうにするとか︑そういうことはあらかじめ

小池

忠雄さんが座長になりますが︑こういうことには先生は何かご関係

伊藤

藤波

このときに﹁B中友好二十一働紀委員会﹂が発足して︑石川

そうです︒

藤波

腿係を築いて︑ということを言われていました︒

俄道

それでいいと思っていたんだろう︒向こうがねσ

案質上のトップという形でしたねQ

あまり表には鐵ない︒申曽根さんは越耀邦さんとすごくいい

がありますか︒

気も合ったし︑将来的にこの人がいいんじゃないかと思って

委員会は︑叢雲さんを中心に乱発したんだな︒学習院の専務

轡藤

主に私だね︒官社長官だ︒

誰との連絡役ですか︒

伊藤

小池

藤波

そういう意味ではね︒

中置根さんの期待は外れちゃったんですね︒

趙紫陽は天安門で駄目になりました︒

北京事件で駄目になったのか︒

おられたんでしょうけれど︑権力闘争で負けてしまった︒

藤波

香山氏は先生とはかなり密接な関係があったんですか︒

藤波

香山さん︶香由健一が連絡役だった︒

鎚藤

早ぐからありましたね︒大平内閣のときから︒

理事をしておった︵佐道

藤波

伊藤

郵小平は国家最高責便者と凸一蒲われて︑主庸ではないんですが︑

打ち合わせをして行くわけでしょう︒

餌藤醗平藤掻
藤波藤松波籐
藤波
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伊藤

藤波

昭和五十九年ですから︒

十月の末︑私が官房長官かな︒後藤沼さんではないか︒

いまも江沢民の関係で言えば關じですね︒温家宝や胡錦濤が
小池

小油
轡藤

首相が暗殺されるということがありますが︑北朝鮮とは関係ないで

いますけれど︑いま闘争していますね︒

りますね︒これは僕︑ちょっと調べてくるの忘れたんですが︑八四

すね︒

これはちょっと調べておきましょう︒

いや︑あんまむないな︒

躍和五十九年十月三十一臼にはインざのインディラ・ガンジ⁝

奪十月三十一日に﹁対載朝鮮措置に関する内観官房長官談話﹂とい

揮藤

何を言っているのか︑いっぺん調べてみてください︒

このとき︑朝鮮単襲もちょっと不安定だし︑北朝鮮問題もあ

うのがあるんですね︒北朝鮮がこの年の一月に前世及び韓国との三

藤波

藤波
もちろん︑北との接点はないわけですか︒

それで全斗燥大統領が来日しますが︑国賓としてくるわけで

麹全斗換大統領の来日と三韓関係

※第十霞を参照︒

者会談を擾案ずるということがありまして︑それがどうなったのか
よくわかりませんが︑先生︑ご在任中に朝鮮首題はどうでしたか︒

解藤

ない︑ない︒曜祁五十九年︑そのころ何かあったかな︒官邸

何かご記憶はございますか︒

藤波

伊藤

すから︑天皇に拝謁ということがありますねQそのときに天皇がど

はない︒

膝撃

ういうことを言われるか︑いわゆるお言葉問題ですが︑これは官携

官房長官談話が出るぐらいだから︑何かあったに違いないん

ですが︒この官鰐長官談謡というのは︑総理大臣談謡とは多少ラン

莱問題でだいぶ先生ご各区もご苦労怠さったんじゃ

を調べる﹈︒九月に全斗換大統領が日本に来ているということがあ

なり慰介な問題ではなかったか︑ という気がするんですが︒もし思

地統治のことをどういうふうに表脅するか︑ とかですね︒これはか

ないかと思うんですが︑ ご記憶のことはございますか︒例えば植艮

天皇のお言

うん︑外務雀ですね︒

窟内庁の意見というのはあまりないわけですか︒

いや︑儀典課は儀式をやっているだけだ︒外務省ですね︒

あと富内庁儀興課ですか︒

外務省と官邸とーー︒

外務省ですね︒中心は外務省だ︒

どういうところと相談するんですか︒

撰藤伊藤小伊藤伊藤
藤波藤波池藤波藤波
るけれど︒

何があったかな﹇八四隼十月の官房長窟談話のあたりの年表

そうでしょうな︒

x

関孫あるね︒

長官は蕗常に関わるんじゃないでしょうか︒

舞常に違うでしょうね︒官房長官談詣は︑ちょっと退いて︑

クが違うんですか︒

藤波

官樗長密談謡というのも閣議で決めるんですかα

しかし内部はそうだよ︑ということでしょうな◎
伊藤

いやあ︒癸表してやるんだろうな︒

そのへんになるんですかね︒

誰が実際には書くことにな吟ますか︒外務雀から来た秘書窟

ええ︑とりますね︒官房長官談話は︹鰻議了解は﹈ないな︒

総理大臣談話は︑一応閣議の了解を取るんでしょう︒

伊藤と齢藤伊藤
藤波か藤波藤波
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れなりの期待とかが伝達されるということはないんですか︒
藤波

い出されましたら︑お願いいたします︒
はい︒

寄接にはないな︒

日本の新聞社の幹部などが申に入るということはあるけれど︑

藤波

それで中曹根さんの﹁日記﹂には︑﹁天皇のお書葉を外務次

外交ルートはありませんか︒

伊藤
平松

十

外交のルートは︑朝鮮から弼があるということはないな︒誰

官と協議して来た﹂と書いてあるんですね﹇滞日五十九年八月一

藤波

六三八頁︺︒だから外務大駆のブー3⁝

七日

がこんなことを言っているというような誕だけだ︒

﹃中曽根内鰻更﹄資麟編

フィングがあって︑だいたい中善橿さんの意見で︑侮かやったのか

撰藤

というのも来るんじゃないですか︒
ヨ本の外務省からね︒

外務省を通じて︑ですね︒

そう︑日本の外務省を通じて︑だ︒

ない︑ない︒

官邸に直接ということはないと思いますけれど︒

F

韓醐測から︑こういうふうに言口ってもらわないと困るんだ︑

な︑という気がするんですが︒

面白いのは︑﹁上御一人の御意思伺う要あり︒宮内庁︑外務省は
一貫して対韓遺憾の意表明に消極︒右翼の反癸を過ると﹂︒ちょっ
と態味がわからないんですが︑門米︑中毒と閑円したが︑併合条約
は劉との意見の様だ﹂︒要するに対米戦争︑それから中圏とは開戦
事実上の戦争ですね︒

していないんだけれど一1︑開戦したのか︒
佑道

窟がどこまでどういうふうに介入するのかちょっとわかりません︒

官房長

帝の仕事は孫の天皇の仕事と一体だ︑故に墨統連綿という︑と言っ

この場合は申曹根さんが⁝︒

これはかなり調整が厄介な問題だったと思いますが︑

ておいたが︑敗戦を終戦と偽称した窟僚の狡知か︑又は御一人の意

藤波

開戦したんだ︒併合条約は戦争の平和条約とは燐だ︒﹁明治

か︑明にする要あり︒勾︒註及び郡小平には遺憾を辞に用いている︒

かやれなかったというのと間じで︑戦後嫁取の総決算というなら︑

メインです︒外務省の担当の周長と事務次官だ︒

ですね︒だいたい外務次蜜との協議がメインなんですかね︒

彦﹈長官︵俵道

まにして思うとそうだな︒特に戦争責侵の問題はそうだな︒

な︒そういう気がするな︒あのときに天皇の発警がどうだとか︑い

あれから十五年も二十年も経っているからそう思うので︑結果論だ

きり言えばよかったと思うけれどね︒いまにして思うと︑そうだ︒

いろいろなことをやろうと思ったけれど︑結局国鉄の改革し

天嘉の反応は︑訪Bにつき反対を押してくる全政権の命運に関す︒

第二次世界大戦というのは何であったのか︑ということをもっとはっ

藤波

さらに瀬墓門龍三︺さんを呼んで意見を聞いているんですね︒

韓蟹も非常に政界が不安定で︑これとどういうふうにつき合

偶藤

段藤

うかというのは非常に厄介な問題だと思うんですね︒宮房長宮とし

一部修正して承諾する﹂︒先方とい

︐

遺憾の言葉が入っていたので︑

そうそう︒そういう立場だな︒

ては︑韓圏の在羅大使との接点はどうなんですか︒それは外務省の
藤波

うのはどこのことを言っているのかわかりませんが︑網手国という
こういうときは︑非公式なチャネルを通じて︑韓園側からそ

問題であって︑官房長官直接の問題ではないですか︒

﹁雷雛長官を公邸に呼び︑天皇のお書葉問題を協議︒先方の原案に

富内庁長官︶を呼ぶ﹂ということを書いているん

それは日本の命運︑田韓の将来に重大な影響をもつ︒墾ヨ蜜田﹇朝

轡藤

勝藤伊藤伊藤
藤波藤波藤波

ことはないと思いますので︑塁壁庁なのかな︒

有馬
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伊藤

誰だろうな︒

それは潔いてみればわかる︒そういうのは︑幹事役は誰がや

伊藤
るんですか︒

藤波

藤波さんは︑ひょいと撮て行けばいいということですかQ

しかし外務大臣の代理をやっている場合には︑そんなことは

書っていられないですね︒

藤波
伊藤

そういう会だった︒私は一人︑体制の中から来とるよという

だけど︑全体的にそうだな︒具体的に首相官邸が突っ込むと

いかん︑という感じがあったからな︒外交は外務省︑という建前で
藤波

ために︑総理大駆が私を気楽に使ったんだと思うな︒後藤田さんは

来たな︒

儲藤

よう使わなかった︒それは中蕾根康弘より上だからな︒

伊藤

藤波

そうすると︑どこで会っているんですかね︒外で会っている

そんなに来てないな︒

人も言わんし︑後藤畷さんもそんなことを雷うわけがないけれど︑

藤波

やりにくかったんでしょう︒

いまの話もそうなんですが︑韓馳駆題になってくると︑瀬島

さんが必ず中下根さんのB記に出てくるんですね︒瀬島さんはしょっ

揮藤

んですかね︒

やりにくかっただろうな︑と愚うよ︒

そうですね︒なにか自分より年上の人を密房長官にしたので︑

ちゅう官邸に来られていたんでしょうか︒

藤波肩にいっぺんつつぐらい︑東条会館で︑あのときに瀬島さん

伊藤

際金融では︑なんとかいうのがおったな︑大蔵省の局長をしておっ

藤波

揮藤

そう︑総理と私が出る会合があったな︒いま思い出した︒醒

偲かそういう定期的な会合があるんですか︒

伊藤

務雀の先輩ですからね︒

佐道

れど︵笑い︶︒

後藤田さんは全然気にしなかったとおっしゃっていましたけ

やりにくかったと思うよ︒そんなことは書うとらんしな︒本

は来ていたかな︒外務省だな︒

た︒それから外務雀はどこの大使をしたか︑フランスの大使だった

からね︒瀬島さんとはそういう会合で会うぐらいのものですか︒そ

佐道

・甲山だ︒中豊賀博が毎灘ぐらい来ていた︒それから︑大蔵雀

中山賀博さんですか︒

藤波

れとも鰯人的にもお会いになったりするような閤梅ですか︒

そうだ︑内務省の先輩というのははるかに権威がある存荘だ

そんなことはないでしょうね︒ただ年上だけではなくて︑瞬

か︑なんとかいう人がおったな︒そのときに瀬島さんがおったな︒
藤波

中雪根内閣が出発するときもずっとそうだし︑鈴木内閣の行管庁長

伊藤

藤波

伊藤

それで中蕾根さんの番頭さんとしての藤波さんともかなりご

そうそヶ︒

やはり中碧根さんとは非常に密着した関係ですか︒

官以来︑特に突っ込んだ間柄だったな︒

それは行政改革以来︑土光︹敏夫扁さんの番頭役を務めて︑

のOBだ︒あの会合ぱまだ外に畠ていないな︒

ついていない︒ 名前をつけたら外に出るんだ︒

懇意であったと考えていいわけですか︒

弼か名前が付いているんですか︑何々会とか︑弼B会とか︑

大蔵雀OBも︑申山賀博さんと岡じぐらいの年次の方ですか︒

木曜会とか︒

解藤

そうそう︒平私研で亡くなったのは誰だ︒

藤波

藤波

その平和研の人は大蔵の人ですかQ

な︒

瀬島さんは懇意ですけれど︑異体的に言えばそういうことだ
大蔵だな︒

藤伊藤佐
波藤波道
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藤波

伊藤

要点をまとめるわけですか︒

あの人は妙な能力だな︒﹁一つ侮々︑二つ華々︑三つ連々︑四つ門々篇

偶藤

まとめる︒そのまとめ方が上手でね︒

と︑五つでなしに四つだな︒

藤波

それはやっぱり頭がいいということですね︒

いや︑綱人的にも尊敬している︒物事を整理するのはいい︑

いわゆる賎人醜な盟係にはならないですか︒

ないですか︒

轡藤

うことはない︒

藤波

伊藤

藤波

でも頼まれるということはあるんじゃないですか︒

なかった︒

うことはそんなに多くなかったわけですか︒

佐道

あっても︑それは個人的なことだな︒あっても︑どうってい

官房長富時代は︑社会覚の人に特に頼むとか︑接触するとい

伊藤
頭がいいということだ︒

大きな力だった︒

藤波

このころ社会党は勲章はどうだったか知りませんが︑勲章を

それはあるでしょうな︒

機密費の謡だ︒

きにちょっとご挨拶とか言って一⁝︒

くれとか︑そういう詣はもちろんあるんでしょうし︒外国に行くと

伊藤

政治的にというよりも欄人的にいろいろ頼み事があるんじゃ

藤波

いま社属党はちっぽけな政党になって︑もう消滅するんじゃ

■社会党幹部等との関係
醗藤

ないかと書われていますが︑この八○隼代はまだ社会党は議会の中
藤波

ただ若干︑昭和五十九年に社会党は護衛隊の違憲合法論とい

で大まなカでしたね︒

伊藤

う︑なんだか訳のわからない議論をしたわけで︑党内でガチャガチャ

もめていた時期です︒そういう社会党と官虜長官というのは︑全然

まあ︑そうですね︒
それも自然に︒
畠然の流れで︒

社会党と外孫ということで言うと︑全斗燥大統領が九月の最

さんが北朝鮮に行って︑金日成と会っているんですね︒そ

初に来日されるんですが︑ 九月二十睡に社会党委員長だった石橋
﹇政嗣﹈

んですねQこれが先ほどの官房長話談詣と何か関係があるのかな︑

れで金霞成が戴日関係を改善したいというようなことを雷っている

藤波

という気もするんですが︒被会党はよく北朝鮮に行ったりすること

関係ないものですか︒

を通じての関係が深かったな︒

がありましたが︑こういう社会党の動きは⁝⁝︒

藤波

伊藤

うん︑そ．う思うけれどな︒

いい政治家ですか︒

は石橋ですか︒石橋というのはいい政治家だったのにな︒

個人的に語ができるという社会党の幹部というのは︑先生に

ぽ藤

鶴門男﹈さんとか︒縫会党の圏対委員長だからね︒ほとんど毎日ぐ

藤波

それは知らんな︒そのときに蔵に行ったのは知らんな︒団長

藤波

らい一緒に飯を食っていた︒・

あとで圏対委員長になってから接点があったと思いますが︑

それは国附委員長のときにしっかり伺いたいと思います︒

国対委員長になってからは︑よく行ったな︒大月俊とか由口

はおりましたか︒

関係はないわけはないけれど︑窟民党国対︑与党屡穀委員長

佐伊佐蚕纏
道藤道藤波
儲藤

揮藤

23フ

〜
2003隼7月2日：
＝n＝LLL一

撹

馬鹿な︑国会議員みたいな︑つまらんことをやるな﹂と回った︒

んだ︑﹁代議士なんかやめろ︒輝ける総評の笹身周長をやっていて︑

はあんたが⁝番皐い﹂と奥さんが言ったQそうだ︑官等副長官のと

そうそう︒

でもやられたんですね︒

人柄とか︑そういうことがわかるほどには︑まだこの時点では接触
藤波
もっと後ですね︒

平松

きだ︒そこで窟塚門三夫﹈が出たんだ︒それで私は雷塚に反対した

揮藤

書記長をして死んだのは誰だ︒河野洋平さんの選挙籔で︑社

はないんでしょう︒

藤波

そういうことを言えるような間梱なんですか︒

たのはその人と︑楠網實の二人だ︒佐藤内閣の秘書官をしていた︒

伊藤

専売ですか︒

弼回も韓翻も鹿泥島に行って︑鹿児島で衆議院をやるつもりだった︒

会党の書記長をして︑宇都宮に行って帰ってきて︑風邪を引いて死
伊藤

そう︒社会党の書記長をしていて︑何か知らんけれど︑あの

それは何でも言える︒圏会議員に﹇なることに私が﹈反対し

藤波

﹁やめろ︑やめろ︑こんなつまらんことをやるのはやめろ︒楠田實

藤波

噴国会が止まったんだ︒それで︑﹁すまんけど頼むわ﹂といって頼

の名前が泣く﹂と

んだ︒平林剛だ︒

みに行って︑門動かしてくれたら︑わしは黙つとるで︑大出君によ

の二人がわしの立候補に反対する﹂と言った︒ついに国会議員には

ならなかったね︒文藝春秋の講師が連れて行くものだから︑面白い

蒼つたQそうしたら︑讐柵戸正篤さんと藤波孝生

う頼め扁と言ったのかな︒国薄委貴長になってからかな︒

攣藤

ものだから人が集まってくるんだね︒そうすると自分に人気がある

そうですね︑仕事としては国対委員長ですね︒議会が止まっ

て︑なんとか動かそうというのは隅薄委員長の仕事ですね︒

勘違いされたわけですか︒

と思うんだ︒

佐道

うん︒絶最あんなのは連れてったらいかん︑と言ったのを覚

あれはよう忘れんな︒風邪を引いて︑社会党の応援に宇都宮

の方に行って︑帰ってきて︑京浜の大学病院に入院して︑その晩に

藤波

藤波

死んだんだ﹇←昭和五十八年二月九B﹈︒あれは﹇私が﹈副長官の

えているな︒それと︑富塚が国会議員になるということに反対したQ

なんで忌避氏を知っているんですか︒

ときか︒

揮藤

先生は前から国対をやっていて最後は蟹繋委員長ですから︑

櫻藤

テレビ朝日が伸を持ったのかな︑冨塚さんと月にいっぺんず
俊道

以来︑ずっと続いている︒

置型大臣以来ですか︒

つぐらい晩飯を食っていたな︒五︑愚者だ︒

藤波
一杯

そのあいだも︑副長官兼︑あるいは罵言長官兼国対委員長みたいな
官房副長官のときだな︒新聞記者が十一時頃来ていて︑

立場ですね︒だからいつのことかわからなくなる◎
藤波

飲んで︑ウィスキイをぐっと飲んだ︒そうだ︑九段の宿舎だったか
窟房長官のときはたしか窟邸に移られたとおっしゃっていま

ら︑富邸に行く龍だな︒

掛藤

誰かが㎜︐難っていますか？﹂というから︑﹁なんだ？﹂と言っ

したよ︒

藤波

允ら︑﹁亡くなりましたよ﹂というので︑飛んで行ったら︑﹁来たの

がらいろいろな陳情書を持っていっても何もならんので︑ やめろ︑

私がリクルートにやられて︑最高裁覇駈に弁護士と根談しな

いま欝塚さんの話を聞きたいと思っているんですよ︒

面自い︑孫四白いQ元気だ︒

窟塚というのは面白い人ですか︒

藤後藤掛藤
波藤波藤波
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やめうと言った︒騒ぎが大きくなるだけだ︒だけど︑最後までとに
かくわしはやると雷って︑窟塚さんが労鋤醜体の代表をやった連中

伊藤

このときの連立の動奏と︑このあとに起こってくる二階堂

﹇進﹈擁立間題︑このときも畏社が動くわけですから︑どういう関

連になるのかな︑と思うんですが︒

十五人ぐらいですか︶十五︑六入かな︑

の︑歳とったのを︵平松

民社も公墾も動くからね︒

いろいろな情報を通じて︑工学キャッチしておられるわけでしょう︒

藤波

そうそう︑一応はね︒

連名で︑﹁藤波さんは日本の国のために大事な露なのでちゃんと見
それは知らなかった︒

藤波

やはり情報が一番集まるのは官房長官のあたりですか︒

そうですね︒そういう政界の動きは︑下露記者を通じてなり︑

伊藤

たしかに先生の忠告された彫り︑国会議員になられてからの

伊藤

そうでしょうな︒すぐ忘れちゃうけれどな︒

伊藤

佐道

藤波

忘れちゃうんですか︒自然に流れて︑そのまま墨て行っちゃ

てくれ﹂という話を最高裁まで出したんだ︒

窟塚さんは︑残念ながらちょっと精彩がないですね︒

醗藤

な状況の・甲で︑民社党の佐々木委員長あたりとのパイプはなかった

うんです︒先生はこのとき昆社党との連合云々という藷が出るよう

よっては最終的に統合ということが当時から話題になっていたと思

たはずなんですね︒ですから民社党と自畏党の連立ないし︑場合に

自由クラブと嗣時に︑民社党も連立を組むかという話がたしかあっ

うことなんですが︑そもそも第二次中曽根内閣ができるときに︑新

髭署する︒民社党の中も葬常に複雑ですから︑もめてもめて︑とい

木﹇良侮﹈委員長が自署党との連合を検討するというようなことを

伊藤

藤波

そこが中心になっていくからね︒

藤波

揮藤

藤波

誰にとって面倒なんですか︒

この経緯はどういうことなんですか︒

伊藤

党にとって︒

のつもりにならなかったら︑醗総裁というのは本当に薩倒だからな︒

藤波

なつちゃう︒

なつちゃうということですか︒

撰藤

たしかにこれは目玉になるわけですね︒

だげど二雲叢さんは当時︑副総裁に詣名されているんですね︒

あれは一つの︑二階賞擁立の流れになっていくねQ

うんですか︵笑い︶︒

んですか︒

幹藤

副総裁というのはそれほどのポストということになるわけで

顯臼民・民社連立の動きと二階堂浅擁立問題

藤波

佐道

そうだな︒社会党は被会党なんですが︑嚢時の民社党の昏々

ヨ一幸︒塚本﹇三郎﹈とか大内﹇瞥伍﹈はあとだからね︒春日留置

すか︒

藤波

伊藤

連立派というほどのことはないけれど︒そんなに重きを置か

春心さんも連立派なんですか︒

佐道

伊藤

藤波

そうですね︑実際には︒

だけど︑副総裁で総裁になった入はいないんじゃないかな︒

序列からいけば︑幹事長より上だからな︒

要するに総裁のほかに劇総裁がいたら︑そこが〜つの霞玉に

一つ機鷲ができると︑人が増えて︑危ないな︒

それは党の問題だ︒六さんの推薦かな︒違うか︒幹事長がそ

さんは一所懸命やっていたな︒

β曽

パイプというか︑ようけ知っておったけれどね︒名古屋の春

2003年7月2日

なかったんじゃないかな︒
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でも党に︑ということでいえば︑大きな慧味があるよ︒
副総裁がH柵かの事柄に反対だといえぱなかなかうまく行かな

藤波さんは中墨根さんのことをなんと言うんですか︒
﹁総理︑総理﹂という︒

総理以前から︑ということはないですね︒

以前からということはない︒以前は﹁会長﹂と言っていたQ

総理を降りてからも︑やっぱり﹁総理﹂ですか︒

例えば宮灘﹇知雄﹈さんは私のことを﹁大謹﹂というだろう︒

極量
うん︒

幹事長が動きにくくなるんですね︒

ますね︒﹁結腿︑私にとっては長官だった﹂という説明をされます

平松

仕えた方はそうですねQ官邸におられた方は﹁長螺﹂といい

呼び方というのはなかなか難しいですね︒どうしましょうか︒

いました︒

︵終了︶
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藤波
伊藤

もっと大きい力があると思うな︒例えばいま︑あんなに総務

いという︑それぐらいの力ですか︒

藤波
会でぐずぐず言うんだったら︑野中﹇広務﹈さんを農民覚の副総裁
にしたらどうだ︑という誌があるな︒そうしたら︑やっぱり幹事長

藤波

幹事長がQKと言わなければ爾総裁はできないんですか︒

ね︒

労働省の役人はみな︑私が労働大臣をしたから﹁大臣﹂という︒

佐道
そう恐うな︒

解藤

思うけれど︒ ﹁中藍根が︑中曲圏根が﹂と言う︒

と言って︑ 中曹根さんのことを﹁きみ﹂と書える唯一の人だろうと

対しては︑ 中曽根派に由中貞躍というのがおるから︒﹁きみ︑きみ﹂

はじめは二階堂が幹事長をしていたんだ︒もともと二階堂に

幹事長だから︑ですか︒

うん︑六さんだと思うな︒

s

※窟川氏は藤波氏が労働大臣のときに大臣官房秘書課長であった︒

藤波

このときに中曽根内観に灘総裁を置くことの意味は何なんで
党内引き締めだ︒そうだ︒

伊藤
藤波

たしかに二階堂さんは第二次内閣の発足のときに︑闘中﹇角

西晦を過ぎましたので︑ここで切りますか︒どうもありがとうござ

が嗣るな︒だからそうしないわ︒

藤伊藤伊藤炉
波藤波藤波藤

すか︒やっぱり田中﹇角栄﹈さんを取り込むということですか︒

揮藤

栄﹈の影響力を排除するというあの会合には出ているはずなんです
ね︒だからある意味では反田中︑瞭中さんからちょっと疑われてい
るようなところがあってAそれを敢り込んだのかな︑と僕は思った
んですけれどね︒

いや︑党内バランスだね︒

殴申六助さんではないかというのが先生のお考えですねQ

実燦︑誰がどうやって推進したのかというのはわからないけ

藤伊藤れPt藤
波藤波ど藤波

藤波孝生

第10回

日時：2003年8月5日
14：00・va6：00

於：政策研究院政策研究プ隣ジェクトセンター

〔インタビュア・…〕（肩書きはインタビューの時点）

伊藤

有馬

隆（政策研究大学院大学教授）

学仇州大学教授）

小池聖一（広島大掌助教授）
佐道明広（元政策研究火学院火学助教授）

武田知己微策研究大学院大学特鋼研究員）

川越美穂僚禦火学穴学院博士課程〉
平松大輔（藤波孝生氏秘書）
記録者：丹羽清隆

●

前回︑靖国参拝のお謡がございましたが︑調べてみましたら︑

膿官房長官と国会運営
撰藤

昭和五十九年にたくさんの韻僚の方がそれぞれ参拝されています︒
中蓉根さんも行かれていますが︑﹁公式参拝﹂とは言っていないん
ですね︒そのときに︑窟房長官だった藤波さんが︑B本遺族会の青

長官はこういうとまはお留守番だそうですがら︑行かれなかったの

だと思います︒中曽根さんのパキスタン・インド訪問について何か
藤波

それでは︑前にもちょっと触れましたロンドン・サミットは︑

あ吟ません︒

ご記憶はございますか︒

伊藤

やはり留守番だったと思いますが︑藤波先生として︑ご記癒のこと
藤波

それでは先に行きます︒﹁ふじなみレポート篇﹇第八十七暑

ないですな︒

はございますか︒

伊藤

﹁暑い季節扁昭和五十九年六摺﹈ですが︑中善根内閣は支持率が高

少年部の人たちが悲願断食をしているのを説得なさった︒ちょうど
その時期は︑﹁閣僚の靖匿神桂参拝問題に関する懇談会﹂を始めて

かったんですね︒五〇％を超えている︒ところが三会運営が非常に

偶藤

藤波

そうです︒躍会運営ですから︑国対委員長の仕事ですね︒小

主には霞離委員長がやるということですね︒

匿紺委員長と連絡をとる役農ですね︒

国会が開かれているときは︑藤波官建長窟は何をなさってい

内閣全体のことについて︑総理大本を補佐して︑国会に臨む

藤波

伊藤

そうですが︒でも実際にそれをやるのは国対委員長というこ

それは大変なことですな︒

抽象的にはそういうことですね︒

藤波

まあ︑そうなるわけですけれどね︒国会を大箏にするという

とになりますねQ

解藤

ということですね︒

藤波

るわけですか︒

遠藤

此木﹇彦三郎﹈さんとか江藤隆美とか﹇が圏対委員長﹈ですね︒

藤波

何か役罰があるんでしょうか︒

とですが︑直会運営ということになりますと︑官房長官というのは

重要法案をいっぱい出して︑厳しい国会運営を強いられたというこ

厳しいと書かれています︒さまざまな敗革を掲げた中曽根内閣は︑

いた時期で︑その結論が出て︑翌隼中曽根さんが公式参拝をなさる
ということでしたQ

それからもう一つ︑﹁官房長富談誕﹂は︑例のラングーン事件で
北朝鮮に対する綴裁をしていたわけですが︑ちょうど一年経ったと
いうことで︑その制裁を解除しようという問題でした︒朝鮮半島問
題についての状況が少し変わってきていて︑いろいろ意見があった
んですが︑とにかくその制裁を解除しようということで︑内閣で協
議をして︑宮房長官談詣という形で︑翌年の一座一日から﹇制裁解
除を﹈行なうということを表聡されたもののようです︒たぶん︑藤
波さんご自身が中心的な言語を果たしたということではなく︑﹁︑官

罵長官談話﹂という形でそれを出すということであったので︑あま
りこ記億がないのだろうと思いました︒なにかそれで思い出される
何もないです︒

ことがございましたら︑付け加えていただきたいと思います︒
藤波

それでは︑前面窟房長官時代のお話を穿ったんですが︑引き
一九八四︵曜和

儲藤

続き嘉事長官としてのお話を伺おうかと思います︒

五十九︶奪四月に︑中曽根さんはパキスタン・インドを訪問します︒

インドでは議会で演説もされるんですが︑この前のお舐では︑窟房
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中曽根内懸は圏会を尊重しないじゃないかということでいじ

意味で︑政府の︑そして官募長官の姿勢ですね︒

偶藤

伊藤

そうですねQ

ちょっとしたことで支持率は上がったり下がったりしますね︒

国会運営ということになると国対委翼長が中心だから︑官房

藤波
鯵藤

長官としては︑それと連絡をとるぐらいの謡ですかね︒

められていますね︒
そうですね︒

藤波

総理大臣的な総理大臣と︑大統領的な総理大臣とがあって︑

窟虜長宮もひな壇に並んでいるわけでしょう︒

ありますね︒

官業長官に対する質問というのもあるんですか︒

心配しているよということを菅量にして政治をやっていくというよ

が多くて︑魍会の意見で︑ご注進︑ご注進で魍会はこういうことを

誉根さんもいまの小泉さんもそうだけれど︑上から下へという感じ

﹇中曽根総理は扁大統領的でしたからな︒大統領的というのは︑中

どういう場合ですか︒

を行く︑というのが大統頒的だと言われていました︒そういうこと

りも︑何をグズグズ言っているんだということで︑おれはおれの道

内閣がどのように臨むかということで︑ よく質懇を受けることがあ

からいうと︑麗会運営というのは大事だったと思いますね︒小此木

さんという入がいて︑中善根内閣はやれたんだと思います︒絶対そ
揮藤

でも翻僚の中ではあまり質問を受けることは多ぐはないわけ

わけでしょう︒

葛藤
藤波

いるわけです︒翻係法案があるんでね︒

うだと悪うな︒

圏会を軽視しているんじゃないかとか︑大統領的だと思っていい撫

藤波

官房長官の関係法案というのはありますか︒

つまらん語ですが︑ひな壇に並んで︑本会議の晴は必ずいる

減になっているんじゃないかという︑中唐根内観に対する声があり

伊藤

多くはないですね︒具体的には各大臣になりますから︒ただ︑

ましたから︑そういう中で︑国会を大事にしているんだ︑国会のこ

宮内庁とか賞勲局は︑宮房長官の藩管だな︒

に駕若しているものがあるので︑官房長官に関連するものは多いで

藤波

いまの小泉内閣もそう書われていますけれどね︒

すね︒

慧晃を諄きながらやっていくんだ︑ということを示すのが富墓長官
伊藤

書われています︒支持率が五〇％以上というのを聞いてびっ

いろいろと囁が広い﹇法案が多い﹈ので︑どこか一部︑内閣

藤波

麟藤

平松

くりしたんですが︑支持率ということはあまり考えたことがなかっ

んじゃないですか︒

藤波

鯵藤

そうですねえ︒﹁動あれば反動あり︑反動あれば動あり﹂で︑

いまの内閣は一所懸命考えているようですね︒

平松

藤波

それは︑いい質問というのはあるわけないじゃないですか

質問の対象になるのは︑どちらかというといやな質鱒ですね︒

ない︑ない︒

︵笑い︶︒長時聞︑あそこに座っていて︑みなさん霞をつぶっていて︑

揮藤
ことではないかな︑支持率というものは︒

乏ければ次の日にはまた低くなる︒低ければまた高くなる︑という

でも質問の対象になるようなものはそんなにたくさんはない

たな︒何％あるのか︑ということは考えたことがなかったG

の役黛ですね︒

ですね︒

りましたな︒

政府全体の姿勢の問題とか︑中国とか︒外務省というより︑

そうです︒

藤伊藤揮藤伊藤
波藤波藤波藤波
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藤波

しかし︑あれだけ長時閤にわたって座っていたら︑眠くなる

起きていますよ︒

時々寝ているんじゃないかとか︑遍刊誌などに写真が出ますねQ
儲藤
夜寝ないものは駄目だな︒夜パッと目が覚めても︑寝ていけ

んじゃないかと思いますけれど︒

藤波
しかし︑自公とあまり関係のない器を延々とやっているし︑

るものでないと駄目ですね︒
伊藤

質問も岡じような質問が何度も何度もあるでしょう︒よく体力がも
っと思って感心していますけれど︒委員会にも官蕩長官が呼び出さ

伊藤

藤波

内聡委員会ですね︒靖劉の懇談会のこととか︑臨教審の問題

内閣委員会とかですか︒

よくある︒

れることはありますか︒

藤波

とか︑内閣全体ですから︑ありましたな︒よく委員会に呼び出され
偶藤

そうです︒人事院勧皆は違うかな︒そうでしょうね︒

じゃあ臨教審の問題は︑窟贋長官が答弁するわけですか︒

たな︒

藤波

伊藤そうかもしれないですね︒そういう答弁には想定問答という
のがあるじゃないですか︒あれはどこで作るんですか︒

藤波参事官司︒いま宮内庁の次長をや・ている羽毛田屠琶と
いうのが︑参事嘗の大将をしていた︒

醗藤

藤波

だいたい︑その見当を外したことはないですね︒

それ以外の質問はあまり繊ない︒

収まるものです︒

伊藤だいたい︑質問というのは想定問答の中に収まるものですか・

藤波

だいたいでまるんですね︒﹇私が﹈労働大臣のときに︑いま

揮藤だいたいどういう質問奮るかというのは︑想定できるんで
すか︒

藤波

逼塞党の副委員長か︑横路︹孝弘﹈がスーパーなどの流通産業の勤

労者の問題を取り土げると有て︑わからんもので聞達来て・労

働省から行って説舅したら︑﹁ああそんなことはわか・た・わかっ

た︑もうおれは質問をやめた﹂と霧って︑何も質問を受けないこと

になった︒あのときの労政局長は誰だったかな︒二二で委員会に貯

たら︑そのまま質問して来ましてな︵高笑い︶︒晦こうは聞いて

おるから︑金部わかっておるな︒こっちは何も聞いとらんので︑さっ

ぱりわからんのだ︒あいつはひどいやつちゃな︑と思った︒ルール

違反というわけにもいかんし︑嗣・たことがありました︒それは滅

多にないことだ︒まだ生きておるかな︑あのときの労政局長・私の

横で︑辛そうな顔をしていた︒当時の職業安定局長だったな︒

伊藤

普通はね︒ところがその職業安定局長もあまり知らんのだろ

そういうときは︑脇から支えてくれるものですか︒

※労政局長は細野正茂︑職業安定局長は関英炎筏︒

藤波

そういうことは珍しいことですか︒

う︒辛そうでしたな︒
抽伊藤

藤波珍しいことだ︒そのときから横路は︑私は大嫌いだ︒あいつ
僻藤

いや︑思うけれどぼ︒何にもわからんのや︒

しかし︑わざと仕組んだわけではないんでしょうね︑きっと︒

だけは儒稽ならん︒

藤波

伊藤飼じ年の九月に︑栗原諾幸﹈防衛庁長官がアメリカに行・

て︑防爾予算の七％増を約束したと署われているんですが︑そうい

う具体的なことを先生はご記憶ですか︒

藤波行って︑簡単にウン毒・って帰ぞきたな︑という気がして

でも約束したから︑これは約束になってしまうので︑どうし

いましたね︒

解藤

そうです︒

ょうもないわけですね︒
藤波
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伊藤
ないですね︒財政事情⁝だとか︑憲法のもとでとか︑理屈はど

といって︑栗原さんがどうかなったわけではないですね︒
伊藤

中曽根内翻が欝命をもつんだ︒

ぱり中曽根さんの再選については批判的な空気もかなりあったんで

中瞥線再選がいったん見送られるということになっていますが︑やっ

に対する批覇をして︑鈴木︑福田︑河本がそれに追随する︒それで

彫さんが座長になって開かれて︑二階堂さんが中碧根さんの党改革

十月二十七ヨに自昆覚の幹部各派実力者会議というものが︑

藤波
うにでもなると思ったことがありましたな︒

廻中曽根氏総裁再選︑竹下・金丸荷氏との関係

う謡が出て来ます︒そして二譜霊さんが出るという話で︑一一階堂さ

ということで︑富澤さん︑そのうち安倍さん︑戦船さんも出るとい

伊藤

藤波

そうです︒

とでしょう︒

伊藤先生としては︑中三根さんをなんとかして守りたいというこ

藤波

そうすると二階堂さんをはじめとして︑鈴木さん︑福国さん︑

すか︒

んと田中角栄のあいだで議論になるという事態が起こりますが︑こ

伊藤

藤波

どういうところがら入ってくるんですか︒

情報は入ってくる︒

んでやっていこうということだろうな︒

藤波

そうだろうな︒

ういう箏態は宮房長官のところに︑どんどん予報として入ってくる

河本さんが中曽根批判に曖ったら︑中蟄根さんを支持しているのは

それで八四︵昭和五十九︶奪の秋頃から︑そろそろ総裁選だ

ものですか︒

伊藤

あちこちから︑電話なり︑やってくる人なりがいますな︒

O

藤波

そうするとだいたい︑総裁選がどうなるだろうかということ

二階堂さんはやる気だったんでしょう︒

O
では聞中派︑ということですか

竹下︑安倍を︑助さん格さんのように両三に従えて︑金丸さ

伊藤
わからん︒

ま⁝⁝o
藤波

でもたくさん情報があれば︑ある程度の見当がつくじゃない

ままならず﹂という俳句を作ったな︒

伊藤

つくんでしょうな︒

ですか︒

藤波

﹁群蜻蛉退くも進むも
伊藤

でしょうな︒わからんけれどね︒私にはわからんけれど︑角

がんじがらめになって︑心配はしているけれどね︒

藤波

さんと実際はどういう経緯があったか知らんけれど︒金丸さんがこっ
ちに送ってくるんだな︒最後に行って︑会議で︒．金丸さんによって

総務会長というのは重きをなすわけですねG

総務会長ですね︒

あのとき金丸さんは総務会長かな︒

ちょっと危ないかな︑という感じでしたか︒

はい︒

中警根再選の時ですね︒

二階堂さん︒贋面楚歌のような感じだったな︒

民社︑公湧はどっちなんですか︒

門氏被や公明もね︒

それ以外は全部批判的なんですね︒

そうです︒田中派の若手ですな︒

伊佐藤伊藤揮藤伊藤伊藤伊
藤道占藤波藤波藤波藤波藤
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とかいろいろなことを薫ったんだな︒﹁だから中曽根でいいじゃな

いま国のためになるだろう﹂ということだった︒アメリカとの関係

だ︒だけど圏のためになるかどうかということを考えろ︒中曲圏根は

藤波﹂金丸さんの話は︑﹁みんな中蟄根は嫌いだろう︒おれも嫌い

たのかよくわかりませんが︑三十一日の党大会から両院総会になる︒

伊藤

藤波
結局︑その会談が翌Bもういっぺん開かれて︑どこでどうなっ

党内の空気ですね︒

置いておけと思って︑いまも持っているんだけれどね︒

いるときには・国荘を季放そうかと思ったけれど︑これだけは記念に

持っているのは︑そういう貫く因縁があるからだ︒やっつけられて

ど︑豪華な劉荘でも何でもない︒つまらん山寝だけれど︑いまだに

のだ︒リクル；ト事件の時は︑﹁豪華の別荘扁と薪麗は書いたけれ

すごい意味のあることだった︒そんなことは何も言う必要もないも

の轍を踏んで︑竹下さんが私に言うてくれたんやと思うんだ︒もの

藤波

伊藤

本当に金丸さんは中曽根さんをあまり好きじゃなかったんで

ない︑ない︒嘗房長官はいない︒総理富邸からだ︒

その場にいたわけではないんですか︒

る︒

藤波

伊藤

行きます︒竹下の思い出があるから︒金丸さんの思い出もあ

いまでもときどき行かれますか︒

昔から︑纏力者は︑自分に隣に越してくる人が一番好意だな︒そ

いか﹂と言ったんだな︒それは私の記憶だけれどな︒

伊藤

伊藤

伊藤

藤波

曖のためになる︵一同笑い︶︒

藤波先生はどうなんですか︒

妊きじゃなかった︵一手笑い︶︒そう思うなあ︒

変わってきたな︒いまはそんなに気遣いをする春はおらんな︒じいっ

下が死んだときに私は︑﹁日本の政治は変わるぞ﹂と言ったんだな︒

藤波

かけていたということですね︒

しかし︑ということは竹下さんはずいぶん藤波さんに思いを

すかね︒

藤波

﹇藤波先生と﹈金丸さんとの関孫はどうですか︒金丸さんは︑

それで金丸さんとの関孫もよかったわけですね︒

と見てね︒

思いをかけていたかどうか知らんけれど︑気を遣ったな︒哲

伊藤

いや︑そんなことはない︒私の由中瀧の劉荘は竹下さんが段

別荘の場所はどこですか︒

あれは日比谷の横の十全ビルか︒

登簿はどこですか︒

うん︑まずい︒それでもかえっていい︒使いに行って︒

それはまずいですね︒

私は麻雀はやらん︒全然やれん︒

藤波先生はどうですか︒

好きだったな︒

あの人は麻雀が好きですか︒

よかった︑よかった︒だいたい麻雀していたけれどね︒

伊藤伊藤揮藤解藤夢藤儒
藤波藤波藤波藤波籐波藤

﹁中曽根の子分だから︑こいつ﹇藤波氏﹈も嫌いだ﹂ということで
すか︒

藤波

取りしてくれたんだ︒家内が病気だということを知っておって︑選
挙区におってもいかん︑飛び図ってもいかん︑山中湖は涼しいから
そこで体め︑ついてはここを買え︑というので︑由荘を買った︒山
荘を買った分だけは︑あとで竹下からもらった︒結縄︑山寝はただ
でもらったようなものだけれど︑それが金丸さんの野田の横だ︒

金丸さんの稠門番は自衛隊のOBが夫婦でやっておった︒﹁そこ
へ行って︑﹃藤波です︒金丸さんの横の別荘を買ったので︑あんた︑

私の家も一緒に守をしてくれ︑ときどきでいいから回ってくれ﹄と
頼んでこい﹂と竹下さんが言うので︑そうした︒
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藤波
手放しましたね︒相続の好題か弼かですね︒

山中湖︒もう金丸さんの別荘はない︒
藤波

役になっていたわけですか︒
小池

﹇山中さんが﹈二階霊のことをよく言うわけがない︒

初めから悪い話しか聞いていないわけですね︒

そんなことはないけれどな︒選挙麩というのは⁝⁝︒

平松

藤波

藤波

家内のためというので︑家内の名前にしてあるから︒私の名

前ではなくて︑家内の名前だ︒そのほうが毒素さんが喜ぶでな︒つ

すが︑中善根再選劇の中で︑藤波先生はどういう役割をしましたか︒

結周この時は︑自畏党大会で中曽根さんが再選されるわけで

佐道

藤波

伊藤

うことなんですが︑もう一つ中藍根さんがそもそも総理になるとき

あ︑ああ﹂と言っていたQ

まらんことだけれど︒

に︑館中の支持と宏滋会・鈴木派の支持が大きかったと思うんです

儲藤

二階堂さんの騒動の時に︑田中さんは支えてくださったとい

が︑このときは鈴木善幸さんも中曽根さんに対してどちらかという

いたでしょう︒
思った︒

だけどなんとかして中鶴根を守らなければならないと思って

﹁進むも退くもままならず﹂だな︒じい一つとしていた︒﹁は

と反穀で︑降ろそうという形になっていたと思うんですけれど︒

藤波

思ったら動かなければいけないじゃないですか︒

そうそう︑そのときはね︒少なくとも二階賞さんを聴しておっ

揮藤

動いても︑そんなに大きな動きにならんな︒金丸さんに︑ど

藤波

藤波

﹇中安立さんは﹈鈴木内閣の〜員だったんだね︒

藤波

佐道

政調会長は誰だったかな︒

三役の中では金丸さんの存在が一番大きかったわけですか︒

たな︒

三葉

うですか︑と言いに行くぐらいのことだな︒

藤波

その鈴木さんが︑今度は中雲根反対に薫るというのはなんで

そもそも中塗根内閣ができるとき︑鈴木さんのある意味で禅

譲みたいな形だったんですね︒

勝藤

政調会長は藤罵﹇正行︸さんです︒幹事長が綴中六助さんで
す︒

佐道

二階堂のほうがいいと悉つたんだろうな︒

ですか︒

藤波

藤波

どうして山中さんがいるとわからないんですか︒

わからん︒．中曽根派に山中貞則がおったから︑わからんわ︒

もう梱嶺悪くなっておられたんでしょうか︒

田中さんはこのときどういう行動をしておられたんでしょうQ体が

というときに︑幹事長は鈴木派の田中六助さんだったわけですが︑

断然︑金丸さんだな︒

先生がごらんになって︑二階堂さんという政治家はどうです

いや︑山中さんの言っておることしか謡いていないから︒

は質問したら︑大きな字でしか原稿を書かないしね︒

藤波

先生は字を大きく書かなくたって大丈央でしょう︒

鈴木善幸さんが︑中曲圏根さんではなくて二階堂さん．を推そう

ご自分では直接の関係は全然ないんですか︒

気温

大丈夫だけれどね︵微笑む︶︒

依道

静藤
か︒

藤波

ない︑ない︒二撃墜さんとはない︒

藤波

﹁いまの私ぐらい﹂なんて書うから︒

由中さんが︑二階堂さんとか鈴木さんなどの長老とのパイプ

いうこともあるんでしょうね︒

鮫道

悪くなっていた︒いまの私ぐらいのことになっていた︒それ
関孫ができたら︑今度は夢中さんとの閣係が難しくなる︑と

伊藤

伊藤伊藤伊
藤波藤波藤
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藤波
藤波

ず翔総裁として留任する︒こういうことはどういうものですかね︒

六助さんなんかはどっち側を商いていたんですかね︒

馬鹿にしてという失礼なことはいかんけれど︑敬意を表していなかっ

んしな︒三役のところを周りに行くと︑副総裁を馬鹿にしている︒

nこの会が婦始まってしばらく︑氷砂糖を食べているような

ことではいかんわ︒低血糖に気をつけているんで︑すいません︒み

なものやったな︒灘総裁でおると︑敬慧を表しに行かなければいか

僧藤
中曽根のほうを︑畷中六勤は向いていたと思うな︒自分では︒

たな︒そういう気がしたな︒

党の人事ですからな︑仕方ないといえば佳方ないけれど︑妙

な溶けましたよ︒

藤波

そうですが︒じゃあ宏池会といっても︑鈴木さんはそうかも

藤波
宏池会の中で先生がお親しい方は大平系統の方ですか︒

ないんですな︒そう思うね︒鈴木さんだな◎

でも藤波さんは行かなければならない︒

伊藤
しれませんけれど︑みんながみんな一一階堂派だということではない

極藤

そのときの内閣におるといったら︑それこそ栗原さんとか︒

んでしょう︒

藤波
各派から来ておったけれど︒

そうそう︑挨拶にね︒

いや︑本当にちょっと不思議な感じですね︒
不思議な感じだ︒

天雷根さんは日記の中で︑⁝︑この間費目奪鈴江︒であったが︑

老入輩の戯劇はカ⁝テンが開く前の寸喜凝である篇﹇昭和五十九年

十〜月論ハ日﹃中雪贈根内閣中愈噛貧料編六三九頁﹈と書いています︒

中蕾根さんとしては世代交替を意識した記述だろうと思いますが︑

藤波

鈴木さんとか福田さんとか︑こういう入たちは︑先生から見

うん︒

この段階で長老たちというと︑元の総理大臣たちということですかね︒

伊藤

圏茂中曽根派と党の長老たち
伊藤

藤波

たらだいぶお年寄りに見えましたか︒

ない︑ない︒空気だね︒空気が反中曽根だったんだな︒

やっとる︑やっとると罵ったQ

けではないでしょう︒

藤波

それでも︑題中﹇角﹈さん︑翼下さん︑金丸さんのグループ

倍の時代が来たと思っていた︒しかし田中さんは︑中出根さん本人

塾しとったんやと思うけれどな︒私は当時︑畷中さんも︑竹下︒安

藤波

伊藤

じゃあ福田さんは︑藤波さんに離してはどうですか︒

田さんもね︒

藤波

いや︑どっていうことはない︒それなりに官房長官のところ

賠さんという人たちと甕に接する機会はないと思いますが︒

こういう人たちの中で︑先生︑どうですか︑鈴木さんとか福

年齢のことは思わんだけれどな︒いるな︑いるな︑と憲つた︒

伊藤

伊藤

がきちんと関係を結んでいたんだろうな︒

藤波
そうそう︒悪いわけはないけれど︒

に︑なんでも話が来ておった︒福田さんはね︒

まあ︑中着根さんを嫌いだったんだろうな︒鈴木さんも︑編

醗藤藤波先生も田中さんとはいいわけでしょう︒
藤波

伊藤

鈴木さんはどうですか︒

いままで︑中蓉根反対でやっていた二階霊さんが︑期変わら

そうです︑最終的にはね︒中善根さんを鑓中﹇角﹈さんは信

が押さえた︑ということですか︒

そういう入たちが贋に申曽根反対で積極的に動いたというわ

伊藤轡藤醗
藤波藤波藤

伊藤
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で︑むしろ腐す擁に立ったとよく会われていますが︑そんな感じも

鈴木さんも︑ときどき陰って報亡しに行くと︑来たな︑とい

あるでしょうな︒あったと思うね︒

藤波
藤波

あまり鈴木さんに対して敬意を払わなかったですか︒

あるんですか︒

に︑さっきの山中貞劉みたいな話だけれど︑田村元さんがおったし

伊藤

う︒水産の先輩ですから︑よう話を聞いてくれたな︒反重着根の中
ね︒大きな声で書っておったQ

敬意を払っておったんだけれど︑よう表袴せんからな︵笑い︶︒

田村さんなんかはどういう批判をするんですか︒まさか直接

藤波

伊藤

伊藤

気持ちはあったんだろうけれどな︒

言わないな︒

りましたQ

﹁嫌いだ﹂というわけではないでしょう︒弼か理屈を言うでしょう︒
藤波

そうですが︒窟房長窟は︑この前お話があったように︑羅っ

それは藤波先生︑うまい言い方だ︵笑い︶︒よく意味がわか

伊藤
て歩いて︑いろいろご報土口なさるわけですね︒
そうそう︒

翻第二次中曽根改造内閣の人事
伊藤

それで改造内鰻ができて︑幹事長が金丸さん︑総務会長が今

いちおう恭しく敬意を表して行くわけですね︒

度は宮澤さん︑政調会長︒藤腱さんという布陣になるんですね︒閣

僚もずいぶん大鑛に入れ換えていますが︑このときも中曽根さんが

二階霊さんのところもそうだ︒普通だね︒

僅藤

いや︑そんなことはないようになっているけれど︒私は渡部

藤波さんにも︑これはどうだろうかというお舐は無しですか︒

藤波人事は一人でやったな︒ほとんど撃茎一入でやったな︒

一人でやったんですか︒

向こうはどんな感じですか︒

藤波

轡藤

どうっていうことはない︒

特にどうっていうことはないですか︒

藤波

伊藤

飯を食ったりするときにね︒

正式に︑という形ではなくて︑それとなく

切るわけにもいかんから︒そういうのは世間謡だな︒

恒一二を推薦したとかね︒いろいろな話になっているから︑それを裏

藤波

どうですか︒政治家としてごらんになって︑そういう長老政

中曽根さんは︑人薯に関しては︑あまり人から積極的に意見
藤波

藤波

そうですね︒

を聞いたりということはなさらないんですかね︒

︒

伊藤

轡藤
瞬閣はこれでいいのか︑という繊判を持っている感じがしたな︒だ

でも︑もちろん田中派といいますか︑それは意見を聞かない
わけにはいかんでしょう︒

伊藤
中蕾根さんは禅譲を受けたけれど︑薪任者をあまり褒めない

けど︑それはしようがないな︒

撰藤

まあ︑前任者だから鈴木さんの感じが濃厚だったね︒中讐根

治家の中で︑誰が一番印象的ですか︒

間くわな︒

行けば︑一拝懸命謡を導いてくれるし︑向こうの書うことも

それは二階堂さんのところもそうですか︒

恭しく︑というと言葉が悪いけれど︑丁攣に物を聞いて︑行

そうです︒

おまえの語なんて聞きたくないという人はいないわけですね︒

藤伊藤伊く藤伊藤伊藤
波藤波藤よ波藤波藤波
o
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藤波

ろう︑というようなポストだと思うんですが︑これは何か︑それな

るんですね︒総裁候補の〜人だった人を︑沖縄開発庁長官はないだ

派閥を大事にして︑各派の意見を聞いていくということがわ

かっておれば︑それでいいわけだ︒大きな問題だ︒

藤波

りの意騒があっておやりになったんでしょうか︒

そうそう︒

な︒河本さんを沖縄開発細長窟にしたのはそうだろうな︒

閣僚だって︑各派閥から推薦でしょう︒

藤波

幹事長︑総務会長︑転調会長の三役は︑一般的にはどうやっ

胤伊藤

伊藤

きりした基準によって︑河本さん︑これをやってくれ︑断わられた

・甲曲劇根さんに意図があったんやろうな︒あったとしか思えん

て決めるんですか︒これは各派腿からの推薦というわけにはいかん

らもういいわ︑断わられたら仕方ないな︑ということで終わる︑と

︻つ分はっ

でしょう︒

いうぐらいの強い︑本人の気持ちがあったんだろうな︒

武田

藤波

本盗にやって欲しいと思ったから︑やってもらったんだな︒

沖縄はやっていて︑特命大臣という形になるんですかね︒

沖縄をやっているままで？

となっているんですが︑これはどういう経緯なんでしょうね︒

総裁だな︒竹下︑安倍はまだ内閣におるだろう︒それで宮澤

藤波

たんですかね︒

俘藤

いや︑あまりいい感触じゃなかったんじゃないか︒並日通だろう︒

藤波

十一月にその河本さんが︑対外経済問題・罠鷹活力担当特命

武田

藤波

幹事長に金丸さんを据えたというのは︑実力者ということで

宮澤さんに対して︑中曽根さんはかなりいい感触を待ってい

さんを轟すわけだな︒総裁の意向だな︒

揮藤

河本さんに対する誕娠は︑中曽根さんとしては︑ある程度あっ
たんですかね︒

︸遷間ぐらいですね︒

擬藤

改造してからだいぶ経ってからだろう︒

すね︒

藤波

藤波

十一月六日ですから︑﹇改造してから﹈

そうだね︒再選されたということは金丸さんのおかげだとい

うことがようわかっている︒費優を持ってやっていこうということ

伊藤

やっぱり門おれは役不足だ﹂ということだったんじゃないで

だな︒

伊藤

藤波あっ︑そう？

そうそう︒

すか︒

伊藤今度は金丸さんが守ってくれるということになりますね︒
藤波

富澤さんを三役に据えたのは︑鈴太・派とそれまでちょっとよ

さんへの忠誠心を示したわけですね︒

佐道

鈴本派というより︑営澤さん蝦人でしょう︒

藤波

申活写さんが提示したポストを飲んだということで︑中曽根

藤波

期待することがあったということですか︒

佐道

揮藤

放っておくわけにはいかんな︒

くなかったのを改善しょうという形なんでしょうか︒

藤波

この人事は︑親しいリーダーといわれる宮澤さんと安倍さん

伊藤

この奪︑三三五十九年の暮れの日記に︑中曽根さんが﹁天皇

猶宮内庁改革を考える

そうでしょうなQ

佐遵

と竹下さんのうち︑宮澤さんは総務会長にされて︑安倍︑牲下はそ
のまま外務大臣︑大蔵大臣という有力ポストにいらっしゃるわけで
すが︑葬鴬に面白いことに︑岸本さんを湾縄開発庁長官にされてい
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携と二十一世紀の渡り廊下がこれからの最大の役務︒国難庁の改革

田さんが最初の長窟になるんですね︒それで変わったんですか︒

武田

ろいろな記念の年にあたるわけですが︑中蟄根さんは次の年に宮内

のは内閣制度百年とか︑戦後四十年とか︑露民党の三十年とか︑い

編

藤波

たときに︑藤波さんといろいろ食したと田川さんは如していますね︒

クビにしょうという謡で︑短編さんがむくれた︒磁撰さんがむくれ

轡藤

﹁自治省があるので︸緒にやってくれと言われたから︑おれ

損得じゃないんだ︒政田家としての信念だ︒えらいものだ︑あれは︒

﹇賞勲局︑窟内庁は﹈そこに入らないで︑嘗房覆薦になった

十二月に︑中曽根さんが宮内庁に手を入れると書いているの？

ええ︑改革すると書いています︒
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総務庁ができるときですか︒八隣年七月ですね︒七月に後藤

に着手する﹂﹇昭和五十九年十二月三十一臼週中蓉根内閣史隔資料

庁改革をやるぞ︑と言っておられるわけです︒宮内庁敬革というこ

は引き受けるときに自治省と国家公安委員長と両方引き受けたんや

それで沼川さんがガタガタするんですよ︒薩家公安委員長を

とになると︑これは官等護国が薩接麗わることになりますが︑中善

で︑警察もおれの責侵でやる﹂と︑露飛さんは言ったんだ︒それで︑

六四一頁﹈と書いているわけですGちょうど昭旬六十奪という

根さんが宮内庁改革というのをお考えになったのはどういうことか
牽二月ですか︒

けれど︑峙があかん︒それで増があかんまま終わったんだ︒

あとで西春﹇武夫﹈を呼んだけれど︑縛があかん︒山ロチンネン

藤波

隼末︑十二月ですね︒何かお考えがあったんですかね︒昭秘

そうです︒霞撰さん︑頑張っちゃったんです︵笑い︶︒

︒

伊藤

伊藤

信念の強い入やな︑と思った︒初めは損得だと思ったけれど︑

おわかりになりますか︒今までの宮内庁について

六十年を迎える直前ですね︒実際に宮内庁に手を突っ込んだんです

藤波

とにかく宮内庁の藤管問題があったわけですか︒

﹇敏夫﹈を呼んだけれど︑縛があかん︒河野洋平のところに行った

か︒

藤波

伊藤

突っ込まない︒途中で︑宮内庁は富房長宮の直属になるな︒

あれはいつだったか︒おれは皇居を隅々まで見に行ったことがある︒

所管問題で︑賞勲局や何かと一緒になった︒あれは機構が変

わったのか︒総務庁は⁝︒

藤波

入れないところに入ったというときですね︒

佐道

昭和天皇さんが︑藤波が来るやで隅々まで見せよう︑といった︒
平松

平沢﹇勝栄﹈を連れて行ったんだ︒国会議員﹇当時は内閣官

藤波

のか︒

夢藤

ですね︒

総務庁ですね︒行管庁が＝部︑総理府と﹈ 一緒になったん

藤波

房長官秘書官か﹈をしている平沢は警察関係だから連れて行った︒

はしっこのところの一番奥まで私を入れてくれた︒紹和天皇さん

一当時は昭和と言わない︑天皇さんが⁝︑藤波君には一番奥ま
窟樗長官の主管が変わるんですか︒途申から三内庁も管轄さ

いいんだけれど︑ 相当なお歳でしょう︒それで窟内庁についていろ

というのは︑昭和六十年というと︑昭和天皇の在位六十隼は

ねえ︒

やはり宮内庁に頬するご不満があったんじゃないですか︒

ああ︑いいこと言うてるね︒改革せねばいかんわ︒

藤波藤波酬

で見せようと言うたもので︑ご案内しますといってね︒

武配

内閣憲房で︑田川﹇見こさんが︑大臣がどうのこうの︑と

れたんですか︒

藤波

第二次肉閣ですね︒一九八三︵昭和五十八︶年十二月からで

皿煮つたのはいつだったかな︒

佐道
すね ︒

揮藤｛i芦藤伊

■

いろ心配なさっていたんじゃないかと僕は思うんですが︒

武璃

轡藤

このときの侍従長が入江﹇槽政﹈さんですね︒六十年に徳川

毎園蝉騒︑いろいろな形でやられますからね︒

麟藤

藤波

灘越

はい︒

あの日記﹇﹃入江相政日記﹄﹈を書いた人でしょう︒

入江は自殺したんだな︒天皇さんが亡くなってからだ︒

十月から徳州さんですねQ．

そうですねQ

武田

この内閣で︑窟房長官の藤波先生は留任ということでござい

藤波
閣に行くわけですね︒そのことは先生は︑この段階であまり甕接ご

伊藤

﹇義寛﹈さんに替わるんですね︒

関係なさらなかったんですか︒

ますが︑結構長くなるわけですね︒

いざという場合の餐応とか︑ですね︒その課題が結局竹下肖

宮内庁長官を替えたりとかしていると思うんですね︒

二年︒

霞藤

伊藤
宮内庁は︑何が問題だという認識だったわけですか︒

藤波

いいね︒

総理と謡はしたけれど︑外を向いてそんなことを言ったかな︒

有焉

中螢根さんは天甕の足下をしっかり守ろうということだった

二年ですか︒まあ︑いまの官房畏窟はもっと長いですけれど

藤波

藤波

揮藤

ね︒でも官房長官は︑しょっちゅう替わっているものじゃないです

んだろうな︒

たしか長官が気に入らなかったんじゃないかと思うんだけれ

か︒

儲藤
ど︒

また⁝︐自然﹂ということになるかもしれないけれど︒やっぱり中蕾

順番にやればな︒

このときは誰ですか︒

根内腿をなんとかして守っていこうということですか︒

藤波

富沼さんです︒

藤波

藤波富鐙﹇朝彦﹈というのがおって︑窩内庁長官をやっておった︒

その後は誰ですか︒

と言って﹈留任の疇は︑知らん価して留任したな︒そんなにどうっ

やっぱり留任して︑決意を新たにして︑ということですかね︒

六十三年に藤森︹昭︸︸さんになっていますね︒

ていうことはなかったな︒

炉藤

六十三年ね︒それだな︒

伊藤

その後だ︒

何か︑そのへんが気に入らなかったんじゃないかなと慰いま

藤波どうかな︒あったんやろうけれどな︒

でも周むで︑窟房長官替われ︑ということはなかったですか︒

円平松氏に﹁毎日新聞の岩見のコピ⁝をしてもらって来いよ﹂

どうですか︒

伊藤あったでしょうね︒おまえだけいい役割をしている︑といっ
藤波

て︒

私の考えでは天皇の戦争貴任論というものをどういうふうに収拾し

を拝んで毎日やっていたんだな︒
伊藤

そうそう︒

それは藤波先生自身が考えていたということですね︒

藤波

揮藤

その通りだ︒日本の圏と中蕾根内睡をお守りください︑と思っ

﹁本色も中曽根内観をお守りください﹂ですか︒

始終あったろうと思うけれど︒朝︑手を合わせて︑東繭南北

たらいいか︑ということを考えていたと思うね︒私はそう思ったな︒

あまり突っ込んだ話はなかったけれど︑当時あるとしたら︑

人事の問題だったんですかね︒

x

藤波
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た︒

藤波

わかったけれど︑誰にも詣をするわけにはいかんし︑じいっ

鐸藤

としておったな︒

そうそうG

八百万の神に︑ですか︒

藤波
伊勢神宮じゃないんですか︵笑い︶︒それで昭麹六十年になっ

伊藤
伊藤

︑藤波

なっていましたかQ

脳外交というものですね︒しょっちゅう中曽根さんは外遊で︑留守︒

ずいぶん立て込んだ田程を作っていますが︑これは中野根さんの首

て︑フィジーとパプア晶ユーギニアの歴訪に出かけるということで︑

かな︑と思いませんでしたか︒

伊藤

藤波﹁やれ︑やれ﹂じゃない︒

伊藤

まあ︑やる︑やる︑というぐらいに思っていたな︒

じいっとしていたのはわかりますが︑どんなふうにごらんに

て︑中善根さんが日米首脳会談に出発しますね︒それから帰ってき

留守部隊の親玉が官房長宮だということになりますと︑けっこう大

藤波

構想ですね︒スターウオーズ計画︶を理解すると発言されて︑多少

藤波

賢息

盤道

夏︑お盆だ︒

まだ質問要項がそこまで行っていないですね︵笑い︶︒

御巣鷹ですね︒八五年の夏︑八月牽工ヨですね︒

たのは︑いつだつたかな︒

藤波

中曽根さんはその日米首脳会談で︑SD更︵儀道

伊藤

藤波

儲藤

藤波

藤波

便藤

そうそう︒

新しいりーダ⁝がどんどん出てくる︒

いや︑そんなことは思っていなかった︒

派も独立するかもしれない︒

騨藤

じゃあ竹下さんに対しては温かい羅で見ていた︑ということ

いずれ︑薪生クラブがどうなるかわかりませんけれど︑藤波

そうそう︒

いいことだ︑ということですね︒

と思ったね︒流れとして︑しょうがない︒

若い者が世代交替を要求してくるんだから︑しょうがないな︑

だけど︑これをやったら︑中曽根内閣にどういう影響が出る

﹁やる︑やる漏ですか︑﹁やれ︑やれ﹂じゃなくて︒

変ですね︒

問題になったのかな︒

儲藤

科学技術の提供︑という問錘ですね︒

ですか︒

国の中は大変だな︒日本航空のJALの飛行機が山にぶつかっ

小池

そのへんはあまりこ詑憶はないですか︒

戦略防衛

伊藤

藤波

そうですな︑銘較的︒

記憶はない︒

ただ︑うまく行くだろうか︒田中さんに揮さえつけられて失

結局ほとんどの議員を創政会のほうに引っ張り込んだんですね︒

敗するんじゃないかということも︑嶺時よく雷われていたんですね︒

伊藤

藤波

■創政会について

梶山で︑渡部恒三は渡部覆三で︑小沢一郎は小沢一郎で︑羽田孜は

そうですね︒︸人ひ亡りにいろいろあった︒梶山．﹇静六﹈は

伊藤

羽隈孜で︑こっちはじいっと動きを見ておったな︒しかしエライこ

藤波

発足させるという動きがあります︒その動きというのは︑哲下さん

とだったな◎田中さんにとってもよライことだったろうな︒

ではちょっと単寧のほうに行きますが︑竹下さんが創政会を
は身近だから︑するとわかったんじゃないですか︒
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藤波あった︑あったQ

う人たちと話し合う機会もあったんですか︒

極藤

極上

藤波

竹下さんがどうなっていくかというのは︑竹下と韻中との関

こんな中で︑大変ですね︒

そうそう︒

について説明に行くんでしょう︒

くわけですね︒やっぱり蜜房長窟としては︑劉中さんにも敬局など

そういうときに︑いまおっしゃった羽田孜や渡部恒三とかい

極藤
藤波

そうそう︒

が力が持つ場合は︑いいわな︑福田が弱る︒揺壌よりも安倍という

係から行けば︑安借さんにはいいわ︒竹下と腿じように︑安藩さん

そうしたら向こうの人も話すでしょう︑いまこんなになって

いる︑と︒

藤波

そうすると︑だいたいうまく行きそうだな︑ということです
そうそう︑そうですね︒

勝藤

じゃあ︑田中と竹下とは違うんですか︒

い︒福田が嗣つた︑というならいいよ︒

ことになるのは︑これはいいわな︒それはいい︒福田が弱るのはい

藤波

しかし先生としては掌中さん嵐体も一︒

か︒

僧藤

違うな︑潤中・竹下とは違うな︒中鶴根さんから見る場合︒
轡藤

藤波

言うのはまずいですけれど︑思うのは自由ですから︒

れて︑ということになっても︑それは中曽根内閣に認して何の影響

こちらは診断をくだしたり︑これはいいとか悪いと書う立場

撰藤
思うのは自由だ︒

もなかったじゃないですか︒

藤波

藤波

たぶん中曹根さんとしては︑そういう世代交替はいずれ趨こ

結果としてなかったと思うな︒

私には一緒のことやな︒

有馬

藤波

だからといって︑蟹中さんが中臨根内閣をどうかしようと思っ

ではないからね︒

るであろうけれど︑急激にではなく︑もう少し緩やかに︑というほ

伊藤

藤波

そこらへんの中碧根さんの反磨はいかがでしたか︒

田中さんとの関係を考えればね︒

藤波

んでしょう︒

たわけではないだろうし︑竹芋さんは〜所懸命申曹根内閣を支えた

しかし結局のところ︑創政会を釜揚げして個中派が大きく翻

うが都合がよかったわけですよね︒
有馬

懇題は金丸さんでしょうね︒この人がどっちを向いているか

傷藤

藤波

そうです︒そう思うな︒

じゃあもうかなり決定的︑ということじゃないですか︒

けしかけたかどうか知らんけど︑流れはそっちだったな︒

そうだな◎

たかもしれないですねQ

田中さんが倒れたりしなかったら︑またいろいろ影響があっ

あったと憲うな︒

可能性としてはあったでし．

結果としてね︒

伊藤伊藤伊
藤波藤波藤
藤波

うけれどね︒

じゃあ︑あまり影響はなかったということですか︒

そうそう︒全然変わらんでしょう︒

藤波

どっちを向くかといっても︑あの人は竹下さんの方に向くと

ということだ︒

揮籐

藤波

そうすると田申さんのところには︑二階賞さんとか︑あとか

いうか︑竹下さんをけしかけた方じゃないですか︒

鐸藤

ら入ってきた小坂﹇徳三郎﹈さんとか︑．そういう人たちが残ってい

255

伊藤

，

F

翻衆議院議長に坂田道太氏が就任

やはり︑龍にいろいろな方のお話を撮ったときに︑総理大臣

佐道

井上さんとか土崖﹇義彦﹈さんとかね︒

芽上﹇裕﹈︒

256

夢藤

になるコースとか︑議長になるコfスがある︒竹下さんだったかな︒

m水泳の紹介の言い方で﹈○○のコ⁝ス﹂ということですね︒だい

おう形としては三権の長ですから偉いわけですが︑本当の実力者が

たい﹇屡会の議長というのは﹈党の長老を処遇する道ですね︒いち
轡藤

藤波

なるというポストではないですね︒いろいろな派閥の思惑で人が決

細憲﹇元運輸大羅・郵政大駆・経企庁長官を歴任﹈だ︒そのとき落

めて︑坂田道太さんになる︒これは健康上の理由といわれています
健康上の理由で交替したんだな︒

選した︒その時は誰がなったろう︑桜内﹇義雄﹈さんがなったかな︒

まるということですかね︒長老の中から選ばれて︒

ご病気ですか︑高齢ですか？

伊藤

当選したら議長になるといって選挙をやったのは︑大阪の原

なんだったんだろうな︒

とはなかったんですが︒

まあ︑コ⁝スと言ったらコ⁝スだけれど︑・刀よりも︑無難に

藤波

そうですね︒このあいだ誰か︑参議院議長が引っかかったん

坂田さんは文教族だから︑葬常にご関孫があるでしょう︒

な︒

伊藤

決める︒

藤波

じゃなかったつけ︒

藤波

どのへんで︑どうやって決めるんでしょうね︒議会の中に議

参議院ばかりだな︵笑い︶︒良識の府︑参議院なのに︒

佐遵

㎞伊藤

派閥︒

ね︒

長選考委塁会があるわけではないし︒
やはり総裁あたりの周辺で決めるんですかね︒

藤波

坂圏さんが議長︑というのは別に異論も出なかったわけです

やっぱり派腿でしような︒鑛永さんはどこですか？

たから︑おまえらの割判も坂田さんなら吸収できるし︑いいなと思っ

ない︒中三根さんと世代を瞬じくするし︑私らみな覚えておっ
出身は滋賀ですが︑埼玉で副知事をしていますね︒

たね︒

じゃあ︑坂圏さんの衆議院議長なんていうのは︑藤波先生と

しては非常にいい︑ご椎薦申し上げたいぐらいの話ですか︒

僻藤
中選挙区の須は︑そういうことが結構ありましたね︒

藤波

そのあとは誰だったかな︒

松永は中曽根内襲で文部大臣をやったよな︒

れは福永さんとは露盤なかったんだ︒

埼玉だ︑だから松永のところだ︒松永と親しかったので︑

波越波藤波
平松
藤波

お

轡藤

民党が実際毒は決めるんでしょう︒

衆議跣議長を誰にするかというのは︑やはり最大党である自

というのが一番の仕事だな◎スキャンダルに巻毒込まれるといかん

初めから議長をめざす人はいるんですかね︒あまり考えたこ

いや︑あまりない︒

福永さんとはそれまで弼かご関孫がありましたか︒

が︑本当なんですか︒

全然購の話ですが︑福永﹇健司﹈さんが﹇衆議跣議長を﹈辞

「、

そうそう︒あれ﹇福永浅﹈は松永光の選挙区だろう︒埼玉か

極な藤伊藤単寧伊藤
藤。波藤波藤波藤波
藤jll藤伊藤

●

律藤

誰だろう？

議長というのは︑われわれもあまり一︒本会

墨引

藤波

この坂田さんなんですけれど︑前にほかの方のインタビュー

三権の長だけれど︒

原健三郎か︑田村元か︒

議で乱闘でもない眼りは﹇意識しません﹈ね︒

小池
を取っていたときに︑表は石井派から無派閥になりましたが︑裏は
隈中派︑という話を聞いたことがあるんです︒坂田さんというのは︑

表も裏もないんじゃないかなあ︒いい人だよ︑坂田道太とい

先生はどういうご認識でしたか︒

藤波

う人は︒坂田道太とか伊東正義というのは︑自民党にとって取って

か︒

佐道

私の第二議員会館の三〇五の部屡が︑騨東正義の部灘だ︒

先生は︑海東さんとお会いする機会はけっこう多かったんで

藤波

部屋だということはどういう意味ですか︑替わったというこ

すか︒

議題

佐道

藤波

そう︒

亡くなったあとに︑その部筐に入られたということですね︒

亡くなった︒

とですか︒

藤波

平松儲東先生の後継で韻た方が落っこちて︑それで部屋が空いた

空いておるかといったときに︑餌東正義さんのその部屋が空いてお

一心入っていたんですね︒その方が落っこちて︑どこか

るという舐になって︑そこに入ったんです︒

んですね︒

議員会館の年忌というのは︑自分で希黛できるんですか︒

置きの人だったね︒総理大臣にいつなってもいい入だった︒
えええ19

解藤

議還︑国対で決めるんだ︒おれの部崖は三

藤波

平松

三三六で︑小此木さんが階段から落ちて死んで︑これはいか

もとは三三六でした︒

そうですが︒

それでもやりたくなかったから断わったけれどね︒

藤波

先生は債東正義とは非常に親しかったということですか︒

んな︒自分は落選した︒岡方﹇の理由﹈で三三六は辞めて︑反繋側

二六だな︒

それは人格者という感じですか︒

便乗正義さんとは親しかった︒並幅道太とも親しかった︒

に移ったら︑そこが傑東正義の下身だった︒人間は部淫で覚えてお

先生は︑行きつけの料理屋というのはあるんですか︒

るからね︒役人でも経済界の者でも︑どこの部屋に挨拶に行ったか︑

伊藤

行きつけの料理屋というのはあるけれど一︒

善幸II富澤というところと︑大平⁝俘東というところはちょっ

大平ですね︒そうそう︒

藤波

ということを覚えている︒

藤波

伊東正義さんは︑鈴木内翻の外務大臣をお辞めになって︑そ

いろいろな方に樹っていると︑誰々に会うためには︑夜ど﹁こ

と達うし︑ また照中六助も違いがありますね︒先生としては︑どち

佐道

伊藤

藤波

党のほうでやられていたんですか︒

中属問題だ︒

ですか︒

轡藤

藤波

そうですが︒じゃあ︑だいぶ浮気をして︑あちこち行くわけ

そんなに決まっているということもないよ︒

かの料亭に行けばいいとか︑言いますね︒

武田

と思うな︒日・甲議員連盟の会長か何かやっていたんじゃない

※俘東践は外道辞任後︑党弊調会長・総務会畏などを務める︒

のあとあまり公的なポストには就いておられないですね︒

らかというと大平の筋のほう︑という感じですか︒

お謡を聞いていると︑宏油会系でも︑どちらかというと鈴本

そうそう︒

小藤小藤伊藤轡
海波池波藤波藤
藤波
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佐道

藤波先生が¶せんりゅう﹂にいたら︑絵にならないですね

俳句の代わりに撰柳はやりませんか︵笑い︶︒

呼ばれる方が多い︒呼ぶよりもね︒
伊藤

やらない︑やらない︒

藤波

藤波

中曽根さんは門福闘家﹂には行かないだろうし︵笑い︶︒

︵笑い︶︒

ない︑ない︒

佐道

呼ぶとしたらどこに呼ぶんですか︑決まったところはないん

藤波

番記者の方とご飯を食べるとか︑そういうときにはどういう

中瞥根さんはそういう宴会みたいなことはあまり早きじゃな

伊藤

武田

伊藤

明治記念館︒

藤波

好きじゃない︒そうだ︑﹁金龍﹂だ︒

ですか︒

ところを使われるんですか︒
藤波

富欝長官の頃だって︑番記者の人たちを呼んで宴会をやった

いんですかね︒

伊藤

藤波残っている︒

あそこはまだ残っているんでしょうか︒

それは中曽根さんがよく行かれるところですか︒

平松

藤波

俘藤

そうそう︒

りするでしょう︒

傷藤中蟹根さんには︑そういうところはないんですか︒

藤波

じゃあ︑何かと言ったら︑藤波さんも使うんじゃないですか︒

﹁藍亭﹂か︒大したことじゃないよ︒

藤波

儲藤
一ツ木通りの一本か二本

ないない︑そんなものは傭もないよ︒いままだ︑赤坂でやっ

ている料理盤︑一ツ太・通りで・−︒

使うけれど︑どうっていうことないな︒﹁巣篇というのは︑

ああ︑なんとかいうところですね︒

そこの女将とできているときだ︒昔の人はそういうときに﹁巣﹂と

藤波

平松
手前ですね︒

伊藤

昔の人はね︒特急を止めた︵比定 荒船清十郎︶︑荒船清十

じゃあ︑半分居住しているみたいな︑そういう感じですか︒

いうんだ︒

藤波

親しい議員さんたちと甲杯飲もうというときにはどういうと
それでも︑みな﹁川選士﹂とか︑あちこちに行ったんだろう︒

郎がよう言うた︒エレベーターで宿舎が〜緒だった︒﹁藤波君︑糧

伊藤
藤波

よく︑﹁○○先生の巣﹂とか︑そういうことを言いまずけれ

ころに行くんですか︒

伊藤

そんなことはないと思うな︒

なこと言うけどな︑二号とか愛人とか言うけれど︑洋服を着とるだ

と書っていた︒﹁着てるものがちょっと違うとるだけで︑いろいろ

の申いろいろ雪口うけれどのう︑洋服と和脹があるようなもんじゃ﹂

藤波

それこそ︑貴名角栄さんとか︑そのへんと違うんですか︒

ど︒

平松

けじゃ偏と言った︒そういうのは︑古い世代の話だな︒面白い話だ
だいぶ慰代が違いますか︒

ちょっと世代が違うのかな︒

伊藤

違う︑違う︒

轡藤

藤波

じゃあ︑楽しい時代はあまりないんですね︒渡澄恒雄さんの

な︒面白い世代だ︒

そこまで入り浸るというのは︑ずいぶん前ではありませんか︒

伊藤

盤代が違うんじゃないですかね︒政治資金規正法ができて以

平松

﹇中善根さんが行く赤坂の料亭は﹈﹁なんとか龍﹂だ︒﹁せん

佐道

藤波

話なんかを聞いていると︑そういう謡がいっぱい畠てくるんですね︒

来は︒

りゅう﹂でもないよ︒
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大事にしよう︒藤波さん︑それは大事なことだ﹂と言うから︑﹁そ

いま厳しくなっているね︒私の後援者のある入が︑﹁加藤紘一を

していたな︒

うだ︑そうだ︑それはいいことだ﹂と言って︑最近だが︑無藤紘一

誰々はどこで︑という謡ですね︒松野門頼三﹈さんもそういう謡を
鉱油していましたね︒小泉﹇純砲﹈と塚原﹇俊郎﹈が争ってとか︑

それはいつ頃の話ですか︒

を大事にしょうと段浅党の申で言っておるわけだ︒私の影響力がな
伊藤

最近の話です︒

そういう話をしていましたね︒

藤波

今度は由形で選挙に出ますからね︒

いからかもわからんけれど︑あんまりうまく行かなかったな◎

違うんだな︒

小池

そうしたら︑﹁もう加藤紘一は終わったんじゃないか﹂と言っ

伊藤．そうですが︑やっぱり時代が少し違うのかな︒
藤波

藤波

少し幽ていましたね︒この昭和五十九年十一月の敗南西賄のときに︑

佐道ちょっと話の流れからは違うんですが︑さっき宏池会の話が

たよ︒牲根を据えてやるといいな︒いい政治家だけれどねQ

いのかな︑という気が︑そのときしたね︒これは大変だな︑と思っ

う︒私はある人に頼まれてやっているけれど︑加藤紘一は本当にい

■加藤紘囲氏のこと

撫藤紘一さんが防衛庁長裳で初入閣されているんですね︒やがて宏

騨藤

ていたね︒﹁いや︑終わってない︑終わってない﹂と︑こっちで雷

池会のプリンスということになっていくわけですが︑この初入閣時

政治家なんですか︒

伊藤

藤波

うん︑当時ね︒大平が大事にしたからね︒

やはり輝けるプリンスでしたか︒

いよいよ盤代交替がここに来たな︑という気がしたね︒

よ︑そのとき判断するだろうという予測はできないからね︒舶藤紘

とだ︒中國と会湾にしても︑朝鮮半島の問題にしても︑いいんです

藤波

先生が﹁いい政治家だ﹂というのは︑どういう政治家がいい

の加藤さんについて︑何かご則象はございますか︒

藤波

加藤紘一さんはいまかなり厳しいところにいるわけですね︒

藤波

馬道

藤波

やっぱりナマの人間だから︒野党からすれば︑農昆党という

先生ご自身はどういうふうにごらんになっていますか︒

そうそう︒

かなり厳しい撹料される方もいらっしゃいますね○

かなり殿誉褒疑がある方で︑褒める方もいらっしゃると思いますが︑

しね︒大平さんが閣議のあと︑﹁おう藤波霧︑寄って行けよ﹂といっ

藤波

佐道

伊藤

藤波

轡藤

そうです︒大平さんが兄弟分として︑ちゃんと据えてくれた

じゃあ︑かなり前から期待しておられたわけですね︒

薪盤クラブですか︒

長い︑長い︒初めからだ︒

撫藤紘一さんとはけっこうおつき合いは長いんですか︒

︸はいま辛いね︒そういう気がしたな︒一時より辛くなっているな︒

やっぱり人醐として︑しっかり判断力を持っているというこ

佐道

のは政官財の癒着の塊だと言うわな︒それはある意味で癒着だな︒

揮藤

隼齢的にはどうなんですか︒

﹁鴛ら︑仲良くしてやっていけよ﹂と大平さんが言っていた︒

て︑行くと︑だいたいそこに加藤紘一がおった︒官房調長富だ︒
なんかそうだ︒それは人為がしっかりしていて︑それぞれ

みんなちょっとずつ︑ちょっとずっとかいって癒着しているわけだ︒

細心紘

判断していくわけだから︑それでいいんだよ︒そう慰うな︒
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まあ︑そうですねQ

う︒しかし︑経済をちょっと離れてみれば︑どうっていうことはな
浮藤

だから︑そこのところだな︒どう窺えぱいいのかな︒たしか

それは加藤紘一がずっと若いな︒私が昭和七年で︑撫藤紘一
そうとう大平さんにかわいがられていたんですね︒

藤波

藤波
佐道
ああ︑﹇かわいがられて﹈いた︒

にアメリカは経済の大きな蟹だし︑馨本の国が短時日に五十年で

いでしょう︒

藤波

伊東正義さんと加藤紘一さんはどうでしたかQ

﹇復興し︑経済大圏になった﹈今日があるのはアメリカのおかげだ

は昭頽十三年か・幸四年だろう︒

佐道
それは悪いことはなかったと思うけれど︑そんなに騒胆根照

という人もいるけれど︑経済ということでいえばそうだけれど︑ど

藤波
らすということもなかっただろうな︒

うっていうことないんじゃないかな︒そういう気がするな︒貿易摩

じゃあ︑加藤紘一さんというのは︑大平さんとの関係の邸象

佐道

しなければいかんと思ったけれど︑あまり経済にのめり込んでもよ

擦というのはみんな一藤懸命取り組んだし︑自分のほうでももっと

ええ︒

が強いということですね︒
藤波

藤波先生は︑アメサ．カとのコネクションというか︑人的なつ

くないな︑という気もしたな︒
伊藤

かない︒外交問題といいますか︑日米関孫については︑官虜長官と

ょうもないことでしょう︒といって︑何もしないでいるわけにはい

わけでしょうし︑といって日本でどうこうするといっても︑どうし

とが決まっているわけです︒これはアメリカとしてはイライラする

た︒それでアメリカに対する自動車輸墨の自主的翻の継続というこ

カの対臼赤字が五十九奪で三六八億ドル︑過密最高ということでし

たわけで︑琶本の黒字はたしかにすごく大きかったですね︒アメサ

伊藤

のことを考えたら︑やっぱりアメリカの政界︑財界との人的なネッ

静藤

藤波

伊藤

うだし︑東南アジアの国もそうだし︑中国もそうだし︑韓国もそう

藤波

中曽根さんのロン・ヤスのような一︒

だ︒あいつはいきとるようだったら︑おれが引き取りに来るぞ︑と

伊藤

ロン・ヤスは便利だからロン・ヤスと言っただけのことだ︒

いう関門はないね︒そういうのが政治家の中にはおるけれどな︒

藤波

それもあるでしょうけれどね︒政治家として︑樗来総理総裁

あるといえばあるけれどQ各麟ともそうだ︒イギリスともそ

親しい友人とか⁝⁝Q

個人的なものはない︒どうっていうことはない︒

ながりはありますか︒

してもずいぶん大きな役舗を演じなければならないでしょうし︑総

トワ⁝クは必要でし孟う︒

■臼米関係について︑アメリカとの人脈

理大臣ももちろんですが︑B米関係はどうですか︒日米経済摩擦を

藤波

いや︑その前です︒

まだこの時期︑日米の経済摩擦は獺変わらず強いものがあっ

中心に︑ちょうど第二次内閣のあたりで日米関係は︸番激しいと思

続してそんなことはどうっていうことはない︒
伊藤

当時ですか︒一般的な問題になるんだ︒

必要と商えば必要だし︑弓クル⁝トからもう十五年経つ︒継
うんですけれども︒

藤波

藤波

経済を中心にして物を見ていけば︑日米関孫は葬常に大事だ
し︑将来を考えても︑日本にとって決定的に大きな意味があると思
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葛藤

藤波

伊藤

この前だって︑先盤︑アメ婆力に行って中曽根さんを総理に

あると言えばあるし︒

ある程度ネットワ⁝クは−一︒

伊藤

藤波

解藤

それはアメリカ大使なんかをやっている人たちに聞いてもそ

いう︒

ロビイストとして雇ってくれというんですね︒

そうなんだけれどね︒

藤波

伊藤

藤波

アメリカから来る︒どうっていうことはない︒大事だと思っ

日本の国内にも来ますか︒

そうそう︒そんなのはどうっていうことはない︒

うです︒ロビイストの売り込みがたくさんあるという︒

藤波
あのときは︑どなたかが連れて行ったという話ですね︒

て︑いちいち取り組んでおったら大きな聞違いになる︒あれだけ嘘

それは人的なネットワー

伊藤
東さん︒

をついてやるもんでね︒

しょうといろいろやったという話ですが︑

佐道

東力を連れて行ったんだな︒大蔵省からブルッキングス研究

クがなければできないじゃないですか︒

藤波

佐道

経済摩擦はかなり厳しいけれど︑全体としてみれば︑先生は

所に行っていたのを連れて行った︒それはどの銀行とか︑どういう

していなかった︒私は心配しなかった︒

麹松永信雄民の駐米大使就任︑国鉄改革等

藤波

そんなに心配はしておられなかったということですね︒

誰か︑向こうとの人脈を作ってくれる人を持っていないと困

人間関係とかというのは︑特別対処して行くという手もあるな︒

轡藤

そうだな︒とにかく便利だな︒いろいろな藷が来たけれどね︑

りますね︒

藤波

当時も︒官房長官を二年もやっておると︑いろいろな淫中がいろい
ろなことを言ってくるわ︒アメリカの弁護士だけでも︑いろいろ来

藤波

伊藤

売り込みですね︒

﹁日本でこういう仕事をしたい偏という︒

それは弼をしに来るんですか︒

松永さんを駐米大使に︑というのは︑かなり政治の意向だろうとよ

い方です︒大物次窟でいらっしゃったことは薦違いないんですが︑

られるんですが︑松永ざんご自身はアメリカに一度も在勤経験がな

日本の避米大使が大河原﹇良雄﹈さんから松永﹇信雄﹈さんに替わ

改造内閣ができるまさにこの頃に︑日米麗係でいいますと︑

佐道

売り込みだ︒アメリカで二本を亮り出してもらいたいとか︑

佐道

藤波

く需われるんですが◎

ます︒

かまをかける︒あなたに頼みますと言って︑中善根内閣の代理店み

藤波

俊遵

揮藤

ロビイストですね︒

来ておる︒いっぱいおる︒

藤波

いわゆるロビイストだね︒

内閣に来るのは弁護士だな︒法律事務所︒国会の周辺によう

じゃあ︑アメリカのPR会社なんかも来るわけですね︒

るわけでしょう︒そうすると松永さんとはかなりしょっちゅうお会

撰藤

藤波

影藤

この前のお謡のように︑次官はいろいろブウ⁝フィングをや

一般的にね︒大物次官として︑よく働いたと思うね︒

松永さんとはけっこうおつき合いは多かったんでしょう︒

ないと田ひうな︒

般的には︑誰かが松永さんを特に強く推したということは

たいにして言えば︑やってくれるよね︒金は要るわな︒

藤波
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︑

そうそう︒

佐道

藤波

小泉内閣が異例だったということですか︒

決める︒

熊谷さんは︑河野︸郎さん叢みの名前を残されるんでしょう

﹁本嶺のクビを取るんですか﹂と言ったら︑﹁クビをとる︑そうしな

総裁のクビを取れというので︑エライことをするな︑と思った︒

藤波

轡藤

藤波

やったことない︒とにかく圏鉄の改革をやるのに︑総裁や副

藤波先生はそういうことをやられたことはない︒

大物かどうか知らんけれど︑嚢座はそうだな︒

藤波

やっぱり外務雀で決めますか︒

いや︑役所だな︒

藤波

佐道

藤波

ああ︑真藤ね︒あった︒真藤さんという人は︑総理官邸に胸

真藤﹇恒﹈さんです︒

総裁は誰だった？
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いになったということですね︒
藤波

ねえ︑外務省はね︒熊谷弘が通産で﹇役人の人事に欝出しを

藤波

あとに残るぐらいの人だね︒何入かね︒だいたい人事ぐらいでやっ

あの人の人柄については︑どういうふうに見ていましたか︒
いやじゃない︒いいじゃない︒結構ですよ︒

ていたんじゃあ︑つまらないな︒そういう気がする．な︒

比翼

でも︑﹁結構です篇という﹇断わるような﹈意味も︵笑い︶︒

伊藤

したが﹈︑昔なら河野一郎とか︑だいたい人事を動かすのは名前が

﹁結構です︑要らない﹂という意味にも︵笑い︶︒

藤波大火傷だ︒

先導はあの人はいやじゃないんでしょう︒

いい人やね︒

俵道

下手に人事をいじったら︑火傷をするもとですね︒

きちんと報告されますね︒われわれもお話を伺って︑実にき

やはりそれぞれ︑次官になるぐらいの人ですから︒

いとできんしという︒いま考えると︑羅鉄改革はようやれたと思う

か︵笑い︶︒

そうそう︒

けれど︑やっぱりあのときの総理大臣の覇断だね︒理事長も含めて︑

きちっとしているよ︒大河漂さんもきちっとしているけれど

俘藤

じゃあ松永さんの駐米大使就任について︑特劉な擁かがあっ

三役のクビを取れといって︒

動いた︑動いた︒

伊藤

法律が通っているんですが︑これは蘭与されたんですか︒

国鉄ではないんですが︑五十声量の夏に電電公社の民営街の

動かないね︒

道路公団ですね︒等割畏営化が進まない︒

いまクビを取らないから動かないじゃないですか︵笑い︶︒

儀藤小感藤
道波池藤波

ね︒

藤波

そうだと思うな︒

たということではないんですね︒

佐道

ああいう次官の人事というのは内閣で決めるでしょう︒

伊藤

まあ︑そうですね︒そうすると︑外務次窟の入事というのは︑

意志を報告に来るんじゃないの︒

中蓉根さんのご意向が大きかったということですか︒

そうですね◎特に総理大臣ですね︒

駐米大使なんていうポストになると︑これは内閣ですね︒

決めては来るでしょうけれど⁝⁝︒

藤波道波道藤波藤波

外務雀だけで決めるわけじゃないでしょう︒

でもあれで動いたんでしょう︒

役所で決めてくるよ︒

藤波

ちんとしたお語をなさる方だと思っているんですが︒

伊藤傍佐藤
藤波藤遵波
俘．藤佐藤佐俘藤伊藤

伊藤
総理のところに行って話して来いというのさ︒﹁︑いや︑あん

それは實房長官を通じて言ってくれということですか︒

んのや︒つき合ったのは真藤さんですからね︒

で︑動かんのや︒向こうの﹇総理の﹈部屡に行け︑と言うても動か

を張って入って来るんだけれど︑嘗房長官の応接の部屋に座り込ん

藤波

遠藤

佐道

墨字

そんなことはない︒いままでのところが地盤沈下しているん

それなのに名心置の地盤沈下と言っているじゃない︒

そう考えるといいですね︒

トヨタは盤界の大企業ですからね︒中京地域はそれですね︒

返った︒JRで︑トヨタがあとをくっついてくるくらいのものだ︒

だ︒

東海銀行は駄屡ですね︒

藤波

たがいい︑あんたがいい﹂と書うんだ︒それで相手は由岸﹇章：当
時全電逓中央執行委員長﹈だろう︒わしが山岸に会ったときに︑分
一般で行くんだという︒そ

割するといったら︑緩々だけやめてくれという︒分割をやあたら︑
あとは一般で行くんだな︑と言ったら︑

うか︒結局︑日本一の組合だと言って︑委員畏から連合の大将になっ

たね︒ああ︑そうかな︑と思った︒大したことないな︑と盟つたけ
れど︒

真藤さんも由岸も︑両方心安かったからね︒だいたい法律をつく
る漿には全部︑ス⁝パーに行って見習ってきたんですね︒鏑本電電
公社は︑サ⁝ビス精神をいかに発揚するかということを︑スーパー
罪常に俗な語だけれど︑僕らも圏鉄国営化したらいったいど

に行って勉強してくると言った︒頑張っていたな︒

攣藤

東梅銀行を見ているとそうだな︒名鉄を見てもね︒
名鉄も駄霞ですか︒

不祥事が続いているんです︒

そうでなくても落ちているでしょうね︒

あまり路線がたくさんないということもありますね︒

けっこう周辺の細かいところまで行っているので︑あまり収

蕪がよくないんじゃないでしょうか︒

どうしましょうか︒質問要項が終わりました︒

鑓防衛費1％問題など
僻藤

一点だけ︑ちょっと霞米関係にも関係があるんですが︑八四

うなるんだろうねと思っていたら︑本当にサービスが良くなりまし
佐道

たね︒

藤波

駕末に︑中曽根さんが平和問題研究会をおつくりになって︑高坂正

発さんが座長になりました︒そこで防衛費の一％を突破した方がい

たけれど︒最近︑名古屋の財界と経済の語をすると︑昔は名宵月と

小池

〜R東海はいいんだろうね︒

〜R東海ですね︒

﹁戦後政治の総決算﹂と銘打って内竸が出発して︑国畏は中

曽根内閣がいくつかの諜題を必ずやるだろうと思っているわけだ︒

藤波

うふうにお考えでしたか︒

れてくるようになったと思うんですが︑これは先生としてはどうい

いという報轡書をお出しになっているんです︒それでいよいよ防衛

伊藤

﹇東海道﹈新幹線を持っていますからね︒

んなあたりが中心だった︒いまは完全に︑民営化した〜Rが入って

小池

えらいもんだと思ったな︒十隼の違いで︑経済界がひつくり

費の↓％という問題がいままでよりかなり大きくクローズアップさ

いったらだいたい︑中部電力と名鉄と中部日本薪聞と東海銀行︑そ

良くなった︒力になった︒十隼蔚はそんなことを思わなかっ

平伊平小伊藤伊
松藤松池藤波藤

きているものね︒トップになるという︒

藤波
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藤波さん自身ですか︒

低姿勢で行こうと言ったんだ︒

申気根さんはそんなことを書わないじゃないですか︒

言わないね︒中曽根さんは言わんな◎

全部串し上げるから︒

小鳥来る﹂なんですね︒

孝堂先生の俳句もありますね︒有罪確定のときの旬が︑﹁今
喧嘩の果てに
はい︒

今度で富募長官暗黒が終わるかな︑と思います︒今田は先生︑
比較的お元気でしたね︒
そうですが︒

いつも藤波先生︑ネクタイの柄が一Q

今日はミッキーマウスですね︒

ご自分で選ばれるんですか︒
そうです︒

︵終了︶
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その一つが一％矯題だ︒また︸つは靖露神社の問題だ︒内閣はそれ
そのために内腿もそれに向けてやっていこうということです

に応えなければいかん︑そういうふうに思ったな︒

避道
ね︒

﹁藤波すぴりっと﹂はみなさん名前をお出しにならなかった

ということですが︑ こうすると岩見さんも書いたということがよく

そうそう︒徹夜した朝︑秘書官がひげ剃りを持ってきた︒

﹁弁当はあとや﹂と言って弁当をあとにして︑みんなでヒゲを剃っ

わかりますね︒

な︒加藤紘︸︑山崎掘だ︒﹁いつの﹇口か／︿藤波着相﹀／を︑という

た︒ジャーッという電気剃刀だ︒安倍さんや竹下さんや加藤紘一︑

内閣は一致していたわけですか︒

摂藤新生クラブの話も串ていますね︒野田毅なんかが入っている

佐道

本人は全然そんなことは思わんわ︒

熱い思いがこもっていた﹂︒先生は先ほどあまり肯定的にはおっしゃ
藤波

そうですが︒

一致したかどうか︑決は採らんけれど︑だいたいそれまで︑
だいたいそっちのほうに行ったわけですね︒

伊藤

藤波
夢藤
そうそう︒

﹁圓顧録の執筆を︑ぜひとも﹂と最後にありますね︒これ

らなかったけれど︒

藤波

有馬

そうそう︒

これは毎曖新聞です﹇岩見隆夫﹁近聞遠見﹂︵毎a薪聞二〇
﹇記箏を読んで﹈これは本当なんですか︑讐低姿勢は韮姿勢⁝

本当です︒

﹇オーラルヒ．ストリー﹈が︑それですよ︒

加藤紘一さんも︑それで頑張ろうということですね︒まあ︑

平松

があります︒

官携長官時代に残りがありますので︑そのあとも飼対﹇婆員長時代﹈

伊藤ちょうど買時になりました︒ありがとうございました︒まだ

藤波

防衛庁長官ですからね︒

儀道

と思ったな︒

藤尾政調会長︑ジャーッとやっていた︒小食堂だ︒

藤波

依藤騨藤伊
道波藤波藤
儲藤生餓藤
藤波の藤波

藤有佐有藤
波馬道馬波

〇三隼八月二日︶のコピ⁝を配布﹈︒

伊藤
⁝﹂︒

藤波

そうおっしゃっていたんですか︒

藤波さん︒

誰が低姿勢なんですか︒

そうです︒弦いていた︒

佐伊藤伊
道藤波藤

藤波孝生

第11回

H時：2◎03年9月壌8H

l4：0eN16：00
於：敬策研究院政策研究プロジ＝クトセンター

i〔インタビュアー一〕（肩書きはインタビューの時点＞

1伊藤

隆（政策研究大学院大攣教授）

佐道明広（元政策研究大学院火学助教授）
ミ

1武田知己（政策研究火学院大学特別研究員）
川越美穂（東寒大掌大学院雪国課程）

平松大輔（藤波孝生氏秘書）

記録者＝丹羽清隆

へ

﹇自浅党の﹈総裁選挙でいろいろ大変なんじゃございません

■青年団の思想と政治哲学
儲藤
藤波

ああ︑まだ復覚で嚢ないんですね︒いつ執行猶予が切れるん

ええ︑関係ないです︒私は尊勝属ですから︒

か︒先生はあまり関係ないですかQ
静藤
ですか︒

中留根は︑外交はあまりないでしょう︒

そんなことはないでしょう︒

どんな場面ですか︒

いや︑ロン・ヤスの腱係とか︒

それはアメリカとの関係だ︒

あと︑あちこちにしょっちゅう出かけていますよ︒

それは東京におらんほうがいいもんで︑行ったんだ 念嗣笑

何か︑この前の園の話で追加することはございますか︒

じゃあ︑閤に合わないですね︒

俘藤

いと思いますが︑いいですかQ

よかったらいま︑私の政治哲学みたいなものを詣しておきた

極藤

判決を本人が見てから十日後﹇に執行猶予が切れる﹈という

小泉が再選されなかったら︑誰がなる可能性がありますか︒

わからん︒私はわからんと思っている︒

もう︑なるでしょう︒

そう︑いまのままだったらね︒小泉再選になれば︒

その前に解散になってしまいますね︒

うことかというと︑目的に向かって一所懸命やるということだ︒そ

ということだ︒それが青年団の思想なんだ︒大事にするのはどうい

があって︑一堂に会して話し合って︑謡し合った結果を大事にする︑

そうだった︒それはどういうことかというと︑みんなそれぞれ考え

引き継いだかというと︑竹下さんがそうだったと思う︒私の場合も

え方としては︑青年団が中心だと思うんです︒それは︑あと誰かが

話し合いがまとまりますかね︒

が私の考え方です︒

です︒何かやるときに︑バ⁝ッとまとまってやればいい︑というの

出すんでしょうなQ
伊藤

まとまるでしょうね︑反小泉で︒小泉純一郎というのは︑私

例えば︑文部省の政務次宮のときにやったことは︑政務次宮川を

開放して︑︸番上が係長ぐらいの若い諸蒼が夕方になると次から次

へと集まってきて︑﹁バ⁝文部致務次官室﹂というのができる︒藤

原﹇清閑という秘書﹇政務次官付主任﹈は︑そのために一所懸命やっ

局なら初中周︑大学局なら大学局︑文化行政なら文化行政における

何かというと︑外交で恥をかかないというのが中心なんだ︒馳朝鮮
じゃあ︑中曽根さんもそれをやっていたということですか︒

ていた︒そこで日頃から鯵々考えておる︑自分の職場︑例えば初中

は︑入気が落ちるといかんのでやるということになっているんだ︒

にもわかっていない︒人気が落ちてくると外交をやる︒昔から外交

がいまここで雷うのもおかしいけれど︑本当にアホなんだな︒なん

藤波

れが青奪団の考え方だ︒一人ひとりがバラバラの考え方でもいいん

それは三人﹇亀井静香︑藤井孝男︑高村だ彦﹈が謡し合って︑

私の出身は青年騰とか青無会議所とかいうんですが︑物の考

はい︒

平松

藤波

十月末だ︒

波藤、波藤波藤波藤波

ことらしいので︑確実に切れるのは︑十一罵﹇日頃だと思います︒

藤波

藤修｝い藤揮藤伊藤伊藤

であろうがイラクであろうが︒

伊藤
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若い連中の思いを吸収して︑ウイスキイを滴る舞いながら弁当をつ

ると︑次は二回昌﹇の選挙﹈だから気をつけうとか︑政務次官や大

．に山塞になって︑それが私が文教部会長のときに︑私学助成とか︑
あるいは高等教育の充実とか︑．あるいは生涯教育の展開とか︑知・

それを積み上げてやっておればいいと思ってやっていたら︑非常

思うんです︒それがいまだに︑ひとつひとつの分蜀で︑﹁藤波労政﹂

えていくからだ︒自労ではそう思っていて︑私は非常に成功したと

うけれど︑選挙のときでもちっとも怖いものなしになる︒というの

臣になったときにかえって﹇選挙は﹈危ないから気をつけうとかい

徳・体のバランスのある教育とか一︒私は徳育が中心だと言うた︒

とか﹁藤波文教﹂とか﹁藤波官房長官﹂とか言ってもらうようになっ

ついて食べた︒

その頃に知育の勉強は放棄しているわけだ︒放棄しているというの

たのは︑それが非常によかったからだと思う◎

中曽根のあとは︑日本の世の中は全部安倍晋太郎で固まっておっ

は︑そんなことは通り抜けて︑もっと超越したものを中心に物を考

はどういうことかというと︑いまになって知育は大事だと言ってい
番︑三番でいいから︑徳

たんだけれど︑それが竹下になったというのもむべなるかなで︑ひ

るけれど︑私が部会長のときに︑知育は一

を大事にする教育をやろうということが決まっているわけだ︒そん

とつひとつ意味のあることだったと私は思うんだ︒

見を聴くのがいいと思うが︑誰がいいと思うか﹂というので︑土光

て︑正月に出て来いというので︑正月に行ったら︑﹁民間の人の意

初めに鈴木内閣が出発したときに︑中曹根さんが行管庁長官になっ

なふうに︑一人ひとりの考え方を持ってきて︑それをお互いが努力
をしながら︑文教部会長としての仕事がやれたと思うんです︒それ
はひとつの青年懸の考え方だ︒

それから︑労鋤大臣で成功して︑いまだに﹁藤波労政﹂と言って

う︒特に行革のような仕事は︑貧乏人は麦を食えというのではなく︑

﹇敏夫﹈さんを推薦した︒﹁経済雰ではいま土光さんが︻番いいと思

会長にして︑いろいろな連中を集めてきて議論をしたからだ︒議論

自分で高ぶらずに︑貧乏人のような顔をして︑めざしを食べている

もらえるのは︑これもいろいろあるけれど︑本閉﹇宗一郎﹈さんを
したほヶがいいと言って︑考え方はいろいろだけれど︑それを集め

ような人がいい︒だから土光さんが一番いい篇ということを申し上

私は﹁発想はいいと思うけれど︑いつまでも土光さんに頼ってお

てきて︑ひとつひとつの筋道を立てた︒それがよかったということ
中曽根内閣のときに︑閣議だとか︑いろいろなところで一所懸命

ると流れてしまうといかんので︑きちんと論理を立ててやることが

げた︒・甲曽根さんは﹁そうだな︑そうしよう﹂と醤つた︒

になって努力をした︒麗の歯車を回すために努力をしたけれど︑い

になっている︒これも青年國の考え方だ︒

つもいろいろな人の意見を聴くというのが中心で︑それも青年団の

して︑土光行致敬革で背こう﹂ということを申し上げて︑それが成．

大事だ︒それには瀬島さんが 番いい︒瀬島龍三という人を番頭に

考え方だったと思うんです︒

合いをする︒まとめ上げる︒まとめたら︑それに晦かって〜飯懸命

持って︑いろいろな意見を持った入に集まってきてもらって︑話し

震を連れて行く﹂というので︑﹁安倍さんを連れて行けば︑中瞥根

日韓親善を麺いあげる︒そのときに中押根さんが﹁外務大羅の安倍

瀬島さんが段象りして︑韓躍に行くことになった︒韓国に行って︑

心した︒

やるというのが青翠団の考え方だ︒それがそれぞれの分野で成功し

内閣は最後まで安倍晋太郎と一本になってやっていくのでいいと思

そんなふうに︑自的はいろいろだけれど︑ひとつひとつの呂的を

たので︑いまだに雷うてもらうぐらいの力を持っている︒それをや
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れて行くことにしよう﹂ということをご提案申し上げて︑二人連れ

ら︑理屈はあるじゃないか︒だから外交と︑内政の大蔵の濁方を連

ないQ日本の国内の金も要るので大蔵大望を連れて行くというのな

く理由はあるか﹂というから︑﹁今度は金が出るので︑外交だけじゃ

ということを申し上げた︒﹁それはいいけれど︑竹下君を連れて行

格さんになって︑いつまでも申善根さんを守ってくれると思うよ﹂

なに心配せんでもいいなと思ったので︑大学の勉強というものを馬

頭がいいやつばかりおると思ってえらい心配しておったのが︑そん

答案を読んでくれた︒しかし︑そんなことがあって︑俺よりずっと

有数の倫理学の先生の試験で︑七百入ぐらいおる一廻生の中で私の

た︒八十人置九十人もおるところで読んだ︒帆足理︸郎という日本

ら模範答案を読むと書って読んだら︑鐙の答案じゃないかな︑と思っ

それから︑畢稲田の商学部の一年生のと毒に︑﹇先生が﹈いまか

ういうものだな︑と思って︑ずいぶん勉強になった︒

て行った︒それで︑最後まで助さん︑格さんになって︑竹下︑安倍

鹿にし始めた︒藤波孝生が馬鹿にし始めた︒これはいかんな︑と思

うけれど︑本当は竹下を連れて行けば︑安倍︑哲下の二人が助さん︑

が守ってくれた︒そういうことも︑ある意味で私は青年國の精神だ

いながらも︑ついついそういうことになった︒ずいぶんかわいがっ

てもらって︑帆足理一郎さんの家に遊びに行ったこともあった︒学

と思う︒ちょっと無理かもしれんが︑そんなふうに思うんだ︒

全部を通じて︑藤波孝生の政治哲学というのは︑結局は青年鴎の

生時代もずいぶん先輩にかわいがってもらった︒

その後︑政治の世界に入った︒森コンツェルンの門森清が﹈会長

一番大事なエッセンスをとって︑それを遂行したことに尽きると思
う︒今陰は引退する前のときなので︑そのことを申し上げておきた

をやっていた︒副会長は園田藏だな︒会長が亡くなって︑副会長が

会長になった︒二人からずいぶんかわいがってもらった︒藤波孝生

いと思うんです︒これが一つです︒
それからもう一つは︑私はずっと一生︑四十年間を考えてみると︑

その後ずっと見てみると︑浜地文平さんにしても︑徳周宗敬さん

の哲学は︑人柄を中心にして︑森さんを追いかけていけばいいと思っ

えば早稲田の学生のときに︑池銅敬八とか︑小西彦太郎とか︑鈴木

にしても︑安岡正篤さんにしても︑先輩です︒爾湘重精さんにして

先輩にずいぶんかわいがってもらったと思うんです︒先輩と私との

憲男とか︑吉田与蔵とか︑あるいは中津幸雄とか︑橿田実とか︑全

も︑大阪の羽曳野の松木草壇女史も先輩です︒あの入は︑冤んだと

て頑張ってきたからこうなった︑というところがある︒

部先輩なんです︒大大先輩︒雄弁会といっても︑翠穰田の総長をやっ

言いながら横になって寝て︑物を食べんと︑弼百日も生きておった

腿係は非常に大事で︑それは皐稲田の学生の頃からそうだったQ例

た時子出常三郎にしても大先輩︒ずいぶん︑かわいがってもらった︒

人です︒実に神秘的な人です︒その松木草壇さんにしても︑みんな

そうえん

それから隅じように︑福町康順という人にかわいがってもらった︒

り言っているな︒それは蒋介石の軍隊よりも︑共産軍・毛沢東の軍

ので︑学生がいろいろなことを言ったら︑﹁そんなアホなことばか

﹁書ら︑中蟹で共慧智がなぜ天下を取ったか知っておるか﹂と言う

になった○﹁お伊勢さん﹂というニックネームがついたのも︑そう

て︑礼をもって話してきた︒藤波孝生が糺儀正しいというのが評遡

きには麓儀をもって︑純をもって話さなければいかんという気があっ

思ったことを言うてきたとも思えるけれど︑先輩と価していると

大先輩がかわいがってくれたと思うんです︒

隊のほうが強かったから共産党の天下になったんだQそのことがわ

いうことからだと思う︒

東洋哲学の権威者だ︒福井さんの詣は︑蕎麦麗の二階で聞いた︒

からんといかんぞ﹂と言ってくれた︒ああ︑東洋哲学というのはこ
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輩に鷹倒を見てもらったので︑ここまで来ることができた︒中蕾根

振り返って考えてみて︑礼儀正しくして︑先輩にぶっつけて︑先
藤波

伊藤

これは浜地さんと兄弟分だった︒河野一郎の河野派だった︒

それはどういう関係ですか︒

思ったことを書うてもいいけれど︑礼をもって接するということを

田越夫さんにしても︑かわいがってもらったと思うんです︒後輩が

をやった広潤弘禅の派だ︒それが河野派に来て︑それが中蓉根と森

きた︒その一人だな︒もともとは根本さんも浜地文平も︑農林大臣

きに︑森さん︑園田さんを助けて︑重政誠之や根本龍太郎がやって

﹇河野派が﹈中曽根さんと森﹇清グル⁝プ﹈との二つに分かれたと

中心にしてやってきたので︑ここまで来ることができたな︑という

の二つに割れた︒河野一郎が昭和颯十一年七月七日に亡くなって︑

さんにしてもそうだし︑三木さんにしても︑鈴木さんにしても︑福

気がするんです︒だから︑そのことが霧常に大事だということを書

どうしょうかというときに︑霞十二年一月に総選挙があって︑それ
伊藤

申曽根派というのも︑しょっちゅう出たり入ったりしていま

から森は森︑中蓉根は中曲日根で︑きたわけだな︒

いたいのが一つです︒

以上二つのことだけ申し上げておきたいと思います︒特に文部致
務次官のところで︑何か謡があったら言いたいと思ってきたのは︑

oー政務次官室﹂のことです︒そこで︑若い連申が腹の中でめい

藤波

最初︑申曽根さんか森さんか︑どちらに行くかというので︑

めい思っていることを吸収したということは︑非常に慮味があった

浜地さんと私の二人で両方に会いに行ったんだ︒それで謡を決めよ

すね︒先生も出入りはあるんですか︒

と思います︒それが文教部会長になっても意味があって︑よくでき

うと思った︒森さんは︑﹁俺は何にも力がないけれど︑範と藤波君

と姻談しながらやろう﹂と雷つた︒その足で中曽根さんのところに

行った︒中馨根さん晒く﹁俺と⁝緒にやれ︑やらないと震は落選す

るぞ﹂︒それで︑おれは一緒にやる人がいいよと霧って︑森さんの
轡藤

ほうに行った︒

伊藤

んのほうに行くわけですか︒

そうだ︑行くわけだ︒宇野宗佑とか上村千一郎とかと〜緒に

森さんのほうに行ったんですか︒それであとでまた中雷根さ

になったということでございましたが︑普通よく﹁政敵﹂という言

藤波

それはいまでも続いている︒と意どき私は行って︑きちんと季節の

藤波

伊藤

藤波

そうです︑政治家の場合は選挙区です︒悪い意味ではない︒

やっぱり地元の敵ということですか︒

かたき
政治の﹁敵﹂は鑓村元︒これは選挙区ですね︒

る集麟ではないでしょう︒

極藤

おるんじゃないか︑伸間の扱いがおかしい﹂と言っていたな︒

私には何も意見を言わなかったけれど︑中瞥根さんには︑﹁偏って

んが﹈私だけを大事にしたら︑先輩がみな怒るな︑怒るはずだわ︒

中曹根派に行くわけだ︒三期ぐらいあとからだ︒それで﹇申曽根さ

挨拶をして︑いろいろなことを教えてもらってくるんだ︒根本龍太

藤波

ないな︒

中曽根派自体が︑蒲の竹下派みたいにカチッとまとまってい
郎さんが︑もう㎜人だな︒

ですか︒

葉を使うじゃないですか︒そういう関係の方はいらっしゃらないん

いまのお謡で︑政治家としてずいぶんいろいろな方にお世話

■﹁政敵﹂について

たという気がするんです︒以上です︒

「、
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いちおう来ているわけだ︒

いちおうずっと中等根派で来ている︒

ないわけだ︒

けですか︒

先生はそういう意味では︑そこからあとは出たり入ったりはないわ

伊藤渡辺藥智雄さんみたいにしょっちゅう綴たり入ったりとか︒

藤波

藤波

俘藤

藤波

そうですね︒

んだんいなくなってくるわけですか︒

僻藤

この前︑竹下さんの創政会のお謡を漂いました︒竹下さんが

春日さんのように︑ガチッとした力を持った入が︑あとはだ

民社覚もスケ⁝ルが小さくなった︒

春日さんのあとはどうですか︒

そうそう︒西羅末広のあとは春Bご辛だろうな︒

﹁それならよかろう﹂と認めた︒結局それが派閥の再編になってい

くのを見て︑これは二踏堂﹇進﹈さんをはじめとした人たちがつぶ

しにがかったと書われていますが︑そんな感じですか︒

が︑社艮連とか戻社党あたりでも︑だんだん撹代交代が起こってく

れになりますね︒それで自民党も若返りということになるわけです

窪藤

入院した︒それで見舞いに行ったら︑渡部恒三は渡部恒三なりの話

脳梗塞か脳撫栓かで病気になって︑虎の門病院だったと思うけれど︑

いま︹衆議院の﹈圃議長をやっているけれど︑ちょうどその時期に

代が始まるな︑という気がしたな︒渡部恒三というのは私の友人で︑

初めはそんなふうに思うんだけれど︑だんだん本気で世代交

る︒全体として当然みんな高齢化するわけですから︑世代交代が起

をしていたけれど︑客観的には梶山﹇静六﹈とか小沢一郎が竹下派

藤波

こるのは嚢たり前なんですが︑だんだん変わってきている︒先生は

をつくるときに︑渡部難三には初めは声をかけなかった︒あいつは

ら仲間を集めてきたというのが竹下派︒創政会のときだった︒だか

ほかの党派の人とつき合っていて︑ご自分も次の世代︑あるいは次

ら︑これは本気でやるな︑という気がしたQ

おしゃべりでいかん︑とあの連中は言うた︒おしゃべりではないと

藤波

初めからバーツと広げるのではないからですね︒

の次といいますか︑そういう世代になってきたな︑という感じでお

なかったけれど︑罠社党の場合︑．春日一幸さんというのは断然違う︒

伊藤

広げるのではなくて︑一人ひとり丁寧に︑絞って絞ってやっ

私は思っておるのやけれど︑そう言うて︑非常に門戸を閉ざしなが

話にならないぐらい違うのであって︑大内啓伍も塚本﹇三郎尉も︑

藤波

よそを見ながら︑自分もこうだというふうには思ったことは

両芳とも子分だった︒それは塚本に替わっても︑意味は違うけれど︑

最初に創政会を作ったころと︑そのあとの鞍下派の幹部とは

ているな︑という気がした︒

伊藤

ちょっと違うんじゃないかと思いますが︑先生は直接に竹下さんあ

そうですが︒春臼さんがなんとなく民社党のオーナーみたい

轡藤

たりからそういう詣はなんとなく聞いているんですか︒

つき合っていかなければいかんな︑ということはいつも思っていたな︒

実際は春霞一幸さんが力を持っていた︒実際に力を持っている入と

られたわけですか︒

前の話に瑛ります︒三角大福中と来て︑中継根さんでタネ切

麟致会をつくったときに︑初めは勉強会だといって︑田中さんも

解藤

一応来ているけれど−⁝み

いややもん︒ずっとだよ︒

波藤波藤波

醸世代交代の空気

藤修｝藤傍藤
な感じなんですか︒
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の世界でははっきり物を貰わないとわからんで︑はっきり物を言う

伊藤

藤波

ねえQ私と武藤嘉文だね︒武藤嘉文さんはちゃんとしておる

大平さんが奴きなのは︑先生だってそうじやないですか︒

大平さんのほうに行ったりな︒大平さんが好意だったんだ︒

れど︑全然動いていないので︑待っておるということもないんだろ

それはそうでしょうけれど︑これは竹下さんのせいだと一︒

そんなふうには思わないな︒
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なんとなく聞いているのは聞いているけれど︑よそのことだ

ので︑わしにせいと言うところだ︒そういう意味だと思うので︑政

藤波
解藤

治の世算は激しいところだぞ縣と言ったのを覚えておるな︒

と︑そういうことだ︒もう少しはっきり︸欝えぱ︑あんな者はいかん

ではないから︒やっぱり下下さんが新しい派閥のリーダーになって

轡藤

と思って麗いているわけだね︒

くれば︑自民党全体が若返るといいますか︑世代交代が起こる︒そ

あの人に薄して期待を持っていた人もかなりいるみたいに思います

藤波

竹下さんも別に藤波さんに了解を求めなければならないわけ

うすると竹下のあとはどうなるか︑という感じを待っていたんじゃ

ね︒でもあの人は︑中雪根派から出たり入ったりしていますね︒

山肥ええ︒

藤波
どうかな︑わからんな︒

ようなところがあるけれど︑自分だけよければいいという入だといっ

渡辺美智雄という人はいろいろ殿誉褒既のある人ですけれど︑

ないですか︒

藤波

どういう入たちが次の若い世代のホープとして見られていた

雛下派の中ではなくて︑墨絵全体の中で︑のことですかQ

揮藤

たな︒

つとあまりその後名前が出ませんね︒

んでしょうか︒たしかに藤波先生もその一人だと思うんですが︒

伊藤ち．

実際はずっと若返ったな︒竹下︑安倍︒安倍というのは竹下

藤波

藤波

藤弁孝男も一所懸命やっているんだけれど︑岐阜だからな︒

と同じぐらいだな︒宏池会は宮澤か︒二王会は○・五ぐらいで横に
繁藤

うな︒

門綱じく較阜の﹈武藤嘉文なんて働かさなければいかんと思ったけ

ではどうですか︒中曽根さんはいまだって頑張っていますからね︒

儲藤

置いて︑竹下・安倍だね︒

その当時は姐代交代についてはどう思っていたんですかね︒その候

うして︑ついに倒れた︒それで逓揺病院に入院するという事態が起

それはだいたい衆臼の一致したところですか︒中曽根派の中

補の一人は藤波さんなんでしょうけれど︑渡辺美智雄さんなんかも

こりましたね︒これについては︑その当時はどん．なふうに思われま

麟政会が旗揚げしてしばらくして︑角栄さんがかなりイライ

そうですか︒

したか︒

渡辺美智雄さんが﹇中蓉根﹈総理のところに来ておるという

藤波

藤波 率直に事実を認めただけで︑それで心配するとか︑ それで困っ

ということではなかったな︒

もので︑梅の話をしに来たんだ︑と懸った︒あれは﹇私が﹈富樗長
官の留任のときか︑剃長官から初めて官房長官になったときか︑どっ

ちかだ︒選挙の前ではなかった︒秘書の⁝人がそうっと聞きにいっ
たら︑皿︐エライことです︑エライことです﹂と言って帰ってきた︒

して葬常に大きかったんじゃないかと思いますけれどね︒

田中さんが倒れるということは︑当時の政界の中では衝撃と
てはあかんのや︑あんなものは官募長官になったらいかんのや︑と

藤波

大きかったですね︒

言って語しています﹂という︒﹁いい︑いい︑普通のことや︒政治

﹁なんじゃ﹂と言ったら︑﹁藤波のようなものを官田長野にしておい

x

遠藤鐸た
藤波藤な

俸藤

中蕾根内閣に対して影響がないのかな︒つまり中蕾根内閣は

﹁田申盤根内閣﹂と喬われて出発したじゃないですか︒瞬中さんが
後ろ盾にくっついている︒その後ろ肩が倒れるというのは︑田中さ
んから離れるチャンスでもあるけれど︑後ろ種が危なくなることで
もある︒どっちを考えるんですかね︒

藤波そのころ︑金丸︑竹下が完全に中曽根を助けているので︑あ
そうですが︒じゃあ中警根内閣においては︑田中さんではな

まり関係ないだろうな︒客観的にそう思うね︒

轡藤

海苔

藤波

武匿

もともとそういう伸間だけれど︑その中でも特に宮澤さんと

宏泡会というのは︑どうなんですかね︒

六さんを助けた人はおったと思うけれどね︒

野中六助派というのはあったんですか︒

の中にあるな︑とは思わなかった︒

藤波

じゃあやっぱり跡雇は富澤さんに行くとは思っていなかった

いうのはサラッとしておったんだね︒

伊藤

ということですか︒

藤波

藤波
やっぱり病気だったから︑ですか︒

ああ︑ついに逝ったか︑という感じだ︒

伊藤
六さんとはよかった︒

沼中﹇六﹈さんとの関係はどうですか︒

そうそう︒

平松

宮澤さんが﹇宏油会を﹈引き継いだけれど︑本当のオ⁝ナー

流れとしてはそうですね︒

そうですね︒

藤波

じゃあ前やっていた参事官とか︑そういう人たちがずっとい

変わらないね︒

そうだ︒いま窩内庁の次長をしておる羽毛田信吾が厚生省か

思うね﹇平成四〜七年内閣官房内鰯参事窟室重席参事窟﹈︒

八年内閣官房内鵜参事官﹈︒羽毛田を中心にした体制は変わらんと

ら来ていて︑参事官塞に陣取ってやっておった﹇昭和五十五〜五十

藤波

たということですか︒

極藤

らないんですか︒

になるわけですね︒そのと窓に窟虜の構成は変わるんですか︑変わ

伊藤先生は中着根内騰の官房長官になられて︑第一次改造で続投

鉗内閣官房のメンバー

藤波

の感じではないですよね︒

解藤

誰が跡瞑とか︑そんなことは思わなかったな︒六さんが死ん

くて竹下さん︑金丸さんが大きいわけですね︒結局それで支え続け
そういうことだな︒

だから宮澤が中心になったのか︒

藤波

ちょっと話が変わりますが︑昭和六十年に磁中六助さんが亡

てくれたので︑あと雛下内閣になるということですか︒

揮藤

伊藤

そう︒本会議場で︑代表質問をやるときに大きな字で原稿を

くなります︒これはどんな感じでございましたか︒

藤波

書いてやっていた︒逝ったか︑という感じだったな︒すぐに飛んで

藤波

六助さんは宏池会の中で宮澤さんとは対立していたわけです

いってお悔やみに行ったけれどねσ

簿藤
藤波

宏池会の中で︑先生はどちらかというと︑窩澤さんのほうで

ね︒コ六戦争﹂なんて言われていましたから︒
伊藤

宮澤さんのグル⁝プだけれど︑宮澤さんはあまり一人ひとり

はないグループと一σ
藤波

をきちんとせんのだ︒派鰻的に遂ちんとしないんだ︒窟澤責三とい
う人が穿窪しているなとは思ったけれど︑宮澤派というのが宏池会
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伊藤

あと﹇参事窟は﹈外務と大蔵から来ているわけですか︒
揮藤

藤波

そういう人たちが答弁をつくってくれたり︑

いいわけだ︒

をこなすんでしょう︒

あと通産︒
警察もいますね︒

藤波

藤波
累松

それは首相秘書窟ではなくて︑官房長窟についているわけで

藤波

それもあまり替わりなしで行くんですか︒

そうそう︒

伊藤

いろいろな仕事

それでは中善根内閣の後半の問題になりますが︑昭麹六十犀

翻売よ税と防衛費問題

そうそう︒

伊藤

伊藤

佐藤謙が大蔵から来ていた門昭和五十七〜六十隼内閣官房長

すね︒必ずその懸つの雀ですか︒

藤波

官秘書官％役入生活は︑防衛庁に行って防衛事務次官をやって終

か︑あるいはどういうふうに関わられたのか︒

の愚会では︑蒋に防衛費と税制のことが問題になりまして︑税舗改

官房長官時代はどうだったか︒税調は国対委員長のときだね︒

曜和六十〜六十二無

藤波

窟翼長寳の時代から税鋼改革の問題はワーワーなっていまし

わった︒それから警察から来た 平 沢 ﹇ 勝 栄

轡藤

董・は︑その後先生が官房長官を辞められたあと︑非常に大きな問題

たね︒

言っておった︒大蔵省Hが一所懸命だった︒

内閣無二長命秘書窟﹈は国会議員になっている︒それから外務から

藤波

やはりこれは︑窺問銘率の見直しが中心ですか︒

になってくるんですね︒これがやがて売上税の箕山になるわけです

ずいぶん若死にですね︒

伊藤

﹇それが﹈中心︒

来ていたのは︑このあいだ死んだ中本﹇孝廓︑六十一歳だった﹇躍

若死にだ︒

藤波

やっぱりのちの消費税につながるようなものを︑なんとかし

が︑この税金懸題は︑先生としてはどういうふうにお考えだったの

そういう官房ですが︑最初に副長富から長官になられますね︒

騨藤

和五十八〜六十一隼内閣官房長官秘書官﹈︒

伊藤

あてがい扶持︒

そのときに官虜の構成みたいなことはご自分でやるんですか︑それ

藤波

各雀から︑この人を︑と言ってくるわけですか︒

ともあてがい扶麗なんですか︒

揮藤

そうそう︑言ってくるわけだQ

てつくらなければならないということですか︒

藤波

こっちから注文をつけるわけにはいかないんですね︒

そうです︒

か︒それとも反対のほうですか︒

藤波

それは窟罵長窟についているのもそうですか︒

藤波

つ上

伊藤

そう思うね︒どうか知らんけれど︒

た︒例えば河野洋平もそうだったな︒自民覚では塩谷一夫なんかは

これは先生としては︑それはそうだろうな︑ということです
藤波

やっぱりその人たちがよく働いてくれれば︑富蕩長官として

伊藤

轡藤

商工業者中心の陣営だったので︑絶対反贈だった︒だいぶ強いな︑

国対委翼長になってからは︑挿間がどんどん反対になっていっ
は葬常にいいですね︒

になった︒

そうそう︒中雪根さんのときには︑秘書宮のクラスが一

藤伊藤伊
波藤波藤
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と思って話を聞いた︒はじめシライというのが童税局長﹇楽時匹主

税局長は水野勝丞で︑溺懸命にな・ていた︒山口晃秀毒務
次實以下︑税制・経済のことは大蔵省に径そうや︑といってきた・
フッと気がついたら︑大蔵雀が仕組んで段取りをしておるので︑こ

れは任せておけんなという気がしたな︒転が﹈国対委員長にな・
伊藤
看板としてあった︒だけど︑そんなに具体的に出てくるとは

とにかく税制改革は絶対に必要だということは一︒

てからだ︒

藤波
なんでそういうふうになったのかよくわかりませんが︑中蓉

思わなかったな︒

揮藤
根さんは大型消費税の導入を蒼窪しますね︒﹁縦横十文字に﹂曇々
ということですね︒ということは︑自分で手足を縛ったようなこと
自分で手足を縛るというか︑方向を言わないと憶の中治まら

にならないですか︒

藤波

だけど実際には売上税の問題は自分で鍵起しなければならな

ん︑ということにしてしまったな︒

伊藤

いことになるわけですから︑嘘をついたんじゃないかということで
﹇私が﹈國対委員長をやっていて︑闘会でずいぶんきつい場

責められますね︒

藤波

票あ︒た︒そのとき竹下さんが幹事長をしてお・套︒竹下幹事
長に﹁わしが総理に断わってくる﹂と言って総理のところに行って︑
﹁今変の闘接税申︑心の考え方は︑もう屡会を通りませんのでやめま

す﹂と言った︒﹁なんでやめるのか﹂と雷ってまじまじと私の顔を
しも
見た︒﹁撰というものは︑下かか
らみ
上へは流れません︒上から下へは
流れるけれど︑下から上へは流れません漏と書ったら︑﹁ああ︑そ
うか﹂と書つただけだったQ
﹁私の責鉦で言ってくるでな﹂と質下さんに書ったら・﹁そうか・

言ぞくるか﹂と欝つたことを覚えているな︒それで町費税は﹈

武田

税制という問題になると︑竹下さんは大蔵大臣もずいぶんや

そうですね︒

竹下内閣のときにできたんだな︒

轡藤

りましたし︑竹下さんの知恵もだいぶあるんじゃないかと思います︒

党の税調︑虚中貞則さんもこの時点からある程度やっているわけでし

スローガンにしても謳い文句にしても︑実際に大蔵賓にいっ

︑︑う︒このへんの調整はどうだったんですか︒それから大蔵省ですね︒

藤波

てみようということにして動いておったけれど︑ちょっとしてから︑

これはいかんな︑という気がしたな︒政治に逆行すると思ったな︒

これは政治とは違うという気がした︒一所懸命やったな︑あいつら

は︒﹁憲税局長は国対委員長室に出入りすることはならん﹂と言っ

たのを覚えている︒﹁大蔵省は嘘を言っていかん﹂と憲つた︒

佐道このとき税製問題主緒に︑防衛豊％枠突破という問題

がありました︒防衛庁が中期防を繰り上げてやるという謡がず・と

あって︑それは防衛費一％枠を突破しないとなかなかできないとい

うことが懸案になっていたのを︑中普根さんがこの時期にやろうと

いうことで問題になっていたと思うんですが︑これにはどのように

中曽根が天下を取ったらやるだろうということがいくつかあっ

取り組もうとされていましたか︒
藤波

て︑一％問題はその中の一つだな︒だから私も本気になってやろうと

そして実際にやったわけですね︒

思った︒靖蟹神社に参ることとか︑防衛費一％の話はみんな一緒や︒
僻藤

やったわけだ︒

だけど議会ではそうとうーー︒

藤波

㎞伊藤

そのときはもう国対委員長ですか︒

藤波まつかった︒
伊藤

重言﹇委員長﹈だ︒

㎜九八五年には結局できなくて︑八六年に突破するんですね︒

藤波
佐道
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八五︵昭和六十︶年に最初にやろうとされたときに︑一％を﹇突破
平松

えているな︒

佐道

藤波

長老の橿腿さんとか︑鈴木さんとか︑みんな反対と言い出し

出た︒

伊藤

平松内閣の官房長官から國会に来た︑ということです︒

伊藤

そういう表現をされたそうです︒

する﹈という謡をしたら︑党内からもさっそく反頬が出たわけですね︒

た︒党のほうでは金丸さんが幹事長だったと思いますが︑そういう

ていませんか︒

藤波

それで六牽一年には突破したんですね︒このとき予算委員会

そうですね︒

炉藤

藤波

それじゃあ大変なことじゃないですか︒

やってない︒全然やっていない︒

山を降りてまた︑ですか︒その前は国対関係の仕事はなさっ

それは弼を表環されたんですか︒

方と連絡を取りながら進めていこうということでしたか︒

儲藤

そうですよ︒それで委員長代理が大事だといって︑渡部麺三

言いに行ったんだ︒﹁本当だったら︑あんたが委員長で︑おれは委

藤波

﹁しょうがない﹂ということだろうな︒

員長代理をやらなければいかんのだけれど︑こういうことになってし

などで議論するわけですが︑露対委員長としてはどういうふうにす
藤波
爵旨いたいだけ負わせておいて一︒

まったので︑すまんけど勧けてくれ﹂と這いに行った︒﹁いやいや︑

にした︒﹁すまんけどな︑助けてくれ﹂とわしが渡部恒三の部屋に

伊藤

公明党は支持だろう︒公明をあてにして︑やっていたんだ︒

るんですか︒

藤波

助けてくれでもなんでもない︑おれはやる﹂と言って︑やってくれた︒

すでに大臣を経験されていましたし︑普通なら引き受けない

どこかが支持しないと突破できませんからね︒

伊藤

そうですね︒それでそのほかの蟹灼の委員は︑各派閥から出

ところだと思うんです︒

平松

伊藤

騒国対委員長に就任

るんですか︒

副委員長はそうですね︒

誠︑それから糸山英太郎︒参議院から斎藤十甥とか村上正邦とか︑

藤波

先に国対委員長のお話を伺ったほうがいいような気がします

そういう掌中がおったな︒ハマコー﹇1一浜田幸一﹈が見に来て︑監

偶藤

督に来るんだ︒

それで委員長代理が筆頭になるわけですね︒

それはどういうことですか︒党を代表してくるんですか︒

俸藤

やりたい︒それには法律が要るので︑法律を通さなければならんで︑

武田

勝手に来るんでしょう︒

ね︒肇九八五︵昭和六十︶年十二月に﹈圏対委員長におなりにな

麟頬委員長を務めてくれ﹂と総理に頼まれて国対委員長を引き受け

平松

しっかりやれ︑ということですか︒なんだったら︑おれが先

そうそう︒いま宏池会でやっておる小黒﹇貞利﹈とか︑古賀

たのを覚えているな︒

藤波

竹下さんなんかはずいぶん國爺をやられていますね︒

揮藤

藤波

伊藤

竹下さん︑金丸さんですね︒

頭に立ってやるから︒

るわけですが︑これはどうやって選ばれるんですか︒

佐道

そうそう︒﹁由を降りてきたか﹂と金丸さんが盗ったのを覚

総裁捲名︒﹁すまんけどな︑おれはやろうと思ったことだけ

藤波
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揆藤

武田

忠道

どうっていうことはない︒ずっと後のことになるけれど︑ハ

ハマコ⁝さんと先生はどういう位置になりますか︒

聖賢要翼︒

乱闘があるときだけ︑とか︒

は本当によかった︒一本で支持してくれた︒

権藤﹇恒夫﹈というのがおった︒ゴンちゃんが先だな︒ゴンちゃん

藤波

︵一九八論ハ︶年十二日駕まで翫惟藤氏︑

以後車−成一兀 ︵ 九八

九︶年早月まで市規氏︑その後市燐氏が書記長になり︑国対委員長

※昭和山ハ十一

市川﹇雄＝さんだつたか︑ゴンちゃんが先かな︒福随県の

藤波
ワイに金丸さんが行っておるとま︑金丸さんに用事があって︑金丸

は再び権藤氏となる︒

伊藤

さんを呼ぶときにハマコーを呼んだ︒それがよかったんだな︒﹁藤
波というのはえらいもんや︒おれをまず啄んで︑それから金丸さん

ですね︒

さんの息子とか︑小此木﹇彦三郎﹈さんの息子﹇八郎﹈とか︑そん

めてもらっておるね︒ハマコーさんの息子が浜田靖一だね︒ハマコー

じるかというのが大問題だ︒それはほめてもらえたな︒いまでもほ

藤波

そうそう︒

大出俊とか︒

伊藤

これはどうやって詣すんですか︒また︑どこで話すんですか︒

藤波ウォーッと突っ込んだものだσ

そうすると大事なのは︑味方になってくる公明党ということ

を呼べということになったんだ﹂という︒政治家というのは誰を通

な若い連中とときどき飯を食うんだQ

伊藤

まあ︑だいたい劇委員長が話に行くね︒縫会党鐙嶺は糸山英

たな︒

藤波

一所懸命やっ

そうですが︑もう決まっているんですか︵笑い︶︒糸由さん

劇委畏長が一藤懸命やるかどうかだけのことだ︒

はどうでした︒うまくやってくれましたか︒

伊藤

太躯だ︒

敵のほうともある程度誕をつけておかなければ駄陰でしょう︑

伊藤

藤波

︵一九八六︶年九月まで山卑属︑以後平野三︵一九九⁝︶

大嵩俊︒山口鶴男が先だったか︑どちらかだ︒

国対には︑各党の羅短がいるわけでしょう︒当時は社会党が

最大野党ですね︒社会覚の圏対はどなたでしたか︒
藤波
※昭鵜六十

それはなかなか大変ですね︒

年まで大出氏︒

揆藤

藤波大変だ︒

僕藤

うとることと違うことがあるからな︒うんと強いのが繊てくると︑そ

そういうことは毎朝確認しに行かないと︑社会党は前日に言

例えば﹇社会党が﹈反対でも︑どこまで反対するかとか︒形

静藤

をつけさせてやるというかQ

ずいぶん手強いじゃないですか︒ほかの党はそれほどのこと

はないとして︑とにかく國会運営をやっていくためには被会党と話

藤波

どうにもならんけれど︑歓会党はいろいろだ︒民被党はあて

をつけないことにはどうにもならんわけでしょう︒

藤波

じゃあ︑ちょっと約束してもあまり

っちにザーッと流れていくんだ︒公明はそんなことはなかったですね︒

滋藤

あてにならん︒向こうもそう思っているでしょう︒

にならない︒小沢門貞孝﹈という長野渠の人が国対委貫長をやって
いた︒あてにならん︒それで藤波國対は公明党を大事にして︑自公

藤波

︒

路線の出発になるんだな︒いまいろいろなことを言うな︑いいとか

だけど︑強い流れが出て来て動いてしまえば︑またやり直し
ですね︒

僕藤
そのときの公明﹇の国対委員長﹈は誰だったんですか︒

悪いとか匿うけれども︑出発はそうだったんだ︒

解藤
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藤波

電話で日と場所を決めて︑行って謡をする︒

でもそれは大変ですね︒
大変︑大変︒大変さ︒
健康を壊す元だな︒

生きとるだけで精一杯や︒

この前先生の事務所に行ったときに︑官房長官の一Bの日程

表がありましたね︒ ああいうものには︑そういう話は出て来ないわ
けですか︒

出て来ないね︒

あれは公式のものですか︒
そうです︒

先生︑社会党の二人についてはどんな感じでしたか︒

党内をまとめるのに精一杯だという気がしたな︒一所懸命やつ

なかなかえらいなあ︑大出俊とか︒山口さんは中背根さんと

人柄としてはどうですか︒

ているな︑ という気がした︒

伊藤
藤波

中選挙区で間じ選挙匿だったんだね︒憐香保の温泉だ︒ あれはえら

どこか隠れてやるわけでしょうQ

藤波

伊藤

初めの無が大畠俊か︒二年目が山口だったか︒

かった︒

伊藤

そうそう◎電話で話をしてね︒

山鶴さんというのは感じとしてはどうですか︒

あの選挙区か︒

藤波

伊藤
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そうです︒

藤波

できる︑できる︒

新薬記者に嫁ぎつかれないで会うことはできますか︒

藤波

薪闘記者だってしょっちゅう圏対委員長を見張っていると思

伊藤

伊藤

伊藤ということは︑社会党から言えば︑値段をつり上げているよ
値段の話は︑ほとんどないような時代になっていたんじゃな

うなものじゃないですか︒

藤波

いますけれどね︒

藤波

いか︒値段をつり上げておるな︑と思ったことはなかったな︒
でもなんの代償もなしに話がつくということはないでしょうQ

いんだね︒ずっといても︑寒さの頂上になる︒

それでも︑あいつらはわからんな︒朝の廻時ぐらいが一番寒

轡藤

いやあ︑国対委員長はほとんど党肉をまとめるだけで精㎝杯

わからんな︒そんなに意昧がないと思うな︒

そのころにいなくなるわけですか︵笑い︶︒

藤波

国対委員長が党内をまとめるためには︑多少何かが必要じゃ

だったんだろう︒

伊藤
藤波

じゃあとにかく︑誠心誠意だけで話し合いをするという以外

ないですか︒

伊藤

ないということですか︒しかし糸山さんが何をやっていたかわから
渡部恒三が糸山さんと話をして︑社会党はこうだということ

ないですね︒

藤波

藤波藤波道藤

電詣で話すんですか︒

記者の

委員長同

を﹇私のところに﹈持ってきた︒国対副委翼長会議というのは毎朝
やっていた︒

毎朝やるんですか︒

委員長隠士で話をすることはあった︒記春の前とか︑

夢藤伊藤儀｛塁

藤俸藤俸藤
波藤波藤波

伊藤

見とらんところで︑いろいろあった︒

藤波

士で話さなければならないということはないんですか︒

最終的に大きな問題で話し合いをまとめるときに︑

そうそう︑八時ぐらいからだね︒

議会が關かれているときでしょう︒

毎朝︒

轡藤傷藤武
藤波藤波田

藤波

やわらかそうにしておるけれど︑

生きとるのか︒

きつかったな︒死んだか︑

まだ生きてらっしゃるんじゃないですかね︒

大出俊は？

大幽さんも死んだとは閣かないね︒

なあ︒権藤は亡くなった︒市川雄一は今度勇退する︒

今度インタビュ；するかな︒向こう側から見て藤波先生はど

うでしたか︑ と聞かないと︒いや︑なかなかやさしそうで︵武霞

一番激しいところじゃないですか︒

由欝鶴男は日教組をバックにしておった︒群馬の教職員組合

結構きつかった︑ とか︶︵笑い︶︒

藤波

伊藤

それで︑奥野﹇誠亮﹈文部大駆のときに︑奥野さんと槙枝

だ︒

藤波

﹇元文騨を対談させるのに︑私と由口鶴男が両方で努力した︒私が
﹁文部省の測はわしが責妊を持つ︑あんたはそっちの責任を持てし
と言った︒文部省は︑﹁会ったときに弼と惑うんだと大臣が言うと
る﹂というもので︑﹁馬鹿もん︑男と女が布団の中に入ったら︑ちょっ

と手を伸ばすと紙が置いてあるんや︑袋の紙が﹂と言ったのを覚え
儲藤
ああ︒

じゃあ︑その前からつき合いがあるんだ︵笑い︶︒

ておるわ︒それがあることが大事なんだ︒

藤波

この国対委員長というのは党の七役の一人目すから︑党の幹

■自民党における国対委員長
夢藤

部会には趨るわけですね︒
出る︒

極藤もう︑えらいものですね︒その墨入の中に入っていれば︑少

なくとも党の中ではナンバー7以上ではありますからね︒
そうですね︒

そうです︒

向こうが送ってくるんでしょう︒
そうそう︒

圏対委員長は誰かの下ということはないんですか︒
ぐ異なんですか︒

そうです︒ああ︑幹事長がいるな︒

幹事長と連絡をとっていないといけないんですね︒

そうです︒幹事長に見込まれないといかん︒

このときは幹事長は誰ですか︒

初めは金丸で︑あとは竹下だな︒

二人ともいい起票ですね︒
いい醐係だ︒

じゃあずいぶん助けてもらえるんじゃないですか︒

ねえ︒

竹下さんも金丸さんも︑爾方とも国対のベテランですね︒

総裁のす

だけど醗委員長はこちらから指名するわけではないんでしょ

そうです︒

各派から有能な人を送ってもらわないと大変ですね︒

そうそう︒

もう︑あとは駄目ですね︒

失敗したらそれは責任を取らなければならん︒

うまく睡会運営ができなかったら︑失敗−−︒

えらいものだ︑党内ではね︒

やっぱり国対委員長というのは槙算えらいものですね︒

揮藤傍藤う優藤揮藤揮藤伊藤俘藤
藤波藤波。藤波藤波藤波藤．波藤波
伊藤鋳藤僕藤鐸藤伊藤
藤波藤波藤波藤波藤波

伊藤揮藤武
藤波藤波岡
藤波
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てみて︒

そういう関係だね︒小此木さんはえらかったな︒小此木彦三

藤波
轡藤

あるある︒

でしょう︒

担当もそうですが︑

郎は中曽根派で︑私が蜜腸長官のときに籔対をずっとやってきた︒

国対委員長のときに江藤隆美が﹁わしも引退するで﹂と言うて︑家
内が息子を連れてきたな︒今度勇退するんだな︒国対委員長をやっ
ているときに倒れたんだ︒それで爽さんが中豊根さんに会わせてく
れと言ってきて︑段取りするわと言ったのを覚えているな︒いまま
で︑ようもったな︒

何度か入院していましたけれどね︒

直接委員長に会いたいということもある

これはけっこうきつい仕事ですか︒朝から晩まで︒
きつい佳事だ︒

会期中はずっと院内にいなくてはいけないわけですか︒

国対委貴長室にいる︒自民党のよその理事が圏対に打ち合わ

せにやってくる︒隅対委貴長は一露おらなければならない︒

平松

静藤

伊藤

いろいろな法案がありますね︒どれを優先的にやるか︑社会

でしたが︑それは誰が決めるんですか︒

もちろん︑幹事長やなんかと期談ずるんでしょう︒

党との関係で譲るされてしまう法案があるでしょう︒どれをどうやっ

俘藤

いや︑法律に関しては鑛対委員長だね︒

翻委員長と委員長が相談して︑私と筆頭とで決める︒

藤波

じゃあ︑かなり大きな権限を持っているんですね︒

藤波

そうそう︒

佐道

て一︒

糸由さんは社会党と何かあったのかな︒

そうそう︒

だいたい得意な入脈を持っていないと議にならないじゃない

本人が﹁やらせてくれ﹂と言って︑やったんだな︒

藤波

綴えば主管している欝庁︑大蔵なら大蔵から委員長にところ

僅藤

糸山さんはその前に屡対の経験はあったんでしょうか︒

極藤

藤波どうするかというのは︑醒対委員長の判断︒

あったと思うね︒

あるある︒

に︑これはぜひ通してくれ︑というような陳情もあるわけですか︒
藤波

いちおう政府提案として出すけれど︑これは最後の取引に使

・

解藤

中曽根派に入って︑少し献金でもしてくれたのかな︒

そう︒

藤波

藤波

そのときの具合だね︒

りしろみたいなもので︑あとで︑というものもあるわけですか︒

伊藤

もう防衛総濠の法案なんかはだいたい駄鑓ですね︒

それは結果としてそうなるんですか︒初めから意図して︑

出てくる︒

うという法案も出てくるんですね︒

公畷党はどなたが担当だったんですかQ

伊藤
．

糸出さんはお金持ちでしょうが︒

公明党は誰やったかな︒﹇平松氏に向かって﹈誰が担当だっ

そうそう︑内閣委員会だね︒

石松﹇佐智

藤波

知らんわけではなかっ

先達ご自身は︑糸山さんとはその前から接点がございました

ですか︒

いま社会党担当とかそれぞれ撮当が決まっているというお詣

藤伊藤揮藤
波藤波藤波

自民党本部職員﹈に聞くとわかる︒石松に聞い

たけれど︒

全然ない︒糸山は中底根派だったんだ︒

藤か依藤佐藤伊藤
波。雲叢道波藤波
た藤佐伊藤揮
か直道藤波藤

の
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挙げられたんですか︒

たが︑

中曽根さんが特にやりたいと言われたのは︑異体的には何を

りたいものがあるからなってくれと言われた︑ とおっしゃていまし

圏対委員長に就任されたときに︑中曽根さんがどうしてもや

予算委員会があるな︒

予算委員会もありますね︒

教育関係だったら文教だし︒

そんなこともないな︒

内閣委員会が一番目難物ですか︒

官房長官がおるな篇と言ってくれるのは︑そのせいだ︒

藤波

轡藤

藤波

伊藤

よくやっていた︒五年間ほとんど出ていた︒いまでも︑﹁あっ

よくやっていましたか︒

そうそう︒国対委員長だろう︒

国会討論会は︑藤波先生が遺髪されていたんですか︒

さんに電誰で話したことを覚えておるわ︒

てきて︑総理︑葬式に行くべきだ︑とそのときに判断して︑中善根

会のビデオ録りがあって︑それに診ているときに亡くなったと言っ

に頼んで︑了解してくれと言えばよかったんだ︒NKKで圏会討論

資料の中にビデオが残っていましたね︒

後藤曝︹正購﹈さんが窟樗長官だったから︒

挙げなかったね︒だけど︑法律が全部要るということはわかっ

ンコという書記長が死んで︑ゴルバチョフが登場しますね︒そのチェ

覇道

後藤圏さんはほとんど出なかったのでね︒三年間プラスニ年

藤波

ルネンコの葬儀に中墨根さんが行くわけですが︑臓ふじなみレポ⁝

藤波

謡は全然変わりますが︑コ九八五年三月ソ連で﹈チェルネ

臓チ鑑ルネンコの死︑申曽根氏が
ゴルバチョフ氏と会談
轡藤

﹁きみ行って︑全部やってくれ﹂と言われたもので︑三隼間

出た︒官房長宮と困頬委員長と︑引入鐵るんだ︒副長官のと

圏対委員畏のときも出たんですか︒

官房長官の役罰として出るし︑国対委員長も出るんだ︒

富房長官の役割として出るんですか︒

そうです︒

ト﹂の中では︑二曲岡根首網自身が葬儀に行くべきだと︑先生が中瞥

間︑叢奪間はほとんど出た︒

ておったね︒官房長官を二母ぐらいやったからね︒

根さんに尽唆したと書いておられますが︑これはどういう意味なん

ほんとうにほかの党と激論をするんですか︒

藤波なったんだな︒

それで中蓉根内閣の顔のようになったんですね︒

藤波

解藤

ですか︒

と行ったんだ︒ゴルバチョフがたまたま中曽根さんと会ってくれた

やるな︒やるんだけれど︑NHKに行って︑ビデオを録る前

武鴎

トイレには︸緒に行かないといけないですね︵笑い︶︒

やっつけようという︒

るんだα今日は誰をやっつけるんだ︑民社党がおらんので︑あれを

に連れ小便でみんな小便しに行くんだ︒それでだいたい便所で決ま

藤波

これは圏会の会期中なんですね︒それはほかの﹇党の﹈蟹難

行きたいと言えばよかったんだ︒それを了解してくれるよう

外国に行くというのは11︒

に了解をとっておかないと駄目なんですかσ総理が国会の会期中に

儲藤

やっぱり礼儀だね︒そのあとゴルバチョフだろう︒うまいこ

3

のでよかったんだね︒

依道

E
き藤伊藤揮藤催
。も波藤波藤波道

藤波

1281

佐藤佐伊藤伊
道波道藤波撚

佐道
あれは辛い仕事ですか︑それともけっこう楽しい仕事ですか︒

トイレで談合して︑筋を決めるわけですね︵笑い︶︒
佐道

藤波

そういう人と︑先盗が出られたんですね︒

麿沢とか渡辺﹇秀央﹈だ︒

藤波

伊藤

藤波

窟房副長官だからね︒私は国対委員長だから︑中心になる︒

小此木さんは討論会でいろいろおっしゃるようなタイプの方

そう︒だからなおさらこちらが大きくなるわけだ︒向こうは

たなQそれでも︑物を言わんといかんしな︑黙つとるといかんなあ

佐道

ではないような気がしますが︑どうしても先生の比重が大きくなり

辛い仕事だったな︒余分なことを言うてはあかんし︑辛かっ

と思って︑辛い仕事だったな︒

伊藤

ますね︒

藤波先生はあまり発言をされないで︑まとめ役のような政治

行動だとおっしゃるものですから︑討論会のときはどうなんだろう

一人や二入は

藤波

﹁宣屠長官﹂と呼んでくれる人がおるわ︒﹁もう昔の話や﹂と言うん

そうそう︒いまでも薪幹線に乗っておると︑

と思ったんですね︒討論会で黙っているわけにはいかんでしょう︒
まとめるわけではないから︒

やけれどね︒五年間やっとるから︑だいたい覚えてくれとるわ︒一

なるべくわかりやすく話すということを心がけたQそれがよ

藤波

定年齢以上の人だね︒若い人は知らん︒

伊藤
攻撃されるわけだ︒

でもほかの党から自民党は集中的に攻撃されるわけでしょう︒

そのとま︑中耳根さんはゴルバチ厨フに会うわけですね︒

かったんだね︒青年団の精神だ︒視聴者は一人ひとり考え方が違う
けれど︑いまこうやって動いていますよ︑ということだけ書えれば

藤波

反撃もしなければならないでしょうし︑下手な反撃をしない

いいなという気持ちだったね︒

伊藤

で聞き流しておくこともあるんだろうと思いますが︒

会うわけや︒

そういうセットは舛務省がやるわけですか︒

事務的に外務省だな︑そうですね︒

官邸のほうは︑特に何かするわけではない︒

ない︒モスクワの大使館でしような︒

と﹇国対委員長の﹈小此木さんで出られていたんですか︒

佐道

藤波

そうすると︑藤波先生﹇が富罵長官﹈のときには︑藤波先生

そうそう︒

房長官と隆蝦委員長が︑お二人で出られるということですか︒

佐道

それが多かったねQ

いますよね︒先生は留守番役なんでしょうが︑中曲田根さんがサミッ

鶴藤

藤波

藤波

うん︒

たら︑ちょっとまずいんじゃないですかね︒

伊藤

あと中碧根さんは︑例えばサミットにしても︑侮園も行って

葬儀にわざわざ行って︑ゴルバチョフにも会えなかったといっ

そうでしょうね︒

かはお互いに連絡をとるんでしょうね︒

でも首枳秘書窟とか︑先生のところに来ている外務省の人と

藤波

そのあとは一︒

トに行くと︑みんなカッコいいといいますね︒

そうそう︒

伊藤

庸沢﹇俊二郎︸︒官房副長官︒

藤波

藤波

藤波

先生のあとはまた後藤田さん﹇が官房畏宜﹈になられるので︑

ていくものでな︒

ワーッと﹇人を揮しのけるような格娃をする﹈真ん中に入っ

佐道

﹇窟罵副長官の﹈唐沢さんが出られるんですね︒

藤波先盤は窟房長官と国対委員長とおっしゃいましたが︑官

伊藤儲藤江藤儒
藤波藤波藤波藤
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鷹藤ちょっと藤波先生のパフォーマンスとは違いますね︵笑い︶︒

ときどき言うて来るのやろうと思うけれどねQ断わらなければいか

藤波

なあ︒

ど︑来璋日本に来るというけれど︑サミットのことは辛抱してくれ︑

ん︒一番いいのは︑帰ってきてから﹁いまモスクワにおるのやけれ

そうそう︒いちいち電話でおるかいな︑と言わないもんで︑

あれは︑やろうと思ってできるものじゃないでしょう︒
藤波

やっぱり中三根さんは﹁世鼻のB太−﹂を代表する中曽根︑と

−

こういう国際的に活躍する申曲田根さんの姿は︑外務省として

璽申曽根氏の外交姿勢

ならんな︒それが留守番役の大事なことだな︒

警備ができないといっておるで︑辛抱してくれよ﹂と言わなければ

型置
そうそう︒敢治の中瞥根康弘とゴルフの青木﹇功﹈の二人だ

いう気持ちが見えていますね︒

藤波
けだな︑アメ弓力のテレビに出てくるのは︒アラスカに行ったとき
に︑一臼じいっと見ていたんだ︒そうしたら︑中曹根と青木だけが
あの入じゃないとできないでしょうね︒サミットに行って︑

鐵てくるんだ︒見事やね︒
轡藤

攣藤

は嬉しいわけですか︒外務賓の立場からいったら︑どうなんでしょ

サッチャ〜の隣に行くとか⁝︒
俵道

う︒

いつのまにかレ⁝ガンの隣にいるとか︑できないですよね︒

サミットは毎年の年申行事になっていたわけですが︑開催前の事業

藤波

外務省がヒャッパ⁝することは間違いないね︒安倍外務大臣

準備がございますね︒外務省を中心に︒これは官房長窟も入って︑

そうそう︒

すか︒

襖藤

だろう︒

藤波

でも官樗長窟が姦分のほうから主張することはないわけですね︒

藤波

いろいろやるわけですか︒

伊藤
ないない︒

安倍さんも︑ついでに名声を上げることになるんじゃないで

藤波

え躍に︑控え翻に︑だ︒わしの真似をしたんやな︑あれは︒
控え目ですか︒

なると思うな︒中途半端やったな︑安簸さんという人は︒控

伊藤要するに情報としていろいろなことを知っておくということ

伊藤

藤波控え蟹だった︒竹下さんとの闘係だろうな︒

ですか︒

藤波

伊藤

そ・つだなあO

そうです︒でも官鰐長官窒におると︑サミットに行っている

中墨根さんから電話で︑﹁すまんけど︑京都に断わりを入れてくれ﹂

ね︒

藤波

蘇方ともかなり知恵のある人だと思うんですが︑お互いのつ

哲下・安倍の関係というのも非常に面白い関係だと思います

とかね︒サミットを次に日本でやるときには京都でやれという人が
おるわけだ︒パンティ屡の一︵依道

伊藤

下着麗︶

ワコ⁝ル︒何か理由がなくてはいかんもので︑警備の蘭係でできん

き合い方は︑ライバルでもあるわけですからね︒

ワコール︶︵平松

とかいう︒だいたい警備にかこつけていたな︒すまんな︑という断

﹁あなた︑安倍さん︑やってくれよ﹂と南口わへんと︒だけど︑竹下

ライバルだな︒最後に竹下︑安倍は二人で話したな︒竹下が

藤波
その断わり役を先生に頼むんですね︒

わり番だ︒

佐道
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は簡単におりられないと思うよ︒﹇私が﹈工房長窟のときか国対委

首脳会談の第二階目かな︑レーガンの部屡で︑レーガンと中蕾根さ

書官と西人で議し始めた︒そこに翻務長窟が裏から入ってきたんだ︒

んと︑中蛍根さんについている私と︑レーガンについている主席秘

に行ってくれよ﹂というもんで行ったけれど︑バスに乗って行けど

その瞬翼に安簸外務大霞を部屋に入れなければいかんのや︒うっか

員長のときか︑竹下のおやじさんが亡くなって︑﹁すまんけど葬式
も行けども︑竹下の家に着かへんのや︒飛行場を降りてから長いん

りしていたんだ︑私は︒

伊藤

黒雲空港だ︒飛行場を降りてバスに乗っても乗っても︑着か

掛合町﹇島根県雲南市掛合購﹈ですね︒

から日本から安倍晋太郎のところに電話が鳴りっぱなしだ︒

の瞬間に入れなければならないものを︑入れなかったもので︑それ

〜所懸命に書いてはおったんだけれど︒そ

だ︒

藤波

うぞ︑どうぞ︑ということにはならんな︒そう思ったな︒それで竹

そんなこう雷うなと思ったけれど︑﹁私は安倍さんだけを大事にし

臣はいかん︒帰って来いしといって︑福露さんとかみんな言うんだ︒

﹁すぐ帰って来い︑外務大駆の存在をそんなに馬鹿にする総理大

下・安倍会談というのは︑人がいろいろ言うけれど︑そんなものは

て︑あんたが総理大臣をやるのを見ていくんだ﹂といって安接普太

へんのや︒こんな山奥から来たのなら︑簡単にはおりられんな︒ど

関孫ないと思ったな︒あんな山奥から来ているんだから︑簡単にお

ら電話がかかってくるんだ︒階段のところで聞くと︑安倍さんが

りるわけはないわ︒DDTとPTAともう一つぐらい︑英語の先生 郎に忠誠を誓った︒つい横の部盤に寝ておったら︑夜中にもヨ本か
でわかっておるのは一ごつぐらいだつたという︒

と需うとるんだ︒だから︑すぐ帰って来いと言

カッコはよかったね︒

﹁怒るな︑怒るな

藤波

息子は似ていますかQ

敗やったな篇と︒私が呼びに行かなかったんだな︒国務長官が裏か

垂耳さんのほうはどうですか︒

伊藤

顔つまが似ているね︒性脳は違うわ︒安倍載二二は︑おやじを

﹄伊藤

藤波

ら入ってきたのでね︒

伊藤

一所懸命助けています︑というのが聴入に見えるようなこと

一所懸命助けていますね︒

藤波

傑藤

わからなかった︒わからなかったんだけれど︑そんなことは

わからなかったんでしょう︒

そのことを大河漂﹇良雄﹈さんはいまでも言うわ︑﹁あれは大失

われているんだ︒これはいかんな︑と思った︒

助けようとせないかん︒助けなければいかん︒

藤波

務大臣も入らなければならん︒

書うとられんのでね︒着脳会談に︑向こうの国務長窟が来たら︑外

それは初めから打ち合わせがなくて︑やっているんですか︒﹁

ではいかん︒

伊藤

解藤

そうそう︒打ち合わせでは︑誰も入らずに四人でやるという

中豊根さんは外務省との関係で言うと︑外務大臣を兼ねてい

るような感じになってしまう危険性もあるわけですね︒安倍さんに

藤波
僻藤

も十分に配慮しないと︑まるで安倍さんを馬鹿にしたようなことに
なつちゃう︒

すね︒でもそういうとまに安倍さん軍体は怒り狂うというようなこ

ことだ︒四入というか︑二人でやるということだねづ
藤波

そのへんはどうですか︒

とはないんですね︒

なつちゃうでしょう︒

伊藤

最初の年にアメリカでサミットがあった︒そのときに行って︑

それに二人くっついているわけですね︒それはまずかったで
藤波
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なって怒っておったら︑本当に大変だ︒﹇竹下・安倍で﹈助さん︑

藤波

て官房長官がやれ篇と言われた︒二年闘でずいぶんあったねQ

曽根内閣からだ︒中立根内閣からそうなった︒﹁外務︑防衛は︑行っ

藤波

外務省と防衛庁の二つだけは官房長窟がやれというのは︑中

格さんだけど︑片方は亡くなるわけだね︒あれは安倍さんの人柄だな︒

伊藤
藤波

ない︒冷静だった︒﹁わかった﹂という︒安倍さんも︻緒に

伊藤中曽根さんはどうしても表へ︑表へと出るから︑ちょっと安

りましたか︒

あるある︒大いにあるな︒

そういう関係になったのは︑臨時代理を誰がやったかということに

外務大臣不在中︑防衛庁長富不在中に︑何か大事なことがあ

倍さんは撰き立て役みたいな格好になる場合もあるわけですね︒
藤波

でもそれは中海根さんを助けていくことだ︑と安鋸さんとし

いや︑役所は役所で判断してやってくれるね︒だけれども︑

霞藤

伊勢薪聞の敏長と話したら︑﹁藤波さんの選挙は屡屡では頼まれへ

もよる︒私の選挙のときに︑僻勢薪閣というのがあるんだけれど︑

割り切っていたんだな︒

んけれど︑外地で大使館に呼ばれて飯を食うと︑だいたい外務雀の

︑

藤波

もちろん中之根さんも︑安倍さんの意見は十分に闘いていた

ては叡り切っていたわけですかね︒

解藤

人間が大使をやっている︒その人から︑藤波さんの選挙は大丈夫か

といって頼まれる﹂とよう言った︒﹁ありがとう︑ありがとう﹂と

言ったQ面白い麗係やな︑と喬うた︒
披道

意見のすり合わせばやると思うけれど︑違う意見のときもあっ

んでしょうね︒どうですか︒
藤波
たな︒

安倍さんに気を遣っているという感じはありましたか◎

の方にかなりお会いになるんでしょうけれど︑外務省の方とはその

臨時代理をなさっているあいだに︑官房長官としても外務省

ない︒ないよ︒

あいだにずいぶんお知り合いになりましたか︒
知り合いになったな︒

中蛍根さんは︑やっぱりそういう感じかな︒

意外と気を遣っていたのかなあ︒

藤波さんが気がつかないくらいだから︒

遣っていなくても︑遣っているように見せるものですけれど

遣っているように見せないとまずいですよね︒

安倍さんも外務大臣としてよく海外に行かれましたが︑その

璽官蕩長官と外交
佐道

ときには外務大臣が不在になるので︑外務大臣臨時代理が置かれま
すが︑窟房長賓がなられることが多いと思うんですが︒

先生ご自身と外務省の役人との関係はどうですか︒

大蔵雀よりはいいと思った︒
どういう点でしょうか︒

大蔵省というのは内政の受任者だからな︒責侵を持ってやろ

うと患うと︑ 根手が富邸であろうと豊房長窟であろうと︑やり負か

せることがある︒ 外務省には︑そういうところがないな︒

なければ困るんじゃないですか︒

それはそう思うけれど︑ようわかってくれたんじゃないかな︒

大蔵は自分が自本上家を支える柱だという意識ですかね︒
そういう意識だ︒

外務省にもそれぐらいの気概を持ってもらいたいな︵笑い︶︒

12ss

藤償藤伊藤
波遵波藤波

伊藤僻藤伊
藤波藤波藤

伊ね佐轡藤俘藤伊
藤。道藤波藤波藤

臨時代理として外務雀の建物には行かれましたか︒

行ったことがある︒飛び込んで行ったことがある︒そんなに意図的

佐道

週いっぺん来るからね︒

に︑来いといわれて行ったのではなかったな︒

それはその時やな︒

その時で違っていたわけですか︒

に来いといって︑ラッパを吹かせるという︒ああおれはラッパは嫌

問題が中蕾根内閣のときにかなり深刺な問題になったんですね︒僕

揮藤
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官房長官として一番よく接触がある外務省の人は外務次官に

伊藤
松永﹇儒雄﹈さん︑そのあとは柳谷﹇謙介﹈さんですね︒

俄道

儀道

佐道

中曽根内韻のときは柳谷だなQ

うに中曽根内曇のときに決められたということですが︑総理大臣の

滅多に行かなかったな︒なんのときだったか︑いっぺんだけ

藤波
だいたいブリーフィングが週一宇あるんですね︒

臨時代理はどうなるんでしょう︒

藤波

伊藤
柳谷は︑事実上の仲入︒

なるわけですか︒

藤波

そのブ琴⁝フィングを聞いているわけですから︑国際情勢に

その時︑その時で決めるということですか︒
そう︒

そうそう︒

いやといって︑いっぺんも行かなかった︒﹁その代わり選挙区に明

が記憶しているのは︑中蓉根さんがどこかに行って外国の物を買っ

その時︑

外務大臣と防衛庁長官の臨時代理は官房長官がやるというよ

伊藤

ついては︑かなりの知識を得るということになりますね︒ほか﹇の
省庁から﹈はブリ⁝フィングはないんですか︒

長老とか︑そういうことではないんですか︒

警察はどうですか︒

藤波

官携長富がなるということはあるんですか︒

ないない︒

伊藤
警察はあったな︒

伊藤

ないと思うな︒なかったやろう○

藤波

ないない︒大臣のうちだ︒

藤波

警察は定期的に報告がありますか︒

藤波

外務省だけですか︒大蔵省はないわけですか︒

伊藤
ある︑適宜報告がある︒

伊藤

藤波
それは警察

中曹根さんがサミットに行かれるときの臨時代理は︑

伊藤

警察一般やろうな︒公安中心の讐察一般だな︒

大蔵はない︒

藤波

防衛はないでしょうけれどね︒

野航空学校というのがあるので︑そこへ行くで﹂と言ったら︑睦幕

たということがありましたね◎そうしたらアメリカ製品を貿わない

般ですか︑それとも公安ですか︒

攣藤

防衛も︑何回か臨時畿理をやれと雷われて︑いっぺん六本木

長をやっていた中村守雄というのが手飼島から明野に飛んできた︒

で︑フランスか何かの物を買ったというエピソードを覚えています
いかがでしたか︒

あと五分ぐらいしかないんですが︑アメリカとの貿易赤字の

きをつけ︑とみんなを叢ばせて︑ダーツとやった︒⊥ハ本木にはいっ
それは借しいことをした︒

が︑あれはかなり深刻な問題だったと思います︒官房長官としては
俘藤

ぺんも行ったことがない︒

■貿易摩擦対策︑対外経済推進本部の設置

藤波

藤波

佐藤伊藤佐藤
道波藤波道波

いいことなんですが︑アメリカにとっては大変ですね︒アメリカか

梯藤

藤波

日本は貿易黒字ですから︑どんどんお金が駐まっていくのは

深刻な顔をしておらなければならんな︒

炉藤

になるのかと偉いまして︒

いるんですね︒重要な決定なんでしょうが︑制度的にどういう決定

すのは大変だ︑とにかく何か対応しなければいけない︑と書かれて

ん︑これをまっかけにして対外経済推進本部というのができるんで

武閣

藤波

年︑レ⁝ガン大統領が中曽根さんに親書を送ったということがある

藤波

ない︒親書は何のときに送ったんだ︒

ようですが︑ごらんになったことはありますか︒

伊藤

これは﹃中曲囲根内翻史﹄の年表に書いてあるんですね︒たぶ

藩臣を開放しろと書ってくる︒それで〜九八五︵昭和六十︶

言ってくるしなあ︒

買いましょう︑ということですね︒中曽根さんがパフォーマンスを

拶藤ちょうど圏産愛用運動の逆をやるわけですね︒外圏のものを

藤波

武朗

炉藤

やろうということだ︒

ここで決めたことをやろうという意味なんでしょうかね︒

関税引き下げは輸入しやすくなるからでしょう︒

んですが︑どういう意味なのか︒

史臨の年表には書いてあります︒それで正式に決定と書かれている

武田︑コ八六〇品翼の関税引き下げを決定する﹂と﹃中曲日根内閣

アクションプログラムの内容は一Q

らいろいろ文句も言ってくるし︒

すね︒

極藤

俵道

そうだ︑パネルを使ってやったんだ︒

この時期ですね︒表を使ってテレビでやりましたね︒

やられたのは︑その皿環なんでしょう︒

この対外経済推進本部というのは︑中碧根さんを座長にして

できるわけですが︑これは先盤は関係なさるんですか︒

騨藤

ドル高を是正しようということで︑興高が急激に進んで︑翻内の中

繊たな︒

小企業がどんどんつぶれて撃高不況が始まるのではなじかという批

藤波

座長だ︒

覇が根当出た時期だったと思います︒官房長窟は記者会見などで︑

アクションプログラムも翻内調整上かなり難しい問題があっ

主なことは関税の引き下げですか︒

内閣の顔としていろいろ説明しなければならなかったと思いまずが︑

儀道

関説引き下げやろうな︑中心に動くのは︒

これはかなり重要な鰐題だったのではないかと思うんですが︒

これはアクションプログラムを出されるとき︑先生が座長を

この穀外経済推進本部というのは内閣につくったんですか︒

そうですね︒

武田

自民党と一緒になってやるんだ︒・

藤波

宮房長官の記者会見でいちいちこの問題を説明しなければな

たと思いますが︑もう一つ︑八五奪九月にプラザ合愈がありました︒

政蔚と与党で︑となっていますね︒

伊藤

〜緒にやったんだね︒

そうだ︑

ないね︒

いんじゃないかと思うんですが︒

るような顔をして言っているわけですから︑あまり覚えておられな

んかが準備してくれて︑お勉強して︑あたかも全部自分が知ってい

らないじゃないですか︒おそらく毎露毎日それをやって︑参事富な

なされるんですね︒

藤波

﹁ふじなみレポート篇を読むと︑

アタシ∋ンプログラムを出

どういう機関なんだろうな︒法律的な根拠を持った機関じゃ

藤波越波藤波藤波

ないんでしょう︒

倖｝藤糾藤伊藤伊藤
武田
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藤波

そうそう︒

市場購放を⁝夏かけてやったことがある︒それはアクション

藤波

り︑変な話ですが︑三光汽船が倒産して三木派がどうなるかという

もう時闘ですので︑このへんで切ります︒まだ靖国問趣もあ

市場開放はそれですよ︒

問題もあり︑いろいろな問題がありますので︑次項︑官房長官から

解藤

攣藤

七月に中曽根首相がヨーロッパに行くので︑その龍にまとめ

プログラムだ︒

武細

来湾はたぶん選挙になると思うんですが︑先生は今度立候補され

国対委員長の時代をぼちぼちと伺っていこうと思います︒

各主語に︑事務次官以下みな来いといって︑窟邸に呼んだら︑

なければいけなかったということですね︒
藤波

化粧品ですか︒前に聞いた詑憶が−一︒

てもいいのか﹂と言ったQ

来て︑私がその謡をしたら︑﹁官募長官︑奥さんが真っ蓬けになっ

藤波

伊藤

藤波

応援もしないつもりです︒

応援もされないんですか︒

出ないつもりです◎だからここにおると思うな︒

ますか︒

ないわけですが︑実際に選挙になった場合︑どうなさることになり

武躍
そうそう︑その時の話だ︒

先生が推していた人が駄目になったんですか︒

〜番最初に来たのが厚生省だ︒厚生省の事務次窟以下︑局長連申が

藤波

伊藤

推薦した山本﹈と田村﹇元残が推薦した中周正葵氏﹈と爾方を殺し

それぞれ各省で管轄していることで︑例えば通産とかで︑こ

て︑それで薪しいのを出した︒

解藤

あった︑あった︒ひどかった︒震度四の騒ぎだ︒

喧嘩爾成敗みたいなことですか︒

そうそう︒自艮党は溺の判断をした︒もともと私の系統なん

藤波

官僚の総抵抗があったわけですねQ

伊藤

渠連というか︑圏会議員裁量でしょうね︒

藤波

佐道

そうそう︒総抵抗だ︒窟僚とは強いなと思った︒

平松

わかりました︒それじゃあ来罵やらせていただいてもよろし

の関税を下げられたら大変だということで︑妥当抵抗があったと思

藤波

そうですが︒しかし書ってみれば︑官僚のトップは篁房長窟

伊藤

です︑塵交省の︹三ツ矢憲生は﹈︒私の薯務藤でやって来た由本

じゃないですか︵笑い︶︒

伊藤
次官だ︒

いですか︒

うんですが︒

藤波

このプラザ合意のときに竹下大蔵大臣が︑プラザ合意に行く

︵終了︶

﹇教和﹈というのが衝白いんだけれど︑違う判断をした︒藤波﹇が

佐道

はい︑その方がいいです︒

どうもありがとうございました︒

藤波

一岡

ことを秘密にするためにゴルフ場から変装して行ったという話です
そうそう︒

それでは次圓よろしくお願いします︒

藤波

それは官房長窟はわかっているんでしょう︒

憐藤

伊藤

わかっている︒一入だけわかっていればいい︒ゴルフ場から︑

が︑そういうことは打ち合わせをされているわけですか︒

藤波

どこかで着替えるんですね︒

ゴルフの格好をして︑飛行機に乗っていくんだ︒
解藤
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■議貴バッジについて
門録音開始藏萬︸

むかし誰かが︑それで跨に入れてもらえなかったことがあり

るということはないんですか︒

平松
伊藤

衛手がちゃんと顔を見て︑顔と共にこれ﹇バッジを措す一が

門を通るときのあれ﹇証明︺になるわけですね︒

ますね︒

平松
浮藤

顔を見ればわかるじゃないG

ないと入れないそうなんです︒

ああ︑せいせいした︒

それでも入れなかったそうです︒近くにおった者が外して︑

議員盈濤も終わりですね︒

藤波
﹁せいせいした＝⁝というのを録音しておきたかったな︒もう︑

畑伊藤

伊藤

どうぞ︑といって付けさせたという謡を聞いたことがあるんですが︒

持っていったのは森喜朗でしょう︒

平松

そうです︒

バッジも外されたんですね︒即︑そうするものですか︒
藤波

ますから︑こういうバッジとかはね︵笑い︶︒

われわれの仲間でも︑大きな荷物でも忘れるようなやつがい

秘書の人は︑あそこに入るのに何かあるんですか︒

佐道

轡藤

炉藤

通行証があります︒これなんですけれど﹇写翼入りの通行誕

門録音開始﹈

きにもらうんですか︒

平松

あのバッジは何なんですか︑買う物なんですか︒峯選したと

藤波

を示す︸︒バッジも付けておけというんです︒

ではないんですQ本物はうるさいんですQ予備はいくらかで︑たし

平松

欝藤

平松

お土産みたいな物があると聞いたんですが︒まったく闘じ物

本物って︑偽物があるんですか︒

本物ですか？

平松

武田

僻藤

そのバッジは先生が持ってらっしゃるのと違う物ですね︒

に付けて︑これ﹇通行証﹈をぶら下げておけ︑というんです︒

平松

全然違います︒議員バッジではなくて︑秘書のバッジです︒

これなんです﹇秘書用のバッジを示す﹈︒バッジをここ﹇脚﹈

それもバッジがあるんですか︒

もらう︒失ったりすると︑買うんだな︒﹇平松氏に廓バッジ

はいくらや？

かあったと聞いたんですけれどね︒

平松

武田

伊藤

揮藤

本物と偽物︑お土産期というのがあるんですね︒

じゃあ︑結構大事な物ですね︒印籠じゃないけれど︵笑い︶︒

それを持っていったということをちゃんと控えるそうです︒

平松

お土産瀾の物があると︑ちょっと小耳︑に挟んだことがあるん

なくした場合には︑誰が買っ．たというのが登録してあるので︑

なくした場会には申請を出して

解藤

ことは可能なんです︒

平松

撰藤

平松

でも議会の中に簿か物を麗いてありますか︒

部盤の︒﹇議員会館も議会も﹈岡じなんです︒溺に中に入る

片づけというのは︑どこの片づけですか︒

いや︑とりあえず片付け等がありますので︒

方も入れないわけですか︒

伊藤じゃあ︑いま﹇藤波さんが﹈議員じゃなくなったら︑秘書の

︒

ですが︒

それはないです︒人によって︑役職に絡んでいる場合はあり

でも背広にずっと付けていて︑つい違う背広を着て付け忘れ

平松

留口
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ああ︑部屋があるからですね︒じゃあ︑例えばいま現在圏鰐

一九八五︵昭和六十︶奪︑⊥ハ月から七月にかけて︑いろいろな答

申が出てきますが︑﹁ふじなみレポート﹂を見ていますと︑先生は

儲藤

第一部から第＝〜部までありまして︑第一部が教育改革の基本

教育改革の基本方向ですね︒

浮藤

雷というように三部構成になっています︒

渚のすべての中に教育の果たす役罰を据えようというつもりでやっ

総理官邸のほうではね︒

292

ますね︒

揮藤

﹁・海馬根政治の正念場﹂だと書いておられるんですね﹇﹁ふじなみレ

ポ⁝ト﹂第九十八号﹁千8行﹂曾和六十年五月﹈︒六窺にまず臨教

委員長だったら︑国対委員長の部屋に侮か物があるかもしれない︒
平松

審の教育改革第一次答申が鐵されます︒これはなんでしたっけ︒

そうですね︒わからないですけれど︒そういう時期にいなかっ

たので︒

武田

院内にはなかったよ︒

川越

教育改革に関する第一次答串です︒臨教審の会長が隅本道雄

僻藤

さんです︒

藤波

会館の中だけですね︒ 党の役員でもやっていれば︑何かあっ

じゃあ︑院内には︑藤波先生がお使いになる机︑椅子はなかっ

たわけですね︒

僻藤
個入の物じゃない︑党の物だ︒

ても関係ない︒

方法︑第二部が本審議会のま要課題︑第三部が当面の具体的改革鍵

無所属の場合はーー︒

学歴社会の弊害の是正ということですね︒

たんでしょうけれどね︒

無所属の会︑無所属の控え墜があるんです︒

武田

入学者選抜問題ですね︒大学入学資格の自由佑等ですね︒

事務をやる人がいるわけですか︒

たんですが︑とにかく委員の人選とか︑文部雀の斎藤諦淳が事務局

一般的は改革方法といっ

無所属の会ではないでしょう︑無所属なんでしょう︒

伊藤

中曽根さんは首相宮邸に臨教審を持ってきたときに︑人間生

揮藤

ええ︑事務をやっています︒役所の方ですけれど︒

長になったこととかで︑文部雀のレベルになってしまったんだな︒

当衝の具体的改革鍵雷が大事だな︒

無所属の控え室というのもあるんです︒無所属の議員から会

藤波

平松

そうですが︒いや︑余誹なことを一所懸命聞いてしまいまし

大失敗ではありますが︑いくつかのことは実環したわけです

﹁大失敗した﹂と署うたな︒

浮藤
ね︒

実現したけれど︑レベルの低い小さな問題に終始した︒
ないな︑というお感じでしたか︒

藤波

轡藤

藤波

こういう第一次答申が幽た段階で︑どうもあまり先行きよく
官の時代を終わって︑国趨委員長の時代まで入りたいと思います︒

僻藤すでにそのときですか︒

伊藤

なかなかそうは行かないかもしれませんが︑あまり気になさらない

藤波

もう︑委員のメンバーを決めたときにそうなんだ︒
で︑お答えになれることを答えていただきたいと思います︒

今沼は官房長官の時代の続きですが︑できれば今日は官房長

■教育︑三公社改革

た︒

霞藤

費 を取って一IQ

平轡平等藤
松藤松藤波

辞めてもらわなきゃしょうがないと思う︑了解してくれ﹂﹁わかり

それもあとで伺うとして︑七月に行革審の答申が出ます︒こ

解藤

ました﹂ということで︑仁杉さんの詣はついたんです︒

横藤語がついたといっても︑いま問題になっているのは︑﹇道路

れと国鉄の分割民営化とはまた別なのかな︒

川越

公麟総裁は﹈國土交通大難が任免権者だということですが︑あのと

行革審の答申のほかに︑国鉄の再建監理委員会の答申が出て

います︒

きの国鉄﹇総裁﹈はどうなんですか︒やはり任免擢者は一︒

蚕糞の分翻民営化については︑先生は偲かご関係なさってい

耳垂
藤波

行敢改革ということで︑総理大雛のところにあったんだろう︒

ますか︒

臨教審もそうだ︒運輸省の中のことではなくて︒

てもらわなければしょうがないな﹂と中曽根さんが言う︒当時の総

まの藤井﹇治芳・道路公認総裁﹈さんと飼じだな︒それで︑﹁辞め

いっても全然持ってこないんですから︑それじゃあ諾にならん︒い

字がいくらになっておるとか︑そういう資料をみんな持って来いと

例えば麗鉄の遊休地が何坪あるとか︑いま人員は侮名あるとか︑赤

いかん︑それでなければ改革は進まん﹂と︒それはいまと局じで︑

藤波

伊藤

藤波

伊藤

いや︑総理が言い出したんだ︑﹁総裁のクビを敢らなければ

でもあれは直接の責任なんですか︒

あれは葺くやるべきだ︒

いまやっていますね︵笑い︶︒

営化を初めて明示するということがありまして︑昭和六十年七月に

理委員会が緊急中事という形で︑國鉄の公社重度を廃止し︑分割民

堺藤

う思ケな︒

ないわ︒それでそのときに︑早強の分離民営化が決まったんだ︒そ

て私が電話をかけたのを覚えておるわ︒総理が言うので︑しょうが

いなということで︑﹁また副総裁と技師長も一緒に頼むわ﹂といっ

と技尺長のクビももらうんだ﹂と総理大臣が言うもので︑しかたな

それで︑辞めてもらうということになった︒そうしたら︑門副総裁

藤波

切れたんですかね︒いまは︑もめて︑もめて大変じゃないですか︒

総裁のクビを切るときだ︒いまやっとるね﹇おりしも国土交

藤波

伊藤

裁はなんといったか⁝⁝︑西武鉄遵から来た仁杉﹇厳﹈だ︒それは

蟹鉄再建監理委員会が最終答申をして︑それが最終決定になるわけ

それじゃあ︑堤さんの了解さえとれば︑あとは簸単にクビが

通雀が道路公団総裁の解任のために聴聞などを行なっていた﹈︒

考えてみたら︑西武の堤から推薦されて総裁にしたという経緯があっ

ですね︒ですからそのあいだに︑総裁のクビということがあったん

その怨讐の三子化は︑龍の年﹇躍秘五十九駕﹈に国鉄再建監

いまは大変だな︒その頃︑運輸大臣は三塚﹇博﹈さんですか︒

たので︑﹁それは堤の了解だけとれよ﹂という︒

ぶん立派に国鉄総裁をやってもらったけれど︑いま麗鉄を改革せえ

かじかで︑あんたの推薦を受けて仁杉さんを預かったけれど︑ずい

いって︑電話を取り次いだ︒総理は︑﹁すまんけれど︑かくかくし

くれといったら︑すぐに出た︒それで﹁いま総理に替わります﹂と

改革の委員長か︒弼回も窟房長官室に来て座っていた︒それだけ難．

藤波

揮藤

藤波

国会はきつかったな︑やっぱり︒橋本龍太錦が自畏党の行政

これは覆会ではどうだったんですか︒

もう国対委員長だね︒

時は先生は一︒

ですね︒法案が出たのはその翌年﹇昭掬六十︸隼﹈ですね︒法案の

というのは︑B本だけではなくて世界の空気になっているんだ︒そ

しかったんやろう︒三塚のあとの運輸大臣は誰だった？

首柑官邸ですから︑総理の執務室から電話して︑堤義瞬を捜して

れが資料を持ってこないというのは一番大きな問題なので︑総裁を
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催道
発全に行政改革が属当てになっているな︒

三塚さんの後は橋本さんです︒

優藤

と言い切っておったね︒

轡藤

藤波

もう終わったので︑お忘れになっているということはないで

と思うな︒

ないですか︒

それを通すのは︑﹇劉紺﹈委員長としては大変だったんじゃ

藤波

あるわけですか︒党内にはあまり﹇反離は﹈ないんでしょう︒

伊藤
自昆党は大丈夫だったと思うな︒

国鉄畏営化の法案を通すとことに対しては︑娃会党の抵抗が

藤波

そうですが︑﹇運輸相は﹈三塚さんの後が橋本か︒

すか︒

藤波

そういう布陣ですね︒そうか︑国対委員長としてあまり記憶

やっぱり祇会党が︑国鉄労組との関係で強く反対していたと

伊藤

伊藤
いうことですかね︒﹇川越氏に﹈行革審の答申はないですか︒
行革審の答申の中にも自尊の謡があります︒

入っていました︒

浮藤

藤波

持っておったけれど︑なかなかきつかったんだな︒富塚﹇三

でもいっか通るという確儒は持っておられたんでしょう︒

一般的に︑黒い雲が上を覆っているような感じがしたな︒

がないのかな︒

これは一緒かな︒

藤波

社の諾も出てくるでしょう︒腰鉄︑專売︑電電︒

﹁総合調整機能の充実方策﹂という部分がありまして︑その

夫﹈さんには私は寒心に心安かったからな︒労働王畿をやったから

心安かったといっても︑こういう問題については駄目でしょ

そうそう︒だからきつかったね︒そういう意味できつかった

んだ︒いまでもまだ尾を乾いておるよ︑婚人クビを切ったとかでね︒

藤波

う︒

鯵藤

﹇三公被のことが﹈書かれております︒

それはないな︒それはないけれど︑

はございますか︒

藤波
かったという感じはあるな︒

それじゃあ︑委翼長じゃなくて醗委員長あたりが一所懸命頑

藤波

そういう担当があるわけですね︒政党と役駈と︑両方の担当

そうです︒講委員長の但当は誰だったかな︒

リストラされた連中をほかのところで吸収できる余裕が日本経済に

伊藤

会社そのものは成績を上げておるけれどね︒

伊藤

あったじゃないですか︒

ものがないわけですね︒だから圧力団捧はない︒抵抗する側の勢力

研藤

藤波

この国鉄の分離民営化は︑それによって直接に鵜益を受ける

ねえ︑糸山門英太郎﹈だ︒

藤波

声があったでしょう︒

伊藤

藤波

そうそう︒

でも属鉄のやつはあまり鋤かないから採りたくない︑という

みんな役場に行くとか︑県庁で働くとか︑あったあった︒

㎜般論と製糖が交錯していたからな︒

はある︒それは国鉄労組を初めとして︑ということですね︒

じゃあその問題は︑また思い上したら話してください︒

﹁何が決まってもいいけれど︑最終的にわれわれが阻止する
から心配するな﹂と社会党は書うていた︒﹁法律は国会を通らん﹂

藤波

梯藤

まだこのときは分割蛸壷化で榿当リストラをするわけですが︑

があるわけですね︒この荊は祉会党繊当という話が出て来ましたね︒

張ったんですかね︒

附伊藤

一般的に簡単に決まらな

な︒

一エ

国対委員長として︑法案通過に葬鴬に苦労したというご記憶

儲中川伊損伊珊
藤に越藤越藤越
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伊藤

どうするつもりだったんですか︒いま高齢者といっています

れて︑藤波先生が主宰されることになりますが︑長寿社会対策とい

撰藤

藤波

伊藤

藤波

伊藤

藤波

その走りですな︒もうちょっとやればよかったなQ

このとき解決してくださらなかったから︵笑い︶︒

ねえ︑大変ですな︒

保険もあるし︑隼金もあるし︑薩療もあるし︑大変ですね︒

保険問題とか︑いろいろあるな︒

が︑高齢者問題というのはいろいろありますねQ

うのは具体的にどんなことを考えておられたんですか︒何故このと

何か具体的にこれをやろうということをお考えになったこと

瞳﹁長寿社会﹂対策

き問題になったんですか︒長寿社会になってきていることはたしか

はありますか︒

伊藤

藤波

伊藤

いまでもそういっていますね︒

が決めたんだQそれまでは㎜︑高齢者対策﹂といっていたんだ︒

藤波

高齢者とか︑そんな名前ばかりだった︒だからそれは高齢者

教育の問題とかでしょうね︒

伊籐

藤波

佐道

藤波

そうそう︒

門関係閣僚は﹈厚生省と労働省と文部省ですね︒これは生涯

靖國神社の国家護持は虚心だ︒

八五年七月だと増岡﹇博之﹈さんですね︒

いやいや︑それはないと思うな︒そのときの厚生大臣は誰だ︒

瞬じ月に︑﹁長寿社会対策開係閣僚会議﹂というのが設置さ

だと思うんですが︒

じゃない︑長生きしたことでめでたくなければいかん︑ということ

藤波

名前だ︒﹁長寿社会しという名前を︑中藍根康弘と藤波孝盈

だ︒

労働省としては︑今日の問題がありますね︒定年舗度をどう

ああ︑そうですが︒これはこれからも使わなければいけない

伊藤

伊藤

決まった︒そういうこともありますね︒それが︑官房長官が責柾者

て︑長寿斌会になった︒いろいろな議をしているとき︑茶飲み譜で

勢車

藤波

勝藤

藤波

佐道

そうです︒

あまり大した権隈があるわけではないんですね︒

案を決めてきて︑それを了承したりするんだな︒

んですか︒

伊藤

政府としてこういうことをやっていますよという春板みたい

この鯛係観僚会議というのは︑何か結論を出すわけではない

文部大脳が松永光さん︑労働大露は由口敏夫さんですね︒

するかとか︒

そうなっていますか︒

な印象を僕らは持っているんですけれど︒

な︒

いえ︑これは閣僚会議ですね︒でも結局データを出してくる

藤波

﹁長寿はいいですよ﹂と言ったら︑﹁長寿はいいなあ﹂といっ

そういうことは厚生雀になりますね︒

になった理由でしょう︒そうでなければ厚盤雀がやるものね︒

藤波

なりますね︒

私がやっておるとしたら︑文部省を入れるだろうな︒労働省も入れ

だけど︑ 結局時勢省の役人が中心になるんでしょう︒

対策を具体的に考えるのも︑やっぱり厚生省になりませんか︒

るだろうな︒そういうふうに︑座長の見解というか見識で︑閣僚会
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座長がだいたい摺名する︒文部省なんかはそうだと思うな︒
なりますね︒基本的にはそうなるな︒

N

藤伊藤と伊藤伊
波藤波か藤波藤

議のメンバーを決めることができる︒

顯靖国神社公式参拝への道程

藤波

日赤の会長︵佐道

林敬三さん︶︑林敬三︒あのへんがまと

めるということになっておったけれど︑なんとかなるわと思ってい

た︒委員会がで憲た経緯はわかっておりますね︒中曽根さんも私も

楽観して聞いておったというのが本当のことやろうな︒宗教麟体は

にしたがって中曹根さんが靖国神社参拝をされることになったわけ

私的諮懇委員会をつくって︑座長になって︑結論を出されて︑それ

靖国参拝問題です︒龍にもちょっとお謡が出ましたように︑先生が

炉藤

伊藤

藤波

揮藤

キリスト教諭は︑﹁共産党かキリスト教か﹂と書うぐらい反

それはそうでしょうね︒仏教系とキリスト教系は反頬ですね︒

神島系は反対なし︒

神道系はどうなんですかQ

な理虫だったな︒

とか⁝︑仏教気体はみな反鰐だ︒神道の復活になるというのが主

みんな反対だったな︒薪宗連﹇饒財國法人新日本宗教団体連合会﹈

です︒この間のプロセスでご記憶のことはございますか︒

藤波

そういうことがございましたが︑この時期㎜番中心の問題は︑

藤波

響した◎共産覚なんかは︑思想的には激しかったんだろうな︒

解毛

藤波

揮藤

法律論じゃないかな︒法律論は︑弁護士をやっていた入が発

その反対論の理中﹇は何ですか︒

そうだったな︒

二時もそうだったんですか︒

伊藤

武田

はい︒それが八月九日に嵐るんですね︒

て帰って来い︑というのが答申にも書いてあるやろ︒

藤波

それにしたがって︑中曽根さんはその通りにおやりになった

ない︒たしか社殿の中で礼拝の儀式をやるのはいかんのでしょう︒

きに条件があるわけですね︒公式参拝としてはこうでなければなら

いろいろ思い切って発布噛したな︒あの会議では激しい議論が

出た︒梅原﹇猛﹈さんは委員だったけれど︑反対だ︑ということに

解藤

雷していたな︒

藤波

それは賛成なんですか︒

わけですね︒

でも結論としては︑参拝然るべしということですねゆそのと

なっているな︒最近︑反対と言い切っているな︒

伊藤

法律的に︑賛成とも反対とも言わずに議論している︒末次︸

そうです︒前Bに私が靖国神社に行った︒八月十四臼だ︒な

そうそうQ神道の儀式で︑二無二拍手一拝はいかん︑ 一糺し

藤波

藤波

んとかいう福井の殿様︑松平﹇永芳﹈が霊長で︑その器をしたとき

さんがそんなことを言いに来るんですか﹂というような顔をしておっ

それは名前を聞いただけで︑間違いなく賛成だとわかります

郎とか︑評論家の江藤淳さんも入っているな︒

伊藤

そうそう︒

た︒﹁そうだ︑そうさせてもらう﹂と並煮って︑帰ってきた︒

に︑えらい顔をした︒ええ顔をして︑﹁いい政飛から来ておる藤波

藤波

先生はもちろん参拝の方晦でまとめていこうと︒

ね︒

轡藤

ほとんど醐いとるだけやったな︒中曽根さんもそうだ︒霞分

戦没者慰霊祭のあとだったな︑行ったのは︒万歳︑万歳で遅えてく

國から集まってきた︑戦友が戦死しておるとか︒八月十五Bの国の

次の艮は︑万歳︑万歳で迎えてくれた︒遺族の代表がみんな︑全

藤波

じゃあ︑誰がまとめるんですか︒

で発書しない︒

伊藤
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儲藤

藤波

伊藤

厚生大臣・増周も︸緒にお供して行ったな︒ほかの大艶はど

総理と一繕に官房長官も⁝o

そうそう︑集まっていたわけだ︒

靖圏神社の三三にみんな集まっていたわけですか︒

れた︒

藤波
一諸に行ったということは覚えている︒

うだったか︑行ったかどうか知らないけれど︑私は総理のお供をし
て︑増量さんが隣におって︑

心耳社

二〇〇一致︶から写真を探して﹈これでしょうか︒真

この中に入っていたと思いますね︒臼政治と鎮魂﹄︵橋本茂

響真があるやろ︒

武霞
著
藤波
﹇写真を見て﹈議員バッジがついていますね︒

﹇写真を見て﹈増岡さんがおらんな︒隠れておるな︒

ん中が藤波先生ですね︒

平松

﹇写真を見て﹈弼もキャプションがついていないね︒これは
一般

儲藤

当時の毅聡でもかなり大きく取り上げられたと思うんですが︑

評遡はよかったんじゃないか︒中豊根さんが言うておったよ

の評判はどうだったんですか︒

藤波

うにした﹇主張を実行した﹈︑ということでは︑よかったんだろう
な︒

私は殺されるつもりで︑朝出かけた︒寮房長官公邸から出て︑家
内が送りに出て︑周りの池に鯉がおっ．て︑油の鯉を見ながら﹇家内
に﹈言った︒警おれが殺されたら︑旨く伊勢に行け︒いまは昔と違っ

て黒い長い箪があるから︑それに乗って早く帰れ︒東京でうろうろ
していると二二の入に迷惑をかける︒だから畢く攣勢に帰れよ︑そ
一切葛はもらわないで葬式をせい︒午前中︑慰霊祭

れで葬式をせいよ︒おやじとおふくろよりも大きな葬式をするな︒
花はもらうな︒

は警備してくれるので︑それより葡に殺されたら︑左の連中に殺さ
れたと思え︒参拝したあと︑参拝の仕方が悪いといって右翼が反対

するかもしれん︒参拝のあとは省翼に殺される︒いずれにしても︑

まともに生きて帰ってくると思うなよ﹂と㎜欝って出たことを覚えて

いるな︒池の鯉が泳いでおった︒その八月十五日は暑い濤だった︒

奪表を見ますと︑﹁お祓い︑玉串捧呈︑真手は行なわず一礼︒

家内は﹁わかりました﹂と言ったな︒
伊藤

お藷の実費は公費とする﹂という公武参拝の新晃解を前の瞬に宮勝

長官が公表して︑次の日︑中賄犀川さんがそのような形でやる︒この

奪表では︑﹁野党︑甫昆団体一斉に抗議﹂と書いてあります︒

藤波抗議と言うけれど︑まあ抗議をしたということにしておこう

という感じだった︒十六日だと思ったけれど︑中国から言ってきた︒

孫平化が中国大使館から電話をかけてきて︑会いたいと言ってきた︒

宮盛長官で結構なので︑会ってくれと言う︒それで遅駆けに来てく

れと皿選った︒夜の十二時だったと思うな︒夜の十二時になると︑新

聞記者も来ないし︑周りのものも寝るので︑わしはそうっと行くぜ︑

といって︑﹁福鋤家﹂の女将に︑﹁福田家で話をさせてくれ﹂といっ

藤波

平松

紀尾井町ですね︒

四谷︒

どちらの﹇蕩田家は赤坂と紀罵井町にある﹈︒

た︒

平松

福田家で︑﹁苦は中蓋俳知郎さんとかみんな来て︑うちで寝

〜

藤波

ていましたよ﹂と女将が言っておった︒中事傍知郎﹇経済学者

八九八〜一九八○﹈というのは宇治由躍中学で︑私の先輩だという

ことを知っているので︑中由鐸知部の名前を出したんだと愚う︒

莱て︑飲んで騒いでいました・義で寝ていまし左とい㌔﹁あ

あ︑そうですが﹂と言った︒寝てから来るわと書って︑夜の十二時
頃に車で行った︒

孫平鶴が来た︒それで謡をした︒﹁藤波さん︑ひどいじゃないか﹂

と書うので︑﹁わしのところの死んでる者は︑靖国神社で会おうと
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鴇

その予測は外れたわけですね︒

O

これはしかし︑官房長官の時代ではかなり大きな出来事です
そう思うね︒中曽根さんは﹁戦後政治の総決算﹂という看板
を掲げたけれど︑その一つは靖国神社を公式参拝するということだっ
たのではないかと思います︒

餌藤

藤波

伊藤

とにかく中曽根さんは一暴はやった︒そうだ︑宮癬長官が替

あれは言うだけだ︒

小裂さんもそう書いましたけれどね︒

わっているんだ︒後藤田さんだったら︑中国派というか︑そっちの

先生はその次の年に︑後藤繍さんに︑行くべきだというお話

次の年もやればよかったんだな︑あのとき︒惜しいことをし

ほうだからね︒

藤波
た︒

武田

最後の二年間︑渡辺秀央が﹇窟房﹈副長官だ︒渡辺秀央に︑

はされたんですか︒

藤波

言ったって︑後藤環さんは確僧犯だから︒それと︑中曽根さ

後藤田さんにこう言えよ︑と言ったのを覚えておる︒

揮藤

んのお詣では︑中国の覆内情勢の問題もあったという言い方もされ

まあ︑いろいろなことを言っているんだ︒

ていました︒

藤波

またその問題については触れることもあるかもしれません︒

欄三木派との関係
傍藤

ちょうど腿じ時期に三光汽船が倒産します︒これは官房冥官に漉接

腿係があることではありませんが︑自畏党の三木派のスポンサ⁝で
河本﹇敏夫﹈さんだね︒

しょう︒

藤波

夢藤それがぶつつぶれて︑一体どうなるかということになります

悪い感じじゃないと思う︒一二太・武夫さんが総理大臣の時に︑

ね︒中藩根内閣と三木派というのはどういう感じなんですか︒
藤波

中瞥根幹事長だったんだ︒だからそんなに悪い関係ではない︒中瞥
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言って死んだんだ︒中国も認めてくれ﹂と言った︒﹁ちょうどその
頃に︑日本兵に殺された中国人もようけおるんだ︑この間鍾はいか
んぞ﹂と言うので︑﹁いかんでもまあしょうがないじゃないか︒こ
れだけ國民のみなさんが︑中曽根総理やったら公式参揮をするだろ
うと言って期待が集まっているんだ︒そうさせてもらったので︑そ
う思ってくれ﹂と書って︑押し切った︒二時間ぐらい話をしたのか︑

ほかの話もして︑それで別れたな︒そのときは︑中國はそんなにう
るさいことはないな︑と思った︒そんな昆を引く話ではないと憲つ
伊藤

いや︑外れていないと私は思うな︒私が次の年も官房長官だっ

た︒

藤波

たら申曽根さんは行っておったと思うけれど︑国会対策委翼長になっ

てしまった︒後藤田さんが﹁やめろ︑やめろ縣と需つたんだな︒
﹁やめろ︑やめろ﹂と言ったんだと思うよ︒次の年︑紹和六十一年
八月十五Bに︑もう︸手中瞥根康弘が参っていたら︑それで制度に
なっていたな︒八月十五日に参るものだという調度になった︒↓画
だけだったので︑次の年に行かなかったので︑周りの国々が反対し
たら行けないということになったんだ︒絶対に行くべきや︑と窪う
たんやけれどな︒腱繋委員長室でそんなことを書つたのを覚えてお
るわ ︒

十五日じゃないと思ったね︒直後︑ということにしておいた

さっきの孫平化と会ったというのは︑十六日ですか︒

聾

︑

伊藤

し

藤ね伊ら藤
波。藤い波

霧gqg讐10月16i渉一一
謄

含いがなかったな︒

根さんは︑河本さんという入をあまり知らないと思う︒あまり触れ
鐙藤

藤波

中瞥根派は︑この前のお話だと特に中曽根さんを崇拝尊敬し

いやあ︵笑い︶︒中蕾根派だったらえらいことだな︒

藤波先生はどうですか︒

ているわけではないけれど︑まとまっているということでしたが︑

−

嬢藤

すか︒

門中善横さん自身が﹈スポンサ⁝というか︑本当のオーナーなんで

調会で︒政調会長と副会長だ︒﹇三光汽船が﹈つぶれたんだな︒一
藤波

私は溝本さんに二年間仕えたからな︒労働大駆になる前︑政

般論としては︑景気が悪いという話を聞かんので︑経営がまずかっ

んとか︑おるだろうQ株をやって儲けた男だ︒児玉﹇誉士男﹈さん

藤波

たな︑というふうに思ったけれどね︒率竃にそう思ったことは覚え

以来︒ロッキ⁝ドの時かな︑二蓑万か三頁万感っていって︑わしは

藤波

伊藤
かなり政治資金に注ぎ込んじゃったんじゃないか︒

そう思うな︒

やはり経営上の問題なんですかね︒

かどうか︑という話だ︒さかんに党内を巡っておるでね︒

のが︑いまになって伝わっているわ︒それが中曽根さんがまだやる

関孫なかったことにしてくれといって︑あいつらに話をしたという

オーナーだろうと思うね︒中瀬古﹇功：覇電工元根談役﹈さ

ているな︒

僻藤

伊藤

儀道

昭和六十︵

九八五︶年八月︑中善根さんの靖圏参拝︑三光

匿官房長官と危機管理

やっぱりいろいろな裏話があるんだな︒

いや︑そんなことはない︒そんなに注ぎ込むほど︑ようけ出
﹇藤波先生は﹈いろいろと各派にも目配りをしていたと思う

しとらんと思うよ︒

藤波
儀道

そんなに三光汽船が三木派を支えているとは思わなかったね︒

んですけれど︒一二太・派自体はどうなると思われましたか︒

藤波
支えている一つだな︑ぐらいに思っていた︒

汽船の倒産と同じ時期︑政治懇題ではないんですが︑日航機が御巣

河本さんが完全なオーナーというわけではない︑ということ

伊藤

はそれに

鷹山に追突するという大事件が起きているんですね︒新聞も数日間

ないない︒三木さんがおったでな︒

牽ニヨですね︒やっと機体が見つかって︑生存者も見つかって︑遺

ですか︒

藤波

そういうことですか︒それならなんとなくわかるような気が

面の紙灘を罰くという状況になっていたわけです︒八月

伊藤

これは自衛隊も鐵てくる︑米軍のレーダーも麗讃するということで︑

体の搬出という時期に靖国参拝があったということになるんですが︑

派閥というのは︑三光汽船がつぶれたというのも︑澱中さん

しますが︒

藤波

ときには︑いろいろな清報が宮房長官のところに入って来るんでしょ

一種の危機管理の間繧にもなるんですが︑こういう大事件が起きた

気がしたな︒派閥というのは︑みんななかなか苦労だな︑と思った︒

うか︒

が判決を受けて世の中にやっつけられているのと職じことのような
それだけのことで︑そんなに突っ込んでどうということはなかった

ところに来る︒私の選挙区外ですが︑四日市の事長がやってきて︑

来る来る︒首相宮邸に入ってくる︒それはみんな官房長宮の

藤波
じゃあ藤波派ができたら大変でしたね︵笑い︶︒

な︒

伊藤
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﹁弁慶構清水しで飯を食っているときに︑その語が入ってきた︒日

四二市に大学をつくりたいので相談に乗ってくれと憲ってきた︒

は遺族の前で火が凍っていくような思いがした︒冷たい感じで辛かっ

番しておって︑爾方に行って弔辞を饒んだのを覚えておるわ︒背中

しかし官房長官の貴重じゃないだから︒

た︒

伊藤

本航空の飛行機が一機︑どこかにいって︑わからんという︒これは
いかん︑といって︑すぐに官邸にとって返して︑官邸に陣取っておっ

貴任ではないと思うけれど︑政府はいかんな︒誰と言わず︑

蒙航機が消えたという連絡があって︑場所はわからないけれ

部麗の空気は冷たいものだな︒

藤波

群馬県ですね︒中曽根さんも福田さんも両方とも群馬渠です

た︒そんなことを覚えておるね︒福田趨夫の御巣鷹山の舐だ︒

依道
ね︒

なったと思うな︒対策本部︑本部長⁝一︒

しようという話になるわけですか◎

ど︑実際に墜ちたことは確実だというとき︑対策本部を緊急に設置

佐道

だけれど︑どうするんだというので︑それはいかんな︑三曹根事務

藤波

運輸雀とか警察とか︑そういうところがかかるんでしょうか︒

妻田越夫の花輪が初めて来たという︒福田さんの薦が来たん

所に皿蓄うて︑もう福田さんの花が着いているので︑阜う出せよ︑と

揮藤

藤波

言ったのを覚えておるわ︒妙なことを覚えておるな︒議員本能だな

薄策本部として仕事をしたというより︑中善根内覧として心

そういうことはやるんですか︒

儀道

この時期︑この前からお話が出ている防衛費の問題で︑一％

薩防衛費問題への関尋

配したんだろうな︒

藤波

これは大事件ですが︑嘗房長官としてどこかに旛示するとい

︵笑い︶︒

揮藤

そのとまに防衛庁か運輸省か︑あちこち電話して︑畢う捜せ︑

うことま−一︒

藤波
伊藤

﹁総理も心配している︑捜せ捜せ︑どこに行ったんや﹂と言っ

と言ったのを覚えておるわQ
藤波

あのときわからなかったんですね︒

回のお話のように︑雛下さん︑加藤紘一防衛庁七宮︑金丸︹信瞬さ

中期業務計爾が決まると一％を突破することになります︒これは苗

を超える︑超えないという誕があるんですが︑新しい五ヶ年計画︑

優藤

しばらくわからなかったんだ︒

て︒

藤波

群馬県か長野県か︑と書われていたんですね︒まさに総理の

外遊でしょう︒

うかQ

藤波

佐道

そうです︒

いうのはいつ決めたんだ？

一％以内と

三木内閣のときに決めたんだね︒

政調会長の藤尾さんが議論の中心だったろうか︒

いったのは先生ですか︒ほかの方々の反応はいかがだったんでしょ

この問題のと奏に一％突破に向けて︑議論を中心になってまとめて

ん︑政調会長の藤罵﹇正行﹈さんで議論されたということですが︑

二道

お膝元というか︑群馬に落ちたわけですから︑花輪が遅かったら大
日比谷で北日本︑蔭こうは大阪の中之島公会堂で合同慰霊祭

変ですね︵笑い︶︒

藤波
樫藤

副長官は﹇総理に﹈ついて行っておるので︑窟房長官は留守

をやった︒二回とも総理がおらんのだ︒

藤波
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藤波

竹下大蔵大疑︑趣藤防衛庁長官︑金丸幹事長︑藤屠政調会長︑

箪居長官︒

話がゴシャゴシャにならんように︒予算をまとめていく上で︑

藤波

相談して決めたんだと思うね︒党の政調会長と︑

中雷根さん︑うちの総理は当時幹事長をしておったけれど︑

だいたい・中瞥根内観から振り返って︑二業に厳しいな︑と思うとき
佐道

それに官罵長官ですね︒
総務会長は誰だ︒

ですね︒

藤波

藤波

一・〇三八

は︑三木さんか宴澤さんか︑どっちかが腿干しておるんだ︒三本さ
一％を決めたのは︒

そうですよ︒この萩しい防衛計画を承認すると︑

んやろ︑

伊藤
ほんのちょっと︑気持ち超える︑ということですね︒

思ったんだろう︒

宮澤さんですね︒宮澤さんは﹇この会合には︺入っていない

そういう計画でしょう︒

加藤さんに泥をかぶってもらおうということですかね︒

依遵

計画です︒

俵道

でも加藤さんは︑前から一％枠は超えるということを書って

％になるんですね︒

だけど現実にはそうならなったわけですけれど︒

伊藤

富澤さんは入つとらんな︒加藤紘一が入っているからいいと

八五年にはそうならなかったんですが︑翌隼には超えたんで

藤波

藤尾さんという入はかなり難語を持って書っているんでしょ

事務的にそう言っていたんだろう︒

いたんじゃないですかQ

これはかなり大きな決断だったんですか︒

伊藤

う︒一％を超えてもしょうがないじゃないかと︒藤波先生ご自身は

どう思っていらっしゃいましたか︒

竹下さんなどは中曽根さんを支える翻に認るのかな︑と思い

佐道

やっぱり一％突破も︑靖国神樵の圏家護持と〜緒で︑中蓉根

藤波

黙って聞いていればそうなるという感じですか︒

康弘という人に対する国民の期待がそこにあるというのがわかって
伊藤

やっぱり藤尾さんの意味があったな︒揺田派だな︒

藤波

藤波

先生は藤昆さんに対してはどういうご印象ですか︒

いましたからね︒そんなものだろうと思っていたね︒

伊藤

兄貴分だ︒中曽根派になる蔚は︑森︻溝﹈派とか園田﹇直﹈

は終始黙っておったな︒藤波孝生も黙っておった︒

く聞いているんですね︒

伊藤

金丸さんはいかがですか︒

藤波

たぶん藤波先生は黙っていただろうと思う︒みんなの謡をよ

佐道

金丸さんも黙っていた︒

派の時には一緒におったんや︒藤尾さんが竹下さんに﹇私のことを︺

藤波

超うことに︑まあそれでいいん

要するに︑みんな藤尾さんの

そうそう︒

﹁おれの派の伸間の中に︑藤波君がおる︒若いのでこの次と思って

言ってくれた︒竹下さんが﹇政務次官を決める﹈担当で︑葭民党嗣

藤波

その場の状況が見えるようですね︒

いるけれど︑本人はなかなかやる気があるので︑政務次官にせい﹂

幹事長ぐらいだったかな︒そのとまに藤尾さんが電話をしてくれて︑

佐道

どうしてこの五者なんですか◎

じゃないの︑ということですね︒

騨藤

そういう意味で︑中心は藤尾さんだったと思うね︒加藤紘一

ますが︑加藤紘一さんは︑何か積極的に議論をされたんでしょうか︒

したね︒総理官邸を根城にして騒ぐというのは珍しいな︒

そうですね︒決断だった︒総理窟邸の小食堂に陣取って謡を

o

堺藤
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一

内閣灘度百年というのは秋にやっただろう︒本当は春にやる

式典ラッシュですね︒

政四十年の式典が国立劇場で行なわれているんですね︒
佐道

藤波

べきものを︑慮分の勝手で秋にやったQ何か右翼がやってきて︑あ
武＄

そうだと思うな︒

内閣制度のときですか︒

揮藤

天皇のほうかもわからないな︒在位六ナ隼か︒

だから天皇のほうじゃないですか◎

ていますね︒

と一蕩つたのを覚えておるわ︒
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といった︒それで﹇私が﹈文部雀の政務次富になると思っていたら︑
拡藤六月がどうしてもやるというので︑みんな退け︑といって︑

つずつ横に退いて︑﹇私は﹈科学技術の政務次官になったな︒それ
は覚えておるわ︒そのときに︑﹁おう︑竹下悪かい︒すまんけどの﹂

ていたけれど︑頼んでいる言葉遺いではなかったな︵笑い︶︒これ

藤波

天墨陛下ご在位のほうじゃないですか︒

あこいつに殺されるな︑と心墨も思わたね︒

はいかんと思ったが︑やっぱりいかんのや︒群学技衛の政務次官だっ

伊藤

内閣縦度甲日周僅−式典は︑

﹇と藤尾さんは竹下さんに書っていた﹈︒﹁すまんけどの﹂とは書っ

た︒藤尾さんにはそういう思いがある︒だから藤彪さんが出てくる

武田︻

藤波

昭麹六十年ですから︒

﹇昭和⊥ハナ年︸十一胃月二十⊥一日にやっ

と︑こっちは頭が上がらんのだ︒なんと言われても

伊藤

そうですが︒やっぱり兄貴分の言うことは腿かなければなら

そうそう︒

ないということですか︒

堺藤

どうですか︑人柄は︒

※昭粕六十一年闘月二十九日に挙行している︒

藤波

春だと思うけれど︑秋にやるのはげしからんという︒こいつ

まっすぐな人なんですか︒

らんけれど︑まあ刀だろうな︑と何事も思ったね︒平沢勝栄が警察

は間違いなしに藻に刀を入れているな︑あるいはピストルかもわか
くせ玉は盗

から来て︑窟房長官の鞄持ちをやっていたんだ︒それで︑あの人に

は会うな︑と一所懸命言うわけだ◎向こうは意見があるといって来

ているのに︑慧見を聴かないわけにはいかん︒﹁そうですが︑会っ

﹁バカ野郎﹂

たらいかんと私は思うけれどな﹂と﹇平沢は﹈当ったけれどへ﹇私
偲園か紺私が

揮藤向こうが言ったんじゃなくて︑藤波先生が言ったんですか︒

A澗つた︒

大きな声で言った︒強がりだQ

は﹈

電藤

藤波

ここは守るべき時や︑と思った︒

天皇陛下ご在位六十年の式典︑とにかく式典だらけですね︒こうい
秋にやったのは内閣髄度の百周年か︒

藤波

そういうことを言う藤波さんの姿を想像できないものですか
藤波

先生の瞥ふじなみレポート﹂︵第一〇匹号﹁春夏秋冬﹂昭和

何か凶器を持っていたような感じでしたか︒

傷藤
武沼

草藤

ら︒

六十年十︸月︶を見ると︑国畏参政九十五年︑普選六十年︑婦人参

うことは蜜募長官がやるんですか︒あまり関係ないですか︒

この隼は︑自浅党の立党三十周奪記念︑内饒零度百周年式典︑

■記念式典の開催

げないということですね︵笑い︶︒

ときどきバックネットのほうに投げたり︒まあ︑

まっすぐだ︒ピッチャーで言えば購速球投手だ︒

それはいいですね︒

佐藤伊藤儲藤
避波藤波藤波
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先生はお一人ですか︒

いや︑よけい来るんだな︒五︑六人︒

相手は一人で来るんですか︒

国会といっても警備は厳しいから︑簡単には入れないですね︒

圏会で会ったな︒

でも︑それで官邸に入って来られるんですか︒

そう悉つたな︒

ちゅうそういう式典にはお出になるでしょうから︑あまりそれぞれ

撒藤

藤波

藤波

伊藤

書類を持ってね︒要求書とか意見書とかね︒

しょっちゅう来るわけですか︒

偶藤

藪妊状なんか持ってこられたら大変ですね︵笑い︶︒しょっ

そういう人は︑中曽根さんのところとか官房長官のところに

有名というか︑ど忘れしたけれど︑いたな︒

誰か有名な人はいましたか︒

藤波

あれは武道館かな︒

在位六ナ年のときは⁝︒

に印象はないと思いますが︑特に印象があることはございますか︒

護衛はいないんですか︒

伊藤

皇居ですかね︒これは最後に灘着するんですかね︒

一人だった︒

いないな︒

武霞

在位六十年の時は︑銀座で行進があって︑そのあとみんな手

今日は危ない話が多いですね︵笑い︶︒

いや︑怖いので︑声が大きくなるんだな︒

そういうときは臨くないものですか︒

おるはずだけれどね︒どうっていうことはないと思ったな︒

伊藤

藤波

轡藤

富樗長官の時代ですよ︒一

私は國対委員長だろう︒富麗長官か︒

式典芸体はどこでやったんですか︒

員長をしていたQあのとき私は国対委員長だQ

に手に捷灯を持って︑提灯行列で宮城前に集まった︒村上正邦が委

官房長窟でしたら︑SPの人がいらっしゃるんじゃないです

藤波

殺されるとか︵笑い︶︒

ですか︒

重橋で万歳の音頭をとられたわけ

左翼のテロよりも︑窟翼の暴力のほうが返くにありますね︒

う右翼の連中が大きな声で言うものだ︒靖国神数の問題にしても︑

たからね︒ そういう感じがした︒国民的な期待といっても︑そうい

藤波

依道

偶藤

だ？

六十年と六十一年にまたがるんですね︒六十

六ナ奪と六十

窟房長官は﹇昭和六十奪﹈十二月までですね︒

官房長官はいつまでですか︒

銀座の通りを歩いて︑そのあと宮城前に行った︒それはいつ

だというのが私の感じだったね︒中曽根内閣を守るためですね︒

武霞

藤波

その場合の右翼というのは︑どういう窃翼ですか︒

羅に式典をやっている︒両隅の園技館ですね︒

返くにある︒中型根さんそのものが右翼と近いところにおっ

二上

いまはいかんわ︒いまは暴力団か右翼かわからんでね︒その

と書いてある︒

年四月二十九

いまの二重橋の謡はまた別なんですね︒式典が終了したあと︑
ちゃんとした右翼ですか︒

武顕

一％の丁丁にしても︑この際︑政策的に解決できるのならやるべき

藤波

揮藤

年のお祝いだ︒二軸やっておるんだな︒

頃はちゃんとしておったんだね︒
伊藤

うん︒そんな暴力趣みたいなものとは違う︒

だから︑これは六十一年ですね︒となると先生はもう官蕩長
藤波
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富は終わっている︒
国認委員長だね︒

聞けるんだ︒

それで﹇私は﹈思っていることをみんな雷って︑﹁ご震襟を悩ま

し奉るな﹂と児島高徳が桜の木に彫ったように言う︒この話は知っ

藤波

二二

ておるか︒﹁ご震襟を悩まし奉るな﹂と私がいうのさ︒ご下問があっ

﹁雄弁会で鍛え︑選挙で鍛えた喉も裂けよとばかりの大きな

声で﹃天皇睡下万歳﹄と忌んだ︒二万人がその声に続いた﹂と﹃政

て︑それに答えるけれど︑半分ぐらいしか姻らんな︒あとの半分は︑

﹁なんだかわかりません﹂と鴛うこともあるし︑わかったような顔

治と鎮魂﹄︵一九二頁︶にあります︒元気だったんですね︒

藤波

をして二鑓うこともある︵笑い︶︒それで最後に︑﹁琶本民族はちゃん

黛敏郎さんがおって︑﹁藤波さん︑万歳の音頭をとれ﹂と醤

われて︑﹁天皇陛下万歳扁をやったんだ︒ちょうどそのときに︑天

と乗り越えていきますから︑心配されるな﹂ということを言うわけ

だ︒﹁ご震襟を悩まし奉るな﹂という言葉を使って言うわけだ︒

皇さんは二重橋の上のところに繊ておったんや︒それであとから︑
入江﹇根政騨さん︶

まあ︑十ぐらい質問されるので︑﹁じゃあもう行きますわ一と書っ

侍鍵︶︵総譜

入江さんから電話があって︑﹁天皇さんが喜んで︑藤波が音頭を取っ

て立つと︑﹁藤波︑もっとおれ扁と言うのや︒もう誰もおらへんで︑

天皇さんのそばにおった︵伊藤

ているわと言うてくれた﹂という︒﹁ありがとう︑ありがとう﹂と

大きな部屋に二人しかおらへん︒この門政策研究プロジェクトセン

一つに天皇さん︑

一つに官

蕩長官が座って︑内奏をする︒初めに内奏しなければいけないので︑

いてあって︑聖子が二つ置いてあって︑

ターの会議室の﹈五倍も六倍もあるような部屋に︑真ん中に机が置

言った︒そんなことを覚えておるな︒

昭翻天皇というのは鍵灯行列が融きやったんや︒そのことを知っ
ておったから︑提灯行列をしょうや︑と漁った︒それで﹇天皇が﹈

d橋まで出てくるとは知らなかった︒向こうが勝手に轟て来たん

藤波

武岡

内奏で呼ばれて︑讐また来てくれ﹂と待従長から電話を入れ

先生は昭和天墨と﹇会って話すの﹈は内奏のときですか︒

そんなことを言ったのを覚えておるな︒

ありがたいことだ︑ありがたいことだ篇と︑たまってきたら書うた︒

が降りたと言って誓んでくださった﹂という︒﹁ああそうですが︑

昭秘天皇さんのこ下問に答えてくれたので︑天皇さんは胸のつかえ

﹁今度︑広島高裁長官になるのはいい男です︒大丈夫です﹂という

てきた︒﹁それなら行くわ一と雷って行くと︑昭和天皇さんが︑ふ

じゃあ結構回数も多いんですかね︒

や︒勝手に出て来て︑聞いておったら︑私が天皇陛下万歳という音

だん思っていることをみんなご下問になられるわけだ︒それはもう

揮藤

多かったな︒それは俘勢のおかげだな︒そう思う︒

ようなことを言うわけです︒﹁あ︑そう﹂と言われる︒次に︑といっ

いろいろな詣になる︒その詣をみんなにされているんだ︒そういう

藤波

でもそれは国務大臣でなければ駄霞なんでしょう︒

頭をとっておるもので︑﹇︑ああ︑藤波が音頭をとっておる﹂と侍従

ふうに領域のことを考えなければならんときには︑運輸雀なら運輸

段藤

駄一日だ︒官房畏窟が段取りするわけだ︒今度︑誰々は内奏に

て︑昭和天轟がご下問を始めるわけだ︒だいたい終わると待従長か

大臣︑文部省の仕事は文部大雪に聞かなければいかんということは

藤波

長に言った︑ということだ︒窩城前に二万人ぐらいおったんだな︒

わかっているんだ︒昭和天皇もわかっているし︑闘かれるほうもわ

行ってくれと言うわけだ︒

ら窟邸に電話がかかってきて︑﹁藤波さん︑あれだけへりくだって

かっている︒ただ︑総理大臣と豊屠長官の二人だけは︑領域なしに

ようけおったQ

…
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藤波

武園

いや︑こちらから誓うときに︑宮内庁に申し込んでおくわけ

それは向こうから来てくださいという話があるんですか︒

たQ﹁そうか︑山を降りてきたな﹂と言ったのはその時だ︒

幹事長にお仕えしますから︑用事があったら言うてください﹂と言っ

そうです︒

長になるんですか︒

山を降りるというのは︑嘗房長官を辞めて︑すぐに国鰐委員

じゃあ宮内庁と相談しながらやるんですね︒
藤波

国事委員長というのは︑この葡ちょっと香ったように思うん

揮藤

伊藤
やるわけだ︒

揮藤

だQ

藤波

そうするとそれは︑蟹対委員長になるとなくなつちゃうわけ

藤波

天皇にお目にかかる機会は全くなくなるんですか︒

なくなつちゃう︒

上なのかよくわかりませんけれど︒

伊藤

藤波

法律を通すのが自尊だな︑と思ったねQ

官房長官も大役ですが︑国対委員長も大役ですね︒どっちが

大きな役職だ︒

﹁

伊藤

伊藤
なくなつちゃう︒

藤波

ですが︑役職としてはかなり大きな役職ですね︒

藤波

それは寂しいものですね︒そうですが︑内々で﹁藤波︑来い﹂

ですか︒

轡藤

後藤溝さんが窟房長賓に募るし︑金丸さんは韓事長になる︒

蔭紹中派を重要視しているという感じがしますが︑そうなんですか︒

伊藤

ない︒そんなことはで奏ん︒

ということはないんですか︒
藤波

武霞

このころは﹇贈田中派は﹈竹下派になっていますね︒

そうですが︑それは残念だな︒

結果としてそうだな︒結果としてはそうだけれど︑旧園中派

な︒

を優遇するというつもりではなかったと思うな︒人によってだろう

藤波

冬季

猶官鰐長官の交代

次中嘗根内閣の第一一回改造内閣ができて︑官房長官がまた後藤田さ

伊藤

武田

藤波

先生は後藤醗さんには何か引継ぎみたいなことをされたんで

そうそう︒

これはこの前おっしゃっていた助さん︑格さんなんですね︒

このときは︑哲下﹇蔵相﹈︑安倍﹇外梢﹈は留任なんですね︒

んになるということですが︑これは何か意味があるんですか︒﹇二

すか︒

引継ぎしなかったな︒

揮藤

曹根内閣の﹈出発の時には後藤磁さんが官房長官でしょう︒それで

藤波

それで昭和六十年の年末に︹内閣﹈改造がありますね︒第二

途中で藤波さんになったわけですね︒

閣内を難き締めるという意味なんだろうな︒私に総理が書つ

前にも伺ったかもしれませんが︑後藤曜さんと先生の関係は

藤波

悪い関係ではないな︒

どうですか︒

轡藤
藤波

特にいい関孫でもない︒

︻つの内鰹とい

うものは法律が通らんと仕事したことにならん︒法律を通せよ﹂と

饅藤

ああ︒

たのは︑﹁すまんけど︑行って法律を通してくれ︒

いうことだった︒﹁わかりました﹂と言って︑国対委員長に就任し

藤波

l

た︒幹箏長は金丸僑だ︒金丸さんのところに行って︑﹁これからは
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武田

伊藤

普逓は中善根派の官樗長官がいたほうが仕事がやりやすいと

これは聞き方によりますね︒

それでもまあ︑いいとこはあるんやろうなと思ったな︒初め

考えるんじゃないでしょうか︒

藤波
の︸奪間︑﹇私が﹈副長官のときに︑﹁官薩長窟どこに行った﹂といっ
て聞くと︑皿︐公邸に行って寝ています﹂というんだ︒ああそうか︑

ここに行っ

藤波

直接頼まれる場合もありますね︒

あると思うね︒

ですから建前上は溶援演説というのは党を通した形になっているん
武国

前に誰かから伺ったんですが︑応援に行くときは金一封を持っ

とりあえず内諾をもらうようなことですね︒

です︒

憐藤

ていかなくてはいかんという藷を闘意ましたけれども︑そうなんで

うん︒待っていかなければいかん︒
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公の一︒

公には︑どこが仕切っているんでしたっけ︒

いちおう党という建前です︒

党のどこですかQ
幹事長︑総務局長︒

総務局で︑藤波先生にあそこに行ってくれとか︑
てくれとか︒

平松

直接もあるんですか︒

連絡をとって︑どこどこに行きますという︒

ないな︒ピチッと締めるところはピチッと締めるんだろうなという

伊藤

周りに気の利いたやつがおったら︑﹇党に﹈言うだろうなと

藤波

気がしたな︒

藤波

れでやっぱり翰方は機嫌が悪い︒ああそうかと思った︒そう思った

伊藤

思って︑こっちが勝手に決めるんだな︒

向こうからも要望があるわけでしょう︑藤波先生に来てもら

ですからね︒顔が笑っていても冒が縮いんですよ︵笑い︶︒絶離に

話をいちおう通して︑党を通した形にして︒

揮藤

優しい目じゃないですね︒

平松

いちおう断わっては行くけれど︑直でやっている場合が多い

けれど︑まあ︑ええところはあるんやろうなと思ったな︒決して私

藤波歳をとった後藤田正晴とか︑伊東正義とか⁝宮澤覧三もい

伊藤

いたいという︒

まやそうだけれど−一︑あのへんの保守的な革新というのか平私室

わけですね︒

後藤田さんのインタビューをやったんですが︑目つきが陥い

義というのはきついな︑なかなかね︒．それがいいと思っている思想

平松

八六年にダブル選挙になりますね︒昭和六十︸年七月です︒

薩昭和六十漏年衆参同日選挙
伊藤

藤波

来てくださって︑ありがとうございました︑ということでは︒

すか︒

藤波

揮藤

選挙というのは︑国対委員長としてはあまり鷺係ないんですか︒

を超えて︒

そんな馬鹿なことはない︒

それは自分の気持ちで行くわけではないんでしょう︒

藤波

撰藤

﹇鰹薙﹈副委翼長の応援に行ったのをおぼえておるわ︒派閥

一応党を通さないと︑応援の往復旅費などが出ないんですね︒

的なものがあったので︑安心して見ておられたな︒野きやった︒

は生慧気なことを思ったわけでもないし︑低搬圧だと思ったことも

寝ているというのは慮獲が低いからだ︒後藤田さんは低血圧だ︒そ

伊藤伊平伊藤
藤波藤松藤波

応援してあげるほうが持っていくわけですか︵笑い︶︒

そうそうQ

い相談はせんよ﹂と︑それだけ書って︑あとは小笠原との相談だけ

妊すからやってくれい﹂と書うから︑﹁そんならやりますで︒細か

﹇私が﹈﹁任せてくれますか﹂と雪ったら︑金丸幹事長が﹁︑任す︒

呼ばれれば︑呼ばれるほど大変ですね︒

だQここだったらいいよ︑と書つた︒

政界の中での地位が上がったという証麺なんでしょうね︒

てきてから来いというので︑総理大疑・中難根康弘︑官房長窟・後

それで決めたんだ︒決まった晩に宮窪に報魯に行った︒今娩︑帰っ

いまなら﹇峯時のことをしゃべっても﹈もう小笠原にもいいやろ︒

そうそう︒

藤田正晴︑副長官・田沢俊二郎︑それから藤森﹇昭乙がおった︑

一番初めに唐沢がものを言っ

て︑﹁大丈夫か﹂というので﹁大丈夫です﹂と雷つた︒その次に藤

﹇事・務の婦副長官だ︒それだけおって︑

そうですなあ︒お金がなくなるなあ︵笑い︶︒

後藤磯さんがまたn周様のことを﹈言った︒﹇私は答えた︑﹈﹁大丈

藤波

佑道

夫です︑間違いない﹂︒中事根が最後に﹁本当に大丈夫か︑国対委

森が﹁藤波さんが大丈夫だというので大丈夫だと思っているが︑い

話が前からずっとありましたね︒そういうときには︑議員の方々も

員長一ζ欝うので︑﹁いかんだったら︑私はバッジを外して家に帰っ

いや︑なくなってもいいんですが︑補給してくれるところが

早めに地元に帰ったりして︑選挙運動を事前にされたり︑党のほう

て行くで︑それで饅頭を売ったらいいだけや︒饅頭売りに帰ってい

乳量

もいつごろという予定を立てることができると思うんですが︑この

くで︑大丈夫です篇と言ったのを覚えておるわ︒それが窟邸で十二

いですか﹂と言ったのかな︒そんな確認するようなことを書つた︒

八六年の選挙の時は︑ダブル選挙をやるんじゃないかとか︑どうだ

時ぐらいだ︒新聞記者は帰っている︒みんな十二時ぐらいに集まっ

いまの選挙なら︑例えば十薄十日に解散するであろうという

ろうか︑とずっと書われていて︑突然﹇やることに﹈なったわけで

たんだな︒

﹁死んだふり解散﹂のときか？．

屡に一杯涙を溜めておるわ﹂と言ったんだ︒﹁そうか︑それならしょ

でおる？﹂というので︑﹁死んだようにしておる︒がっかりして︑

それで由口鶴男が社会党の委員長だった︒﹁総理はどんな気持ち

﹁死んだふり解散﹂のときです︒

ち式を︑議長簿接室︑議員運営委員会の総会をやるところで︑各党

らんので︑うまいこと行ったな︑と思ったんだ︒そうしたら出て行

の幹事長と闘対委員長が集まって︑やったんだ︒それで誰にもわか

ね︒役人というのは頭がいいなと思ったな︑ そのときに︒その小笠

くときに︑矢野が私の袖を引っ張って︑﹁藤波さん︑うまいことやつ

いまの呉の市長をしている小笠原無爵が自治省の選挙部長で

一，

でも公畷党の矢野﹇絢砲﹈幹事長だけはわかっていた︒その手打

うがないなしと雷っていた︒それが死んだふり解散だ︒

?んだふり篇というのは最高だと思います︑名言ですね︒

よく言葉をおつくりなりますね︒

﹁死んだふり﹂というのは私が言うた雷葉だ︒

先生はやるだろうなと予測されておられましたか︒

すね︒これはみなさん︑かなり準備で大変だったと思うんですが︑

ないとね︒

なりますね︒

でもちゃんとしたスポンサーが付いていないと︑お金がなく

かかる︑かかる︒

出費がかかるな︒

醗藤佐藤伊佐藤佐
藤波道波藤道波這
藤武伊藤佐藤
波壌藤波道波

原と私と二人だけで話をした︒
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藤波

佐道

矢野さんは大したものですね︒

あれは見破られたな︒矢野絢也︒

読まれましたか︒

渡部璽ぎんに委畏をや・てもら・た︒聚物師や・てくれ・頼
むわな︒貴任はおれが萄持つぜ︑いつでも辞めるぜ﹂と奮った・
渡部さんは︑ああでもない︑こうでもないとみんなが言うのを聞い
て︑や︒てお︒た︒気の短い渡部覆三が羨懸命にな・てや・ておっ
た︒それで﹁八増七減﹂になったんだな︒

そうそう︒

解藤なかなか折り合わない選挙区が出てくるわけですね・
藤波

あれは理屈じゃなくて⁝︒

完全に党利党略だな︒党騨党略で︑そのときに誰が議員になっ

でも一応漂躍で押し通さないことには一−︒

あるところだけ例外を認めたら︑じゃあおれのところも︑と

藤波

これは与党内ももちろん︑野党との調整も必要だということ

地方行政︹委員会﹈だ︒

与党内の調整も必要だ︒愛媛の関谷m勝嗣﹈︑ようけ来たな︑

武蔵

極藤

そうそう︒文句を露いに来るんだ

後援会が来るんですか！

バスに乗ってどこに来るんですか︒

大変ですね︒

藤波

後援会を動員するんでしょう︒そういう後援会が来て︑国頬
国対委員長窒で︒

委貴長とどこで会うんですか︒

伊藤

後援会が︒

藤波

ですね︒

撰藤

かかるのかな︒自治省かな︒

わけですね︒これは委員会はどこにかかるんですか︒内閣要員会に

区割りは公職選挙法でしたか︒公職選挙法の改正ということになる

なるわけですからね︒これは醗対委貴長が責任を持つことですか︒

鐸藤

藤波しょうがないわ︒

伊藤

来るわけだね︒

ておるかによって︑ヤーヤ⊥蓄うわけだ︒うるさいところがみんな

藤波

うけれど︒

たわけですか︒もちろん自幾党の中でも反対はたくさんあるんでしょ

二人区ができるということに︑社会党あたりはかなり反対し

そうそう︑いろいろな町能性があるわけだ︒

だから逆に言えば︑いろいろな可能性があるわけですね︒

中選挙区だろう︒

僕藤僻藤静
藤波藤波藤
藤波
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たな﹂と書いよる︒あれはびっくりしたなあ︒公明党は﹇当選者を﹈

矢野さんはどこから一︒

減らさなかったな︒ダブル選挙あり得るという櫓⁝示を出していたん
だ︒

佐道
藤波考えたんやろうな︒小笠原と藤波のことやで︑何か企むに違

佐道
藤波さんが話したわけではないでしょうね︵笑い︶︒

いないと︒企んだわけではないけれど︵笑い︶︒

揮藤

この衆議院選挙で選挙区の問題︑定数是正の問題があります

醸選挙区︑定数是正問題

藤伊武藤ね伊

反簸だ㎏と 言っている︒ この問題の責覇者は渡部副委員長だった︒

大変だ︒次々と後援会がバスで乗り付けてくる︑﹁いかん・

選挙区を変えるということは大変でしょう︒

最終的に﹁八増七減﹂になるんですね︒

その選挙でどういうふうにしたんだ︒

波藤紹波Q藤

㍉

釧12003年10馴6
戸
隙

平松

調整してやって来るんですね◎ おる時をめがけて来るんです︒

伊藤

麟決がありますからね︒政府が國るし︑議会を通さなければ

伊藤

平松

武霞

後援会も必残ですからね︒

ある程度大量に入るんでしょうね︑面会で︒

そこまではちょっと

大星に入って来るわけですか︒

いたんでしょうね︒

そこで問題が生じる︒それを渡部さんは︑たぶんせっせと説得して

愛媛だとかが引っかかって︑それで具体的に入事が上がってきて︑

て︑それに撰つかかるところを調整する︒どこが引っかかったのか︑

謡にならない︒いちおう︑格差を何倍にするとか︑なるべく縮めな

平松
そうですね︑必死ですね︒

藤波

本人が連れてきまずから︒

武鎖

いま︑若手のおやじ︑小委員畏ばかりやった男︑大蔵省のO

ければならない︒縮めるためには︑だいたいの基準をつくっておい

藤波

だ﹂と︑口癖のように書いながらやっていたな︒

渡部鷺コ

さんだつて︑自分の選挙区が引っかかっていたら

ああ︑みんな反薄だ︒

愛媛の話ですか︒

伊藤

藤波

坂霞道太だ︒

それでこれは﹇定数是正案について﹈議長調停案が出るんですか︒

会津弁ですね︒福島弁とはちょっと違うんだ︒そうですが︒

会津弁でね︒

．︒

B︑なんとか言ったなQそれからいま﹇松由﹈毒長をやっている中

伊藤

﹁なんでこんな馬鹿なことをおれがやらなければいけないん

村﹇時広﹈のおやじ︑申村時雄︑民社党だ︒それから関谷だ︒みん

あそこは畏社がいたんですか︒

藤波

それが象るわけですが︑さっきのお話の︑自治欝選挙部長の

それは大変でしょうけれど︶︵笑い︶︒

社会党かな︒民社だ︒

伊藤

︵佐道

魂役の人は︑いずれにしても動かされたら厄介ですね︒

小笠原さんのあたりでいろいろやっていたんでしょうね︒

な反対だ︒

最後に公明が呑んでくれて︑やっとまとまったんだ︒公選党

勝藤

石賑の前の委員長︹市撰雄一﹈︒それらと一盛懸命謡をし

の福岡から出ている圏頬委員長︑ 死んだ一﹇権藤摂夫﹈︒今度勇

る方ですか︒

樫藤

藤波

伊藤

藤波

この小笠原さんという方は︑先生とは前からおつき合いのあ

そうです︒

もちろん先生も入っての話だろうと思いますけれど︒

そうでしょうな︒

伊藤

平松

そうそう︒

これでダブル選挙になる前提ができるということですか︒

責任だけ戴らせる︵笑い︶︒

かと思って︑﹁副知事は結構だな﹂と書ったら︑﹁もう県庁を出ます﹂

藤波

筆写

藤波

このとき︒その後は広島票の副知事に行って︑知事になるの

このときですか︒

いや︑ない︒

た︒

藤波

これをやらないと︑この時点ではちょっと具合が悪いわけで

さっきおっしゃったように︑渡部恒三さんがだいたい腹をま

退する︑

とめて︑根回しもやって︑いよいよ困ったら委員長に設げる︒

伊藤

か藤贈﹇雄山﹈とか言わんと︑広島娯の渠庁の上に昇られんのか︒

といってやってきた︒﹁そんな馬鹿なことがあるか︒富溝﹇弘﹈と
政府が函るんだな︒渡会が困るのか︒最高裁縄駈で一︒

しょう︒

藤波
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藤伊藤伊藤伊
波藤波藤波藤

小笠原はいかんのか﹂と言ったら︑﹁行きません﹂という︒そうか︑

れは言うんや﹂と言って︑祭りが始まるぞ︑と言っていたら︑やっ
になってきた︒

ぱりそうなっていったな︒そのあと野羊党が強くなってきた︑傲慢

明﹈の長男だな︒フジタ組Qいまは﹇広島渠知事は﹈藤田かな﹇平

伊藤

宮澤か藤田でないといかんのか︒藤田というのは参議院の藤繍﹇正
成五年十一月就佳︑平成十三年十一月より三期霞﹈︒それで門小笠

委員長としては辛いことになるわけですね︒

形だけだ︒

そう思うね︒肖艮党が辛くなる︒

行け行けどんどんになつちゃうわけですね︒そうすると国対

原は﹈呉の市長に出て︑︑当選して︑まだやっておるのやろう︒馬鹿

議長調停案なんていうのは︑ある程度国対あたりで詰めて︑

な話だ︒知事になると思った︒
傍藤

藤波

そういうことなんでしょうね︒一応話をつけておいて︑それ

本当に議長が一︒
轡藤

勝って嬉しいと思ったら︑違うんですね︒

一般的にはそうだけれどね︒

勝たなければ璽るんでしょうけれど︑勝ちすぎても困る︒

このとき中善根さんは︑門八六年体制の愛しい自昆党の時代

議長調停案を毘して︑蹴られちゃったらi︒

とか⁝− O

伊藤

藤波

醗藤

藤波

あまり問かんな︒

ダブル選挙には反対の方も党内にはいたんですね︒嘗澤さん

負けるよりはいいな︒

中讐根さんは嬉しいでしょう︒

混融根さんは喜んだね︒

が来たんだ﹂というお話をされましたが︑ どういうご印象ですか︒

駄冒だ︒

藤波

を権威づけるということですね︒

斎藤十朗ですね︒

員長は何しとるんや︑ということになる︒

藤波

その前の準備が悪い︒

やっぱり︑﹁勝った︑勝った扁で意気が上がって︑という感

地元ですから︒

藤波

先生のように︑これから大変だぞ︑と思う方はいらっしゃら

そうそう︒

藤波

この選挙の結果で︑第三次申曽根内閣ができます︒今度は金

おらんだろうと思うな︒

ございましたか︒

うことになりました︒この新しい内鰹については︑どんなご感想で

文部大臣︑これがまた大変ですね︒後藤曖さんがまた官房長蜜とい

丸さんが離総理として入閣して︑宮澤さんが大蔵大臣︑藤尾さんが

伊藤

なかったんですか︒

武田

じでしたか︒

鯵藤

そうそう︒議長窒で︑このあいだのようなことでは︑圏頬委

武伊藤伊藤
閉藤波藤波

平松さんに言っていただいてよかったですね︒名前を挙げて

平松

このときの選挙では自民党は三百を超える議庸を獲得して圧
﹁勝った︑勝った﹂だった︒それで︑国対委員長だけが︑﹁勝つ

と言うたら︑﹁そんなアホなことを書うな﹂と卜われたけれど︑﹁お

まえ︑ということになってくるんだ︒それで三風祭りが始まる三

うどいいんや︒案を作ってね︒あまり強いと︑やつちまえ︑やつち

あまり勝ちすぎたらあかんのや︒野党の腰蓑委員長と詣をして︑ちょ

た︑勝ったと類うけれど︑また三養祭りが始まるぞ﹂と言うたんだ︒

藤波

勝したわけですね◎ このときは︑雰囲気はどうだったんですか︒

伊藤

いただいて︵笑い︶︒

武揮平分伊
田藤松波藤
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藤波
法貨

あとのとき？

初めのと意はそう﹇地中六助氏が取り仕切った︺ですね︒

ほう︑新字晦クラブが自浄党と︸緒になったときは？ 畷耀

藤︸波

さんが入聡したときは？

国対委員長はそのまま相変わらずということですね︒

藤波

もうそれぞれ︑やっとる︑やっとるというぐらいのつもりだ︒

大して感想もないな︒

伊藤
はい︒その選挙に勝ったもので︑中曽根さんの任期が長くなっ

いやいや︑そんな悪いことはしない︒

ないですか︒

藤波

そうです︒

藤波

ええ︑解党するときです︒これは藤波さん︑釘かやったんじゃ

小既木門彦三郎﹈さんが言うて︑梶山﹇静六﹈さんが応えた

悪いことじゃないじゃないですか︵笑い︶︒

極藤

藤波

僻藤

金丸さんが︑﹁おまえの古巣やで︑古巣に行って挨拶してこ

たんだろう︒

んだ︒小此木と梶山の友情で︑長くなったんだ︒友情だな︒梶山と

藤波

伊藤

小此木というのは仲が良かったな︒梶山は竹下の心の親友だったな︒

い︑自民党を代表して﹂と言ってね︒金丸さんが幹事長だった︒あ

わ︒

事由時代というのになるのやと思ったけどな︑死んでつた︑あの人
あり得たことですか︒

伊藤

のへんに釜葭われて︑新露由クラブの総会に行ったことを覚えている

伊藤
あり得たことだよ︒

藤波﹁解散総会に近かったと思うな︒﹁﹃志操﹄を大事にせい﹂とい

はQ

藤波
先生は期待したほうですか︒

う話だけしてきて帰ってきた︒今度︑十二月十五日に藤波孝生お別

解散総会ですか︒

伊藤
普通だな︒立派な人やな︑と思った︒

れ会を撃勢でやるので︑そのとき集まってくるけれど︑

轡藤

山口ちんねん﹇敏夫﹈は哀れとどめているし︑いま︒

一人ひとりですか︒

儘々だろうね︒

これは薪自由クラブの測の復党にあたっての鞍点は誰ですか︒

いや巽常に一門気になった︒このあいだ宿舎に来た︒

何か具合が悪いみたいな話ですが︒

いう︒元気になったな︑いま︒

野洋平を呼んでいるんだ︒﹁来るか﹂と言ったら︑﹁行く︑行く﹂と

一人だけ河

藤波

残り艶聞が少ないんですが︑薪自由クラブの解党が昭和六十

繍新自由クラブ解党
伊藤

一年八月です︒新星由クラブの面々の中で︑齪川﹇誠二さん以外
は自民覚に復党しますね︒この萩自由クラブの仲聞は︑もともと藤
波先生と非常に近い人たちですね︒この復党と藤波先口は何か関係
があるんですか︒

さ

いまはそうですけれど︑復党するときは山霞さんがかなり熱
心に動いたんじゃないです︾
力○

田中ム凸助さんが幹喜・長だった︒細中

陶こうが動いた︒金丸さんとのコンビでね︒

れど︑

六助さんが中心になって︑自薗路線を取り仕切ったな︒田中六助さ

藤波

個々にはあったけ

んは︑﹇そのとき﹈死んでるか︑生きているだろう︒
もう亡くなっています﹇転音六十年一月逝去﹈︒

しかし自畏党としては︑選挙に勝った後じゃないですか︒

藤波

：藤波藤波藤波

伊藤

武照
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S伊藤伊藤伊藤

ない︑ない︒党としてはないと慰う︒

らに薪自宙クラブを入れる必要はあまりない︒
藤波

藤波

あの人の言っていることは嘘だと思った︒金があるのに︑な

いみたいな顔をして物を雪っているので︑これはいかん︒

葛藤

藤波
必要ないから袖にするんじゃないかと︒

どうでもよかった︒

僻藤

ようけ儲けとったんだろうね︒

藤波

しかし政治家が金があるような顔をしたら駄羅じゃないです

俘藤

か︒むしられるだけですから︒

伊藤

金丸さんと山口ちんねるとの関係があるから︑人間閲係中心

前は︑長亀党が少なかったから連携する必要があったと思い

ますが︑この期に及んでは⁝⁝︒

藤波

ぶん田痢さんは︑それとくっついていたんですね︒

騰撰誠一というのは立派な人だ︒中曹根のこ

ミノファーゲンというのはすごく儲かったみたいですね︒た

でも︑掌都宮徳馬はいかんな︒嘘を言うんだな︒実際は薬で

に動いたな︒

藤波

ああ︑そう？

伊藤

とを悪く言ってね︒

その点で気が合ったわけではないでしょう︵笑い︶︒

それで先生は﹁志操﹂云々とおっしゃいましたが︑その志を

貫いたのは田川さんじゃないですか︒

樹藤

二人で悪

だけだな︒みんな︑どうでもよくなった︒どうでもよくなっ

藤波

武田

籔皇室問題懇話会の会長に就任

を書って︵笑い︶︒

たついでに︑由口ちんねんみたいなことになった︒西腿武夫はいま
今度民主党になるんでしょう︒

自由党だからね︒

伊藤

藤波臼皮党の国会議員のおるところで︑﹁ナミさん︑おれはじき
にまたやるからな﹂と頭閾武夫が言うておった︒﹁何をやるのや？﹂

安全保障調査会長︒

がありますね︒

ちょうどいま四賭ですが︑あとは中曽根派の事務総長の時代

銑の自由党におるのやないか︒

藤波

それから皇室問題懇立会の会長になられていますね︒

伊藤

分のやっていることをいいと思わなかったら︑絶対にひとはいいと

武繊

それがありますね︒もしお時聞がよろしければ︑皇室問題懇

と言ったら︑長綺で衆議院をやると言った︒﹁いま︑おまえ︑参議

思ってくれないそ﹂と欝ったら︑﹁そんなことないやろ﹂と言って

伊藤

︸番いいと思わないといかんぞ︒自

いたなQ

㎜入で数年頑

話会の会長の誕だけしてください︒

贋川さんはたしか進歩覚という政党を作って︑

轡藤

ていますが︑実際問題は︑善玉天皇がちょっとお丁合が悪いという

そのころは︑特にどうっていうことはないな︒

ことと麗連してつくられたのではないんですか︒

藤波
ない︒金持ちだからな︑あれは︒

これは事務局長が村上正邦ですね︒

張りましたね︒あれは宇都宮さんなんかと一緒なのかな︒宇都窟徳
藤波

あの薬ですね︒

武霞

村上正邦が決めたんやろう︒藤波会長を決めたんだ︒

これは昭和六十二年ですから︒これは︑皇室問題懇話会と言っ
揮藤

薬だ︒

藤波

極藤

藤波

ミノファーゲンといったかな︒

馬という人とは︑藤波さんは関係ありますか︒

轡藤
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天墨の代替わり問題ですね︒

伊藤藤波さんが会長でしょう︒このときの皇室問題というのは︑

武霞

張ってくることも可能だと思います︒

いなくても取り寄せることができますよ︒ほかの芸体の若い者を引っ

平松

藤波

どこからか探してきたんでしょうね︒資料なんかは︑役人が

ないと思うね︒それは村上だな︒

あの段ボ⁝ルの中にあるかな︒

主要なメンバーは森さん︑羽囲﹇孜﹈さん︒

藤波内緒でね︒
修藤

だいたいの仕事は実際は︑藤森さんがみんなやってくれたん

それは大問題ですね︒なんせ曜秘天皇は六十年以上おられた

伊藤
藤波

それとどういう関係になるんですか︒

わけですから︑大正天皇から昭和天皇に代替わりがどういヶふうに

解藤

申曽根さんは関係ない︑豊室問題は︒

でもいちおう中曽根さんが⁝⁝︒

充実させようということでできた懇談会だ︒

藤波

俸藤

村上や私はね︒

内々はあるんですか︒

この前ちょっと藤森さんにいろいろ話をしてくださいと需っ

宮内庁の職員とかを使うのかな︒

村上正邦がやるQ

ええ？

役入はいないな︒

役人はついていないんですか︒

事務燭長は村上やろ︒

するとこれは︑事務局はないわけですか︒

言われてやったわけではない︒

藤波

藤波

平松

藤波

藤波

その問題を外してもいいですから︑語してくださいと言った

踏み込んで早うたね︒

役人ですからね︒

あれは死ぬまで書わんやろうQ

んですが︑そのうちまたQ

偶藤

あれは家内が概んだしね︒

んですけれど︒

撰藤

やっぱり︑話していると危ないと思ったんでしょうね︒

そう言っていましたので︑いまのところちょっと諦めている

あれは役入の続きだな︒

たら︑絶離にしないという︒

いやいや︑議員でやったんだ︒

騨藤

横を見ても家内は寝ていないし︑

だけど︑そうしたらどうやってやるんですか︒

議員だけで？

藤波

一人で考えたんだろう︒

うんQ

﹇藤森氏の奥様は﹈亡くなりましたね︑今年でしたか︑表口

それはわかりまずけれど︑具体的な案作りといいますか︑

でしたか︹←二〇〇三年三月﹈︒

平松

晶＝

一般論として︑議員懇談会は︑皇室の予算を

でも︑全く関係なくやるんですか︒
福墲黷ﾄやったわけではないんですか︒

饅藤

そんな強い連携があるわけじゃない︒

議員の立場で︑それを謡し合うということはあったけれど︑

だ︒それは中重根さんの命令でやっていたんだ︒事務的なことは︒

ね︒これは懇誘会ですが︑懇話会というのは議貫さんたちの自登的
な露なんですか︒
そうです︒

藤波

行なわれたかということは︑誰も体験している人がいないわけです

そ

うん︒村上と私らの仕事だな︒

伊藤偶藤伊藤伊藤樫藤伊藤極藤揮藤伊藤
藤波藤波藤波藤波藤波藤波藤波藤波藤波
うなったらどういうふうにやるんですか︒
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然わかりません︒今度はそれを教えてください︒それから覚の安金

この奪︑夏に中堅田根さんの任期の一年態長を決めまずけれど︑

大事な仕事だったな︒角栄さんの都市政策調査会の真似して︑

傷藤

藤波

保障調奮会長︒これも大事な仕事でしょう︒

一年にしろとか︑いろいろ議論があったじゃない

延期するという動きについて︑先生は何かご関係なさいましたか︒
二年にしろとか︑

安保調査会長の時のものは︑自罠党にないかな︒

安全録障調査会をやったんだ︒勉強会を一年間︑毎週やったんだ︒

選挙の結果だ︒

武霞

ですか︒

藤波

それと︑今霞おっしゃったのは︑小此木さんと梶山さんの関

﹇同

どうもありがとうございました︒

︵終了︶

また薪しく﹇質問項屋を﹈つくりますので︑お願いします︒

これは党の﹇組織﹈だから︑新聞にちらちら出て来ますかね︒

平松

売上税の問題がありますね︒

伊藤

八七年ですから︑もう薪聞で調べられますね︒

中心は小此木さんだね︒

係ですね︒

藤波

その人たちは㎜期延ばすというんですか︑それとも一年延ば
一年延ばすということが決まってきた︒
︸期U二年延ば

伊藤
藤波

だんだんそこに落ち着いていくわけですか︒

すというんですか︒

揮藤

茜うの

一期のつもりでおったら︑一年というので︑ああ短いなと思っ

すという案もあったでしょう︒
藤波

たけれど︑そうかと思ったのは覚えておるわ︒小此木さんが
で︑まあいいわ︑と思ったな︒

もうないですね︒

その延長があって︑そのあとは改造はないのかな︒

佐道

昭和六十二年に竹下内関⁝ができるまでのあいだ︑藤波先盈と

M伊藤

伊藤

しては国対委員長としていろいろ活躍されるということになるわけ
武畷

そうですね︒ですからもう少し︑圏対委貫長の時のお話を構

ですね︒

僕藤

わなければなりません︒そして竹下内閣が六十二年﹇十〜罵﹈にで
嚢て︑﹇藤波さんは﹈中蓉根派の事務総長になる︒私なんかは︑えっ︑

なんで藤波さんが事務総長なの︑それまで派閥のことをそんなに一
所懸命やってきたという話は全然聞かなかったのに︑事務総長になっ

ている︑と思いました︒僕らは派閥の事務総長は侮をやるものか全
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藤波孝生

第13回

日時：2003年11月12日
14：00一・16：00
於：政策研究院政策研究プロジェクトセンター

ミ

i〔インタビmeアーw〕偏書きはインタビュ…の時点〉

i伊藤

隆（政策研究大学院大学教授）

小池聖一（広爵大学助教授）
佐道明広（元政策研究大学院大挙助教授）
武鋼知

己（政策研究大学院大学特溺研究員）

川越美穂僚蒙大学大学院博士課程）
平松大輔（藤波孝生氏秘書）
記録餐：丹羽清隆

じゃあ︑藤波先生を支持していたグル⁝プはどこに行ったわ

それはいかんからね︒

俳藤

もう﹇議員会館の﹈部屡は引き渡したんですか︒

な行ったというわけではないんですか︒

轡藤

藤波

そういう人が多いんですか︒鼠民党の候補者のところにみん

もう年寄りだから︑引退ということを考えたな︒

けですか︒

伊藤

引き渡した︒当選が決まると︑すぐに部屡が決まるから︒衆

■政界引退後︑地盤の継承について

藤波

藤波

藤波

伊藤

藤波

藤波

選挙では大きかったな︒

やっぱり公明党の存在感が強くなったという感じですね︒

塔主党なんか︑お化けだ︒

んだから︒

伊藤

そういう意味では︑これからの政局運鴬もなかなか大変でしょ

でもいいんじゃないですか︑門保守瓢党は﹈自民党に入った

保守新党がかわいそうだね︒被畏党もね︒

与党も過半数を充分蘇ったし︑昆．蛍党もけっこう伸びたし︑

まあまあ︑でしょう︒

このあいだの選挙はいかがでしたか︒

足りない︒

そうしないと部崖が足りないんですか︒

務所でね︒

藤波

武門

伊藤

藤波

藤波

佛藤

撰藤

よし︑最終藏のは記念にとっておかなければ︵笑い︶︒

終わり︒

じゃあ︑﹁ふじなみレポ⁝ト﹂もこの前の圏﹇第一＝八号

そうそう︒

きれいさっぱりとしたわけですか︒

れどね︒もういいんだ︒

藤波

平松さんの地盤がなくなってしまいましたね︒

平成十四年九月﹈で終わりですか︒

僻藤

今度は新しいところでやるから︒三ツ矢門憲生﹈の新しい事

なくなった︑実態はね︒覚悟もいるし︑勇気もいることだけ

藤波会みたいなものは︑もうなくなったわけですか︒

替わりしたろうね︒若返った︒

結畢はそうだけれどね︒だけど︑幹部になっている連中は代

議院の事務局がやるのかな︒だいたい選挙中に引き揚げるんだ︒

伊藤

弼も動かず︑ですか︒

そうです︒

今度の選挙は︑ほんとうに眺めておられたという感じですか︒

大変でしょうね︒

藤波

て︑﹇三ツ矢並は﹈新しく自民党の公認になった方です︒

平松

藤波

しょっちゅう飯ぐらいは食っているんだけれどね︒

んですか︒

伊藤

しょっちゅう飯ぐらいは食っておったんですが︑．本人は︑出

結局︑それ︹藤波氏が鑑した人﹈は県連の決定で外されまし

その方は︑先生が後継者に推していた人ですか︒

藤僻藤伊藤
波藤波藤波

うね◎

問い合わせが来るのにはみんな︑烈しいのにせよ︑と言った

平松

そうですが︒それは藤波さんの患が全然かかっていない人な

んだけれどね︒ わしは動かなかった︒動くと︑後継者の陣轡もみん

るのであればうちの後継という形をとって公認を取りたい︑それな

両方ともハッピ⁝ですね︒

伊藤為書伊
藤波藤波藤
な私の陣営になるんだ︒陣営の幹部は替わらないことになるんだ︒
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まったので︑こういう結果になりまして︑という挨拶はあったんで

らば出たいと言っておったんですが︑県連の決定でポンとなってし
平松

伊藤

僕は三重のほうです︒ほかの二人はそちら﹇松木氏のほう﹈

︹平松氏に向かって﹈あなたはその人の秘書になるんですか︒

選しました︒いままでの選挙区は自畏党だか公明覚がおるので︑網

藤波

伊藤

あるある︒形弐的には︑松木﹇謙公﹈というのが北海遭で当

じゃあ︑関連があるわけですね︒

が︑コ人は行かなければあかん﹂と︑ここ数鐸で何度も言われて

ち﹇松木氏のほう﹈ではいかんのですか﹂という問いをしたんです

ツ矢残のほう﹈へ行け﹂ということでした︵笑い︶︒何度か︑﹁そっ

ら︑﹁三重渠に置いておかなければあかんで︑おまえはそっち﹇三

に行くようなんですが︑﹁僕もそっちではいかんのかな﹂と言った

走のほうにやられて︑自鍍党でやったんだ︒渡辺秀央に頼んで︑面

いますので︒

すね︒

倒を見てもらった︒そうしたら﹇自宙党が﹈属主著と一緒になった

伊藤

然のことながら強いですから︑でも銘例で通る可能性があるんじ沖

れで武部勤さんのところ︹北海道一二区﹈に行った︒武部さんは嶺

主党が認めないということで︑はじき飛ばされちゃったんです︒そ

んです︒結局︑北海道の札幌市内で選挙をやっていたんですが︑鶏

がありますか︒

るわけですね︒大平内閣のときのこの問題については︑何かご記憶

税の問題は︑大平内閣のときから一般消費税導入ということで始ま

今圏は︑質問要項にあるように︑売上税の問題です︒そもそも売上

伊藤

圃売上税問題

それじゃあしょうがないですね︒

もので︑候補者になって︑比例代表で患て来た︒よく頑張って︑比
例で当選してきた︒小選挙区では自撲覚に負けたんだ︒たぶん﹇議
朝から事務長のところに電詣しましたので︑たぶん醸じ部屋

員会館の﹈三〇五﹇号室﹈は︑松木が入ると思うんだ︒

平松

ないかということで︑その選挙区に行かされて︑門北海道ブロック

藤波

に︑うちの秘書をやっていた松木というのが入ることになると思う

では昆童党が﹈四人入ったので︑ぎりぎりで四番屋に滑り込んで当

から︵大平のあとは竹下かな︶︑大平さんは財政上︑やろうとした

大平さんは大蔵雀で﹁ミスタ；大蔵省﹂と言われたぐらいだ

さて︑前園から圏対委員長の時代の譜を伺っているんですが︑

選しました︒

んでしょうな︒そうだと思うな︒大蔵省そのものの感じで︑大平内

その人が︑﹇藤波氏の﹈部屋のあとに入るということですか︒

伊藤

とになった︒そこに大きな差があるど思うな︒

閣のと嚢はやったんだと思う︒わかつとったんや︒中曹根内閣のと
秘書でですか︒

伊藤

平松本人はそれが一番よかったんです︒ずっと︑＋年︑二＋年一

ええ︒

実現せず︒それでまた中曲樹立さんが取り上げるということになるわ

きはわからんで︑大蔵雀の連中が雷うものだからやろう︑というこ

青山の学生時代からだよ︒書生みたいなものだ︒

けですが︑中曽根さんは財政再建ということで︑大蔵省から言われ

緒についてくれていましたから︒

三重じゃなくて北海道になったんだ︵笑い︶︒

て決意したということですかね︒

大平内閣のとまは︑それで大平さんは苦労したわけですが︑

そうなんです︒三重から北海道に変わったんです︒

平撰藤平僻
松藤波松藤
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で使命感を︸つ持ったんだね︒国の財政をちゃんとしなければいか

藤波

解藤

藤波

自分だったらできると思ったかどうか知らないけれど︑そこ

自分だったらできるだろうと︒

そうです︒

撰藤

取ることはしません﹈﹂と言ったんですね︒

佐道

たんですね︒何と表現したんだっけ︒

をしていて︑ダブル選挙の時に中警根さんは︑﹁やらない﹂と書つ

いうことは震に見えていますね︒

勝藤
そうだなあ︒

藤波

轡藤

藤波

竹下さんが幹事長になったからかな︒大蔵省は誰だったか︒

欝い出したのはそうですね︒そうしたらどうも調子が悪い︒

形として出したのは︑選挙の前だったか︒

ね︒このへんは︑藤波先盤は関わっているわけですか︒

そういう雷い方で︑やらないということを書われたわけです

﹁﹇縦横十文字に﹈投網をかけたような形で﹇大型の消費税を

んという︒

藤波

それについて︑藤波先生なんかは⁝体どういうふうに考えて

ダブル選挙で結局それをやらないと署って︑選挙で勝ちます

こういう増税になる話をしたら︑その内閣は不入気になると

寒寒

轡藤

ね︒勝ったところで︑山中﹇貞潔﹈さんを税調の会長にして︑税継

いたのかな︑と思うんですが︒

藤波

改正・を本格的にやるということになったわけですが︑出中さんは税

とにかくまあ︑大蔵雀の雷うままだったからな︒大蔵省の役

人というのは︑いまよりもずっと国のことを心配しておった︒大蔵

の専門ですね︒
そう︒

省が日本の国を段取りすると思っておったから︑大蔵省の連中がそ
れを書い趨したので︑やらなければいかんなということを使命感と
ただいまの賃本の財政はその頃と比べてひどい状態ですが︑

してセットしたということだね︒
伊藤

その頃も柑当ひどいわけで︑赤字国蟹がどんどん積もっていく︒い
ずれ財政破綻するということは目に見えているわけですね︒総論で
はみんな︑そうしなければいがんだろうなとは思うけれど︑硯実の
懇題になると自分のところに災難が降ってくるわけですから︑これ
は政治家としてはなかなか大変な課題ですね︒藤波先生ご自身はど
ういうふうに思っておられましたか︒これをやったら大変だろうな︑

中曽根さんとの関係は非常によかッたんですか︒
まあまあ︒

まあまあですか︒

私と㎝緒で︑中日根のことをぼろくそに喰うとるけれどな︒
中興根派なんでしょう︒

そうそう︒まあまあでしょうな◎

霞中さんは税制の大物なんですか︒

ということに︑党晦ではなっているな︒長いことやってきた

藤波

落ちました︒

たんでしような︒根沢﹇英之﹈は今度落ちたのかQ

長いこと見てきた︒いろいろみんなの気持ちがあるから︑あれにし

ということだろうな︒鈴木宗男の外務省のように︑大蔵雀の面倒を

上に大蔵街がおって︑大蔵省が日本の罵のことを段取りすると思っ

小池

という感じでしたか︒

ていましたから︑大蔵雀がやれというんだから︑やらざるを得んな

この党の税剃調査会というのはかなり大きな組織のようです

が︑先生もそのメンバーですね︒

伊藤
結局︑この龍お話のあったダブル選挙の前までいろいろ議論

大変だろうと思ったけれど︑それぞれ役所があって︑役所の

藤御藤伊藤俘藤解藤
波藤波籐波藤波藤波

と思っていた︒

伊藤
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伊藤

藤波

撰藤

藤波

まあ︑税問題というのは︑藤波先生がそんなに義心を持って

幹部じゃない︒

でも幹部ではないんですね︒

メンバーになっていると思うな︒

そうそう︒全体から晃て︑何人かの幹部の連盟に表に立って

いるわけではないんですね︒

藤波
やってもらわなければいかん︑というぐらいの感じだった︒

鐸藤やっぱり税聡題だと喧喧謬謬うるさい方がたくさんいらっしゃ
そうだなあ︒国のことは全部を政府が見て︑国会というのは

るわけでしょう︑山中さんだけではなくて︒

藤波

税制のことを考えればいい︑というぐらいのつもりがあった︒イギ
リスが発祥のことを考えて︑國会は大事だ︑税金をどうするかとい
うのは大慕な問題だということ︑重要性はわかっていたんやけれど︒
だから自艮党税調の幹部連中も大事なことだという感じがあって︑
ちぐはぐになったんだろうな︒

その頃から︑流通が中心でしょうけれど︑大型間接撹及穀と

麟総裁税導入反対運動
伊藤

いう運動が趨こって︑闘異党の巾でも村田﹇敬次郎﹈さんとか天野

塩谷萱夫﹈とか．⁝︒

﹇公義﹈さんとか一⁝︒

藤波

俣藤鯨岡冥輔﹈さんとか︑そういう人たちが一斉に反対の欝を
上げますね︒

強かったんですか︒こういう人たちは財政を再建していくた

藤波強かった︒
伊藤

めには︑消費税ではなくて弼か溺の税を考えろ︑ということなんで

ねえ︒財致全体はようわかっているつもりの連中だけれど︑

すかね︒

藤波

税舗で消費税みたいにしてやるのはいかん︑という感じだったな︒

商売人を蕎景にした都市の連中だね︒生愚者というより消費者の立
場に立つ連中だったな︒

それぞれポスト︑ポストで流儀があって︑ようわかっている

伊藤藤波先生はそっちのほうには簾撫していないわけですか︒
藤波

連中だけれど︑国会対策委員長としては︑総理大臣がやりたいと書っ

ているんだから壷然だろうな︑という感じがあった︒そんなに強く
轡藤

うん︑立場だな︒立場というのがあるんだ︒だけど反対派は

立場というのがあるんですね︒

こっちからは働きかけなかったQ
藤波

強かった︒塩谷霧なんかは強かった︒息子が出たかいな︑塩谷立は
平松

結局︑税制改革の問題で︑党の税調が一九八八︵昭測六十三︶

通りました︒浜松の塩谷の患子が今回当選したんです︒

串たか︒

僻藤

年一月に売上税を導入するという税制改革の基本方針をまとめるん

ですね︒由中さんは税調の会長ですから︑山中さんのサーダーシッ
そうでしょうね︒

プですかね︒

藤波

鯵藤先生は闘じ派閥だから︑しょっちゅう山中さんには会ったり

いや︑立場︑立場だな︒話し合いはしたけれど︒しかし結局︑

しているんでしょう︒

藤波

山中さんというのはどういう方ですか︒僕らもインタビュー

決めたけれど実行できないんだ︒

伊藤
藤波

難しい人ですか︒

やってください︒

したいな︑と思っているんですが︒

伊藤
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うん︒

いい人ですか︒

ええ人や︒

ポンポンと会謡が進む方ですか︒

聞きにくいんだったら大変だなQ

難しいだろうな︒

﹁法案を通すのは無理だ︒私は責任を負います︒国会対策皿安員長が

て︑私は一人で衆議院の院内の執務室︑総理がおるところに行って︑

後に竹下幹事長に︑﹁わしは総理大臣のところに行ってくる﹂といっ

藤波

から圏対委員長としては︑これをなんとか通さなければならない︒

解藤

藤波

この二月の時点では︑もう法案が趨ているわけでしょう︒だ

そうでしょうねQ

そう思ったけれど︑通らん︑通らん︒なかなか通らんだ︒最

いい人だったらいいな︒

﹁獅というものは上から下へ流れるので︑下から上へは流れません﹂

責任を鋒うから︑無理だ﹂と言った︒﹁なぜ無理だ﹂と言うから︑

基本的に藤波先生がいい人だといったら闘違いないでしょう︒

と書つたのを覚えておるわ︒﹁そうか︑わかった︒駄目ということ

いい人というのはいろいろな意味があるから︵築い︶︒

間接説導入反対という声が上がってきて︑三重票では社会党

いや︑あまり考えなかったな︒

ないですか︒岩手の参議院選挙で︑岩動﹇麓﹈さんが敗れる︒祉会

伊藤

だな﹂﹁駄目っていうことだ︑いかんということだ﹂ということで︑

藤波

この時期のことを調べてみますと︑三重県の自民党は態度が

と公照党が反対意見書を轟すということで︑先生もお立場上大変だっ

武贈

党にやられるんですね︒これは売上税反撃一本槍でやって︑自畏党

終わったんですな︒終わったことは︑覚えておるんや︒

未定なんですね︒門よくわからない﹂という回答でした︒だから先

に勝った︒これは大変だということだと思うんですが︒

ははっきり覚えている︒﹁間接税関係は一切いかんしと言った︒麟

藤波

轡藤

武田

伊藤

最後はしかし︑総理のところに断わりを言いに行った︒それ

反対もできない︑賛成もできない︒

そういう態度だったんでしょうね◎

わからない︑という態度だったんだろうね︒

が︑この段取りはどうするんですか︒国対委員長がやるわけですか︒

伊藤結局︑原健三郎議長の裁定ということで決着をつけるんです

か︑と舞っただけだった︒

ると︒そんなにショックのようなことではなかった︒ああ︑負けた

うけれど︑

藤波

衆議院の事務総長︑あの頃は誰だったか︒久保細だったかな

一つ選挙が終わったな︑というぐらいのものだ︑中にお

外から見ていると︑自国党が負けて社会党が勝ったように思

会に法案を軽したろう︒何Bも通らんのだ︒原健三郎が議長で︒昼

藤波

あとで調べます︒

議運の委員長は誰だったか﹇←越智儀μ平﹈︒

﹇←弥蜜啓之介﹈︒自尊党の国対委員長や議運の委員長と相談して︒

強硬な姿勢を見せるわけですが︑自蔑党の幹部の人たちが︑修正も

武田

党の幹部の人たちと総理と︑そのへんで最終的な決着をつけ

中墨根さんが﹁法案の修正には一切応じない縣という舞常に

やむを得ないんじゃないかという意見を出すわけですね︒中警根さ

伊藤

んとしては︑いったんやれと

るためには幹部の会議を開くんでしょう︒

蓄って︑腰砕けになるのはまずいとい

伊藤

も夜もな︒

その前に︑﹇八七年三月に﹈岩手ショックというのがあるじゃ

生にお弛きするのが一番いいかな︑と思いまして︒

たのではないかと思うんですが︒

一

うことでしょうかQ
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結伊佐伊藤伊藤佑儲藤
局藤道藤波藤波道藤波

樫藤

藤波

揮藤

藤波

例．尺ば懸穀委員長が﹁これはどうも通りそうもない﹂ξ訪う

そう︑決めて︑降りてくるわけだ︒

数入の人で決めるわけですか︒

会議は開かんな︒

儲藤

藤波

γ隔れば調べてみましたら︑与野党の合意がなければ廃案とい

これは廃案になるんだっけ︒

決め手になるわけだ︒完金な決め手になるでしょう︒

ことは︑かなり大きな決め手になるわけですね︒

武沼

うことで︑︸慈衆議院︑参議院を通過して︑そのあと与野党の国対
委員長会談で﹁合意はできません︑廃案にします﹂ということで撃

鋳藤

武國

伊藤

議運の委翼長は誰かい︒議運の委員長室だ︒議長は座っておっ

﹇藤波氏に﹈ご記憶ですか︒

そうなんです︒ここがよくわからなかったんですが︒

なんとなく手続きとしてよくわからないですね︒

茎になるんですね︒

藤波

て︑体がもっかどうか︑小便は大丈夫か︑ということだったので︑
ホッとしただろうと思うな︒

そうそう︒

伊藤鉦詰にされて動けないとき で す か ︒
藤波

伊藤この国会で︑防衛費一％枠の突破が問題にな・ていて︑防衛
問題を優先するということで︑売上税は当て馬というか︑それと藩
藤波

何の法案を優先してやっていくかというのは︑国難委員長が

ないと思うなあ︒

王になったのではないかという話もあるんですが︑どうですか︒

伊藤
藤波

その国対委員長が先生のわけですから︑どういう選択をされ

と︑思いますね︒

かな参大きな影響力を持つんでしょう︒

伊藤

たかな︑と思いますが○

藤波

これはいかんので︑こっちをやろう︑というようなことでは

藤波

伊藤

これは野党が反対しているというだけではなくて︑与党の中

逓らない︒

とにかく売上税は通らない？

なかった︒

鐸藤
藤波

その与党の議員たちも国対委員長に対して︑﹁︑やめろ︑やめ

そうそう︑それが大きな理由だったね︒だから国浅は反対だ︒

に反対論者がいるということですね︒
偲藤

伊藤

ない︒

直接にはあまり雪口ってこないんですか︒

言うて︑

立場があるから︒それでも会合があって︑誰と誰が出ておる

ろ﹂と響隣ってくるわけですか︒

藤波

かというのを見ればわかるな︒ちょっと辛い︑というぐらい

藤波

じゃあ︑反対の会合を開いて︑召人議員が集まったとか︑そ

きたということではなかったな︒

伊藤

藤波

伊藤

藤波

やったら欠席する人もいるかもしれない︑ということですか︒

できない︒できなかった︒

場合によって︑強行突破をしょうと思ってもできない？

そうそう︒どんどん来るわけだ︒

ういう情報は来るわけですね︒

伊藤

藤波そういう．≧︒欠席よりも︑血の爾が降るような窒気だった・
伊藤

ねえ︒しょうがないわ︒

えらいときに国会対策委員長になっていますねか

あのときの空気はすごかった︒

藤波

伊藤でも︐あ国対委員長のアに︑圃委員長がい・ぱいいるわけで

し︒う︒その連申が走り測ってくれたんでし・うが︑その中にも反
対はいるんですか︒

藤波國薄にはいなか・たと思うけれど︑動かんのだな︒全体が動
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話にもならないということですか︒

野党はもう全然いかんな︒

野党の反応はどうだったんですか︒

通らない︒

根当無理をしても通らない︒

は患わなかったな︒

金丸が浮かんで︑真中さんは駄冒になってくるんだね︒そうなると

なにどうっていうことはなかったな︒結果としては︑それで管下や

串沢㎜郎が音頭を取ったのか︑というぐらいのことだったな︒そん

ているから︑派閥のきついことはよくわかるけれど︑誰が行くんだ︑

ても︑一人ひとりの政治家の問題だ︒私も派閥を行ったり来たりし

基本的にそうだな︒大きな問題だけれど︑大きな問題といっ

謡にもならん︒

伊藤

藤波

国対委員長の会議があるでしょう︒

いますか︑そういう交替ですね︒今度中三根さんが議員になれなかっ

くか動かんかを見るのが国対委員長だからな︒

話にもならんな︒

たでしょう︒そうすると︑中曽根派はどうなるんですか︒

亀井﹇静香﹈がやっていくんだ︒亀井が会長だ︒

派閥といえば︑このときは田中派から竹下派が奪権するとい

藤波先生が一所懸命説得しても︑全然誕にもならんですか︒

藤伊籐｛罪藤

あれが中興根派なんですか︒

中蒙根派というよりも︑薪しい派閾ですね︒そう思うな︒

中曽根藏系というのはいないんですか︒

もうだんだんいなくなった︒引退したからね︒今度︑谷洋一︑

﹇久男﹈︑江藤門隆美﹈︑藤波︑中肉正暉︒中山は︑患子が立

小池

極藤

そうそう︒

所詮︑よその派の問題だということですかQ

いで︑

患子さん﹇中山泰秀﹈はたしか︑比例﹇近畿ブロック﹈で上

息子さんに替わった︒

そうすると中雪竿派というものはもう存在しないんですか︒

がりましたね︒

平松

総裁選の時に辞めましたね︒総裁選挙の前に︑亀井さんを推

揮藤

いや︑派腿というのは全体を睨むと同時に︑派腿の申の謡で

ことですか︒

藤波

すからね︒だから派閥を離れると︑そんな大きな問題じゃない︒そ

藤波

でも竹下さんは藤波さんと霧常に親しい懇栖でしょう︒でも

んなに大きな問題だとは思わなかった︒

伊藤

派閥の中にはいますが︑ほとんど中の状態は歯型派だと言っ

いえ︑行ったんです︒

それは亀弁派に行かなかったんですか︒

それぐらいですね︒

武藤嘉文ぐらいか︒

平小憐平藤伊
松池藤松波藤

況はずっとわかっているものですか︒やってる︑やってる︑という

さないということで︑派閥を離脱されたんですね︒それで今羅出な

候補する前に︑ 辞めたと言いに行ったんだな︒

堀之内

波藤波藤波

ことがあります︒これは前にお伺いしたと思いますが︑そういう状

この年﹇八七年将軍﹈に哲下派が経世会を立ち上げるという

■新派嗣の発退

そうそう︒

それで︑しょうがない︑廃案になってしまうわけですね︒

ならん︒

藤伊藤伊藤揮藤揮藤武藤伊
波藤波藤波藤波藤波田波藤
派閥が霧であれば一・Q
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江藤さんは辞めたからね︒途中で変な話をしますが︑中瞥根

やっていくだけだ︒規模を小さくすればいい︒

規模は小さくしなければ駄臼ですかね︒

駄目ですね︒そうなりますよ︒

現在︑藤波先生は平和研に関わっているんですか︒
理事をしている︒

それはちょっとあとでお詣を伺います︒

その前にまず竹下内閣ができるわけですね︒竹下内閣ができ

蟹申曽根総理の後継に竹下氏が指名される
伊藤

ないと思うんだ︒

藤波

は関わっているじゃないですか︒

議員バッジがついていれば︑違ったわけですか︒

ああ︑そうだ︒

議臆がなかったらただの人になる︒

まったくそういうものだ︒

まったくそういうものですか︒

せん︒そういうもんだ︒

うか知らんよ︒マスコミは知らんけれど︑國会の中では誰も棺手に

れてくれ︑建設大笠やE⁝といって頼んできた︒その通りになった︒

まとめて㎝所懸命派閥をやっていくで︑なにもええ︒越智伊平を入

どうだ﹂というので︑﹁わしはもう何もせんでもええ︒・甲曽根派を

ろで︑内閣の人事のことについて相談してきた︒それで︑﹁おまえ

藤波

鯵藤

藤波

儲藤

そう︑首つって死んだ︒それで︑新聞記者も誰もおらんとこ

青木さんというのは︑青木倹平さんですね︒

竹下のところだ︒

どこに︑ですか︒

ころに電話をしたら︑夜中に来いというもんで︑夜中に行った︒

違っていると思うな︒誰も二手にせんな︒

その理由は︑いま道路公団は藤拝﹇治芳﹈さんがんばっておるで︑

て言ったら︑そのようにしてくれた︒だから初めての橋の渡り初め

た︒竹下さんはそれをどう思うか知らんけれど︑言っておこうと思っ

をやっていると︑殴国の人が喜ぶで︑というのが私が頼んだ理由だっ

宮澤さんもそうですか︒

申普根研翼平和研︑あれは

いかんけれど︑懸国へ初めて橋が架かるんで︑颯属の者が建設大臣
これはあとで謡が出て来ますが︑
どうなりますか︒

餌藤

なる立場だな◎

波藤波道波藤波藤
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ていいと思います︒

揮藤
さんは今度辞めさせられたような感じですが︑あの問題については
中瞥根康弘という人は書生さんだから︑政治そのものが書生っ

先生︑どんなふうにお考えですか︒
藤波

ぽいから︑劔めての経験の時はものすごく緊張するんだ︒アメ弓力
に行くにも何をするにしても︑初めての経験では緊張する︒﹁あん
た辞めろ﹂と蕾隅われたのは︑小泉が初めてだった︒あれは怒るぞ︑

と欝ったら︑怒った︑怒った︒怒るといっていたら︑最後まで怒っ

そうか︑いままでそういうことを言われたことがないんだ

ていた︒初めて︑あんた辞めろ︑と言われたから怒ったんだな︒

揮藤
藤波

中曽根さんはこれからどうなりますか︒

るとき︑中曽根さんが竹下さんを指名するというときに︑藤波さん

伊藤

いやあ︑あんなものはもう誰も栢手にせんわ︒マスコミはど

哲下内閣ができるとき︑私は︑首つって死んだ青木さんのと

藤波

︵笑い︶︒

僻藤揮藤伊藤
藤波藤波藤波

そうそう︒いままで︑何かのことを大きな声で言うほど悪く

藤伊・藤佐藤伊藤伊

のときは︑越智建設翠霞だった︑よかった︒

語の先生をしておったんだ︒青年國をやっておったのはこんな山奥

でも二人は一応仲良しということになっていますね︒

か︒こんな山奥から来たら︑竹下が総理大鹿というものを前にして︑

伊藤

なってる︒それでいい︒人柄からいっても︑人望からいって

それは竹下内傷の組閣の時の話ですね︒竹下さんを中曽根さ

藤波
藤波

解藤

太郎が総理になると雷っていたな︒四元﹇義隆﹈さんとか︑飯島清

も︑安倍覆太郎というのは強かったな︒結局は中曽根さんも彫さん

安倍さん︑あんたやってくれ︑と言うわけはないと思ったね︒事実

とか︑中窪田根の周りはみんなそう雪口つたな︒私だけは︑﹁いやわか

との腿係で折れて︑安倍に譲るだろうとみんな思っていたからね︒

んが指名したというのはどうですか︒あのと意は候補者が三人いた

らん︑わからん︒安倍と決まっておるわけじゃないし︑わからんぞ﹂

だから︑﹁竹下﹂と書いてあっだからびっくりしたんだろうね︒宇

そうだった︒

と言っていたんで︑瓢聞記者は毎晩のように﹇社内で﹈いじめられ

野宗佑総理のところに行って︑紙に書いたのを持って党本部に行っ

わけですね︒

るという︒会議をやって︑﹇社のみんなが﹈安倍内閣で打とう︑と

たんだ︒

ほとんど全部︑中事根さんの周りの人は安倍と言ったな︒晋

いうんだってな︒﹁ちょっと待ってくれ︑もう一人︑藤波だけがウ

それは党本部に行って開けるわけですか︒

たんだ︒安倍晋太郎じゃなしにね︒

伊藤

中瞥根さんの心境は︑どういうことだとお考えでしたか︒

雪道

ンと言わないので﹂といって︑薪腿記者が各社で言って︑結局︑竹
俘藤

天皇縷下のことが非常に気になっていたんだろう︒昭和天皇

そうそう︑宇野宗佑が幹事長だった︒﹁竹下登﹂と書いてみっ

藤波

だったんですか︒

藤波

さんを大事にするということだけだ︒形の上では安焙さんだろうけ

藤波

下になったんだなQそんな覚えがあるな︒

れど︑実際に面倒を見るのは竹下だろうな︑という感じは持ってい

ものすごく岸さんのことを大事に思っていたね︒

まんけど葬式に行ってくれというもので︑私は総理大臣の代わりに

のかという気がした︒それは︑竹下の父親が亡くなったときに︑す

人で話して決めるという場面があって︑﹇竹下は﹈簡単に降りるも

う︑という感じとか︑いろいろな理由だな︒最後に竹下と安倍と二

吟閣のあとやで︑内政をまとめていくのは︑愚闇のほうがいいやろ

藤波

伊藤

そうです︒いろいろなことで︑外向いて頑張ってきた中曽根

それは中蛍根さんの顔琶からですか︒

伊藤

藤波よかった︒

藤波先生にとってはよかった︑ということですか︒

うことをおっしゃっていましたが︑竹下内閣がで嚢たということは︑

伊藤

藤波

周りでは︑そうだと思うね︒みんな安倍だったな︒

と言っていたのは︒

佐道

そうですがQ前から先生は竹下さんと致治手法が嗣じだとい

申下根さんは岸内閣の科学技徳庁長宮で初めて入閣したんだ︒

中蕾根さんは︑岸さんのことを配慮しなければならない閣孫

たと思うんだ︒それで︑私は竹下だと思っていたな︒

行った︒震蕩長官の時かな︒島根の飛行場に降りて︑バスに乗った

じはどうなんですか︒

中曽根さんの周りでも︑先生ぐらいですか︑竹下さんだろう

けれど︑バスに乗って行けども行けども竹下の家にたどり着かん︒

藤波

内政というと︑ああいうことしかないんだろう︒
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騨藤
いいか︑どうか︒ほかにないんだろう︒

いいスローガンだとお考えでしたか︒

塩川正十郎がやっていた︒

いうものを置いて︑それを大事にしょうとしたQ 福田派というのは

初めて聞いた謡だ︒宏池会は一︒
加藤紘一かな︒

まだ加藤紘一じゃないだろう︒
窟澤の下ですからね︒

事務局長と事務総長は違うんですか︒
違います︒

事務局長というのは普通の人ですね︒

事務局長は国会議員はやりません︒

ているが︑あんなものは辞めさせろ︑おれがやらなければいかん﹂

ていたからね︒門渡辺美智雄は﹈﹁藤波みたいなやつが官房長窟やっ

藤波

藤波

武函

佐道

藤波

この︑派閥の事務総長というのは何をやるんですか︒

伊藤

藤波

伊藤

うん︒中曽根派になってから︑ほかの派との事務総長会議と

砂防会館ですか︑いまのところですか︒

砂防の二階︒

中曽根派の事務所は当時はどこにあったんですか︒

もう辞められましたか︒

もう辞めた︒おれと同期だ︒

それはどんなところで集まるんですか︒
料理崖︒

やはり当番を決めて︑やるんですか︒
峯番を決めて︒

言い出しっぺは誰ですか︒
私︒

いまでも続いているんですか︒

いや︑もうやってないだろう︒

k

三木派は︑傘持ち︒選挙の度に山を売って︑やっと後始末を

あとは三木派︒

七奉行の一人ですね︒

糞溜孜か︒

と︑中曽根のところに言いに来たんだからね︒その程度の話なんで︑

竹下派は誰でしたか︒

大きな派閥といったら中曽根派︑宏池会︑福困派︑竹下派︒

福島正光さんがやって

藤波

そうです︒竹下内鰻になってからだね︒

竹下内閣のときですか︑先鞭が中曽根派の事務総長になるの

膿申曽根派事務総長に就任
堺藤
藤波

いままで藤波先生のお話の中に︑中鹸日根派の話はあまり出て

は︒

伊藤

来なかったんですね︒実務をそんなに一所懸命おやりになったこと
はたぶんなかろうと思うんですが︑なんで事務総長になられたんで

e

すると露うた︒雪口うとるだけだ︒おれと一緒で︒

しょうか︒

藤松る池松田油藤油藤

こんなやつに﹇懇務を﹈やらしといたらいかんな︑ということだけ

堺藤

私の場合は︑派潤の中の面倒を見て︑応援に行ったり︑いろ

藤波

いろな相談をするんだけれど︒激励会を東京でやるとか︒

藤波

﹇野沼一とで張り合っていたのにね︒

ものや︒みっともないなあ︒全面隆伏だよ︒橿岡﹇山崎拓︺と能⁝本

ど︒ずいぶんやられた︒野田毅が帰ってきて山嵐派に入ったような

どうっていうことはないけれど︑私は渡辺美智雄と張り合っ

寛平い小平武小轡｝小揮

藤武藤伊藤伊藤勝藤平
波田波藤波藤波藤波松
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藤波

僻藤

藤波

僻藤

情報交換ですね︒いままではまったく交換なしにやっておっ

それはやっぱり情報交換ですか︒

三木派と中曽根派と豆田派と︑竹下派︒

だいたい派調自体が危ないぐらいだから︒

密旨

藤波

儀道

藤波

派閥の長がやるんですね︒一切取り仕切るんだな︒派閥の箏

事務総長はやらん︒

事務総長がおやりになるんですか︒

長がやる︒

ときに︑事務総畏というのは頭の中にあって︑集まっていくときに︑

務所の中に︑事務総長の部歴もあるんですか︒

各派閥とも事務総長がおったわけですか○

事務総長がおるんやから行こうかということになる︒中曽根とか宮

たんだな︒情報交換をして︑党全体を見ていこうということだ︒そ

おったわけだ︒つくったわけだ︒

澤とか︑看板が誰やと笑うよりも︑事務総長が誰だというこ之で︑

藤波あってもいいし︑なくてもいいし︒派腿で畳飯を食べに行く

派鰻の事務所を管理したりすることも︑その役割なんですか︒

行くとか行かんということも決まるというぐらい︑大きなウェイト

れまでは派腿の中だけ見ていたんだね︒

それは事務局がおるで︒

を占めていた︒

笹撰﹇尭﹈ですか︶笹撰だ︒いまでもよう忘れ

傍えば今度︑総裁選に立候補した藤井孝男の塔援をした︑船舷振
興会の息子︵平松

んけれど︑予算委員にせいと雷うんだな︒で私は︑﹁まだ㎝年生じゃ

ないか︒一年生が予算委員というのはないんだ︑なれん﹂と言った︒

﹁もし︑ようするんだったら︑予算委員の欠席しているところへ︑

ぐらい続けて座っておれば︑衆議院の事務局の予算委員会の担

毎週ある派閥の会合の時にはどういう役罰をするんですか︒

そうそう︒

事務総長が全体のとりまとめ役になるんですか︒

もちろん選挙もだ︒

選挙に関してもあるんでしょう︒

ありとあらゆることですか︒

侮やかやの銅談全部︒所属する委員会の棺談から︑金部だ︒

藤波

武田

藤波

藤波

御藤

そうそう︒

相談役みたいなものですね︒

わかる︒すごいよ︒

かりますね︒

儀遵

じゃあ中蛍根さんとは一心同体でやらなくてはならないですね︒

じゃあ事務総長でいれば︑派閥の中のことはほとんど全部わ

来る︑来る︒金の話も女の詣も︑みんな来る︒

事務総長にいる頼み事もたくさんくるんですね︒

という︑それが事務総長の佳事だった︒

言ってくるのを怒って︑コそんな勝手なことばかり言ってはいかん扁

あれは具体的に

事務局長がやるわけですか︒

うん︒

﹁碧雲﹂という書葉があるじゃないですか︒

凹事務総長の役割
伊藤

挨拶をして︑まとめていくだけだな︒

伊藤

当の春が︑君を委員として扱うようなるから︑努力せい﹂と書つた︒

藤波

爺会から珂から全部︑長がやるわけですか︒

何だろうといつも思うんですが︒

㎜二

藤伊藤伊藤撰
波藤波藤波藤
轡藤

娚藤武藤平鯵藤
藤波繊波松藤波
これは派閥の長が直接︑ ですか︒
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ならないね︒

バ﹂ッジが裏返っていますよ﹂と言うたら︑﹁馬鹿なことを言うな︒

それはものすごく覚えているな︒そんな話をしながら︑金をもらい

悪いことがあるか︑いいとこに行ったんや︒いい語や﹂と言った︒

に行ったな︒﹁中螢根派だけれども︑金をください﹂と言って︒

悪口なんて言っている暇はないわけですね︒

ない︑ない︒

ですね︒中曽根さんはこのときは会長に復帰しますから︑中蕾根さ

会長をやっていれば︑そういう仕事をしなければならないん

なるわけだな︒蔭畏党全体で霧えば︒

そうだ︒

んは露分でやるんですか︒

緒に行ったのはよう覚えているな︒

いや︑会長だ︒

藤波

その事務局長からお金を出すには︑会長の了解が必要なんで

うん︒事務濁長だね︒

穏やかだ︒宝塚のファンでね︒

人柄は穏やかなんですか︒

大人だった︒

桜内さんはどういう感じですか︒

バッジの話を伺いましたね︒

いままで桜内さんの話は伺ったっけ︒

後援者のところへ︒

藤波

武闘

藤波

藤波

選挙の時にいくら渡すとが︑そういうことも基本的に事務総

自分で稼げとか︵笑い︶︒

ある︑ある︑ある︒

お金が欲しい扁と言うこともあるんですかQ

伊藤

それがいいと思うね︒入によるんだ︒

長が取り仕切って決めるんですか︒

佐道

でも洗雪根さんは︑事務総長がいようがいまいが︑自分でど

じゃあ︑議員さんが︑警務総長のところに来て︑﹁ちょっと

いやいや︑事務総長だ︒使う分はね︒

すか︒

何かイメージが⁝︒

伊藤

それぞれだね︒

周じ派閥ですから︑長いおつき合いですか︒

藤波

んどんやる人じゃないですか︒
﹁夕べは悪いところに行きましたな︒誰に引っ張られたんですか︒

そうです︒金をもらって︑バッジが裏返っているもんで︑

いうところに行くんですか︒

年忌

ですか︒

事務総長が使うお金は︑派閥の会計か何かが持っているわげ

ないね︒

そういうときに一緒に来いということでもないんですか︒

ないね︒

藤波さんに行って来いということではなくて一︒

伊藤解藤侵藤
藤波藤波藤波

中豊根さんが総理の時は︑会長が桜内さんなんですね︒どう

先生の前が桜内さんですか︒

﹇義雄﹈さんと

会長とね︒中曽根さんの時は︑前に書つたことがあるけれど︑

事務総長がもらいに行くんですか︒

あちこち︑もらいに行った︒

それはどこから出すんですか︒

いるときは︑使わなければしょうがないだろう︒

派鰻のお金は預からないんですか︒

伊藤

自民党全体で雷えば︑幹事長みたいなポストになるわけです

儲藤武桜藤撰藤伊藤伊藤か佐藤伊藤
藤波照内波藤波藤波藤波e道波藤波
藤伊依藤揮藤伊小伊藤
波野道波藤波藤池藤波
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ちゃんとそういうことを重んじますか︒

重んじる︒

︹伊藤
藤波

議中曽根派の後継︑派閥と選挙

辞めになりましたが︑機会があればまたやりたいと思っていたので

一般にもそう言われたけれど︑私は︑五年やったらもういい

はないか︒

藤波

と思っていたと思うな︒そのままずっと来た︒中嘗根さんが総理大

臣を猿うか︑ほかの派閥でもどうでもいい入がなったりしておった︒

伊藤

たんだ︒

と思った︒政治の世界の生き方が変わってきたから︑派閥もそうなっ

﹇中曽根さんは派閥の﹈会長だけれど︑総理大臣をやることはない
うことは︑派腿の長が次の総理大臣候補ではなくなるわけですか︒

伊藤

中曽根さんが総理を辞めて︑派閥の長になるでしょう︒とい

それとも中寒露さんは第二次内翻を作ろうと思って︑会長に復帰す

とになるわけですか︒

委員長をやったことがない︑ということはずいぶん言われた︒事実

な︑派閥というのは︒中曽根さんは政務次蜜をやったことがないし︑

修行して︑のれんを分けるだろう︒のれん分けをするようなものだ

藤波

て来るじゃないですか︒これはどういうことなんですかね︒

勝藤

藤波

あの頃から︑派腿の会長がだんだん総理大臣候補じゃなくなっ

それはないと思うね︒

藤波

ね︒

としても︑中蟹根さん霞身は﹇総理繰補に﹈ならないわけですから︑

藤波

佐道

藤波

なる︒

中曽根さんの薄絹者をいずれかついで︑ということになるわけです

催道

後継者争いですね︒

部曲圏根さんは総理をお辞めになったわけだから︑会長になる

そうそう︒

派閥の後継者ということですね︒

総理大臣候補としてはそうだね︒

そうすると中塗根派の次の総理袋虫として︑中で競い合うこ

るんですか︒

やっとらんのや︒まず政務次窟をやって︑自民党の中の部会長とい

俄道

そのときに︑中曽根さんは名誉会長になる︒そういうものだ

一人前になるまでに︑商売屋では丁稚奉公をして︑だんだん

うのがあるんだ︑それをやって︑委員長をやって︑それで大匪になっ

藤波
一定のところまで行ったら︑のれん分け

傷藤

藤波

うまいこといかんとね︒

中蓉根派では︑渡辺さんみたいに飛び臆すとか︒

そうそう︒いろいろですねQ

そういう雰囲気だったんですね︒

と思っていたな︒みんなそう思っていたんだろうQ

て︑大臣をやっているあいだに党の三役の一つになって︑いろいろ
な面で徳をつけていくな︒

でもなかなかのれん労けが難しいから︑竹下派のようにのれ

をしてもらうわけだQ

霞藤

藤波

よく言われたのは︑中瞥根さんは総理を竹下さんに譲ってお

うん︒

次の会長候補になるような人々が複数いるわけでしょう︒
そう︒

藤波先生もその一入かもしれませんけれど︒
はい︒

実際に竹下内閣のあと︑宇野さんがなるわけですが︑宇野さ
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んを奪って行く人もいるじゃないですか︒

儀典

揮藤伊藤伊藤依
藤波藤波藤波道

人だったわけですか︒

いや︑派ではそんなふうに見ていなかったな︒派では渡辺美

んもその

藤波

平松
すが︒

ないこともないでしょうけれどね︒侮かしらあると思うんで

藤波

月に一回︑ずっと出しています︒

そうです︒

ト﹂ですか︒

施して一︐ふじなみレポー

平松

派閥に﹇機関誌が﹈ないというのも変だな︒中讐根派という

藤波先生は︑ご自分に関しては︑

そういう意味で大きいんですね︒

堺藤
大きい︑大きい︒内曇官務長官よりも大きいんだ︒

極藤

静藤

藤波
しばらく警務に専念するということが大事なんですね︒

のは︑圏会議員だけの派閥なんですか︒

智雄と私だけだったな︒

佐道
そうそう︒

藤波

そうですが︒だから藤波先生が事務総長になったというのは︑

藤波

ときどき当務に思念するということをいろいろな人が言いま

中嘗根派の影響下にある県会議員とか︑そ

欝藤

ういう人たちは一︒
都会議員にはいるね︒

そうそう︒伊藤

すが︑それはどういうことなのかな︑といつも思っていたんですけ
そういう意味だ︒

いろいろなところで癸表している︒

機麗誌はありましたかQ

ない︑ない︒﹁青雲﹂とか︑そんなものはないな︒

私はほとんどタッチしてなかったですから︒

中善根派は正式名称はなんというんですか︒

いまは無業会ですね︒

なんとか研究所ですかQ

政策科学研究所︑政科研︒

じゃあ﹁政科学とかいう機関誌になるんですかね︒

dになると︑中差根派というのではなくて︑藤波派ですね︒

いや︑来ないね︒総裁選挙の時だけだ︒

そういう人たちも︑派閥の会議には来るんですか︒

うん︒

東京だけ溺ですかQ

それはいない︒

三重では⁝︒

あった︑あった︒

翻会議員の中には中善根派という人がいるんですか︒

平僻藤佐藤儲藤伊藤伊藤伊藤
松藤波道波藤波藤波藤波藤波

そうやろね︒

僕はてっきり機織警みたいなものがあると思いましたが︒

ないこともないでしょうけれどね︒選挙をしたいと︑そこに

所属しているという話が多いようですね︒ 次の参議院に出るので︑

次の選挙を考えて︑ということですね︒

途申から﹁経世﹂になりますね︒

武闘

派閥の中に︑事務総長のほかに国会議員の方がつく役職とい
うのはあるんですか︒

佐道

ここでお願いしたい︑ ということはあるようです︒

中瞥根派は機濁誌を出していなかったのかな︒

﹁宏濾﹂ですね︒

濾田派以来のあの流れもたしか機関誌があったと思うんです

機関誌はあったんですか︒竹下派の機関誌は﹁創政﹂ですね︒

二

中曲鷲根派には機関誌がありましたか︒

藤池。藤国藤錦波霞池道松波藤波藤波

れど ︒

揮小ね唇｝武伊就藤武小佐平藤伊藤極藤
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藤波

そうそう︒

もやられるわけですね︒

次の選挙の時に︑どういう我人を出そうとか︑そういうこと

六十五名ぐらいですかね︒

大きかったなあ︒

あの頃は中養根派もかなり大きかったでしょう︒

そうそう︒

いろいろなお仕事は︑事務局の人とやるわけですか︒

いない︑いない︒

藤波先生の代行はいましたかQ

よく代行がつきますね︒事務総長代行というような形で︒

あることになっているけれど︑大して意味がないな︒

小海

藤波

平松

平松

轡藤

平松

武田

平松

佐道

中川秀直ですか︑森派ですね︒

中燐秀甕だろう︒

今園の選挙でも代わりに応援してこいといって︒

かってしまいますが︒

小池

尾身と違いますか︒

ああ︑それはありますね︒広島だから名前を言わなくてもわ

ウチが応援したとか︑誰の関係だとか︒

ああ︑蚤選してきた人間を︑ですか︒

取り合いみたいですよ︒

勧誘もあるんですか◎

勧誘がすごいんです︒

森派だけ太ったQ

伊藤急に森派がいっぱいになりましたね︒

晟身だ︒

平松
藤波

彼はもともと新自由クラブですから︒

自労を売り込みに来る人も︑事務総長のところに来るんです

小濾

すごかったですよ︑この前の伊勢の選挙は︒罵身幸次は来る

伊藤
そうそう︒

平松

か︒

藤波

今度立候補したいけれど︑中曽根派で応援してくれませんか︑

結構いろいろな入に対応しなければなりませんね︒

そう︑来るわけだな︒

平松

小池

決めてないと言っているんですけれど︒もともと行く気がな

三ツ矢さんはどこの派閥に入るんですか︒

いみたいですけれどね︒

わ︑森喜朗はじきじきに来るわ︒﹇麹派閥に﹈入れたくてしかたな

そうです︒

いんでしょうが︒

﹇平松氏に﹈あなたは三重に行っていたんですか︒

いろいろなつき合い︑いろいろなコネで接触があるんですね︒

客室嬰係ですね︒

運輸系なんです︑あの人は︒

藤波先生とも関係がないわけではないですね︒

でも國土交通省だから︑亀井さんなんじゃないですか︒

僕は行っていたんです︒

藤泡松聞池松藤

お金のこともあるだろうし︒

お金のこともある︒

そういうときも︑総裁畠田というと︑人がいっぱい来るとい

うことになるんですか︒例えばこの時点では︑ 中曹導電閣が終わっ
て竹下内閣ができたんですが︑主流派じゃないですか︒そういうと
きには薪人の方がたくさん来て︑そうでないときには人は来ないと
いう感じなんですか︒今回の森派みたいにたくさん来るとか︒
そうだね︒

伊小平武小平｛勢

とか︒

伊藤

佐小藤樹藤武藤轡小藤
道池波藤波田波藤池波
承藤伊藤揮藤
池波藤波藤波
藤波
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伊藤

平松

逆に議員さんなり議員候補者なりが︑派閥のほうに接触して

いろいろなところで接触があるみたいですね︒

が出た男がいるだろう︵佐道 宝珠出さん︶︒ああ︑宝珠山﹇昇﹈
一
だ︒宝珠山が事務属をやってくれた︒誰かの悪霞を言うただろう︒

た人︑ど忘れしたが︑それが事務筍をやった︒大急に反抗して名前

くるということもあるでしょう︒

佐道ええ︑長官がバカだと喬って一︒

当然そうですQそのほうが多いんじゃないですか︒何もなし

平松

藤波

そう︑宝珠山︒松本と宝珠山が事務局をやって︑毎週 回ず

で︑ポンと出られるほうが珍しいですから︒

つ定例的に震を決めて︑そこに必ず違う講師を呼んで︑肩に四回︑

五十人ぐらいの講師で︑﹁国の安全保障﹂と称して勉強会をやった︒

あるある︒

そういうことってあるんですか︒

自分で立候補した︑おれに追金保障をやらせてくれと︒

これは︑どういうわけでなられたんですか︒

はい︒

た︒大学の先生とかね︒

藤波

か︒

勝藤

毎週︒

藤波

佐道

藤波

伊藤

このころだと誰でしょうね︒高坂﹇正毒繍さんとか⁝︒

なんにも

それはぜひ欲しいな︒

自民党の本部に行ったらあるよ︒

それは記録がありますか︒

毎週やった︒

誰のところに行くわけですか︒

武鑓

高坂さんとか︑永共﹇賜之助﹈さんとか︑佐藤﹇誠三郎﹈先

自民党の安全保障調査会の

人に言えばいい︒

佐道

中曹根派の事務総長と並行して︑

竹下さんにでも言うんですか︒

生とか︑いろいろいらっしゃるでしょうね︒大学の先生とか︑評論

顯安全保障調査会会長となる
醗藤

そうそう︒

家とか︑ジャーナリストとか︑ですね︒

会長になられるわけですか︒

やっぱり安全保障の問題をやりたいと思われたんですか︒

伊藤防衛庁の08もいるでしょう︒
優藤

藤波

外国の人は︒

いるいる︒

全部だ︒安全保障で物が言えるようなやつはみんな連れて来

呼んだ講師の申で︑麟象的な︑記憶に残っている人はいます

蕎わんで︑わしは黙って座って聞いておったんだ︒

やりたい︒それで週に⁝回ずつ勉強会をやったんだ︒田中角
下河辺︶︑下河辺淳で︑角栄さんがB本列島改造論をずっと

ナーと称してね︒そのときに手紙を出したら︑プリマコフが来てく

最後にまとめて︑西武のプリンスホテルでやったんだ︒セミ
私はまだ一駕生だったが︑ あれは勉強になった︒ものすごく勉強に

れた︒ロシアから来てくれた︒アメリカは誰だったか︒

藤波
なったもので︑ 安全保障でそれをやろうと思って︑勉強会をやった︒

武田

アメリカはイクレ前国防省次官︑フランスからルルーシュ︑

そのときの事務局長は︑今度当選してきた松木と︑防衛施設庁をやっ

一年間やった︒角栄さんは何も言わんと︑毎回来て︑座っておった︒

︵武田

栄さんがB本列島の改革をやったときに︑ 事務局長は国土庁の⁝

藤伊藤伊藤伊藤揮藤伊藤
波藤波藤波藤波藤波藤波
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藤波

ですか︒

自民党の中で︑この勉強会に参加された方はどういう方なん

門日本は﹈佐瀬﹇暴盛﹈さん︒

か︑費目は﹂といって︑﹁いやあ︑秘書さんがみんな来とるで﹂と

武顯

佐道

これは一隼間ですか︒

イギリスからハント圏際戦略研究所謝会長︒
御寺

一難間やった︒最後にそのシンポジウムをやったんだ︒プリ

誰も来んで︑わし〜人のときもあったな︒﹁会長︑一人です

藤波
棄しい方向を打ち出すというときだ︒それがわからんので︑それを

が︑そういう勉強暴にはあまりいらっしゃっていないんですか︒

安全保障調査会のメンバーになっておられる方が多いと思うんです

佐道

掛った︒秘書がきているんだね︒資料が欲しくて︒

聞け︑と誉うんだけれど︑北方領土返せ︑とそればっかりだ︒法眼

四︑五人はおったな︑熱心なやつが︒誰がおったかな︒

マコフはゴルバチョフの弟子で︑冷戦が終わって︑ゴルバチョフが

晋作をはじめとしてね︒﹁質問﹂と言って立って︑口を開くと︑5

藤波

国防族と言われる方々がいらっしゃいますね︒その方々は︑

本人は北方領土の問題だ︒アホだなあ︒

それはさっきの記事の中に出ていませんか︒

一銭も出さないんだ︒私が会長だもの

滋藤

渡辺美智雄は政調会長だ︒

自分のお金ですか︒

﹇平松氏を見て﹈探しに行くだろう︒

ませんか︒

伊藤

では平松さんにいってもらいます︒

武田出て来ないんです︒﹁自民党党史﹂も中曽根内鱒までだから︑

便藤
そう︑自分のお金で︒

藤波

それはぜひ拝見したい︒

だから︒自分で自腹を切って︑全部やった︒五百万ぐらい出したな︑

藤波

政調会長がお金を出さないというのは︵笑い︶︒

伊藤

調べられないんです︒党に行かないとわからないですね︒

倣道

隠道

あのときは︒

藤波金いらん︑というもので︑いや︑金いらんっていうことはな

その配録を見たいので︑自民党の係の入に紹介してください

いよ︑いるよ︒世界から呼ぶから飛行機代はいるし︑日本で滞在中
にも飯を食わさなければいかん︑ホテルに泊めなければいかん︒金

伊藤

藤波

伊藤

そうそう︑勉強会︒

安全保障調査会の研究会なんですか︒

いや︑一緒︒

その勉強会億︑安全保障調査会とは別なんですか︒

武困

けですが︑これには先盈はだいぶ活躍されたという記事があります︒

勝藤

はいるわい︒全部切ってきた︒内緒の話や︒ちょっと悪い話だ︒

藤波

蔭民党の安全保障調査会がそんなに勉強会をやったというの

■防衛費増額に尽力

佐道

慕があるんですね︒

藤波

藤波

極藤

先生は文教族で︑圏防磁だとは⁝度も蘭いたことがないけれ

本当だと思うね︒

それは本当ですか︒

鯵下さんが先生によく根嘱ししてくれとお願いしたという記

それから昭和六十三年度の防衛関連で︑かなり増額になるわ

は︑六〇年代の安保の改定のとき以来じゃないですか︒

ね︒外務省っていうのは馬鹿ばかりおるわ︑と思った︒鈴木宗男が

伊藤

研究は初めからしないで︑北方領土だ︒馬鹿な話だと思って

わかっておって︑北方領土を返せと比較って釣ったんだ︒
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ですか︒

藤波

が変えるな︑と思ったんだ︒そういうつもりでセミナーを腿いたら︑

藤波

どQ

とあとあとまで︑こんなものでいいですか︑と﹇予算の査定が﹈終

北方領土のことばかりだ︒鑓本はいかんなと思ったよ︒それははっ

私は米ソの対立は間違いなしに︑ゴルバチョフとプリマコフ

わってから主五宮が来ておった︒官㎜房長官をやっておるときも来て

伊藤

きり覚えているな︒

轡藤

のは︑どういうことですか︒いちおう米ソ穀立が緩和されて︑世界

藤波
﹁闘いてみろ偏とか言っていました︵笑い︶︒

よう知っておるね︵︸同笑い︶︒

で国をしっかり守るように努力する︑という話をしたな︒

が大事になってくる︒だから墨守防衛のままでいいから︑専守防衛

藤波

しかし防衛予算を増やすということを一所懸命おやりになる

のところの吉村﹇融﹈学長が︑﹁ああ︑木綴﹇宏﹈さんを次官にし

が紘較的穏やかになるかもしれない︒

伊藤

あのときは︑宮内庁に行った﹇安嶋﹈弥がいた︒

伊藤

要するに溝型防衛のための武装を強化しなければいかん︑と

一つ一つの国

藤波

競争者があったんでしょう︒それを藤波さんがひつくり返し

かもしれない︒だけど陣営としてではなくて︑

伊藤

いうことですか︒

そうそう︒

んですが︑

藤波

対米配慮なんて︑そんなことはなかったな︒

小油

拶藤

藤波

この時期なんですが︑中曹根さんのときに㎜度決着がついた

この防衛費増について︑対米配慮をしたという言い方がある

防族になったか︑という感じですが︒

欝憤

佐道

佐道

はずのFX問題が︑アメリカ議会でひつくり返って︑また大変大き

学術国際局長からは普通はならないんですね︒

して労働大臣も務めて︑官房長窟もお務めになった︒それで派閥の

な麗題になった時期なんです︒これは日本にも︑なんでアメリカに

だから僕の顧の中では︑藤波さん一1文教族でしたが︑突然屡

後継争いと同時に︑外交・安全保障を勉強して︑その先のことを考

段本の技徳をやらなければいけないんだという議論もあったと思う

んですGこれは安全保障調査会の中でも議論になったのではないか

中津根内閣のあとの内閣だから︑防衛問題をちゃんとやって

観藤

藤波

誰が︑ですか︒．

藤波大して問題にならんな︒覚えてないな︒

と思うんですが︑ご記憶ございますか︒

私が︒

伊藤

この安全保障調査会は︑さっ壽のお話だと︑

要するに識産化の巻き返しですね︒

ああ︑竹下さんに言ったんですねQ

会をやったということですが︑そのあとはやらないんですかQ
やらないな︒

一浅間だけ研究
うん︒影写内閣の大蔵大臣だ︒

藤波

くれよ︑と書うたのを覚えておるわ︒

これは文教をベースに内政をやってこられたわけですね︒そ

えていらしたんですね︒

だいたい初中局から﹇次窟に﹈なるのが普通で︑大学局長︑

たんだ︑といっていました︒

藤波さんのインタビューが今羅あるんだ︑と書ったら︑ぼく

たのは藤波さんだぞ﹂と言っていました︵笑い︶︒

おったな︒

そのときは安全保障の調査会長としてやったな◎文教はずっ

〆

宮澤ですね︒先生は特に防衛問題についての方鋭はあったん

武藤偶藤摂
田波藤波藤
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おる◎渡辺秀央もなっている︒

た︒私や後藤藤門正購﹈の意見を麗いてね︒後藤園も理事になって

藤波

襖藤

武蜜

藤波

武囲

関わっていることになっているけれど︑渡辺秀央が主にやっ

世界平和研の設立には先生は関わっているんですか︒

このあいだに世界平和研究所ができるんですね︒

うん︒仕上げだ︒

仕上げがこのシンポジウムということになるんですか︒

醗藤

佐道

武功

俵道

藤波

じゃあ西広さんなんかも非常に協力したわけですか︒

そうですね︒茜広次富ですね︒

の時代だったな︒

藤波

そうそう︒

そうそう︒西広﹇整輝﹈という事務次官がおったな︒あいつ

宝珠山さんが窓口になってやった︑ということですか︒

それが宝珠由さんなんでしょう︒

やった︒

防衛庁とは連絡をとりながらやるという形ですか︒

そうそう︒

つまり申嘗根派だけではなくて︑ほかの派閥の協力も得て︑

佐道

藤波

藤波

先生がやっていた安保調査会とは別のものとしてできるわけ

■リクルート事件のこと

ということですね︒

武照
そうそう︒

ですか︒

藤波

解藤ちょっと薦介な問題に入るんですが︑昭和六十三隼﹇六月﹈

償道
そうです︒

これをやろう︑つくろうというのは中螢根さんの意志ですか︒

そもこのリクルートの江翻﹇浩正﹈さんとの関係は︑かなり古いん

そのうち︑藤波先生の名前もあがってくるということですが︑そも

根さん︑安倍さん︑宮澤さん︑みんな関わりが書われるわけです︒

にリクルートの件が撰綺で問題になり始めるんですね︒やがて中曲霞

藤波

逆にこの安全保障調査会には中曽根さんは全然タッチしない

冊μ藤 麗係ないんですか︒
︐藤波 関係ない︒

武霞

ですか︒

藤波

で︑先生が纏められるという形ですか︒
そう︒自民党に聞いてみたらいい︒村川﹇一郎﹈は冤んだしQ

さんが入ってくれたんだ︒なんていう研究会だったか︒竿尾治朗や
浅利門慶太﹈ですか︒

古い︒牛昆治親さんが中に入って︑私の後援会の一つに江灘

藤波

誰か事務局の人を紹介してください︒このとまの勉強会の記
あるはずだ︒ウチに郎濯ものがあったよ︒

伊藤
藤波

印棚されたんですか︒毎回の勉強会の一︒

劇薗四季のあれが入っていた︒

武霞

あるはずや︒

録が残っているかどうかQ

藤波

研究会の運営で︑先生を助けられたのは︑先ほどお名前が鐵

細かい会がいっぱいあったんですね︒

江副さんというのはどういう感じの方ですか︒
一生終わったね︒

初鰐面の感じはどうでしたか︒

キョトンとして︑頭がいいのか悪いのかわからんという感じ
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依遂

防衛庁の方で︑ほかに関係された方はいらっしゃるんですか︒

た宝珠山さんとか︑なんですね︒
武田

藤揮藤解箪佐
波藤波藤松道

o

武賑

撰藤

七〇年代の終わりぐらいですから︑どうなんでしょうね︒

リクルートはあの頃︑儲かっていたんでしょう︒

伊藤儲かっていたんじゃないのかなQ

新興の企業で︑画質さん環象もかなりマスコミの演・農を浴び
続けていましたから︒

俊道

そうそう︑さざなみ会︒

伊藤

結局これは︑労働省と経常に関わりがあることですね︒言っ

それが昭和五十九年三月ですね︒

てみれば︑職業紹介法と関わるような仕事ですね︒だから官でもや

そうですね︒

うか︒だから薪しい事業として非常に注目されていたと思うんです

とだね︒ヤマト運輸なんかが伸してきたのと詞じことじゃないでしょ

ることを民でもできるという︑郵便小包とか︑そういうのと局じこ

藤波
それは労働大西の時代ですか︒もっと前ですか︒

．

伊藤

いろいろ書われていることによれば︑リクルート社が︑藤波先生

ね︒

先生がリクルートのシンポジウムで講演なさったのが曜和五

用越

その前からか︒覚えてないな︒シンポジウムに行ったかな︒

それは労働大臣時代ですね︒

株やそんなものは私は知らなかった︒徳賑﹇英治﹈という秘書がみ

藤波

ことが今痩の裁判でもずいぶん語われたんでしょう︒

の出版r記念パ⁝ティのパーティ券をたくさん悶負ったとか︑そ・りい・り

藤波

江融さんの名義でさざなみ会に加入したのは昭和五十九隼と︑

伊藤

藤波

そうです︒

伊藤牛罵さんも先生の支持者な ん で し ょ う Q

うね︒

牛尾さん自身も漢副さんとは非常に親しかったので︑あとで

江副からお金をもらうのは悪いやつだということになった︒

金だということで受け取っていたということですね︒それがある登︑

齢藤

武艘

藤波

伊藤

すごいねえ︒

だからみんなの名葡がワーッとあがったというのは︑致治献

全然問題ないですね︒

そうです︒

でも普通︑そういうものは秘書が扱うぐらいのものでしょう︒

なあ︒さざなみ会の会費ぐらいは出しているだろうけれど︑

揖越

んなやっていた︒

引っかかるわけですね︒なんで彊つかかったのかよくわかりません

藤波

牛羅治朗さんの関係ですから︑古いことは聞違いないでしょ

けれど︒江醗さんは好ましい人闘とごらんになっていたわけでしょ

最近︑株を受け取っておるというと︑すぐ週刊誌に載ります

藤波

伊藤

藤波

そう思うな︒

多くの人たちがそういうふうに見ていたわけですか︒

ええ︑そうです︒

うけれどね︒

すと︑ちょっとの忌事ですが︑すぐ載りますね︒問悪はないでしょ

ね︒新しい食業が株式を発行するときに︑知り合いとか有名人に渡

う︒

平松

平松

朝羅新闘ではなっているんですが︒

十五年ですから︒

伊藤

藤波古いんだ︒

だいぶ前から知り合っておられるんですね︒

実際にいろいろなことがあったのは︑そのもっと前だから︑

﹇江手輿は﹈さざなみ会に﹇躯入されるんですね﹈︒

そうそう︒

でも︑いい占象ではあったんですか︒

轡佑藤償藤俘だ
藤道波遵波藤ね
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伊藤
早稲頒の法学部を畠て︑検事になっておるのがおりましてな︒

株を持ってよ︑というのはよくある議でしょう︒

一番畢かった︒調べに来てど

藤波

それがTBR﹇ビル﹈に調べに来た︒
うのこうの纏うて︑轟て行く︒

悪の権化みたいに︑ある日突然︑中曽根はけしからん︑藤波もけ

しからんと右翼がマイクでやり始めたものだから︑こんな馬鹿なこ
とあるかな︑と思った︒

その頃には︑ずっと簸高検察会議を何回も開いておるのやけれど︑

そこに私を調べた検事がおって︑私よりあとから出る︒そのときに︑

参って結婚式に行くということで︑先に私がTB沢の部屋から出た︒

行くと言って︑黒い服を着て︑白いネクタイを締めて︑靖国神社に

行って︑検事の謁べを受け允︒結婚式があるので︑おれは結婚式に

そういうようなことだった︒

思った︒それでやられたんだな︒馬鹿なことをやると思ったけれど︒

と言っておったんだ︒ああ結構だな︑そんな馬鹿なことあるか︑と

も︑結局公判は維持で衰ないという話があるので︑やらんだろう﹂

ときに︑侮人もの人が﹁藤波はやられそうだけれど︑藤波をやって

リクルートの問題で藤波はどうもやられそうだ︑という詣になった

﹁あんたが藤波の部屋から出て来たら︑藤波が取り調べを受けたと

そのときに︑山岡﹇賢次﹈というのは幾主党か﹇自由党←民主党﹈︒

私が選挙区に行って︑伊勢から帰ってくるのを待って︑TBRに

いうのが新陥岡記者にわかる︒そんな馬鹿なことないそ﹂と︑今一当

山爾が来て︑法務雀の申と稽談して︑私が法務問．題の議員連盟の会

舵をとれるのは藤波さんしかおらんで︑藤波さんに頼んでこい﹂と

藤壷正行のところ﹇と疑じ選挙籔：旧栃木二籔﹈の︒あれが法務政

それが私の事件が終わってから新潟地検に行って︑新潟渠の知事

長になったんだ︒府中の理務所なんかを見に行こうと雷って︑行っ

選してくる松木というのが纏うたら︑﹁わからないようにして出る

を取り調べるときに︑いつ検事が入ったんだろうというときに︑ど

務次官をやっておって︑﹁国会対策委員長をやって︑裁判所関係で

うも自動車のトランクに入って知事に尋問しに行ったようだ︒それ

たのを覚えているな︒法務省のために一所懸命働こうと思うものを

わ﹂と言って︑自動車のトランクに入って鐵たんだ︒

で覚えているんだ︒名前は忘れたな︒

んで︑今どこを走っていますというようなことばかり書って︒ああ︑

野の区検に出て︑調べられたんだ︒そのときも︑ヘリコプタ〜で飛

に出かけなければならんなんて︑馬鹿なことあるか﹂といって︑中

．きればいいわ︑と思った︒盧艮党は金が強すぎて︑自民党というと

いう︒それだったら︑全部自分で引き受けて︑国の鎮魂がそれでで

だんだん禽民党の中で一人だけやっつけられるやつがいるんだ︑と

初めはそん．な空気だったので︑絶対大丈夫だと思っておったら︑

縛ってしまって︑罵鹿な譜や︒アホやな︑本当に︒だけどまあ︑そ

時代だなあ︑と思った︒﹁池田と避う︑何も人に悪いことをしてな

よごれておる︑いかん︑というような空気で政治が動いておるで︑

何醐も公立党の池圏克也に来てもらうことにしたというもんで︑

いのに︑検察の言うこと鋸く必要ない﹂と電話で書い切ったもんで︑

いっそのこと

れはしようがないな︒

じゃあ中野に来てくださいというQその頃は︑五島昇のキャピトル

﹁てくるよといって︑国のためだと思って致治資金を出した諾だけれ
ど︑竹下も安倍も富澤も︑みんなやっているというのなら︑そんな

﹁おれは悪いことをしとらへんのに︑池田克逸さんと一緒に検察庁

ピトルにやってきた︒そのときにキャピトルの従業員がみんな私を

東急に泊まっておったQ中．野に行くときに︑ようけ薪聞記者がキャ

のは全部自分一身で拭えばいい︒これが國の鎮魂になるな︑という
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︒江副がそうやったとは思わんけれど︑江離が持つ

守ってくれた︒あれはえらいものだった︒そんなことがあった︒
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な︒

気がしたもので畠分で腹を決めて︑しょうがないな︑と思ったんや
藤波

佐道

今Bつくったんや︒

お泊まりになってつくられたんですか︒

表年のインタビュ⁝のときに︑今年中に﹃餌勢湾﹄というタ

イトルで句集をおだしになるということでしたが︒

川越

うの選挙区の事務所の家宅捜索を受けたというもんで︑﹁馬鹿なこ
藤波

中野区検で私がやられているときに︑二臼霞かな︑全部掛勢のほ
とあるか！﹂と検事に怒ったのを覚えておるわ︒その検事が︑軍稲

会﹂を﹈やります︒十五臼には俳勢でやる︒要するにお︑溺れ会や︒

がらせにしか過ぎんやないか﹂と誓うたな︒そういう話が入ってき

らいかん︒関係のない選挙区の自宅の家宅捜索をして侮もない︒嫌

行猶予が解けて︑何の罪もないのと一緒だ︒豪州がなかったのと一

だというもんで︑﹁ご苦労さんの会﹂ということにした︒やっと執

﹁お溺れ会というのは絶対反対縣と言うものがおるので︑絶対いや

十七日の夜︑六時半から﹇鐵版記念を兼ねて﹁ご苦労さんの

田を繊た検事だったQ﹁おれを調べてもどうにもならんよ︒調べた

たので︑私が怒ったのを覚えておるわ︒

緒で︑これでいいわと思ったら︑物がようけ言えんようになった︒

ちょっとここで切りましょうか︒リクルート問題で︑いま先

どうもありがとうございました︒

鐸藤

㎜岡

神さんは︑よう考えておるわ︒なあ︒ありがとうございました︒

﹇藤波氏の持っている本を指して﹈それは﹃奥の細道﹄

ええ︑読み返している︒
いまの句は︑先生の匂ですか︒
うん︒

︵終了︶

生がおっしゃったように︑盧語長の鎮魂か知りませんが︑自畏覚を
代表してかぶったという形になったわけですが︑もうちょっとその

佐道

偶藤藤波先生は神道かと思ったら︑仏教もいいんですね︒

大寺の大梵鐘に小鳥来る

東東プリンス︒増上寿の横︒いいねえ︑鐘の音を聞いて︒

どちらのホテルですか︒

増上寺の鐘がボ〜ンと鳴るのがいいわ︒

先盆は東京ではホテル住まいになられるわけですか︒

波道波道藤波

か︒また読み返しておられるわけですか︒
藤波
武圏
藤波

です

へんのことを︑藤波先生の立場でいろいろお謡しいただければと思
ま一
︑も
︑ そうします◎
次回またお願いいたします︒

いますので︒

藤佐藤佐｛勇藤
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藤波孝生

第14回

日時：2004年10月7日
11：00一一16：eo

於：俘勢市藤波孝生邸

…〔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）

1武田知己（大東文化大学奪任講師）

1川越美穂（政策研究大学院大学RA）
1
平松大輔（衆議院議員秘書・元藤波孝生氏秘書）

藤波俊也（藤屋窓月堂代蓑取締役孝生氏弟御）

賑波邦江騰孝生氏夫人）

記録者：丹羽清隆

餐1

〜

藤波

中曽根政治が終わって︑中曲田根時代に何があったかというこ

とを︑いつも考えていた︒鮮麗にも行った︒それで経済の話を勉強

※二〇〇三年一︸妻戸媛︑藤波孝盆画病気療養のため︑インタビュー
を中断していたが︑これは第二三回までを補足するため︑藤波氏の

しようと思った︒﹇良い本が﹈なかった︒弼もないという︒時代の

リクル⁝ト事件が問題になり始めてから︑藤波先生の名前が

ル⁝ト事件が起こって奏た︒

それ﹇を考えるの﹈が一番大事なことだと思った︒そうしたらリク

門中曲日根時代に﹈打つべき手がなかったかということを﹇考えた﹈︒

藤波の言う通りだから︑俺はだまっておるから︑と言うてくれた︒

根を好きになるのは国のためやと言うた︒﹇中曽根嫌いの入達は﹈

中奉呈は嫌いだという人が多かった︒嫌いなら嫌いでいい︑中蕾

えた︒考えて︑考えた︒ええ案は繊なかった︒

き手がなかったのかということを考えた︒それが大事だと思って考

風潮で︑バブルが崩壊したときによう考えた︒中艘根時代に打つべ

自宅にて実施したインタビューである︒藤波氏が発書困難のため︑
超江夫入︑弟御の俊也氏にご出席いただき︑藤波段の発言の補足を
お願いした︒したがって︑藤波残の発言は︑邦江氏︑俊嵐氏︑元秘
書の平松氏︑またはインタビュアーが︑いわば通訳のように︑藤波
氏の発雲を繰り返して確認をとっている︒その確認︵通訳︶部分は
藤波茂の発言と㎜体のものと考え︑記録していない︒ただし確認部
分が︑藤波氏の発言の解釈であったり︑補思である場合には記録し
ている︒

発言者名に﹁藤波﹂とあるのは藤波孝生氏︒藤波俊也氏は﹁俊也﹂︑
藤波邦江氏は﹁邦江﹂と表承した︒﹇記録者・編者﹈

伊藤

藤波先生︑よろしいですか︒

判が維持できないということを憲うた︒検察の幹部会で︒コミッショ

藤波

邦江

藤波

藤波をやる﹇起訴する﹈のはいいけれど︑藤波をやっても公

だ．いぶ長いこと︑ありましたね︒

あるある︒

出てくるまで︑ずいぶん時間がありますね︒

伊藤
どうぞ︒

繍リクルート事件の公判

藤波

リクルート事件についてはこの前少しお諾いただきましたが︑

野球のコミッショナーですか︒

武田

そういうことを言うとるのを聞いた︒小沢一郎の子分の当時

根来﹇泰周︸さんですね︒

武出

藤波

伊藤

それはいつのことですか︒

法務を応援する議員連盟の会長をやれと書つた︒

何の会長ですか︒

と手口つた︒

の法務政務次蜜が︑根来さんと一緒に私の部屋に来て︑会長をやれ

藤波

藤波法務雀上がりだ︒

拶藤

ナ⁝が︒

伊藤

われわれがよくわからないことは︑リクル⁝ト事件というのは藤波
先盆にとってどういうことであったのか︑ということです︒それを
端的にお話になってくださいませんか︒よく︑藤波さんは身代わり
だとか︑いろいろ言われますが︑今度の平成研の一億円事件﹇環本
歯科医師連盟︵臼歯連︶から自属柱脚橋本派の政治國体・平成醗究
会への一億湾ヤミ獄金事件﹈も︑結局橋本︹龍太郎﹈さんではなく
て︑村岡兼造さんが起訴されるということでした︒リクルートにつ
いて︑先生︑何かおっしゃることがございましたら︑お話しくださ
い︒
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轡藤
藤波

それじゃあ︑どこでやられちゃったんでしょうね︒

そうそう︒

じゃあ︑重手にしてやるというときは︑露儒があったんです

伊藤

わからんな︒

ね︒

藤波

一審︑二審︑百五十一隅一︒
公判の歴数ですね︒

うん︒毎曖遅刻なし︑皆幽庸︒
自分で娼たんですね︒

そうそう︑自分で全部行きました︒遅刻もなし︒

それでわかった︒取り調べの責任者がああ言った︑こう言っ

Rの繍裁粍長はわかったはずや︒俺も初めてわかった︒

公判で何か謡があったんですね︒

葎五十一部門公判に﹈出た中で︑いろいろな人が話をして︑

誰がこう言うとったああ言うとった︑ ということがわかったわけで

取り調べの責任者が証人として出て︑弁護囲や裁判長が質問

しょう︒

藤波

した︒そうしたら︑しどろもどろで︑真っ赤な顔をして︒それで︑

それは一審の語ですね鷺九九四奪九月﹈︒ 一審は無罪です

俺が勝ったと思った︒

伊藤
ね︒

一審は無罪ですQ
二審の裁判長⁝一︒

二審の裁判長の名前ですか︒

﹃政治と鎮魂﹄に載っているんですね︒︑
載っているはずです︒

︸冊︑持って来ましょう﹇捺って来て︑武田茂に渡す﹈︒

先生の弁護鑓の名前ですね︒横弁﹇大三﹈さんが主任弁護人
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根来さんからそういう話が出て来たあとの話ですね︒

いやいや︑前︒

それで︑それは那き受けたんですか︒
門引き﹈受けた︒府中へも見に行った︒

刑務所ですか︒

法務と検察の溶擾醸だ︒予算を取ろうということだった︒

取った予算で﹇藤波氏が﹈やられたのか︒

そうそう︒私の関心は︑中善根時代に国のためにやることは

なかった力
︑︑ということだ︒それを考えた︒
金や株や︑ ようけ︑その話が出て来たときに︑公明党の一⁝︒な

んとかカツヤだQ

池匿克也ですか︒

名箭が著て︑さっさと辞めた人ですね︒

川越

そうそう︒自戻党からも誰か出せという話があって︑藤波の

平松

藤波

名萬が呂て来た︒俺は事実は知らんけれども︑中冠根時代に起こっ
そんな自信があったんですか︒

たことだから︑俺が相手になってやる︑さあ来い︑と侮は思った︒
伊藤

藤波うん︒さあ︑来いと思・た︒問題は誰も︑上叡下も傷つかん
ことが一番いい︒そんな馬鹿なこと︑俺一人で十分や︑という思い
があったσだから︑さあ︑来いという気持ちだった︒

でも初めの頃︑いろいろな人の名前が出て来て︑藤波さんの

［一

s
iヨ江松霞松波闘

伊藤

次から次へといろいろな人の名前が出てくるけれど︑藤波さ

中曽根さんが畠て．︑宮澤さんが出て︑安倍さんの名前も出ま

名前はほとんど出て来なかったじゃないですか︒
武田
した︒

伊藤

んの名前は出て来ない︒でも藤波さん自身は︑自分は危ないかなと
思わなかったな︒

は思わなかったんですか︒
藤波

邦武た藤邦伊藤伊
江磁で波江藤波藤
武邦平武平藤武

藤伊藤伊藤伊藤平
波藤波藤波藤波松

横井さんが引き受けてくれた︒靖国神社の問題の会議に出て

で︑裁判長の名前は︑一審が三上英昭さんですね︒

藤波

瑚越

平松

武田

﹁そんな馬鹿なことはない︑真面屋な人がそんなことをする

そうです︒

﹇横井さんは﹈靖璽懇のメンバ⁝でしたね︒

靖国懇ですか︒

くれた︒

藤波
一

審の裁覇長の名前は出ていないようですね︒コ一審の裁料

はずがない﹂と書うて︑横共さんが引き受けてくれた︒
武霞

入事の季節で︑裁糊長が二審で替わった︒司法研修駈の駈長

長に歪っては﹂という書き方ですね︒

藤波

で︑担当の裁判長が替わるなと思った︒そうしたら替わらんのだ︒

﹇潤法研修所の所長に転出して﹈重たけれど︑裁判を替わら

判決を読むといって︒

平松

とは︑ニューカレドニアのこと︒森村桂

それで資料を持って︑﹁天劉にいちばん近い島﹂に行った︒

圏ニュー・カレドニアへ得く
藤波

※﹁天麟にいちばん近い島−

の岡名の小説によりこのように呼ばれる︒

ニューカレドニアン
そうそう︒書いた︒

このあいだ自殺した人でしょう︒森村桂︒

そこに資料を持って行った︒

霞分でニューカレドニアに行って︑何か書かれたんですね︒

そうそう︒﹇今︑そこで書いたものが手元に﹈ない︒

たまたま天隅に一番近い島ということで︑森村さんの名前が

と言うて︑最高裁判所の担当課長をやった男だ︒間もなく︑大販の

のに︑﹁免責特権であんたのことはやらへんから︑秘料だけくれ扁

藤波

伊藤

平松

伊藤
二審のことです︒

それは二審のことですか︒

いう謡だったらしく︑また戻ってきて︑そこで裁判の判決を霞分で

藤波

それは平成九年の詣なんだな︒

読んだらしいんです︒

平松

その男は︑綴中角栄さんのときに︑アメリカで資料をもらう

いったん﹇東京高裁から﹈出たんですが︑これは掩がすると

そうそう︒

平松

伊藤

平松

伊藤

藤波

輝越

武田

二審の判決が終わって⁝i︒

いまの話はどこから出て来たんですか︒

うん︒

探してみてもない︑ということですね︒

書いたものがあるんですね︒

るんですね︒

轡藤

二審の判決で有罪になりますね︒今度はL飛しますね︒

ものです︒

平松

そのあいだの話ですね︒二審後です︒二審を受けて︑そのあ

鐵ただけで︑ 自分で書かれたものがあったんでしょうね︒

高検の検事長になった︒めちゃめちゃやるなと思った︒真っ赤な顔

とニューカレドエアに行くときに資料を持って行って︑n分の文章

裁判が終わってからの話で︑裁判が終わったあとに書かれた

ニューカレドニアとか︑確かにあっちのほうに行ってらっしゃ

をして︑二審の判決を言うた︒

ずに︑罠ってまて判決を読んだんですね︒違いましたっけ︒

平藤平藤ge藤武
松波松波藤波岡

を轡いたんだけれど︑それを探しているんだけれど︑ないというこ
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とです︒事務所を動かしたときか︑今回閉めたときか︑宿舎を引き

てね︑また旅行しないとね︒

邦江

侵藤

藤波

武岡

その年の八鴛にニューカレドニアに行かれていますね︒

平成九年の一瓢月に有罪輝決があって︒

そうそう︒

それはサクルート事件のことを書かれているんですね︒

伊藤

重いました︒

武田

いました︒

僕も法籔学の先生が︑なんでニューカレドニアなんだろうと

武田

藤波

武田

藤波

あちらの方向が︑ということですね︒

ああ︑それでニューカレドニアがいいと書われたんですね︒

﹇書く冒方位学の権威︒

村霞さんというのは？

ある︒村田冒田謙﹈さんが︑あっちがええ︑と言うた︒

伊藤

邦江

ストラリアからニュージーランドまでね︒エユージーランドもよかっ

邦江

ニュ⁝ジ⁝ランドもよかったですよ︒．温泉も行きましたし︒

たんじゃないですか︒

伊藤

あそこは温泉で有名ですね︒

そうですよ︒パラオから始まって︑蒜ユーカレざ晶ア︑オ⁝

そうですね︒旅行ではそういうところに行けませんものね︒

ふだんあまり行けないようなところに行ったから︑いいじゃ

平松

だから私もついて行きました︒フィジーどか︑パラオとか︑

水着を着てね︒

それも方位学ですか︒
そう︒

藏と購だ︒

そのとき︑そのときだ︒

方位を考えているとは思わなかったですね︒

﹇ここで藤波氏が︑小寒太志命が総裁を務めていた財腰法入神武

参剣道場︵三重県志摩甫磯部町︶について侮か言いかけるが︑こ

こでは総裁を嗣いだのが自分であるとだけ謡す﹈
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畢う︑ようなったら︑行こうなと言うてましたから︒ようなっ

払った藏物か︑どれかの中にあるかもしれませんね︒

損越

この︑ニューカレドエアに行かれたのは︑何か意味があるん

そうですね︒ホウイ︑ホウイというから︑僕は法医学かと思

撰藤

ないですか︒

揮藤

ですか︒

邦江

邦江

そんなのは一人で行きましたよ︒

オ⁝ストラリア︑ニュージーランド︒私が行きたいところ行けない

ゴチャゴチャ言うなよ︵笑い︶︒

でも︑先盆︑バイカル瀧とかイルクーツクとかも行かれてい

藤波

方位として︑こういう門南の方という﹈感じなんですね︒

武醸

伊藤

村田さんが︑方位学の権威なんですね︒

わ︑と言うて︒その頃は︑カナダとかトルコとか︑そんなところに

武国

そうそう︒

ますね︒

邦江

俳勢の方なんですか︒

行きたかったんだけれど︑行けない︒

武鋼

いえ︑東京の方です︒私が行きたいところへはちっとも行け
それが方位だ︒

㍉

邦江
藤波

お父さん﹇藤波氏のこと騨は言うなと言うけれど︑言わして

ません︵笑い︶︒

邦江

いや︑言った方がいいですよ︒

もらうけれど︵笑い︶︒

武田

解藤武藤武邦
藤波躍波田江

・2・・4年1里Z亘）
難

位の話でニューカレドニアに行ったということですね︒今度は上告

伊藤

るはずです︒ちょっと僕の自宅に戻らないと︒

巫−松

俊也

持っておられる可能性はありますか︒

二十五年の表彰のときのものも︑あるわ︒

に放り込んでありますので︑あると思います︒

タはCD⁝Rに焼いて持って帰ってきたものをハード﹇ディスク﹈

ペーパーにしたものを読んでもらいましたので︑どこかにあ

ええ︑私が読み上げた︒

して︑最高裁の判決がある︒それから彊退までのあいだに考えたこ
伊藤

あります︒データで残してあるはずなので︑パソコンのデー

じゃあ︑ちょっとここで切りましょう︒二審が終わって︑方

とをちょっと話していただこうと思います︒

平松

﹇一一時五七分︸時中断﹈

薩判決確定後の決意

﹇俊也氏に向かって﹈さっき︑リクルートの続きの話をされ

﹇＝⁝時四七分再開︑ここから藤波俊惚氏高齢﹈

儲藤

たんです︒二審で有罪料決があって︑方位の関係でニューカレドニ

それは門ふじなみレポート﹂にも一︒
あれは入っていましたね︒

二十五年のものは入っています︒

引退のときのコメントは︑あるはずですので︑探します︒

に撰退をどういう経緯で決めたのか︒そのへんを伺って︑最後に政

きますね︒そこから先︑どういうふうに考えておられたのか︒最後

いんですが︑裁判が終わって︑有罪籾決が確定して︑執行猶予がつ

前まで行きました︒裁判のことはさほど詳しく聞いてもしょうがな

優勢

藤波

いちばん楽なんだろう︒

ありますから︒ 藤波先生は横になって休むのが楽なんですか︒珂が

無理ですか︒ じゃあ︑もう少し休んでからにしますか︒まだ時閤は

少しお話になれますか︒﹇藤波氏︑お疲れの様子﹈ちょっと

治生活縢十年を振り返って︑ということをお謡になりたい︑という

俊毯二人でいても︑ちっとも話をしません︒

もういっぺんひつくり返せると考えておられたのかどうか︒最終的

そうですが︒高裁で有罪になったでしょう︒それで上苦して︑

そうですが︑そのほうがいいですか︒

人の話を賜いてるのがいい︒

ことでした︒藤波先生がお話になりたいということであったので︑

伊藤

﹇孝生氏に向かって﹈31退の決意というのはどういうことか

れで自民党に復覚して︑もういっぺん選挙に出る︑というお話だっ

轡藤

伊藤

川越

第一測は︑二〇〇二︵平成十四︶年レ月です．い

それでわれわれが﹇オ⁝ラルヒストリーを一始めたのは？

平成十︸年に有罪が確定しているんですね︒

う︒そんなに何年もないですか︒

のへんを侮いたいと思うんですね︒それからそのあとがあるでしょ

に最高裁で有罪が確定したときにどういう思いでおられたのか︑そ

たんです︒でも選挙が︑執行猶予が切れる繭になつちゃったんです

規越

いま平成十六奪ですから︑育罪甥決があってから︑もう圧年

体調のことかな︒

ね︒

引退の声明は？

伊藤

前にお詣を伺ったときには︑もうじき執行猶予が切れる︒そ

俊也

引退の声明は文章にしていますね︒

な︒どういう心境？

俊也

どうしますか︒

アに行かれた︒そしてこれから上告して最高裁で判決があるという

藤松越松田波

平松
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一

平成牽一年です︒私たちが先生のお話を伺い始めたのが︑平成十四

しかたない︒

ておられたのか︒それから周りの方︑縛に中曽根さんは︑いったい

隼です︒ですから有罪判決があって三年ぐらい経って︑先生のお話

藤波

どうしろとおっしゃっていたのか︒そのへんをお麗きして︑それか

を伺い始めたんですが︑そのときにはずっとお若い頃からの舐を伺っ

ですね︒ですから︑有舞判決を受けたときの印象と︑有罪判決があっ

らいよいよ引退をどうして決意されたのかを然う︒その上で︑過去

て︑その時点でのお気持ちを飼っ九ことはたぶんなかったと思うん

それはそうですね︒これはひつくり返しようがない︒それが

縢十年を振り返って︑自分の政治生活とは一体侮だったのだろうか︑

です︒有罪網決があって︑執行猶予がついて︑殴隼経って執行猶畢

伊藤

ということについてお謡をしたいただくQだいたい藤波さんもそうい

が切れる︒それまでのあいだ︑代議士︑政治家ですね︒そのあいだ

てから︑執行猶予の期閤が切れた後どういう彩で再起しようと考え

うおつもりでおられたんですね︒それでいまリクルート箏俸の高裁

と思うんですが︑それはどうですか︒

に︑将来どういうふうに復濤していこうと考えておられたのかな︑

﹇藤波氏は昼食を﹈食べられたあとなので一︒

藤波

判決まで行ったんですね︒それで三十分以上お話を伺ったんですね︒

斑越

疾が詰まっているんですね︒もうしばらく休んでからにいた

最終的な有罪判決があったときに︑中曽根さんはどういう射

伊欝

藤波

どうしていうとか︑これからどうしろという言い方はされな

いままでの仲だから︑残念だという感じだ︒

応をとられたんですか︒

伊藤

手にして戦ってやるぞという気持ちの裏表や︒

復活するとか︑また戻ってくるとかいうのは︑入り口の語だ︒

俊也

もっと深刻だ︒﹁しかたない﹂という意味は︑日本中︑世界中を粗

そうですね︒

しましょう︒

伊藤
﹇一二時五三分中断﹈

端的にお話しください︒さっきは高裁で地裁の判決がひつく

口三時二〇分再開﹈
伊藤

しない︒

いですか︒

藤波

り返り︑有罪になります︒それで上岱されて︑最高裁に行きます︒

最高裁での審議は燐に実質審議ではないでしょう︒これはわからな

たしか︑最初に超訴されたときにはまだ中由圃根派の事務総長

をされておられましたね︒それを離脱されますねQそれで中曽根派

儲藤

そうそう︒

いんでしょう︒結果をただ︑待っているだけですね︒
藤波

派岡の会合にも繊ない？

なくなる︒

ではなくなってしまうわけですか︒

なると悪つた︒

そのときは︑どうなるという見通しでおられましたか︒有罪

藤波

差し環しに？

伊藤

僕藤

なると思った︒

藤波

藤波

そうしたら有罪になってしまった︒そのときの心境はどうだっ

になるか︑差し漢しになるか︒

僻藤

たんですか︒

なったんですか︒

なる︒

そうすると非常に敬絵家としての活動がやりにくくなる？

うん︒

伊藤伊藤伊
藤波藤波藤
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からないじゃないですか︒

僻藤

藤波

そうしたら︑どういうふうにしてやっていったらいいか︑わ

うん︒

解藤

藤波

私の陣営は特に稠で︑リクルート事件のときでも一︒

二番目は何ですか︒

それが一番や︒

候補しないという決意をされたのは︑健康上の問題ですか︒

一コマ㎜コマで︑前を着いて歩いて行く以外にない︒

藤波

藤波

浮藤

それでいい︒

コ購を照らす﹂と読むんですか︒．

﹇平松氏︑軸を持ってくる︒照子一隅︵妙法院門跡康願︶と書か

私には好意的だった︒

藤波

最澄の言葉で︑﹁照干一隅︑此雛瞬宝︵⁝隅を照らす︑これ

先生に協力してくれるというか︑助けてくださるような掃治

藤波
それは中曹根派の人ですか︒

俊也

武田

俘藤
門中艘根派の入を﹈含めて︑好意的だった︒

国の宝なりごというものです︒そういう気持ちだったわけです︒

れている︺︒

藤波

みんな逃げたわけですから︑野意的ではありましょうけれど

家の方はいらっしゃったんですかD

伊藤

これを書いた人が元気でおるか︒

一つはそういうこと︒

藤波

﹇笠森種種に﹈聞いてくれということですか﹇平松氏︑福井

一つは健康で︑
うん︒

俊樵

ね︒

藤波

署ってみれば︑リクルートの問題をみんな逃げて︑藤波さん

瀦の質問に移ってもいいか︒

そうそう︒

書いてもらったのは︑
いやいや︒

最近の舐ですか︒
うん︒

まだ表装が新しいな︒

①政治生活二圓り﹂

圏政治家としての四十年を振り返って

辞めるときの謡ですか︒

これを﹇康順民﹈書いていただいたんです︒

揮藤
そういう形になるかな︒

康順氏が元気でいるか︑笠森稲荷に電話で確認するために席を外す﹈︒

藤波

ほかの役人とか政治家とかそういう入たちに話を間くと︑お

がかぶったという形になりますね︒そういうわけではないんですか︒

伊藤

そらくあの事件で引っかからなければ藤波派ができていただろう︑

というような言い方をする人もいるんですが︑ご遮蔽で︑そういう
藤波

いいですけれど︑いまのはちょっと質問としてまずい︑とい

謡を麗いたらどう思いますか︒

伊藤

いやいや︒﹇平松氏に向かって﹈あれ﹇笠森臨画︵研勢帯と

う意味ですか︒

藤波

に電諾して︒門跡の︑床の間に置いてある⁝﹇平松氏︑妙法院門跡

伊藤じゃあ︑一応そこで終わりにして︑藤波先生がこのあいだお

であった福井康順が書いた床の間の軸を取りに行く﹈Q灘の話にし
てください︒

十年を振り返って︒

詣になりたいと言ったことの︸番大きな聡題は︑臼分の政治生活四
別の話にします︒それで最終的にリタイアしよう︑今度は立

※福井康順：第二圏を参照︒

伊藤
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俊藤平藤伊藤
也波松波藤波

話が出てくるんですね︒二業さんがそこで詣をしたというんですが︑

東洋哲学の泰斗が康願さんなんでしょうか︒

東洋哲学ですか︒
ああ︒

そうですが︒詣がわかってきました︒

蒋介石が台湾に逃げたのも︑共産党が強かったからだ︒

それが藤波さんの羅十年の政治生禽とどういうふうに関係が

憐藤

藤波

誰も知らん話だ︒本当の器だ︒生きていれば九十三歳だ﹇？﹈︒

それは夢の話ですか︒

また一回りして︑康順が昌の前に現われた︒

あるんですか︒

藤波

一回りということは︑私が代議士になって︑自由民主党という池の

中で泳ぐことを決めて︑泳いでいるときに︑何でもやってやる︑安
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蕎麦屡の二階で話をしたとき﹇この話は︑第二圓と第十︸圓

な関係？笠森稲置さんが行っていた元の寺のお坊さん？

郷江

そうそう︒

藤波

藤波

ああ︑大販やらどこやら︒

康順さんという人はこ葎知ですか︒

邦江

いまワ兀気かどうか﹈闘いてもらっています︒

そうそう︒

に出てくる％

藤波早稲田の雄弁会の紳間︒私が幹事長だ︒ちょうど中国が共産

藤波

私は知りません︒﹇孝生氏に向かって﹈笠森稲荷さんとどん

鑑しているときで︑なぜ中国共産党の天下になったかということを

邦注

誰とですか︒

この入﹇康順氏﹈が関係あるんですか︒

議論した︒

武田

﹇孝生氏に蔭かって﹈この人がそのときにおったの？

儲藤
俊也

蕎麦屋の二階で耀したというのは︑政治生活のスタートの頃

そうです︒政治生活が始まる前の話です︒そこでなぜ康順さ

雄弁会の幹事長のときやろ︒四十年以上前の話だ︒

敬治生活廻十年の始まりの頃ですね︒

﹇孝生氏に扁その人は雄弁会に関係があるの？

もうだいぶ前に亡くなったと言うんです︒

n平松氏に話を聞いたらしい俊也氏が渓ってくる﹈

伊藤

﹁中国共産党がなぜ天下をとったか﹂と言ったんだ︑康順さ

の詣でしょう︒

藤波

んが︒それで︑﹇私たちが︸﹁中国が貧しかった﹂とか︑そんなこと
を言うたんや︒そうしたら︑﹁おまえら馬鹿もんや﹂と言う︒
康順さんが︑ですね︒

んが出てくるのかわからないんだけれど︒ 康順さんは︑早稲困大学

下国
藤波

と腿係があったんですか︒

川越
そうそう︒

あった︒教授やった︒

た︒﹁おまえら︑そんなこともわからんのか﹄と言った︒﹁時代の波

藤波

みんながいろいろ言ったけれど︑﹁中国で共産覚が天下を取っ

代議士じゃない︒雄弁会の諾だ︒

﹇夫人に尚かつて﹈いまいろいろお話があるんですが︑早稲
んですね︒そこで︑いま持ってきた︹軸の字を書いだ﹈康順さんの

弱大学の雄弁会の仲間と蕎麦屋の二階で謡をしているという場函な

伊藤

﹇俊慰残席を外し︑夫人が参加︸

藤波

代の波に乗っ．て代議士になっては駄厨だ﹂と署つたんですね︒

たのは︑共産軍が強かったからだ︒そんなこともわからないで︑時

武田

晃だ︒

に乗って︑いい気になっておるのはいかん﹂という︒東洋哲学の泰

うん︒それで﹇康順弐が﹈﹁共産軍が強かったからだ﹂と言っ

炉俊武邦俊
藤旭田江也

偶藤伊藤武藤
藤波藤波圏波

2004年10月
遂

金保障だろうが︑外務蜜だろうが︑年金だろうが︑教育だろうが︑

醤でもやる門と考えていた﹈︒そうしているあいだに︑小寒さんと
出会う︒

さきほど参剣道場の話が出ましたでしょう︒そこの参鍵濃漿

藤波

そうそう︒ええことだよ︒

天皇さんのところに来てくれといって︑な．るべく驚く仕箏をする

ようにといって︑しばらく待つとれよと霧われた︒

※﹁初当選のころ︑小泉太志命から早く天慶のところで仕箏ができる

よう︑それまで辛抱するように︑といわれていたが︑窟房長官になつ

邦江
の主が小泉太志命さん︒天皇膿下をお守りするという︒その人と会っ

天皇さんのところに行くというのは︑それは官房長官のとき
そうそう︒

意味ですね︒

藤波

﹇藤波家に掛かっている﹈床の聞の軸ですか？鍵圏さんの？

武田

要するに︑早く天皇の前で佳事ができるようになる︑という

邦江
鍵鰯さんの般若心経だ︒

伊藤国の仕事︒

平松

ですか︒

武田

も出てくる︒

てようやく内奏の機会を得た﹂という意味かQこの護は﹁第十工園﹂

そう︑浜地文平さんと︑二人が盛り立ててくれた︒それでお

たわけ？

藤波
れは傭でもやってやるから辛遺しろよ︑と小泉さんが言うた︒

﹇当選して︑本会議場に行ったら﹈一番箭に座っているやつがぶ
つぶつ書うておるな︑と思って︑聞いたら︑般落心経だった︒床の

藤波

奈良の方で︑鍵田忠三郎さんといいまして︑衆議院﹇議員﹈

僧を待っているんですか︒

間の軸だ︒

邦江

武園

来る︑天皇さんが質問を持って待っておるという︒総理大疑と窟房

何の仕事を早くするんですか︒

をしていました︒その人と﹇仲が﹈良かったんですね︒

辛抱しておれという︒入江︹相敬﹈さんが総理官邸に呼びに

血氷漕蔽早撮篇畏を歴任︒地震唖云研

藤波

※鍵繊忠一二郎；平成壽ハ年没︒奈︷艮衛長︑

評家︑予習の修行を積んだ人物として知られる︒

長窟には︑何を質問してもいいんだQ
藤波

息子さんの鍵舶忠兵衛氏が面会議員でしたが︑先月奈良塗長
鍵畷さんが前にいたんですか︒

がかかってきて︑﹁いろいろ残していたら︑胸のつかえが降りたと

平松
武露

般若心経を﹇雷っていた︸︒私は本会議場に行って座ったら︑

武田．そうですね︒それで天皇さんが一︒

藤波

書って喜んでいた︒また来てなと誉つた﹂という︒入江さんは死ん

に当選しました︒

深呼吸をすることにしている︒悪いやつらが悪いことをして︑ええ

だ︑残念だ︒

﹇天皇のところがら﹈帰って来ると︑入江さんからまた電話

やつはええことをして︑やっているけれど︑みんな一断懸命国のた

た︒胸のつかえが降りたというのは︑そういうことだ︒それが中心

﹇天皇からの﹈質問は︑帯分ぐらいしかわからなかったけれど︑

二心さんがあげておったの？

の詣だ︒

めにと思ってやっているんや︒悪いのはみんな深呼吸をして︑わかっ

邦江

うん︒

そんなことをやって︑派閥の面倒を見て︑舞でもやるぞという腹

﹇書く﹈﹁ご震襟を悩まし奉るな﹂と︑話のあとで︑陛下にそう言う

藤波

国会中に？

た︒前のほうで︑般若心経をあげているのがおるんだ︒

邦江
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最後には︑そうですねQ

派腿をつくってやる︑ということですね︒

継がれたんですね︒

藤波先生は︑浜地先生の地盤を継がれるんですね︒
そう︒

だから︑事務所に写真を掲げていましたね︒

それから大平さんがあるんですね︒
中曲日根さんはないのか︒

あれを晃ると︑中曽根さんのことは悪く書いてありますね︒
そうなんですよ︒

中曹根さんをよく書う人は少ないかもしれない︒

できたら︑やればいい︑ということですね︒

武団

勝藤

いろいろなことがあって︑︸贋りして︑やるぞという構えが

やっとここまで来てわかりました︒

伊藤

瑚越

武事

最後に藤波さんの玉葉として︑﹁最後に私事になって恐縮で

入れましょうかね︒略歴の下に入れておきます︒

これ﹇二藍の本﹈は著作リストに入れたほうがいいのかな︒

鐙直さんとか︒

何か迷うことがあると︑そこに行ったようです︒

ただきました﹂と書いてある︒これは精神的に︒

川越

武霞

俊也

では藤波先生とは個入的な鷺係なんですね︒角川春樹がいる︒

そうとは隈らない︒
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でいた︒それで派閥ができて︑諏倒をみうといって︑藤波派という
武璃
一回りして︑贋十年︑五十年経って︑自浅党を申心にして︑

ことになって︑できる︒できなければ︑いかんわけだ︒

藤波
武田

そういう意味だ︒﹇夫人に扁小泉先生と浜地先盆の本を持っ

やってやるぞという購えができたら︑やればいい︒

藤波
て毒て︒

﹇夫人︑本を取りに行く﹈

﹇夫人︑二羅の本を待ってくる︒﹃浜地文平先生を偲ぶ﹄︵偲ぶ会

ありますが︑私は昭和三十八年に三十歳で県議会に出︑昭和灘十二

もともと既が違いますからねQ大平さんとか森清さんとか園

代表︑昭翻六十二奪︶︑﹃小泉大先生を偲んで﹄︵黒黒書活︑藤波

隼に衆議院議員選挙に出馬︑以来ずっと政治生活を進めてまいりま

さっきの藤波派の周題の答えですね︒

孝生・小泉美隆編︑平成二年︶︒藤波氏は席を外す︒以下︑その

した︒中学時代からの親友である漏路啓雄さんの紹介で大先生のご

指導を受けてから三十年︑今日にいたりました︒最初︑伊勢から霞

本の政界への使者に立てとおっしゃっていただいて以来︑道場へお

伺いするたびに︑やあご苦労さん︑ご苦労さんと︑いつもあたたか

期越

俊也

この小泉さんというのは︑敬治家とのおつき合いがあったと

く迎えてくださり︑あるときは厳しく︑あるときは優しくご捲導い

から出ていますね︒

武田

﹇﹃小泉大先生を偲んで隔は﹈藤波先生も共編ですか︒皇學館

武田

は限らないんですか︒

先生を偲んで﹄を見て﹈神武参剣道場の二代霞の総裁に︑藤波先生

藤波先生は角撰春樹ともたしかおつき合いがございましたね︒

﹃政治と鎮魂隔の中にもちょっと出て来ましたね︒﹇﹃小泉太
は平成元年に就任されていますね︒小泉太志命さんが亡くなられて︑

﹃浜地文平先生を偲ぶ﹄というのは読みたいな︒見たことが
ない︒甲劉霞そうですね︒小泉先生は前にもお話に出て来ましたね︒

②小築太志翁と浜地文平

繍政治家としての四十年を振り返って

本を見ながら話が行なわれる﹈

俊也

俊武伊俊伊武伊俊武
惚周藤也藤霞藤也国

僅藤

駅馬

磯部というところです︒俘勢から志摩へ入る入口にあります︒

道場はどこにあるんですか︒

ええ︒
だ︒

ぐらいかなと思ったら︑

なんと五十万入っていた﹂︒これは広川派

騰藤波すぴりっと隔の量子を渡す﹈どこかに入れておいて︒

③斯聞記考との塵談会

■政治家としての四十隼を振り返って

俊僅

その磯部で︑由路啓雄さんが料理麗をやっている︒中学の瞬窓生で
す︒

藤波

これは引退されるときのものですか︒

その方は支持者なんですね︒
武田

新聞記者を大事にした︒

伊藤

藤波

﹇﹃藤波すぴりっと﹄の巌頭にある﹈政治記者座談会のことで

磯部瞬の後援会の会長をしています︒商工会の会長もやって

伊藤

用越

俊毯

命の神は我に微笑み給わなかった︒次点︑二千票の差一︒浜地さん

すね︒

武田

藤波

保利茂も官房長窟で毅麗記者を大事にした︒

もちろん先生はご存知ですね︒

わからんようにしてあるんだ︒

B︑C⁝⁝となっている﹈︒

﹇﹃浜地文平先生を偲んで駈を読みながら一﹁︑ああ︑ついに運

います︒

もよく落選していたんじゃないかな︒連続当選じゃなかったんじゃ

武田

藤波

これは冊子の中に入れさせていただいてよろしいですね︒最

これは︑お名前がわからないんですね門記者の名前は︑A︑

ないかな︒

とはなかったと思いますね︒いつも一番最後のほうでしたけれど︒

俊世
これは戦中期のことも書いてある︒

川越

以前はどうか知りませんが︑私らが支持してからはそんなこ

僻藤

戦中期のことも書いてありますか︒鳩由ヨ記にかなり出てい

初から最後まで入れてしまってよろしいですか︒

武繊

うん︒

ますね︒

轡藤

藤波

これは座談会ですから︑﹇座談会参加者に︺載せますよとい

﹁鳩山⁝郎︑尾崎行雄など漏と書いてある︒鳩山さんとは腿

孫があったんだろう︒

武蹄

う了解を取ったほうがいいかもしれませんね︒

これはどなたが発言されているかということはわかりますか︒

﹇藤波氏︑戻る﹈

訓越

これは錘直そうですね︒翼賛選挙で最高点で当選して︑戦後

伊藤

いい︒

これは座談会をやってくれた人たちに︑いちいち断わらない
藤波

実名をあげてやっていませんし︑まとめ直したものですから︑

伊藤

平松

追放になるという話が書いてある︒そのとき羅崎行雄に︑あんな翼
﹁追放生活六年篇︑追放されていたんですね︒追放解除になるとまた

大丈夫だと思いますよ︒

で冊子に入れても大丈夫ですか︒

立候補して︑﹁広川の家に行ったら︑自撰弘禅が顔を出して︑いき

藤波

賛選挙に鍵薦されて喜んでいると非難された︒これは自伝ですね︒

なり薪鷺紙に包んだもの一束を一人ひとりにいとも簡蛍・に手渡して︑

穂習いる？
しっかりやってくださいという︒その中味を調べてみたら︑二十万
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転語

珊子に入れるんでしたら︑

一冊で結構です︒

團政治家としての四十年を振り返って

亡くなっている︒四二義隆も死んで︑みんな死んだ︒私は言

くださいましたので︑だいたい嵩二上がりですね︒今日の分をどう

てきたことで︑それに対する梅いはないということだ︒何か悔いが

私の言葉が入るんですか︒
入れてください︒

その気持ちを私ははっきりと聞きたかったんです︒

おそらく︑ご自分でお話になりたいことはまだいろいろおあ

りになると思いますが︑ 言葉が十分麗ないので︑葬鴬に雛屈した感

ちょっと申し訳ないという気もします︒ この段階でまとめさせてく

半分はいかん◎なぜかというと︑新聞よりも上になる︒

伊藤

ださい ︒私どもが藤波先．生の事務所にあった資料を全部いただいて

じだと思うんです︒でもこれ以上責め立てるような感じになっても︑

ことを伺ったような気がします︒もしお元気なら︑もっと突っ込ん

おりますので︑ あれを整理した段階で︑珂かまとめていくのならま

だいたい私どもとしでは︑藤波先生がお話になりたいという

で︑お話を伺いたいところなんですが︒

とめていこうと思います︒ どれだけまとまったものがあるか︑まだ

浜地文平さんと小泉太志命さんにはよく醸倒を見てもらったQ

藤波

考えたいと思います︒ とりあえずは懸子をつくって残したいと考え

聡けて十分に検討していないのでわかりませんが︑その段階でまた
もうみんな亡くなっている︒

みんな年上の人ばかりだ︒

伊藤
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藤波

一つ一つ先輩の恩に報いたい︒

だいたいのお謡を伺ったし︑藤波先生もだいぶお疲れのよう

うことを聞いて︑

轡藤

だから︑いちおうここで打ち切りにして︑まとめるということにし

さて︑どういうふうにしますか︒

いうふうにまとめるか考えなくてはなむませんが︑十分に聴き取れ

たいと思います︒弟さんのほうで前半のほうはだいぶ手痘しをして

揮藤

一応お謡をいただいたということですね︒いっか来たら︑藤

④政治生活に悔いなし

武田

﹇孝生氏に﹈さっき︑藤波派ができなかったことが残念や︑

なかったところもあるような気もします︒

俊也

あるか︒

轟わないほうがいいな︒それは挫折したわけだ

そうだ︒

ない︒

そこから先は

波派をつくってやるつもりだった︑ということですね︒
伊藤

藤波

それについて︑残念だ︑とお考えでしょうね︒

藤波

と言うた︒政治生活を一所懸命やってきたな︒自分が一藤懸命やっ

伊藤

婁力を癸揮できんで︑残念だQ

本蟻に︑傍で見ておっても︑

から︒

藤波

俊旭

いまの発言は入れてもいいですね︒

一所懸命やってきたと思う︒い

伊藤これからの日本とか︑これからの政治について︑何かおっしゃ

ろいろなことがあったと思いますけれど︒

時代の風というものがある︒それにこだわりすぎるといかん︒

ることはございますか︒

藤波

何でも自分の目で確認して︑いいとか悪いとか喬うのならいいけれ
ど︒

視聴者参加と称しておるけれど︑半分はいいが︑半分はいかん︒

白玉藤池挙

平松薪聞よりも︑その意見が上になるということですね︒

朝B萩閣の読者欄︑みんなやっているけれど︑半分はいいけれど︑

1璽俊｛曇俊｛タ
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ておりますので︑よろしくお願いいたします︒ありがとうございま
した︒

ありがとうございました︒

それで︑量子にするときに藤波先生のお名前に肩書きをつけ

武田︑廻越

川越

藤波

武潤

藤波

伊藤

藤波

それでは藤波孝生だけにしますか︒何か滞子を持ってくれば

面白くない︒

衆議院議員︒

いやいや︒

元官房長官︒

﹁藤波孝生﹂でええ︒

させていただきたいんです︒

伊藤

こういうイメージ﹇衰紙のイメ⁝ジの紙を示す﹈なんですが︑

よかったね︒

堰口

ここに﹁元宮房長官﹂とお入れになったらいかがかと思いまして︒

ふつう皆さん︑閣瞭を経験された方ですと︑元何々大臣とお入れす
竃澤さんのものがあったんじゃないですか︒﹇撰越氏︑書類

るんですが︒

俊也

何がいいでしょうね︒藤波先生は︑﹁藤波官房長官！篇でみ

を探す﹈

武田
んな覚えているんですよね︒
武田

ロ︑宮澤篁旦オーラルヒストリー﹂の表紙のコピ⁝を示しなが

蜀会での呼び方が耳にこびりついています︒

三三藤波さんというと︑もう官房長官︑となりますね︒
耀越

入れておいて︒

﹇ここで藤波氏がメモに﹁元内閣宮蕩長官﹂と書く﹈

ら﹈三三さんですとこういう形で入れてもらっているんですね︒

藤波

これでよろしいですか︒
﹁内月一を入れて︒

川越
藤波

武沼

川越

俘藤

蠣越

それで資料としてこれ﹇先ほどの冊子﹃藤波すぴりっと﹄﹈

﹇略歴を示す﹈略歴はこういう形でおつくりしています︒

あと写真もありますし︑年譜もありますね︒

はい︑﹁元内閣官樗長官﹂といたします︒

資料と︑あと﹁ふじなみレポート﹂で﹃藤の花﹄に載せて炉

が入るんですか︒

翔越
儲藤

﹃藤の花﹄は平成十四母㎝還までなんですね︒それ以降何号

﹃藤の花駈のあと︑ずいぶんあるんじゃないの︒

ない匹号分ぐらいを収録したいと思います︒

綱越

か発行されていますので︑平松さんからいただいたんです︒それら

を載せれば︑﹃藤の花﹄以降も全部見られるようになるわけです︒

これで終わりますロ︑ふじなみレポ⁝ト﹂最終号を指す﹈と

だから全部載せたほうがいいと思いまして︒

武霞

その︑﹁長い問ありがとう﹂﹇﹁ふじなみレポtト﹂最終号の

いうのをいただきましたが︑それが載っていますか︒
川越

社長﹇俊也氏﹈に代読してもらったコメント﹇引退の弁︸だ

題名﹈というものです﹇コピ⁝を示す﹈︒

平松

平松

川越

その鱗退の謡は︑僕らがやっている最中の話ですからね︒始

はい︒データであると思います︒

それも入れさせてもらいますので︑データで送ってください︒

け探してきます︒

伊藤

まったときは︑まだやる︑執行猶予が切れたら自残覚に瑛って︑立

候補して︑というお話でしたね︒でもあれから急に悪くなられまし

たね︒初めの頃はちょっと聞き取りにくいところもあったんですが︑

だいたいわかりました︒わからなくなったのは︑つい最近のことで
俊也

いや︑今日の諾を聞いていて︑﹇藤波先生ご自身が﹈もどか

そうですね︒表年の秋ぐらいから急激に︑なりましたね︒

すからね︒

伊藤
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しいだろうな︑と思いましたね︒ご霞分でいいたいことがいっぱい
あるんだろうと思うんだけれど︑それが言葉にできない︒あんな苦
しいことはないんじゃないかと思います︒聴きながら︑こっちが苦
しくなりましたQ
︵終了︶
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．衆議院議員在職二十五年表彰晴の挨拶

挨 拶

衆議院議員藤波孝生

院議をもって永年勤続議員として表彰を賜りましたことは︑まことに身に余る光栄であり感謝にたえません︒二十五隼の永きにわ

の御指導を賜りますよう伏してお願い申し上げます︒本Bはまことに有り難うございました︒

これを機に初心を忘れず更に気分を引きしめ︑﹁至誠一貫﹂をモットーに全力を挙げて働いていく決意であります︒どうかこれからも一層

ると信じます︒

として重きをなすことになった日本が世界の中でどのように進んで行くべきか︑国の未来を冷静に見つめ国家百年号大計を確立すべき秋であ

今田︑世界は大きな転換期を迎えており︑平和の維持︑環境の保全など沢山の課題をかかえ︑その解決が急がれています︒近年︑経済大国

かと反雀致します時︑まことに慨幌たるものがあります︒

渾身の努力を重ねてまいりました︒しかしその成果について過ぎ来し方を振り返り︑どれだけの足跡を残し得たか︑棄らざることはなかった

組み今日に至りました︒霞政の中枢で働く機会を与えられ︑市場開放や行財政改革などに微力をつくしました︒また︑三重県の発展を願って

が亡んでしまうという思いでその対策に打ち込みました︒以来︑時代はいろいろ変遷をとげてきましたが︑その時その時の課題に真剣に取り

初当選を致しました当時は佐藤内閣の初期であり︑経済成長の道を進むなかで公害問題や大学紛争が深刺な影を投げかけ︑このままでは國

え下さいました︒今日の日を迎えて感謝と感激でいっぱいであります︒

進む日ばかりではなく︑時に寒風吹き荒ぶ逆境の霞もありましたが︑大勢の皆様が終始変わらぬご理解をお寄せ下さり︑私に大きな力をお与

一月︑第三十一圃総選挙に立候補し衆議院議員に初当選︑今日まで九期連続して楽選させて頂きました︒永い歳月の閣には願調に政治街道を

私は郷婁で青年運動を進めました後︑醗和三十八年四月に三十歳で三重県議会議員となり︑浜地文平先生御勇退の後をうけて昭和曖十二年

土三重渠第二区の選挙民の皆様及び全国の後援者の温かい御支援のおかげであり︑ここに心から厚く御礼を申し上げます︒

たり本院に在職し︑本日この栄誉に浴することが畠來ましたのも︑ひとえに神仏の御加護の下︑諸先輩︑二日議員各位の劔捲導と郷鞭燵︑郷

この度

2
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本日は大勢の問士の讐様がお集まりを頂きまして真に有難うございました︒ご遠方からも紀州の各地からも志摩の各地からも︑また三重嬢

の津や松阪からも東京からも名古筐からもお越しを頂いて醸くお礼を申し上げたいと思います︒またご来賓の皆解方など多数お越しを頂きま
して澤くお礼を申し上げたいと思います︒

一つの結論は次の選挙には立候補しないということで

こういう蒔期の会合は︑お︸人おひとりのご意見をよく糊ってそれから私の意見をまとめてお話をするのがいいと思うのですけれども︑そ
の手続きを省いて率直に私が今の意見を晒し上げることをお許し預きたいと思います︒

あります︒私は県会議員として昭和三十八奪に皆様方のご支援を頂いて当選をすることが出来ました︒浜地先生が七ナ歳で勲章をお受けになっ

て引退を表明されましてから︑私の政治活動は始まったといっていいと思うのですけれども︑ちょうどそれから囲十年になりました︒特にこ

こ二年くらい健康を害しまして会合などずいぶん代理出席などで失礼を致しました︒また藤波流の政治というのはどういうのをいうかという

と︑この入が相季だと思うとその人と一晩でも二晩でもその人のお話をよく偶って一体になって一つのことにぶつかっていくというのが藤波

人の候補審は規在県会議長をやっておる中川正美潰であろうと思います．また一人の

どうかお許しを頂きますようにお願いを致します︒

流でございます︒それが出来なくなった︒自分の健康がもたないものですから根気が続かなくなった︒それでは真に皆様に申し訳ないという
思いが︻杯で︑勇退を決意した次第であります︒

あとは誰を推薦するかという問題でございますが︑

候補者は僻勢市出身で国土交通省の人事課長で大勢の家族を憾めた何千人という人の運命を決め︑今度自らも翻土交通雀揚幕腿の鑑理部長に

なった三ツ矢憲生君がそうだと思います︒また一入は度会郡選出の渠会議員で今度自筆党県連の幹事長をやっておる橋川黎也繋もその一人だ

と思います︒いま致治が正常に辛い状況にあって人材といえば全部二世か親戚の者かという状況になっておる時期に大勢の候補者をもつとい

うことはとても嬉しいことです︒しかし︑今の世の中は悪すぎます︒デフレ基調からなかなか脱毛できず景気圓復は程遠いという状況であり

ます︒また︑世界一の治安大国といわれた日本の治安が素算し︑教育はまさに荒廃して学校の先生がオ講演ロしている状態の中でどうやって

子供たちの樗来を見つめていくかというのは大きな問題でございます︒医療福祉などもこのまま行けば一人ひとりの生命さえどうなるのかと

いう状況にあります︒地球の環境汚染は大きな問題でございます︒そういう状態のときに︑まさに一人ひとりの人聞の危機︑国家社会の危機︑

地球規模の大きな危機に瀕しておるときに︑あれもやるこれもやるという①では勤まらないと思うのです︒そういう意味で︸人ひとりの人間

がそれぞれの道で全力をあげてぶつかっていく時にはじめて道は開かれると思うのです︒中州看は議長として北川知事が引退をした後の野誘
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知事を助けて察政の推進にあたるべきであります︒また︑三ツ矢鴛は腱土交通省の大黒柱として成長しなければなりません︒矯川霜は愛され

る自畏覚になるためにもつともっと努力が必要だと思います︒みんながそれぞれの道で頑張っていってはじめて今日の危機が打開できると思

うのです︒霧が暗れると思うのです︒そのことを考えますときに︑屡会議員というのはまじめに⁝生懸命にやれば必ず出来ると私は自鑑をもっ

ています︒そういう意味で︑監本教和震というのはいい候補者だと思うのです︒私は山本鱈の真面目さ︑ 一生懸命やる態度を大事にしたいと

思うのです︒どうか心ある同士の皆様︑ご心配を頂いておると思いますけれども山本教瀦哲に対し暖かいこ誘導ご支援を賜りますように心か

らお腰いを致します︒東京の後援者の皆様方にも根軽しました︒そうしたら返ってくる鴬唇は﹁藤波さん長いことこ蕾労さん﹂でした︒健康

のことを皆様にはっきりと申し上げて皆様の得心がいったらどうかお暇を頂いて︑いい後継者を育てるように努力してほしい︑というお返事

でした︒全部選挙区の皆様にお任せするということでした︒有り難いと思うのです︒今馨はどうぞそういう意味で藤波孝生にお許しを頂いて

皆様方の大きなお力を次の時代に向かって乱しく展腿をしていくというお気持ちをお示し下さるように心からお願いを等し上げたいと思いま

す︒それにしましてもこれまでに賜りました管撃方のこ山導とご支援に対しY黒く潭くお礼を申し上げます︒有難うございました︒どうぞよ
ろしくお願いを致します︒

、
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夏のバラ

唐ﾌ成立というけれども︑重要法案と称するもので成立をみたのは郵政公社化関連田法案や医療保険改正法案だけで有事法

党も野党もそれぞれの犠牲者が出たにもかかわらず︑どうも自民党がよくないという結果だけが残っているような気がします︑

跨題についていろんな入が槍玉に上が午︑いろんな人がまた議席を失うという結果になりました︒しかし振り返ってみると与

暉ナ累日間延長して︑今臼が国会の最終臼です．内閣不忠任案等の駆け鱗きがあって︑いよいよ夏に入りまず︒政治と金の

庭の向日葵がうなだれて見えます︑猛暑の日々が続きますがお元気でいらっしゃいましょうか︒

5
非常に︑階くするものです︒更に頑張ることが必要です︒

藤波孝生記

ですげれども︑これだけ景気が悪くって自殺する人が年間三万人におよび︑リストラが普通になるという状況の中では﹁子供
たちの夢が生まれてこない﹂という話をよく耳に致します︒単に経済政策の失敗ということだけではなく︑日本の国の将来を

か門︐こういう仕事をしたい扁とか﹁こういうことが好きだ﹂とかいうふうに夢を描くということでなければならないと思うの

ですけれども︑﹁もう少し景気をよくしないとだめだ﹂と言われます︒それは予洪たちを見た時に﹁こういう人にな弓たい﹂と

制闘連法案も個人貴報保護法案も成立しなかったということでありますから︑国会対策としては与党のマイナス点だけが目に
たったという感じが致します︒もう少し景気回復のメドが・三ってくるといいのですけれども︑デフレ鰐策にしても税制改革に
しても思い切った景気対策にはならないというところに問題があるような気が致します︒私はよく学校の先生と議論をするの

85

暑い重どうぞお元気でお過ごし下さい軌

よ

夏バラに触れて眠れぬ夜を過ごす

七月三＋︷日正午議員会館の自室にて
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師走の言葉

平成十四年

一門月

冬のことば

に訂正

立冬が過ぎて急に寒くなってきました︑お元気でいらっしゃいましょうか︒

今︑十二月十三日の会期末に向けて五十七日間の臨時国会の真っ最中です︒北朝鮮開題︑イラク問題など対外的な問題が多

い二会になっています︒テロに対しては厳格に対処すべきだと思いますが︑どこまでもアメリカのブッシュ大統領についてい

くというのではよくない︒爲本は平和愛好国家であるということを踏まえて行動していくべきだと思います︒国内的には不良

債権処理が問題の中心になっていますが︑参議院の本会議で青木さんがいみじくも言ったように﹁君子豹変す扁ということに
こだわらないで︑小泉さんは思い切ったデフレ対策を講ずべきだと私は思います︒

秋の行事を進めてきました︒熊野朝の会︵会長森岡峯氏︶では三濾朱門先生が﹁私の教育論﹂を︑東京政研︵代表泰道正

年氏︶は読売の橋下・五郎さんに来てもらってお話を聞く︒また︑辛一月四日の伊勢政研︵代表菱田光三氏︶は竹中平蔵金融・

月五日には伊勢神宮別宮の

経済財政政策担当大臣が来られて︑講演をしてくれました︒またその間を縫って︑十月二十七日には神風館十九世窓月の生誕
百年．︑母まさの生誕九十七年のお祭りをやらせていただきました︒十一月一日はしまなみ会︒十

藤波孝生記

倭姫宮の八十年記念の勧祭りがあり︑神宮の北白刈大宮司さんなどと参列を致しました︒十二月は︷日にざくろ会︒また︑勢

議員会館の自室にて

和多気から伊勢までの高速道路の暇車線化の竣工式︑熊野尾鷲道路の起工式などが行われます︒
良い年をお元気でお迎え下さい︒ご多祥をお祈り致します︒
カガ ミ

冬菊の楚々たるさまを鑑とす

＋一月＋八資
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震

③二一七号平成十五年 七 月

あじさいの咲くとき

紫陽花の花が両に濡れて美しく輝いています︑その後は大変ご無沙汰を申し上げておりますが︑お元気でいらっしゃいましょ
うか︒

一霞の初めに爵発した通常国会は六月十八日の会期末までに︑提出予定法案の半分くらいしか成・期していないことやイラク
復興支援法案などを成立させるために七刃二季八日までの四辛日間の延長を議決しました︒

新年度の予算案を初め︑佃人情報保護法案や有事立法三法案など我が国の安全保障政策にとって意義深い国会となりました︒

﹁備えあれば憂いなし偏と首相自身が言っておられるように他屡が攻めて来ても︑見ているだけでは独立国としてどうしょうも

ありません︒来たら撃つぞという姿勢を示すことが大事だと思います︒しかし︑もし自衛隊をイラクへ派遣することになった

場合︑蛋掛けた隊員の生命に関するような事態が起これば爲本国内の反応は異様なものとなることは必至です︒調子に乗らな
いようにすることが大事なのだと信じます︒

七月ナ九日︵土︶︑午後二時から伊勢市倉町街の皇憂欝大學講堂で︑春秋講演会︵入場無料︶を開催致します︒梅原猛さん︑
白々淳行さん︑三浦朱門さんに次ぐ講演で︑元駐米大使の大河原良雄さんに﹃臼本の外交﹄を論じてもらいます︒日米の新時

議員会館の自室にて

藤波老ご生記

代︑レーガン・中曽根のロン・ヤス関係を演貞した当時の駐米大使です︒今臼の最も大事なテー．マだと確信をしております︒
是非︑ご都合をつ辱ておでまし下さい︒

日増しに暑くなりますが︑呉々もお元気で紳活躍下さい︑樹多祥をお祈り致します．
青虚や清き流れの五十鈴川
七帰三ヨ正午

3ア1

④

一一一八号

長い間有難う

あした

平成十五年九月

暑さ寒さも彼岸までと申しますが残暑はどうなりますか︑お元気でいらっしゃいましょうか︒

先日は︑朝の会︵藤波会︶の総会にご寓席を頂き膚行うございました．席上のコメントで申し上げましたように︑私は昭和
三十八年に三重県議会議員として出発しまして以来︑ちょうど閥十年︑今年七十歳で古希を迎えましたので︑今度の総選挙に

は立候補しないで引退し︑後継者には山本教和君が最．通であると考えて︑推薦致しました︒しかし︑自民党三重県連の選考委

員会は︑中選挙・区蒔．代の私と田村元さんの立場を考え︑三ツ矢憲生君︵濁土交通省航空局監理部長︶を公認するように決定致
しました︒早速︑山本君からは﹁折角藤波代議士が︑後継者として自分をご推薦頂きながら︑私の非力のために志と違う事に

なって真に申し訳ありません︒引き続き力強く政治活動を続けてまいる所存です︒﹂という申し出がありました︒ひょっとする
あだ
と私が最近健康を害していることが仇になって少し決定を急ぎすぎ︑かえって涛本君を傷つけてしまったのではないかという

事を反省しています︒どうぞ︑今後とも私の一時氏下の若い世代の代表として︑山本君や三ツ矢君をよろしくご指導下さいま
す よう︑お願い申し上げます︒

政局は臨時国会召集から解散総選挙へと向かう予定です︒私はちょうど圏十年の政治生活の間︑昭和四十二年に衆議院初当
選を果たして以来︑文教部会長として教育の醐新に取り組むまでが十年︑その後大平内閣の労働大臣︑中曽根内閣の官房副長
官︑官房長官︑自民党国会対策委員長︑中曽根派事務総長︑自民党安全保障調査会長などに至る十五年︑平成元年にリクルー
ト事件で在宅起訴されてから十五年の時間を加味して来ました︒人生の暑いヨも寒い鐸も︑皆様の温かいご理解と力強いご支

藤波老マ生記

援を頂く事が遊毛ました︒無実であるにも開わらず有罪に決定した件の執行猶予閥年がこの十焉末日で切れますので一件落着︑

伊勢市曽祢の自宅にて

全く自由な立場になります︒今後どうするかはまだ決めておりませんが︑健康第︷にして養生に努めます︒

く

本当に有難うございました．厚く厚く御礼申し上げます︒
まちなか

街中に盆劇る音や守武忌
九月二牽四日正午
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．藤波孝生民オーラルヒストリー関連資料︻覧

左記に掲げるものは︑オーラルヒストリー速記録とともに保管している資料である︒

門A︼

川和五ナ七無︶

昭和五十七隼︶

これらはオーラルヒストリーを進行する中で︑藤波氏

国民政治自暴会

インタビュアー不明︶

︹8︼

出席者：中曽根康弘・佐々木良作・宇野宗佑︒藤波孝生・便藤郁男・

昭和五十八年一月十四日録画︶

昭麹五十九年︶

門A︼
︻A︸
︻A︼
五牽自分間

紹和六十一葎十一月三例日︶

内観﹄の味方です﹂︵座談会記録

台本︵テレビ朝日

を冒指す重曹根政権﹂︵﹃月曜会レポート﹄一一〇〇

薪政経研究会

昭和五十五奪︶

一中曽根内閣時代t﹂

より提供されたもの︻A︼︑またはインタビュアーが収集した資料門B︼である︒

﹁藤波孝生氏オ⁝ラルヒスト婆⁝参考資料
︒﹁中曽根康弘﹂︵﹃露昆党つぎのドン﹄毎日新聞社
・﹁藤波孝生﹂︵講上︶

本音の政治

・藤波孝生﹁行革塵会を振り返って﹂︵﹃薪政経﹄四
・藤波孝生﹁
・﹁あまから問答﹂第露十一回

佛壇

﹃正論﹄紹和五十七年十一月号︶

・﹁与野党連会﹃中曽根
大野雑草子

・﹁全力投球一藤波内閣蜜房長官﹂︵藤波会発行

藤波孝生︶

・﹁麗会討論会﹃廷長国会の焦点﹄﹂︵N疑K総合テレビ速記

﹃労働行政執務資料隔ハ労鋤大麺

﹃労働大駆事務彊継書﹄︵昭和五十四年十一月九ヨ︶

文部省︶

藤波孝生氏インタビュー︵昭和五十六庫七月十五日

﹃政務次官引継事項﹄︵聡和縢十九年十一月

大平正芳記念館所蔵
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あとがき

本構子は平成十四奪十月六欝の第一羅から平成十六年十月七日の第十四回まで行われた藤波孝生残のオ⁝ラルヒストリ⁝の

記録である︒私はその前年来近代史料情報センターといったものを構想して︑木困宏氏や中景根元総理を通じて藤波残にお霞

にかかったが︑その後十四年に入って再度お冒にかかりインタビュ：を申し入れ︑ご了解を得たのは︑八月十四日であった︒

インタビューアーは有馬学・小池婁︻・佐道明広︒武田知己それに私︑最後の方で川越美穂も稠わった︒また藤波氏の秘書

の平松大輔氏が毎園参加して下さって︑藤波氏の発言に適切なフォロ⁝をして下さった︒最初は鷺沼知己氏︑川越美穂氏が略

歴を修ってくれ︑第四回屋からは武田知己馬が論難質問項目を作成して下さった︒テープ起しは丹羽清隆氏が担当した︒場所

は政策研究大学院大学の虎ノ門の政策研究プロジェクトセンターの会議室︑最後の一等のみは餌勢毒の藤波邸で行い︑その際
には︑奥様の邦江氏︑弟鴛の俊也氏が参加して勘けて下さった︒

このオ⁝ラルヒストリーが開始されたとき︑藤波氏はリクルート事件で有罪判決を受け︑その執行猶予申であった︒当初か

ら悪かった糖尿病が醸が進むに従って悪化され︑平成十五年の執行猶予切れを前に行われた衆議院議員総選挙に不出馬を表瞬

された︒その後艇勢に引き込まれた事もあり︑最終圏を行うまで︑約一年の間があいたが︑体調の悪い中︑最終回を行いきち
んと締めを行って下さった︒

第一國では︑伊勢の神官を祖先とする麹菓子屋の長男としてのお生まれから︑中学での野球少年時代︑また父の跡を引き継

いだ俳入として︑家督を継ぐ約束での早稲照大学入学︑そして雄弁会入会︑大学生活を終えて帰郷し憩菓子屋を継ぎながら︑

一方で青無団運動をし︑その間に結婚︑県議会議員にトップ当選︑一期の途中で弟の俊也氏に家業を継いで貰って︑浜地文平

引退の跡を受けて衆議醗総選挙に出馬して当選︑森清派︵後園田派︑義挙根派︶に属して文教委員の一人︵自民党の文教部会

にも︶として議員生濡を始め︑やがて親しくなる竹下登についてという所までをお話下さった︒十一月十二羅の第二蟹では︑

少年時代︑大学時代の想い出を詳しく補足された後︑新人代議士時代の神道政治連盟のこと︑科学雪辱政務次官︑本会議進行

係︑党政調会水藍部会︑文部政務次官のこと︑門新風館﹂二十撹宗匠を継承したこと︑大平正芳に感銘を受けたこと︑河野洋
平残と政治工学研究所を作ったこと︑中曽根派のことなどをお麗きした︒

続く十二月十冒の第三回では︑私学助成の成立までの苦労のこと︑それを推進した文教族のこと︑学校主任凝度のこと︑政
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治工学研究所の中から河野洋平氏を中心に新自由クラブが結成されたがそれに参加しなかったこと︑中豊根派内部のこと︑新

自由クラブ不参加の政治工学研究所参加者を中心に派閥横断の新生協議会一薪生クラブを組織したこと︑曜和五十二年から

﹁ふじなみレポート﹂を月一園発行し始めたことなどをお話し下さった︒平成十五年に入って︑一月八日の第四回では︑三木・

福膿内閣期のお謡を︑寮生クラブのお話を中心に︑党の近代化︑派閥問題︑ご自分の選挙基盤︑薪聞詑者との関係︑党票連︑
四六答串︑大平・福田の対抗︑大平内閣での政調副会長などについてお器を伺った︒

第二次大平内鴎での労働大駆に就任の事などの

二月二十︸日の第五園では︑引き続き世一クラブのこと︑大平正芳︑牛尾治朗との関係︑都知事選で十二を鐙こうとしたこ
と︑ソ・中との関孫︑大平・福二匹十鑓筑争の祭の中曽根派︑曜和五十四隼

お話があった︒四月八Bの第六回では︑労働大臣として労働組合の幹部をはじめ各方面に入間関係を拡大していったこと︑そ

の中での薪露記者との鷺係︑シルバー人材センターを作ったこと︑昭麹五十五年総選挙最中に大平首根の急死で鈴木内翻が成

立した際の状況や党の副幹事長としての行動︑餌東外務大臣の辞職問題︑中曽根行管庁長官の行革と土光氏のこと︑憲法改正

と零露神社問題について︑昭和五十六年の中曽根売り込みの訪米についてお話し下さった︒続く第七回目五月七日︶では︑霧

頭に政策研究大学院大学︵政策研究続yのこと︑そして︑醐幹事長時代の行革問題から窟僚主義のこと︑更に藤波氏の中学校

義務教育廃山論の優麗のこと︑解離根内翻樹立のための尽力︑中雷根内閣の組閣と後藤賑聖慮長官の下での官房副長官への就

伍︑困難討論会への毎回繊席︑申蒙根首相の訪米への随行の際のこと︑その前の韓蟹訪問や中川一郎の農殺問題︑安闘正篤と

の関係などを話して下さった︒続く六月三日の第八慰では︑窟樗副長官の時代の﹁文化と教育に関する懇談会﹂︵後の教育臨

調に続く︶を中心に総理大臣の私的諮問委員会のこと︑照中元総理のロッキード判決をめぐる懇題︑行革審や國鉄昆営化問題︑

中曽根総理とのASEAN訪錫︑続いてのウイサアムバーク・サミット︑各国首脳の来日︑昭和五十八年十二月中総選挙︑二
階堂内閣論と第二次中心根内閣の成立︑そして窟房長官への就任のことなどを聴して下さった︒

七月置員の第九園と八月五日の第十回では︑官房長官時代のお話であった︒副長窟時代から五年間翼HKの国会討論会に毘

席し九こと︑靖国神縫参拝のこと︑窩雪雲との関係︑中曽根総裁再選のことの他色々語題になったが︑健康状態のこともあって︑

短いお答えが多かった︒特に官房機密費問題などでは詑憶が薄れて居られるのかとぼけて居られるのか禅闘答のようになった︒

％枠突破︑中瞥根首樽のソ連行︑アメリカで

九月牽八日の第十一回と十月十六日の第十二園は︑大変にお⁝兀気で︑第十一回では御自身の政治哲学についてのお舐があり︑

この二回は官務長官時代から會民党蟹対委員長時代の諸問題︵売上税︑防衛費

のサミットでの題題︑貿易摩擦瞬題︑教育改革︑圏鉄営営復︑長寿歓会薄策︑靖蟹神社参拝︑天皇在位六ナ年式典︑衆参岡時

選挙と中曽根総裁の任期一琿延長︑薪康由クラブの解党︑皇室問題懇議会など︶についての質問にお答えいただいた︒

十一月十二日の第十三圓︵この時は議員を辞められた後で︑伊勢からおいで下さった︶では︑露見委員長時代の特に売上税

375

問題を中心に︑派潤の世代交代︑．中螢根内閣から竹下内閣への移行︑そして中曽根派の事務総長としての活動︑安全保障調歪会会長

としての猛動︑そしてリクル⁝ト事件への連座についてお話を伺った︒この醸の終ったときに次回を十二層十八霞と決めて︑その日

おいで下さったが︑翔鳥お話しをなされる状態ではないということで︑延期とした︒その後入院され︑私としては︑十三回までを纏

めて冊子にするつもりでいた︒しかし藤波民はどうしても最終圓を実現したいというお気持ちがあり︑約㎝年後の平成十六年十尾七

謎に伊勢のご自宅で行うことにした︒その第十四回では︑サクルート事件の公判のこと︑政治家としての四十年を振り返っての感想

などをお話し下さった︒ただ声を出されるのも苦しいという状況で︑お話しされたいことがあるのに十分にお話しになれないもどか

しさを聞毒手の方でも強く感じるという状態であった︒聞き取りもかなり難しく︑奥様︑弟さん︑そして平松浅の助けをかりてかろ

うじて録音︑文字化することが出来た︒とにかく予定されていた最終曝を終えられたということで深くご安心の御様子であった︒こ

隆

の間事情は︑速記起し撹当者が注記している︒なおこの闘︑平成十五年七月に︑有馬学︑小池聖一︑佐道明広︑武田知己︑川越羨穂︑

石田雅春の諸氏と俳勢に無い︑事務所にあった検察から押収されて瑛ってきた段ボール四十箱をお預かりし︑その後自宅から押収さ

れたもの約十箱︑そして議員をお辞めになって議員会館を閉められたときに︑そこにあった書類をお預かりして︑現在それを整理中
である︒お話の内容を補充するものになると確信している︒

苦しい申をお話し下さった藤波氏︑一緒に聞き手になって下さった上記諸氏︑速記起しのベテラン丹羽湾隆氏に厚くお魏を申し上

げる︒また蔚子化にあたって︑川越美穂氏が担当して下さった︒そして元秘書の平松大輔氏が協力もて下さった︒ご函人に︑さらに

月三十 ︸ B

事務的に支えて下さった三條薫さん地事務局の皆さんにも感謝の意を表する次第である︒

二〇〇五年

政策研究大学院大学教授

伊藤

︐
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