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2004年8月25日（水）

開始時刻

14：10

終了時刻

16

開催場所

政策研究大学院大学
政策研究プロジェクトセンター

：

40

【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）

伊藤

隆（政策研究大学院大学教授）

佐道：明広（中京大学助教授）

記録・有限会社ペンハウス

神門恵子

第7回インタビュー質問項圏

か︒先生ご自身はこれに関与されたのでしょうか︒また︑ここで言わ

が︑防衛庁としてはこのグループとどのような関係だったのでしょう
2004年8月25日

れている﹁総合安全保障論﹂についてはどのように見ておられたので
しょうか︒

七九年三月に︑永野陸幕長が極東ソ連軍の増強に触れて﹁防衛計画の

防衛課から調達実施本部に移られる前に二ヶ月間︑計画宮付システム
分析室長を兼務しておられますが︑この点についてご説明いただけま

大綱﹂．の修正問題について講演の中で言及したり︑十一月には葛品前

ます︒とくにP13Cは国産化が議論されていた経緯がありますので︑

どのように見ておられましたか︒

綱に関してこういつた批判が制服組から出されていたことについては

相場制の下での高額な装備品の購入には大変ご苦労されたと思いま

七八年六月︑防衛庁調達実施本部契約第四課長に就任されます︒変動

ういった問題でしょうか︒

任された時点で︑とくに重要課題であるとお考えになっていたのはど

七九年十一月には防衛局調査第二課長として防衛局に戻られます︒就

十銭に急騰︑十二月には二百三円に急落するなど変動も激しい時期に
防衛産業の利益率を前年の実績を下回らないようにという方釘がでる

調査部課長に就任された直後︑ソ連のアフガニスタン侵攻事件がおき

ないか︑という議論も当然生じたと思います︒こういつた問題も含め

防衛計画の大綱にある国際情勢判断について改める必要があるのでは

ます︒デタントの終焉を象徴する事件であったといわれるわけですが︑

七八年十二月置大平内閣が誕生します︒大平首柑はみずからの政策を

かお願いします︒

て︑ソ連のアフガニスタン侵攻問題に対してどのように対応されたの
一つが﹁総合安全保障研究グループ﹂でした︒猪木正道氏を座長に︑

具体化するために九の政策構想グループを立ち上げますが︑その中の

など︑対応すべき問題が多かったと思いますがいかがでしたか︒

7

す︒特にこの時期︑中東の問題もあって︑円が十月には百七十五円五

6

その点も含めてお願いします︒

すが︑空・海各幕僚監部の考え方や選定の経緯などについてお願いし

防衛課時代︑F−45︑P⁝3Cの選定と導入に携わられたとのことで る議論が極東ソ連軍の増強を背景にして主張されるようになっていき
ます︒この時期は調達問題で忙殺されていた頃だとは思いますが︑大

と批判するなど︑﹁防衛計画の大綱﹂に関して修正の必要性を主張す

統幕議長が基盤的防衛力構想を﹁脱脅威論﹂であって﹁平和ボケ﹂だ

すか︒

5

1

2
3

4
高坂正尭氏が実質的には中心となったといわれる研究グループでした

7

2004年8月25日
第7回

なっておられましたか︒

ではなかったとは思いますが︑この問題についてはどのようにご覧に

極的な防衛庁という図式で報道がなされています︒直接ご担当の問題

の格上げも要求し︑日本政府内ではそれに応じようとする外務省と消

とくに中期業務見積について︑その早期達成だけでなく︑政府計画へ

この時期︑米カーター政権は臼本の防衛力増強を強く求めています︒

8
れていますが︑これと関係があるのでしょうか︒

しょうか︒十二月二日に総合安全保障関係閣僚会議の第一回が開催さ

れます︵〜八三年七月︶︒これはどのようなことを担当されたので

八○年十二月二日︑調査第二課長のまま内閣官房内閣審議官を兼務さ

9
いつだ方針で計画策定にあたられたのでしょうか︒

画の立案に当たられることになったわけですが︑鈴木内閣の下︑どう

八一年二月︑防衛局謙画嘗に就任されています︒中業計画︑中期防計

10
いします︒

ど重要なものがありますので︑今回は以上のような問題を中心にお願

※このあと︑日米首脳会談での﹁同盟﹂問題や﹁シーレーン﹂問題な

舗問題について先生は関与されていたのでしょうか︒

研究対象となる法令の区分などを明らかにしました︒こうした有事法

いた有事法制について防衛庁は﹁有事法制の研究について﹂を公表し︑

計画窟に就任されたすぐ後の四月二十二日︑七〇年代末以来検討して

11

8
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でも︑だいぶ涼しくと言ってはいけませんが︑少しよく

暑い中を︑ありがとうございます︒本当に暑い︵笑︶︒

ｶの国防白書﹂等送付した資料の説明︶
伊藤

宝珠山
なったように思います︒

味を持っていたということで︑報道されたのがノートの中にありま

したのでお持ちしました︒捨てていただいても結構でございます︒

それから︑次が幻の国防白書︵昭和四十四年九月十一日の朝日

新聞の記事︶です︒これは中曽根︵康弘︶さん以前ですが︑有田

︵喜一︶さんのときに用意をしていたものです︒これは朝日の篠

原記者だと思いますが︑すっぱ抜いたんです︒

そうですね︒三九・五度というのとは︑ちょっと違います

伊藤

伊藤

海原︵治︶さんかな︑また︒

ね︵笑︶︒

海原さんも関係しているかもしれません︒そのために︑

宝珠山

その中でマラソンをやる人もいるんですから︐︵笑︶︒

宝珠山

います︒古い資料の中で︑二〜三回自に申し上げた﹁防衛諸計画

げましたが︑﹁﹃防衛アンテナ﹄等参考図書冒録﹂というのがござ

た後で入りたいと思います︒資料としてお手許にコピーを差し上

宝珠山

音ベースではないかと思います︒治安出動などというのを︑かな

のかなと思っております︒だから︑中碧潭白書よりもはるかに本

宝珠山

僻藤

なくなつちゃったということですね︒

宝珠出

伊藤

ポシャらせるためにリークしたんじゃないかと︑これは

そういうことになると︑ポシャるんですか︒

ポシャりました︒

伊藤

佐道確かに︒
宝珠出さんは︑だいぶ体を鍛えられたんでしょう？

宝珠由

伊藤

私の独断ですけれども︑ポイントの部分がこんな形で︵出ていま

そうはいかないですよ︒

宝珠山

の体系化﹂を図るに際しての︑それ以前に統合幕僚会議などで研

り表に出しているわけです︒このときの情勢というのは⁝⁝︒

す︶︒

伊藤 防衛庁の内局では︑兵隊さんみたいにやれないですね

究していた資料ということで︑私の独創ではないんだと︑従来か

あ︑六九年だからね︒ちょうどいちばん︒

あ︑出ちゃっているわけですか︒

らも先輩達がいろいろ工夫をしていたという資料がございました

伊藤

七〇年問題の︒

︵笑︶︒

ので︑この中に入れてございます︒このほか︑もし興味のある方

佐道

質問事項をいただきましたが︑これまでの一部を補足し

がご覧いただければというようなものもございます︒これ︵手書

宝珠山

ﾔ接侵略に対処﹄明記﹂ということで︑﹁防衛論争に新発火点

この記事の書き方をご覧いただくと分かりますように︑

そういうことを証拠立てるものとして︑ご唱いただける

じゃ︑前から白書をつくるという話はあったんですね︒

ええ︑出ちゃいまして︑中曽根さんが来るまで手がつか

きのメモ︶は私がつくった冒次か何かだと思いますけれども︑お
ありがとうございます︒

持ちしました︒

伊藤

か﹂ということで⁝⁝︒

それから︑新聞の切り抜きの関係なんですが︑﹁計画作

宝珠山

伊藤

火をつけたんじゃないですか︵笑︶︒

成のための統合方式﹂の中に︑幾つかおもしろいのがございまし

「『

りませんが︑抜かれたためにポシャつたという経緯のあるもので

て︑これはPPBS︵朝B新聞の記事︶︑前にご説明を差し上げ 宝珠山 火をつける書き荷なわけですね︒このためかどうか分か
たことがあると思いますが︑大蔵省︑経企庁など各省庁が大変興

9

（「

す︒おそらく私の知る限り︑防衛白書あるいは国防白書と言われ
るもののいちばん最初で︑出来のいいものだと思うんですが︒

報告書というのは︑誰が書いたということを書かないもの

緕ｵ〇年に改訂された﹁米国国防省のPPBSの概要﹂︶

伊藤
宝珠山

ですか︒

伊藤﹁一名参加﹂と書いてある︵笑︶︒

それは︑ご存じだったわけですか︒

宝珠山

ちゃんと印刷の形になっているということは？

伊藤

おりますときに︑そういう経緯があったわけです︒どなたが書い

佐道

ここに書いてあるんですが︑名前は書いていません︒

たかも︑私はとても知るような地位にはありませんでした︒ぺー

部内で配付したんでしょう？

はい︑部内で配付しました︒﹁取注﹂にもしてありませ

伊藤

宝珠山

﹁秘﹂にする性格ではありませんけれども︑﹁取注﹂ぐら

押してある︒

伊藤そうでしょうね︒じゃなかったら︑きっと﹁秘しの判子を

んから︑興味のある人には誰でもということだと思います︒

宝珠山

ペーの部員でございます︒

ぶち上げたときですね︒

はい︒﹁中言根構想﹂という言葉は入っておりませんで︑

伊藤

い押すんですが︑それもやっておりませんので︒

紙であります﹃朝雲新聞﹄の中でございまして︑裏表で一ページ

宝珠山

ですが︑研究されるようなことがあれば役立つかと思いまして︑

それから︑これと関連して四次防の問題の経過︒これはノート

あります︒これ︵別の資料を示しながら︶もそうかもしれません︒

に留めなさいという意味で︑あちこちいろいろの文書に︑押して

います︒

はい︒これはしかし﹁秘﹂とは違いまして︑登録されて

それさえ押しておりませんので︑かなり配ったのではないかと思

いるわけでもありませんので︑注意喚起に留まります︒これには

宝珠山

でも︑﹁取扱い注意﹂というのは︑よく出てきますね︒

伊藤

それは︑別に抜かれたというあれではない？

伊藤

これは︑むしろ宣伝したほうがいいわけですよね︒

宝珠山

宝珠山

こちらは︑広報として︒﹁中曽根構想﹂も広報として出

しているものです︒その中のかなりの部分を幽してくれたという

人員増というようなことをやっております︒

算取りをやるわけですね︒予算取り︑それから人間取りですか︑

過程が全部残っておりましたので︑手書きで読みにくいと思いま

ね︒この前はポイントの部分だけをご説明しましたが︑その作成

それから﹁随時見直し﹂の関係を︑この前ご質問がありました

ええ︒だけど︑先ほどのように各省庁ともこの関係で予

ことです︒この中で﹁中沼根構想﹂は抜かれたものではなく︑

もご参考になるかもしれないということで︑お持ちしました︒

これは︑私が幽張に行ったときのPPBSの報告書です︒これ

れたというような経過がございます︒

﹁幻の国防白書﹂は抜かれたものです︒抜かれたことによって潰

俘藤

って報道しているものであります︒

画の体系化確立﹂ということで︑今まで説明したような資料を使

次は︑同じく﹃朝雲新聞﹄に報道されたものですが︑﹁防衛計

持って来ました︒

﹁取扱い注意﹂︒﹁部外秘﹂といいますか︑業務に使うだけ

トリチュウというのは︑︐何ですか︒

ぐらい使っているということです︒

﹁新防衛力整備計画﹂ということで出ております︒これは︑部内

宝珠山

伊藤

﹁中置根構想﹂の現物です︒

年四月二十九日︶が︑この前お話を差し上げたと思いますが︑

次︵新防衛力整備計画原案を発表一﹃朝雲新聞﹄1昭和四十六

いや︑私が書いたということではありません︒防衛課に
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すが綴じておきました︵﹁基盤的防衛力﹂整備の考え方の作成過

いうことであります︒

宝珠山

総合安保もまた︑両用の考え方があって︒

ですが︑国会想定問答の関係︑残っておりますのを︑一部︑議事

伊藤

これは︑すごい︒

程資料︶︒

佐道

コピーしたものに︑さらに書き込んでいますね︒

そうです︒それから︑私どもにはあんまり興味がないん

定業

あらかじめ︑つくってあるものもあるんですか︒

前の日のものと⁝⁝︒

想定問答は︑やっぱり前の日につくるんですか︒

録自体が入っておりますが︑お持ちしております︒
傍藤

はい︑次々に直しながらやるということがあります︒
この字は？

宝珠山
伊藤

宝珠山

掛藤

私です︒

これは︑﹁秘﹂と書いてあります︒

宝珠山

伊藤

前の日のものは︑実親なんです︒背景的に申し上げます

宝珠山

﹁秘しですけど﹁登録秘﹂ではありません︒﹁登録秘﹂で

宝珠山

できるだけやるわけです︒

もいらっしゃるわけですが︑日頃の人間関係を通じて質問取りを

ったくそれをしない先生もおられます︒政府をいじめるという方

う質問取りをやります︒レクをしてくれる先生もおられます︒ま

質問者が決まりますと︑そこに行って﹁何を質問しますか﹂とい

と︑各省庁とも国会の中に小さなオフィスを持っておりまして︑

配る人は︑こんなのを抜かれたらすぐ分かるから︑何人

この﹁秘﹂は︑注意喚起ぐらいのものですかね︒

すと︑番号が入っています︒

伊藤

宝珠山
こういうのは危ないですね︑青焼きは︒

かしか配ってないですね．．

伊藤

劣化するという意味ですか︒そうです︑そうです︒

伊藤

宝珠山

だんだん︑何にも色がなくなってしまう︵笑︶︒

宝珠山

その質問取りは︑誰がやるんですか︒課員がやるわけですか︒

伊藤

早く別のものに刷り直したほうがいいですね︒

かなければくれない人もおります︒そうでない普通の人ですと︑

に行っても教えない人もいます︒意地悪に教えないで︑全然明後

とでオープンにしてくれます︒それは︑分かれます︒質問を取り

紳士的な方は︑質問者が決まりますと﹁何時に集まれ﹂というこ

たとえば︑私どものような人間関係を築いている人が行

佐道

コピーしたほうがいいですね︒

その中で﹁随時見直し﹂の表現は︑こういう形になって

伊藤

宝珠山

これは︑落とされたやつですね︒

います︒

伊藤

日の︑全く別のことを質問するようなことを言っておいて︑当B

ええ︑落とされましたが︑こういう形でこの中に入って

宝珠山

ゃいます︒

国会を混乱させて︑自らの得点にするというような方もいらっし

になりまして政府側が予想しないような質問をすることによって

もともとは︑ですね︒

おります︒

伊藤

はい︑そうです︒もともとというか︑原案の中に︒それ

ここにあります想定問答というのは︑実問ではなくて︑あらか

宝珠山

から︑後ほど話をすることができるかと思いますが︑総合安保な

おく︒実問が入って来たら︑ぴったりというか︑それになるべく

地悪に考えながら答弁をつくって︑部内で事前に意志統一をして

じめ﹁こういう質問が出るんじゃないだろうか﹂と︑なるべく意
はい︒これがいま総合安保などで︑若干出て来ていると

これも︑なかなか難しい問題ですね︒

どということにつながっていく関係省庁の協力条項がこちらです︒
伊藤

宝珠山

眉
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話です︒

バッハッハ︑分かりました︒このときは︑本務は室長なん

伊藤

合うやつを探して答えるという形になるかと思います︒

滋藤
ですね︒

自分たちがやっていることですから︑どこがいちばん弱い

かというのはよくお分かりですよね︒

形式的にはそうですね︒室長のほうを本務にしないと給

宝珠山

しかし︑この申にいちばん弱いところを入れておくと︑

で︑防衛課にも兼務していたわけですか︒

宝珠山
伊藤

料が上がりません︒

それはそうですよね︒

これ自体抜かれちゃうとひどい目にあいますから︵笑︶︒
伊藤

実質はほとんど防衛課の仕事なんですが︑システム分析

宝珠山

だから︑これもなかなか難しいんですよ︵笑︶︒弱みを

宝珠山

員も︑全部一緒に長いことやって来た人たちですから︑私がそこ

ことですから︑全部分かってますので︒システム分析室に居る室

サーチの名前を変えただけです︒ちょっとかっこよくしただけの

ので︑まったく分かっているわけですね︒オペレーションズ・リ

室をつくること自体もやりましたし︑その編成もやっております

分かりました︒

見せないようにということであります︒
僅藤

圏計画官儲シ器アム分析室暴

に室長にいるか︑いないかに関わらず︑実質的にはそういう仕事

本題でございますが︑いちばん最初は防衛課から調達実施

伊藤

ないんです︒

二ヵ月の問に︑何かやれということではないんですね︒

をしておりますので︑負担になる性格ではありません︒
宝珠山

伊藤

本部に移られるのが五十三年︒そのときに移られる前ですね︒
はい︑二ヵ月ほどだったと思いますが︒

計画官付システム分析室長ということをやっておられますが︒

宝珠山
伊藤

分かりました︒その次に課長になる前段階として︑それを

伊藤

これは︑前から申し上げておりますオペレーションズ・

宝珠山

普通ですと六月ぐらいかもっと早く︑どこかの課長にし

やったんですね︒

宝珠山

リサーチを総括する課に準ずるもの︵室︶をつくったんです︒
このときにつくったんですか︒

なければいけないんですね︒しかし︑国会の関係などがありまし

伊藤

宝珠山

てなかなか引き抜けないから︑それではかわいそうだから給料だ

いえ︑このときではありません︒その一︑二年前だと思

いますがっくりまして︑先ほどのPPBSを防衛庁内において推

そうですが︒組織の中にいると︑そういうことがあります

けでも上げる方法を考えたということになろうかと思います︒

伊藤

進するコアにしょうとしたものです︒
そこの室長を⁝⁝︒

わね︒

伊藤

宝珠山

宝珠山

はい︑そこの室長に︒防衛課が確か四年ぐらいたったの

でどこかに追い出そうということだったんですが︑なかなか追い

手当てが付きますのでね︒

わけですが︒

今度は︑長年おられました防衛局から調達実施本部に行かれる

一遍ちょっと中二階に驚いて︵笑︶︑課長というわけですね︒

はい︑平部員と課長とはずいぶん違いますから︒管理職
出せないということで︑すぐ隣にシステム分析室の部屋がありま

僻藤

給料を上げてくれたんです︑室長ですから︒それだけの

これはまあ︑人事のやりくりの問題ですか︒

したから︑その境目に兼務で勤務することになったんです︒
伊藤

宝珠山
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その次の質問項目の2の関係︑どうしましょうか︒

國新戦闘機選書作業を担幾
宝珠山

ひとつその間に商社が噛むわけですね︒三機種にしぼられまして︑

米国企業の競争になるわけです︒特徴は︑F−15が米国空軍機︑

F−14が米国海軍機︑F−16はF115よりも性能は劣るけれども安

いという特徴を持っている飛行機なわけです︒この三機種が争う

わけですが︑価格がすごく高いということで︑なかなかすんなり

そのほうが先なんだな︒先というか︑前の続きですよね︒

傍藤

アメリカの側で争うというのは︑要するにこれの売り込み
宝珠由

まあ︑売り込みですね︒売り込みと考えていただいてよ

ですよね︒

俳藤

とはいかないということがございます︒

F−15新戦闘機の選定作業の経緯とP−3C︒

その関係も︑これも話しだすと長くなつちゃうんですが

じゃ︑先にそっちを話していただけますか︒

宝珠山
：陰：曾︒

伊藤

からライセンス生産しようというのが︑基本的に流れとしてござ

新戦闘機の選定は︑国産というのはありませんで︑世界のどこか

作業の経緯と今後の方針について﹂を見ながら︶F−15すなわち

くという状況がございます︒︵ブルーの小冊子﹁新戦闘機の選定

でずっと流れるわけですけれども︑なかなか決着がつかないでい

きかけるというのもございます︒これはおそらくチームをつくっ

宝珠山

くて︑政治家ということになりますか︒

伊藤

宝珠山

滋藤

それは結局︑日本の商社を通じて競争ということですか︒

います︒その中でフランスなどの飛行機もあるわけですが︑予算

ていると考えていただいていいと思います︒政治家に働きかけて悪

宝珠山 F115とP−3C︑私が四年問いる間︑長いプロジェクトろしいです︒

を取って調査団を出し︑調査をして︑米国の機種にしぼります︒

い例としては︑過去にFX戦争とかいう中で汚職があるとか︑ない

ということがよくあるものですから︑警戒はしているわけです︒

政治家に働きかける人もいますし︑技術的に運用者に働

そうすると︑働きかけるのは航空自衛隊とか防衛課ではな

だいたい日本の商社を通じます︒

三機種あるわけですが⁝⁝︒
それは︑どこがやるんですか︒

伊藤

伊藤

宝珠山

宝珠山怖いです︒

はい︑F115にしましてもF114にしましても︑すぐ一兆

円ですからね︒その他いろいろやったら︑すぐに⁝⁝︒一年じゃ

宝珠山

額が︑とてつもなく大きいですね︒

怖いですね︒

協力してやるわけです︒主導は︑原則として防衛課です︒防衛課

伊藤

それは︑防衛課でやるんです︒防衛課と航空幕僚監部が

の航空自衛隊担当になります︒

三機種にしぼられていくわけですが︑三機種になって今度は米
国内の企業の争いになるわけですね︒

ありませんよ︒十数年にわたるものですけれども︑いったん決め

もちろん︑それに対応する日本側の企業も対抗関係になる

伊藤

たら行けるというわけですね︒その生産に参加していると︑同じ

差じゃないんですね︒○か十．．

争いはきついものですね︒洩れるかどうかというのは︑金と銀の

く臼本の各企業も十年かそれ以上食えるわけですから︑なかなか

わけですね︒

B本側の企業は︑二股かけたり︒

それは︑あります︒かけたりしながらやりますが︑もう

そういうのもあるんですか︒

宝珠山
伊藤

宝珠山
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それらを比較していったのが︑たとえばこういう形でオープン

活かされております︒

そうなんです︒

にしているわけです︵﹁新戦闘⁝機の選定作業の経緯と今後の方針

もうオール・オア・ナッシングですね︒

宝珠山
これは︑厳しいな︒

伊藤
憐藤

について﹂十一〜十三ページ︶︒効果がどうだ︑コストがどうだ

しかし︑それを筆才の防衛構想に最も合い︑ライフサイ

宝珠山

というようなことですね︒

0婆が減勢していきますので︑いまこれで四個−航空隊の数で

これは︑何故必要かということを説明するものとして︑F−1

クル︑運用期間のト⁝タルを通じて最も安いものということで費
用対効果ということをいろいろ言いながら︑選定作業を進めるわ

すね︵同十三ページの表︶︑五十二年には五個隊ありますのが︑

けです︒

だんだんとこういう形で減っていきますと︑﹁それを補充するた

その基準というのは︑しかしそう簡単に具体化して﹁これ

伊藤

めには︑ここらあたりからFXを入れなければいけません﹂とい

だしというわけにいかん基準ですよね︒

いきませんけれども︑それしかないですね︒

うようなことを説明して︒

宝珠山

伊藤

伊藤

それはそうですけれども︑それをどういうふうに具体的に

あてはめるかということになると︑非常に難しいのではございま

宝珠山

と︑撃墜率などという一つの効果が嵐ますね︒経費は︑また同じ

手方の航空機の性能を入れて幾つかのパターンで戦わせていく

の︑貰ってきたというか提供された性能データを入れますね︒相

たのが︑オペレーションズ・リサーチなんです︒これに︑各機種

宝珠山

うようなことです︒

これ︵二十四ページ︶は︑さらに他の航空機などの性能比較とい

る空域がどういうところなのか︑といったことを示しております︒

能比較ですね︒高く上がっていけるのかどうか︒戦闘行動ができ

宝珠山

伊藤

ええ︑もうこれは生産されておりません︒

これは︑生産停止になっていくという意味ですか︒

せんか︒

く積み上げていけばよろしいわけですが︑初度の航空機の購入費

伊藤

F−！04J︒

は安いけれども︑あとの維持費が高いとか︑いろいろなものを全

宝珠山

はい︒それに︵使える︶非常に重要なツールになりまし

部含めなければいけないわけですが︑もちろん人間の給料もコス

を全面的に信用していいかどうかということについては疑問があ

向こうが提示した性能もよろしいんですけれども︑それ

その性能というのは︑向こうが提示した性能ですよね︒

それから︑ここら︵同十五ページ︶あたりが航空機の性

トの中に含めなければいけません︒

るんです︒これは︑得てして非常にいい性能を提示して︑実際に

は出なかったという経験をもっているわけですね︒

教育もですね︒

宝珠山

佐道向こうは︑売りたいわけですから︒

伊藤

システム分析でもよろしいですが︑オペレーションズ・リサーチ

宝珠山

はい︒それらをある条件の中で見積もる手法というのは︑

でも構いませんけれども出来ているわけです︒それは︑コストの

うことをテストするために︑調査団を派遣します︒

したがって︑提示されたものがそのとおりであるかとい

見積もりの仕方もありますし︑性能の見方もあるわけです︒PP

宝珠山

全部︑出来ている飛行機です︒もう何年かたっている︑

BSあるいはシステムズ・アナリシス︑OR︵オペレーション 伊藤 ははあ︑そうですが︒もう出来ている飛行機ですか︒
ズ・リサーチ︶というもので積み上げてきたものが︑これらには
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米軍では実運用されている飛行機でございます︒

伊藤

はい︒﹁愛機﹂という配置にしていて︑要するに自分の

あ︑そうなんですか︒

宝珠山

担当部位はすぐ見て分かるぐらいに︑できればやりたいんです︒

それだったら︑比較できますね︒

宝珠山

そういうものなんだそうです︒同じF−15という機種ではありま

伊藤

トについても同じように米軍にデータがございますので貰ったり

しても︑個性があるんだそうです︒

そういうことをやりながら効果のほうの確信を得︑コス

しながら︑比較をしていくということです︒

伊藤

そのほうが修理も早いし︑分かるということだと思いま

じゃ︑その飛行機にくっついている人が必要なわけですね︒

伊藤

宝珠山

飛行機というのは︑何年かに一遍オーバーホールするわけ

ですね︒

す︒話は飛びまずけれども︑優れた医者は︑顔色を見ればその人

はい︑これは飛行時間ですね︒何百時間飛んだらという

宝珠山

たい一機︑六十人ぐらいがついているんです︒

も︑そういう種類の整備というのを部隊はやっております︒だい

の健康状態が分かると言われるようなものかと思いますけれど

ええ︑だいたい数ヵ月かかりますからね︒

それはまた︑すごいコストがかかるわけですね︒

のが普通です︒

伊藤
宝珠山

伊藤

はい︒だから︑パイロットは一入で飛ぶことはできない

えエッ︑そんなについているんですか︒

傍藤

宝珠山

んです︒六十が多ければ︑五十とか四十とか︑それは機種によっ

ですから︑何百機か持っていても︑実働している実際にす

ぐ飛べる飛行機というのはそんなに多くはないわけですね︒

宝珠山

て違いまずけれども︒

部隊に配備されているのが八罰ぐらいじゃないでしょう

か︒正確ではありませんけど︑およそそのぐらい︵残り二割ぐら

佐道

宝珠山

一機一機に︑チームになっているわけですね︒

い︶が工場で整備されているということになります︒
それはすごいですよ︑八割だと︒

一機一機ですが︑各々の機に六十人付けるというのは困り

伊藤

そうでしょうね︒

それは分かるけれども︑もう少し分担できないかと︒

先ほど︑選定に入る前にアメリカの三機種と︑あとヨーロ︒

ッパのというお話がありましたけれども︑初期の段階でフランス

佐道

﹁A︑B︑Cはこのチ⁝ムで﹂とかいうことは︑要請します︒

宝珠山

佐道

ますからね︒逆にいうと︑防衛課の内局サイドの考え方ですけど．︐

部隊に配備されていて︑今度は部隊の整備がありますの

配備されているということは︑つまりすぐ⁝⁝︒

いや︑部隊に配備されているのがですよ︒

常時八割というと︑かなり高い率ですね︒

宝珠山

佐道
伊藤

宝珠山

で︑もう少し落ちると思います．．

あ︑そういうものですか︒

とかヨーロッパのほうの機種が落ちたというのは︑最初に性能や

伊藤

宝珠山

費用の段階で問題が⁝⁝競争にならないということでしょうか︒

はい︒今おっしゃったオーバーホールなどというのは部

隊ではできませんで︑製造工場に持って行って︑ある意味で分解

宝珠山

うことで︑世界の飛行⁝機の中で入手可能性のあるものを全部リス

最初は︑こういう必要性がいっからどのぐらいあるとい
修理ですね︒

それ以外に︑定期的な点検があるわけですね︒

トアップします︒これは︑文書情報によることになろうかと思い

伊藤

宝珠山

ます︒まずそういうことを頭において︑飛行機を生産している企

それはもう部隊で︒これは一回飛んで戻って来たら︑全
部やります︒
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オーケーしましたところで︑その段階でオープンしてもらえる資

性能のいいのを使いたいという形になるのかなと思うんですが︑そ

も︑使用者側の航空自衛隊とすれば︑ごく単純に考えたらいちばん

基本的に防衛局主導で選定をされるということですけれど

料を入手することになります︒スウェーデンとか︑フランスとか︑

れは費用の問題とか最初から納得してやるものですか︒

佐道

アメリカとか︒アメリカの場合には数社になりまずけれども︑と
宝珠山

業か国かに﹁調査の要請を受けますか﹂という申入れをしまして︑

いうことをやります︒それを持ち帰って来てもう一度︑物差しに

ことはありません︒私どもは﹁費用対効果﹂と言っているわけです

リリースしないといったら︑これはどうにもなりません︒たと

っと下だったら﹁要らないんじゃないか﹂ということに︑これは費

から︑性能がオーバーしていて高くて⁝⁝︒航空自衛隊の任務がも

性能だけがいいということでは︑航空自衛隊も主張する

合うかどうかをスクリーンにかけるわけです︒

えば︑そのときソ連に言ったって売ってくれないでしょうし︑や

積み上げていく︒ある段階に来たところで候補機種をしぼること

ータの提供︑できれば試乗する︑というようなことをやる段階を

ースするなら︑さらにこういう調査をしたいという詳細な追加デ

方まで見ることはできませんので︑これはやっぱりプロの世界で

けれども︒効果についても︑防衛局で性能と︑戦わせる戦闘の仕

宝珠山

伊藤

用対効果の申で算入済みとお考えいただいていいと思います︒

になりますが︑このときにはライセンス生産した場合のコストを

す︒それから︑事故率ですね︒これらは︑向こうから貰ってくる

ってもおりませんけれども︵笑︶︑リリースするかどうか︒リリ

おおまかに計算せざるを蕾ません︒そうしますと︑日本の場合に

以外にないです︒事故率というのは︑コストにかなり関係します︒

航行時間の長いものは︑必要ないわけですからね︒

は米国とのライセンス生産の経験というのは豊富でございますの

伊藤

佐道

ヨーロッパの飛行機を日本が購入したら︑アメリカとして

それはそうでしょうね︒

以外にないんです︒米軍も起こっています︒確実に事故は起こる

宝珠山

しかし︑そんなものを向こうがきちんと出しますか︒

そのあたりになると︑ちょっとまた別の議論になりまず

で︑やはり有利になりますね︒

傍藤

んです︒事故が起こらない飛行機もないし︑軍隊もないんです︒

だって事故が起こっているわけですから︑出してもらう

は諜常に不愉快でしょうね︒

話が少し飛びますが︑F−15はエンジンニつですね︒F−

まあ︑そうですね︒

伊藤

不愉快であると思いますので︑私どもは調査に行くわけ

宝珠山

宝珠山

ﾍエンジン一つです︒エンジン一つの事故率と二つの事故率は

です︒なるべく値下げしてもらおうと︒アメリカだと決めちゃっ
たら：：−︒

どうかというようなことも︑比較せざるを得ないんです︒やっぱ

もしかしたらフランスのを買うかもしらんぞ︑という態度

撰藤

り一般的には一つのほうが高いです︒しかし︑安い︒効果が同じ

なのかどうかですね︒じゃあ︑F115とF116をハイ・ロi・ミッ
そうです︒だから︑やるわけです︒それは︑本音ベース

宝珠山

クスはどうだというようなことも︑当然議論にはなるわけです︒

はい︒F−15を五ナ⁝機︑F⁝16を五十機でどうかと︒結果

的にはなりませんでしたけれども︑そういうことも議論せざるを

宝珠山

混ぜるということですか︒

はその通りだと思います︒それ故にやるといってもいいわけです

そうならないようにですね︒

全部アメリカの書い値でやる必要はないですからね︒

伊藤

宝珠山

佐道

ね︒私どものほうの立場としては︒

が必要ですよね︒
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飛行機でなければだめかという議論はできますね︒そういうこと

すね︒だから︑数としてはいいと︒じゃそれを︑全部最高水準の

防衛上︑必要だという計算が別途あるわけですから︑数としてで

トータルとしては同じ機数︑何百機というのはどうしても霞本の

得ないんですね︒ハイ・ローこ・︑ックスと言っていますけれども︒

宝珠山

けですか︒

佐道

上だと思います︒

分もなるべく取ってくるというような︒向こうは︑それを承知の

ませんが︑航空機だけじゃなくて基地のあり方とか︑その他の部

二十入ぐらいとか︒最初は数人からスタートしますけれ

そうすると︑調査団はかなり大規模なものになっていくわ

もやっております︒

F−14︑F−15︑F−16という場合に︑F−14は海軍機でど
すも
よ︑パイロットも一人では行けませんからね︑試乗するという
ようなことになりますと︒

佐道
ね︒海軍機を採用するかどうかということは︑いろいろ考慮の対

伊藤

発年代的にも似通っていますので︑候補機種には挙がるんですね︒

宝珠山

伊藤

か︑行かなければいけません︒

宝珠山

はい︒整備関係とか︑コストの関係とか︑調達の関係と

しかし︑海軍機の場合には空母に着艦するというようなことから︑

ろいろ比較をやっていくと︑自動的に答えが出てくるというもの

かなりいろんなプロが行かなければいけませんね︒

象になるわけですか︒

陸上運用よりもかなり頑丈に出来ているということなどから高い

ではないのでしょうか︒

機能的に非常にF−15と似通っているし︑世代的にも開

とかありますし︑これは感情的な問題ですが︑空軍は空軍同士の

宝珠山

すと︑今度は財政当局としてはなかなか︑﹁いかにそれをうまく

防衛庁としては︑ほぼ出てくるわけです︒しかし︑経費

なかなか決まらないというのは︑さっきのお話のようにい

ほうが︑というようなことはあります︒しかし︑これは選定理由

が数千億ぐらいなら早く済みまずけれども︑一兆円とかになりま

調査の場合に︑たとえば使用者がいますよね︒米軍だけで

にはなかなか挙げられませんが︑それはあります︒

佐道

それは︑今も同じです︒たとえばミサイル防衛について︑﹁ど

が頭の中にあるわけですよ︒

はなくて︑たとえばF−16にしろF115にしろ︑使っている国は他収めるのかね﹂という質問をぶつけるわけですね︒一パーセント
今はあるかもしれませんが︑当時はなかったかと思いま

にもあるわけですよね︒

宝珠山

よ﹂ということなんですが︑当時も変わりませんですよ︒まあ︑

衛庁予算の申で劇って来い︒他の予算を食うようなことはだめだ

こで入るんだ︑どこか削ってこい﹂とか︑﹁おまえのところの防

じゃ︑米軍での使用状況はもちろん見に行かれるわけですか︒

今よりも楽かもしれませんが︑なかなか︒だいたい航空機の単価

す︒日本が最初だと思います︒

開示してくれる限りにおいてですね︒だんだん絞って来

佐道

宝珠山

にして︑F−4は二十数億ですが︑これは百億を超えるわけです

て︑見せないと損だと思うようになると︑見せてくれるんですね︒

佐道

から四倍になるわけですよ︒四倍のをほぼ同じ機数買うとします

逆にいうと︑それをやるとうまくいくかもしれないという
段階で？

宝珠山

は当然の心配をするわけですね︒

と︑防衛予算が立ち上がるわけですよ︒だから︑財政当局として
そうです︒そこで︑スパイといってはいけませんけれゼ
も︑なるべく盗んで来なければいけないですね︒これは︑機種選

伊藤

いちばん問題なのは︑財政当局ですか︒

定過程の技術の問題だと思いますけれども︒スパイ行為ではあり
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もそうですよ︒﹁航空自衛隊の中でも戦闘機だけに高くとられちゃ

宝珠山

けど︒

とか︑そういうことが反映する余地はあまりないように思います

傍藤

今の説明だと︑そこに商社の働きかけとか︑政治家の圧力

うと︑ミサイル部分がへこまされないか﹂という心配をするわけ
宝珠山

いとは言えないと思います︒

まあ︑これは財政当局と経費等の問題ですね︒庁内的に

ですね︒輸送機部分はどうだとか︑警戒管髄部隊は任務だけは二

得ないわけですが︑そこのところに政治家が入ってくる余地はな

とか︑そういう問題を部内でもまた抱えているわけです︒だから︑

伊藤

それはきれいに説明しておりますので︑そう言わざるを

十四時間与えられながら十分に整備してもらえないんじゃないか
部内の予算のバランスとでもいいますか︒新しいものを追加予算

宝珠山

になるわけですね︒田中さんだって五億ですよね︑言われている

一機一億積むとすれば合計百億になりますね︒その一割でも十億

どういう形で入ってくるのかは分かりませんけれども︑

そうですが︒

で買ってくれれば問題ないわけですが︑そんなところはどこにも
ないですから︑合理化努力を要請されます︒

伊藤値段というのは交渉できないものなんですか︒

金で五億です︒母体が大きいですから︒そのコストにちょっと積

いや︑交渉します︒

宝珠山

でしょうか︒

むだけです︒自分が有利であると思えば︑積めばいいんじゃない

宝珠山

僻藤

これは︑商売の世界で全部やっていることだと思います︒

伊藤するんですか︒
えば十年間に百機買いますと︒これを当初の醐練はどうしてくれ

宝珠山

そうですね︒ましてやこういう大型の商談だったら︑それ

はい︒だから︑だんだん候補機種を絞っていって︑たと

るか︑整備についてはどうか︑ライセンス生産については何⁝血目

伊藤

←よ：：：o

そうですね︒

からどの程度のパーセントできるか等々︑条件を示してビットを
求めるんですね︒で︑最後にはそれを信ずる以外ない面がありま

宝珠山

やる気があれば︑僅かに乗っけるだけでペイしますね︒

すが︑チェックした上で費用対効果の計算をしていくということ

採用されれば︒そこには︑入る余地があります︒だって︑差額が

と︑自らやればいい話ですね︒﹁うちの場合には︑ここにもう少し

うだ﹂﹁あそこは︑こんなに安い︒しかし︑性能は落ちるはずだ﹂

分たちで﹁この機種は︑こんな価格のはずだ﹂﹁俺のところはこ

のが分かっているので︑彼らもプロですから︑三機種について自

一円なんていう差じゃないですから︒三機種決まっているという

になります︒だから︑先方も安く出さなければ落ちるわけですか

いや︑財政的にもではないですか︒

軍事的には出ます︒

結局︑いろいろなデータをやっていけば自動的に結果は出

ら︑懸命にやっていると思います︒

伊藤
ると︒

宝珠山

伊藤

乗せたとしても勝てるよ﹂と思えば︑そうすればいいわけですね︒

財政的にも︑出さなきゃいけないですね︒積み上げがで

宝珠山

伊藤

なかなか決まらないというのは︑選定作業が難しかったか
きない場合︑追加的に⁝幾ら貰えればいいのか︑それはどうしても

らですか︒

宝珠山

一千億なりを追加しなければならないのかどうかというようなこ
とを︑体系的に納得できるように説明する技術ということになろ

問題とか何とかいろいろなことがありまして︑金が欲しい政治家

分かりませんねえ︒そのあたりは︑ちょうどロッキード
うかと思います︒
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というぐらいの感じの方もいるかもしれません︒だから︑それは

もいたかもしれませんねえ︒金を持って来たところに決めようか︑

うか︑この時期は︒

俘藤

ていくということがあります︒

そうでしょうね︒

かりませんけれども︑農本はやっぱり基本的なデータが少ないで

宝珠山

やっぱり電子⁝機器の分野では︑まだ弱いということでしょ

分からないです︒決定は︑国防会議の事項ですから︒
佐道

でも︑国防会議に上げるときには︑もう決まっている？

弱いのかどうかといいますと︑なかなか私は細かくは分

伊藤

すね︒とくに豪時ですと︑対ソ連の艦艇に関するデータ︑潜水艦

に関するデータというものの蓄積がなければ︑単にセンサーとし

そこで切り換える？

宝珠山

て優秀であるだけでは作戦能力が高いということにはならないで

決まっているというか︑国防会議に上げて︑いちゃもん

がっかないようにきれいに仕立てていくのが︑私どもの仕事です

っているわけですから︑﹁米国と同じ機種であれば︑そのソフト

そこにいきますと︑米軍の場合にはそれをたくさん世界的に持

すね︒

上げる過程でなかなか︒公式にはともかくとして︑﹁慎

だから︑そこまで上げてしまえば︑もう⁝⁝︒

からね︒

伊藤

宝珠山
佐道

と言われると︑これはもうアウトですね．︐ですから︑最初から積

しかし︑日本独自のものであるならば︑それはちょっと無理だね﹂

ウエアを提供できるよ︒インターオペラビリティーも高くなるよ︒

たりしましたものね︒

み上げなければいけなくなるわけです︒そのデータの蓄積という

重に検討しろ﹂とか︑言い方はいくらでもできますわね︒

宝珠山 そうです︒白紙還元とか︑PXLがそうですね︒いまF

のは︑持っている艦艇の数とか︑潜水艦もたくさんデータを蓄積

昔々の国防会議では︑決まっていたことが︑ひつくり返っ

X中心にお話をしましたが︑PXについては当初︑国産というの

しているでしょうし︑長い期間にわたって太平洋上でおそらくや

伊藤

っているでしょう︒

が走るわけです︒零本の航空機産業としては︑PXLは輸送機の
戒⁝機というのは︑輸送⁝機に哨戒用の電子⁝機器を積むといったよう

宝珠山

系統ですが︑こちらは戦闘機なわけです︒PXLというか対潜哨
な種類のものですから︑YS−11を開発したりしている技術を活

が違うんですね︒そういうものではないかと思います︒

日本の潜水艦は︑そんな遠くまで行けないですからね．．．

かして︑日本でも自己開発したいという希望を持って立ち上がる

伊藤

宝珠山

これは︑防衛課から調達実施本部に移るということは︑

次が︑調達実施本部に行くわけですが︒

國契約第四課長への異動経緯

お話︑よく分かりました︒

そうなんです︵笑︶︒だから︑蓄積しているデータの量

わけですが︑それがPXLなわけです︒これが︑ロッキード社の
関係でいろいろ絡んでいたのかと思いますが︑P−3Cを製造し
ているロッキード社が民間⁝機にも売り込みをしているというよう

なことがあって⁝⁝︑当然のことながらいろいろと販売活動をや
っていると思われるわけです︒

伊藤

れなんですか︒

t9

︑途中で︑中身のソフトウエアについて︑B本では開発できない
という覇断を海上幕僚監部のプロフェッショナルがやるわけです

宝珠山

流れは全然ありません︒

ね．．それが決定的な理由になりまして︑P13Cのほうに変わっ

流
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伊藤

ただ単なる人の配置の問題だけですか︒でも︑この前から

のお話だと︑いまのような⁝機種の選定から⁝⁝︒

百社について全部︑調本契約四課長が采配を振るうわけではあり

ませんよ．．プライムの下請け︑孫請けじゃないところはだいたい

宝珠山 この中に︑﹁F⁝15とP13Cの国産品初痩調達の回想仕切らなければいけないんです︒
宝珠山

そこまでやるんですか︒

史﹄を編集するので﹁このタイトルで書いてくれ﹂という要望が

七賢

傍藤

ありまして書いたものがありましたので︑お持ちしたということ

宝珠山

︵案︶﹂というのが入っております︒これは︑﹃申央調達五十周年

でありますが︑契約四課での仕事についてのポイントというのは︑

ら︑各社もらえなくなつちゃいますから︒その問題を仕切って︑

いま伊藤先生のご質問は︑﹁傭故︑おまえは二ヵ月ぐらいでシ

で︑上のほうの人たちも初めての調達ですから︑しかも︑今まで

為替問題をなんとか乗り切っていかなければならないということ

プライムだけではありません︒プライムだけでやらせた

プライムだけではないんですか︒

はい︒

だいたいこの中に集約できていると思っております︒

ステム分析室長からこっちに行くのか﹂ということに関わるかと

おりますように︑変動椙場制の中でどうやろうかといって全然進

初度調達を担当する課なんです︒それで︑ご質問の事項にも出て

かと思います︒

ど︑﹁あいつが︑空いてるようだ﹂ということがあるのではない

たものかということがあったのだと思います︒そのときにちよう

るけれども自ら手を下すという性格ではありませんので︑どうし

思いますけれども︑契約第四課というのはF−15とP−3Cの国産 に経験してない臣大なプロジェクトということで︑懸念はしてい

んでないんです︒そういう中で︑誰かこの問題を処理できる人間

お話を伺ってなんとなく︑選定から始まって調達までずっ

とつながっているなと思ったんですが︒

伊藤

を探していたと考えていいのではないかと思います︒

さんという調達実施本部長ですが︑これは私︑人事第一課長時代

宝珠山

探していた人間としてここに書いてございますのは︑玉木清司
の上司だから知っているわけです︒それから︑総務担当副本部長

伊藤

宝珠山

それは私︑選定作業に携わったことが関係しているとは

やっぱりそういうこともあるんですか︒

そうなんです︒

というのが航空機課時代の吉繊︵実︶さんなんです︒この二人が︑

﹁あいつを連れて来て︑この仕事をやらせよう﹂と考えたとして

ていたということはあると思いますがね︒決まってからは︑調達

も︑不思議ではないんです︒これ︵F−15とP−3C︶は︑選定過 思いませんが︑航空機課時代と︑二人の上司となる人がよく知っ
程でもいろいろありますし︑最先端技術を習得できる材料でもあ

は選定作業とは関係ないんです︒

團F−掲とP3C柵塵調達の契約記法

りますので︑各社も虎視眈々とシェアをたくさん取ろうと構えて
これは各社ではなくて︑一社がやるわけではないんですか︒

いるわけです︒

俣藤

伊藤

プライムは一社です︒F⁝15の場合には三菱重工︑P−3
Cは川崎重工となるんです︒しかし︑この下にだいたい五百社ぐ

おると︒

宝珠山

らいの下請けがあります︒だから︑機種が変わるごとに自分はど

宝珠山

調達は︑性能も何も関係ないんです︒

しかし︑性能とかいろいろなことを︑ある程度よく知って
こを取れるかによって︑十数年間の仕事量が決まるわけです︒五
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伊藤

そうですが︒全然違う仕事ですか︒

ったらマージンの何乗かになるわけですね︒だから︑○・五だっ

たとしても︑一・〇五を掛けていけば大分高くなるわけです︒

全然違います︒もう決まったものを買うんですから︒決

宝珠山

それを避けるために︑五百社全部についてはやりません

プライムのところに輸送させる契約にするんです︒

けれども︑分けられるところまで分けるんです︒それを調達して︑

宝珠山

そうですね︒

伊藤

そうです︑もう実施だけの︒

これは︑名前の通り実施の過程ですよね︒

まったものを︑予算の範囲内で買わなければいけないんです︒
解藤
宝珠山

もはや政策官庁のところ で は な い ？

そうですが︒

伊藤

僻藤

ないです︒

たとえば︑それに参加したいと思っている企業がそれぞれ

宝珠山

佐道

だけどこれは大変ですね︒決まったルールがあって︑それ

伊藤

見積もりをとって︑しかもそれをちゃんと出来る能力があるかど
そうです︒

うかとか︑実績も検査をされたりとか︒

を実施していくのだったらいいですけど︒
ある程度決まっているんですが︒

宝珠山

F⁝15の時︑あるいはP−3Cの初度調達というのは︑ル 佐道 膨大な作業ですね︒

でも︑工夫しないといけない︒

宝珠山
伊藤

宝珠由

宝珠山

そうですね︒だから︑機種が決まってから各社︑受注競

争に既に走っているはずなんです︒おそらく選定過程でも走って

いると思います︒先ほど︑商娃の話がありましたけれども︑商社

ールがないところ一完全にないというわけではありませんけれ
繰り返しになりますが︑その初度調達というのは2の①に書いて

は単に自分で売り込むだけではなくて︑受注したときのバックマ

ども︑最初のレールを敷くのが初度調達の特徴なんです︒だから︑

ございますように︑誰がどの部分を分担生産するのかというのを

け負っているはずなんです︒分かります？

ージンの他に︑今度は下請け企業にライセンスを取るところを請

契約は︑プライムとやるわけではないんですか︒

まず決めなきゃ︑契約交渉しようがないですね︒
伊藤

佐道

それを︑それらとの関係で全部やっているわけです︒二

そうか︑そこで商社が入ってくるわけですね︒

宝珠山

佐道

います︒その取次ぎをやる権限を持っているのが︑商社ですね︒

はり商社じゃないでしょうか一と︑理解していただいていいと思

契約なりをしなければならないという情報を持っているのは︑や

中でやるには︑米国のどこそこの企業とライセンス契約なり技術

たとえば︑F1！5の場合には五百社とか言っていました

はいはい︒

宝珠山

宝珠山

プライムともやりますが︑プライム以外とも別々にやり

ます︒搭載通信電子機器などは︑電子機器会社と契約するほうが

が︑五百社よりもつとあるかと思いますけれども︑日本の企業の

そうですが︒プライムに全部任せちゃうと⁝⁝︒

安いんです︒

伊藤

それをやつちゃうと︑高くなるんです︒

そうです︒五％マージンを取られちゃったら︒でしょ

そこでマージンを取るわけですからね︒

宝珠山
伊藤

宝珠山
︑つ？・

そうですね︒

股かけているのもあると思いますよ︒それらとの関係で技術をも

伊藤

宝珠山

う持ったところについては︑これはそこしか行けないですね︒

マージンのマージン︑孫請けのマージンが入っています
ね︒それに下請けのマージンが入って︑プライムのマージンが入

2喋

2004年8月25日
第7回

伊藤

そこだけが技術を持っているというのがあるでしょう？
佐道

変にヘソを翻げられたら困りますね︒

宝珠山

まあ︑そういう人もいないと言ってもいいかもしれませ

宝珠山

んが︑法律上の権限を持っている人は強いですよ︒

はい︑それを使用する以外にないんです︒しかし︑そう

いう形のものができていくのは︑調達の実施過程に入って︒もち
伊藤

そうですね︒権限は行使しないと︑権限じゃなくなるから

ろん︑企業としては事箭に準備はしているでしょうけれども︑最
︵笑︶︒

佐道

後の決着をつけるのは調達実施に入って初度契約をやった時で
す︒ですから︑初度契約︵の準備期間︶というのは一年でも足り

伊藤バッハッハ︒．

いや︑権利を持っていても使わない国もあるんですが︒

ないぐらいなんです︒それを︑私が行くときには六月だったと思

佐道

もうひとつは︑これがいちばん大きかったんですが変動為替に

そういういい人が通産省でみてくれるといいんですが︑そ

いますが︑なかなか進まないでいるところだったわけです︒

んやはり関心を持っているということは︑頭においておかなきゃ

うはいかないわけですね︒そういうわけではありませんが︑皆さ

いけない︒したがって︑この三つの問題を捌くのはなかなか︒

なりまして︑これをどうするかということ︒それまでの契約条項
では︑企業は受けられないという状況でございました︒これは︑

儲藤

危ないことも危ないですね︒いろいろ誘惑もあるで七よう

後ほど説明させていただきます︒

が︑F−15の百態要言というような飛行⁝機を受注して︑もし事故

ましたから︑帳簿価格は確か二億ぐらいの話だったと思うんです

負担を争う裁覇が続いておりました︒これはF−104でござい

申に三菱の名古屋航空機製作所で事故がありまして︑これの危険

俳藤

るようなことをやっていますと︑刺されますね︒

ら一今みたいというわけではありません︑この前から話題にな

脅されることはないですけど︑重みたいに飲み食いしてたりした

宝珠山

三社争っているし︑部内だっていろいろありますので︒

し︑脅しもあるでしょう︒

が起こった時にはどうするかという問題︒これはP−3Cも同じ

宝珠山

それともうひとつ︑変動為替相場になって︑リスクヘッジ

それから︑もうひとつ難しい問題としては︑数年前に飛行試験

なんですが︑それを﹁今までのようなやり方では請け負えません﹂

儘藤

そうです︑刺されますよ︒脅すといったって︑私なんか

という︑三つの問題がありました︒いずれも滞っている申で︑着

ができない？

宝珠山

いいです︑いいですよ︒

これ︑もう少し時間をかけていいですか︒

まあ︑そうですね︒

任して数日からこんなことをやらされました︒
胃が痛くなりますね︒

伊藤・佐道

俣藤

宝珠山

宝珠山

僕の胃が痛くなって済む話ではなくて︑裁判所が絡む︑

財政法が絡む話ですね︒それから航空機分担の問題は︑航空機産

伊藤

伊藤先生の質問に行く前に︑製造分担を決めないとその

じゃ︑初度調達︒

3番目の問題︑まず最初に⁝⁝︒

業政策として当時の通産省が絡んでいるわけです︒

宝珠山

話もできないかと思いますので︒﹁3．﹂の問題はかなり技術的な

これは︑やっぱり通産が発言して来ます？
宝珠山

問題ですが︑ライセンス生産をしたいという中で︑なぜライセン

伊藤

けれども︑しかし最終的には航空機製造事業法によって許可をする

ス生産をするかというと︑技術を習得できる部分が企業にはある

こちらの決めたことをそんなに発言する権限はないです
権限を持っていますので︑挨拶をしておかないことにはやっぱり︒
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いる民間機のほうにも使いたいという本音のベースもあるわけで

わけです︑これだけじゃなくて︒ここで得た技術を︑別途やって

かと思います︒これは︑私の推測です︒

術が認められ︑受注ができるようなことになっているのではない

だけど︑それは分かりますね︒

伊藤

るんだから︑コスト的に合えば発注してもいいよ﹂というような

すね︒したがって︑単に航空機の製造の作業量だけではなくて︑
この争いで︑細かいところまで決められるわけではありません

ことになるわけでして︑その信用や実績を持てるということは︑

米国にしてみれば︑﹁戦闘機の技衛でちゃんとやってい

が︑いよいよになりますとそういう1技術の名前は覚えていま

戦闘機生産だけで得る利益の他にプラスαがあるわけですね︒

宝珠山

せんけれども︑その後︑民間機を含めて製造技術の申で重要な位

伊藤

製造工程で学べる技術がたくさんある部分に参入したいわけです︒

置を占めている﹁強度を持ち︑軽いものにする﹂ということで︑

というものが︑かなり含まれている可能性もあるわけですね︒
宝珠山

あります︒今はもう民間⁝機ではかなりの部分をB本がつ

じゃ︑アメリカの飛行⁝機の中に聖母の会社がつくった部分

ネットみたいなのを侮枚も重ねて焼き付ける技術があるんだそう
です︒

伊藤

くっています︒

宝珠山

フーン︒

宝珠山

傍藤

伊藤︒佐道

して形を整えるんだそうですね︒それを︑この技術では薄いペー

宝珠山

あ︑そうですが︒

パーを貼り合わせていくことによって︑翼など丸くなったり︑平

計したものの製造をやるというのも︑やっています︒

従来のものでいきますと︑こういうの︵角材︶を削り出

たくなったりしていますが︑それを薄い板を多層に貼り合わせる

はい︒開発の共同もありまずけれども︑向こうで開発設

それは︑ボーイングだ︑ロッキードだと雪口づてて⁝⁝︒

で︑太平洋を越えているんです︒

ことによってつくる技術が︑このときに重要な争点でした︒

にして︑A社はその部分をしのんだらどうですか﹂というような

ずつにしようかとか︑あるいは﹁この部位は小さいけれどもB社

めるということになりまして︑最終的にはじゃあ︑何パーセント

というか意見があるわけですね︒それらをかなえながら分担を決

になるほうが望ましいのでどうかしてほしい︑というような要望

と︒産業技術として︑日本の中でも一社独占ではなくて競争状態

けですね︒通産省に聞きましても︑﹁なんとかしてやってくれ﹂

いからその技術を学びたいというのは︑分かる︵理解できる︶わ

らやるんですか︒

伊藤

決着でしたけれども︑九月ということになります︒

宝珠山

佐道

僅藤

長期的に見たらメリットがあると︒

ああ︑そうか︵笑︶︒

けですから﹁安くして﹂ということになるわけですね︒

宝珠山

んですね︒

そうですが︒それは結局︑こういうところの技術の蓄積な

ことをやることになります︒その部分をいちばん大きく争ったの

宝珠山

傍耳

が三菱と川崎でしたが︑両社にうまく了解を得てというのが︑い

ころはやらざるを得ませんでしたね︒契約の相手方が実質的に契約

そういうことになると︑両者がーーたとえば二社が少しでもい

ちばん大きな問題でした︒その後おそ5く︑両社とも民間機で米

四課長になっていますので︑補佐が決めるものじゃな．いんですね︒

まあ︑下のほうでいろいろやりまずけれども︑最後のと

そういう会社と交渉して分担を決めるというのは︑課長自

そういうことで︑製造分担の問題というのはぎりぎりの

私のほうから言いますと︑そういう技術を蓄積できるわ

国の航空⁝機産業と分担生産などをやっていますが︑そこで得た技
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伊藤

あ︑そうですが︒

そうですね︑形式は別です︒

担当重役と四課長で︑だいたい決まり？

がら︒最終的には︑代表権を持った担当重役です︒

偉藤

はい︒だから︑後ほどまた申し上げるかもしれませんが︒

宝珠山
宝珠山

これは︑おもしろい︒こういう話は︑今まで聞いたことが

最終的には︑本部長が決裁します︒

別ですけど︑実質そこでやつちゃうと︒

もうひとつ上もいるんですよ︒
伊藤
宝珠山

でも︑契約官といいますか︑契約担当者は課長なんですか︒

宝珠山

伊藤

伊藤

化するかどうかということになると︑本部長が全部はできません

ない︒

いや︑それは違います︒違うんですが︑それをうまく消

から︑結局実質的に課長ということでご理解いただきたいと思い

そういう形で︑製造分担のほうはいちばん争点だった︑

その後の航空⁝機製造技術の中核になる部分について﹁大岡裁きだ﹂

宝珠山
もちろん︑契約書は？

ます︒

伊藤

といって喜んでおりましたが︑うまくいきまして︑装備局−こ

これは︑本部長名です︒その種の資料が若干残っていま

宝珠山

業ごとにやる土台ができるわけです︒その前に︑各社はそれぞれ

工と川崎に通知をしております︒これによって︑原価計算を各企

イプにもなりまして︑決済を終えて二十八日に本部長から三菱重

れは通産から来ている方が局長なわけですけれども︑通産とのパ

滅多に見られないと思うんです︒

ぜひ︒

すけれども︑お持ちしたほうがよろしいですか︒
佐道

宝珠山

そうですね︒ぜひお願いします︒もう時効でしょう？

に自分の見込みでやっている部分もあると思いますけれども︑こ

伊藤
宝珠山

こで確定するということになります︒これが九月ですから︑もう

もう古いから大丈夫だと思います︒もう破棄するやつを

ファイルに入れてあるだけなんです︒あれ︑保存期限が確か五年

ぎりぎりなんです︒

宝珠山

それと並行して進んでいたのが︑︵﹁F⁝15とP−3Cの国

騒為替リスク問題

間なんです︒終了後五年たつと破棄するんです︒破棄の判子を貰
いに来ることがあるんですが︑﹁それを︑俺に寄越せ﹂と言って
ぜひ︒

いるだけの話です︒
佐道

それは︑ぜひ見たいですね．
その中には︑たくさんの部晶リストも入っているわけです︒

伊藤

俘藤
宝珠山

宝珠山さんのところで最終的に決めるときに来る相手は︑

産品初度調達の懸想し︶の﹁婆︐しの為替リスク問題なんです︒

俳藤

ういうことになったんですか．．

その前に︑さっきお話のありました危険負担の問題は︑ど

会社でいえばどういうランクの人が来るんですか︒

宝珠山

航空機ですか︒それは︑後ほど﹁5．﹂で︒為替リスク

宝珠山

問題というのは︑七月六臼に﹁おまえ︑この問題を担当しろ﹂と

最後のときの担当重役は︑三菱の場合は東条︵輝雄︶さ

んが見えたんじゃないかと思います︒だんだん上げていって︑私の

ろが総括的にあるわけですから︒というのは︑為替リスク問題と

ところでやって枠組みを与えるべきなんです︑調整量というとこ

いうことで来るわけです︒本来︑為替リスク問題というのは他の
それは︑部長とは折衝しますよ︒何度も意見を交換しな

それはそうですね︒

ほうも︑部長でオーケーしておいて上で崩れても鑓りますからね︒
伊藤

宝珠山
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いうのはF−15にもP−3Cにもありまずけれども︑他の部分に全せんよ．．たとえば五⁝機ぐらいがそういう形で入ってくる︒これは︑

議論もありましたけれども︑これはいろいろやりましたけど︑誰

七百億となる話で大きいわけですね︒資本金だって吹っ飛んでし

も責任をとれないんですよね︒会計検査院にも楕詳しましたけれ

部絡んでいるわけですから︑全般の制度を担当するところでやる

このときの従来からある特約条項というのは︑﹁為替で差益が出

ども︑イエスともノーとも言わないんです︒

まうかもしれない話なわけです︒それには耐えられないというこ

たら︑全部返しなさい︒差損が出たら︑おまえが負担しろ﹂とい

偉藤

べきなんですが︑﹁おまえ︑やれしということでまいりましたの

う条項なんです︒それを︑平気で呑んでるんですよね︒私みたい

とであります︒で︑﹁為替予約をしたらいいじゃないか﹂という

に外から行きますと︑﹁こんな不条理なことを︑よくあなた方は受

調達もたくさんあるわけですね︒

で︑これもやらざるを得ませんし︑やっております︒

けていますね﹂︵笑︶ということになるんですけど︑それを受けて

宝珠山
伊藤

政府調達も少ないですね︒やっぱり防衛がいちばん大き

だけど︑外貨を使うのは別段︑自衛隊だけではなくて政府

いるんですよ︒しかし︑今までは受けられましたけれども︑こん
なりますと大部分が為替絡みなわけですよ︒下請けに行きまして

宝珠山

いです︒

も︑上に行きましても︒そうすると︑損が出ると⁝⁝︒それから︑

俘藤

な大量の為替を︑最初の初度調達でライセンス生産ということに

今までと違って激変しているわけですから﹁これは受けられませ

関係の輪入というのは︑あんまりないんですか︒

防衛ぐらいなものですか︒

ん﹂ということで︑経団連の防衛生産委員会も含めてですけれど

宝珠山

商社などを介しますと︑商社が全部やつちゃいますから

いやいや︑そんなことないじゃないですか︒いろいろ政麻

はい︒

も︑とにかくなんとかしてほしいという要望が上がってくる︒

ね︒だから︑商社は先物でやって︑リスクをヘッジすればいいわ

けです︒だから︑予約鰯度があるわけです︒予約でできるものな

これ︑輸入するものが多いということですか︒

ら︑予約をやればいいんです︒予約の領収書でコスト討算すれば

伊藤
宝珠山

いいんです︒しかし︑これだけ大きいプロジェクトになりますと︑

そうです︒最初のものは︑航空⁝機のライセンス生産の最

初は向こうで生産されたものを分解しまして︑持って来て組み立

いて初めて成り立つんですね︒今はもう大きくなったでしょうけ

当時そういう予約⁝⁝予約というのは︑ドルを売り買いする人が

てる︒だんだん小さいものにしていくことによって学んで︑その

ど︑当時はまだ︵先物市場が︶小さかったのかもしれません︒そ

あと︑時間が一年︑二年たちまずけれども製造を始めるんです︒
だから︑最初の部分は米国での労務費といいますか︑製造部分が

うすると︑﹁五年間後ぐらいまでの予約なんか︑できるか﹂とい

多いわけですから為替で払う部分が多いわけです︒
支払いをしなければならないわけですね︒

うことになるわけですね︒いまおっしゃった政府調達なんていう

伊藤

宝珠山

のは︑せいぜい一年でしょう︒

日本に金が落ちないんですね︒ということで︑外貨建て
の費目が多いということになります．．だから︑最初のうちは輸入

一年ぐらいですと予約市場も安定しているというか︑相

場があるかと思うんですが︑取引が少なくなるともうリスクヘッ

宝珠山

そうか︒

伊藤

最初の部分は︒ただ︑十五⁝機ある部分の全部じゃありま

それじゃ︑ほとんど輪入ですね︒

に近い︒

伊藤

宝珠山
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ども︑できたとしてもべらぼうにヘッジを取られて︑ディーラー

だから︑予約の意味がなくなる︒予約する可能性もありまずけれ

ジで︑どうやられるかわかりませんからね︑予約といったって︒

つたところで︑三月二十七日︑ぎりぎりのところでオ⁝ケーをし

んですよ︒だから︑あなたから来る要求書をお返しします﹂と雷

ましたけれども︑﹁そうであれば調達実施本部では契約できない

じゃ︑予算の増額要求以外のことが繕かあるかというと︑それ

ております︒

でいきましょう﹂というのがないわけですよ︒

は逆に他のところで為替差益が出る場合があるわけですね︒それ

に儲けられちゃうのはかなわんというようなことで︑誰も﹁それ
それを考えろ︑ということですか︒

らないよ﹂というのでは受けられないと︒これは理解できる話で

宝珠山

は一部分を要求の中からはずすことによって︑極端にいえば飛行

最終酌には予算計上できればいいですけれども︑できないときに

らを当てますよと︒そういう項目を五つほど並べておりまして︑

欝血

すから︑なんとかしようということで︑一つは為替予約を考えま

機には初度部品というのが最初はついているんですが︑その部品

考えろというか︑﹁差益が出たら返せ︑差損が出たら知

したけれども︑だめでした︒

ますような︑関係各社に契約四課長名で︑﹁為替差損が出ても︑

ストの中から︑その部分をすとんと落とすわけです︒落としてお

ことによって︑予算に余裕ができますね︒だから︑調達の要求リ

を全部そのとき一緒に買わないで︑翌年度予算で買うことにする

契約相手方の負担にはならないように適切に処理する﹂という契

いて︑新しい契約でその部分を買うということにしますと︑金が

いろいろやりました結果︑一ページ目の下のほうに書いてあり

約条項−契約条項というか︑確認並みたいなものをつくりまし

出るわけですね︒これはあんまりオープンにすべき性格ではない

んですが︑この際には止むを得ないと思いまして︑﹁そういう操

て収めました︒

すごく曖昧なあれですね︒

作もやることを︑ここに契約担当官として約束をしますしという

餌藤

宝珠出

のが︑﹁2／3ページの一﹂に書いてあることで確認しました︒

もう曖昧にしかできなかったんですが︒その中の一つと

いうのが︑﹁為替差損が出てどうにもならないときには︑為替差

これで関係各社は︑少なくとも部長などは自分のところに責任

んだから︑五年後には誰が来ているかわかりませんよ︒﹁あの部

が来ないことになるわけです︒これだけの確認をとって契約した

損を補填するための予算計上をやりましょう﹂と︒﹁やりましょ
これは︑大蔵の？

う﹂という約束は︑調達実施本部ではできないんですが︒
伊藤

長は︑あの取締役は︑こんな甘い契約をして﹂と言われることに

大蔵というか︑要求元の航空幕僚監部等がかかる︵関係

まずけれども調達関係者については︑この文書を見ると︑自分の

宝珠山

そういうことをするために︑あらかじめ幕僚長の了解を得てお

ところに差損が出たら見ないよということではなくて︑企業の努

はならないようにしてある︒それを庁内的には︑各幕僚長に公文

かないと︑私の後任者が後で困るかもしれませんので︑幕僚長に

力ではどうにもならない為替差損の問題については︑きちっと何

する︶わけです︒だから︑約束はできないんですが︑そういうこ

対して﹁そういう措置をするためには︑速やかにオーケーの協議

らかの形で見てもらえるということを確信するに至って︑契約に

書で約束をさせているということで︑これで非常に曖昧ではあり

に応じるように﹂という一札を取るんです︒これも例がないこと

こぎつけております︒

との努力をしますということを挙げております︒

なので︑﹁例がないから嫌だ﹂ということを︑しばらく言ってい
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一

ども︑いずれにしてもこれは大変な事案になるということで引き

るか︑敗訴するかというのが着任時にはわかりませんでしたけれ

して︑やがて第 審の判決があるということでしたので︑勝訴す

差損が出たところで差益で埋め合わせるとか︑あるいは利益の中

中の危険及び損害負担の問題﹂です︒これは︑裁判中でございま

から見ればまあいいやと思うことによって︑会社も契約者といい

継ぎを受けまして︑課内で專門家のチームをつくりまして︑いろ

これは︑その後もこのような形で行っていると思います︒そも

ますかセールスマンとしては責任を負担できるでしょうけれど

いろな解決案を出しました︒しかし︑在任中には結論を出せませ

そも以前のものは無理ですから︒小さいものであれば︑いくらか

も︑こんな多額︑会社の生死にかかるような巨額な損失の問題で

んでした︒

けです︒しかし︑﹁重大な過失というのは故意に近い︑あるいは

ついて︑国が負担するとは何だしということを︑慎重派は言うわ

したかどうか﹂ということに関わる話なんです︒﹁重大な過失に

何故なのかということになりますと︑これは﹁重大な過失を犯

は受けられないということは︑大方の皆さんの理解を得たという

大蔵とは協議しまずけれども︑何も言わないです︒

こういう問題は︑大蔵とも協議するんですか︑しないんで

ことは言えると思います︒長い間︑調整にかかりました︒

伊藤
すか︒

宝珠山

悪意のものだという甥例はあるから︑そう解すればいいじゃない

か﹂ということを私どもは申し上げるわけですが︑しかし︑第一

単に聞き置くだけですか︒

審が﹁重大な過失にあたる﹂という判決を出しちゃったものです

垢掻

宝珠山

から︑動きがとれなくなつちゃったんですね︒

聞き置くだけじゃなくて︑﹁支出官レートはこれですよ︑

財政法はこうですよ﹂ということだけですね︵笑︶︒

失にあたるとは思ってもいなかったと︒それにもかかわらず︑今

そういうことで︑航空機の担当企業としては︑従来は重大な過

伊藤﹁違法行為ですよ﹂とは︑ 言 わ な い ？
蜜者として︑﹁契約権限というのは大蔵省のどこにもない︒調達

回の判決でこういうのが出たんだから︑これを負担するというこ

これは︑違法行為とは言えません︒ただこのとき契約担

実施本部の権限だ﹂と︑私はずっと主張して来ました︒だから内

とではやりきれませんということになりまして︑﹁もう︵今後は︶

宝珠山

政干渉なんです︑これは契約ですから︒ということで頑張ったと

﹁どうしても飛行保険に付せないのならば︑飛行保険に付したと

飛行保険に付してください﹂というのが基本になるわけです︒

しかし︑契約は国の契約ですよね︒

いうことですかね︒

無雑

同じような危険・損害負担になるような契約条項にしてくださ

ですよ︒ですけれども︑予算を配付してからは調達実施

宝珠山

い﹂という言い方が出てくるわけです︒これも当然なんです︒

けれども︑飛行士が重大な過失を犯すかどうかということになる

経費︑期問もかかる話ですね︒﹁重大な過失﹂と関わることです

究明というのは︑なかなか容易なことではありませんし︑多額の

損確率が高い︒損害は巨額になるばかりなわけです︒事故原因の

の事故の特性というのは単独操作が多いわけです︒それから︑全

飛行保険について︑若干ご説明させていただきますと︑飛行中

本部の権限ですね︒﹁もしそこまでいって責任を持つというのな
ら︑お任せします﹂と︑お返しすればいい話です︵笑︶︒持てな
い︵権限がない︶はずです︒

﹁5．﹂が︑先ほど伊藤先生がご質問になった﹁飛行試験

囲飛行試験中の億険負担問題
宝珠山
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始めますと︑しかも裁判官といいますか︑プロじゃなくてある意

て︑専門家として十分な注意を怠ったのではないかという議論を

も︑﹁技術上の過失に起因することが多く﹂と見られておりまし

な飛行機の製造︑あるいは将来は修理の請負をしなければならな

としておいて︑今後のことをどうするかというのが︑もっと高価

わけです︒すぐに控訴をしている状況でしたが︑その裁判は裁判

三菱重工ですけれども修理代価の約二十倍の負担がかかってきた

っちゃったんですね．．そうしたら︑﹁重大な過失﹂と判断されて︑

味で素人ですね︒ほとんど飛行⁝機の操縦についてはまったくの素

い企業としては控えられないということで︑なんとか解決してほ

と︑これはかなりあり得るもののようです︒それが⑤ですけれど

人だと思いますが︑そういう入たちが法に照らして︑﹁こういう

しいということでありまして︑これはしばしばトップを含めて行

大な過失﹂を除こうではないかと︒﹁故意によってやったという

き来するわけです︒これも私は理解できるところですので︑﹁重

マニュアルになっているではありませんか︒それをあなたは︑ど
うしたのか︸ということなんですが︑﹁あなた﹂はもう死んじゃ
っているから︒

そういうことで高度な技術を要するものであり︑高度の技衛を保

宝珠山

伊藤

企業としての故意まででしょうね︒

イロットの故意の問題になりますと︑これは分からないですね︒

のなら︑これは企業さん︑しょうがないですね﹂と︒しかも︑パ

持していると仮定されている申で事故が起こっている︒何か重過

宝珠山

ああ︑そうですよね︒

失じゃないかということで︑重過失に認定される可能性が多いら

です︒ということまで行きましたけれども︑そういう案を企業に

佐道

しいですが︑そういうことから航空保険では﹁重大な過失﹂とい

はぶつけて︑企業はそれなら受けられるという感触はあるわけで

あり得ないから︑それは呑めるでしょうということなん

いう︑法律屋の議論がある︒これも議論にならないんですよ︒本

なかなか難しいんですね︒通常︑軽んじゃっているから．．

うのは被保険者が免責になる︒すなわち︑全部保険金が出ること

すけれども︑調本内は﹁重大な過失を免責にするとは何ぞや﹂と

企業として故意にするということは︑あり得ない︒

になっているということがある︒

揮藤

来︑法の原型では免責はあり得ない話ですから︒

保険金が？

宝珠山 出るんです︒．

じゃ︑航空保険に付しますかと︒それでも結構ですよ︒しかし︑

航空保険に付しようとすると︑何十億と保険料がかかるわけです

出るんですか︒

宝珠山

ね︒﹁それも︑嫌だよ﹂というわけです︒少なくとも何十億の金

早藤

ころにもかかわらず︑自衛隊の使用する航空機については製造︑

をすぐに調達できる話ではありませんので︑これも解決策になら

航空保険の場合には︒そういう航空保険の特性があると

修理ともにテスト飛行をやってしか納入できないわけですが︑

機を持っているのは自衛隊だけですから︑他のシェアのあるもの

ないということであります︒航空保険については︑だいたい戦闘

業側の故意と重大な過失に起因するものについては企業の負担と

のように保険の原理は働かないわけです︒だから︑﹁自家保険の

﹁飛行保険には付さない﹂という契約をしているんです︒で︑﹁企

するけれども︑その他については防衛庁が全部負担します﹂とい

方がいいでしょう﹂というようなことを述べて︑保険には付さな
算化しておりませんから︒

い︒これは︑自らの契約第四課の罰断でもありまずけれども︑予

う趣旨の契約になっているんです︒

ところが実際には︑四十二年十月二十一日に小牧基地で落っこ
つちゃった︒それで︑誰もうまく処理できなくて裁判にもってい
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そういうことで︑さっき言われたように﹁会計検査院がオーケ
佐道

宝珠山

そうですよ．︑

﹁今は﹂とおっしゃいましたが︑先生が替わられてからしば

いや︑替わってから前細︵駿作︶君という私の先輩がや

らくは︑保険はまだ？

ーしてくれたらいい﹂というような責任を逃れるやつ一やつじ
ゃありませんね一方がおられまして︑﹁おまえ︑説明に行け﹂
宝珠山

ったんですが︑おそらくこの線でなんとか進んだと思います︒

﹁それは︑構いませんよ﹂ということでやっておりましたが︑そ
の前日に私は転任を命じられたのであります︵笑︶︑夕方ですか︒

﹁故意を入れて︑悪意を入れる﹂という案まで私は作ったんです

か︒予算要求しなければいけませんからね︑数十億︑それは︑製

保険に付するについては十年ぐらいかかったんじゃないでしょう

よ︒その後は︑私は気分がよくない話ですから聞いていませんが︑

いまは航空保険を付するようになったはずです︒それがいちばん

そうです︑世界的な保険会社です︒全部やっていますから︒

航空保険というのは︑保険会社ですか︒

素直な解決なんですが⁝⁝︒

伊藤
宝珠出

伊藤

造と修理︑全部かかりますから︒

宝珠山

ですから︑予算の内訳としてはあるかもしれませんけれども︒

どこが保険をかけるわけですか︒

す︒コストの申に含めればいい︒ただし︑これは国民的にはマイ

宝珠山

伊藤

ナスです︒保険料を︑保険会社が儲かっている分だけ︒損する保

伊藤

それはだけど︑会社との契約の中に入れちゃっているわけ

険はないですからね︒必ず儲かっているんです︒この分だけ︑国

ますか︒

会社が保険にかけて︑そのコストをこっちがみるわけで

民負担は増えているんです︒自家保険がいいんです︒だから︑私

宝珠山

起こったりしたから︑もうどうしようもなくなったんじゃないで

予算を要求するとき？ それは当然です︒予算を切られ

入りますね︒やっぱり﹁これは︑侮だ﹂ということになゆ

原価の内訳に当然に入ります︒

は故意の部分は残すとしても1企業の故意ですよ︒おっしゃる

れば︑保険をかけることはできません︒おそらくその後も事故が

自分でつくって︑自分で故意に事故を起こして⁝⁝︒

通り︑ないかと思いますけれども︒

伊藤

しょうか︒

そう考えていただいて︒﹁故意の部分で落とすなら︑そ

宝珠山

伊藤

はい︒

にこれをおやりになったということですか︒

これはだけど先生︑実施本部にいらっしゃったのは五十三

れはあなたが責任をもってもあたりまえでしょう﹂と︒それは︑

年六月から五十四年の十一月までですから︑一年とちょっとの問

それは︑そうですね︒

いくら言われても︒

揆藤

宝珠山

それで終わりなんですよ︒しかし︑パイロットが﹁あの

宝珠山

僻藤

はこんなことでしたね︒あとは︑ほとんど日々の判子を押すだけ

まあ︑ためにでもないでしょうけれども︑かなりの部分

このために行かれたという？

社長︑気にくわないからしといって一緒に落ちるようなものをど

宝珠山
自分の命を投げ出して︵笑︶︒

うするのか︑という議論はあると思います︒
伊藤

の︒ものすごくたくさんの︒

自殺志願者もいるかもしれません︒しかし︑そこまでい

もしこれがなかったら︑こんな楽なところはないですよ．．

これに比べたら︑マイナーな？

宝珠山

宝珠山

伊藤
これはだけど︑立証できないでしょうからね︒

きますと議論は難しいですけれどもね︒

伊藤
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四課自体はどのぐらいの規模の人員がいらっしゃって︑こういう

問題にあたっておられたのですか︒

それはもう︑決まったことをやっていればいいんですから︒

佐道
宝珠山

決まったことをやればいいのではない状況だったから︑先

生が行かれたということなんじゃないですか︒お呼びになった

機体の担当もあるし︑エンジンの担当もありますし︑部品の担当

三十人ぐらいじゃないですか︑四班あったと思います︒

方々は︒

とか分かれていますけど︒

いや︑だから冒頭申し上げたように︑どうしょうかと︑

宝珠山

伊藤

もうベテランです︒ノンキャリですね︒

その入たちは︑かなりのベテランなわけですか︒

トップは︑悩んでいたんじゃないかと︑結果的にはそう患います︒

宝珠山

俳藤

一応︑幽しいルールをつくったということですかね︒

宝珠山

危ない︒

伊藤

契約がどうなっていたのかと︑その通りやる︒何か不都合があれ

宝珠山

あ︑そっちのほうのプロですね︒しかし︑危ないといえば

ば別ですけど︑そういうものもないですしね︒誰がどこの部位を

い︒それは管理者の責任ですから︒

はい︒あとはもう︑これに乗ればいいんですから︒前の

担当するのかというのが分かっていますし︑コストについても実

伊藤

しかし︑こういうイレギュラーなバウンドを処理する︑

新しいボールの処理とかいうのには長けてないんですね︒

宝珠山

会社との関係も深いでしょうしね︒

そうです︒それはまた別途注意しておかなければいけな

績が出てきていますから︑その実績を踏まえてコスト計算すれば
じゃ︑後任の方はだいぶ楽をされたということですね︒

いいわけですから︒

伊藤

僻藤

そこは行く人によって︑上のほうの人事の采配だと思い

それはそうでしょうね︒

宝珠山

宝珠山

後任の方というか︑この部分以外は楽なものです︒それ

は︑まず問題はないですね︒悪いことをすれば別ですよ︒

ます︒

まあしかし︑一年ちょっとでこれだけおやりになるのは大

伊藤

やはりキャリアであったって︑ルーティンしかできない人
そうですね︒

だってたくさんいるわけでしょうから︒

伊藤

やる以外にないんです︒

変だったでしょう︒

宝珠山

宝珠山

まあ︑それはそうでしょうけど︑そういう場に置かれたわ

伊藤

前例のない︑ちょっと新しいことを工夫するというのは︑

契約四課というのは比較的楽なところなんです︒何故楽
相手がですか︒

かというと︑大企業が相手だからです︒

宝珠山

大変なことですよね︒

伊藤

はい︑そういう命令を受けて行ったわけです︒

けですから︒

宝珠山

圏契約四二の﹃黒馬条項﹄

伊藤

宝珠山

はい︒相手がしっかりしている︒だから︑悪いことがで
佐道

きないんですね︒そうでない小さいところを担当するのは︑こわ

最初の製造分担の問題とか︑参加したいと思っている企業
にそれぞれの資格があるかとか︑いろんなことも見なければいけ

いです︒大企業がやる悪さというのは︑部長︑課長クラスとは関

係ないぐらいに大きなことをやるかもしれません︵笑︶︒やって

ないわけですよね︒そういう作業は五百社全部ではないとおっし
ゃいましたけれども︑かなりの数にのぼると思うんですが︑契約
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とで押しているわけです︒しかし︑将来問題になって裁判所に呼

ばれるかもしれないんで︑これ︵資料︶は私が大事に保管してい

ないかもしれません︒

伊藤

たんです︒もう呼ばれないですけどね︵笑ど．飛行保険の問題も︑

やるとすれば︑もっとでかいことなわけだ︵笑︶︒分かり

ました︒

宝珠山

ゃないかというようなことで呼ばれることがありますからね︒事

決着しなかったからなんですけれども︑企業に有利にやったんじ

だから︑契約四号というのは比較的︑楽なところなんです︒

航空機︑大企業で信頼⁝⁝最近はどうかわかりませんけれども︒

故があったりして裁判になったりすれば︒

そうですよ︒三菱重工は︑ちょっとあんまり信用できない

伊藤

宝珠山

貰っているかどうかというのは︑調べればわかる話です

何か貰ったんじゃないかとかね︒

伊藤

ケチビシとも言われますけどね︵笑︶︒

んだから︒

宝珠山

けれども︑そのときにどういう考え方でやったのかというような

雄心のない契約の案文をつくって︑それにちゃんと判子を

佐道

まずけれども︑もう必要ないですから次の國にでもお送りしまし

険をやっていますから保存していたんです︒まだ︑もう少しあり

ことが問われることもあるかもなと思って︑裁判の続きで飛行保

蝦疵のないといいますか︑契約条項はもう決まっている

押してやっていれば︑通常は⁝⁝︒

宝珠山
んです︒

契約条項の中の特約の特殊条項なんです︒その部分だけ処理すれ

宝珠山

ます︒

宝珠山

伊藤

ょ・つ︒

ばいいんです︒しかし︑実質はここなんですよ︒いちばん最後の

伊藤

蝦疵も侮もないか︵笑︶︒

現場ですね︒普通の契約は︑ひな型によって全部やっている︒だ

宝珠山

伊藤

から︑いまはどうしているか知りませんけれども︑調本の契約の

伊藤

皆さん見ているところでの対応に留めて︒あと︑会社の

それはそうですね︒

まず︑五百社受けるわけにいきませんからね︵笑︶︒

危ない⁝⁝︒

あんまり接待はしませんでしたね︒受けなかったと思い

会社は︑課長を接待するというようなことはやるんですか︒

ひな型︑全部売っているんです︒．企業はそれを買っちゃって︑そ

宝珠山

だから︑ここで書いてあります︵論議してきた︶のは︑

れに自社の判子を押して来ればいいです︒

売っているわけです︒それに︑こういう特殊条項について確認で

本文は細かい市販の契約条項がありますね︒あんなのをつくって

て︑空いてるところにということですね︒その頃から︑企業の接

りましたが︑しかしそれは利益を受けているということではなく

ということがあって親睦会などでやるという︑そういう便宜はあ

寮を使ったりする会合はありました︑皆んなで︒若干安く使える

あるとか︑いろいろな覚書を付することによって︑実質はこっち

待というのは皆さん謹んでいました︒調達実施本部などは︒そう

︵資料の契約書を提示︶本文のほうを持ってきておりませんが︑

で規定していくわけです︒この部分は︑契約四課のこの契約につ

いう中でも︑ケチビシなどは非常にケチに振る舞っていたわけで

いまや︑ケチなほど安心ですよね︒

そうですねえ︒

宝珠由

伊藤

す︵笑︶︒だから︑安心なんですよ．．

いてしか機能しないようになっていますけれども︑一般条項じゃ

こういうことで︑﹁僕の判子でよきゃいいよ﹂というこ

なるほど︒

ないんですよ︒
佐道

宝珠山
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佐道

成果を必要に応じ国防会議に諮るなどにより︑各年度の施策に反

る防止および被害局限のための研究を計面的に実施し︑その研究

そうですねえ︒

宝珠山もっとケチになつちゃって︑官僚のほうが小さくなつち

この議論というのはずっと︑とくに西廣︵整輝︶氏などとの問

入っているんです︒最終的には入りませんけれども︒

映させるよう努力することとする﹂という項が︑防衛局の案には

そうなんです︒これ︵飛行保険︑為替リスク関係の資料︶

自分のお金を出しても︑危ないですね︒

ゃう面がありますけど︵笑︶︑それは別にしまして︒

伊藤
宝珠山
お願いします︒

え方︒それをとりまく中でのひとつのコアが高坂正奏さんだと思．

しましても︑久保︵車也︶さんにしましても︑みな同じような考

で長く続けているわけでありますし︑その上の丸山︵昂︶局長に

佐道

さて︑声問がちょうど四時ですが︑どうしますか︒

はじゃ︑次の回にお持ちすることにします︒

伊藤

何餓も取り上げながら議論に付するわけですが︑大綱の申には残

いますが︑その頃からあるわけです︒あるが故に︑私がこの中で

いやいや︑侮番であってもしようがないんです︒

りませんでしたけれども︑その種の議論というのが国防会議の中

これ︵質問項目︶︑まだ3までしか進んでないですよ︒

伊藤

いずれにしろ︑きょう全部終わるわけにはいきませんので︒

で行われたのかもしれません︒それを︑﹁防衛計画の大綱﹂の中

宝珠山
佐道
最初のページだけいきますか︒

としてどうでしょう﹂というような形で入れ知恵といっていいん

高坂正尭等のラインが︑﹁防衛庁マターではなくて︑内閣マター

で出来ていくわけですが︑おそらくこれは西廣︑猪木︵正道︶︑

ここにご指摘のような総合安全保障研究グループなどということ

しかしその後︑大平内閣︑鈴木内閣︑中蕾根内閣と続く中で︑

染まないなどととして︑理屈はつけられるわけです︒

を負いたくないというのが大きいと思いますけれども︑理屈は馴

には馴染まないと思ったのかもしれません︒実質は︑各省庁責任

伊藤
いいですよ︒

三ナ分でできますか︒
それは︑やりようだから．．

では︑二課長に戻られる前まで︒

宝珠山

伊藤
宝珠出

佐道

4番の大平内閣の問題ですね︒

團織禽腐金保障研究グループ
宝珠山

ですかね︑入れ知恵というのが失礼であれば提言をし︑実ってい

総合安全保障研究グループでいろいろ議論をやるわけです

伊藤

くのではないかと私は理解しております︒

一方で︑いまお話しのこれの延長線上にあるようにも見え
るんですが︒

伊藤

けれども︑﹁総合安全保障論﹂というのは︑前に先生がおっしゃ
っていた平秘蒔の云々というのと相通じるところがあるのでしょ
うか︒

この中の議論というのが︑こういう形で具体化していっ

宝珠由
私︑挙証はできません︒挙証はできませんが︑防衛課に

宝珠山

たと私は理解しております︒総合安全保障などというのは︑高坂

さんでしょうね︑この種の言葉を使いはじめたのは︒高坂さんは

いるときの﹁防衛計画の大綱﹂をつくります過程で⁝⁝︒
基盤的防衛力という︑あれですよね︒

猪木正道さんの愛弟子ということでありますし︑西廣氏など一

伊藤

宝珠山

おそらく久保さんもそうだと思いますが⁝一と︑ときどき意見交

︵手書きの部分︶﹁関係省庁は︑相互に密接に協力して︑

総合的な安全保障政策の遂行に資するため︑各種非常事態に関す
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次の﹃読売新聞﹄十二月二Bによりますと︑﹁総合安保会議が初

会合﹂と言いながら︑﹁経済協力こそ柱﹂だというような形で︑

換をしておりますし︑渡邉︵昭夫︶さんもそうだと思いますが︑

ご指摘のように防衛を薄める方向の議論が行われたことを匂わせ

防衛とはちょっと離れた見方ですね︒それから﹃日本経済新聞臨も︑

出しですし︑﹃朝日新聞﹄も︑﹁途上国への援助強化﹂ということで︑

﹃サンケイ新聞﹄も︑﹁申東の安定・発展に貢献﹂というような見

ております︒

佐藤誠三郎さんもそうですが︑その種のグループがありまして︑
現実問題として︑総合安保といって︑じゃあどうなったの

総合安全保障を推進すべきだという見地があるのだと思います︒

撰藤
かということになった場合に︑なんとなく軍事力の部分が相対化
まさに︑そういう趣旨で総合安全保障研究グループのレ

されるというようなニュアンスも︑逆に感じられるのですが︒

宝珠山
じゃないでしょうか︒鈴木さんにしても︑大平さんにしても︑宮

手当てが必要﹂だと︒このとき︑この種のことを強く書っておら

側と協調し対亦﹂といったような形です︒﹃毎日新聞﹄は︑﹁資源

﹁中東経済協力を強化﹂と︒﹃東京新聞﹄も︑﹁中東情勢討議−西

沢さんにしても︑その種の思考法ですよね︒それによってメンバ

れたのが河本︵敏夫︶さんですよね︒次の総裁を狙ったりしており

ポートは出ておりますね︒だから︑当時はその程度でよかったん

ー選定が行われているんじゃないでしょうか︒

まして︑大変積極的に発言をされていたと記憶しておりますが︑

ですから︑なんとなく総合といいながら︑他の省庁は見て

伊藤

佐道

問9にも関係しているわけですけれども︑まさに総合安全

すし︑当時の︵閣僚会議の︶申にも出ていると思います︒

おっしゃるように防衛を薄めてという色彩が報道にも出ておりま

見て見ぬ振りをするのを許さないよ︑というのが考え方︒

見ぬ振りと︒

宝珠山
といっているんですけど︒

保障関係閣僚会議の先生の保管資料を拝見しても︑総合安全保障

伊藤

関係閣僚会議担当室というのがあるんですけれども︑つまり先生

それを質問項目9と一緒にご論議いただいたほうがいい

宝珠山

はここに兼務をされて？

だろうと思うんですが︒

宝珠由

兼務で︒そうです︒

宝珠山

佐道

分かりました︒

関係閣僚会議というのがスタートするんです︒これが︑段次だけ

宝珠山

伊藤

のペーパー﹁﹃総合安全保障関係閣僚会議﹄関連の保管資料﹂と

ある後藤︵利雄︶さんがその一人ですけれども︒それから︑いま

専任がいました︒外務省から来ていた人︑ここに書いて

方というか会計簿とかが来ておりまして︑五人ぐらいですか︒︑

そういう議論の延長として︑十二月二臼に総合安全保障

いうのがあると思います︒新聞の切り抜きも入っています︒

外務大臣の摺ロ︵順子︶さんが専任でいました︒あと何人か事務

じゃ︑これのいわゆる世話というか︑事務局も兼任して？

この上のほうの﹁新聞切抜きなど﹂の部分というのは︑当時の
雰囲気を伝えているものとして︑今ご指摘のようなことが見出し

佐道

内閣審議官という肩書で︑これを担当された？
の中から窺えるんじゃな．いかと思うんです︒

思決定⁝機構は審議富クラスが行っておりました︒その中の︑防衛

それから︑國防会議事務周から参事官が一人と︑そのぐらいで意

そうです︒大蔵省から関税局の人が来ていましたかね︒
当時︑安倍︵晋太郎︶さんが︑﹁総合安保施策を充実﹂というよ

庁から私ということで︒川ロ氏は手弁当でしたが︑通産省から来

宝珠山

うな形で政調審議会で予算編成大綱に盛り込んだというようなこ

﹃朝日新聞﹄は︑防衛費の問題だけですか︒それを追いかけて

とがございますが︑これは当蒔の雰囲気を示していると思います︒
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てはおりましたけれども専任で机を持っておりました︒私どもは︑
じゃ︑用があるときだけ？

机がない︒

佐道
ええ︑会議室に集まるということで︒

佐道

実態的には︑國防会議の閣僚懇談会というのがありまずけ

そのことを聞かれると困るぐらいに︑分からないんです

れども︑それとどういう？

宝珠山

︵笑︶︒しかし︑国防会議というのは非常に防衛に特筆して考えて

いたんでしょうね︒そこで︑﹁総合安全保障﹂という言葉をつく

宝珠蜘

って︑こういう会議を開いていたと思うんです︒これはしかし︑

世話役というわけでもないんですね︒分かりました︑また

伊藤

すけど︑閣議決定なんです︒

閣議決定なんですよ︒こんな︵文書を広げながら︶簡単なもので

そのときに詳しく伺います︒
そうですが︒もうしかし⁝⁝︒

大したことない？・

宝珠山
伊藤

伊藤﹁設置について﹂︒

大したことないと思います︒そういうことで八囲ぐらい

宝珠山

宝珠山

ましてね︒﹁こんな形で運営するよ︑公表してはいかんよ﹂と書

事務は︑こういうふうにやりますよということで︑これ

開いて︑私が二年半ぐらいのところで替わって︑そのときから消
どういう実態な

は官房長官が決済したらしいんですけれども︑同じ日に出してい

自然消滅というか︑全然開かれないで？

えちゃったんじゃないですかね︒

佐道

佐道

いてあります︒

宝珠山

たわけですか︒

のかと思って︑それも知りたかったんですけど︒

よ︒だから︑これは調査二課長から︑計画官︑人事三課長までの

宝珠山

国防会議の事務局とは違うところですか︒

昔の総理府︒

机を持っていた川下さんとかは︑どこに机を置いておられ

三課長の間︑私は兼務させられるんですよ︒属人的なんですよ︑

佐道

私が辞めた後には︑後任を防衛庁から出してないんです

結果的に︒

国防会議の事務周と同じ階だったかもしれません︒一階

宝珠山

そうですね︒このポストの人間が︑というわけではないん

いろ室がありますでしょう︒あれと並んでありました︒会議室を

佐道
宝珠山

共通に持っておりましたから︑会議のあるときはそこに行ってと

違っていたかもしれません︒あそこには︑青少年何とかとかいろ

んは後のほうだったですかね︒前は横田さんだったかな︑何人か

いうやり方をしておりました︒大きい会議室はありましたが︑そ

ですよね︒

替わっているんですよ︒私だけ替わってないんです︒大蔵省から

れはしかし専属の会議室ではありませんよ︒総理府全体の会議室

違います︒ですから︑通産省から来ていた人も︑川ロさ

も替わりましたね．．

ですから︑あらかじめ予約をしてということだと思います︒

宝珠山

閣僚会議があるときには陪席されるというか︑いらっしゃ

佐道

伊藤

伊藤

内閣審議官兼務なんていうのは大変名誉な話だと思って行きまし

この閣僚会議についての宝珠山さんの評価は︑どうですか︒
るわけですか︒

おりますが︑防衛庁長官がどういう発雷をするかとか︑発言させ

たが︑実態は諜常におざなりにということですね︒

最初は︑いいことをやってくれるなとは思ったですよ︒
ないかとか︑そういうことがあるんです︒これ︑一部だと思いま

伊藤﹁総合安保﹂といって︑中身がない？

閣僚会議の準備をすること︒それからこの申にも出てきて

すけれども︒
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宝珠山

はい︒

議長は︑どなたになるわけですか︒

佐道

これでやってはおりますよ︒何をやったか︑大したこと

五十八年はそうですね︒

宝珠山

はやってないんですけれども︒それからシーレーン防衛など︑こ

佐道
宝珠山

こでやっているんです︑中曽根さんが︒だから︑これは国防会議

首相だと思います︒

佐道 つまり︑アメリカのNSCを模したということでしょうか
佐道

と両方にやらなきやならないような問題になりかねない︒

宝珠山

話をしていたような問題ですね︒

︵笑︶︒

は考えました︒本当は国防会議を機能させれば︑こんなこと簡単

宝珠山

こういうのがあると︑それぞれの会議用に別々に書類もつ

くったりとか︑同じようなことをやるにしたって︒

佐道

んの発想なんでしょうねえ︒

そうです︒だから大変︑屋上屋なのかどっちなのかわか

そうですね︒従来でしたら︑国防会議の閣僚懇談会とかで

にできる話ですよ︒しかし︑そういう議論があったかどうかさえ

りませんけれども︑国防会議とはだぶる性格のものなんですよ︒

当初は︑そういうことができるようになればということ

わかりませんけれども︑とにかく﹁総合安保﹂という︑柔らかく

しかし︑だぶるとか何とかいうことではなくて︑おそらく大平さ
そのとおりです︒それに惚れた人がいるんですね︒

耳障りがいい︒

て⁝⁝︒

伊藤

宝珠山

鈴木︵善幸︶さんの時代ですからねえ︵笑︶︒

宝珠山

佐道

宝珠山

何か書いたように思います︒書いて︑長官に発言してもらって︒

多分︑最初の発想は違ったのかもしれないですけどね︒き

繰り返しになりまずけれども︑私どもの考えていたのは︑

耳障りのいいことに︒

宝珠山

伊藤

っと︑それを受ける政治の測が⁝⁝︒

佐道

いと思うんだけど︒

佐藤君なんかも︑そういう意見だったのかな︒そうじやな

それはそうですね︒この時にも私︑シーレーンについて

れの中で生まれているわけです︒あと︑中瞥根さんの時になって

伊藤

鈴木さんというか︑大平さんというか︑ややハト派の流

何回か開きまずけれども︑その後おそらく自民党政権が潰れたと
き︑小沢︵一郎︶さんによって廃止されたんじゃないですか︒そ
れまで休眠状態じゃなかったかと思いますが︒一回︑全部清算し
ちょっと後の話になりまずけれども︑中曽根さんの時にな

ちゃったでしょう︒あれはよかったと思いますが︒

佐道

って内閣五室というのをいろいろ変更して︑内閣安全保障室とい

なんですね︒言葉の問題じゃないんです︒それをうまくくるんで

今まさにやっているというか︑危⁝機管理法綱の充実ということで

宝珠山

まとめてくれればいい︑防衛庁としてはどこでもいいわけですよ︒

うのが新しくできますね︒マスコミでも有名な佐々淳行さんが初

内容的にはその通りですね︒しかし︑引き継ぐというようなこと

推進してくれればいいわけですけれども︒

やっている部分に焦点を当てたのが︑防衛サイドから見た重要性

をやっていたかどうかというのも︑またわかりませんですね︒室

伊藤

代室長になって︒

は︑閣僚会議ではありませんからね︒五十八年五月二十四日に第

けでしょう？

だから︑そのあたりに引き継がれたのかもしれません︒

八回目の会議が開かれていますが︑このときにはもう申曽根内閣

宝珠山

あんまりやらないですね︒ここで最初にやったのは︑中

それに関わるようなことは︑ほとんど何もやらなかったわ
なんじゃないですかね︒
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そこは終わりと︒

宝珠山

伊藤

んけれども︒

東情勢をやっていまして︑国際情勢をやって︑わが国の安全保障
から防衛体制について勉強会みたいですね︒それから三回目にレ
伊藤

もちろん︑後で何かありましたらということで構いませ

ーガン︑ブレジネフの関係をやっていますか︒ポーランド情勢︑

永野︵茂門︶発言の問題とか︑一連のあれがありますからね︒

では︑きょうはとにかく時間だから︑ここで切りましょう︒

中東情勢をやって︒

宝珠山

これは︑永野さんだけではなくて︑岡崎︵久彦︶さんも

佐道

言っていますし︒

それは︑各省から担当の人が出てレクをするということに

なっているわけですか︒

伊藤

宝珠山

平和ボケというのはあるんですけれども︑前から申し上

平秘ボケだとか︒

宝珠山

そうです︒報告をというか︑各省庁の大臣がやることに

なるんですがね︒

大臣が︑自分でやっているわけじゃないんでしょう︒

げていることかと思いますが︑防衛力整備の実態をどう考えてい

傍藤

宝珠山

るかということについてはクェスチョンの人たちばかりなんで

欝頭はやらざるを得ません︑関係閣僚会議ですから︒河

本さんなどは︑こういう中で︑﹁希少資源の重要性﹂などを濾々

す︒今でもよく議論するんですが︑﹁専守防衛では防衛できない

よ﹂と︑永野さんなど言われるわけです︒僕は︑﹁専守防衛でで

とやられるわけです︒

タンカーでもって︑どんどん石油を運ぶ⁝⁝︵笑︶︒

きないものを︑憲法は禁ずることはありません︒だから︑やれば

伊藤

宝珠山

いいんです﹂と言うんです︒﹁侮をもってどうするかを具体的に

あと︑この時の雰囲気の一端だと思って残していると思

いますが︑産業界のほうも一これは日刊工業新聞ですかね︒

いうことを説明すればいいんじゃないですか﹂ということを申し

閥内でいいんだ︑必要なんだ︑持ってなきゃ自衛できないんだと

だから︑﹁トマホークを持ちたいというのなら︑専守防衛の範

いるわけです︒

言もいっていませんよ︒専守防衛の範囲内ですよしと申し上げて

あって︑他国を攻撃するために付けるなどというようなことは一

けましたね︒これは︑専守防衛に必要だからといって付けたので

提案して︑説得すればいい話です︒F−15には空中給油装置をつ

企業二百社のアンケート調査結果と︒どこがやったんだろう︒

﹁日本の総合安全保障を考える﹂なんていうことで︑どなたです
かね︒

優藤

筆者が入っていると思ったんだけど⁝⁝︒

これ︑︵一九八二年︶一月一日ですから非常に工夫をし

回答した企業名ですね︒

宝珠山
伊藤

宝珠山

てつくられています︒

僻藤これは︑五十七年一月一 巳 ︒

上げるんですが︑そのあたりについて︑持っている実態を踏まえ
そういうのが残っておりましたのでお持ちしたというこ

宝珠山

て何が必要なのかを十分に説明することなしに︑﹁脱脅威の防衛
けです︒

論だ﹂などという風潮に流されている面がなきにしもあらずなわ

とで︑総合安全保障の言葉流行りの時期のものでございます
いや︑総合安全保障そのものは別に悪い言葉じゃないと思

︵笑︶︒

揆藤

はい︒

うんですけれども︑中身があればですよ︒
宝珠山
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例として︑﹁性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ

用いられる兵器については︑いかなる場合においても︑これを保

宝珠山

のは自国の防衛のための作戦を行うのだから︑﹁憲法九条二項の

闘機iこれはF−15を意味しておりますが︑中潜哨戒機という

持することが許されない﹂と︒で︑自衛隊が持とうとする要撃戦
要な問題としてありますので︑これだけ終わらせておきたいと思

いう戦力を超えるものではないしという言い方になろうかと思い

もうひとつ︑F−15のところで説明を忘れましたが︑重

います︒この︵ファイル︶中に︑こういう資料︵衆議院予算委員﹁

会要求資料
ておりまずけれども︑これはポイントだけ︒これは衆議院予算委

子﹁新戦闘機の選定条件の経緯と今後の方針について﹂﹁F115及

要点は一の前段のほうに尽くされていると思います︒これ︵小冊

あと三は︑F−15についての説明とかいうものでありますが︑

F−15及びP13Cを保有することの可否について︶ます︒

員会に要求されて出した資料なので︑名前はこういうことになっ

びP13C︑決定時の政府統一見解﹂等の資料︶でいきますと︑

が入っているかと思います︒こちら︵配布資料︶のほうにも入っ

ておりまずけれども︑これは私は非常に重要なものだと思ってお

判断というのは誰がするのか︑というようなことが後々議論をさ

れまして︑次々にいろいろな見解を出しております︒

ります︒

専守防衛であれ何であれ︑わが国が持てる防衛力というものに

の趣旨なのかというのは︑自衛のため必要最小限度の範囲内のも

撃的兵器を持てないということは︑どこにもないよと︒侮が憲法

とで︑﹁核兵器だって持てるよ﹂と言っちゃったから︑その説明

は﹁核兵器の保有に関する憲法第九条の解釈について﹂というこ

は︑これを五十三年二月十四Bに出しておりますが︑三月九露に

﹁Fi焉およびP−3Cを保有することの可否について﹂というの

のならいいんだと︒その自衛のため必要最小限度の判断は︑誰が

をしています︒

ついては︑憲法の規定を守っているけれども︑だからといって攻

するのか︒それは︑︵最終的には︶立法府でしょうということで

それから︑四月三日には同じく核兵器についての補足説明を出

しています︒次々に補強をしておりまして︑先ほど申し上げたこ

ありまして︑それを具体的に装備に即して判断すれば︑核兵器だ
って持てます︑というようなことであります︒

能および空中給漉装置を持つことも当然じゃないかということ

とを譲っておりません︒それから︑三月四日のものは対地攻撃機

することは否定し得ない﹂ということで︑統一見解にまとめたの

を︑先ほどの文脈の中で説明を続けるわけです︒次は︑その要旨

それを五行目でしょうか︑防衛力というのは﹁相対的な面を有
が成果だと思っております︒最初は︑﹁相対的な面﹂の﹁面﹂を

における防衛力整備内容のうち主要な事項について︶は技術的な

をまとめたものつ前のものがちょっと長いものですから︑お忙し

項との関係で﹁戦力というのは︑自衛のため必要最小限度という

ものです︒そういう形で先ほどの相対的なものだということと︑

私は取っていたんですが︑夏目︵晴雄︶さんが︑﹁なんだ﹂と言

ことしか言ってないよ﹂ということを言って︑具体的な限度とい

必要最小限のものは持てるんだということ︒これ︑抽象的ですけ

い方のために要旨をまとめたということで︑次︵昭和五十三年度

うのはその時の国際情勢︑軍事技術の水準で変わり得るんだとい

ど︑抽象的であるが故に説明をきちつとすればいいところまで持

ってこの﹁面﹂を入れたんです︒それは置きまして︑憲法九条二

うことを出しております︒
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ろに触れておられます有事法制の関係を各省庁に説明をするなど

す︒これ︵資料集︶は研修に行ったときなんですが︑最後のとこ

っております︒

しているということがございます︒

つて行ったということがありまして︑この時の大きな成果だと思
次回は︑永野さんのところもございますが︑調査二課に移りま

鈴木内閣︑中蛍根内閣にかかっていくと思いますので︒

ろまで行こうということで伺います︒

とにかく今度︑主として調査二課長以降の話を行けるとこ

佐道

それで︑次回は九月十四日︵火︶の午後二時からよろしく

伊藤

調査二課の話を伺いたいと思います︒

伊藤

してからというのがございますので︒
伊藤
いよいよ︒

お願いいたします︒

︵終了︶

佐道

宝珠山

調査二課から計画官⁝⁝︵資料等を示して︶これが︑調

査二課のときのものです︒これが﹁五六中業﹂の関係︑これを終
えて防衛局長が代わったときに説明をして︑私は人事三課に出ま
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伊藤

隆（政策研究大学院大学教授）

佐道明広（中京大学助教授）

記録・有限会社ペンハウス

神門恵子

第8回インタビュー質問項圏
2σ04年9月14日

ていた有事法制について防衛庁は﹁有事法弊の研究について﹂を公

計画窟に就任されたすぐ後の四月二十二日︑七〇吉平末以来検討し

た有事法制問題について先生は関与されていたのでしょうか︒

表し︑研究対象となる法令の区分などを明らかにしました︒こうし

七九年十一月には防衛局調査第二課長として防衛局に戻られます︒
はどういった問題でしょうか︒

就任された時点で︑特に重要課題であるとお考えになっていたの

5

必要があるのではないか︑という議論も当然生じたと思います︒

わけですが︑防衛計画の大綱にある国際情勢判断について改める

調査第二課長に就任された直後︑ソ連のアフガニスタン侵攻事件
がおきます︒デタントの終焉を象徴する事件であったといわれる

ーガンの首脳会談が行われ︑﹁同盟﹂聞題などで臼本は混乱し︑

八︸年になるとレーガン政権が誕生します︒五月には︑鈴木・レ

こういつた問題も含めて︑ソ連のアフが一一スタン侵攻問題に対し
てどのように対癒されたのかお願いします︒

す︒とくに中期業務見積について︑その阜期達成だけでなく︑政

この時期︑米カーター政権は日本の防衛力増強を強く求めていま

この時期に特に関心を集めた問題がシ⁝レ⁝ン問題でした︒先の

問題であったという話と︑そうではなくてレーガン政権から求め

府計画への格上げも要求し︑日本政府内ではそれに応じようとす
る外務省と消極的な防衛庁という図式で報道がなされています︒
直接ご担当の問題ではなかったとは思いますが︑この問題につい

られたのは防衛地域分担問題であって︑心霊は周辺﹇千カイリの

八﹁年二月︑防衛局計画官に就任されています︒中業計画︑申期

ったのでしょうか︒

の制服組の防衛協力研究の問題も関係しますが︑実際はいかがだ

いう話があります︒この点については︑七八無のガイドライン後

﹁制海権﹂を確保して米海軍のインド洋展開に協力したのだ︑と

てはどのようにご覧になっておられましたか︒

首脳会談でもこの問題が出たということですが︑この問題をめぐ
っては︑以前から日本国内でも議論されていた﹁航路帯﹂の防衛

の反応はいかがだったのでしょうか︒

伊東外相の辞任といった事態となります︒この問題に直接関係す
る部署ではなかったと思いますが︑首脳会談およびその後の事態
についてはどのようにご覧になっていましたか︒また︑防衛庁内

6

7

防計画の立案に当たられることになったわけですが︑鈴木内閣の
下︑どういつだ方針で謝画策定にあたられたのでしょうか︒
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たのでしょうか︒

年六月にハワイで行われたB米安

れていますが︑この点について防衛庁内ではどのように見ておられ

たといわれています︒このときの協議についてはいかがですか︒概
して︑鈴木内閣時代に︑段米間の信頼関係はかなり滅退したといわ

保事務レベル協議では︑米側からかなり多蚊にわたる要請が行われ

先の質問とも関連しますが︑八

8
をお持ちだったのでしょうか︒

たのか︶のでしょうか︒先生ご自身は︑外務省と当時何らかの接触

省の間ではどのように意思疎通が行われていた︵あるいはいなかっ

関しては︑防衛庁と外務省の関係が問題になります︒防衛庁と外務

首脳会談や事務レベル協議も含めて︑米側との対徳といった問題に

9
本方針についてお聞かせください︒

いたわけですが︑閣議決定問題も含めて︑このときの中業策定の基

計画富に就任されたときより米国の考え方もかなり明らかになって

ら六十二年を対象とする中期業務見積りの策定に入ります︒先生が

八二年七月に五六中業は国防会議で決定され︑次の昭和五十八年か

10
※今回は以上のような問題を中心にお願いします︒

おられたのでしょうか︒

いわけですが︑先生は申曽根内閣の登場をどのようにご覧になって

﹁不沈空母﹂発一言などで対米関係を急速に改善したという評懸が多

八二年末に中曽根内閣が誕生します︒対米武器技術供与の決定や︑

11
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前回のところで︑補充なさるところはございますか．．

團﹃役務婦負契約条項﹄等についての補足説開
伊藤

各課によりまずけれども︑特殊条項が実態的にはいちば

いろんな特殊条項が付くんですね．．

けが持っているということになろうかと思います．︑
伊藤

宝珠山

ん厳しく規定することになります︒

大事なんでしょう︒一般条項は︑普通の⁝⁝︒

伊藤

ひとつ︑飛行保険のところまで行ったと思いますが︑資

宝珠山

民法みたいなものですね︒民法を契約に即して取り出し

庁が買って与えることになりますので︑それを﹁官給品﹂と呼ん

それから︑役務を行うにあたっては︑修理用の部品などは防衛

ろいろ書いてございますが︒

たということになろうかと思います︒その他︑一般的なことはい

宝珠山

この前︑資料§録を差しあげたと思いますが︑中で契約

ありがとうございます．

料をまとめておきました︑
伊藤

宝珠山
書の話などもあったと思いますけれども︒
伊藤﹁これが契約書だし﹁見てみたい﹂とかいって︒

でおりますが︑そういうもの︒

はい︒契約書もいろいろございまして︑こういう︵役務

宝珠山

﹁窟給することが函難なものがあったときには︑あなた︑

僻藤﹁困難品﹂と書いてありますが︒
宝珠山

請負契約条項等︶のを販売しているんです︑標準様式で︒役務と
いうのは運んでもらったり︑修理の関係ですね︒

宝珠山

伊藤

が特殊条項なわけです︒

買ってやりなさい﹂ということになるわけですが︑そういうもの

さに人間を調達してということになろうかと思います︒航空⁝機の

宝珠働

修理も︑役務に入るんですか︒

関係でいきますと︑この役務はまず修理と考えていただいてよろ

に拠れば異議︵誤り︶はないようにできているわけですが︑為替

伊藤

しいわけです︒しかし︑役務の中で︑飛行⁝機の修理を終わりまし

リスクの場合にはこれがなかった︑従来のものが使えなかったと

役務です︒物を持って行って︑部品も官給しまして︑ま

てからテスト飛行を行いますが︑ここがいちばんリスクのあると

いうことで︑大きな問題であったわけです︒これは様式だけです

けれども︑ここに書いてある金額を﹁いつまでに確定をします﹂

その通りです︒これも様式で︑どんな課長が来てもこれ

そういうのは︑ベテランの人がいろいろやるわけでしょうね︒

ころなわけです︒

試験飛行も役務になるわけですか︒

というようなことのリストで︑これも特殊条項のさらに別紙とい

傍藤

宝珠山

うことになるのだと思います︒こういう形で︑具体的には提起さ

そうです︒これで落ちて︑飛行というもののリスクが表

沙汰になったということであります︒そういうことで︑飛行保険

れていきますということであります︒

他にもまだたくさんあったと思うんですが︑製造請負契約等々も︒

を付さない場合の飛行試験中の危険負担ということで⁝⁝︒
これは︑これ︵役務請負契約条項︶に付いているわけですか︒

便藤

盲愛

宝珠山

約はまた？

いちばん中心になる三菱重工とか︑そういうところとの契
適用される︒こちらのほうは︑あらゆる役務についての一般条項

宝珠山

これについての特殊条項ですね︒この契約についてだけ
ということになります︒飛行保険を付さない場合についての﹁役

伊藤

同じなんですか︒

いや︑全部これになります︒

務請負契約﹂に関する特殊条項ということで︑これは契約四課だ
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取ってくるというか︑出して行くわけですね︒他のとこ

宝珠山

はい︒これは︑売買契約ですね︒他人が製造したものを

宝珠山

ろに置いておいても無駄ですから︒一部︑部隊に行くのもござい
ます︒

伊藤
宝珠山

佐道

倉庫というのは︑防衛庁の所有物になるんですか︒そうで

部隊でできるものもありますが︒

部隊で修理することだって︑あるわけでしょう？

売り買いするということになりますが︑商社がこれに入るかと思

います︒これが︑F−4EJで古いものですけれども︑契約書の
実物のコピーですね︒この時は︑東條︵輝雄︶さんが代表権を持
こっち︵菅沼照夫︶が本部長ですね︒

っておりますのでやっております︒
伊藤

なくて会社のを一応借りて？

はい︑そうです︒もう私が行ったときには菅沼さんでは

宝珠山

宝珠山

納入先は︑航空総量になってはいまずけれども︑航空総

バッハッハ︑やっぱりちゃんと借料を払っているというこ
宝珠山

とだ︒

伊藤

持たされる形になっている倉庫です︒

借りているかもしれませんが︑もし借りていれば使用料

ありませんけれども︑効力が終わって破棄するのもあったという

を払うとか︑そういう形になります︒なくしたら防衛庁が責任を

名古狸南工場で受け取るということなんでしょう︒

航空団に納入するんですね︒納入場所が⁝⁝︒

十一一機を航空総隊で各航空団に⁝⁝︒

区分と︑数量と︑納入先部隊︑納入場所⁝⁝︒

ことになります︒

伊藤
宝珠山

伊藤
宝珠由

隊の出先があるような感じになろうかと思います︒これが︑﹁製

造請負契約﹂のひな型です︒これに全部拠っているわけですが︒

自衛隊が︑ですか︒

宝珠山

僻藤

伊藤

れども︑おそらく完成時︑できたものをどこそこに配置するとい

るんだな︒

俳聖

の中に入っていて︑他のところで︒

工で組み立てまずけれども︑エンジンとかそういうものは官給品

はい︒この前申しあげたかと思いますが︑本体は王菱重

宝珠山 はい︑そうですね︒F−4EJという飛行機の操縦をす

傍藤

はい︒ここに同居しておりますから︒数年先の話ですけ

うことになりますと︑そこからパイロットが取りに行くというこ

宝珠山

それで特別な⁝⁝ここに﹁官給品等明細表しというのがあ

とになると思います︒

る資格を持った人ということになります︒ここから以降は︑おそ

しょ︑つ？

そのときには︑もうパイロットが養成されていると？

らく部品だと思います︒部品を幾つかの工場で受け取るというこ

宝珠山

この場合には︑石川島播磨がライセンス生産しておりま

エンジンなんかの顔変は結局︑アメリカから輸入するんで

とになるかと思います︒

して︑おそらく⁝⁝︒

部品ということは︑それをまた定期点検のときに使うとい

伊藤

侵藤

ライセンス生産する前の段階は︑いちばん最初はやっぱり

う意味ですか︒

買うんでしょう︒

実際には︑工場内に防衛庁の倉庫があるんです︵笑︶︒

宝珠山

宝珠山

して︑梱包して︑というのを繰り返して︑だんだん細かいところ

何機︵台︶かは買ってくるというか︑アメリカでまず組

受け取って︑そこに入れておくことになります︒それで︑今度は

み立てて︑完全であることをテストし終わったところをまた分解
取ってくるわけですね︒

こちらで修理するときにはそれを⁝⁝︒
伊藤
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を日本で組み立てできるように学習していくんです︒ライセンス
わけですから︒

完全にブラックボックスになっている部分もあるんでしょ

それはございますね︒しかし︑そのこと自体は秘密では

それは︑ブラックボックスの中はあれでしょうけど︑ブラ

その部分については開けないということが︑契約条項に

官給品などの例というのは︑こんな︵官給品表︶形で⁝⁝︒

開けても分からない︵笑︶︒
宝珠山

僻藤

なるんでしょう︒分解しないとか︒

宝珠山

ックボックスがあるということは︒

伊藤

ないと思いますので︒．

宝珠山

︑つ？・

俳藤

これはしかし︑契約を全部チャートにしたら︑すごいあれ

生産の過程というのは⁝⁝︒

伊藤

でも︑そんなのではめくってみないと分からないから︑チ

ええ︑仕様書類というのは分厚なものになります︒

になりますね︒

宝珠山

伊藤
ャートを作らないと分からなくなりませんか？
そもそも仕様書自体がチャートですね︒

おそらく各部署によって必要な部分というのは限られて

だけどこんな分厚いんじゃ︑目に見えない︒

宝珠由
伊藤

宝珠山
いると思いますけれども︒

と全部︑部品のナンバーまで分かるようになっているはずなんで

型式番号がずっと入っているわけですが︑これで見ます

細かいですね︒

宝珠山

佐道

ならない︒云々﹂ということになりまずけれども︑罰則というの

す︒この一冊一冊が書籍ですね︒ずっと並んでいて︑﹁これだけ

この契約の中に︑当然とは思いますが秘密の保全というの

があって︑﹁相手方の穆密を第三者に漏らし︑または利用しては

佐道

はどうなんですか︒

のものは防衛庁が責任をもって買って与えますよ﹂という契約な

防衛秘密の関係が入っていますので︑罰則がかかります︒

宝珠山

別途︑契約して︒

買ってというのは︑たとえば石川島播磨重工に発注して？

わけです︒

宝珠山

この条項に基づくかどうか分かりませんが︑秘密保全契約がござ
やっぱりそうしないと︒

伊藤

伊藤

佐道

そうすると︑契約の数は大変な数になりますね︑そういう

います︒

伊藤

宝珠山

そうです︒ですからこの前にも話しましたように︑プラ

またこっちも契約でしょう︒

ものを含めれば︒

イムに全部任せますとマージンが何重かになる︒それは避けよう

だから︑製造請負契約がメインではありまずけれども︑

宝珠山

ということでもあるわけですね︒

悪婆

商社は︑どこで絡んできますか︒

すが︑支払うのを三菱が代行するという契約になるかと思います︒

米国の製造メーカーであるマクドネル・ダグラスだったと思いま

これは米国で開発された飛行⁝機ですから︑開発経費を防衛庁が︑

これは︑さっきの飛行試験の関係で同じものが入っております︒

︵講負契約条項を見ながら︶そんなことで︑これも特殊条項⁝⁝

それに特殊条項がダーツと並んでいる︒それを一括して受けるこ
とになります︒秘密保全でいちばん難しいのは︑携わる人間なん

詳しいし︑見て分かる技術を持っている︒私どもが見た

まあ︑そうでしょうね︒ぺらぺら喋られたら︒

ですよね︒

伊藤

宝珠山

って分からないことも︑プロですと見る之とによって分かる︒も
しスパイをしょうとするなら︑そういう分かる人を派遣してくる
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商社は三菱重工との問︑三菱商事あるいは日商岩井だっ

宝珠山

伊藤

宝珠山
宝珠山

そういう形で出来ております︑というものです．．

こちら︵飛行試験中の危険〜︶も︑この繭お話ししたよ

他に何かつけ加えることはございますか︒

たかもしれませんが︑その間に入っているかもしれません︒取引

伊藤

これは︑すごいですね︒

ありがとうございます︒これは⁝⁝︒

うなものの原資料が入っております︒

をするときに．︑

佐道

防衛庁との契約にはならないんですか︒

宝珠山

宝珠山

俳藤

4EJなどを最初に買うときには何機かは完成品で買いますの

ありがとうございます︒

防衛庁との契約の製造請負契約では入りませんが︑F−

で︑︵FMSは別として︶その場合には商社との売買契約になる

伊藤

宝物の箱です︒

それが適正価格であるかどうかについては確信を持てないわけで

まずけれども︒安全係数を見て高くやられても困るし︑わが方も

最初はメーカーのほうも分からないんですね︒おおよそは分かり

て︑何懸か繰り返すと確定できるぐらいのデータが集まりますが︑

宝珠山

調査第一課長︑第二課長︑もっとあるんですか︒

伊藤

宝珠山

長になられますが︑調査局は初めて？

俣藤

圃防衛羅調査第二課

ということで︑こちらに入れておきます︒

というのがございます︒︵溺の条項を指して︶これは︑代金をい

佐道

いや︑概算なんです︒航空機のようものは多くの場合概

代金は︑初めに決まっているわけではないんですか．．

つ決めて払うかということです︒
伊藤

宝珠山

すね︒だから概算でやっておいて︑一定の工程が流れたところで

優藤

算なんです︒幾らかかったかを監督官がずっとチェックしていっ

それまでの実績を積み上げて︑﹁これは︑これほどかかりました

宝珠山

本日は︑七九年︵昭和五十四年︶防衛庁防衛局調査第二課

から︑あと残りのほうもこの程度でできるでしょう﹂というとこ

一課が︑国内情報と考えていただいたらどうでしょうか︒

どういう分担をしておられるわけですか︒

いえ︑一課︑日課です︒

調査課は︑先生がお就きになられたのは第二課長ですが︑

調査局はございませんが︑調査系統は初めてです︒

ろを︑︑相互に握手できるところで確定する︒

調査第二課が︑国外情報︒調査第一課は︑総括的なこともやります︒

いまおっしゃった監督官というのは︑どういう人がなるん

伊藤

二つありますと︑ナンバ⁝の若いほうが総括をやるとい

うことになります︒話が飛びますが︑通信情報などは国内情報な

宝珠山

課というのは︑どこでもそうなんですね︒

伊藤

実際にパイロット？

だいたい経験者で︑自衛官ですね．．

ですか︒

宝珠山

伊藤

わけですが︑調査一撃でやっているわけです︒

パイロットである必要はありません︒テスト飛行ではあ

宝珠山

宝珠山

僻藤

宝珠山

レーダーではありません︐耳だけですね．．

レーダーなんか持って？

はい︒調査一課の下に︑各地に自衛隊の部隊が⁝⁝︒

通信情報ですか？

伊藤
整備ですね︒

りませんから︒整備に詳しいとか︒
伊藤

はい︒これは︑各国とも同じだと思います︒
では︑先に行かせてください︒

宝珠山
伊藤
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宝珠山

やっぱり調査一課で全体を取り仕切ります︒警察の関係

佐道
も含めて︒

例の︑大韓航空機をソ連が撃墜して自衛隊の通信傍受の人

たちが⁝⁝︒あれは︑二部別室という言い方をされていましたが︒

はい︑そうです︒

公安調査庁とか︑そういうところもですか︒

宝珠山

伊藤
佐道

二部︵調査部︶別室ですが︑この系統は調査第一課がヘ

ッドになっておりまして︑陸上幕僚監部の第二部︵調査部︶︑そ
宝珠山

宝珠由
の別室というのを二部別室︑調劉と言っているわけですが︑これ

そうですね︒情報の収集といっても文書情報ですね︒

二課は︑国際情勢︑国際的な情報ということですね︒

は全部︑国外・国内通信情報の系統ですね︒

文書情報ですか︒

伊藤

国内というのは︑要するに国内でキャッチされる情報とい

伊藤

文書情報です︒いま言った耳の部分というのは︑全部調

査一課が所管しておりますから︑そこを通じて流れてくる情報は

宝珠山

そういうこともあります︒

う意味ですか︒

宝珠山

受け取りますよ︒

国内︑国外というのは場所ではなくて︑要するにキャッチ

伊藤

伊藤

それを解析するとか？

できる⁝⁝︒

宝珠山

はい︑収集自体は通信情報ですと調劉が持っております

宝珠由

し︑国外に防衛駐在官というのを出しておりますが︑これも調査

対象が国内であるとともに︑国内で取るものを調査一二

で聴取をしているのが実情です︒そこで取ったもので外国に関わ

一画のコントロール下にございます︒

便藤

る部分は︑今度は調査第二課のほうに流れてくる︒航空自衛隊に

係るものもまた航空自衛隊に流す︑海は海で流す︒海で取った国

すよね︒ああいう人たちの情報は？

防衛駐在官というのは︑各大使館なんかに配置されていま

内情報も︑今度はこちらに一回報告が来るということになるかと

トロールしているわけです︒

ことになりまずけれども︑︵庁内の︶トータルは調査一課がコン

いとか︑そういうことはございますわね︒それは外務省を通じる

指揮系統は外務省ですよ︒しかし︑こういう情報が欲し

宝珠山

それはお互いに︑たとえばさっきの陸幕の二部別室と調査

思います︒

佐道

一課というのは並列の関係にあるわけですか︒あくまでも調査一
課が上に立っている？

伊藤

陸から行っているからといって︑ストレートにやること

そうですが︒

宝珠山

宝珠山

上ですね︒企画部門と理解していただいていいでしょう

か︒実際に収集するということではなくて︒

は原則ないことになっています︒

伊藤

宝珠山

実務じゃないんですね︒どういう方針で︑何をどうやって

伊藤

伊藤

宝珠山

宝珠山

でも︑たとえば私信みたいな形で⁝⁝︒

いくかということを︒これはやっぱり政策？

と言いますのは︑官邸などに出すか︑外務省に出すか︑あるいは

ると思いますが︑大使の監督下で動くことということになってお

私信は︑重要な情報が入ってはいけないんですね︒

海上保安庁もあるかもしれませんが︑ポリシーは調査一課でやっ

ります︒

政策ですね︒それと︑配付自体も若干やっております︒

ております︒

そういうわけでもないでしょうが︑外務省との約束もあ

いけないんですか︒暗号にできないし︒

伊藤他の官庁との関係は︑いかがでございますか︒
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伊藤

いや︑そういうことになっているけれども︑実際に外務省

な本当に機密のものというのは︑外交ルートを通じることになる
はずです︒

伊藤

の方に聞くと︑﹁いや︑それぞれ直で結構やってるよ﹂と︒

宝珠山

宝珠山最近は︑近いところだったらそれも可能でしょうが︑ち

人間の移動で伝達するということもあり得ますわね︒

に行くか分からない⁝⁝︒外務省に入りますと︑配付権というの

ょっと経費が大変ですよね︒

それは︑各省庁ともいろいろ利害がありますので︑どこ

は全部外務省が持っておりますので︑そういうことを警戒してい

俳藤

そういうことですね︒いま言った収集業務はやっており

そうすると︑二課自体の出先はないわけですね︒

る人もいるかも知れません︒

宝珠山

配付してはくれても︑ずいぶん時間がたって配付されるな

佐道

そうすると︑たとえば各国の軍事情報の公にされたものな

どの収集は︑どこがやるんですか︒

伊藤

ません︒

そうです︑時機を失するのも函りますし︒

それに︑発信者のほうで限定することはできない？

たと

んてことがあっても困りますしね︒

宝珠山

伊藤

しれませんが︑ございます︒

各幕僚監部にも資料隊一いまは名前を変えているかも

宝珠山

伊藤

宝珠山

できないことはありません︒たとえば︑私どもが外国で会談しま

宝珠山

えば︑﹁これは防衛庁だけ﹂とか︒

す︒その内容を今度は電報にして外務省でやるわけですが︑﹁こ

ございます︒

明確に防衛情報というのについては︑そういう書き方は

れは︑どこそこに配付願いたい﹂というのを入れておいて︑それ

伊藤

海上幕僚監部ですと︑海上幕僚監部の調査部第二課は国

そうですが︒そこからも情報が上がってくる？

そういうところと共同です︒各幕僚監部にも調査二課が

そういうところが収集する？

を大使が決済すればそうなります︒しかし︑それを消されてもこ

宝珠山

外情報を︑調査部第一課は総括と︑国内に目を見張っているとい

っちはわかりません︒

伊藤

うことになろうかと思います︒

宝珠山

でも︑極めて機密的な情報で軍事的な情報というのは︑ど

うするんだろうなと思っていたんです︒つまり︑外務省で適当に

伊藤

宝珠山

は持っております︒

それは︑各幕の調査第二課と直結しているわけですか︒

配管されたら︑ちょっとまずい⁝⁝︒

は信頼の問題だと思います︒極秘︑機密と上がっていくにしたが

伊藤

指揮下にはありません︒並列ですね︒だから︑連絡会議

って︑しかるべく人が判断されていると思います︒その種のもの

宝珠山

いや︑適当に配付ということはないと思いますが︑それ

になってきて私信というのは︑許されないと思います︒これは︑

伊藤

宝珠山

はい︑求めればあるかもしれませんけれども︒各資料隊

情報という形で？

いや︑それはありませんね︒

じゃ︑必ずしも報告書という形で来るわけではないですか︒

怖いですね︒保護されませんから︒

どこかで取られたら︑アウトですからね︒

などというのは定期的にそういう資料を出しておりますので︑調

伊藤

宝珠山

査月報とかいう形はありますね︒

はい︒外務省の公信がそういう暗号化されるとかで︑言
われるように若干時間がかかることはありまずけれども︑保護さ

佐道

内局の調査二課のいちばん重要な仕事というのは︑具体的

れているわけですからまだ安心なわけですので︑おっしゃるよう
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ませんけれども︑自衛官で足を傷めるとか︑体を壊すということ

になりますと自衛官としてはハンディが出てくる︒しかし優秀だ

にいうとどういうことになるんでしょうか︒

宝珠山

というような入たちを見つけて︑転官とかいう形で使っております︒

一つがこの例だと思いますが︑官邸︑安全保障会議︑国

防会議︑それから防衛局防衛課に対して戦略情報を提供するとい
伊藤

醤葉ができないといけないでしょうしね．一

うことになるかと思います︒

言葉がある程度できないと困りますね︒少なくとも読め

宝珠山

それは︑様々な情報を分析︑解析して上げていくというこ

伊藤

俣藤

そうですね︒でも︑情報の解析などというのは︑かなり高

その意欲を持たないと困るんですね︒

ないと困ります︒それから︑技術について理解ができないと困る︒

所課に︑かなり多数の情報を分析する分析官という方々が

ということですね︒

とですね︒

宝珠山

佐道

度な知性がないと出来ないと思いますけど︒
宝珠山

いらっしゃるということですか︒

宝珠山

自らやる意欲と︑体力も含めて持ってないと︑なかなか務まらな

それで︑下のサポートというのがなかなか難しいですね︒

くて︒課長は管理者にしかすぎません︒米州︑欧州︑欧ソ班だった

い︒たとえば︑連隊長−大隊長でもいいですが⁝にはちゃん

はい︑それはもうプロですね︒私どもみたいな素人じゃな

かな︒それから技術系統その他︑四班か五班ぐらいに分かれて︒

るかなわけですね︒レールを曲げるということはあるかもしれま

と部下がついてて︑だいたいレールが敷かれている上をいかに走

宝珠山

せんが︑レールの方向を曲げるということであって︑それから先

技術系統もあるわけですね︒

は飛行機屋さんと︑艦艇屋さんとか︑ミサイル屋さんとか分かれ

のどうやってレールを調達し︑敷設し℃いくかまで考える必要は

伊藤

ておりました︒そういう情報に長けている人を見つけてくるのも︑

ないわけですけれども︑調査系統はそれでは役に立たないと言っ

それは︑防衛技術といいますか︑軍事技術情報というの

二課長のひとつの仕事なわけです︒

てはいけませんが︑任務を達成するものとは言えないもののよう

まあ︑そうでしょうね︒だけどこれ︑どうやって養成する

伊藤

に思いますが︒したがって︑前にも触れたと思いますが︑情報本

部というのをつくるといっても︑形をつくるのは法律を変えれば

んですかね︒

宝珠山

出来まずけれども︑実体ができるかということになると︑人の問

養成といったって難しいですよ︒初めからなかなか︑こ

ういう仕事というのは分かりませんので︒

題に全部いっちゃうんです︒

たとえば︑情報に非常に詳しいけど偏っているというのは

伊藤

それは︑その通りです︒先ほどの調別など︑まさにそう

が確実に出てくるんです︒

残っていく人たちとの年齢差というのは︑十年もあいたら能力差

定期的に人を供給して︑定年でアウトさせながら運営しますが︑

いう気があるわけです︒そういう事態はないとは言えないです︒

宝珠由

突然亡くなったりしたらプツンと切れますよね︒

非常に優れた人がいて︑その人に頼っていると︑その人が

伊藤
しかし︑大学を出た時から養成するというコースはあり

まずいわけでしょう︒

宝珠山

ないんですか︒

ません．︑

伊藤

ないですね︒

実際に︑いまもそうかと言われるとちょっと自信はあり

適性とかを見ながら？

宝珠山

佐道

宝珠山
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餌藤・佐道

そうでしょうね︒

伊藤

やっぱり学校みたいなもので︑というわけにはいかんので

すかね︒

こういうポストですと︑他のポジションのようにだいたい

佐道
宝珠山

けれども︒調査学校などというのがありますが︒

一般的な学校ぐらいだったら︑それはできると思います

二年か三年平均で必ず異動して︑数年したら全員入れ替わってい

けれども︑日本の場合も全部OJTですよね︒一般論はでき去す

それは︑できません︒まずだめですね︒

るなんてことはできないですしね︒

宝珠山

あるんですか︒

宝珠山

伊藤

教えることができますし︑やっていると思いますが︑実態は︑か

小平に調査学校というのがございます︒情報の一般論は

宝珠山

なりのウエイトを占めているのは︑語学ですよ︒

そうすると︑昇進の問題とかいろいろあるじゃないですか︒

であったんですね︒だから︑情報本部を設けるときにも人を養成

伊藤

伊藤

する︑人を養成するにはどうするかと︒一つは︑この前も話しま

宝珠由

その通りです︒だから︑なかなか処遇されないのが実態

したように情報のトップを高い地位に置くということと︑あと手

伊藤

いう特殊な語学を教官を置いてやっているということになります︒

朝鮮語とか︑ロシア語とか︑英語はともかくですが︑そう

そうでしょうね︒

段としては米国に留学ということしかないんじゃないか︑という
伊藤

宝珠山

でも︑そういう初歩のことをきちんと教える学校があれば︒

集というのは非常に大掛かりで︑世界中のありとあらゆる情報を

ですとできますので︒

ことから始めることになるわけですね︒

ワーッとつかまえていると︑よく言われますね︒じゃ︑イラクの

伊藤

しかし︑いま一般的に言われているのはアメリカの情報収

時はどうだったんだと言われると由りますが︵笑︶︑そういう仕

宝珠山

それは︑前からございます．︐しかし︑私も詳しくは知り

これは︑当時からあったわけですか︒

これはないと困りますから︑いまやっていますし︑語学

掛けのものは︑露本では当分できそうもないですしね︒

ませんが︑中野学校のようなものではないんですね︒あるいは︑

あれだけの人間を世界的に配置していますから︑それと

宝珠出

国外に出してもいい情報要員を養成するほどのものではない︒あ

そこ︵中野学校︶では︑おそらく国家戦略まで含めて教えていた

対等の情報というのはどうしようもないですね︑露本は．︐

んだろうと思いますが︒

そうですね︒だけどアメリカの場合だって︑情報収集とか︑

伊藤

佐道

三十人ぐらいだったかと思いますが︒

二課は︑規模的には何人ぐらいで構成されていたんでしょ

情報の分析の専門家を養成しているんでしょうね︒養成しなかっ

うか︒

たら︑あれだけの人数⁝⁝︒

宝珠山

養成し︑かつトップに高い地位を与えて︑きちっと処遇

一葉も同じぐらいですか︒

いや︑一課はもっと小さいですね︒いまは大きくなって
いると思いますけれども︒

宝珠山

佐道

宝珠山

それをやらなかったら︑あんなに出来るわけがないですか

をしているということだと思うんですね︒

僻藤
らね︒

ある程度の大きさを持つと力を持ってきますので︑自ら

佐道

宝珠山

増殖作用も出て来ますし︑養成能力も出て来るんだと思いますが︑

析官が？

二課のほうが︑現実の国際情勢を分析したりするという分
日本の場合にはまだそこまで行ってない状況であったと思います︒
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宝珠山

伊藤

マンパワーがないとできませんので︒

その中で︑当時はアラブなんていうのは対象としては非常

に少ない状況ですか︒

圏アフ溺ン侵攻事絆への対旛

空自衛隊のほうが主としてやることになると思います︒調査二課

はそれをもらえばいい話で︑調査二課自体でそれをやる規模は持
伊藤

やっぱり政治情勢とか︑安全保障の全般に関わることですか︒

そうでしょうね︒

っておりません︒

佐道

調査二課はですね︒

伊藤

宝珠山

宝珠山

宝珠由

もちろん︑向こうの戦闘能力の問題も含まれるわけですね︒

のメインの仕事はソ連分析ですね︑当時は︒そのときに︑アフガ

になりますと︑航空自衛隊で︑必要があればそこに発注すること

次の質問項巨の2と関連いたしまずけれども︑調査二課

ニスタン侵攻事件が起こったということで︑ソ連・アフガニスタ

によって︑ということにしておりました︒艦艇であれば︑同じく

中には潜水艦の専門家︑あるいは海上艦︑航空のというもの︑あ

それはございます︒しかし︑航空機の性能とかいうこと

ン国境などをウォッチしていたのは欧ソ班ですが︑確か三人なん

海上自衛隊のほうが強いということでありますし︑海上自衛隊の

三人︒

ですよ︒

佐道

るいは魚雷とか︑⁝機雷とかもあったと思いますが︒

はい︒各幕僚監部に何人かずつおりまずけれども︑コア

宝珠山

伊藤

ソ連がアフガニスタンに侵攻するということになった場合

になるのは調査二課にいる人でしたね︒

宝珠山

い頃この事件が起こりまして⁝⁝︑十一月に行って年末ですから

宝珠山

に︑官邸を中心に情勢分析をトータルにやらないといけないわけ

ませんけれども︑部隊として資料隊というのがございます︒これ

数ヵ月でしたが︑起こりましたとき徹夜で分析をいたしましたが︑

でしょうけれども︑そういうシステムはあるんですか︒

は︑もっと規模が大きいです︒しかし︑これはまず公開情報を収

その数日前に私どもは︑﹁どうもアフガニスタン国境にソ連軍が

落幕の調査二十も︑やっぱり主体というか規模的にいろい

集しているという所ですから︑それと各幕との問で調整というの

集結をしているようだしということは︑レポートを出したと思い

佐道

はあると思います︒資料隊はどういう指揮系統かというと︑各幕

ますけれども︒

このときには︑なかったと思います︒私が行って問もな

の防衛系統の︑たとえば飛行機の性能を調べて欲しいとか︑そう

佐道

ろバラツキがあったりするわけですか︒

いう要請を受けて公開情報の中からドイツ語であったり︑フラン

宝珠山

十人ぐらいじゃないでしょうか︒その下といってはいけ

ス語であったりするものを︑皆さんが見て分かる形に変換をする

伊藤

まあ︑そんな感じだと思いますけれども︑調査二課でそ
んなことはありません︒

宝珠山

﹁どこにあるの？﹂というぐらい遠いですよね︒

いですけれども︑あの当時はアフガニスタンといったら︑ほんと

今ごろ︑イラクの問題がありますからそれほど距離感はな

はい︒しかし︑それについての反応はなかった︒

予兆はあるということですね︒

という作業がございます︒したがって︑特殊な言語の語学力を持
たとえば︑ソ連の何とかという飛行機の性能を調査すると

っている人を抱えているという性格があります︒

僻藤

もし︑それが戦闘機というか空軍系統でありますと︑航

いうことは？

宝珠山
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佐道

ですけれども︑窟邸︑国防会議事務局と︑防衛局︑外務省ですか︒

宝珠山
宝珠山

それは︑調査二番であっては大変ですけど︒

ます︒とくにこのときはブレジネフ・ドクトリンとか言っており
佐道

轡藤

ますが︑﹁自由圏には手を出さないよ﹂という暗黙の了解という

外務省との関係はどういうふうになるんでしょうか︒

内調︵内閣調査室︶とか︑そういうところは？

か紳士協定があって︑それを破ることはないだろうというのが一

解藤

おっしゃるのは官邸などだと思いますが︑そうだと思い

般的に理解されていたわけですね︒そういう中で︑ちょっとそれ

宝珠山

外務省の側からというのは︑駐在官情報が公信の形で配

外務省の側からも︑情報が来ることになりますか︒

こういう非常に重要な国際情勢の分析判断という場合に︑

内調には︑こちらから直接は出しておりません︒

を越えたということがあるのだろうと思うんです︒

傍藤

付されるぐらいですね︒

が国の情報では取れる話ではありませんので︑米国からの情報な

な省庁を超えて情報交換をする場というのは︑何かあるのでしょ

アフガニスタン国境にソ連軍が集結しているという情報は︑わ
わけです︒米国も︑これを見過ごしているんですね︒見過ごしで

うか︒

このときは︑いかがでございましたか︒

臨時的に野宮されることはあります︒

そんなものですか︒こういう事件が起こったときに︑様々

なければ︑こんなことにならなかったはずなんです︒見過ごすと

宝珠山
伊藤

いうのはどういうことかというと︑強い警告を発してないんです︒
警戒はしていると思いますけど︒

︵久彦︶さんなんです︒岡崎さんがどう行動したのかというのは︑

このときは︑私の調査工課の担当の上の参事官は岡崎

うな状況というのは︑アフガニスタン国境であるんですね︒それ

私は分かりません︒この種のものは︑もし正規のものがあるとす

宝珠山

は︑衛星で見ていたら分かるはずなんです︒あのときにケネディ

れば︑﹁調査二課長︑ついて来い﹂というぐらいのことはあると

対比で言いますなら︑キューバ︑ハバナに船が向かっているよ

が︑﹁もしそんなことをするのなら︑反撃するよ﹂と言ったわけ

思いますので︑何らなかったんじゃないかと思われます︒

タンというのはそういうバッファー・ゾーンなんですね︒今でも

て︑﹁革茸も軍事情報について常々フォローしておいて︑適切な

宝珠山

睡国際軍事情勢関係メモ

ですね︒だから︑引き揚げた︒このときには︑そういう警告を発
してないんですね︒だから︑これはソ連としては黙認してくれる
ぐらいの感じはあるんじゃないですか︑キューバとの関係で比較

そうだと思います︒だから︑﹁行ってもアメリカが本気で反撃は

判断をすべきではないか﹂というのが︑﹁防衛計画の大綱﹂をつ

しますと︒人は変わっておりまずけれども︑おそらくアフガニス

ないな﹂と読んだとしても︑おかしくないんですが︒いずれにし

くった時から私どもにあるわけです︒そのことをおっしゃってい

でも︑そういう経験がありまして︑大平内閣ができまし

ても︑集結しているという情報を私どもは幾つかの箇所にはレポ

となんですが︑それで﹁おまえ︑担当しろ﹂ということになった

︵正芳︶さんが言ったわけですね︒︵大平さんが︶言ったというこ

情報を定期的に貰らえればありがたい﹂ということを︑確か大平

ただいたかどうか分かりませんけれども︑﹁防衛⁝庁からも︑軍事

いちばん重要なのは︑どこですか︒官房長官に行くとか︑

ートを出しておりました︒

佐道

これ︵国際軍事情勢関係メモ︶はその後に制度化されたん

総理に行くとか︒

宝珠山
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んです︒そのときに出したのが︑順序は逆になっておりまずけれ

焼却﹂ということになります︒

すると︑それが罪になりますので︑あとは信頼関係で﹁用済み後

防衛庁の用紙ではないんですか︒

ども⁝⁝︒︵国際軍事情勢関係メモの入った資料︶
佐道

宝珠山

下から綴じてあるわけですね︒

宝珠山

部分は防衛庁の用紙を使っております︒

伊藤

ていますが︑こんな形で一週間に一回ずつ︑レポートというか報

佐道

こういう調査課の情勢分析をもとに︑防衛庁の中でこれか

いえ︑防衛庁の用紙です︒すべてではありませんが︑大

告を上げるようになったわけです︒

らの情勢判断とか︑そういうことについての幹部の会議とかはな

当時は手書きなんですが︑順番は下からずっとこうなっ

俳藤ほんとだ︑一週間に一つ ず つ だ ︒

さったりされるんですか︒

宝珠寅

これは︑直接総理に届くということになるわけですか︒

宝珠山

ておりました︒

佐道

す︒話が飛びますが︑大平さんが﹁日米同盟﹂ということを発言

伊藤

大臣︑参事官︑幕僚長︑三十人ぐらい⁝⁝︒

誰が聞くんですか︒

これは毎週︑大臣室で調査二課長がレポートを差し上げ

されるわけですが︑この中では﹁日米同盟﹂というのをいっぱい

宝珠山

秘書官室を通じていると思いますが︑届いているはずで

放り込んであります︒これが影響したと見ております︒

佐道

庁議プラスαですね︑情報関係者︒これは︑きつかった

庁議を構成するようなメンバーということですか︒

佐道

宝珠山

ですよ︒一週間分目を通して︑要点を岡崎さんと︑﹁きょうは︑

そうですね︑日米首脳会談の中で︑初めて﹁同盟﹂という

言葉を使ったのは︑大平さんですから︒

宝珠山

これこれやりますしと言ってやる以外にないです︒事前に私が︑

そうなんです︒このメモで意図して使ったわけではあり

ませんけれども︒

宝珠山

かせるわけでしょう？

伊藤

﹁こう言います﹂という形で岡崎さんに詳綱に報告する暇のない

ね︒初めから審議して︑字の上手なのに清書させて︒

宝珠山

後で︑鈴木︵善幸︶さんがいろいろ言いますよね︵笑︶︒

僻藤﹁用済み後︑焼却﹂と︒

なりに︑また次席がおりまずけれども︒で︑岡崎さんのところに

伊藤

宝珠山﹁用済み後︑焼却しとか︑﹁極秘﹂とか打ってあります︒

行ったら時間がかかりますから︒﹁最初に言われたのは﹃調査二

ことが多かったです︒

これは︑限定部数をコピーして他にも配るという？

鈴木さんは︑論外で︵笑︶︒

佐道

課長がやれ嚇ということですから︑調査二課長でやりますよ﹂と

佐道

宝珠山庁内の参事官以上には配っていたと思います︒庁内の参

いうことなんですね︒だから︑これは問題があっても責任は岡崎

もちろん︑配付先でもありますし見ますけれども︑原則

としてこの中には岡崎さんの意見は入っておりません︒

宝珠山

見ることは見るんでしょう︑必ず？

それはそうです︒それを私がチェックしていました︒私

だけど︑これ︵国際軍事情報関係メモ︶は専門家にまず書

事官以上︑もちろん大臣のところも当然行きますが︑総理のとこ

さんのところには行かない︒

そんな形で︑当時は手書きしかできない状況なわけです

ろに行きます︑政務次官へも行っているわけです︒あとハ官邸秘

伊藤

それはもう︑こらちで処理できません︒番号を打ったり

まあ︑行った先で︑ある程度配る可能性はありますわね︒

書官のところに何部か行って︑国防会議事務局に行きまして．．

伊藤

宝珠山
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外務省から︑こういつた類のものというのは？

宝珠山

佐道

外務省にも当時︑調査周はありましたよね︒

あまり記憶にありませんね︒

佐道

岡崎さんとの関係は︑結局どういうことになるわけですか︒

宝珠山

やってるんだろうな︒

佐道

として︑先ほどの国内情報︑国際情報含めて担当したいんです︒
伊藤

これまた難しゅうございましてね︒岡崎さんは調査局長

しかし︑これには抵抗があったようでして︑全部にはタッチしな

調査業務はありますが︒しかし︑外務省のほうも結構︑入

そうですが︒じゃ︑課ぐらいはあったんですね︒
宝珠山

揮藤

調査局長なんです︒

いや︑ないんです︒岡崎さんが帰って︑岡崎さんが初代

宝珠由

何担当の参事官？

そうです︑参事官です︒

岡崎さんは︑参事官ですね︒

いように上のほうで振り分けていたと思います︒
伊藤
宝珠山

伊藤

事異動が激しいですから︑こちらほどのプロはいないんですよね︒

国際担当参事官と呼んでおりました︒国際情報担当参事

宝珠山

を賭けるぐらい情熱を⁝⁝︒

こちらの先生の部下になるような人達は︑本当にそれに命

伊藤

それでは︑第二課と葬常にべったりくっついて︒

官と言ったほうがいいかもしれません︒

伊藤

そういう人を採るようにしているということでありま

宝珠山

どもずっと情報で来て︑五十代だったと思います︒その前に確か

結果的にそうしたんです︒調査一課のほうを除いてある

航空幕僚監部だったと思いますけれども︑そういうところで情報

宝珠山
そういう意味ですか︒

をやって来て︑これは使えるということで調査二課に採用してい

す︒このときのロシア担当というのは︑癌で亡くなりましたけれ

伊藤

従来の外務省からいらっしゃる国際担当参事富というのは︑

わけです︒

佐道

伊藤

そういうのは︑蓄積が問題ですからね︒

たと思います︒

だいたい渉外が専らで︑岡崎さんはそれとはちょっと違う⁝⁝︒

渉外では満足しなかった感じですね︒

満足できるはずがないですよね︒

宝珠山
俳藤

宝珠山

そうなんです掩．文書で蓄積することができるものと︑

宝珠山

体験的に蓄積しているものとは差があるんだと思います︒

渉外もやられますけど︑渉外で参事官を置くほどのこと

はないわけですから︒本来の姿は︑やっぱり調査局長として活動

伊藤

年齢的に？

駐在官で言いますと︑ちょっともう間に合わないんですね︒

駐在官なんかで情報のほうに来る人というのは︑いないん

されるのがいいんだろうと思うんですが︑組織トータルとしては

ですか︒

伊藤

宝珠山

はい︒私が調整したわけではありません︵笑︶︒

内部調整の結果︑そうなったということですね︒

オーケーしなかったんじゃないでしょうか︒

佐道
宝珠山

来て読めればいいという⁝⁝︒翻訳ができることと︑全体を読める

はい︑若い問にある程度磨いておかないと︑単に語学が出

ということ︑喋れるということとは︑ちょっと差があると思うんで

宝珠山

宝珠山

す︒だから︑これに⁝携わる人間︑たとえばソ連の問題に携わる人

でも︑二課の仕事にはいろいろおっしゃったり？
出来てるからな︑おまえ︑ちょっとこれを外務省に届けるように

問というのは︑米ソ戦略がある程度わからないとだめですね︒︑

佐道

言つとけ﹂とか︑そんなことはあります︒それから外務省にも︑

それは︑ストレートですから︒ですから︑﹁これはよく

そういう指示に従ったものは行っていると思います︒
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︑﹂

の仕事になろうかと思っています︒

いう形︵軍事情報メモ﹀で皆さんに提供するというのが︑ひとつ

宝珠山
伊藤

それはそうですね︒

行動を読んでいると言っておりました︒﹁過去のときにこういう

があるかというね︒

伊藤

発言があって︑何ヵ月後にこういうふうになった﹂とか︑実に細
宝珠山

だから︑要求されたときも︑分かりやすく︑しかも総理

なかなか難しいんですよ︒言われるのは分かりますよ︒

その上で︑ソ連の戦略をある程度仮説的に置いて彼らの

かく当時の中央集権国家ですから︑言葉の一つひとつの変化をフ

が読んでもいいと思うぐらいの分量にと言われましたが︑それが

こういうのも︑なかなか上にあがって読む人が︑読む時間

ォローできる人がいました︒

伊藤

伊藤

いろいろなやり方があると思いますけれども︑前の中国ウ

ォッチャーなんかは︑リーダーの序列の分析ですね︒あれは非常

ものを考えられる危険性のほうが︑もっと大きいじゃないですか︒

そうでしょう︒だけど非常に短く書けば︑非常に短絡的に

に重要なポイントでしたね︒

それもありますし︑相手の知識によって表現とか︑要約

の仕方だってあるわけでしてね︑大変難しいです︒

宝珠山

相手の総理の教養の問題も︑もちろんあるんですよね︒

天安門の並び方とか︒

俳藤

佐道

宝珠山

大平さんなら読んでくれるけど︑鈴木さんじゃとかもあり

らしいですね︒いま︑平松︵茂雄︶さんあたりが分析な

どしておられるのは︑やっぱり入事からかなり分析をされるんで

佐道

すよね︒

ますし︒

独裁国家は︑北朝鮮だってそうだと思いますけど︑あれは

俣藤

うことではなくて︑理解できない可能性もありますし︒

読んでも分からないかもしれませんしね︒鈴木さんとい

佐道

佐道

宝珠山

だけだと人数的な問題もあるということもあると思いますが︑民

僻藤それでも︑ちゃんとやっていけるんだから︒

誰がどこにいるかよく分からない︵笑︶︒

間の研究者とか︑ジャーナリストとか︑ある分野でそういう人に

宝珠山

そういうのは︑軍事情勢についてある程度の理解をして

験的なものもあるんだろうと思いますが︒それを︑走りはこうい

いま︑平松さんのお名前が出ましたけれども︑防衛庁の中

協力してもらうとか︑手伝ってもらうとか︑あるいはそういう人

いないと︑サミットなどに行ったときに会話ができないという体

レーガン大統領は︑A4の紙一枚だったと︵笑︶︒

の情報を聞くとか︑そういうことはあるんですか︒

宝珠山

う形でやりましたけれども︑私の後は⁝⁝︒

それはやっておりますが︑非常に薄謝なものですからな

かなか十分ではありませんけれども︑喜んでということでおいで

これは︑続いているんじゃないですか︒

俳藤

続いてないですね︒なかなか大変なんですよ︒勝手なこと

を書くならいいですけれども︑やっぱり調査第二課というのは︑防

宝珠山

いただいている方もおります︒

宝珠山

衛庁調査第二課ということで取られるわけですから︑あんまり走っ

やっぱりおタクみたいな人がいるでしょう︒

だけでもいい﹂というような方もいらっしゃるわけですよ︒だか

てもいけませんし︑偏ってもいけませんし︒だからといって︑何に

富士

らといって出さないわけではありませんが︑官庁流の非常に安い

も問題ないことをだらだら書いても︑これまた話になりませんし︒

そうですね︒﹁金は要らないですよ︒話を聞いてもらう

謝礼でお出でいただける方には︑リストアップしてやっておりま

佐道

中曽根さんなんかはこういう情報はお好きなような気がす
す︒それほど大きな予算は貰っておりませんが︒それらを︑こう
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るんですけど︑中頭根の代でも︑もうないんですか︒
おそらく別途︑取っていたのかもしれませんね︒

何にもないということはないと思いますね︒

宝珠山
伊藤

は入ってないんですが︑﹁自由主義諸国よ︑結束しろ﹂と最後に結

んだんです︒岡崎さんが大変気に入りまして︑あちこちに持って

回っていたと思いますが︑その部分が残ってないんですよ︒どこ

かにあると思うんですが︑また見つかったら資料の中に入れます︒

いまは︑情報本部長が定期的に報告をしているわけです︒

宝珠山

一回だけじゃないんでしょう？

伊藤

これは︑

これはもう︑行ってやっているわけです︒

宝珠山

緒國か鐵していまずけれども︑私のところに残っていた

伊藤

のはこれしかないということなんです︒

これは︑ブリ⁝フでしょう︒このときはブリーフじゃなく

て︑文章ですね︒

伊藤

はい︒これが趨まして︑おそらくこういうもの︵定期の

そういう意味ですか︒

宝珠山

宝珠山

そうですね︒ブリーフも本崇はあるべきなのかもしれま

せんけれども︒

報告︶につながっていったんじゃないかと︑私は思っています︒

いう題で︑五十五年一月十一説付けですね︒

ブリーフのほうがいいですよね︑向こうは質問できまずから︒

宝珠山

伊藤

そうですね︑介入があって十聡ちょっとですね︒

伊藤

話が出来るわけですけれども︒それになって来たのは︑もっと後

佐道

こういうのは︑第二課総力を挙げてやるということですか︒

宝珠山

総力といったって︑欧ソ班しかだめですよ︵笑︶︒私は

はい︒だから︑二十九日から十B後ぐらいですね︒

これは︑﹁アフガニスタン情勢ーソ連の軍事的介入−﹂と

ですね︒それも外務省からお出でになっている国際担当参事官で

伊藤

そうです︒相手の関心事項と水準とが分かりますからね︒

はなくて︑情報本部長だし︑あるいは防衛局長がやっております︒

宝珠山

ソ連のアフガニスタン侵攻に対して日本は何をするかとい

伊藤
ったって︑これは⁝⁝︒

出勤しませんでしたけれども︑彼らは休みを返上して正月に出て

まさにそれがポイントなわけですから︑私は越権ですけ

宝珠山

こういうものは︑何回かお出しになった？

定期的に出しています︒これを出すようになりましてか

らは官邸まで行くんですが︑そうでないのは事件ごとに手書きと

宝珠山

伊藤

きております︒

そうですが︒これは︑もっと前なんですね︒

こういう形で︒︵国際軍事情勢関係メモ︶

書いたとおっしゃるのは？

れどもそのことを書いたんです︒

伊藤
宝珠山

伊藤

かで出しております︒

それが走り︵例︶になったんだろうと思います︒これが

宝珠山

伊藤

庁内からどこに行ったかは︑分からないですね︒

いえ︑庁内に︒

出したというのは︑官邸にですか︒

その時のレポートの一部なんです︒︵アフガニスタン情勢ーソ連

伊藤

宝珠山

これ︑タイプで打っていますね︒

の軍事的介入1︶手書きで配っていたんですが︒
伊藤

宝珠山

伊藤

あるいは︑官邸に持って行ったかもしれないですしね︒

﹁こんなのがあるよ﹂と︒

それから先は分かりません︒たとえば︑岡崎さんのとこ

宝珠由

ろに行きまして︑岡崎さんが外務省にちょっと寄ったときに︑

最初のは手書きだったんですが︑正確には記憶しており
ませんが思出さんが︑﹁これはよくできているから︑タイプにして

関係者に配れ﹂と言ったような記憶があります︒日本がどうすべ
きかということについては︑調査二課をはずれますのでこの中に
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岡崎さんが官邸に持って行くことはないと思いますが︒

でも︑長官が持って行くとか︒

宝珠山
伊藤

禁止？

調査系統には無断立入りは⁝⁝︒

伊藤

はい︒したがって⁝⁝︒

伊藤

宝珠山

宝珠山

それもないと思いますけれども︒

佐道

けにはいかない︒

宝珠山

があって︑アメリカ大使館の占拠事件とか人質事件があって︑問を

昭和三十年前だから︒

無断じゃなきゃ︑いいわけですか︵笑︶︒

置かずに今度はイランとイラクが戦争を始めるとか︑まさにこの時

佐道

他の課は︑プラッでもいいんですね︒

宝珠山

アフガニスタンのソ連の軍事侵攻がある前にはイランの革命

期は中東が非常に激動している時期だと思います︒そうしますと︑

伊藤

宝珠山

て︑外からも入れないように︵笑︶︒欄干というんですか︑これ

無断じゃなきゃいいわけですけれども︑ブラッというわ

調査二課の分析も中東に相当力を割かざるを得ないという？

それらが欧ソにシフトするという形にならざるを得ません︒突発

を回り込んで来るかもしれないからというので︑私のところに網

そうです︒ですから︑窓枠のところに網を張っていまし

的に大きな事件が出ますと︑大臣室あるいは次官室での説明も頻

を張ってありました︒当初︑私のところの後ろの窓に全部網を張

ですから︑総括班という全体を総括するのがありますが︑

度が増えるわけですね︒イラン・イラク戦争のときも︑久保田

るというから︑﹁そんなの︑牢獄にいるようなものだからやめて

くれ﹂と言いまして︵笑︶︑外向きに出した︒乗り越えて来られ

︵円次︶さんという有名な長官がおられましたが︑大臣室で報告
させられるわけですね︒皆さん聞いておられるわけです︒

宝珠山

けですね︒

佐道

なきゃいいんだろうから︒

えば﹁岡崎が聞くから説明しろしと言われても︑﹁それはどうぞ︑

宝珠山

それは︑皆さんに聞かせるんでしょう？

自由に﹂ということになるかもしれませんし︑適当にやるかもし

出て行くということがありまずけれども︒そういうことにすると︑

伊藤

れません︒しかし︑大臣室でやるということは関係者が︑幕僚長︑

もうまず来ないですよね︵笑︶︒話すほうも心得て︑﹁それは話せ

囲岡崎久彦既の﹃大網﹄改訂論

入れまぜん︒呼ばれれば︑僕らのほうが要件によっては

じゃ︑防衛庁詰めの記者も︑調査課に関しては入れないわ

参事官が並んでいるところでやるわけですから︑レポートする側

ません﹂と言えばそれで終わりですから︒

結局︑結果的には大臣室に報告するということで︑たと

も覚悟してやらなければいけないわけですし︑準備しなければい
ある種︑名誉でもあるわけですね︒

けません︒

伊藤

はい︑それはその通りですね︒そういうことがずっとご
佐道

宝珠山

ざいました︒国際情勢の変動が激しい時でありましたので︑おも

ますが︑この時が初めてでいらっしゃるんですか．一
そうです︒

岡崎さんとはその後︑長いおつきあいになるだろうと思い
しろくもありましたけれども︑きついですね︒

宝珠山

大変だったでしょうね︒新聞記者なんていうのは︑結構情

佐道

調査系統というか︑情報の調査とかいう面については︑

その当時︑岡綺さんについてのご印象はどうですか︒

宝珠由

伊藤

来ていました︒なくはないですけれども︑もう当時から

報を取りに来たりするんですか︒

宝珠山
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イするについては︑日本の防衛⁝政策と欝本の防衛の実態について

か︑理解はされているんですが︑それを日本の防衛政策にアプラ

ありました︒国際情勢を抽象的にというか︑全体的にといいます

ゃないんですが︑その点については意見が合わないということが

綱﹂を変えるということになりますと︑これは調査二課の権限じ

伊藤

宝珠山

ら︑岡崎さんのほうも情報は得られるということですね︒

伊藤

ことだって構わないわけですよ︒

渉外はいろいろ幅がありますから︑意図するなら情報収集に来る

宝珠山

そうですね︒

ある程度理解がないとうまくつながらないと思うんですが︑国際

宝珠山

佐道

情勢の厳しさをストレートに防衛力増強に向け︑防衛力増強の具

なしということはありますけどね︒

非常にフィットするんです︒波長が合いますが︑﹁防衛計画の大

体的目標が何かは理解がなくて︑﹁いまあるものは﹃防衛計画の

それはその通りですね︒得ようとするでしょうね︒
当然ですわね︑それは︒

はい︒だから︑﹁誰が来て︑こういうことを言ってたが

どうせ岡崎さんだって︑役に立つような情報は流してない
︵笑︶e

役に立つ情報を持ってるかどうかわからない︒

ということで︑質闘項目の3で言いますと︑増強の要求と

いうのはカーター政権もありまずけれども︑私は日本国内における

宝珠山

囲カーター敵罐と﹃穴網﹄改与論

佐道

だから︑渉外業務で来るわけですよね︒渉外業務だけど︑

大綱﹄に拠るんだから︑その大綱をとっぱずしてやらなきやどう

伊藤

情報収集ということは︑つまりギブ・アンド・テイクだか

にもならないんだ﹂というような︑かなり飛躍した論を展開され

ということは︑その次の質問の︑﹁カーター政権からB本

ておりましたので︒

優藤

おっしゃるように︑外国からの情報収集者も私のところ

の防衛力増強が求められている﹂ということと合うわけですか︒

宝珠山

には来ないです︒しかし︑各国の東京に配置されている防衛駐在
官は︑岡崎さんのところには入れるわけです︒
アーツ︒

反防衛計画大綱派というものが火をつけているのではないかと︒

伊藤

宝珠山

伊藤

だから︑渉外でもありまずけれども︑ある意味では情報

官でもあるわけですから︑堂々とユニフォームをつけて入って意

要するにこの前からお話にありました総合安全保障とか︑平時の

そこまで考えているかどうかというよりも︑﹁防衛計画

なくて︑﹁増やせ︑増やせ︑大綱をつくった時と違って国際情勢

の大綱﹂に定める防衛力の水準というものについて理解ができて

宝珠山

ちょっと待ってください︒反防衛計画大綱派ということは︑

見交換しているんです︒﹁あそこに行けば︑何か聞ける﹂とかい

何とか︑ああいうものではだめだと？

それは︑二課長のところには接点がないわけですか︒

そうです︒

各国の東京にいる防衛駐在官ですね︒

うことになると︑ますます行くわけですね︒
伊藤
宝珠山

俣藤

は厳しくなったじゃないか﹂と︒

接点がないというか︑向こうが入ってこないですよ︒防

宝珠由

俘藤

ではないでしょう？

しかし︑大綱自体はそんなに防衛力を嗣限するようなもの
衛局ですからね︒岡崎さんは参事官で︑国際という名前はついて
いますけれども︑ずっと渉外担盛参事官なんですよ︑ついこの問

宝珠山

そう考えていたのは︑私なんです︒どこが困るかねと︒
までは︒
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は言いませんけれども︑当時の防衛課長の池田︵久克︶さんに対

﹁困るところを︑まず示せ﹂と︒私は調査二課長ですから表向き

ずっとその後もあるんですけれども︑結局︑久保さんなんかは脱

というのは︑確かになかなかできない︒それが大事だという話が

佐道

言い方が難しいかもしれませんが︑大綱別表に基づく整備

しても︑﹁あなたは変えるというけど︑どこがどう都合が悪いか

当初からそうだと思うんですが︑久保さんは意図してそ

しかし︑実務に携わった私どものような者は︑それでは仕事がで

うだったと思いますし︑それを狙っていたのだろうと思います︒

宝珠山

が︑大綱の性格を重げてしまったというような⁝⁝︒

脅威ということをずっと書って︑それで話をしていたということ

﹁増強しなければならない︒増強のためには︑﹃防衛計画

こういう誤解というのは？

そうですよ︒だからこういう誤解が生まれると思うんです︒

池田さんも変えようという話ですか︒

言ってみなさい﹂と言っていたんです︒

佐道
宝珠蜘

伊藤
宝珠山

佐道

伊藤

佐道

外務省は︑もっと理解力がないですからね︒いやいや︑実

外務省もそうなんですか．．

そうですね︒

いはそれをアナウンスすることによって︑こういう外国における

いうものも知っているわけです︒だから︑敢えて誤解をし︑ある

うのは︑大綱自体について違和感がないんですね︒あの柔軟さと

来ているわけです︒その作成過程の詳細を知っている人たちとい

きないと︒前に申しあげたと思いますが︑あのような考え方で出

態についてはそうですよ︒だから︑防衛庁の防衛課長なり岡崎参

発言を誘発したという面はあるように思います︒

の大綱﹄を変えなければならない﹂という思考法なんです︒

事官がそう考えているとすれば︑それはそうだろうということに

佐道

力の全容をずっとお話しいただいているようなことで︑防衛大綱

佐道

かもしれません︑手書きの岡崎さん一流の︒岡崎さんは原稿を出

意見があれば言え﹂と言ったことはあります︒あれも残っている

宝珠由

になったりしていらして︒

岡崎さんなんかは︑かなり強烈な大綱批判の論文をお書き

なるんじゃないですか︒

の正確なところを理解しておられるのは︑西廣︵整輝︶さんとか︑

されるときには︑関係者にはあらかじめ配るんですね︐配って高

の大綱﹂の水準は生半可なものじゃないということは理解してい

す︒公にも言っていますし︒そういう人たちは︑この﹁防衛計画

の第五幕僚室長たちが︑﹁これでいいんだ﹂と言っているわけで

しているわけですね︒統幕議長を含めて︑あるいは統幕議長の下

宝珠山

僻藤

更することで自らの手柄にしょうという人たちもいるわけです︒

実態についての理解ができない人たち︑あるいは理解しないで変

も︑基本的な考え方は先ほど来申・しあげているように︑防衛力の

か政策については言えませんので︑あまり言っていませんけれど

て︑配ってきたのを見ております︒調査二課長としては︑なかな

覧かおいて︑反応を見て出すんです．．そういうやり方の一つとし

結局︑四次防をつくる前段階から︑常備兵力︑基盤的防衛

宝珠山先生とか︑だいたいそこら辺で︑あとの人は逆にいうと誤

るわけですよ︒これを達成するためには大変な努力が要るんだと

宝珠山

ええ︑私のところに持って来て︑﹁おまえ︑読んで何か

解が結構多かったということになりますか︒

いうことを理解できる人たちと︑久保さんが解説するようなもの

て反論するよりも︑向こうの言うのを認めたほうが楽な面があり

それはユニフォームのほうでは︑携わった人たちは理解

と理解している人︑それからそういう考え方自体について批判的

それはいると思います︒それから︑米国が言うのに対し

それは︑防衛局の中にもですか︒

で︑﹁俺の時代に何か手柄を立てたい﹂と思う人もいるわけです︒
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これでやっていけるんだ︑という説明ではなくて？

ますのでね︒

伊藤
そうです︒そうするほうが︑つらいですからね︒

そうですが︒

宝珠山
傑藤

分かりました︒今度は計画官になられるわけですが︑これ

圏防衛局計画官
伊藤

は中期業務計画をつくる作業だと思います．．

やっていけるという説明をしょうとすると︑大変ですか

宝珠山

宝珠山

そうですね︒

ら︒﹁改訂しよう﹂と言うほうが楽ですよ︒先送りの手法ですね︒

流れとしては︑人事異動ですからどこに行かされるかは分

僻藤

アメリカが言っている軍事力増強というのは︑要するに実

僻藤

先ほど来ご指摘がありますように︑国際情勢が厳しいと

その裏には︑﹁欝本は︑しかるべく防衛努力をしろ﹂というのが

とからあるわけです︒そのときに︑﹁自由諸国よ︑結束しろ﹂と︒

いう理解なわけですね︒それは︑アフガニスタンに云々というこ

宝珠山

でしょうか︒

ことで︑情報を踏まえて申期計画をおやりになると︒こんなこと

と切れまして︑まあしかし同じ防衛周の申で今度は計画官という

ってというふうにつながっていたんですが︑ここで情報でちょっ

次期戦闘機等々を選定して︑そうしたら今度は調達実施本部に行

からないでしょうけれども︑前のお話だと︑航空機課におられて

まあしかし︑本音ベースではそういうのがあるかもしれ

枠でどれぐらい増えるかという話でしょう︒

宝珠山

ませんけれども︑米国がストレートの干渉にわたらないで言える︑

内政干渉にわたらない限度というのはあると思います︒それは︑
﹁国際情勢の厳しさを反映して︑防衛努力を向上させた﹂という

だから︑﹁大綱を変えろ﹂などということは言えないん

そうですね︒

ところまでなわけでしてね︒
伊藤

宝珠山
ですよ︒

それは当然ですね︒

入っているわけですね︒そこはしかし︑調査二課長の権限ではあ

督藤

宝珠山

りませんので言ってないんですが︑そういうことを部内では喋っ

書ってないです︒そこのところを大綱の水準を︑﹁いや︑

これだけのことをやるにしても︑こんな努力が必要なんですよ﹂

聞かせろよ篇というのが︑四月に待っているんです︒SSCなわ

す︒その中で︑﹁八一年度はしょうがないや︒今後のことを少し

一年度予算の方向が決まって︑これを米国に説明しているはずで

いでいる状況だった︒この二月というのは意味がありまして︑八

けないという時期にさしかかっているんですが︑なかなか動かな

なるべく早く︑ここで言われる計画策定の方針を示なければい

ほうを含めて悩んでいる時期なんだろうと思います︒

力増強の要請を踏まえてどうしたらいいものかというのを︑上の

かかっているわけです︒かかってはいるのですが︑こういう防衛

ているわけです︒そういう中で︑中期業務見積もりの策定時期に

昭和五十四年十一月から五十六年二月までですから︑一年

そのぐらいですね︒

調査第二課長をおやりになって︑二年足らずですか︒

というのを示すのが︑五六中業なんです︒

伊藤
宝珠山

伊藤

三ヵ月か四ヵ月ぐらい︒結構短いんですね︒五十五年十二月に︑

ええ︑この前お話し差しあげたと思います︒

総合安保ですか︑なるほど︒これはもう伺った話ですね︒

総合安保です︒

それは前回︑鐵ました︒

兼内閣官房内閣審議官と︒これは︑何ですか︒
佐道
宝珠山

伊藤

宝珠山
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この基本的な方針を決めることについての中心になるの

けです︒

佐道
は︑もちろん計画官もそうでしょうけれども︑あと防衛課長︑防
衛局長となっていくわけですか︒

はい︑これはその通りです︒しかし︑なんといったって

大綱を変えろと主張している中心は︑どこになるわけです

塵穴綱の改訂派だった岡崎罠と池囲罠
佐道
か︒

宝珠山 まあ当時︑亡くなつちゃったから悪いんですけど︑池田
タ
さんでしょうね︒それから乱言さんでしょうね︒岡崎さんの背後

宝珠山

には︑外務省があると思いますが︒

薄志は計画官が中心です︒調整には防衛課長が入りまずけれども︒

そういうときに︑﹁あいつなら使える﹂ということで考えたんじ

岡崎さんだって︑大綱のどこをどういうふうに変えるのか
というのは⁝⁝︒

伊藤

ゃないかと思いますね︒

宝珠山

宝珠山

過去の経緯も全部わかっておられるから︒

ここでは﹁大綱を変えろしなどとは言っていませんから︒﹁変え

頭の構造はそうなっているということでご理解ください︒それに

佐道

る必要はない︒B本の防衛努力は大綱を変えなくても十分に示せ

対しては︑繰り返しになりますが私は︑﹁大綱というのはそんな

もちろんそうですね︒非公式に言っていることも︑私は

る﹂というのを︑多少越権的ではありまずけれども言っているわ

ものではありません﹂と︑申し上げているわけです︒

ども︑四次防とか大綱の策定過程には︑あんまり関与されなかっ

池田さんは防衛庁の生え抜きの方でいらっしゃいまずけれ

それは︑池田さんよりもっと分かりませんよ︒しかし︑

けですから︑それは上のほうとも合うわけですね︒ここで大綱を

佐道

それは︑そうですね︒

変えるなんていうのは︑大変なことですから︒
傍藤

たんでしょうか︒

はい︒大綱を変えてどういうものになるか︑というのさ

宝珠山

三次防までですね︒

七〇年代には︑あまり関与されていない？

抽象的に﹁国際軍事情勢が厳しいから防衛⁝努力をしなければいけ

宝珠山

宝珠山

なかった？

佐道

四次防には入っていませんし︑大綱には入っていません︒

ない︒防衛努力をするためには︑大綱を変えなければいけないし

上りますが︑アフガニスタン侵攻があって︑年が明けたかどうか

宝珠山

佐道

宝珠山

さっきおっしゃったように︑いったいどこを変えるんだと

え見えない話です︒

伊藤

と思い込んでいる人たちがいると︑考えていただいていいと思う

よく記憶していませんけれども︑各組の防衛課長︑池田課長など

そこら辺で︑経緯とかいろいろなことがお分かりになって

んです︒それに対して大綱を︑﹁こんな柔軟なものはないじゃな

と︑私ども調査二課の侮人かの会合がありまして︑﹁アフガニス

いうことですね︒

いか︒大綱の範囲内で努力をしても︑日本の防衛努力を具体的に

タンはソ連がすぐ勝つんだ﹂というようなことを言いまして︑そ

その通り︒どこを変えるんだということもわからないで︑

示すことは十分できるよ﹂と言っているわけですから︑﹁あいつ

れを踏まえて防衛政策を立案しなければいけないというようなこ

まあ︑分かろうとしなかったのかもしれません︒話が逆

なら﹂ということはあったのだと思います︒

とを論議した会議がございました︒そのときに︑私は申しあげた︒
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という反論をしたのは︑覚えております︒そういうことで︑池田

は︑いかに勝たせないようにするかということではないですかし

が︑ソ連が勝つということは言えない︒いま政策部門が考えるの

て︑﹁情勢が厳しくなったという之とまでは言えるかもしれない

佐道

ます︒

ようなことを言われたんだよ﹂ということは︑聞いたことがあり

て︑何で大綱を変えられないんだ﹄と言われているんだ︑という

岡崎さんがこういうことを言っておりました︒﹁﹃岡崎︑佐々とい

宝珠山

を言ったりとかは？

氏がどういう動機でか分かりませんけれども︑大綱を変えるとい

宝珠山

﹁そんなことは︑言えないんじゃないか篇ということで反論をし

うことにかなり強い意欲をお持ちであったのは記憶しておりま

僻藤

ただ︑岡綺さんと近いことはあったと思います︒それは︑

す︒個人的に何度か反論を差し上げたのに対して︑お叱りを受け

しかし︑佐々さんが直接﹁変えろ﹂とか︑そういう意見

宝珠山

誰でしょうね︑そういうことを言うのは︵笑︶︒

岡崎さんが︑誰かから︒

岡崎さんから？

たこともあります︒

を表明した記憶は︑私はありません︒佐道 大綱を変えろと主張

やっぱり個人的にそういう議論が中であることはあるんで

侵藤

している中心は︑どこになるわけですか︒

すね︒権限の問題は劉として︒

岡崎さんだって︑大綱のどこをどういうふうに変えるのか

それは︑池田さんよりもっと分かりませんよ︒しかし︑

頭の構造はそうなっているということでご理解ください︒それに

宝珠山

というのは：：内：︒

轡藤

には︑外務省があると思いますが．︑

さんでしょうね︒それから岡崎さんでしょうね︒岡崎さんの背後

まあ当時︑亡くなつちゃったから悪いんですけど︑池田

宝珠山

それはありますね︒とくに済みたいなのは何でも言える

宝珠由

池田さんと岡崎さんはくっついてないんですよ︒仲は悪

池田さん︑岡崎さんは⁝⁝︒

ほうでしたから︑言ったことはございます︒
佐道

宝珠山

伸が悪いんですか︒じゃ︑別々の立場で同じというか⁝

いんですよ︒

佐道
：︒o

宝珠山大綱については︑ということでした︒くっついていると

佐道

ものではありません﹂と︑申し上げているわけです︒

対しては︑繰り返しになりますが私は︑﹁大綱というのはそんな

おもしろいな︵笑︶︒

ども︑四次防とか大綱の策定過程には︑あんまり関与されなかっ

いうことは︑ありません．︑

伊藤

お二人とも声が大きいから︑目立っていたと言えるかもし

三次防までですね︒

七〇年代には︑あまり関与されていない？

四次防には入っていませんし︑大綱には入っていません︒

そこら辺で︑経緯とかいろいろなことがお分かりになって
なかった？

佐道

宝珠山

佐道

宝珠山

たんでしょうか︒

池田さんは防衛庁の生え抜きの方でいらっしゃいまずけれ

佐道

外部から来た︑声が大きい人というと︑もう一入は佐々

それもあるかもしれません︒

れませんね︒

宝珠山

佐道

そうですが︒あまり明確に︑そういうことについての意見

佐々さんは︑あんまり言って来たことはないですね︒

︵淳行︶さんがいらっしゃいますが︑あの方なんかはどうなんで
すか︒

宝珠山

佐道
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宝珠山
宝珠山

れませんね．︑

まあ︑分かろうとしなかったのかもしれません︒話が逆

上りますが︑アフガニスタン侵攻があって︑年が明けたかどうか

佐道

︵淳行﹀さんがいらっしゃいますが︑あの方なんかはどうなんで

外部から来た︑声が大きい人というと︑もう一人は佐々

それもあるかもしれません︒

よく記憶していませんけれども︑各省の防衛課長︑池田課長など
と︑私ども調査二課の何人かの会合がありまして︑﹁アフガニス

﹁そんなことは︑言えないんじゃないか﹂ということで反論をし

宝珠山

を言ったりとかは？

すか︒

て︑﹁情勢が厳しくなったということまでは言えるかもしれない

岡崎さんがこういうことを言っておりました︒轟岡崎︑佐々とい

タンはソ連がすぐ勝つんだ﹂というようなことを言いまして︑そ

佐々さんは︑あんまり雷って来たことはないですね︒

が︑ソ連が勝つということは言えない︒いま政策部門が考えるの

て︑何で大綱を変えられないんだ﹄と言われているんだ︑という

宝珠山

は︑いかに勝たせないようにするかということではないですか﹂

ようなことを言われたんだよしということは︑聞いたことがあり

れを踏まえて防衛政策を立案しなければいけないというようなこ

という反論をしたのは︑覚えております︒そういうことで︑池田

ます︒

そうですが︒あまり明確に︑そういうことについての意見

氏がどういう動⁝機でか分かりませんけれども︑大綱を変えるとい

佐道

佐道

うことにかなり強い意欲をお持ちであったのは記濾しておりま

宝珠山

とを論議した会議がございました︒そのときに︑私は申しあげた︒

す︒個人的に傭度か反論を差し上げたのに対して︑お叱りを受け

揮藤

誰でしょうね︑そういうことを言うのは︵笑︶︒

科程さんが︑誰かから︒

岡崎さんから？

ただ︑岡傭さんと近いことはあったと思います︒それは︑

たこともあります︒

しかし︑佐々さんが直接﹁変えろ﹂とか︑そういう意見

宝珠山

やっぱり個人的にそういう議論が中であることはあるんで

伊藤

を表明した記憶は︑私はありません．．

それはありますね︒とくに私みたいなのは何でも言える

計画窟に就任されたのは︑いまおっしゃったようなタイミ

ちょっと背景を説明いたしますと︑中期業務見積もりを

作業するにあたって︑指針を示さないといかんわけですね︒その

宝珠山

そういう段階ですか︒

ングだということで︑次の中期業務計画をつくり始めるという︑

欝藤

囲﹃璽六事期業務見積り﹄の背景

すね︒権限の問題は別として︒

宝珠山

池田さんと岡崎さんはくっついてないんですよ︒伸は悪

池田さん︑岡崎さんは⁝⁝︒

ほうでしたから︑言ったことはございます︒
佐道

宝珠山

大綱については︑ということでした︒くっついていると

仲が悪いんですか︒じゃ︑別々の立場で同じというか⁝

いんですよ︒

佐道
Q

宝珠山

おもしろいな︵笑︶︒

さなきゃいけないと主張した．︑

いたところだと思います︒着任して間もなくから︑早く方針を出

指針をどういうものにするかということで︑なかなか進まないで
俳藤

お二人とも声が大きいから︑目立っていたと言えるかもし

いうことは︑ありません︒

佐道
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佐道

作成に際しての長官指示ですね︒

それは︑方針を出すために任命されたといってもいいわけ

伊藤

これは︑方針なんですね．︑

だから︑八一年四月に来てどうしょうかというときに︑

方針をいろいろ検討して︑ここ︵防衛周長への業務説明︶にあり

宝珠山

伊藤

いや︑方針を出して︑方針を実施することです︵笑︶︒

ですね︒

宝珠山
もちろん︒とりあえず︒

ます資料2で︑昭穂五十八年度から昭和六十二年度までを対象と

卵嚢

宝珠山

する中期業務見積り案の作成に際しての長官指示︑それは2項の

それは︑その通りです︒直接はまず方針を出さないこと

には︑誰も動かない︒勝手には動いていますけれども︑防衛庁ト

﹁防衛計画の大綱に定める防衛力の水準を達成することを基本と
伊藤

この第1項は︑とくに別に意味はないですね︒従前通りと︒

して作成する﹂と︒すなわち︑大綱修正は考えないよと︒

ータルの組織として動かすためには︑計画面が方針を提案して︑
これは︑葡任者から引き継ぎというのはあるんですか︒

関係者の了解を得て︑大臣決済をしなければいけないんです︒
伊藤

宝珠山

いるわけです︑1項は︒2項で︑﹁大綱改訂はしないよ﹂と言っ

これは︑この前ご説明申しあげた︑﹁計画体系の中でや

宝珠山

りますよ﹂ということですね︒どこかにあったかもしれませんが︑

引き継ぎはありますけど︑このときは引き継ぎようがな

いですわね︒そのこと自体は︒過去の経過というのは︑私も知っ

政府計画に格上げするというようなことは考えないよ︑と言って

それは︑やりにくいな︵笑︶︒

ていましたから︒

伊藤

ています︒

そういうことで︑方針をどうかというのがまず大議論にな

宝珠山

ここまで読むとδ﹁防衛⁝計画の大綱﹂を変えるみたいな

これは︑皮肉を言っているわけですね︵笑︶︒

鑑み⁝⁝﹂と書いてある︒

言いかたがおもしろいですね︒﹁現下の厳しい国際情勢に

伊藤

そこから行くんですか︒

るわけです︒方針というのは︑大きくは大綱を変えるのかどうか︒
伊藤

宝珠山

いやいや︑方針を考えるにあたっての幅は︑そこからス

宝珠山

伊藤

国際情勢が厳しいから︑﹁防衛計画の大綱﹂をやるんだと
いうことですね︒

佐道

︵笑︶︒

タートするわけです︒その前の論議が一般的にありますが︑変え
ないでいくのかというのが大きな分かれ目なんですね︒計画策定
にあたっての方針というのは︑そういヶものなんですが⁝⁝︒
大綱が前提になっての話じゃないんですか︒

宝珠山

俣藤

宝珠山

伊藤

水準を早く達成すると︒3項は⁝⁝

からそうではありません︒それで︑五十六年四月二十八日に︑落

宝珠山

いやいや︑それは前提にする人もいますけれども︑初め

書きが入っていますけれども︑こういう指示に仕立て上げるんで

どうってことはありません︒4項は一年でだいたい仕上げなさい

大蔵省などから言われるようなものでして︑これも別に

財政負担の軽減に配慮すると︒

す︒︵小冊子﹁防衛アンテナ﹂︶

ということなんです︒

この﹁長官指示について﹂︵十ページ︶というのは︑一体

伊藤

ですね︒

そうですが︑方針というのは︑そこのところが問題なわけ

伊藤

いや︑これは時期が違いますから⁝⁝いやいや︑資料3

なものですか︒いま︑資料2と3となっていますが︵？︶︒

宝珠山

はもう結果のほうです︒一年数ヵ月後です︒
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すが−人間は︑そういうことを言っているわけです︒政府計画

にすると︑﹁おれがしたんだ﹂ということを手柄にしたい人がい

増強にならないよ﹂という意見があるわけです︒そういう意見を

というような議論もある︑﹁大綱も改訂してやらなきゃ︑防衛力

宝珠山

も私はそう思っていますが︑鉋をかけられるだけなんです︒二回︑

宝珠山

伊藤

年︑五九中業で︒

るんです︒それを現実にやったのが︑加藤紘一さんなんです︒後

うまく処理しきれないでいるところに︑行っているわけですね︒

鉋をかけられるんです︒中期計画をつくる時に鉋をかけられて︑

質問項目について言いますと︑3の﹁政府計画にしよう﹂

だから︑両方とも切っちゃったのがこれ︵小冊子﹁防衛アンテナ﹂︶

また予算をやるときに鉋をかけられる︒あれを超えることはない

はい︒やったけれども︑何も成果ないんですよ︒いまで

実際やったんですね︒

なんですね︒

ですからね︒

中業の格上げ派と︑﹁防衛計画の大綱﹂の改訂派というの

はい︑計画を増やせということはありませんから︒しか

佐道

宝珠山

伊藤増やせ︑というのはないでしょうからね︒

政府計画の格上げは︑それほどあったとは思いませんがね︒

は︑だいたいリンクするわけですか︒
宝珠山

し︑そんなことはどうでもいい人がいるんです︒﹁私は︑某中期

計画をつくりました﹂と言って演説したい人はいるわけです︒こ

一応︑意見としてはあったわけですか︒

宝珠山

の時にもいたと思います︒私は︑そんなのは頭に置いていません

伊藤

アメリカなどに説明に行く︒﹁足りないじゃないか﹂と言われて︑

けど︒

それはあります︒といいますのが︑五三中業をやって︑

手を上げるわけですね︒これもまただらしないと思いますけれど

具体的な話かと思いましたら︑もっと根幹的な問題なんですね︒

僕は︑さっきおっしゃった方針というのは︑もうちょっと

伊藤

そういう言い方になつちゃうわけですね︒

も︑﹁政府計画ではありませんから⁝⁝﹂と応答したりする⁝⁝︒

伊藤

宝珠山

これだけの方針で︑先生にどの程度通じるか分かりませ

宝珠山

んけれども︑作業に携わっている人々は︑この宛て先は各幕僚長

というほうで逃げちゃうわけです︒そうすると︑アメリ

カは追いかけてくる︒﹁それなら︑政府計画にしては⁝⁝﹂とい

なんです︑長官指示ですか︑全部わかるんです︒

はい︒ここの部分は削られているというのは︒

分かるんですね︒

宝珠山

伊藤

うことになる．．それが︑この裏にあるわけです︒だから︑リンク
そうか︑そっちのほうなのか︒

してはいるんでしょうけれども︑リンクの仕方が違うんですね︒
伊藤

われわれだって︑今までのお話を伺っているから分かるわ
けですね︵笑︶︒

撰藤

カ大使館から何度か来ますが︑﹁政府計画にすることによってプ

宝珠山

それについて申し上げますと︑計画官のときにはアメリ

ラスじゃないから︑中業方式にしたんですよ．．要らんことは言い

ですから︑いまの流れを私がお話しした以上に詳しく承知で︑

宝珠山

なさんな﹂というようなことは言っています︒しかし︑それはこ

﹁どうしょうか﹂と各幕僚監部の作業者は迷っているわけですね︒

迷っているというか︑いろいろ準備はしているでしょうけれども︑

それはそうかもしれません︒しかし︑これは内部の指示
こには出せませんけれども︑フランクな対話では︑私どものよう

に実態をある程度知っている一自分ではそう思っているわけで
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宝珠山

鉋を二回かけられるのは嫌だというのが︑私どもの基本

的な立場ですね︒むしろ大綱をつくった時の私どもの意図でもあ

何か指示がなければ走れないわけですから︒

伊藤﹁防衛計画の大綱﹂見直しなんていったら︑また大仰なこと

総理が米国に行った時に五六中業なりをストレートに引用できる

﹁国防会議の了承も得ている計画だよ﹂ということになりますと︑

と思っていますから︒しかし︑米国に対して説明するときに︑

るし︑再びそういうところに置かれて︑同じことはやりたくない

それは大変なことになる︒大変なことになるのは︑よく

になるんですね︒

宝珠山
分かりました︒そういうふうなことを︑まずとりあえずや

知っているわけです︑作業関係者は︒

伊藤

わけです︒自ら関与していますから︒五三中業は防衛庁内限りの

計画ですから︑総理は引用できないんですね︒外務大臣も引用で

ると︒

宝珠山

きない︒しかし︑国防会議決定でなくても﹁論議をしている︑了

見直して大作業をやって︑何か成果が得られればいいで

すよ︒しかし︑成果を得られる見通しはないことをよく知ってい

承している﹂というものであれば︑これは当然に米国大統領に対

できるわけですね︒﹁わが国は︑こういう計画に従って努力をし

るわけです︒大綱の水準を達成するだけで︑もうフーフー言う状

ているよ﹂ということが言えるわけです︒

してであれ︑フランスの総理とかに対してでもいいですが︑引用

そうでしょうね︒

伊藤

況なんですから︒

佐道

それで︑︸年あまりかかって資料3のこれ︵小栂子﹁防衛

宝珠山

そうです︒そういうことで︑防衛庁内における作業とい

自分がコミットしていますからね︒

伊藤
はい︒

アンテナ﹂︶になるということでございますね︒
宝珠山

うのは事務的なものである程度進むわけですが︑﹁政府計画では

衛庁長官が国防会議で発言しておりますので︑﹁国防会議のメン

これは︑プロセスはどういうことになるんですか︒まず︑

宝珠山

バーの了解を得るための作業﹂というのが五六中業で初めて入る

伊藤

中業﹂の策定過程における﹁官邸﹂への説明資料︶︒計画官室に

わけです︒それを大蔵省︑外務省︑通産省とかあるわけですが︑

ないけれども︑国防会議の了解を得るしというのを︑どこかで防

いる陸・海・空︑研究開発担当などと行き来しながら防衛庁案を

いちばん私が関係したので大きかったのは官邸なんです︒官邸と

いちばん最初の方針から始まって︑今度は⁝⁝︒

つくるわけですが︑それは事務的な作業ですね︒そういう作業が

いうのは︑鈴木︵善幸︶さんですけれども︒

方針が出ましてから︑各幕僚監部で案をつくる︵﹁五六

ある程度まとまりましてから︑五六中業は︑五三中業の政府計画
を得る﹂というのを劉途︑決めるわけです︒﹁政府計画にはしな

ます︒

だけは差し上げていると思いますが︒こういう形で差し上げてい

定過程における﹁官邸﹂への説明資料︶なんです︒これも︑欝次

そのときに説明した資料が︑だいたいこれ︵﹁五六三業﹂の策

い︒しかし︑国防会議で論議はする﹂というのを︑この指示の中

佐道

への格上げ要求との中間をとりまして︑﹁国防会議で報告・了承

には入っておりませんけれども︑国防会議で防衛庁長官は発言す

ていると思いますけれども︑話が前後いたしますが︑政府計画に

それから︑説明を落としましたね︒これも前回差し上げ

前回ですね︒

るんです︒したがって︑実態的に申二階ぐらいなところまで持っ

宝珠山
これは︑何か意味があります？

て行くんです︒そこは︑ひとつの妥協なんだと思いますが︒
伊藤
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しろとか︑防衛力増強しろというのが︑共同声明などで若干出て

防衛力の水準を達成するには︑これだけの事業をやらなければな

宝珠山

伊藤

聞いたわけです︒聞いて︑﹁防衛計画の大綱﹂に定める

よくあるじゃないですか︒﹁そのこと俺︑聞いてない﹂と︒

これは︑鈴木さんの⁝⁝︒

こちら︵国防会議での各閣僚の発言︶が︑国防会議で⁝⁝

えて年々決めるということでしょう︒何で悪いですか﹂と︑書え

の言い分ですよ︒﹁達成するかどうかというのは︑財政事情を考

らないというものだと了承すればいいので一これは︑私のほう

そうそう︑そこで言ったんですかね︒四月二十八臼︑﹁⁝

るわけです︒だから︑中二階方式を私はとりました︒

例の︑問題になったときのやつですね︒

伊藤

傍藤

佐道

⁝梼らかの形で︑国防会議の議題とする方針であるので︑別途審

宝珠山

宝珠山

議をお願いしたい﹂ということを︑大村︵嚢治︶防衛庁長官が発

いますよ︒︵国防会議での各閣僚の発信︶

それはないです︵笑︶︒しかし︑﹁そう思った﹂と書いて

これは劉に︑長官がそう思ったということではないですね︒

言をしていますね︒そういうやり方をすることについて︑宝珠由
さんは推進派だったんですか︒

でも︑将来の歴史家はそれが見えないと困るわけですよ︒

それはしかし︑見えないようにしないと︵笑︶︒

そういうのは︑われわれになかなか見えないでしょう︒

これはしかし︑あらかじめ準備したものを発言したんです︒

うん︑そうだと思いますけどね︒

伊藤

まあ︑そうしたんですね︒だから︑中二階に置くことに

宝珠山

宝珠山

伊藤

よって⁝⁝r．

メリットがあると︒

宝珠山

伊藤

宝珠山

伊藤

中二階に置く限りにおいては︑大蔵省などの関与をある

意味で封じられますからね︒﹁防衛庁の計画だと聞き置くだけで

宝珠由

ハッバッハ︑そういうことですか︒まあ︑将来といわず

いいんで︑あなたに責任を負わせませんよ﹂という言い方ができ

そうですね︒

オープンですよね．．

今でも構わないですけれども︑こういう形で出ること自体︑相当

でも︑﹁国防会議の了承﹂−決定ではない︒

るわけですね︒

伊藤

伊藤・佐道

用︵一郎︶さんなどサポートしてくれるわけですから︒お亡くな

﹁了承﹂というのがどういうものかというのが︑これまた

宝珠山

宝珠山

伊藤

りになる前ですけれども︒

これは︑大綱をつくった時からの成果だと思います︒国

議論になるんです︒

宝珠山﹁了承は了承で︑聞いておいたということでいいじゃない

したか︒陸・海・空樽幕の装備の問題で︑これが非常に揉めたと

意思

なりますよ︒それは当然ですね︒

か﹂と︑私どもは言うわけです︒﹁了承するから計画を削るという

いう事案がございますか︒さっき︑非常に事務的にとおっしゃい

この段階に至るまでの問で︑揉めた大きな問題はございま

なら︑それは政府計画ですね︒将来の予算をコミットしてくれま
すね﹂となりますね︒﹁あなたは︑コミットしないで切ることば
伊藤﹁これは︑聞いておくということですよしと︒

論はあったと思います︒もともと﹁約何⁝旨しと書いてございます

宝珠山戦車を上馬整備するかというようなことについては︑議

ましたけど︒

宝珠山﹁聞いて︑こんなものかなと思った﹂というわけでしょう︒

から︑﹁一割ぐらい超えてもいいじゃないか﹂という人もいるし︑

っかりやるんなら︑それは困りますね﹂という議論は続きます︒

そう答えればいいわけです︒
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﹁あれは上限を示しているんだ﹂とか︑そういう議論はあると思
います︒これ︵基盤的防衛力整備時における作戦機約四百三十機
の内訳︶が︑その一つのものだと思います︒これは︑作戦機につ
いてだと思いますが︑いろいろ議論があるので︒

ったものですが︑この中にこういうのが入っております︵基盤的

防衛線整備時における作戦機約四百三十機の内訳−防衛課五

一・九︶︒ここに書き込みがありますのは︑私が説明する過程で

相手の質問に亦じて書き込んだりしたものと思われます︒これと

同じものを下手に差し上げて︑説明をしております︒いろいろな

これは︑プラスしたり︑マイナスしたり︑計算をいろいろ

伊藤

ことを説明しておりますが︑とくに官邸との問で議論になったの
は︑GNPの・問題ですね︒

やっていますね︒

宝珠山

伊藤

議論があったものをここに入れておりますので︒四百三

十機の内訳とはこういうものですよ︑というようなことを説明す

宝珠山

ントの閣議決定がまだ活きている時代⁝⁝五六中業の時代は⁝⁝

はい︒これ︵防衛関係費とGNP︶は︑GNP一パーセ

一パーセントを超えるかどうか︒

るということは︑これについて議論があったということかと思い
ます︒

ですから︑その中に収まるかどうかということ︒その収まる中で

おもしろいですね︒﹁約四百三十機︑四百三十五機と︑四

伊藤

があるわけです︒

も︑なお﹁防衛努力として意味あるものであるのか﹂という命題

いろいろ微妙に変化があるんですね︒

百三十三機﹂と︵笑︶︒

佐道

はないから分からないね﹂︒それから︑﹁約一パーセント以内を冒

これについては二つありまして︑﹁GNPの伸び率が確定的で

宝珠山

処として﹂と言っているわけですし︑これは前から申し上げてい

伊藤﹁約﹂ですからね︒

はその﹁約﹂を定義しようとしますからね︒そもそも﹁約しとい

るように︑﹁単一パーセントであればいいんだと解すればいいん

だから︑﹁約﹂と付けてあることについて︑法律屋さん

うのは︑そういうものであっていいじゃないかと思っているわけ

だ﹂という議論をするわけです︒だって︑いまの段階で﹁超えて

もいいよ﹂︑超えるか︑超えないかという議論を書われても困る

ですけれども︑厳密に内訳を︒

伊藤

よと︒しかし︑試算をしてみればこういうことですねと︒これは︑

普通︑﹁約﹂というのは︑少し遊びがあるという意味です

からね︒

宝珠山

るようだと超えるかもしれませんねと︒しかし︑まあ収まるかも

GNP一パーセントというと︑GNPの伸び率が経済計画を下回

そうです︒そういうつもりでっくっているんですけれど

も︑いよいよになるとそういう議論が出てくるわけですね︒それ

ーセント以内にしろ﹂というようなことを入れろ言う人もいるわ

先ほどの指示の中に入っておりませんけれども︑﹁GNP一パ

けです︒

しれませんよ︑というようなことでグラフを書いて議論をするわ

まあ︑そうですね︒

が数字で示すことの怖さでもあるんです︒
伊藤

國G麗P澗％粋問題

するんですか﹂ということで入っておりませんが︑実質的には総

けですよ︒それもしかし︑﹁ちゃんと別途あるものを︑何で引用
宝珠山

理のところには新聞記者は2パーセント超えるんじゃないか﹂

これもおそらく同じようなことで︑これは五月だったか︑

総理が見たかどうかは知りませんけど︑総理のところに持って行

68

見たら大変な防衛努力を示せるはずなんです︒だから︑﹁それを

すと大変な額の防衛費になるわけなんですよ︒だから︑外国から

NP一パーセントを超えなくたって︑当時の経済成長からいきま

とかいうようなことをしきりと言っているわけです︒しかし︑G

ほどの計画策定の方針のときも︑一パーセント以内かどうかとい

宝珠山

伊藤

説明しております︒

と仮定すれば︑明らかにどんな場合にも入るというようなことを

言えるんですか︒

でも︑これは大綱のレベルで一パーセント云々は言えない

これは︑ずいぶん前の話ですから︒そういうことで︑先

いま︑この五・一パーセントもいかないわけだから︵笑︶︒

超えてやれというのは︑無理ですね﹂というようなことは議論し

伊藤

うのは新聞記者の関心事ではありました︒

GNPというから︑非常に少ないような感じがしますけどね︒

ております︒

伊藤

でしょう？

一パーセントというのはね︒しかし︑実額でいくと大変

宝珠山

宝珠山

示すような防衛努力ができますよ︑ということをずっと説明をし

したら︑超えたとしても大したことないよと︒それで︑こちらに

の中で︵﹁五六中業﹂の策定過程における﹁官邸﹂への説明資料︶

宝珠山

傍藤

だから︑明らかに超えるようであれば︑何らかの措置を

な努力なわけです︒そのことを︑おおよそ超えるか超えないかわ

ていったんです︒この辺りは︑防衛力整備の中身の話ですが︵グ

事業計画を持っておりますが︑事業計画を積み上げていきますと

：：：o

ラフ・期間内計画︶︒

十八兆とか出るわけですから︑十八兆をどういうふうに五年問に

からないけれども︑経済計画の見通しのようにGNPが伸びると

侵藤 五年先のGNPがいったいどうなるかというのは結局︑経

配分するかによって︑場合によっては超えるかもしれないという

計算をしているわけですよ︒同じものですけれども︑こ

これで︑計算できるんですか︒

済企画庁か何かでやっている試算で見ていく以外にないわけでし

計算はできるわけです︒

伊藤

ょ・つ︒

宝珠山

宝珠山

アンテナし︶は︑公表した部分だけですから︒

もちろん出ます︒これは公表しておりませんが︑そちら

中期業務計画では︑金額も出るわけですか︒

名目ニニ・三パーセント︑実質六パ⁝セント強がそのまま推移し

の年次計画を全部詳記に持っていますから︒これ︵小冊子﹁防衛

当時は︑﹁昭秘五十年代経済計画が見積もった成長率︑

たと仮定した場合の一パーセント相当額は︑この点線です﹂と言
っているわけです︒それで︑期間内の防衛関係費一八兆二五〇〇

かな︒

宝珠山

公表はしておりませんが︑もっと分厚な⁝⁝入ってない

億円︑これは別途あると思いますがCASE1として︑それを等 伊藤 これには出て来ないわけですね︒
比で伸ばしていきますと︑こういうことになりますと︒

それから︑立ち上がりの五十九年度にGNP一パーセントにし

ておきますと︑こういう数字になりますと︵CA6E2︶︑ちょ 伊藤 そうですが︒

そうです︒﹁中期業務見積もり﹂昭和五十八年度から六十二年度

これ︵ブルーのファぞル・防衛局長への業務説明︶︶が
実質成長率を五・一パーセントとした場合の一パーセント相当額

の補足資料となっていますが︑六十七ページの詳細な計画が入っ

宝珠山
こういう幾つかをやって︑経済企画庁が当時持っているわけ

ております︒これは侮の補足かというと︑ここ︵﹁防衛アンテナ﹂︶

っと立ち上がりを押さえることにしてあるんですがね︒それから︑

ではありませんけれども︑今までのような見通しが将来とも続く
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これはだけど︑これから調達するいろいろな兵器なんかの

に幽ているものの補足です︒

伊藤

伊藤

だって︑

それは︑ありますね︒でも︑﹁極力︑財政負担の軽滅に配

慮する隔と書いてあるのは︑その意味なんでしょう？

いくら頑張ったって財政当局が﹁ない袖は振れない﹂と言えば︑
それまで︒

値段が確定しているわけではなくて？
それは︑一定の仮定をおいて試算をするわけです︒

宝珠山

宝珠山

一パーセントを超えるか超えないかというのを︑いま決めること

まあ︑それはありますね︒そういうものなんですから︑

伊藤推定？
それは︑計画のときは仕方がありません︒

したのは︑2パーセントの枠内でやるとか︑そういうことであ

宝珠山

伊藤 一方はですね︒それでまた為替の問題ももちろんあるでし
ょうし︑変動要因がたくさんあって︑他方GNPの伸びも非常に

りません︒よろしいですね﹂と申し上げた︒﹁超えることを冒的

はないでしょうと︑私どもが鈴木総理のところも含めて頑張りま

変動的だというので︑一パーセント云々言うということはあんま

としてやるのでもありません︒何かといえば︑﹃防衛計画の大綱﹄

に定める防衛力の水準を達成するということで︑事業を積み上げ

り意味がないような︒

宝珠山

ます︒よろしいですね﹂という確認をとりました︒それで︑長窟

しかし︑論議はできますね︒超えるか超えないかについ

て論議しようとする人は︑﹁いかなる場合にはも超えないような

総理に説明するのは︑計画官がやるんですか︒

︵笑︶︑やるわけです︒

ントを超えることについて了解を取ってきたんじゃないか﹂とか

指示を出したんです︒新聞記者は疑って︑﹁おまえは︑一パーセ

だから︑私どもは﹁そんなことを言ったって︑どっちだ

まあ︑それは言いたい人はいるでしょうけれども︒

ものを作れしと言いたい人もいるわけですね︒

遠藤

宝珠山

伊藤

宝珠山

いや︑それは皆さんと一緒に行ってやりました︒次官︑
防衛局長一緒です︒

って動くじゃありませんか︒動かし方は︑これからの経済・財政
事情を踏まえてやるんだから︑分からないことを今からやるのは

でも︑実際に具体的に？

伊藤

やめましょうよ﹂と言って︑収まっているわけです︒

最初は基本的には概算でやって︑議論の材料のためという

佐道

詰められたのも覚えています︒

細部説明は私がしたのを覚えています︒新聞記者に問い

宝珠山

伊藤

宝珠山

えないとも言えない︒しかし︑GNP一パーセントの閣議決定は︑

宝珠山

ことですね︒

超える時にどうするかということじゃないですか︒超えるかどう

僻藤﹁分かった﹂と言ったんですか︒

そうですね︒n明らかに超えることにもならないし︑超

かわからんけれどもいま措置をしょうという︑そんなことはどこ

宝珠山

聞いて反論をしないんだから︑それでいいんでしょう︒

だから︑それを了承したんですよ︒反論しないから︒

鈴木さんからの発言は︑ございましたか．．

にもないでしょう︒そもそも趣旨が違いますね﹂ということ︒

はい︵笑︶︒念押しをしてあります︒それは︑そうする

そういうことですか︒

伊藤

そうしたら︑積算のときに数字を動かしておけばいいわけ

伊藤

宝珠山

よりしようがないですよ．．

ですからね︒

伊藤

それは︑そうですけどね︒

宝珠山

そんなことをやっていたら︑後でまたひどいしっぺ返し
が来ますからね︒
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向こうから指示があれば︑また別ですよ︒

指示も何もない？

宝珠山
僅藤

伊藤

持っているはずです︒私の記憶ですけど︒これは﹁秘﹂

記者さんたちは︑ここまで分かっているわけですね．︑

宝珠山

でも侮でもないんです︒

揃示はないわけですから︑そういう議論がある中で﹁私

宝珠山
伊藤

伊藤

そうすると︑五六中業が出来上がったところで︑お役御免

入っておりますので︒

きに編集したものなんです︵防衛局長への業務説明︶︒その中に

はい︒私は︑これを計画官を終えて出た後に説明すると

ほんと︑そうですね︒何も押してないですね︒

どもの作業方針はこれです﹂と︒これは言外には︑一パーセント
宝珠山

で︑﹁いい﹂とも﹁悪い﹂ともおっしゃらなかった︒

そうです︒﹁そういう意味です︒よろしいですね﹂と︒

それを︑わざわざ言っているわけですね︒

の枠内でやるということでもないし︑超えるということでもない︒
伊藤
宝珠山
伊藤

ということでは？

いいとも悪いとも言わないんじゃなくて︑黙っているか

宝珠由

宝珠山

鐵来上がったのが︑時期は覚えていませんが︒

らオーケーですよ︵笑︶︒

でも︑五十八年の七月までは計爾官ですよね︒これ︵小構

伊藤

そういうものか︵笑︶︒黙っていれば︑しばしば拒否の意

伊藤

そうですね︒

子﹁防衛アンテナ﹂︶は︑五十七年にできているわけでしょう？．
佐道

そうすると︑あと一年ある︒

味ですからね︒

宝珠山

伊藤

そういう場合もあるかもしれませんが︑この資料だけで

はありませんけれども︑事前に全部秘書官を通じて︑これ以上に

五十八年の七月に人事教育局に行かれますから︑それまで

一年もあったかなあ⁝⁝︒

宝珠山

伊藤

詳細な説明を差し上げているわけですから︒
でも︑相手が相手だから︒

の問は計画官だったんじゃないですか︒

伊藤

私どもが言ったときに黙っているということは了解した

宝珠山

宝珠山

そうですね︒

ということを︑確信を持って申し上げられるわけです︒

伊藤

これができたのはその前の年の七月ですから︑一年問ある

伊藤

んですね︒

そうすると︑五六中業は中二階という形で動きだしたとい

うことでございますね︒

ありますね︒七月二十三日︑その頃何をやっていたかと

宝珠山

そこに出ておりますような形で出まして︑さらにこちら

宝珠山

っております︒あとは︑それを実施するための概算要求︒

ております︒それから︑経団連の防衛生産委員会の説明などをや

いうことになりますと︑まず八月にかけて国会に衆参で説明をし

最初の︑この︵防衛局長への業務説明︶︑さっきご覧に

詳細計画？

のほうの詳細計画も発表して︑私の任務は終わったわけです︒
伊藤

宝珠山

俳藤

概算要求も計画官の仕事ですか．︑

なったもののさらに内訳を見ていきますと︑こういうものだとい

お手伝いになりますか︒そのあと年忌根内閣が成立して︑

若干勇ましくなっていくんですね︒

宝珠山
それをブリーフした？

うことです︒

伊藤

伊藤

これは前からお話ししておりますように︑大綱をつくっ

その前に︑有事法制のことはご関係ございましたか︒

宝珠由

宝珠山

確か記者クラブに発表しました︒これは八月ですから︑
これ︵小冊子﹁防衛アンテナ﹂︶は七月じゃないでしょうか︒
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と言っていたと思いますけれども︑そちらのほうに鰯り当てをし

ません︒これは防衛課︑運用課など︑それから当時は法制調査官

実行に移すべくスタートしたということで︑直接は関係しており

た時から運用をしっかりやろうじゃないかということでの方針を

来のいい共同声明を出したわけですね︒これは官僚が書きますか

保障政策について必ずしも十分な理解がないところに︑非常に出

障政策と言うべきだと思います︑漁業政策は別にしまして︑安全

めて来られた方で︑政策畑にそれほど一政策というか︑安全保

んだと思いますけどね︒そこのところが︑総務会長で長いこと務

力を期待する人たちに受けるような形を︑過去の政策を踏まえて︑

ら．−それは︑米国に受けるように書いているわけですよ︒防衛努

ているということになりましょうか︒

函鈴木iレー﹄刀ン会談

同記者会見まではテキストに基づいてというか︑発言用のメモに

嘘にならない範囲で表現することをやったんだと思うんです︒共
伊藤

基づいてしていますから︑それはそれでよかった︒

それから︑例の鈴木ーレーガン会談のさっきのあれですね︒

共同声明の後の記者会見で問題が起こりますが︑これは計画官の

伊藤

宝珠山

伊藤

宝珠山

そこまでは間違いないですね︒

時代ですから直接にはご関係ないんでしょうけれども︒

んですが︑こんなのをまとめているんですよね︵﹁国防﹂昭和五

宝珠山

先生の論文ですね︒

えるか︑間違えるかというのは︑これは置きまして︑間違いなく

がですか﹂といって受けているはずですから︑それで意図的に変

そこまで行くと︑どうしょうもないんですが︑そもそも

いや︑それだって間違える可能性はありますけど︒

そこまでは︑間違えようがないんですね︒

十六年八月号掲載臼同盟関係﹄を強化する時代一内外の注巳

発言するときにあらかじめ打ち合わせて︑﹁こういうことでいか

佐道

これは︑ペンネームですか︒

これは︑この中︵共同声明骨子︶にも入っていると思う

を集める鈴木首相の決断﹂︶︒

伊藤

鈴木さんはきちっとやられた︒だから︑拍手を受けたということ

そうです︒ゴタゴタの詳細を︑正確には覚えておりませ

宝珠山

なんだと思うんです︒

しかし︑それを飛行機に乗って非常にいい評価を受けたという

んけれども︑﹁鈴木さんは︑誤ったことを言ってないよ﹂という
ことを主張しているんです︒

再選

つい本心が出たと？

たらしいんですね︒

というようなことをなぜ言ったのか分かりませんけれども︑雷っ

こ．とで気をよくしているところに︑﹁同盟には軍事を含まない﹂

書ってることは立派なことを言ってるんですよ一と言

そうなんですか︒

伊藤

宝珠山

っているんです︒

あれはだけど︑鈴木さんの自分の言葉じゃないでしょう？

宝珠山

伊藤

でも︑宏池会だから︒

本心なのかどうなのか︑分からないんですけれども︒

宝珠山

伊藤

戻りますと︑なぜ問題になったかというと︑B本に帰る
飛行⁝機の中で︑自分の言ったことについて︑どうも皆さんが受け

それにしても︑というところがありますけどね︒

だから︑先ほども申しあげたように前任者が﹁同盟﹂と

いう言葉を使っているから︑だから私はここに﹁同盟関係﹂とカ

宝珠山

佐道
まあ︑眩きじゃないでしょう︑⁝機中の﹁懇談しで言った

ハッバッハ︑あれは眩きですか︒

取っていることと違うことを眩いたようなんですね︒
馬繋

宝珠山
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伊藤

ギカッコを入れたのはそれなんです︒いいか悪いか分かりません
けれども︑これでずっと焚きつけているわけですよ︒で︑大平さ

宝珠山﹁おまえは何か書いてるら七いから︑寄越せ﹂と︒

そういう過ちを犯さない︑いい参考材料ではあるわけで

また向こうへ行ったら︑書われるでしょうからね︒

これをですか︒

んは使った︒それがあるから︑同盟という言葉は定着していると
伊藤

﹁寄越せ﹂と雷われたことがあります︑アメリカに行くときに︒

思っているわけですが︒

すよ︒

そういう意味ですね︒鈴木さんが眩いた点については︑何

宝珠山

たかどうかわかりませんが︑それに近い表現をしているんじゃな

伊藤

したがって︑共同声明の中にも﹁同盟﹂という雷葉を使ってい
いかと思うんですが︒

か弁解は？

共同声明の中で︑初めて﹁同盟﹂という言葉がこれで使わ

鈴木さんですか︒

弁解しないわけでしょう？

それは︑私は分かりません︒

佐道

伊藤

宝珠山

うん︑確かそうだと思った︒

宝珠山

れるわけですね︒

伊藤
五十一年のやつでは︒

僻藤

佐道

宝珠山

宝珠山

触れてないわけでしょう？

私がですか︒それはやる必要ないです︒

いや︑鈴木さんのこれを︒

たりがどうなっているのかわかりませんが︑伊東︵正義︶さん︑

伊藤

このときの官房長官は宮沢さんじゃないですか︒そのあ

気骨のある次官等との問でゴタゴタする︒

せんけれども︑言ってることは︑﹁鈴木さんが防衛努力をすると

になるわけですが︑その関係自体については立場上入れておりま

宝珠山

もう少しうまく取り繕えば︑まだあんなに日本国総理を辱めるよ

宝珠山

伊藤

航空⁝機の中で眩くというのは報道ベースではありまずけれども︒

私は触れてません︒表向き出たものをやっていまして︑

言ったことは︑非常に適切なことだよ﹂という評価なんです︒鈴木

うなことにはならなかったと思うんですけど︒

宝珠山

さんを非難することによって侮か得があればいいんですけれども︑

伊藤

外務省の高島︵益郎︶次官︒

B本国としてはあんまり得な話じゃないんですよ︒だから収めよう

同盟というのは軍事だけじゃないと︒

佐道

はあったと思うんですけれども︑問に入った宮沢さんなどが同じ

宝珠山

高島さんでしたかね︒で︑伊東外相が辞めるということ

ような考えだったんですかねえ︒だから︑不幸だと思うんです︒

伊藤

それを今度は⁝⁝︒

それはいいですよ︒

しかし︑何を鈴木さんは取り違えたのかなあ︒要するに︑

だから︑鈴木叩きなんですよね︒そこに同席した人でも︑

報道は︑すごく派手に．．

あれは︑日本国総理を傷つけることになつちゃっていますね︒

じゃ︑同盟とは何なのと︒

宝珠山﹁軍事を含まない﹂と言われるとね︒
伊藤

その後に︑国内に帰って自民党の長老との会談の中で︑

防衛庁内の反応がどうだったかについては︑そもそも﹁軍事が
入らないしなどと言われること自体に理解できませんからねえ︑

佐道

とを発言されるんですよね︒そうすると︑どんどん収拾がつかな

﹁あの共同声明は︑自分が意図したものではなかった﹂というこ

評価のしょうがないんです︒だから人間関係︑感情的な問題があ
るのかなと思います︒そういうのを踏まえて︑私は表面︵おもて
づら︶でこれ︵﹁国防﹂の論文︶を書いたんです︒海部さんから
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それは︑総理として発書すべからざることなんです︒

くなってしまって︒

宝珠山
それはそうですね︒絶対やつちゃいけないことですよ︒

それならその時︵事前の打ち合わせの時︶に言うべきこ

伊藤

宝珠山
したものでない﹂などということを書われると⁝⁝︒そこに︑総

とでね︒だから︑伊東さんなどが怒るんだと思いますよ︒﹁意図
理としての資質の問題が⁝⁝︒
そうですよね︒

だから︑質問6だけでもずっとやりますと︑かなり時間

囲海魚発足時からあったシーレーン防衛構想
宝珠山

次のシーレーン問題云々は︑これからのことにずいぶん掛

がかかる話でありますが︑メインではない︒

佐道

ただ︑この首脳会談でどう出たかというのは︑私はまっ

かっていく話になるのかと思いますが︒

宝珠山

たく分かりません︒いまご指摘がありましたように︑鈴木総理が

佐道

日本の航路帯防衛などについて奔常によくご承知であったという

国内の自民党の総務会長まではいいんでしょうが︑外交

宝珠紺

ことは推定できないわけでありますから︑ばかな論議に入ったと

これ︵﹁五六中業﹂の策定過程における﹁官邸﹂への説明

﹁砂海権を確保して︑米海軍のインド洋展開に協力したの

シーレーンといった場合に︑どういう事態を指しているの

ですから︑一千カイリ︵海里︶の制海権という言いかた

でも︑ある広がりをもったところの⁝⁝やっぱり一千カイ

そうです︒一千カイリの問題は︑この中︵﹁国防﹂五ナ

てこの発欝をオーケーしたと思うんですが︑ずいぶん前からプロ

たことではないんです︒だから︑おそらく防衛庁にも合議があっ

六年八月号︶でも言っているかもしれませんが︑この蒔に始まっ

宝珠山

リ？・

僻藤

ではないんですね．

宝珠山

かということは五六中業の申で述べておられるわけですよね︒

伊藤

だ﹂という説があるそうですが︑それについては私は知りません︒

宝珠山

資料︶ではどうですか．

伊藤

ません︒

ては︑私はそうであるかどうかということについて何とも分かり

は考えられません︒それから︑後段の舗海権云々というのについ

の世界でトップとしては︑ちょっと自覚に欠けるところがあるこ
このペンネームは︑何で小宇佐なんですか．．

とを示しちゃったんじゃないでしょうか︒
伊藤

別にどうってことはないです︒私の宝珠山が三つ文字だ

でも︑頭隠して尻隠さずで︵笑︶︒︑分かってもいいんでし

宝珠山
から︒

僻藤

そうそう︒別に隠れてということではないつもりなんで

分かる人には分かるように書いてあるわけですね︒

よ︑つ？・

佐道

宝珠山

私の家内が︑小宇佐なんですよ︒

小宇佐の宇佐は︑宇佐神宮にかけているんですか︒

すけど︒だけど︑実名だというのもちょっと︒

佐道
宝珠山

なんだ︵笑︶︒

それで︑このページは一応終わりと︒

なかなか進みません︒

これは︑おもしろい︵笑︶︒

﹁小宇佐﹂と書かれるときは︑養子に行かれているわけです

養子に行った名前になっている︵笑︶︒

伊藤・佐道

宝珠山

佐道
ね︒

伊藤

宝珠山
伊藤

の問では一千カイリと．︐南東航路︑南繭航路二つの航路を一千力
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それは︑やっぱり航路なんですか︒

イリというのは⁝⁝︒

伊藤

伊藤

そうです︒艦艇の行動範囲をどうするのかとか︑補給艦

目標みたいな感じでしょう？

宝珠山

の補給能力をどうするのかとか︑数も関係いたしますが︒

航路帯です︒航路帯の防衛というのは︑おそらく海上自

宝珠山
伊藤

そういうときの積算の基礎になるということですね︒

衛隊がスタートして間もなくからじゃないかと思うんですが︑ず

佐道

伊藤

ここで説があるのは︑七〇年代後半︑とくに八○年代のシ

それは︑まだ面というあれではない？

ら︑そのときから一千カイリというのは当然のものとして前提に

護衛隊群八隻でどうだこうだという積算をしているわけですか

と思いますけれども︑これらもそれらを直接護衛するときに一個

そうです︑その通りです︒大綱の︑五十六隻であったか

ーレーン防衛の問題について︑海上自衛隊の方のこ発言はこの当

なっているわけです︒

宝珠山

時︑﹁以前から議論されている航路帯ではなくて︑もっと面的な

伊藤

っとあるんです︒

ものの防衛を海上自衛隊と米海軍は考えていて︑その日米防衛協

宝珠山

それは︑大綱の中の解説の図表の中でも書いてあります︒

分かりました︒

力を進めたのである﹂という言いかたを海上自衛隊の方はされて
宝珠山

ゃそれで大綱の水準が達成されたら制海権が持てるかというと︑

﹁計算は︑こういう考え方でやっております﹂ということで︑じ

だからといって︑その通り運用するということではありませんよ︒

のときもそうですし︑それから漁業専管水域のときに︑いわゆる

これはちょっとまた別の議論なわけですので︑﹁私どもは制海権

いるものですから︒

面というのがだいたい航路帯をカバーして広がりをもってくるわ

の議論はしておりません﹂と申し上げられると思います︒

そうですが︒その点については︑私は知りません︒大綱

けですけれども︑これをどうするかについては︑﹁P−3Cで一日
りまずけれども︑これを制海権とかいう形で議論したことはあり

伊藤

宝珠山

ど意味がない言葉じゃないかと思いますけどね︒

制海権とか制空権という言葉は︑第二次大戦以後はほとん

ません︒制海権といったら︑﹁この程度の⁝機数で守れるのか﹂と

宝珠山

俳藤

いう議論をしてみなきやならなくなるわけでして︑制海権という

一回哨戒する海域と︑ほぼだぶるね﹂というような議論はしてお

のはかなり強い言葉だと理解しておりますが︑海上自衛隊の制服

確には承知していませんが︑いちばん使う可能性がある人として

まあ︑そうですね︒さて︑どこで切りますか︒﹁8．﹂のB

年のハワイ竃の圏栄養保事務レベル協議

碧海とか制空とか言っていませんか︒ちょっと私は︑正

中曽根さんは︑制海権とは言ってないんじゃないかなあ︒

中蓉根さんが比較的︑好きですけどね．．

組の中であったとしても︑それはごく限られた人たちの会話では

は中蛍根さんですね︒海軍士官ですから︒

一千カイリ云々というのは︑かなりボヤッとした話ですよね︒

佐道

首脳会談を踏まえてハワイで開催されるわけですけれど

米安保事務レベル協議には⁝⁝︒

伊藤

團八

ないかと思います︒
伊藤

はい︑そうです︒
ですから︑実際に実力があるかないかという問題を考えると︒

宝珠山
俣藤

単独でということは︑必ずしも言っておりませんしね︒
ただ︑防衛力整備にあたっての⁝⁝︒

ちょっと無理です︒

宝珠山
俳藤

宝珠山
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も︑このときに在臼米軍への協力といいますか︑支援のホストネ

宝珠山

野津

ないかと思うんですね︒

て検討しようという話になったということが伝えられているんで

﹁今回の共同声明を﹃過去四十年の外交官生活を通じて最高傑作﹄

の新聞記事︶はどなたかだったか︑ノートに残っておりますのは︑

共同声明自体については︑これ︵一九八一年五月九B頃

そうでしょう︒

の問題での防衛分担の問題とか︑いろいろなものが議題に出され

ーション・サポートで姶まったやつの増大ですとか︑韓国の防衛

すけれども︒

と自負していた外務省首脳がしというのがございまずけれども︑

外務省首脳といったら高島さんだと思われるわけですが︑そうい

こういうのは︑お出かけになるわけじゃないでしょう？

宝珠山

う報道がなされておりますように︑﹁周辺海域シーレーンの防衛

伊藤
ベル協議は防衛課長の所管ですので︑相談は受けていませんね︒

分担という発言に象徴される軍事面を含む西翻同盟の一員として

このときには私はまだ計画官ですから︑日米安保事務レ

日米安保事務レベル協議で︑五六中業については説明ができるん

傑藤

防衛庁関係の方で︑﹁やっぱり宏池会の時代は︑防衛庁は

團防衛政策と長官の出身派閥

ったのがこういうことになるんだと思います︒

声明までは非常に評価が高い︒しかし︑それを台無しにしてしま

うような言い方に象徴されていると思いますが︑首脳会談︑共同

の役翻分担の強化︑臼米関係の強化であることは疑いない﹂とい

五六中業については︑八一年六月ですから説明できるん

は？

じゃないかな︒

伊藤

宝珠山

八一年六月ですから⁝⁝そうだ︒だからここで説明は︑

五六中業が⁝⁝いや︑八一年でしょう？

ですよね︒

伊藤

宝珠山

先ほどの長官指示を説明しているはずです︒
そうでしょうね︒

日が当たらない﹂という言い方をされる方もおいでですけれども︑

俸藤

宝珠山

そういうお感じはございましたか︒

長官指示を説明するために︑四月に長官指示︑ここで説

明できるように指示を間に合わせた︒

宝珠山

系ですけれども︑外交という面では言うことを言ってくれる人も

その後出てくる栗原︵祐幸︶さんなどという人たちも同じ宏池会

ン：ゲ⁝考え方としてはあるかもしれませんが︑たとえば

ゃないかという議論があったのかと思います︒いま思い出すぐら

いますよね︒取引をするような方もおられますが︑それに対して

宝珠山

いです︑今年ではありませんが︒そういう思考法をとるものです︒

宏池会のほうはやっぱり︑取引は得手ではないんでしょうが︑論

そういう意味ですね︑さっきおっしゃったのは︒

したがって四月の末ですから︑この頃六月に開かれる事務レベル

理をもって相手に対するという側面を持っているように思いま

伊藤

協議の準備は進んでおりますので︑ここで出しておけば﹁日本の

す︒それが︑冷たいといえば冷たいのかもしれませんが︑一概に

ええ︒これを終えてあとで出したら︑圧力で出したんじ

自主的な判断の下に出して︑それを事務レベル協議で説明をする﹂

そうは言えないんじゃないでしょうか︒

総理︑防衛庁の個性によってやり方はだいぶ影響を受ける
と︒それはあるでしょうか︒

伊藤

という形をとったと思います︒

鈴木内閣時代に︑信頼関係云々ということはありますが︑これ
は先ほどの航空機に乗ってからの発言というほうが大きいんじゃ
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念を持っている人だと︑影響を受けざるを得ないんでしょうが︑

宝珠山

す︒話が飛んで恐縮ですけれども︑その点︑中曽根派などはある

すね︒だから︑誰が防衛庁長官のポストにあるか︑ではないんで

界の中でうまくやっているんだと思います︒チームワークなんで

総理の影響を受けるというのは︑中曽根さんぐらいの理

私の経験では︑総理に合わせてこちらの論理構成をしていって

意味で単独なんですね︒栗原さんもその系統で力があると思うん
俳言

要するに派閥ということと関係なしに︑その人によってと

です︒派閥は宏池会なんでしょうけれども︒

﹁ノー﹂と言わないだけのものに持って行く︑これは︑官僚の技
だから︑さほど影響を受けるわけではない？

術だと思っています︒

伊藤

宝珠山

いうことですか︒

でしょうか︒自らがないと影響を受けるんでしょうけれども︑防

う面があるように思いました︒いまはどうかわかりません︒

受けるとすれば︑それを利用してやる人のほうじゃない

衛庁で育って政策畑を歩いている人たちというのは︑叩かれなが

侵藤

宝珠山

ら一つの路線は持っておりますので︑その路線にいかに関係者を

宝珠山

もともと防衛問題については消極的な加藤紘一さんのような方と

になるような方々と︑さっきちょっとお名前が出ましたけれども︑

いうことがありましたけれども︑例えば防衛問題に熱心な国防族

佐道

選ぶかということになると︑これは一・ゼロの世界ですから︑な

か⁝⁝︒これは︑一かゼロかですから︑F−15を選ぶか︑F−！6を

ないのが巨大な戦閣⁝機選定とか︑そういうものになると︑なかな

ているということがあるのだと思います︒そういうので決定でき

言っているように動いているけれども︑実態は既定の路線を走っ

見えないように動いてもらうということですね︒大臣の

ありありと見えてしまう？ 要するに策略とか︑意図とか︒

田申派以外のところは︑かなりチームワークが弱いとい

乗せるかというのが︑政策宮僚のひとつの手腕なんですね︒

か︑それぞれ個性と︑党内でもっている実力の違いとかいろいろ

かなか難しい面もありまずけれども．︐

防衛庁長官は︑いかがですか︒さっき︑宏池会と田中派と

おありだと思うんですが︑それはやっぱりかなり変わってくるも

俳藤

︵笑︶︒

分かりました︒もう時間もだいぶ過ぎましたので︑一応

そうですね︑真ん中を取るわけにいきませんし︒

﹁約﹂というわけにいかないところですからね︑これは

のでしょうか︒

防衛庁長官になっても︑個人でプレイするということで

宝珠山

宝珠山

はないんですね︒皇猷派から来ていいのは︑その人を通じて田中

儲藤

ください︒

︵終了︶

次回は︑十月二十日︵水曜日︶の十四時〜十六時で計画をして

いう形で︑頭でちょっとお話しいただくことにしたいと恩います︒

代からお話をメインにすると︒また次回︑きょうのお話の補足と

﹁10．﹂番のところまで行ったということで︑次は中曽根内閣の時

派の中の有力な人につながりができればいいんです︒これを誰の
ところに持って行って︑このことを説明しておいてくれとつで︑
説明に行って異議があれば異議がある指導を受けることになるわ
けですけれども︑実態は説得に行くわけです︒オーケーを取った
ら︑それで党もまとまるんですね．．

名前を出していいかどうか︑金丸︵信︶さんなどは侮も理念が
あるわけじゃないんですね︒しかし︑説明しておいて︑聞いてお
いてウーンとか言いながら︑﹁これ︑どこへ言っておいてくれ﹂
というわけですよね︒そういうことで︑田中派というのは官僚世
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オーラルヒストリー
第9回

開催日

2004年11月15日（月）

開始時刻

14

終了時刻

17：10

開催場所

政策研究大学院大学
政策研究プロジェクトセンター

：

50

【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）

伊藤

隆（政策研究大学院大学教授）

佐道明広（中京大学助教授）

記録・有限会社ペンハウス

神門恵子

第9回インタビュー質問項闘
2004年蘭月15臼

こういつた日米共同訓練などについては関係しておられたのでしょうか︒

八四年七月に組織改正があり︑人事教育局が人事局になりました︒
れによって先生の仕事の面で何か変化はあったのでしょうか︒

わけですが︑先生は中曽根内閣の登場をどのようにご覧になっておら

八五年一月︑先生は防衛局防衛課長に就任されます︒防衛庁の防衛政

中善根内閣の登場は︑日本の長期防衛力整備計画に対し︑何か影響を
与えたのでしょうか︒あるいは︑中曽根内閣の下で︑防衛政策に関し

課題と考えておられたのは何でしょうか︒

係があったわけですが︑大蔵省から来られた矢崎氏︑ハト派と雷われ

︵八五年六月に矢崎に交代︶︑防衛局長一矢鯖新二︵八五年六月に西廣
に交代︶という体舗でした︒夏目︑西廣といた人々は前からの長い関

夏團晴雄

八三年三月︑米国は戦略防衛横⁝想︵SDl︶を発表します︒これをお
してはどのようにお考えでしたか︒

る加藤長官についてはどのようなご印象ですか︒

先生が防衛課長に就任されたときは長官が加藤紘一︑次富

9

先生が防衛課長に就任される前年十二月︑中曽根首相の私的諮問機関

高坂正発京大教授︶が最終報告を提出し︑

総合安全保障︑防衛費対GNP比一％枠撤廃などを主張していました︒

﹁平和問題研究会﹂︵座長

のような業務を担当するところでしょうか︒また︑在任中に担当され

︻％問題はこの時期重要な政治問題にもなっていたわけですが︑この
問題について先生は相当関係しておられたと思うのですがいかがでし

八三年九月︑ソ連機による大韓航空機撃墜事件が起きます︒こういつ

八五年九月十八日︑中期防衛力整備計画が国防会議・閣議決定となり
ます︒国防会議・閣議での決定事項にしないという方針が変わったわ

た問題を担当するポストではなかったと思いますが︑官邸への情報伝
注手された事件でもあります︒この件についてはどのように見ておら

達のあり方︑自衛隊の情報収集の仕組みなど︑自衛隊の存在や活動が

けですが︑その経緯などお願いします︒

11

ょうか︒

た仕事でとくに印象に残っておられることなどお願いします︒

八三年七月︑人事教育局人事第三課長に就任されます︒第三課とはど

10

聞きになったときの感想︑さらに日本にも協力を求められることに対

て何か量ハ体的な指示などはあったのでしょうか︒

策の要となるポストですが︑就任に当たって︑先生がもっとも重要な

れたのでしょうか︒

こ

八三年十二月︑航空自衛隊は初の日米共同指揮所訓練を行います︒翌
八四年六月には海上自衛隊が同様にB米共同指揮所訓練を行います︒

6
7
8

八二年末に中曽根内閣が誕生します︒対米武器技術供与の決定や︑
﹁不沈空母﹂発言などで対米関係を急速に改善したという評価が多い

1

2
3

4
5
れましたかゆ
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2004年ll月15日
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圏申曽根内閣への期待

人事三課長ですか︒

関係ないんです︒

儲藤

でも︑時期的にはこれよりも後になるんじゃないですか︒

当時ですね︒この前の八回目の時ですけれども︒

伊藤

いえ︑その前︒

宝珠山

俣藤
佐道

きょうは主として防衛課長の時代のお話になりますが︑そ

の途中のところ︑とくになければ飛ばしてください︒そうしませ

宝珠山

防衛課長になる前に人事三課長です︒人事三課というの

んと最後の肝心なところに行けないので︒

は︑有事法翻など関係ないんですが︑当時の総理府人事局が管理

もう肝心なところは終わったということでもいいかもし

宝珠山

者啓発課程といって︑各省庁の課長クラスを缶詰にして教育をす

るというのがありまして︑おそらくその時の人事局長などの問題

れませんね︵笑︶．．

伊藤

意識の中の一つに︑この有事法制というのがあったようなんです︒

いや︑今までの先生のお話を飼っていますと︑肝心なとこ

ろは終わったというお感じもあるんでしょう︒本当に働くところ

私ども︑幾つかに分かれる中でこれを割り当てられて︑私どもが

一緒に勉強した時のファイルがありましたのでお持ちしました︒

を︑あとは上に乗っかっているという︒
はい︑そうだと思いますよ︒

俣藤

宝珠山

僻藤

宝珠山

はい︒この内容をどうこうということではなくて︑もう

有事法制ですか︒

てことはできない人だと思いますので︑いろいろおやりだつたと

既にこの頃から有事法制について︑防衛庁だけではなくて関係省

でもね︑僕は︑宝珠山さんは上にただ乗っかっているなん

思いますが︑よろしくお願いします︒

防衛問題を中心に大きく変えたというようなイメージですね︒内

空母﹂発言という形で︑その前の鈴木内閣の対米関係を︑とくに

くて各省庁の︑しかもこれから上に乗っかるかどうかは別にしま
して︑適切に仕事を割り振っていくような課長クラスー若手の

つの例として︒総理府人事局ですから︑防衛庁だけの問題じゃな

庁も一緒になって取り組まなければならないという意識が︑総理

容はこれから伺いたいと思いますが︑まず申岩根さんが登場して

課長クラスというべきかもしれませんが一の人たちに︑適切な

いちばん最初の質問は︑一九八二年の末に中曽根内閣ができる

来る段階で︑どういう目で眺めておられたのでしょうか︒期待し

問題意識を持たせる必要があるというご認識があった︑一つの例

府人事局などのトータルを見る人たちにはあったということの一

ていたのか︑﹁いやいや︑雷うことだけは言うけれどもやらない

だと言えると思います︒

と︒中曽根内閣は︑防衛問題では対米武器技術供与とか︑﹁不沈

人だ﹂と思っておられたのか︑いろいろあるんじゃないかと思い

案を持つまでには至っておりませんので︑研究過程の一部と︑そ

この頃はまだ防衛庁内でも︑いま実っているような大掛かりな

宝珠山

れから私が集めましたのは︑各国の非常事態法制の例をできるだ

ますが︒

と思いますのは︑有事法鋼の問題︑この前行きかけてペンディン

け集めているということであります︒その中の全部かどうか分か

その前に︑それと関連して簡単に触れておく必要がある
グになったというメモが残っているんですよ︒

りませんが︑とにかく私の物置の中に残っていて︑これは﹁秘﹂

でも何でもありません︒．︵資料提示︶こういう形で︑たとえばこ

そうです︑そうです︒

人事第三課長時代ですから︑ポズト紛には有事法劇とは

伊藤・佐道

宝珠山
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れば目次ですけれども︑ドイツ︑韓国︑カナダ︑フランス︑スウ

も︑﹁うまく持っていけば︑中曽根さんならこれをやってくれる

んじゃないか﹂というような期待を持って仕事をしていた人は︑

上のほうにおられますね︒過去の発言などをとらまえて期待する

ェーデンといったところ︑米国はもちろんありまずけれども︒そ

人たちもいたということはあると思います．︐

その程度でございますか︒

圏対栄武器技術供与の申身

伊藤

ご理解いただくのに適当だと思います︒

いま先生がおっしゃったことで︑中曽根内閣に何か期待

分かりました︒

ういうことだけ︑いま伊藤先生がおっしゃった例の雰囲気として
伊藤

宝珠山
していたかというと︑私はそういう意識といいますが︑記憶とい
うのはまったくございません︒私どもの考え方としては︑誰がな

結果的にはここに書かれているように︑対米武器技術供与を決定

はい︑その程度しかありません︒私自身にはありません︒

進する方向にもって行くというのが黒子の官僚の役目だと理解し

しているというのは前進のように見えるんです︒しかし︑これは

宝珠山

ております︒ある時は引っ込まなければいけないかもしれません

日本にとってはひどい話なんですよ︒何故ひどいかというと︑

っても︑その人の発言などをうまくとらまえながら防衛政策を推

が︑ロングレンジで見て推進されればいいじゃないか︑という見

んですよ︒寄越せと言って︑まあ︑それは代償は貰うでしょう︒

﹁臼本の中のいちばん進んでいるものだけ寄越せ﹂と言っている

今おっしゃった前任者との関係でいきますと︑訪米した時の発

しかし︑それで完成して製品化されて︑企業がいちばん利益を上

方もできるわけです︒

言が適切でなかったとかいうことはあるんだろうと思います︒当

げられる部品なり製品なりにして︑売る時については全然考慮し

代償を求めているわけじゃないんですか︒

格の痢閣ではないと私は思っています︒B本の中で総理が選ばれ

ない？・

伊藤

え？

るというのは︑そんな雰囲気とかでなくて︑いろいろな支持者と

宝珠山

宝珠山

伊藤

てないんです︒技術だけの流出を日本企業に求めているんです︒

時︑中曽根番とか鈴木番とかやっていた人たちは︑それが原因だ
ったと言う人もいますけれども︑そのあたりは分かりませんが︑
中曽根さんが防衛政策を推進するから︑鈴木さんがアメリカにお

の関係で出てくる問題で︑おそらく中曽根さんがうまくキングメ

技術を︑武器に適用すると非常に有用な部分があるというのを︑米

いて発言したのとは対極にある入であるから出て来た︑という性

ーカ⁝と取引きが出来たということだろうと思います︒すなわち︑

国はサーチで知っていると思うんです︒アメリカのいろいろ開発し

武器供与をしたことの代償をアメリカ側から得るわけでは

日本の安全保障政策なりをこうしよう︑ということで出てきた政

ている中で︑たとえばソニーのどこそこにある民需で育った技術を

兵器に使うといいはずだというのは︑僕は分かりませんけれども︒

少し説明しますと︑欝本の一般的な民需の中で育ってきた

権ではないと思いますので︑防衛庁の立場で期待するとか︑そう
いうのはまったく記憶にございません︒

っていたわけですから．．それを﹁米国にも流してくれよ﹂という

その時も︑そういうものも輸出してはいけないことにな

でも︑技術供与の場合には︑ライセンスではないんですか．．

伊藤

やりやすいとか︑やりにくいというぐらいはあるんじゃあ

伊藤

宝珠山
そういう点でいきますと︑私自身ではありませんけれど

りませんか︒

宝珠山
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2004年1聰16
第9回

来のようにカチッと仕切られている時代でなくなって来た︒︐とく

にコンピュータとか︑そうなんだと思うんです︒壁が薄くなった

のが︑米国側の要求なわけですね︒通常そういう時には︑流して
部品に組み込まれますね︒組み込まれて販売する時には︑その中

成品は別ですよ︒しかし要素についていきますと︑民需なのか軍

か低くなったかであって︑境があまりなくなってきちゃうと︒完

それが︑ライセンスですよね︒

から販売代価の幾らかが戻ってくるとか⁝⁝︒
伊藤

需なのかで論じられてない⁝⁝︒
俘藤

技術からいえば︑そうですよね︒

宝珠山

ライセンスですね︒それから︑今度は部品を日本でつく

って向こうに納入する形で︑製造することによって仕事を取れる

宝珠山
し︑特許だけではなく︑いろいろな渡したくないものがあるだろ

くに従来との比較では出てきたということなんだろうと思いま

す︒そういうのが背景にあって︑今まではライセンス国産などと

はい︒そういうものが一般的にあると思いますけど︑と

うと思います︒

いうことは︑米国からの技術の流入だけだったじゃないかと︒そ

特許だけではなくてですか︒

宝珠山

れをうまく習得しちゃって︑﹁自動車を見ろ︒米国と競争するよ

倹藤

むんです︒しかし︑これでやった結果というのは︑﹁技術だけ供

うになつちゃったじゃないか︒これはげしからん︒おまえのとこ

ペーパーだけではない︑そういうものを移転しなくて済

与しますよ﹂というところまでやっているんですね︒すなわち︑

ろで開発した優秀な技術も寄越せよ﹂ということなんですね︑基

本的要求は︒それに応じただけなんです︒だって︑日本のほうに

米国に対するサービスだけになっているんです︒

傍藤

プラスになったかというと︑それはかなり疑問符なんです︒日米

企業は︑そんな代償を求めないで二面を提供するというこ

とをやるんですか︒

関係はよくなるでしょう︒アメリカの要求に一といってはいけ

﹁やるんですか﹂と言われると困るんですけど︑﹁やれし

宝珠山

んですよね︒米国寄りの発言なんですよ︒

イメージしていて︑不沈であるということの価値を強調している

母﹂でいいのかもしれませんけれども︑米国の空愚というものを

﹁不沈空母﹂発言もそうなんです︒日本だけで考えれば﹁不沈空

でかなえているんですからね︒

度かなえたわけですから︒しかも︑米国にとって非常に有利な形

ませんけど︑話し合いの中で︑アメリカの希望することをある程

政府は︑そんなこと出来るんですか︒

と言ったんですね︒

伊藤

いやいや︑だから﹁やってもいいよ﹂というシステムに

したわけですけれども︑実態はそれだけになったわけです︒それ

宝珠山

が︑いまの問題なんです︒

話は十数年飛びますが︑これをいかに解除して︑自分で開発し

伊藤

たものについては製造過程で部品にして︑それは輸出することが
できるようにしょうじゃないかと︒それでなければ︑臼本は技術

本はそのものが空母であるから︑これは沈没しないと︒

要するに︑アメリカの空母は沈没するかもしらんけど︑β

だけ持って行かれて︑あと置いてきぼりになつちゃうかもしれな

ているわけですね︒攻撃は﹁不沈空母﹂であれ︑されるわけです

そうですね︒で︑﹁米国の役に立つんでしょうしと言っ

宝珠山
軍事だけではなくて︑民需にも流用されることになりますね︒

い︒その可能性が高いと︒
俳藤

ね︒被害だけ臼本は受ける形ですよ︑この﹁不沈空母しは︒

そうです︒といいますのが︑たとえばソニーがいいかど

宝珠山

佐道

アメリカの空母なわけですね︒

うか分かりませんけれども︑民需で育ってきた技術と軍事とが従
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アメリカの空母だったら︑アメリカが守るでしょう︵笑︶︒

そうなんですよ︒

伊藤

﹁アメリカを守るための沈まない空母に︑日本がなります﹂

宝珠山

佐道

でも︑アメリカの空母だからアメリカを守ると︒

そういう受け取られ方なんですよ︒

ということなわけですね︒

宝珠山

伊藤
そこは言ってないですね︒

﹁だから︑B本の価値というのはあるでしょう﹂というこ

それは︑だめですね︵笑︶︒

宝珠山
伊藤

宝珠山

とは言っているわけですから︑﹁守る価値があるでしょう﹂とい

しかし︑それは保証ないですよ︒最後のところは尻尾を

守れないあれだと︑なにもそんなこと言うことないのに︒

う意味は言っているかもしれません︒

伊藤

宝珠山

切って逃げるかもしれません︒ただ︑それほど弱い国でないとい
うことはございますから︑そこまで議論することはないと思いま

ええ︒そういうことで︑対米武器技術供与というのは確

そんな弱い国ではないと︒

すけれども︒

伊藤

宝珠山

かに今までとの関係では前進ではありましたけれども︑臼本から
見て本当に前進なのかというのは︑これはかなり疑問のある規劇

そうです︒せめてその時に︑﹁米国との問の技術と部品

やり方の問題もあるんですね︒

緩和なんです︒

伊藤

宝珠山

を含めた交流というのはいいよ﹂ということにしておきますと︑
企業は一緒に日本で開発できないようなものを開発して︑部品が
取り入れられだら︑その部品は日本で︑あるいは米国でつくって
もいいですよ︑そのほうがいいと思えばやればいいんですから︒
それから冒本の工場でつくって輸出することができるようにして
おけば︑これはもっとインセンティブはあったんですね︒

伊藤

僕はてっきり︑ライセンス・フィーを払ってということだ

それは先生︑ライセンス・フィーは貰います︒しかし︑

ろうと思ったんですけど︒

宝珠山

べらぼうにくれれば別ですよ︒しかし︑そんな秘︶とをや

まあ︑それはそうでしょうね︒

ライセンス・フィーだけでは企業は食っていけないんです︒
伊藤

宝珠山

るような相手じゃないんですよ︵笑︶︒私は︑そういうことで見

ております︒確かにそれは︑従来からいえば改善であったと︒し

かし︑これは米国という外圧を利用してうまくやった︒蜜本の中

にある内圧については伏せたままで︑二十数年ずっと来ているわ

中曽根内閣そのものについて︑防衛問題との関わりでの評

けですね︒

伊藤

何かやってくれたかというと︑ないんですよね︑又︒言葉

価はどうですか︒他の内閣と比べて︑あんまり大したことはない
と？・

宝珠山

防衛の現場という面では何が必要かというと︑やっぱり

いや︑皆さんそうおっしゃいますけどね︒ただ︑雰囲気と

は確かに走ってくれるんですけどね︒

伊藤

しては︒

宝珠山

人と物が来ないとだめなんです︒これは︑予算なんです︒そうす

ると︑大蔵省に対してどの程度サポートしてくれるかなんですね︑

最後の段階でですよ︒その点で変わったかというと︑そうはいか

ないんですね︒だから︑中曽根さんが内閣総理大臣になったこと

で何か進んだかというものについて︑私はやっぱり言葉の面が多

ええ︒しかし︑じゃ実際に進まなかったかというと︑後

勇ましい声ですね︒

いんじゃないかと思います︒

伊藤

宝珠山

で触れることになるかもしれませんが︑栗原︵祐幸︶さんなどが

やった部分というのはあると思います︒私は︑これは申曽根さん
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と理解してないんです︒やっぱり栗原さんだと思うんです︒
お話しする機会があるかもしれませんが︒

また

伊藤

どっちが先か分かりませんけれども︑その構想はあった

そうですが︒しかし︑それをやったらね︒

宝珠山

んだと思います︒だって︑マンガがあるんですから︵笑︶︒だか

ら︑構想はあると思うんです︒しかし実現できる︑取り組むだけ

なかったんだと思うんです︒米国が発表して︑調べてみると︑ど

團SD一構想の政治的意志
分かりました︒次のSDIの問題は︑どうでございますか︒

の説得力ある構想は一1研究計画でもいいですけれども−出来
伊藤

うも俺のところよりもあまりにも進んでいて︑ということが分か

ってくるんじゃないでしょうか︒実際︑進んでいたかどうかは別

これですね︑何というか︑夢みたいなものなんですよね︑

当時︒今は現実化してまいりましたけど︒統幕の人たちと議論し

にして︵笑︶︒それが︑政治的効果なんだと思うんです︒当時︑

宝珠山

ていて︑﹁これは︑専守防衛を絵に描いたようなものだ﹂という

そんなことが分かったわけじゃありませんが︑すごいものができ

はい︑それはございます︒

大変︑関心はお持ちになったと︒

ようなことを議論したことがあります︒しかし議論していると︑

伊藤

るなということだけはありました︒

こんな網の冒がいっぱい生えているという︵笑︶︒

とてつもない難しいものもあるんですね︵笑︶︒
伊藤

宝珠山

マンガにありました︑ドーム状で撃ってくるのをボッと

宝珠山

こういう構想を︑アメリカの大統領が言うわけですよね︒

ちゃんとやってみないとというよりは︑あると思う以外

ないですねえ︒大統領が発表するということから︑臼本が知り得

宝珠山

ってみないといけないな﹂ということになるわけですか︒

具体性とか︑現実性とか︑﹁やっぱりちょっと︑一遍ちゃんとや

けれども︑防衛庁としても︑ああやって大統領が発表する以上は︑

まったく無視するわけにもいかないし︑構想は夢物語みたいです

佐道

だから︑﹁これを手に入れちゃったら恐れるものがなく

それは︑出来たらすごいでしょうけどね︒

跳ね返すシールドみたいな感じで︑これが出来たらすごいな之言
って︒

伊藤

宝珠山

なって︑いいな︒そうなってくると︑日本の戦闘機というものも
要らなくなるし︵笑ごというような議論はしました︒
でも︑これはものすごいお金がかかるでしょう︒

ないほどのものが既に蓄積されていると考えるんじゃないでしょ

伊藤

宝珠山

うか⁝⁝と思いました︒だから︑もちろん他の国に知らせたのか

当時︑なるかならないか分からないですけどね︒その時

は︑政治的な意味というのは私どもは全然感知できませんでした︒

伊藤

先へ進ませてください︒さっきちょっと出てきましたが︑

圏人事教育権の分掌

示しているわけですよね︒

たって︑決定的に知らせられない重要なものがあるということを

どうか知りませんけれども︑日本は大事な同盟国とか何とか言っ
はい︒結果的には︑ソ連の崩壊にまでつながっていくわ

その政治的な意味が大きかったんですね︒

しかし︑結果的には⁝⁝︒

學藤

宝珠出

いや︑構想はあったんだと思うんですよ︒

つまり︑これに対抗できるだけの構想を向こうが持てなか

けですね︒

伊藤

ったし︒

宝珠山

86

二︑三まであるわけですか︒

人事教育局の人事第三課というのは︑どういう課なんですか︒一︑

昭和五十八年の七月に人事教育局の人事第三課長になられます︒

うことなんでしょうか︒現実に合わないものがあったら見直して

佐道

重要です︒

宝珠山﹁そんなに変えるわけにはいきません︒安定性というのが

を

干の微修正というようなことはあると思いますが︑しかしその部

も

Vくとカ？
宝珠山 環場のほうから上がってくる意見などを入れながら︑若

そうすると︑基準を第二課のほうでやるというのはどうい

宝珠山 はい︑そうです︒人事一というのが幹部自衛官の人事と︑
︑あとは礼式とか︑この前お話しした旗とか︑庶務事項とか︑処罰と
かいうのがあります︒そういうことで︑おおまかには幹部人事と︒

確か︑前に第一課にご所属でございましたね︒

分が人事二二の仕事の大部分かと言われれば︑当初は大きくあり

伊藤
そうです︒幹部人事で︒．人事二士が曹士の人事の基準と

宝珠山

ましたでしょケけど︑あとはフォローみたいなものですから︑小
は募集なんです︒

さいというのはおっしゃる通りだと思います︒しかし︑もう一つ

募集です︒

宝珠山

解藤そっちのほうが大きいんですね︒

実際の人事もやるわけですね︒

かをやることになるに等しいわけですから︒基準だけはっくって︑

宝珠山

伊藤

あとは信士になりますと︑幕僚監部を超えて雨湿まで行きますね︒

佐道

実際の人事はやりません︒それをやっていたら︑侮十万

だって︑幕僚監部は分かりませんよ︒

宝珠由

不景気であれば楽ですけれども︑好景気の蒔は大変なわ

これは︑大変ですね︒

これはもう四六時中走っているわけです︒

伊藤じゃ︑実際にやるのは各面が？

けです︒

各幕よりも︑もっと現場のほうに︒たくさんの部隊が関

宝珠山

宝珠山

それはそうですね︒当時ですと景気がいいから︑上野の

ょうしね︒

景気によって︑入って来る隊員の素質もずいぶん違うでし

伊藤

あれだけの人数がいれば︑異動とか大変ですよね︒

わりますので︑基準をつくって流すということになろうかと思い
ます︒

伊藤

あそこで呼び込みをしたり︑肩たたきをしたりということ︒それ

で問題が起きれば全部︑国会の先生方から弾が飛んで来るわけで

そうですね︒

佐道

すよ︒そういうことのほうが大きいです︒ですから人事二課︑再

宝珠山

かなか見当がつかないんですけれども︵笑︶︑いまの基準という

案人事というのはありますが︑具体的な業務の主流を占めている

自衛隊のような大きな組織の人事と︐いうのは︑聞いてもな

のは︑たとえばこういう基準に照らして昇進させましょうとか︑

のは何かといえば︑募集です︒
ですね︒

ルールというのは︑一度つくるとしばらく持つものじゃな

三課は︑シビリアンの人事です︒シビリアンの人事とい

そうすると︑三五に何か残りますか︒

宝珠山

伊藤

騒人事第三課の所掌

配置をさせましょうとか︑そういうルールということですよね︒
宝珠山

佐道

そうすると︑毎年毎年変えるということでもない？

まあ︑それはそうですね︒

いんでしょうか︒

宝珠山

佐道

87

．F一一一一一
2004年11月15日
第9回

いますと小さいようでありまずけれども︑各省庁並みの人員を抱

諸機関が中心ですけど︑全国にいる地方連絡部で働く人も

諸機関とか︒

えていますよ︒三万数千人いるんです︒
伊藤

宝珠山
そうですし︑会計をやっている入たちとか︑施設庁も入りますし︒
施設庁も含めるわけですか︒
はい︑施設庁も入ります︒

佐道
宝珠山
施設庁は︑全部文官ですか︒

そうですね︒自衛官も入ってはいまずけれども︑これは

嘱望

宝珠山

施設庁の中も等級によって︑上のほうは人事王課が直接

施設庁は︑施設庁の中で人事を扱うということではないん

ごく僅かです︒

佐道
ですか︒

宝珠山

そうですね︒それから︑シビリアン人事の基準を持ちま

施設庁の幹部人事ということになるわけですか︒

持ちますし︒

佐道

宝珠山

す︒それから施設庁の中で基準を持ち︑今度は各施設局の中に人
事が下りていくわけですから︒それらのシステムトータルという
ことになりましょうか︒シビリアンの採用試験事務も担当してい
じゃ︑かなり大きいでしょうね︒

ます︒

佐道

それだけの数いれば︒

ですから︑他の官庁でいろいろありまずけれども︑小さ

撰藤

宝珠山

い五百人ぐらいの官庁もあるでしょう︒だから︑立派な官庁です︒

人事三課ですけれども︑局にしても構わないぐらいですよ︑人
員・規模的には全国にわたりますしね︒それが一つ︑人事です︒

一般職は︑人事院がやっていますね︒あれを防衛庁の自衛

給与は？

もう一つは︑給与です︒

伊藤
宝珠山

はい︒データは貰いますよ︒データは貰いまずけれども︑

別なんですか︒

官と事務官︑技官などは︑全部人事三課で給与法をつくるんです︒
伊藤

宝珠山

人事院はつくってくれないんです︒給与法も別に防衛庁職員給与

法を持っておりまして︑これを人事院と同時に韻しますけれども︑

別の法律なんです︒内容は連携をしております︒したがって︑た

とえば自衛隊の学校の職員がいるわけですが︑この人たちには高

等学校程度であれば︑人事院の高等学校職員の給与法を貰って来

今度︑人事院でなくなるものがありますね︒なくなったら︑自

て︑それを準用する仕方を決めなければいけません︒

分でつくらなきやならなくなったんです︒独立行政法人になつち

ゃって人事院の管轄から出てしまうと︒いずれにしましてもあま

り正確な比較ではありませんが︑人事院の機能を持っています︒

その通りですよ︒これは大変なんです︒このことはどう

これはかなり大きいですね︑仕事としては︒

採用試験を含めて一1︒
伊藤

宝珠山

いうことかといいますと︑労働法的には自衛官は団体交渉権とか

ないです︒ですから︑それに代わる⁝機能を果たさなけれ

団結権もないでしょう？．

：：：o

伊藤

宝珠山

ばいけないんですね︒給与など処遇を含めて︑手当てなど全部あ

はい︒だから︑本来ですと職員組合なりで希望が上がっ

つくれない？

ありません︒つくれません︒

防衛庁の職員組合というのは︑あるんですか︒

るわけですから︒

伊藤
宝珠山

伊藤

宝珠山

てくるものでしょうけど︑それを人事三課の給与部門などで吸い

上げて︑手当て︑給与法の中に入れなきゃいけないわけです︒手

当てと申し上げましたが︑一般職なんかない手当てが自衛隊には
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いっぱいあるわけですね︒爆発物なんて︑扱わないんですから︒

ださるかどうかでしょうねえ︒だいたい集落まで︑どのぐらいか

かりますかね︒レーダーサイトなどというのは︑本当︑便利悪い

ですよ︒いまは︑少しずつはよくなってきていまずけれども︒

それはそうですよね︒

宝珠山
伊藤

佐道

を全部つくっていかなきゃいけないわけです︒勤務地にしまして

宝珠山

もちろんゼロではありませんけれども︑そういう手当て

も︑めちゃくちゃ寒いところとか僻地があるわけですね︒これら

行きましたら︑吹雪なんかになつちゃったらすごいらしいですね︒

だいたい人里離れたところにあるわけですからね︒

だから︑南や西のほうはまだいいとしても︑北のほうに

普通の場合はいいでしょうが︑雪なんか降ったら︒

についても︑同じ寒冷地手当てといっても人事院ではないような

通うところで凍死しかねないぐらいの吹雪ですから︒
佐道

手当てを︑やはり構想して設けなければいけないわけです︒そう
いう給与の仕事がございます︒

そこが効果があるからですね︵笑︶︒

宝珠山

あと福祉といいますか給与の中には︑たとえば非常に山の

伊藤

佐道

人がいっぱいいるところにつくったって︑しょうがないで

中の観測所で働く人たちなんかを考えたら︑住宅を供給しなきゃ

それはもう︑つくらんほうがいいです︒そういう任務をき

ちっと処遇できるような手当ての制度︑給与の制度というものも︑

宝珠山

すものね︒

そうです︒それは︑自衛官一般にそうです︒

ならんでしょう？
宝珠山
人里離れたところとか︒

人事院の協力は悩ますけれども立案はしなきやならないですね︒

伊藤

佐道

そうかもしれませんね︒

仕事はですね︒

そうすると︑かなり大きなセクションになりますね︒

宝珠由

事を︑人事三課でやっていたみたいな感じですか︒

普通の役所の人事局の中で幾つかに分かれてやるような仕

佐道

自衛官は︑二十四時間勤務体鰯を義務づけられているわ

宝珠山

でも︑普通の職員だってそこにいなきやならない︒

普通の職員は違います︒

だけど︑普通の職員はそうではないでしょう？

けでして︑非常呼集と一体なわけですから︑何かあったら︒

伊藤
宝珠山

伊藤

宝珠由

それはありますが︑もうこれはごく僅かですね︒現地採

宝珠由

伊藤

課の中に︑室を設けてやっておりました．

給与室というのは？

人数は︑給与室が十人ぐらいですかね︒

でも︑人数はどうなんですか︒

用が若干ありまずけれども︑そういうところは勤務する人はあま

宝珠山

僻藤

宝珠山

いや︑それも全部︑自衛官で賄う以外にないでしょう︒だ

そういうのはもう︑人件費というよりは物件費で︒

りないでしょう︒

伊藤
宝珠山

ええ︒あまり正規の研究室じゃないんですけれども︑自

研究室？

それと︑その中に研究室もつくっておりましたからね︒

課全体だったら︑相当大きな課ですね︒
宝珠山

伊藤
背面

って勤務︑すごいところがありますから︒現地でも⁝⁝あまりない
どというのは︑いつも由登りしているようなのもありますからね︒

宝珠山

と思いますね︒例外的にあるかもしれませんが︑レーダーサイトな
全部︑自衛官ですか︒

衛官の給与自体が各国と比較するとあまりよくないというのがあ

伊藤

宝珠山

るわけです︑基本的に︒これは︑どこかで話す機会があるのかな︒

自衛官だと思います︒もし女性などで雇っているとしま
すと︑おそらくたまたま近くに集落があって︑そこの人が来てく
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退職手当てを少しプラスするということですか︒

官特別退官・退職手当て﹂というのに実るわけですけれども︒

審議官になってからですから三〜四年ぐらいたってから︑﹁自衛

議官の頃ですから︑人事三課長時代に構想を進めて︑実ったのは

来てもらって︑研究してもらっていたわけです︒実現したのは審

究を進めていたのもございました︒これは︑陸・海・空自衛窟に

いかと考えられるわけですね︒それを改善しようということで研

は別として︒それの部分というのは︑同じ公務員で不公平じゃな

で辞めて︑後の給与はどうしても下がっちゃうんです︑例外的に

それで︑改革しようと︒若年定年ということもありますね︒定年

佐道

伊藤

労働組合の機能を持った課ということですね︒

労働組合課だ︵笑︶︒

ということです︒

者ではありませんが︑それを人事一撃で考えてやろうじゃないか

ら︑必ず出てくる問題だと考えるわけです︒で︑労働組合の代行

いわんけれども補填してほしいと︒もし労働組合があったとした

四なりと早く切るわけですから︑この差を一〇〇パーセントとは

いるわけですから︒しかし︑官側の都合によって五十三なり五十

んけど︑それは置きまして︑とにかく公務員としての仕事をして

いうより︑もっときつい仕事をしていると言うべきかもしれませ

宝珠山

処遇面ではそういうことを持つことを義務づけられていると思う

宝珠山

伊藤

多く︑短くなったら︑これは平等でよろしいわけですから︒とい

んです︒

シビリアンの方と違って劇服の方々︑つまり現場で働くこと

そういうことですね︒すべてではありませんよ︒しかし︑

うようなことを構想しまして︑計算式をいろいろやったりしたこ

佐道

はい︑そうです︒これを︑定年が早い入は年限に応じて

とがあります︒

来る人がいればいいけれども︑来る人がいなくなったら防衛任務

て︑いちばん働けるところを使って︑あとポイじゃかなわんよ︒

宝珠山

宝珠山

うんですけれども︒

に出る警察官とか︑消防官とか︑そういう対比もあるのかなと思

務員体系の中の給与との対比ということと︑あと同じように現場

がメインの方々の場合に︑給与体系というのは外国のミリタリーと

を達成できないんだ﹂と︒だから︑早く辞めさせるなら︑辞める

自衛隊の事務官も人事院と同じ給与の体系を持っているというこ

結局︑他の役所と違うのは︑自衛官の場合には年をとった

ことによって収入が減少して︑定年まで行ったときの他の公務員

とでご理解ください︒いまご指摘の︑自衛官の給与体系自体が事

伊藤

との差額が当然︑平均的には計算できるわけですね︒︵定年後は︶

務官とイコールであるかというと︑そうではなくて︑人事院の中

の比較ということもあると思うんですけれども︑たとえば日本の公

だいたい五割か六割ぐらいの給与でやっているわけですけれど

にあるいちばん近いであろうもの︑すなわち警察官職務給与表を

らだめということですから︑その後の面倒をみるんでしょうね︒

も︑他の公務員でいたら上がったかもしれない︑この差というの

参考にしてスタートしたと考えられます︒

はい︒だから私どもが主張したのは︑﹁同じ公務員とし

は大きいわけです︒たとえば︑﹁五十三で辞めたら︑六十までの

伊藤もともと︒

まして︑私がいた時にはまだそのままなんですね．．で︑定年だけ

ますからね︒しかしそれが︑今はどうかというのはちょっと置き

もともと︒そもそも警察予備隊からスタートして来てい

だから︑いま﹁事務官と同じです﹂と申し上げたのは︑

差は満額とは言わないまでも︑負担してもらうということを要求

宝珠由

そうです︑その通りです︒それと同じような一同じと

普通の事務窟は︑普通の役所と同じなわけですね︒

してもいいんじゃないか﹂というような議論をするわけです︒
伊藤

宝珠山
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ね︒それを各国並みに定年だけ早くしているわけですね︒だから︑

早くしているわけです︒警察官は六十の定年まで行けるわけです

とがありまして︑これは危惧した通りのことが起こりましたね︑と

いに思っちゃって︑喋ってしまう人がいるわけですよ︒そういうこ

前にも触れたかもしれませんが︑日本の場合︑情報能力をつけて

いう印象は残っております︒

そうですね︒

これは不満が出ておかしくないんです︒
佐道

いくためには政治家を含めて守秘義務を厳しいものにしないと︑入

それを取り上げてもあまり叩かれない時期に︑たまたま

宝珠山

ってくる情報も制限されたものになりますし︑取るほうについても

らね︒

しかし︑これは官邸に知らせないわけにはいかんでしょうか

伊藤

宝珠山

伊藤

してくれたような感じがしました．．

難しくするだけだということを言っておりますが︑そのことを実証

私は人事三課にいたということがあるかと思います︒

圏六韓航空機撃墜事件と情報の号令

と思いますが︑大韓航空機の撃墜事件がございました︒これは耳に

政治家が入ってきますと︒

分かりました︒人事課長としてのお仕事とまったく関係ない

はどんどん入ってくるでしょうし︑いろいろお考えとか︑お感情も

佐道

というよりも他省庁の問題だと思います︒電波情報というのは各国

のは︑電波情報との関わりだと思うんです︒あとの事件は︑防衛庁

宝珠山

ですが﹂と言うと︒

伊藤

る人がいますからねえ︵笑︶︒

宝珠山

政治家に知らせた途端に︑ザルになって︒

﹁知らせろ﹂と言って来ますからね︒これは難しいです︑

おありだったと思いますが︑どうしますか︒飛ばしますか︒

とも秘匿度の高いものでもありますし︑とくに日本ではやっている

佐道

まだその人が受ける被害で済むんでしょうけれども︑これ

は国民全体といいますか︑国家全体が受ける︒大変な金をかけてや

宝珠山

よかないですよ︑あんまり︵笑︶︒

一般的にはよろしいんでしょうけれども︒

もうその時点で⁝⁝︵笑︶︒

それは︑普通の会話だってそうですよ︵笑︶︒﹁ここだけの話

そうなんですよお．︑﹁秘密ですよ﹂と言うほど喋りたくな

こと自体が違法みたいなことを言う党もあって︑非常に皆さん︑関

宝珠山

いや︑簡単で結構ですが︑大韓航空機事件の微妙さという

わると怪我をしかねないというような感じもあって敬遠されている

伊藤

そうなんです︒

秘匿したいところですね︒

分野でもあったと思うんです︒
伊藤
宝珠山

スタートしなければならなくなるわけですから︒

っているのが︑ある玉池でチャラになってしまって︑またゼロから

宝珠山

伊藤まあ︑向こうは暗号を全部変えるでしょうからね︒

だって︑そもそもそういうものは秘匿したいものでしょう？

韓航空機事件のような具体的な時と場所等で︑﹁これだけ聞いてお

宝珠山

侵藤

りました﹂ということを言うこと自体が︑その後の仕事に絶大なマ

ども︑こちらの能力がどうかというのは︑同盟国にも知らせてない

ええ．．︵何が︶取っているということ自体はともかく︑大

イナスの影響をもたらすという危惧を持っているものなんですね︒

ような力というのもあるわけですから︒

そうですね︒まあ︑定期的にはやっているんでしょうけれ
しかし︑それを防衛庁から極秘にそういう注意をつけて要所に説明
したはずなんですが︑受け取る側のほうは知ってることを誇りぐら
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國﹃統禽運用﹄の困難さ

指揮所訓練ならそれほどの予算を食わないですけれども︑実働に

なりますと︑これはやっぱり大変なんです︒

実際動かせば︒それはそうですね︒

宝珠出

伊藤

伊藤

始まって︑最終的には統合訓練を目指すわけですけれども︑比較

く何でもいい︑物を買って来て︑これに人間をつけて訓練をやる

ますけれども︑大綱をつくる頃までの二十年というのは︑とにか

宝珠山

すか︒

なにでっかくて︑日本よりも大きなものは他にないんじゃないで

思いますが︑しかし考えてみれば︑太平洋地域でアメリカはこん

伊藤

だから︑そういう︵陸海空別の︶指揮所訓練から霞米が

うのをやるんですが︑だんだんそういうことができるようになっ

的⁝⁝︒

その年に︑航空自衛隊と海上自衛隊が共同指揮所訓練とい

てきたということでございましょうか︒

というト⁝タルのまとまりとか︑露米で何か共通の蟹的に向かっ

宝珠山

いや︑アジア地域を考えたら︒韓国も少しはありますよね︒

この地域？ 韓国にはないかとか？

日本とアメリカとの軍事力の差というのは相当大きいとは

て共同行動するとか︑そういう分野というのはある意味でないが

伊藤

そうですね︒これは︑大綱のときにお話ししたかと思い

しろにせざるを得なかった時代だと思うんですが︒

独︑米仏じゃないから︑NATOなんですね︑だから︑ちょっと

しかし︑それとてやってないんですね︒ヨーロッパは米英︑米

ょっと違うと思いますよ︒おっしゃる通りだと思います︒

しょうか︒まあ︑イギリスがあるかもしれません︒フランスはち

それは︑米国と一緒にやってくれるということになると︑

宝珠山

なんとなく日米安保条約があって︑その中で奮然やってい

伊藤

やっぱり日本は世界でも︑装備面では文句なしに一位じゃないで

だろうと思います︒言葉の上では綺麗な安保条約がある

イメージだけは︑思い込みというか︒

るのかというね︒

佐道

宝珠山

んでしょうけれども︑それを実行できるものにするのは二十年間
でも出来てはいない︒いまでも出来てないんですが︒

そこで︑大綱で一通りの頭打ちをしたところで︑あとは運用︒運

宝珠山

宝珠山

これも大した⁝⁝︒

伊藤

比較しにくい面がありまずけれども︒

用はソフトの面もありまずけれども︑実際の調練などに力を入れ

すね︵笑︶︒

相当大きなギャップがあるでしょうからね︒

ようじゃないかと︒すなわち︑安保条約の第五条に基づく共同妨

伊藤

伊藤

処というものを一緒にやってみよう︑ということがあってもいい

そこは本当によくまあ戦争をやってますわね︒日本が戦争がなく
宝珠山

いやいや︑僕はオーストラリアの軍事博物館とか見て︑あ

これはしかし︑日本とすぐ比較されるとちょっと困りま

あと︑オーストラリア︑ニュージーランドがございますね︒

じゃないかと︒そういう面に力を入れるということを一つの目標

なってからでも︑ありとあらゆるところに出兵しているでしょう︒

そういうことが出来たことによって︑日米のハワイでの対話な

僻藤

そうですね︑大きなぐらいじゃないんでしょうけどね︒

に設定したのが︑前の繭の大綱なわけです︒

どを通じてやろうじゃないかということを︑現場レベルで調整が

気がしますが︑日本は戦前︑軍事博物館も何にもないですしね︒

まあね︒あれだけ見ていると日本よりも軍事大国のような

規模が違いますよね︒

始まる︒こういうのを︑まず指揮所でやってみる︒椅年かで実働︒
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佐道

軍事のことは︑戦後は見せないようにしていますから︵笑︶︒

先生ご自身は︑この共同指揮所訓練の問題には職掌上は関係な
いんでしょうか︒

アメリカ軍だって︑別に陸・海・空で統一指揮の代わりが

ります︒統合といったら︑まだ指揮所しかないです︒

轡藤

強調しているということは︑あんまり出来てないというこ

ないですよ︒いま︑それを強調はされておりまずけれども︒

できるわけじゃないでしょう︒
宝珠山

防衛課長になってからは若干関係しまずけれども︑これ

宝珠山
便藤

とですからね︒

自体に関わることはありません︒

でも︑見聞きはするでしょう︑防衛庁の申で？

宝珠山

伊藤
宝珠山

ね︒統合の必要性は︑このオーラルヒストリーの第二國目ぐらい

これは︑強調され続けています︑ずっと言われています

ンがそう入っていく分野じゃないと︑私は心得ております︒だか

から言っているかと思いますけれども︒

それはありまずけれども︑指揮所になけますとシビリア

ら︑このために必要な予算を取ってくるというか︑トータルの中

合運用﹂というのが出ていますから︑ああ︑まだ道が遠いんだな

今年の防衛白書にもかなり大きなスペースをとって︑﹁統

佐道

それは︑防衛課長になってからですか︒

でうまく位置づけるというのは仕事としてあります︒
伊藤

と思っていましたけど︒

いや︑それは新人の大臣なりが来れば来るほど︑統合の

宝珠山

そうですね︒防衛課長のところでこれを優先順位を落と

していたら︑つきませんから︒

宝珠山

の課題かも一︒

重要性は強調されます︒それは︑否定しようがないんです︒永遠
傍藤

それはそうでしょうね︒

宝珠山

鋳藤

るわけですから︒逆上りまずけれども︑﹁防衛計画の大綱しをつ

宝珠山

まり統合しちゃったら︑実はうまく機能しないんですね︒無用の

す︒せいぜい周波数をどうかというんですけれども︑周波数もあ

ゃうと︑これもなかなか統合できないんですね︒なかなか大変で

否定しようがないんですけれども︑現場はいくら統合と

それはそうですよね︒

くることによって︑今までの戦車を買うとかそういうことばっか

言われたって︑航空⁝機の整備と船の整備︑統合はないんですよ︒

そういう権限というか︑そういう仕切りをする任務があ

りじゃなくて︑これを運用するほうのことにも力を入れようとい

戦車と航空機もないです︒戦車も九〇式と何とか式とかになつち

自分はシビリアンの課長だけれども︑脇で見ているわけで

うポリシーを出し︑この時は実行過程に入っているわけですね︒

伊藤
すね︒

見ることはできるし︑趣旨は分かりますしね︒

ことを聞こえちゃったって困るんですよ︒ラジオが混線すると同

宝珠山

佐道

じことですね︒混線しちゃったら︑役に立たないですわね︒だか

この共同指揮所訓練を行うというのも︑陸・海・空ではそ

れぞれのカウンターパートとの関係の深さとか︑これまでの構造

ら︑なかなかそうはいかないと思うんです︒難しいです︒

航空機にも通じると︒しかし︑そう簡単なことじゃないんですね︒

だから︑バンドを多くすればいいじゃないか︒海にも通じる︑

の違いとかいろいろありますから︑取り組み方にもだいぶ差が出
宝珠山

バンドを切り替える時間で負けるかもしれないんです︒命を失う

てくるのではないかと思いますけど︒

のは陸・海・空しかないんですよね︒さらに分解していきますと︑

かもしれないんです︒そのことを考えるだけ︑○・何秒かもしれ

前にも申し上げたかもしれませんが︑共同の現場という
整備の現場とかなんですね︒ですから︑せいぜい陸・海・空にな
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ね︒だから︑国会の議員先生が言われるほどに統合というのは容

ませんよ︒しかし︑それが勝ち負けを決めるのが現場なんですよ
宝珠山

伊藤

んね︒ここには書いてありますね︒

無駄なお金を使う必要はないと︒
そうなんです︒

伊藤

團防衛庁防衛局防衛課長

宝珠山

伊藤

する通達を出して︑みんな読み替えちゃえばいいわけですから︒

ただ︑辞令を出したかどうか分かりません︒出したことに

そうですね︒

易なことではないです︒しかし︑重要性は雰常にあります︒

謳う分には︑謳わなければならない︒それで︑人事教育局

團組織改編貿人事教育局から人事局に
伊藤
が人事局になって︑教育局は独立するんですか︒

けないという制約が前提としてあることを︑ご理解いただきたい

たたないでしょう︑防衛課長になられたのは︒

ここでの改正の狙いというのは︑局の数を増やしちゃい

と思います︒ここで︑防衛庁のトータルのポリシーとしては︑先

宝珠山

宝珠山

ほども申し上げたような運用面を強化しようじゃないか︑という

伊藤

それで︑この人事局の第三課長になられて一年で⁝⁝一年

ポリシーがずっと流れているわけです︒そこで︑ここで運用局を

宝珠山

五十八年の七月ですから︒

そのぐらいでしょうか︒

六十年目一月ですからね︑防衛課長になられたのは︒

どうだったか⁝⁝︒

つくるために改編をやったはずなんです︒

佐道

そうすると︑教育はどこへ行っちゃったんですか︒

いやいや︑そうじやなくて人事局の⁝⁝︒

伊藤

伊藤

教育を運用の申に持って行きました︒運用の中に教育訓

宝珠山

ああ︑三身は同じなわけですね︒

はい︑そうです︒だから︑そのこと自体︵人事局になっ

佐道

宝珠山

練関係と︑実際のオペレーションとがあるという形にしました︒
それはまあ︑必ずしも無理なことではないですね︒

てからの期間︶にあんまり意味のない︒入事三課としての仕事か

偉藤

宝珠山

らいきますと︑意味はないと考えてもらっていいですね︒

そういうことでいいんじゃないかということで︑人事教

育学の巾から教育の部分を吐き出し︑防衛局の申から運用課の部

伊藤

今だってそうなんじゃないんですか︒

当時はそうですね︒

防衛課長というのは︑防衛庁の中の防衛政策の中心の課長

分を吐き出して︑ここでっくるということになったわけでして︑

ですよね︒

伊藤

宝珠山

この結果︑人事三課の仕事が変わったかというと︑まったく変わ
そうでしょうね︒

ってないわけです︵笑︶︒

佐道

いまは防衛課がなくなりまして︑防衛政策課と何とかに

宝珠山
ただ︑名刺のほうは刷り替えなきゃいけなかったという

しかしこの時点では︑ここは本当に要の中の要ですよね︒

宝珠山

伊藤

分かれました︒

こういう時には︑あらためて辞令をくれるんですか︒

ことはあります︵笑︶︒

伊藤

宝珠山

はい︑そうですね︒防衛庁防衛局防衛課だったんですね︒

宝珠山

全部ここでやれるんですよ︵笑︶︒いや︑冗談ですけど︒こん旗

辞令が出たかなあ︒下のほうは﹁みなすしと︒﹁訓令﹂
を出しちゃって︑全部やっていません︒私は貰ったかもしれませ
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本当にすごい名前ですよね︒

名前ね︑むちゃくちゃだと思いますよ︒
佐道

やいけないわけです︒僕らの時代で誰がなるかというなら︑それ
はだいたい見当がつきます︒

伊藤

その時の長官が加藤︵紘一︶さんで︑次官が夏目さんで︑

宝珠山

途中で夏目さんから矢崎︵新二︶さんに替わる︒防衛局長が矢崎

防衛庁防衛局だって︑すごいんですよね︒全部担ってい

ますでしょう︒

さんで︑矢崎さんがやがて西廣︵整輝︶さんに交替すると．．こん

これは︑夏目︵晴雄︶さんが次官のときの人事になるわけ

はい︒

いちばん接点のあるのは︑次官︑防衛局長というところだ
と思うんですが︒

伊藤

宝珠山

伊藤
それはちょっと分かりま

な上のほうですね︒

私がなるのについて で す か ？

ですか︒

宝珠山
自分の人事というのは︑分からんものですか︒

せんね︒

伊藤

防衛課長に誰を選ぶかというのは︑局長が選ぶでしょう︒

宝珠山

それは分からないですよお︒

宝珠山

と相談したかというのは︑夏目さんともやったと思いますし︑詳

もちろん︑局長はいろいろ相談はすると思いますから︑それは誰

ええ︑それは分からないです︒

伊藤全然？
宝珠山

しい西廣氏ともやったと思います︒しかしこの頃ですと︑経歴を

だいたいこういうことに予定されているな︑というふうな

伊藤

あたってみると私ぐらいしかいないですね︒

俳藤ずっと防衛政策に関わってきたという意味でね︒

匂いもない？

宝珠山

宝珠山

それはしかし大体見ていると︑全然別の人が防衛局の中

枢に行ったって務まりませんからね︒周辺が迷惑するだけですか

内局でもそれほど重要ポストに置いてない︑外のほうでというこ

過去に経験を持っている︒たとえば私の同期というのは︑

ら︒

伊藤

とですから︒

宝珠山

宝珠山

でも︑迷惑する人事だってよくやるんじゃないですか︒

かりですから︒もし防衛課長をミスキャストをすると︑防衛周長

伊藤

伊藤

がすっ飛びますよ︒大臣も飛びかねません︒多くの根回しから︑

ご関係が深いですよね︒

ええ︑そうですね︒夏目さん︑西廣さんと防衛庁に入っ

夏目さん︑西廣さんという方々とは︑前からいろんな形で

そうなるんだと思いますけどね︒

今までのお話を伺っていたら︒

答弁からつくっていくわけですから︒局長は拡声器で放送するほ

宝珠山

しかし︑中枢についてはやりません︒自分が落ち込むば

うに忙しい︑一所懸命︑国会の中でやるアナウンサ⁝ですよね︒

佐道

てからずっと︑最も全部お叱りを受けた人たちです︵笑︶．．

宝珠山

宝珠山

夏目さん︑いいじゃないですか︒

し︑そのライターはいるわけですね︒それは一人ではありません

えば政策系統にいたら︑隣のほうにいてもやっぱり先輩として︑雑

伊藤

よ︒しかし︑トータルを過去について矛盾がなく︑他の官庁︑他

談を聞きながら︑この入は何かというのはやっぱりありますよね︒
そうでしょうね︒

一緒というか︑部屋が一緒ということではなくて︑たと

防衛庁生活のかなりの部分︑一緒だったという方︒

の局とも矛盾なく︑将来についてあまゆ縛りがないようにという

伊藤

だから︑それに時間をとられているわけですから︒しか

のがあるわけですね︒それは︑やっぱり誰かコントロールしなき
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宝珠山

とでご理解いただいていいのではないかと思います︒

すと︑防衛庁に人材を送り込むソースが枯れてきているというこ

それから飲みに行く蒔も︑﹁おい︑おま︑兄ちょっとつい

て来い﹂という形になって︑人を紹介してくれるとか︑そういう
伊藤

大蔵省とか沢山採ったんですね︒だから︑その人たちを

導入することを誰がしたか知りませんけれども︑夏目さんもその

宝珠山

それはそうだと思いますね︒逆に︑大蔵はたくさん人材を

形がありますので︑それはまあ誓われるように四六蒔中とは雷わ

持っている︒

切れてないから︑︵伊藤︶先生のところに夏目さんが私

まあ︑そうですね︒

ないまでも切れることはありません︒
伊藤

宝珠山
伊藤

そうですね︒﹁僕の後だと︑もう西廣君がいなくなったか

本当に素量さん︑即座に︒

り大蔵省が︒

そらく当時の通産省にもソースはあるでしょう︑しかし︑やっぱ

一人かもしれません︑考えたんだと思います︒そういう中で︑お

佐道

伊藤大蔵が多いですよね︒

を推薦して︑こういうことになるわけで︵笑︶︑どうも墓場まで︒

ら︑あとは宝珠山君だしと︒

大蔵省が多いというか︑経理局を持っていますから︑予

宝珠山

算を持っていますから︑やっぱり強いですよね︒会計課長も来て

も経理局の中に三人はいたわけですよね︒もうひとつは主計局で

いいかどうかは罰にして︑それはもうどうしょうもない

伊藤﹁この人は︑いいよ﹂と言っていたから︒

宝珠山

外から防衛政策を見ていられるわけですから︑矢崎さんが次長と

いましたし︑部員としても来ているわけですから︑常時少なくと

選択の余地がないんだ︒

ですね︒

伊藤

そうですね．．

普通来るのは︑まず経理局長でしょう︒

なるわけですが︒

けですね︒主計局の次長クラスが経理局長で来て︑ということに

れまずけれども．この頃から数年︑大蔵省の次長クラスが来るわ

庁勤務の経験とか︑いろいろなバランスの中で選んだのだと思わ

して防衛政策を見ていたっていいわけですね︒そういう申で防衛

そうかも知れません︒

前にも防衛庁に来られたことのある方ですか︒

そうです︒大蔵省の主計局次長を出られた方です︒

矢崎さんという方は︑大蔵から来られた方ですか︒

それはもう文句ないですね︒それはその通りです．．

西廣さんがいたら︑きっと西廣さんをまず言ったでしょうね︒

宝珠山
揮藤
宝珠山

伊藤
宝珠山
傑藤

伊藤

若い頃︑経理局に短期問いて︑西廣氏とは席を並べてい

宝珠山

宝珠山

しかし︑その人が防衛局長になるというのは大変なんじゃ

圏大蔵省出身の防衛局長

たようです︒

伊藤

まあ︑これは夏目さんあたりにお聞きいただいたかもし

ないですか︑ご本人にとっても︒

宝珠山

伊藤

だから︑その頃には防衛局長の適任者が︑次︑西廣さん

でも︑防衛局長になると︒

れませんけれども︑防衛庁のスタートのときの主流になるのが警

宝珠山

になるわけですが︑西廣さんは早過ぎるからその間に入るわけで

察庁ですね︒警察庁は不幸にしてと言ったほうがいいと思います
が︑占領政策の内務省解体の

すね︒

環として︑キャリアを採ることを
中断するわけですね︒したがって継続的に︑もうこの頃になりま
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そういう意味ですね︒だけど︑大蔵からは大体いい人を送

ってくるという評判を聞きますが︑そうだとお感じですか︒

伊藤

佐道︑それは大蔵も︑出した親元として︑﹁じゃ︑しょうがない

かな﹂みたいになってくるわけですか︒

宝珠山

それは︑後輩の主計官にはどうにもならないですよ︒元

主計局次長だと︵笑︶︑と考えてやればいいわけです︒全部採用

それは︑﹁悪い人を送ってくる﹂とは︑誰も言わないで

するか分かりませんよ︒しかし︑それはそういう面はありますよ︒

しょうねえ︵笑︶︒

むちゃくちゃなものを持って来られても困りますが︑この程度の

宝珠山

伊藤

いやいや︑そうじやなくて︑受け取ったほうの防衛庁の

方々が︒

ませんけれども︑その一部を統幕に持ってくればいいわけですか

ものね︒千人増やす部分のうち︑陸に行くか︑海に行くか分かり

それは︑評価は高いですね︒別の側面で言いますと︑そ

宝珠山

ら︒統幕に持ってくるといったって︑所詮は陸・海・空で分け合
っていくわけですからね︒

の人の得意分野というのがありますので︑これを利用してうまく
でも防衛局長でしょう︑経理局長じゃなくて︒

予算を取ってくるというのが下僚の私どもの仕事ですね︒
伊藤

佐道

でも︑そういう仕組みを先生などが考えなきゃいけないわ

宝珠山

けですね︒

はい︒防衛局長で︑たとえば矢崎さんは何に強い関心を

持っているかと考えればいいわけですよ︒で︑矢崎さんは統合幕

それはしようがないですから︒

宝珠山

そういうことで︑﹁そういうことをやってくれた人︑だ

全部の舞台回しだから︑しょうがないです︵笑︶︒

宝珠由

伊藤

僚会議の強化というのをやりました︒これ︑かっこいいじゃない
でも︑ご本人はよくお分かりになってないでしょう︒

ですか︒

佐道

からいい人﹂というのはあると思います︒悪い人じゃないことは

そんなことない︑よく分かっておられます︒それから情

宝珠山

宝珠山

伊藤

るんです︒

だと思っているんです︒どうしたって︑金の枠の中で政策を考え

十年も財政枠の配分で生きて来た人でいいかというと︑私はだめ

確かです︒しかし︑ものの考え方として大蔵官僚でいいかと︒数

お金もかかるし︑長く評価されますしね︒統合で何をや

情報は︑お金のかかることですね︒

報力の強化︒

伊藤

宝珠山

人を増やすこと︒これも階級の高い人を持ってくる︒これ︑誰も

政策から金を考えるのではなくて？

喜ぶんですよ︒階級が高くなると仕事できなくなつちゃっている

どうかは別として︑大蔵官僚として優秀であればあるほどそうな

ありませんよ︒しかし︑枠の中で考えがちなんです︒矢崎さんか

ったかと・いうと︑統合幕僚会議に人を取ってくることなんです︒

んですけどね︒しかし︑強化なんですよ︒百人ぐらいいたのが百

りがちなんですね︒

はい︒それは︑金の枠を考えなくていいという意味では

二十人になるとか百五十人になるとか︑これはもう大変な成果な
んですね︑情報部門の︒

問題ですね︒これは西廣氏もそうですけれども︑私どももそうで

これが衝突するのは︑アーミテージさんなどとの一パーセント

す︒﹁B本の防衛政策︑一パーセントの枠でものを考えるという

多少なりとも︑統合のほうに行くわけですね︒

宝珠山

ことを証明しているじゃないか．︑防衛予算が結果的に一パーセン

伊藤

いうことで︑力を発揮されたわけです︒主計局に︑﹁これは矢崎さ

そうです︒統幕の情報︑インテリジェンスを強化すると
んが担いでいるんだから︑削れないよ﹂と︑これがきくんですよ︒
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それは分かっているんですけどね︵笑︶︒

とはダメだ﹂と︑こうアーミテージさんなんか言うわけですよ︒

ト以内になることはあってもいい︒しかし︑枠をはめて考えるこ

伊藤

すね︒直接お仕えしたわけではありませんが︒

なるかは別にしましてね︒それはない人だという印象はございま

ばいいんです︒論理で負けることはないですから︒結果的にどう

あんまり接点はないんですか︒

佐道どうしてもそっちに考えてしまうという︒

宝珠山

シーがあるかというと︑それがあるというわけではないと私は思

まずけれども︑細かいところは別にしまして︑ハト派というポリ

いや︑接点がなくはないです︒毎朝あるんです︒国会が

宝珠山

ある時にはレクを防衛課長は避けられないですから︒それはあり

という面はあります︒矢崎さんがそう考えたということ

ではないんですけれども︒

團栗原祐幸氏と加藤紘一声
伊藤

みれば︒

僻藤

いました︒

しょう︒だいたい防衛庁長官にあんまりなりたくないという感じ

宝珠山

佐道

はい︑そんな感じを受けましたねえ︒

防衛政策について︑何らかの見解があると？

それはないように思いました︒講演されると︑誰が書い

結果的に出てきたのには﹁戦後育ちとして防衛庁に

毎朝の先生のブリーフィングとかで何か批判的なことをお

ね︒あれは︑ご自身のことだと思うんですけれども︒

来て︑違和感がなかったしというようなことが書いてありました

たのかは？

宝珠蜘

そもそもハトとかタカということ以前なんですね︑言って

の人だから︑これは長官としては大変だったんじゃないかなと思

伊藤

矢所さんはよいとして︑加藤紘一さんはハト派もハト派で

うんですけど⁝⁝︒
でも加藤さんなんか︑やることないですからね．．
いいんですか︒

宝珠山
伊藤

別に︑答弁しておいてもらえばいい話なんですね︒
いや︑それは逸脱した答弁をさせることはないです︒﹁首

いや︑答弁が問題じゃないですか︒

宝珠山
伊藤

宝珠山

宝珠山

一応こっちがブリーフした通りにやってくれましたか︒

私は︑記事はまったくないです︒

っしゃるとか︑鋭い質問をされるとか︑そういうのは？

心しましたのは︑﹁俺が防衛庁に来たということで業績として残

俘藤

が飛びますよ﹂と言っておけばいい話なんですよ︒加藤長官で感
すには︑何をやればいいか﹂という発想をされておりましたね︒

けたのが栗原さんですよね︒栗原さんのことは︑ここで話すのが

それはそうです︒そういうのでなくて︑強くお叱りを受

宝珠山

いいか分かりませんけれども︑ちょっと逆上りますが︑栗原さん

宝珠山

人と飯を食いながら︑そういうことを聞いたらしいんですよ︒そ

に先ほどの﹁自衛官の処遇をきちっとしよう﹂というのを人事三

ストレートに︑そう斎われるわけじゃないんでしょう？

ういうことを聞いていました︒もう少しいろいろ聞き方があるん

課業として持って行った時に言われたのは︑﹁分かった︒すぐや

伊藤

だと思うんですけどね︒だから︑そのあたりをハト派とか何とか

れ﹂と言うんですよ︒

いや︑私に言ったんじゃないんですよ︒ユニフォームの

いうんですかね︒嫌いなら嫌いでいいんですよ︒﹁嫌いだ﹂と言

﹁俺の任期中にやれ﹂というようなことを言うんです︒

伊藤え？
宝珠山

ってくれれば︑反撃して潰しますから構わないんです︒たとえば︑

財政枠でやるということを強硬に主張するなら︑行って反撃すれ
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て初めて実現できるんです︒もう少し時間が必要です﹂と言った

けない︒それを踏まえて︑各省庁ともコンセンサスを高めていっ

うわけにはいきません︒まず庁内のコンセンサスを取らなきゃい

直ちに悪いからといって︑悪いと言っていることを証明してとい

伊藤﹁栗原長官がこう言っておりますと︑お伝えください﹂と︒

宝珠山

伊藤

宝珠山

伊藤

ですね︒また︑言った通り実行できるんですね︒

ら︑﹁おまえ︑幾ら時間がかかるか﹂﹁それは分かりませんけれど

宝珠山

﹁そんなことは大臣︑できません︒何十年間とやって来て︑いま

も︑数年はかかります﹂﹁分かった︒俺はここを辞めてもおまえ

それで伝わるんですよ︒効果があるんです︵笑︶︒はじ

秘書官ですよ︒私には会っては．くれませんよ︵笑︶︒

官邸に行って︑誰に話すんですか︒

それは︑官邸に行くよりしようがないです︒

それを言いに行けといって︑どこに行くんですか︒

をチェックするからな﹂と言って︑それで終わりだったんです︒

めは︑閣議で会うんだから︑自分が言えばいいでしょうと思いま
したが一︒

また戻って来ましてね︵笑︶︒

佐道

そうですよねえ︒

宝珠山

宝珠山

伊藤・佐道

んでしょうね︒﹁すぐやれ︒予算は俺が取るから﹂ということを

から︒部下に言わせておけば︑それでお互いに分かる関係なんで

そうですね︑また後︑やられますね︒

言うわけですよ︒そうもいきませんので︒そういう拙導力・決断

しょう︒しかし︑それだけの力がある．︐

佐道

力があるということ︒それから︑一パーセント問題などについて

伊藤

栗原さんというのが︑防衛庁長官としては先生の印象に相
当残っておられる？

佐道

いますけどね︒加藤さんは︑そういうことはないです︒

ありますね︒おそらくそういうことに使われたんだと思

それは昔から︑政治家同士が危ないというか︑ちょっと微

しかし︑それはやっぱり喧嘩になつちゃうかもしれない

何で自分で言ってくれないかと︒

もちやんと作戦を心得ていて︑幽時︑後藤田︵正晴︶官房長官な

妙な問題の時は人を介在させるということを必ずやりますわね︒

しかし︑説明を聞いていいことだと思ったということな

んですね︒後藤沼さんが一パーセン杢以内でいいようなことを匂

宝珠山

いわゆるハト派︑信念のあるハト派だと思いますけど︒

ハト派ですよ︒

わすんです︒あの方も加藤さんとは別でしょうけれども⁝⁝︒
辛々

宝珠出
そうです︒

宝珠山

伊藤

宝珠山

られますね︒

そうですね︒

大平さんについては︑ずいぶん︒

に対しても︑全然評価が低いでしょう︒

加藤さんと同じですよ︒でも全然違いますね︒宮沢さん

栗原さんは︑宏池会ですよね︒

ええ︑やっぱりいちばん強いです︒ポリシーを持ってお

長官が口をはさむなと︑おまえ言って来い﹂というんですよ︒そ

佐道

2パーセント問題について︑栗原が言っているのに官房

んなこと言ったってね︵笑︶︒﹁俺が言っていると︑言って来い﹂

宝珠山
いかがでございました？

というから︑しょうがないから行きましたけどね︒
伊藤

佐道

直接はお会いしたわけではないけど︑それでしかし黙り

宝珠山

宝珠山

佐道

ましたよ︒栗原さんは︑一パーセント問題︑防衛政策については
﹁中曽根から︑一切任されているんだからな︒後藤田が口を挟む

宝珠山

大平さんとは合うんでしょうけどね︒ほかの方は︑﹁総理

大平さんとの思い出を書かれた本もあったりしますけれども︒

ことじゃない﹂と言われてた︒栗原さんは︑﹁中曽根﹂と言うん
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大平さんと合うぐらいだから︑逆に宮沢さんと合わないと︒

ってくれたということです︒

んでしょうが︑総合安全保障とか何とか︑耳障りのいい醤葉を使

す︒そうすると高坂さんは︑猪木︵正道︶さんの教え子でもある

高坂さんなんですが︑高坂さんあたりにインプットする話なんで

佐道
なかなか宏池会も︑二つの流れがありますからね︒

になるのなら︑俺のほうが﹂という感じなんだと思うんですね︒
伊藤

それを合わせて一パーセント枠の問題ということでしょ

難しいですからね︒

全保障の問題は︑言ってみればご無理ごもっともなお話ですよね︒

セント枠の撤廃ということを主張されているわけですが︑総合安

書を提出いたしまして︑総合安全保障︑防衛費対GNP比一パー

諮問機関の﹁平和問題研究会﹂︵高坂正心先生座長︶が最終報告

伊藤

宝珠山

伊藤

ますので︑いろいろご苦労があったんだと思いますが︒

しかし︑ここで携わっているのには大蔵窟僚も事務方で入ってい

いては︑こういう人たちはすぐに分かってくれるわけですよね︒

トのほうは︑金の枠でものを考えるのはいけないということにつ

そうです︒狙いは一パーセントです︒ただ︑一パーセン

とくに軍事力を相対化するということでない限りは︑これはいい

の枠で考えるのは誤りということで︑負けることはない︒世界的

宝珠山

︑つ？・

伊藤

佐道

國GNP㎝％粋撒廃問題

わけですね︒だけど︑一パーセント枠撤廃の問題というのは︑こ

にも通用しないということも分かりますから︒あとは︑実際に予

防衛課長に就任される前ですけれども︑中曽根さんの私的

れはかなり政治的にはシビアな問題だろうと思うのですが︑これ

算折衝で超えられるかどうかということについては︑あまり支援

厚葉であると︑この人たちが考えるなら︑そうやればいいんです︒

危機管理だって︑何だっていいんですよ︒それが国民に受けやすい

お気に入りにというのがあるんですね︒総合安全保障だって︑総合

てくれればいいんですよ︒あと︑どんな名前をつけるかというのは︑

てもらうかといいますと︑一パーセント枠を撤廃して予算を増やし

宝珠山

考えていません﹂ということをずっと私どもはアナウンスしてい

ていますから︒﹁前の大綱をつくった時から︑五年間ぐらいしか

宝珠山

今まで公に打ち上げてないのを︑打ち上げさせたわけでしょう？

傍藤

すよ︒

にならないんですね︒効果を実行・確保するのは予算折衝なんで

しかし︑論理で負けることはないんです︒防衛政策を金

まあ︑そうでしょうね︒

は防衛課長として直接に関わることになるのでしょうか︒

しかし︑現場というのは物と金︑最終的には金で︑そこに物があり︑

るわけです︒﹁五六中業というのは超えるか超えないか分からな

直接関わるというよりも︑そもそもここに何の仕事をやっ

装備があり︑人があり︑施設があるわけです︒それについて鋼約を

いけれども︑超えることあるべし﹂ということを匂わすところま

で飛び込んだわけです︒で︑﹁計画のスタート時点においては︑

いえいえ︑五六中業の時からずっとこの問題を打ち上げ

まあ︑そうですね︒だけどこれは︑つまりそういうことを

課しているのが︑GNP一パーセントなんです︒

しかし︑GNP一パーセントよりももっと基本的には金の枠で

ことについて︑総理の了解を得て作業をするということをやって

一パ⁝セント枠内で計画をつくるということはしません﹂という
かと︒その手段の一つとして︑総理の諮問⁝機関とか何とかいうの

いるわけです︒だから前大綱をつくった時以降︑いかにして一パ

防衛政策を当てようとしていることですね︒それをどう破壊する
を設ける話なんですね︒その申心になったのは︑ここに出てくる
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うことはやめようじゃないかというのが︑ずっと進んでいるわけ

ーセントという経費枠を防衛政策の枠組みのような形で残るとい

それほど何か使ってということはないんですよね︒この中にも何

民が読んでくれればそれでいいんですよ︒いいんですけれども︑

いうことはあります．．

してくれることによって︑私どもはさらに勇気づけられていくと

かあるかというと︑ないですよ︒ただ︑一パーセント撤廃を主張

あちこちから声を上げてもらわないと︑やりにくいですね︒

です︒そのお手伝いをいただいたと︑私は思っています︒
俳藤

そういうことです︒したがって︑世変根さんのところで

俳藤

宝珠山
やることの意味というのは︑内容的に新しいということよりも︑

聞がワッと取り上げますよね︒これは︑アナウンス効果ですよね︑

普通だとあんまり取り上げられないかもしれないけど︑新

今まで積み重ねて来ているものをより広い視点から国民にアピー

宝珠山

そうです︒

ルしてくださるという効果ですね︒

伊藤

そうです︒大蔵省に対しても︑﹁私共が言っているだけ

それで︑十分なんじゃないですか︒

宝珠山

そうですね︒これは︑防衛庁自身が言うのとはまたちょっ

じゃない︑ここでも言っているしということで︑済む話になるん

伊藤

この諮問機関などに対して︑私どもはそういう資料をず

と違うわけですから︒

宝珠山

い事業計画をつくって︑持って行って折衝することに⁝1私がや

ですね︒それで︑私どもの仕事は一パーセントの枠にとらわれな

佐道

るという意味ではありませんが︑防衛庁トータルとしてつくって

っと提供しているわけですね︒

保障研究会は︑大平さんも亡くなられたものですから︑出ても結

持って行くことができるんですね︒仮にこれがなかったとすれば︑

今のところですけれども︑大平さんがっくられた総合安全

局尻つぼみのような形になってしまいました︒ここは︑中島根さ

ありますね︒だから︑そういう説得でサポートなんですよね︒今

一パーセントの枠の中でやらなければならなくなるということが

山内閣の時の樋口懇談会とか︑私的諮問機関をつくってやる時に

までやっているよりも少しプラスになるということで︑それによ

んのお声掛かりで私的諮問機関として出て来たと︒細川内閣︑村
は︑民問の有識者とかいろいろ集めて︑従来の流れを少し変えよ．

とはないんですね．︐

って何か進路が変わるかというと︑そういうものが今まで出たこ

言うと︑たとえばこれが出た︒それを防衛庁サイドとしては︑具

佐道

うというのは結構流れとして出てきていると思うんです︒それで
体的にどういうふうに使おうとされるのか︒出たら﹁出ましたよ﹂

て︑そういうものをはずして計画をつくるということが︑少しは

一パーセントの枠を前提とした計画のつくり方ではなく

ということだけなのか︒あるいは︑意図されたような形で出れば

．やりやすくなる？

宝珠山

そういうことですね︒だから︑本当に一パーセント枠を

ありませんよ﹂ということになるのか︒そこら辺どうなんでしょ

撤廃するのは後になるわけですけれども︑それのツッパリにはな

一応それでよしであって︑﹁旦ハ体的にこれ自体が使えるわけでは

うか︒

っているということ︑後を押してくれているということはあると
思います︒

何か流れを変えようとすることはありますけど︑出てく
るのは常識以上のことを書いてくれないんですよ︒この前出たの

伊藤

宝珠山

だって︑結局論文集を適当に︑あんまり反対しそうにないような

宝珠山

閣議決定です︒

一パーセント枠というのは︑閣議了解ですよね︒
ところを総まとめにしているだけなんですね．．それはしかし︑国
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伊藤

決定ですか︒そうすると︑﹁その閣議決定を取り消す﹂と

ええ︒あの中に逃げ道として私どもが入れているのは︑

事実上超えちゃった︑なんていうわけにはいかない？

その通りです︒

いう決定をしなければ︑決定にはならんわけですね︒
宝珠山

伊藤

宝珠出
そうですね︒ですけど︑本嶺は﹁当面一パーセント以内﹂

﹁当面しと書いてあるわけです︒

伊藤
当面となっているけど︑﹁目処として﹂ということにな

となっていますか︒

宝珠山

実際この後︑超えるだろう︑超えるだろうと思っていたら

國猪木．高坂．佐藤．濃邉先生等
佐道

そうではなくて︑翌年︑本当に超えるということで大きな問題に
なっていくわけですよね︒

それで︑前の総合安保の時には猪木正道さんが座長になって︑

その蒔も高坂さんが実質的な幹事になって文章をほとんどまとめ

られたという話がありますね︒この時には︑高坂さんが座長に︒

とは言わないで︑現実主義的なことを考えたほうがいいという学

一九六〇年代にB米安保体制を認めて︑非武装申立とかそんなこ

いうことなんですね︒したがって予算折衝の蒔に︑﹁超えるかも

者さん達が何人か出てこられて︑政府のプレーンにもおなりにな

っていたわけです︒だから︑事前の計画段階の概念じゃないかと
しれない︑超えないかもしれない﹂と言うとき︑それは経済変動

防衛庁サイドからご覧になって︑いわゆるサポート役としてやっ

って活動された中に︑高坂さんも入っておられたと思うんですが︑

ていただく場合に︑高坂さんはお願いしゃすい方だったというこ

によって決まるでしょう︑と私どもは言っているわけです︒
実際に超えるようになったときには︑それは変えなきゃいかん︒

とになるんでしょうか︒

宝珠山

それを変えることについて︑これは規定してないわけです︒それ

よね︒米国留学の一グル⁝プと理解しておりますが︒

私は詳細には知りませんが︑高坂さんは米国派なんです

伊藤

だけでいいんですね︒

としてある︒防衛計画は防衛計画としてある︒これが一パーセン

佐道

宝珠山

そういうことですね︒その時には︑こっちを取り消しても

その時には︑こっちが従属だと︒主たるものではない︒

し︑池田氏もいいです︒もう亡くなってしまいましたけれども︒

いるんですね︒防衛庁の私どものような︑たとえば西廣氏もいい

だから︑彼の基本的な教育というのは米国で学んで来て

憐藤

彼らも結局︑米国の影響を色濃く受けながら育って来ているんで

一パーセント枠は一パーセント枠として︑これは閣議決定

トを超えた場合には︑これと抵触しますよね︒こっちを変えれば

宝珠山

そうです︒

いいわけ？

らえばいいということですね︒

すね︒会合とか研究会とかいうのになりますと︑やっぱりそうい
そういうことです︒それを主張したわけですね︒本来な

宝珠山

高坂先生が︑最初から全部さっき言われたようなのを書いたか

うグループが集まりがちですから︑相互に影響を与えながら育っ

というと︑これは疑問符です︒議論の中で高坂さんが消化して︑

いほうがいいんでしょうけれども︑一挙には撤廃できない話です
実際に超えることになった時に変えればいいじゃないかと︒超え

それをトータルの中でまとめるというのは︑また筆・も立つといい

てきたと思います︒

ることになるかもしれないような発想をすること自体は︑否定し

から︑並行していく︒栗原さんの時代になるわけですけれども︑

ないものまでは行けるわけですね︒
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は︑自分の意見にする必要はないわけですから︒そういう形で吸

んですね︒官僚1といっていいかどうか分かりませんけどーレ

よ﹂というんですよ︒自分の意見にしちやうんです︑取っちゃう

りまして︑アイデアが出ますね︒高坂先生︑﹁それ︑俺いただく

います︒代表的なことをお話ししますと︑こういう議論をしてお

ますか得意でしょうから︑担当されたということじゃないかと思

どんシフトしていかれるような感じに見えてしまうんです︒

ちょっとちゃんとやっていきましょうよ﹂という話のほうにどん

ですね︑考え方の問題ですから︒でも結局︑﹁アメリカと︑もう

パ⁝セントというのはその流れからも理解できることは出来るん

す︒ところが︑また申島根さんのこういうところに来られて︑一

て︑総合安全保障論の文脈からだと︑それは理解ができるわけで

いるでしょう︒そういう人たちの会合の中で︑相互に薪鐙しなが

防衛庁の中にも︑米国の影響を受けている人がいる︒外務省も

うなことになって行かれたのかなと︒

けしていかれて︑﹁やっぱり高坂さんなんかがいいな﹂というよ

としては︑それはもう役に立つのが一番ですから︑いろいろ種分

そこら辺で防衛庁サイドも︑一緒にやっていかれる外部応援団

らということは言えるんじゃないでしょうか︒だから︑利用とい

宝珠山

収してきた︒

うのは相互に利用ではないでしょうか︒高坂さんにしてみれば︑

具体的な一パーセントということに行きますと︑﹁一パーセント

保研の渡邉︵昭夫︶先生とか︑永井陽之助さんとかいらっしゃる

坂さんとか︑亡くなられた副学長の佐藤誠三郎先生とか︑平和安

来て七〇年代のどこかでオピニオンリーダーになられた方に︑高

佐道

のですよ︒ここ︵現実︶にはこんな大きな差があります︒これを︑

んけれども︑﹁防衛計画の大綱で構想していたものは︑こんなも

から︑米国が言っているのがどういうものか具体的ではありませ

よ﹂ということは︑私ども具体的に計算で示せるわけですね︒だ

の申で出来る防衛力というのは︑こういうものでしかないんです

種分けしたかどうかは分かりません︒しかし︑たとえば

政府に食い込むことによって情報が得られると思います︒

わけです︒

たとえば五年でもいい︑十年でもいいですが達成しようとすると︑

そういうことをお聞きしたのは︑実は六学年代に登場して

宝珠山ちょっと色が違います ね ︒

こんな金ではどうにもならないんです﹂ということは︑説明でき

そうすると対抗力︑なくなるんですね︒﹁防衛計懸の大綱﹂に

そうなんですね︒六〇年代は皆さん一応基本的に現実主義

皆さん少し意見がバラけて来られて︑八○年代ぐらいになるとア

定める程度のものまで否定するなら別なんですが︑それはないん

佐道

メリカの防衛力増強要請にどう応えるかということで︑永井陽之

です︒だって高坂さんじゃなくたって︑社会党だってあまり文句

るんです︒

助さんなんかはすごい否定をされるわけですね︒それで岡崎久彦

を言えないぐらいになっているわけですから︒そういうのをしま

者のグループとしてあるんですけれども︑七〇年代後半ぐらいに

さんなんかと大激論をされたりするんです︒かなり意見が違う︒

ぐらいまでは︑日米協力というのがどの程度必要なのかという︑

ま出てきた岡崎さんも︑岡崎さんは米国側に乗って言うわけです

な言葉を使わなくたってクリアできるんですがね︒それから︑い

すと︑この一パーセント問題は簡単に︑総合安全保障なんて綺麗
かなり疑問符のつくような論文をずいぶん書いておられるんです

けれども︑内容はともかく﹁増強しろ﹂というんですね．

高坂さんも八○年代の半ば︑まさにこれを出されるちょっと前

ね︒﹁軍事力の役割なんて︑もうそんなにないんじゃないか﹂を︑

佐道

そうです︒

かなり限定して考えておられるようなことを書いておられたりし
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俣藤

申曽根さんは︑どれほどやる気があったか分かりませんけ

宝珠山
れども⁝：・︒

﹁大綱を超えて海上自衛隊の力をつけろ﹂とか︑そういう

ことを言われるわけですけれども︑これは﹁防衛計画の大綱しの

分かりません︑分かりませんよ︒

これはしかし︑論理的に考える人ならすぐ出てくる話で

でも︑一パーセント枠突破は確か言っていましたよね︒

宝珠山

僅藤

宝珠山

岡綺さんは︑海上自衛隊の人にはやたら評判がいいですけ

ようなトータルの構想があってじゃないんです︒

佐道
どね︒

ね︒ソ連の脅威を利用するという形で︑永井陽之助先生にもおそ

の脅威を前面に出しながら主張されるわけですから︑いいんです

ことについてサポーティブだったんですが︑途中から﹁富士山は︑

かの差なんですよ︒先ほど言った栗原先生だって︑当初は超える

宝珠山

僻藤書ってやれることとね︒

すからね．．

らく⁝⁝私は会ったことはありませんが︑やっている話だと思う

そうですよ︒とくに当隣は︑海軍力の増強についてソ連

んですね︒だから︑岡綺さんのような言い方で︑﹁とにかく何で

雲の上にちょっと顔を幽すだけがいちばん綺麗なんだよ︑君﹂と

宝珠山

も金をかけて増強しろ﹂というと︑私どもの説明とはまた違って

︵笑︶︒一パーセントをあんまり超えるなということなんですよ︒

計画の大綱の考え方での建設のために︑これだけの費用がかかり

佐道

雲の上に顔を出すんですか︵笑︶︒

いい言い方ですけど︒

僻藤・佐道

ええ︒現実に超えるだけのプッシュをしてくれるかどう

反発が出る可能性はありますね︒仮に永井陽之助先生が︑﹁防衛
ますよ︒少な蟹に見積もってもこうでしょう︑多めに見積もれば

伊藤

そうですよね︒

こうでしょう﹂という説明を聞いたとしたら︑また別の判断があ

宝珠山

いやいや︑それでいいんですよ︒

ったかもしれませんね︒

佐道

顔を出すことが大事なことではありますからね︒

佐道

宝珠山

そうかもしれないですね．．永井さんは︑いちばんの標的は岡

崎さんでやっておられましたから︑まさに︒そこがかなり目立っ

んですけどね︒三島に育っていますから︵笑︶︒

そうなんですよ︒だから︑それは否定してないからいい

ていたということもあると思うんですけど︑当時の論壇の中では︒

佐道最初の勢いとは︑ずいぶん違う︒

そのあたりは︑私どもも同じだと思われていたのかもし

宝珠山

宝珠山

そういう印象を受けたことがあります︒しかし︑ずっと

れません︒私は︑言ったことはありませんが︒

一貫してサポートしてくださるということはありますし︑後年も

いろいろと具体的に予算を取って︑現場に役立つ形での活躍をさ

論壇の問題というのは︑どれほど現実に影響があるか分か

れますけど︑言葉だけではなくて︒

伊藤

りませんけれども︑﹁とにかく一パーセント問題で突破する必要

圏﹃防衛力整備計画﹄閣議決定の経緯

はあるんじゃないか﹂というふうな論調が広まれば︑もうそれで
それから先は︑今度はいかにやるかという戦術論になる

よろしいということですね．．

宝珠山
んです︒

伊藤

最後の11番のところですが︑昭和六十年九月に防衛力整備
佐道

計画が国防会議・閣議決定と．．この前は︑中二階で云々というお

中曽根さんなんかはきっと︑使えるものは何でも使ってや
ろうということで︑この平和問題研究会とか︒
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話でございましたけど︑このときに閣議決定ということになりま

るわけですね︒しかし︑防衛庁限りの申業方式ですと︑総理大臣

たのが五六中業で︑﹁了承﹂までなんです︒だから︑﹁知ってるよし

も︑外務大臣も︑直接引用はできないんですね︒その中間をとっ

これは︑加藤さんの最大の成果なんでしょうね︒

すが︑どういう経緯でこういうふうになるわけですか︒
宝珠山

というところまではいい︒

伊藤

加藤さんの成果ですか︒

宝珠山

ね︒

伊藤

き︑閣議決定にするについて私は反対したんです︒閣議決定をす

宝珠山

﹁大体こんなことですよ﹂と︑相手に説明できるわけです

ることによって得られるものは︑防衛庁は何もないと︒失うもの

が一回で済むからいいと私は思ったわけですが︑ここまで来てな

いまや︑これが支障になりつつあるわけですよ︒このと

ばかりだと︒閣議決定するために︑五年計画に鉋をかけられるん

つちゃったんですが︑しかし将来について継続的に責任をもたな

その場で済めばいいわけですね︒

ということであったわけですね︒ここまでなら︑まだ鉋

です︒すなわち︑削られるんです︒その鉋をかけられたものが︑

い政治家は︑﹁こんなものをつくりましたよ﹂ということで⁝⁝︒
伊藤

年々の予算要求のとき︒

そうなんです︒それを狙ったんだと思います︒

宝珠山

また︒

伊藤

傍藤

宝珠山

宝珠山

超えることはありません？

かかっているじゃないですか︒長期計画を超えることは

実際︑そうしてみると二度︑鉋がかかることになるんですか︒

んです︒少なくとも二回かけられるんです︒従来の方式ですと︑

五年計画で制約をして︑予算要求でまたそこで削られる

防衛庁枠でやっておいて了解を得といて︑その後から要求すれば

ありませんからね︒

伊藤

予算折衝の時だけに鉋をかけられると︒一斗で済むんです︒この
一回は︑絶対避けられないことなんです︒それをもう一回かける

宝珠山

過去絶対ないです︑どんな長期計画でもないです︒日本

のを何でやるのかと︒それを避けるために︑大綱の時に中業方式

大蔵からしたら︑﹁閣議決定にしといてくれ﹂と言えばい
いや︑どうかな︒

いやいや︑閣議決定にするのはいいんですよ︒閣議決定

にするのは︑いい面と悪い面があるんです︒責任を負わなきゃい

宝珠山

撰藤

いわけですね︒

佐道

っているんです︒﹁削るよしという別の表現なんです︒

時々の財政事情を考慮して実行する﹂と︒これ︑﹁削るよ﹂と言

とは計画の最後に書いてあるんですよ︒﹁年々の実施は︑その

の予算制度で︑政府決定をやって超えることはないです︒このこ

そうなんです︒だから︑それはやめるべきだということ

年次防方式にまた戻ってしまうわけですね︒

をつくったんじゃないかと︑私は言ったんです︒
佐道

宝珠山

を言ったんですが︑しかし通りませんでこうなりました︒これは
何故か︒加藤さんが︑﹁俺の時代にこう改革したんだ﹂という印
をつくるということがあったんじゃないかと︒これは︑挙証でき
ません︒

決定であれば︑外務大臣でも︑防衛庁長官でも︑総理でも︑他の

けないです︒防衛庁限りであったとしますと︑了承ぐらい︒﹁防

その効果というのはどういうことかというと︑対米関係で閣議
人でも行くかもしれませんが︑例えば︑㌔この三人がアメリカに行

衛庁がそんな誹画を持っているのは承知してますよ︒実行するか

どうか︑それはその時々﹂と︑明解に言えるわけです︒しかし閣

って︑大統領でもいい︑国防長官でも︑国務長官でもいい︑﹁こ
ういうものをつくったんだよ︑俺は﹂と言って︑堂々と引用でき
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議決定でやりますと︑大蔵大臣は判子を押しているんですから︑
伊藤

算が増えるわけですから︑これが戦いなんですよ︒

そうそう︒やらなきやならないから︑やって折衝力があ

いろやらなきやならないわけですね︒

そうすると︑これは国防会議にかける前に︑さんざんいろ

そうは言えなくなるんです︒だから︑︵計画段階で︶鉋をかける
んです︒

宝珠山

ればいいですけれども︑だんだん時間が追ってくると︑やっぱり

あらかじめね︒

宝珠山

力関係とか︑そういうことになってくるわけですね︒最後は大臣︑

傍藤

えば大臣が﹁そんな鉋をかけるなら︑嫌だよ﹂と言う人なら︑そ

大臣と持ち出すわけですけれども︑﹁あんたのところの大臣は︑

はい︒かけることについて防衛庁が強く抵抗して︑たと

れはいいですよ︒しかし︑そんなことは言わないです︒中期計画

どうでもいいと雷ってるよ﹂と︑こう書われたらね︵笑︶︒﹁計画

ができりゃいいよ﹂という人もいるわけですから︒

ができればいいんです︒事務当局でまとまって︒

伊藤

佐道

ことが前提ですから︑閣議決定で異議があったらだめですよ︑閣

引っ張るわけじゃないですけどね︒各省庁が合意できる

宝珠山

議決定にならないんですから︒﹁中期防衛力整備計画﹂というの

これは継続予算というわけではなくて︑継続予算だったら

初めに﹁総額幾ら︑年度割り幾ら﹂と︑これで行けるわけですけ

宝珠山

後ろから押してくれるんじゃなくて︒

れども︑そうじやないわけですね︒

参考資料になるだけの話で︑一銭たりともコミットしてないです︒

ができればいいという人と︑私どもはそうじやなくて⁝⁝︒

そうじやないです︑計画ですから︒計画で︑予算要求の

閣議決定になっても︑防衛庁限りでも︑コミットしてないという

伊藤

いや︑できたら最低は保障されるというものであれば︑こ

ことについては変わらないです︒．そう書いてあるんです︒

れはいいわけですよね︒

宝珠山

佐道

よりますけど︒

そうですが︒閣議決定もやっぱり⁝⁝最後に書いてある︑

僻藤

宝珠山

おりますが︑一次防以来i一次防は目標計画ですが︑一次防以

宝珠山

それは︑まあ我慢できるかもしれません︒最低の模様に

あれですね︒

来書いています︒ついでに申し上げますと︑したがって計懸の中

佐道

閣議決定は全部絶対書いてある︒表現は時々に異なって

に数字が入るのをできるだけ少なくしょうとするんです︒操作の

宝珠山

まあ︑選挙では⁝⁝︒

宝珠山

それは︑プロが見ればすぐ分かりまずけれども︑一応格

佐道少なくとも︑アメリカなんかでいい顔をできると︒

伊藤

は別かもしれませんけど︒

成果はそれでいいんです︒﹁私は︑どんな中期計画をつ

名前がついた計画があればいいということじゃなくて︒

そうです︑中身の問題︒とにかく中身の問題なんですよ︒

要は︑中身の問題ですよね︒

余地がなくなりますでしょう︒

くりました﹂と︑これで選挙運動一選挙運動に役立つかどうか

金の額とか︑なるべく入れないようにするんです︒

軍艦の隻数とか︒

はい︑⁝機種とかね︒

伊藤 たとえば︑飛行⁝機の⁝機数︒

宝珠山

憐藤

宝珠山

しかし︑何にも入れなかったら︒

好ついているわけですね︑対米関係でも︒そういう効果を狙った

伊藤

宝珠山

というのは︑私はいちばん大きいと︒かなり悪意のある見方かも

何にも入れないなんてことはない︵笑︶︑なるべく少な
くするということで︒少なくすることによってトータルの操作予

tO6

実態だと思っています︒

いや︑でもそうじやないですかね︒

しれませんが︒

佐道
宝珠山

じゃ︑あんまり嬉しくはなかったんですね︒

はい︒別表を削るとか言っているわけでしょう︒

そうですが︒

囲防衛計画には数字笠菅要
佐道

宝珠山

僻藤

伊藤

いや︑そういう話が漏れておりますからね︒

そうですが︒それは聞いてなかった︒

宝珠山

別表なしにするんですか︒

伊藤

いや︑私はずっと防衛課長で反対はしましたけど︑こう

宝珠山

それは上のほうがオーケー←たら︑だめですよ︒

防衛課長が反対しても︑だめなものですか︒

なつちゃったんです︒

伊藤
宝珠山

宝珠山

そうなったら︑もう本当に拘束力が︒天井がないように

佐道

も見えまずけれども︑下もなくなるようなね︒

局内的にはどうだったんですか︒防衛課長である先生︑そ

れから局長︒局長は︑西廣さんですよね︒そうすると︑西廣さん

伊藤

じゃ︑ほとんど意味がないから︑いいと言えばいいんじゃ

も反対だった？

ないですか．．

西廣氏だって︑加藤さんとか大臣とかになってくると︑

宝珠山

宝珠山

結局は︑毎年の予算折衝ということでの勝負以外にないじ

だから︑今までのところは数字がありますから︑﹁そう

ゃないですか︒

揮藤

かというと︑力関係になつちゃうんです︒

それは考え方の問題なんですけど︑それは侮で決着する

宝珠山

はい︑審議官が藤井︵一夫︶氏ですし︑江間︵清二︶氏

大臣が﹁こうだ﹂と言ったら︒

どうしょうもないですね︒
佐道

宝珠山
が計画官ですけどね︒

やつちゃったら︑この︵目標︶数字︑切りますよしということで

次官も︑そんなに強くおっしゃれる方ではないですね︒

支えがあったわけですね︒

佐道

宝珠山

伊藤

けのことじゃないですか︒

おっしゃるといヶか︑もうあの辺りになってくると︑大

臣とそんなに喧嘩できるわけではありませんからね︒私どもみた
すけれども︒おそらくその辺りになりますと︑大臣の本意という

宝珠山

今度は数字がなければ︑新しく数字をつくって要求するだ

いなら︑どっち転んだって大したことないから言ってられるんで
のが読めるはずですよ︒また︑読まなきゃ仕事にならないかもし

いたんです︒たとえば︑約六十隻というのを切ったら︑回復する

んだと思います︒しかし︑防衛庁がまとまってそういう筋論を通

ならいくら減ってもいいことになるんですね︒

手当てを考えなきゃいけなかったんですね︒しかし︑今度はない

﹁防衛計画の大綱﹂が︑予算折衝の時の下支えにはなって

れません︒それから︑私の申し上げているのは︑やっぱり筋愚な
すだけの力がなかったと思います︒いま︑まさにそういう時期に

伊藤

そうですよ︒

要求する明確な考え方と︑それを実現できる政治力があれ

逆にいえば︒
宝珠山

いくら要求してもいいんでしょう？

来ているわけですね︒﹁防衛計画の大綱﹂さえ︑数字を入れない

佐道

ようにと言いだしているらしいですね︒

ばと︒
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宝珠山

伊藤

まあ︑そういうことですね︒

ゼロにはならないでしょう︒しかし︑その力がないから

なかったら︑ほとんどゼロになつちゃうと︒

宝珠山
別表︑数字が削られるんではないでしょうか︒

佐道

ええ︒あれは基本段階のレポートです︒

圏防衛課長藻防衛審議官

いまの問題︑最後に話してもらいましょうよ︒ちょっと先

伊藤

それが何故必要であるかということを毎年毎年説得的に語

佐道

審議官になりますからね︒

審議官というのは︑局長と課長の問の中二階ですから格

これは︑どういう意味なんですか︒

宝珠山

昭和六十二年に防衛課長兼審議官のほうになつちゃうんですね︒

に進んで︑昭和六十年に先生︑防衛課長になられますね︒それで︑

かもしれませんね︒妨害する人がいるんじゃないですか︒

るのは︑なかなか大変ですね︒

宝珠山
そうかもしれないですね︒

伊藤

伊藤

約六十隻というのは五十隻じゃないですからね︒四捨五

宝珠山

宝珠山

上げしたんだけど︑すぐに後任の防衛課長を補充できないから︑

入しても五十五まで行かなきゃいけないですよ︒

佐道

その間兼務にしたんですね︒

その議論が進んでいる最中に︑今あるのを四十侮隻に削る

とか︑削る話だけが先にどんどん出てきているんですね︒

佐道

そういうことですか︒じゃ︑この三ヵ月間は︑とりあえず

宝珠由

後任が来るまでちょっとやっておいてくれという？

だから︑例えば︑四十七隻にしたいから︑約六十隻とい

うのは困る話なんです︒そっちがあるんです︒

宝珠山

傍藤

給料は審議官でくれるわけですから︑上がるわけです︒

宝珠山

これは要するに︑待遇の問題ですか︒

宝珠山

的にはそうなんですけれども︑何故あったものが落ちるかと︒数

伊藤

そうですね︒そう理解して⁝⁝︒

でしょうね︒﹁先にそれがありき﹂ですね︒

字がですよ︒抽象的な言葉の問題なら︑そのときの解釈でいろい

宝珠山

佐道

ろできる話だから︑﹁増やしたっていいよ︑減らしたっていい﹂

伊藤

実際の仕事は︑防衛課長なんでしょう？

ということになるでしょうけれども︑今まで二十数年間あった数

ですよね︒

そうなんです︒だから伊藤先生がおっしゃるのは︑原理

字がなくなるということ︑それは来年ポンと増やしていけるか︒

宝珠山

十月に︑もう防衛課長とか全部解かれて︑審議官の専任に

それはございますね︒

いや︑これだけ見ていると︑非常に違った感じがするわけ

そのときは︑それしかできませんね︒

それはないです︒

佐道

なられるわけですね︒

ないですか︒

宝珠山

宝珠由

糞垂

話で︑実際の現場での議論というのは︑過去を清算してはないで

佐道

はい︒それは︑やっぱり論議は前からスタートしていく

す︒だから︑いまかなり弱まってきているでしょう︒それで︑小

官︒

そうですね︒

十月から平成二年の四月までが審議官で︑それから参事

はい︑そうですね︒

泉さんの懇談会も削減をサポートするレポートになっているんで

宝珠山
そうですが︒

すね︒

帰藤
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睡防衛研究所盒画室長は兼務

まあ︑一挙になれる性格じゃありませんけれども︑研修

まさにそういうことになりますよね．．

宝珠山

所ではなくて研究所として︑対外的にも太刀打ちできるようなも

のにしていこうじゃないかというのが︑︑研究所に変えた意図なん

その前の六十一年に︑防衛研究所の企画室長も兼務されて

佐道

ですね︒実行するについての企画を︑企画部長でしたか︒
伊藤

いるんですけど︑研究所の企画室長というのは？

宝珠山

宝珠山

室長で取ったんですね︒

確か一週間のうち一Bというか︑全部じゃありませんけ

これは︑定期的に何か行かれるとか︑あるいは会議のとき

宝珠山

O

企画室長︒

めようと改組するわけです︒総覧能力を高めるについては︑政策

佐道

これは︑防衛研修所を研究所にしまして︑研究能力を高

との結びつきについて分かる人間を防衛研究所に置かなきゃいか
当然ですね︒

んじゃないかと︑こういう議論になるわけですね︒
伊藤

れども行っていました︒

じゃ︑適当な人間がいるかということになつちゃつて︑

宝珠山

宝珠山

企画室にキャリアを配置はしました︒彼は︑連絡をする

いやいや︑企画室に部員がいるわけですね︒

伊藤

何をやるんですか︒

こういう兼務になつちゃったんでしょう︒
撰藤

ということはございます︒

防衛研究所での研究企画・計画を全部とりまとめるとい

宝珠山

伊藤

かなりスタッフをそろえたんですか︒

うことが︑仕事なんですよ︒

いや︑なかなかそうはいきません︒
伊藤

宝珠山

宝珠山

宝珠山

でも︑防衛課長をおやりになりながら⁝⁝︒

も︑だからといって当て馬を持って行ったって︑行政管理庁など

済むという話じゃありませんでね︒しかし︑キャリアの数が増え

佐道

に対して説得力はありませんからね︒防衛課長を持っていけば︑

ることと︑米国︑英国など留学生が増えることになって︑実態的

いや︑そんなに簡単にはいかないですよ︒一人置いたら

これ︑簡単じゃないでしょう︒

これは誰がいたって︑現実に労働的にできるかどうかの話じゃな

にはソースが増えてきておりますね︒語学もできるし︑外国の政

だから︑本来的には非常に無理はあるんでしょうけれど

くて︑文句ない話ですよね︒

策決定などについて︑それから各国はどういう関心をもっている

それはそうでしょうけれども︑しかし労働的にはどうなん

伊藤

インターネットの発達というのが大きいですね︒

かということを︑比較的気楽に取ってくる︒それともうひとつは︑
それは︑やり方にもよりますねえ︒

ですか︒

宝珠山

伊藤

ポストとしては働くことを期待されます︒

それです︒私が十分に働いたというわけじゃありません︒しかし︑

まだ少しずつだと思います︒けれども︑この時の意図は

防衛研究所の内容は︑だいぶ充実して来ているんじゃない

伊藤

かなと︑僕は思っていますよね︒

でもこれ︑ものすごく大事なポストじゃないですか︒防衛
研究所がどういう研究をやって︑どういうスタッフを揃えて決め

宝珠山
防研がちゃんとした研究所になれるかなれないかという︑

防衛研究所の企画部門なんですね︒

．・ていかなければならないじゃないですか︒

宝珠山

佐道
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國国防会議の参事官は併任

ゃなくて安全保障という︑先ほど出てきた総合安全保障の﹁総合﹂

を取っただけですけれども︑もう少し広い意味の危機管理を所掌

することを期待したんだと思いますが︒
伊藤

資源安全保障とか︑そういうことを︒

防衛だけではなくてですか︒

佐道
宝珠山

どこに行っても︑働け︑働けみたいな感じですね︒もう一

点︑防衛課長になられると国防会議の参事官ということで︑これ

伊藤

しかし︑後の話になりまずけれども︑具体的には安全保障

経済安全保障も含む考え方があるのだと思います︒

国土の安全とか︑そういうこともですか︒

は自動的に？

宝珠山

これは︑もう自動的に一ヵ月に一同ぐらいですか︑国防

宝珠山

佐道

室ができて初代の室長に佐々︵敦行︶さんが行かれて︑危機管理

会議の参事官会議がございますので︑兼務がございます︒

佐道

対策室のようなイメージがどうしても強くなってしまったんです

これは︑ただその翌年に国防会議が安全保障会議に変わり

ますから︑そっちのほうに変わっておられまずけれども︒

けれども︒

はい︑それで国防会議事務周というのがなくなりまして︑

宝珠山

伊藤ずっと内閣官房は内閣安全保障室とずっと関わっていかれ

ますよね︒この後も併存ですか︒平成三年まで⁝⁝︒

安全保障室の内閣審議富に変った︑ということだけですね︒

佐道

宝珠山

が︑防衛庁設置法でという変な状況が続いていたわけですね︒そ

のは防衛庁設置法で設置されていたわけですよ︒内閣の機関です

宝珠山

彼が書き残していますのでそうなんだと思います︒私は︑海部さ

れましてね︑﹁あいつを使え﹂と進超したらしいんです︒これは︑

たかというと︑海部さんと親しくしていた毎日新聞の記者がおら

岸戦争の対応で海部内閣がフラフラするわけですよ︒誰が進言し

つまり︑国防会議を廃止して安全保障会議を置くという︑

いわゆる組織的な変更の法律ができるわけですね︒これはどこが

議官なんです︒海部︵俊樹︶さんが総理になられまして︑例の湾

れを︑ここで解消する︒解消する事務をどこでやったかというこ

んとは全然知らないんですが︑ある日﹁おまえ︑兼務しろ﹂と言

防衛庁参事官になりましてからは︑これは特命の内閣審

当たられたんですか︒防衛局とかでは全然？

とになりますと︑それは防衛庁は合議機関になりますね︒だから︑

われて行ったんです︒

それは逆上って申し上げますと︑国防会議事務局という

当時は内閣官房長窟のところでやったのではないでしょうか︒大

伊藤

実質的には︑総理大臣秘書宮なんですよ︒

何に兼務するんですか︒

した法律ではありませんけどね︒

宝珠山

首相直属の機関だった国防会議が︑今度は内閣ということ

平成三年三月の内閣審議宮供任のやつですね︒

そうです︒

防衛庁参事宮との兼務でですか︒

佐道

宝珠山

俳藤
そうですね︒

で官房長官の下になるわけですね︒
宝珠山

佐道

組織論として︑そういうのが適正かどうかとか︑いろいろ

佐道

はい︑そうです︒
工ーッ︒

宝珠山
撰藤

安全保障室となっているけれども︑実質的には秘書官︒

な議論はあると思いますけれども︒

宝珠山

佐道

それはあると思いますけれども︑国会などで防衛庁設置
法の中で何だとかいうような議論がされて︑それから国防会議じ

o

宝珠山

用機︒いまあちこち行っていますけど︒

せんけれども︑要するに技術摩擦の問題です︒それから︑政府専

はい︒だから︑どこに籍を置くかといったら︑籍が必要

なわけじゃないですけれども︑秘書官室に置くわけにいかないわ
伊藤

それは防衛課長の時代ですね︒分かりました︑じゃ防衛課

関係︑NLP︑洋上防空などがこの頃︒

今はですね︒この選定作業の作業に関係しました︒対米

政府専用機というのは︑防衛庁の持っているやつですか︒

けですね︒おそらく石原信雄さんが考えたのだと思うんですけれ
宝珠山

ちょっと待ってください︒そうすると︑防衛課長の時はず

ども︑安全保障室の会議室の中に机だけ設けてくれました︒

伊藤

伊藤

長の時代のそういうことをこの次にお話しいただいて︑さらに参

っと防衛課長席にいますわね︒それで︑防衛審議官から防衛庁参
事官になられた時は︑防衛庁の中にやっぱり参事官室があって︑

審議宮︑参事官ですね︒

事官というか︑内閣審議官か︒
佐道

防衛庁審議官の時代もあるわけですからね︒

防衛庁の参事官ですね︒

審議官︑参事官としてのお仕事︒

佐道

宝珠山

伊藤

そこにだいたい？
もちろんそうです︑局長室と同じですから︒

そうすると︑内閣⁝⁝︒

そうです︒

そこにおられる？

宝珠山
伊藤
宝珠山

伊藤

これもまたいろいろあるんですよね︒防衛庁審議官は︑

宝珠山

ですから︑霞が関に行く時には内閣安全保障

宝珠山

確か三年あるんですよ︒六十二年から平成二年までの間です︒

審議官？

室の中に小さな会議室がありましたから︑そこに机だけは設けて

佐道

防衛課長の後︑防衛庁参事官になるの？

︵宝珠山氏︑中座︶

ことが実はたくさんあるんです︒

そうですね︒ここから後︑今までもそうですけれども︑湾

くれました︒ここで言うなら︑内閣安全保障室次長待遇なんです︒

岸戦争をはさんで相当いろんなことがある時期なので︑伺いたい

はい︒それから秘書官室に行って︑名前は忘れましたけ

それは︑海部さんの時期ですか︒

しかし︑実態の仕事は首相直属なんです︒
侵藤

宝珠山

ど﹁平和協力を推進すべきだ﹂とか︑﹁掃海艇を派遣する意味は
こうだ﹂とか︑﹁早く決定しなきゃ行けなくなりますよ﹂とか︑
その話は︑この次だ︒

そういう説明をする役です︒
伊藤

佐道 課長の時代がまだ終わってないから︒FSXの問題とかあ
りますし︑これを抜かすわけにはいかないと思いますので︒そこ

防衛課長の後︑長官官房防衛審議官です︒

どこに出て来る？
昭和六十二年の六月︒

これは︑さっきの防衛課長の⁝⁝︒

ですから︑防衛審議官は上なので︑たまたま課長がいなか
伊藤

そうですね︒だから︑十月頃ら実質的な審議官ですね︒審

分かった︑分かった︒だけど︑事実上は防衛課長だ︒

ったから︒

宝珠由

佐道

ら辺から引き続いてと思っているんですけど︒

触れたのは︑五九中業だけですが︑FSXもございますね︒その

それから︑﹁8．﹂の防衛課長時代の中で先ほどちょっと

佐伊佐伊佐伊
早藤道藤道藤
伊藤

あ︑審議官だけの時代があるんだ︒

後につながるCOCOM事件︑これはCOCOM事件とF
SだX
な
議官
け︒
どは裏腹の関係なのかもしれません︒これは︑私は挙証はできま
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経理局長︑官房長︒

それで今度は︑官房長があって︒

これは︑局長職ですからね︒

それから防衛庁参事官があって︒

はい︑平成二年の七月まで︒これは︑長いですよね︒

するとか︑岡崎さんのように国際担当とか︑衛生担当とか︑そん

あとの四人は防衛庁参事官で︑技術を担当するとか︑施設を担当

す︒これが十人いるんです︒局長になるのが官房長を含めて六人︑

宝珠山

伊藤

設担当なんです︒

宝珠山

この防衛庁参事官というのは︑括弧を入れるとすれば施

これ︑どこに経理局長があるんだ？

な形で担当があるわけです︒本来局長なんですけれども︑局の数

経理局長というのは職名で︑官名は防衛庁参事官なんで

経理局長と︑どういう関係になるんですか︒

これは︑﹁解﹂と書いてない？

平成三年十月置

宝珠山

分かりました︒まだ先行き長いことですので︑年内に終わ

佐道先生の︑質問の作り方によります︵笑︶︒

らないと冊子が難しいということですが︑無理ですかね︒

僅藤

が取れないものですからこういう形になっております︒

経理局長が本職になる

ええ︑参事官から経理周長になる︒

伊藤

では︑十勲爵は十二月六臼午後三時から︑その週の金曜臼

で︒年明けにもう一圓ぐらいでも︑何とかなるんじゃないですか︒

難しいですね︒ついつい︑いっぱい聞きたくなってしまうの

佐道

いや︑この日︑内閣審議官兼務が解けただけですよ︒解

防衛庁参事宮ではなくなったわけでしょう？

うでしたら︑もう一遍その場でご相談します︒移転の問題もあり︑

︵十日︶の午後三時半から十一回目で︑もしこれで終わらないよ

伊藤

年度を繰り越すことは難しそうなので︑誠に申しわけございませ

んが少し詰めてやらせてください︒お願いいたします︒

参事宮から︑経理局長になられた︒

ただ︑経理局長は防衛庁参事官なんです︒

職は︑何なんですか︒

宝珠山
伊藤

︵終了︶

佐道

けて経理局長になったということですよ．．

宝珠山

きゃいかんのね︒

これ︑書き方がおかしいね︒本当は︑経理局長が上に来な

防衛庁参事官ではなくなるの？

﹁解﹂は︑内閣審議官です︒

伊佐の伊佐伊佐伊佐伊佐伊佐
遣道？七道藤道索道藤道藤道

摂2
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：
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隆（政策研究大学院大学教授）
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できますが︑いかがでしょうか︒

た︑この問題の発生がFSX交渉にも影響したように見ることも

態度をとり︑日本一は対応に苦慮しました︒この問題にも先生は
関係しておられたとのことですが︑その経緯等お願いします︒ま

時期に東芝機器のCOCOM違反問題が起きます︒米国は厳しい

2004年12月6臼﹁4．﹂の質周と関係しますが︑FSX問題でB米が交渉している

NPLの問題は︑八五年㎜月の日米首脳会談でもレーガン大統領
から早期解決の要請が行なわれたと伝えられているほど日米閤の
重要案件となっていました︒三宅島が候補となりますが農内に反
対派もおり折衝は難航します︒この問題に関係しておられたとの

政府乱用機が九㎜年に導入されます︒ボーイングB⁝747i4

ことですが︑先生が関係しておられた当時の状況等お願いします︒

についてお願いします︒

0Gが二機で︑運用は自衛隊です︒その機種選定に関係されてい
たというお話ですが︑政府専用機導入の経緯︑機種選定の状況等

防衛庁は︑防衛力の整備・運用の効率化・合理化の徹底化のため︑

八六年五月﹁防衛改革委員会﹂を設置します︒閤委員会設置の経

八七年五月︑栗原長官は現職の防衛庁長官としてはじめて訪中し

関係されていたとお話がありましたが︑これは﹁洋上防空体制研

官人材育成・確保研究会﹂が設置されます︒前回洋上防空問題に

小委員会﹂﹁洋上防空体制研究会﹂﹁陸上防衛態勢研究会﹂﹁自衛

衛課長から防衛審議官になられた後になりますが︑この法案につ
いては先生は関係しておられたのでしょうか︒

衛隊の海外派遣が可能になりました︒法律の成立自体は先生が防

八七年八月﹁国際緊急援助隊派遣法﹂が成立し︑災害支援等で自

の訪中の饅的等お願いします︒

究会﹂のことでしょうか︒他の研究会についてはいかがですか︒

﹁2．﹂の質問に関係しますが︑防衛改革委員会の下に﹁業務監査

ます︒︑これには先生は肩行されたのでしょうか︒また︑このとき

緯等お願いします︒

7
8

代に担当しておられたのはどういった問題でしょうか︒

兼務されておられますが︑十月以降は審議官専任です︒審議官時

八七年六月︑防衛審議官に就任されます︒十月までは防衛課長を
が︑実際はいかがだったのでしょうか︒

9
先生の防衛課長時代は︑FSX問題で国内開発が米国の強い要請
で日米共同開発へと変更されていく時期でした︒国内開発か舞岡
開発かをめぐって蒔米で厳しい応酬があったと言われています

斜5

5
6

1

2
3

4

との折衝を含め︑当時の状況についてお願いします︒

すが︑先生はこの問題に関係されておられたと思います︒外務省

自衛隊の身分をめぐって外務省と防衛庁の対立も伝えられていま

提出され︑十一月十日には同法案は廃案となります︒派遣される
八八年七月︑﹁なだしお﹂事件が起きます︒自衛隊がかなり批判
のでしょうか︒

されることになったわけですが︑この問題には関係しておられた

部総理の秘書官に就任されていたとのことですが︑湾岸では実際
に戦闘が行なわれていた時期でした︒先生が直接担当されたのは

九⁝年三月内閣審議官に併任の形で就任されています︒これは海

の栗漂長富・ワインバーガー国防長窟による蔵米共岡開発の合意

掃海艇派遣問題が中心だったのでしょうか︒

くこの問題の対応にあたられたと思うのですがいかがでしたか︒

勢研究会しは廃止されます︒防衛力整備計画をこの﹁防衛力検討

八九年 月︑防衛庁内に﹁防衛力検討委員会﹂が設置され︑防衛
改革委員会の下にあった﹁洋上防空体制研究会﹂と﹁陸上防衛態

要案件であったのでしょうか︒

思いますが︑こういつた問題への対応も先生の経理局長時代の重

た︒従来はなかった重要任務であり予算もかなり必要となったと

いします︒

にあります︒旦ハ体的にはどのような経緯で関係されたのでしょう

九二年八月︑国際平和協力法が成立します︒経理局長ですから直
接の担当ではないと思いますが︑これにも関与されていたと資料
か︒

㌻

機が起こります︒人的貢献が問題となり︑自衛隊の派遣をめぐっ
て激しい議論が起こりました︒十月十六日には国連平和協力法が

先生の参事官就任直後︑イラクのクウェート侵攻によって湾岸危

係しておられたのでしょうか︒

の修正を時期を早めて行なわれたわけですが︑これには先生は関

の変化に対応するため︑中期防衛力整備計画に定められた三年後

修正について﹂が安全保障会議・閣議で決定されます︒内外情勢

九二年十二月︑﹁中期防衛力整備計画︵平成三年度〜七年度︶の

磯鑑藝

8

係しておられたのでしょうか︒また︑岡委愚会設置の経緯等お願

九〇奪七月︑参事官に就任されます︒施設担当とうかがいました
が︑在日米軍基地に関する事項が主たる問題であったのでしょう
か︒当時ですと︑ホストネーションサポートの拡大︑NPL問題︑
ですか︒

池子佳宅地建設問題などが案件としてあったお思いますがいかが

17

委員会﹂で策定しようということですが︑r周委員会には先生は関

九一年十月︑経理局長に就任されます︒翌九一一年九月にカンボジ
ア︑九三年五月にモザンビークと︑自衛隊の部隊が派遣されまし

16

内容について米国議会から不満が出たわけですが︑先生はおそら

八九年になりますと︑またFSX闘題が再燃します︒八七年七月

15

10
11

12
13
14

肩6

しようか︒

九三庫六月︑官房長に就任されます︒官房長就任に当たって先生
がもっとも重要な課題と考えておられたことはどのような問題で

先生が官房長に就任された直後︑宮沢内閣の不信任案が可決され︑

われ︑新しい大綱が九五年十﹁月に安全保障会議・閣議で決定さ
れます︒この策定に先生は関与しておられたのでしょうか︒また︑

新しい大綱をどう評価しておられますか︒

九四年は特に北朝鮮の核問題で大変緊張した時期です︒先生の直
接のご担当ではなかったと思いますが︑この問題に対する臼本の

対応振りなど︑どのように見ておられましたか︒

何か防衛庁に影響を及ぼしたことがあるのでしょうか︒

かも九五年九月には少女暴行事件が発生し︑沖縄では全県的な反
基地運動が起こりました︒大田沖縄県知事も代理署名を拒否する

防衛施設庁が担当する重要課題に沖縄の基地問題があります︒し

解散・総選挙となり︑非自民の細川内閣が成立して五十五奪体舗
が崩壊するということが起きました︒政界のこういつた激動は︑

つ

最

談会と防衛庁はどのような関係にあったと考えればよいのでしょ

会が首相野私的諮問機関として設置されます︒防衛庁関係として
は佐久聞一氏︑西廣整輝氏がメンバーとなっていますが︑この懇

九四年二月︑樋口廣太郎アサヒビール会長を座長に防衛問題懇談

す︒

題にどのように対応されたのか︑また当時の状況などお願いしま

府批判を行なったということで長官をお辞めになります︒沖縄問

先生は沖縄に何度も足を運ばれ︑対応に苦慮されますが︑結局政

など︑沖縄問題が日米関係に大きな影響を及ぼす事態となります︒

ヘム

おられますか︒

九五年十月︑先生は退官されたわけですが︑現在の防衛庁・自衛
隊あるいは防衛政策のあり二等についてどのようにご覧になって

27

うか︒

九四年七月︑社会党の村山委員長を首班とする内閣が自民・社会
連立で誕生します︒考えられないようなことがおきたわけですが︑

な

社会党内閣の成立について先生はどのように受け止めておられま
したか︒また︑防衛庁内の反応はいかがでしたか︒

九四年七月︑防衛施設庁長官に就任されます︒長官就任当時︑
重要課題と考えておられたのはどのような問題でしょうか︒

瑳 癒 談渥 認 夏 島 響 募 窃 實 喜 暮
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題詠LP問題への関 わ り

で︑長年の懸案ではあるわけです︒これを三宅島にとかいうこと

をやっているわけですが︑なかなかうまくいかないで︑結局︑頓

挫してしまうようなことになります︒

硫黄島に︑あそこは全部はできませんので部分的にやるという

方向に運転をすることに関係いたしました︒なぜ硫黄島が部分的

きょうは︑まだ防衛課長時代のお話が続きますが︑第一の

かというと︑これは水が十分でないということと︑遠すぎるんで

伊藤
質問はどうでしょうか︒

すね︒ということで︑往復をどうするかというようなことが運用

者にはあるわけでございますので︒それから︑常に若干ずつ島自

宝珠山 このNLP問題は︑防衛施設庁の担当なんです︒したが
衛審議窟も含めて対米関係がありますので︑轟轟になっておりま

体が動いているんですね︑滑走路自体も︒

ってこの頃︑私は直接は関係ありませんが︑防衛課長あるいは防
すので関係をしております︒ワシントンからのは全部︑防衛局を

伊藤

漏れ始めるんです︒

はい︒水を溜める施設を作りましても︑しばらくすると

やっぱりそうですが︒

通じて区分けをして︑施設庁に下ろすか︑あるいは防衛庁の中で

宝珠山

それに対する國答もやるということですね︒

処理するかというのを割り振りますので︑関係はしております︒
侵藤

伊藤

私も行きましたが︑中へ入って熱気もうもうで︑すごい島

宝珠山

ですね︒

そういうことです︒とくにハワイ会議など︑レーガン大

統領との日米首脳会談のことをご質問になっておりまずけれども︑

はい︑そうですね︒

よくあそこで戦ったものだと思って︑感心しました︒

宝珠山

伊藤

本当ですねえ︒そんな程度の関係でございます︒

大統領なりの首脳会談に上がる前には事務的打ち合わせが当然あ
って︑一挙に大統領に行くわけではありませんので︑関係はござ

宝珠山

厚木という︑申し上げるまでもないぐらい大都市の中に基地がご

撤廃するということの準備作業と理解していただければよろしい

宝珠山

囲﹃防衛改華聾員餐﹄

いました︒しかし︑実際に国内での地元折衝などということにな
ると︑これはもう防衛施設庁の専管事項ということであります︒

ポリシーとしてどう推進するかというのが︑防衛施設庁に下ろ

ざいますので︑そこで単に輸送機が降りたり離陸したりするとい

んじゃないかと思います︒これは︑よく言われまずけれども︑

それから﹁2．﹂にいきますと︑これはGNP一％枠を

うことではなくて︑非常に滑走路の短い航空母艦に離着陸するた

﹁防衛費の一％枠があるから抑えられているのか︒もっと合理化

す薦の防衛課なりの仕事になるわけでありまずけれども︑これは

めの調練を行うということで︑すごい騒音なわけですね︒危険度

できるんじゃないか﹂という議論があるわけでございまして︑

ものをやったということを示さないと︑皆さんの理解を得られな

﹁枠を突破しなければならないにしても︑合理化︑効率化という

も高いといってはお叱りを受けるでしょうけれども︑そうでない
場合に比較しますと高いわけですね︒
それはそうでしょうね︒

いでしょう﹂という書い方はすぐにできるわけですね︒そこで︑

便藤

宝珠山

じゃあということで庁内に設けたということであります︒

そういうものであるということで︑なんとかもう少し訓

練する側も制約なく安心してできるようなところをということ

壌18

こういう委員会は︑防衛課がお世話することになるんですか︒

目的にはできませんけれども︑そういう目的を後ろに置いて︑出

来たのは公にするということを頭に置いています︒

伊藤

宝珠山
伊藤

ええ︒この時︑委員会の設置要綱とか何とか書きました

けれども︑防衛課以外にやるところはないんですね︑政策トータ
宝珠山

目的がB的ですからね︒

公表しなかったら︑何のためにやるのかわからないですね︒

ルをやって︵担当︶おりますので︒

委員会のメンバーは︑具体的にはどういう方々ですか︒

宝珠山

りますので︑それらを含めますと︑全般は部長クラス︑防衛部長な

れるか︑課長クラスを入れるかということで︑それぞれに特技があ

佐道

前にいろいろ根回しをする︒どんな委員なら説得力があるのか︒

りにやってもらえばいいわけですけれども︒当時だんだんとソ連の

こういう委員会を作ろうということ自体も︑先生のほうで

極端にいえば︑﹁部外の人でもいいじゃないか﹂と言う人もいる

航空機が活発化する申で長距離に飛ぶようになりますと︑洋上での

佐道

わけですけれども︑部外の人が内部のことを分かるかねとなる︒

防空というのが一つ大きな課題としてあったので︑その部分を特出

メンバーは当時二つに分けて︑幕僚監部の部長クラスを入

日本の場合︑ソースが小さいですからね︒抽象的に防衛論議をや

しにするわけですね︒これは︑陸上の人が入ったって役に立ちませ

宝珠山

れる人はまだいたとしても︑実際の運用にまでわたらないことに

んし︑ということになるので︑業務面と︑洋上防空と︑この頃です

提言されるわけですか︒

は︑合理化といったって何をするかわかりっこない話なんですね︒

と陸がいつも﹁戦車︑要るのかねしということをしょっちゅうやら

そういうことになりますね︒起案課になりまして︑作る

合理化というのは︑ものすごい具体的な話ですからね︒

れているわけですね︒今でも機甲というのがかなりな勢力を占めて

伊藤

宝珠山

いるわけですけれども︑外部のほうからは人気はよくないんですよ︒

そうなんですよ︒それで効率化といったって︑﹁現場に

行ったらしょっちゅうやらされていますよ︒今ごろ何言ってます

陸上自衛隊の中では︑金食い虫なわけです︒

いま︑またいろいろ問題になっていますね︒

かしと言われる話なんですね︒それは分かっているけれども︑

伊藤

宝珠山

﹁トータルとしてこういう努力をしておりまずけれども︑あとこ
れだけ必要です﹂と言えるものが必要なわけです︒これは﹁防衛

なさい﹂と言ってもなかなか難しいわけですから︑トータルの中

そうです︒そういうのを﹁機甲に言って︑戦車を減らし

力整備計画﹂のほうですが︑﹁今だってこれだけ合理化していま

傍藤

でヘリコプターを増やせばいいのか等々︑全体のバランスの中で︒

いうのがあるわけですから︒そういう業務の所掌事務でいきます

宝珠山

す﹂ということを︑素人分かりするようにしなければいけないと
と︑防衛の編成を担当し︑業務計画を担当している防衛局に行き︑

害ですよ︒つまり︑戦車を九百両を六百爾にするといったら︑自

かなり利害が絡んで来ますね︒

防衛局の中といったら情報には行きませんから防衛課に来るとい

分たちの職が三分の一なくなるんですよ︒

ストレ﹂トに利害ですよ︒いま揉めているのは全部︑利

うことになりますね︒

すね︒そういう生産態勢を整えているわけですね︒それを今度は

年間六十両調達されていれば︑月五両ずっとつくればいいわけで

その後ろにいる企業は︑同じくもっとひどいんですよ︒

そうですよね︒

佐道

そうすると︑この委員会で審議したものは︑対外的に公表

佐道

宝珠山
全部公表ということではありませんけれども︑いま申し

するということが前提になるわけですか︒

宝珠山

あげたようなことを目的にしているわけではありませんが︑表の

g
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伊藤

宝珠山

僻藤

結構︑長い期間やるんですか︒

そういうことになりますね．．

で︑その報吉をお聞きになると︒

一両にするか︑二両にするかわかりませんけれども︑そうすると
いいますか︑無駄が出すぎてコストが下がるのかどうかさえ︑逆
宝珠山

単に数量の減ですまないんです︒生産ラインの余力が出すぎると
に上がりかねないというようなこともあるようです︒だから︑ま

かりませんけれども︑洋上防空について⁝⁝これは︑安全保障会

どこかに重点を置くなんていったら︑また変でしょうしね︒

議まで報告するんですよ︒

これの報告を出したのが︑いっかな︒全部についてはわ

さに利害なんです︒この時も同じですけれども︑難しいんですね︒
伊藤

佐道

﹁陸上防衛態勢研究会﹂が廃止されると︑白書に書いてあったん

あとに質問項目をつくっておいたんですが︑八九年に﹁防

宝珠山

衛力検討委員会﹂ができて︑ここで﹁洋上防空体制委員会﹂と︑

場としては︒切るというだけでは︑そんな強い権力を持っている

ですけれども︒

重点を置くにしても︑削られるところの人がやむを得な

いと思う理屈をつくらなければいけないわけですね︑防衛局の立
わけではありませんので︑やはり理解を得ながらということにな

宝珠山

伊藤

ておりますので︑この頃までずっと続けていて︑ということにな

会﹂は︑八七年十二月十八Bに安全保障会議に報告して了承を得

ええ︑ここにメモしてありますね︒﹁洋上防空体翻研究

ります︒

う少しお金を注ぎ込まなければならんということがあり得るわけ

りますね︒

しかしまあ︑効率化しなければならないためには︑逆にも

じゃないですか︒

伊藤

けれども︒

それは︑申問的にはいろいろやることはあると思います

途中で︑報告は出しているんでしょうね︒

宝珠山

宝珠山

そういうふうに話をもっていければ︑いちばんいいです

けどね︵笑︶︒

いま︑お金が中途半端だから効率が悪いと︒

佐道

伊藤

宝珠山

宝珠山

そんなことで︑ここでの⁝⁝︒

実質的に二年間ぐらい︒

けど︑なかなかですね︒それを持って行くと︑初めから乗ってく

伊藤﹁3．﹂番︒

そういう理属で効率化できる部分もあるかもしれません

れませんからね︵笑︶︒

として厳しいわけですよ︒そういうことで︑この前もお話しした

うなんですね︒これは増強要求のほうなんです︑この中で合理化

加えなければ合理化もできませんよ﹂というのは︑洋上防空のほ

合理化の中で︑いま伊藤先生がおっしゃるような﹁金を

かと思いますけれども︑給料をどうするかとか︑そういうのを踏

とはいえ︒今のような防空体鰯では︑航空自衛隊の戦闘機が行動

宝珠山

まえながらの部分になりまして︑これらに適した人たちを選ぶと

できるよりもはるかに遠くのほうでミサイルを発射するかもしれ

それから人材育成は︑これはもう繰り返しになりますけど依然

いう形になりますね︒

ない状況に技術的になってきているわけですが︑これに対応する
しかし防衛課長としては︑小委員会といいますか︑各研究

佐道

ためにはどうするかということがあるわけです︒一つは︑船に積

んで遠くへ行くというのもありますし︑飛行機に空中給油をつけ

会に全て出るというわけにはいかないですよね︒

宝珠山

ることによって遠く行けるようにするというようなことがここで

物理的に不可能です︒だから︑この担当部員が︑登録は
防衛課長でしておいても出て行くという形になります︒

壌20

そういう問題意識や︑必要性についての理解を広めようとする努

中給油機を持てるぐらいになるわけですね︒だから︑この頃から

ということになっていくわけです︒やがて︑最近ですけれども空

検討されて︑結果的には空中給油の方式がやはり妥当ではないか

わけですけれども︑アメリカがいちゃもんをつけ始めるわけです︒

論をするわけですから︑﹁出来ます﹂というのを信じて進み始める

ですからね︵笑︶︒そのぐらいで出来るか︑出来ないかという議

出来ますというか︑それまで出来るように仕組んで来ているわけ

それと︑差が出てくるわけですよ︒しかし︑これで出来ますと︒

すね︒だけど︑﹁アメリカを追い越すような飛行機をつくるわけ

いちゃもんをつける最大の引金になるのが︑自動車摩擦なんで

力は始まってはいるんですが︒

圏FSX問題の経緯

ではありませんよ︒日本の運用構想に適した︑二流とも言えませ
は︑話しだすときりがないぐらい長いんですね︒ポイントだけ申

対するんですかしと言うわけです︒﹁うん︑おまえの言うような

はありません︒そんな技術はありません︒いいでしょう︒侮で反

宝珠山 それから﹁4．﹂のFSX問題︑それから﹁5．﹂︒これ んけれども︑決して超一流のものをつくろうと思っているわけで
し上げますと︑FSXは支援戦闘機なわけですけれども︑五六中

ことを十年前に自動車産業が言っていた︵笑︶︒︵その時︶俺たち

そういう言い方をするわけではありませんが︑ストレートに言う

だ︒だから︑おまえの雷うことは信用できない﹂となるわけね︒

はそれを黙って見ていたけど︑いま米国に来て荒らされているん

業の頃から開発ということで少しずつ進めていくんです︒これを
一挙に支援戦闘機の開発ということでプロジェクトを上げますと
反発が出るということを考えまして︑要素研究でやるんですね︒
は？

と︒だから︑﹁いま安くビットしておいて︑途中で必ず経費が上

伊藤

宝珠山

がるはずだ﹂と言い︑﹁米国の持っている技術をあげるから︑共

要素研究︒将来の開発を睨みながら︑いちばんクリティ

カルな部分を︑FSXということを言わないで研究を進めるわけ

同でやればこんなに安くなる﹂と醤いだすわけです︒

ことで︑﹁じゃ︑米国は企業に共同でやったらどんなものがどん

ん政治問題になっていくわけですね︒もうしょうがないかという

これは︑いくら議論しても決着はつきません︒だから︑だんだ

です︒したがって︑FSX問題はずっと前から潜行しているわけ
です．．知る人ぞ知るかもしれません︒そういう成果が蓄積されま

すと︑これはFSXの開発コストから外に出るわけですね︒
これ独自の研究ということで？

なに安くできるのかを提案してもらえますか︒しかし︑提案料を

伊藤
宝珠山

いま出すわけにいきませんよ﹂と︒そしたら︑﹁じゃ︑やらせよ

﹁もう終わっているものですよ﹂というわけですね︒それ

で︑﹁FSX︑これだけで開発できます﹂ということで出すわけ

よ一各国の航空機開発の先進国のデータを分析していきます

いうのは統計的に興るんです︒長い間の一日本ではありません

は︑だいたいこういう性能のものであれば︑このぐらいかかると

よ︒もちろん︑その後改造されているわけですけれども︒それか

機として選定作業のときに検討したことのある機種なわけです

改造版と︑F−⑱と︑F⁝16の三機種︒いずれも︑B本で舗空戦闘

いているんだと思いますけどね︒それで出てきたのが︑F−15の

う﹂というわけですよ︒やらせようというのも︑後ろに企業がつ

と︒これはオペレーションズ・リサ⁝チで︑すごく正確と言った

らF115ですと︑﹁いまあるものだけで︑すぐにおま実︑使えるぞ︒

です︒不思議なんですね︑他人から見ると︒航空機を開発するに

ら言い過ぎですけれども圭要なデータを入れると出るわけです︒
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米国で改造しているから︑それだけでいい︒日本の開発は要らな

をボンボン入れていったわけですから︑F−16プラスαになるわ

けですよ︒それで︑開発費は安いわけですよ︒それで︑出来るか

出来ないかという議論をするわけですけれども︑﹁やります﹂とい

うここまで来るとしようがないですよ︒やるということになった︒

F118については︑これはさすがそんなことは言わない うわけです︒これは︑私ども含めて︒私どもも不安はあるけど︑も

そう言われると︑困るなあ︒

い﹂というわけです︒

訴訟

宝珠山
んですけれども︑﹁さらに金をかけて改造するとこうだ﹂という

です︒艦載機ですから重たいし︑比較的長い滑走路を使ってやる

かというと︑設計年代が古いこともあるが︑これは艦載機だから

るわけですが︑最初にF−18は落ちていきます︒何故落ちていく

有名なアーミテージさんあたりが去って行っちゃうんです︒それ

政権交代というか︑国防省の要員が交代するんですよ︒で︑今も

大統領選だったと思いますけど1大統領は続いたんですかね︒

どについて細目取り組みまでやるんです︒それでいたところに︑

それで︑予算要求するわけです︒予算要求をし︑技衛の供与な

陸上ベースのもののほうが優れているのは︑これは最初から欝に

から︑いま国務省にいるケリーさんも去って行っちゃうんです︒

のを持って来ますね︒F−16も同じなわけです︒それで検討をす

見えている話ですが︒

は相互に妥協ですね︒妥協し︑業界も押さえてくれた人たちが去

というか︑一所懸命やって日本の実情も理解してくれた人︑これ

それが出てきて︑結局F−15とF116との争いになるんです︒いずアワーさんも去って行っちゃうんです︒私どもが今まで喧嘩した
れも米国では空軍が使っている飛行機なわけですが︒

しかし︑これは価格差があるわけですよ︒F−15の場合ですと

というか二等になって︑﹁やはり共同開発をするということにな

いというのが断る理由にはなるわけです．．で︑これは落ちていく

研究してきたんですから︵笑︶︒しかし︑それは別において︑高

てこれは対米の対向力はないですよ︒そもそも技術向上のために

重ねてきているものはパーになつちゃう︒しかし︑そう言ったっ

みたいな業界の我が儘というか︑米国の産業界の利益だけで日本

宝珠山

佐選八九年に︒

宝珠山

佐道

伊藤

レーガンから︑ブッシュ・シニアが出た時です︒

じゃ︑政権交代でしょう︒

っちゃうんですよ︒

ると︑F−16母体だな﹂ということになりまして︑こちらに絞っ

にいちゃもんをつける人たちを押さえていたわけです︒アーミテ

8本での開発要素はゼロになるわけですから︑今まで営々と積み

て︒もちろん︑F−18も対抗馬としておきながらですけれども︑

ージさんなどは︑﹁日本にも臼本の言い分があるんだから︑同盟

国だから︑安全保障だから相互に歩み寄って﹂ということで押さ

その時まではアーミテージさんなどがいて︑自動車業界

そうだと思いますね︒

やって来ました︒

これも︑どこまでを改造するのかということで議論にはなりま

も︑日本が獲本の経費でやるんだからいいじゃないか﹂という形

えてくれて︑﹁F−16を母体にして︑はるかに立派なものだけれど

ったんですね︵笑︶︒田本の技術者も︑本当にそうやつちゃった

で政府をまとめたわけです．．文書までサインしたわけですよ︒そ

すが︑最初は気前よく︑﹁とにかく思う存分改造していい﹂と言
んですよ︒それで性能を説明すると︑すごく立派なんですね︵笑︶︒

れで︑もう私どもは決着だと思っていたんです︒

それが︑大統領が代わるということで︑とにかくスタッフが全

いや︑僕が評価するんじゃないですよ︒彼らが見ても︑ウーンと
思うわけですよ︐それはそうですよ︒長い間︑研究していたもの

9
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するんだけれども︑米国にも仕事を一定割合寄越せ﹂という数値

また再出発することになるんですね︒それで結局︑﹁臼本で開発

に握手して︑文書まで政府間で交わしているものを︒このために︑

が乗り込んで来て︑ひつくり返しちゃったんです︒臼米政府が既

等に対する対抗力が弱まつちゃったんですね︒ここに通商代表部

て空白が続くわけです︒この国防長官の空白で︑国防省の他省庁

等を抱えていたんですね︒それで︑議会の承認を得られなくなっ

部替わりまして︑国防長官がタワーさんという︑これは女性問題

ですが︑結果的には︑はるかその前から改善しているようですけ

﹁これが渡った時期と符合する﹂とかいうようなことを言うわけ

れは︑東芝機械製の六野で作動して削る機械らしいんですが︑

ですね︒それで︑音がいつ変わったんだとかいうわけですよ︒そ

せんけれども詳細には⁝⁝スクリューの劇り方の技術の問題なん

宝珠山

伊藤

屈を唱えられますね︒

圏に流れ︑米国の安全保障にマイナスの影響を与える﹂という理

その背景には︑技術摩擦︒私どもによく言われたのは︑自動車

流される情報を信じるというか︑信じさせられて︑何とかしなき

れども︑零時はそんなこと私どもはわかりませんから︑一方的に

ええ︑対抗しようないです︒それを︑私はよくわかりま

これは︑対抗しようないですね．．

臣標をつけてきたわけです︒

で痛い目にあったということを踏まえて︑﹁戦略産業である航空

ゃいけないということがございました︒

こういうことになりますと︑通商産業省などはお手上げなんで

機の分野でやられたんじゃ︑これはかなわん﹂ということでした︒

そのときに︑直接関係しているかどうかわかりませんけれども︑

うなんでしょうけど︒

﹁わかりませんでした﹂と︒﹁わかりませんでした﹂と言えば︑そ

東芝のCOCOM違反事件が公になったんですね︒これ︑意図的 す︒わからないんですね︒輸出許可をやっているんでしょうけど︑
だと思いますよ︒思いますけれども︑これを証明する材料がある
わけではありませんで︑このときも結局︑米国のほうとのやりと

汎用技術だから︑本当にCOCOMに違反するのかどうか

という基準の問題もあるでしょうから︒

りというのは︑COCOM事件自体は当時の通産省なんですけれ 伊藤
ども︑対米関係ということでは防衛課にも来ちゃうんです︒

という趣旨のことが︒もちろん︑ワインバーガーさんと粟原さん

栗原さんに私信で来るんですね︑﹁善処していただく必要がある﹂

比較的というか非常によかったんです︒ワインバーガーさんから

宝珠山

伊藤

もつべきことなんですよ︒

担当しているのは防衛庁ではありませんからね︒通産省が責任を

しかし︑基準はあると思いますけど︑COCOM問題を

の問は直接な話があるわけではありませんが︑それを取っかかり

なんかもう聞かないんです︒自民党の部会でも取り上げて︑いろい

宝珠山

にして︑アーミテージさんあたりが西廣局長や私のところに︑あ

ろやるわけですけど︑西廣局長が行けなくて私が行ったことがあり

当時︑栗原︵祐幸︶さんと米国防長官のワインバーガーさんが︑

あだこうだと言って来るんですね︒悪意はないんだろうと思うん

ますけど︑私のところにいろいろ言う︒いくら言ったって︑私は防

しかし︑お手上げなんですよ︒米国は︑通産省の言うこと

そうですね︒

ですが︑しかし足は引っ張るわけですよ︒そういうことで︑東芝
うこ之を示した事件でもあるわけですね︒したがって米国から見

聞きください﹂なんですけどね︒そんなことに巻き込まれました︒

ことはできるけど︑﹁COCOMにどうかというのは︑通産省にお

COCOM事件というのは日本の汎用品で育った技術が高いとい 衛サイドから︑潜水艦の音とか︑そういうことについて申し上げる
ますと︑﹁FSXを離れても︑放置しておくと優れた技術が共産
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伊藤

宝珠山

伊藤

通産のほうでは︑軍事技師の問題はあんまりよくわからん

ということですか︒

まあそうでしょうけど︑FSXは？

FSXの問題は︑これは外務省はト⁝タルの窓ロになっ

宝珠山 よくわからんといったって︑COCOMに違反するかど ていますから︑大使が出てきます︒
伊藤

最終段階で交渉に行きました時は︑大河原さんじゃない

一応関わるわけですね︒でも︑具体的なことはわからない︒

うかというのは軍事技術とは関係なしに所掌しているんですから

宝珠山
や⁝⁝︒

ねえ︒

それはそうですけど︒知識がなきや︑しょうがない︒

佐道

伊藤

宝珠山

宝珠山

松永さんなどが出て来て︑松永さんは﹁なんとかしなさ

松永︵信雄︶さん︒

問題というのはずっと尾を引いているわけでありますね︒しかし︑

いよ﹂ということは書うわけですよね︵笑︶︒﹁米国のほうを︑日

実際はわからないと思います︒その後︑この技術摩擦の

日本が強ぐなったということの証明ですからいいことだと思いま

けですよね︒たとえば︑防衛庁の装備局はずっと通産の方が基本

佐道 FSXの問題にしろ︑これは技術とか装備の問題になるわ

督藤

宝珠山

佐道

だから向こう側に︑アメリカ側にいる人ですよ︒

省︑防衛庁の立場にたって米国を説得する側には立たないんです︒

本の言うように押し通すことはできません︒︵それは︶適当じゃ

的に来ておられるぐらい︑通産が自分の縄張りというか︑諜常に

かもしれません︒

すし︑この前お話ししました日米間の防衛技術交流にとって︑活

関心を持っている分野であるわけですよね︒で︑汎用技徳で育っ

伊藤

ないですよ︑石鎗関係を考えればしとおっしゃるわけですけれど

た日本の技術が防衛の問題にも応用可能になって︑しかもFSX

りのはずがないので︒

発化することによって︑これらの問題もB本もうまく立ち回れる

のようなものをやろうとしていると︒通産も︑臼本の培って来た

宝珠山

も︑それ以上はないんですね︒だから臼本の立場に立って︑通産

親衛ということで当然︑無関心ではいられないと思うんですけれ

どもとしては日本の状況というのを︑かねてからきちっと報告は

ようになればいいんだと思いますね︒

ども︑このFSXの問題などでは⁝⁝︒東芝の問題は︑どうも逃

しているわけですから︑踏まえて米国側の説得にあたってくれれ

なれればね︒

げ回っているようでありますが︑FSXの問題などでは通産はど

ばいちばんいいんですがね︵笑︶︒それは︑米国議会とか通商代

まあ︑それはしようがない話だと思いますけれども︑私

まあ︑そうですね︒具体的な事柄だって︑それほどおわか

実態もそうですけれども︒それは立場上︑そういうもの

ああ︑そうですね︒

ういうスタンスに？

表部とかがこう言っている︑そこでどういう動きがあるかという

それは︑ガードしてくれるというか︑﹁B本でなるべく

宝珠山

ということを知らせてくれれば︑もっと早めに手を打つことがで

のは︑やっぱりつかんでおいてもらわにゃいかんわけですよ︒ド
まったくそうですね︒

きるかもしれない︒それは︑ああいう厳しい摩擦というような形

たくさんやるべきだ﹂とは言ってくれるわけですけれども︑交渉
佐道

こういう縛は︑外務省も噛むんですか︒

ーンと打ち上げられる前に火を消すというか︑﹁火がついてるよ﹂
伊藤

で表に出てきて︑国民レベルを含めて︑β米問のお互いに不信感

力があるわけではないですね︒

宝珠山 東芝COCOMになりますと︑外務省が噛んでいます︒
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いう努力というのは︑技術摩擦の関係では外務省は対応力が弱か

を持つようなことにはならない仕方があるはずなんですね︒そう

得られないということになっていましたから︑通商代表などの閣

げようにも︑女性問題隠そういう問題で国防長官の議会の承認を

最初のときは︑栗原さんとワインバーガーさんが署名され

僚と対抗力がある入が︵国防省に︶出てきてないわけですよ︒

佐道

ったと言わざるを得ませんね︒それは︑﹁体制がそういうものだ﹂
と言えば︑そうだと思いますけれども︒

も怠っているわけですよね︒そういうことで言いますと︑日本国

をもっと早くつかまえられたかもしれないんです︒ただ︑これら

宝珠山

佐道

宝珠山

ているということですね︒

トータルの情報力というのは弱いですよ︒それから︑ああいう形

せんよ﹂と申しあげるんですけれども︑米国の鋼度なのか．．

それから︑通産省から出ているJETROだって︑業界の動き

で議会対議会︑業界対業界で大騒ぎするようになりますと︑面子

僻藤

宝珠山

まあ︑通常はないんですけどね︒僕は︑議会の承認をと

綱度の問題でしょうね︒

﹁B本では︑政府がやったら︑それは絶対ひつくり返しま

両国の代表がやったのを︑議会が覆すという︒

そうだと思います︒

が出てきまずからね︒あれは︑やりにくいですよ︒
それから話が戻りまずけれども︑お互いに実情を︑幸いたいこと

れないタワーさんを指名した責任だと思いますね︒

次の問題︑政府専用機︒これは︑九一年に導入されるのは確か

をすべてではないですけれども︑たとえばアーミテージさんなどと︑

アワーさんやケリーさんと一緒にやって言っていると︑臼本の状況

この通りですが︑六十年六月の私のメモには︑選定作業に携わっ

はい︒だから︑八五年ですね︒

昭和六十年ですか︒

宝珠山

伊藤

國隠裏器用機導入の経緯

ています︒

もわかる︒うちの状況もわかってくる︒﹁じゃ︑このあたりでひと
つ︑収めようかしということで︑あまり問題にならない形で出すこ
とができるわけですけれども︑それは誤解がないですから不信感も

さつきサインしたとおっしゃいましたが︑どのレベルでサ

なくて︑国民レベルの最立を生まなくて収められるわけです︒

伊藤

これは︑大使？一日本国代表と米国代表ですよ︒

インをなさったんですか︒

宝珠山

いことをやりますねしと︒ついこの間も言ったんですけど︑そう

宝珠山

せんから︒六十年六月というのは︑私のメモに明記されていて六

すよ︒予算要求して五年ですね︒その前に準備しなければいけま

宝珠山

じゃ︑話としてはだいぶ前から？

したら︑﹁あのときは︑申し訳ない﹂と︒﹁申し訳ない﹂と言うけ

十年で︑その前からあると思うんですが⁝⁝前々から専用機の問

伊藤

ど︑﹁申し訳ない﹂入たちは全部もう政権をはずれていましたか

題はあるんです︒この時︑火をつけたのは安倍︵晋太郎︶外務大

そんなものを簡単にひつくり返せるものなんですか︒

らね︒彼らには気の毒なんですよ︒アーミテージさんに言ったと

臣だと思います︒外務大臣ですから当然ですけど︑しょっちゅう

伊藤

ころで︑﹁申し訳ない﹂と︑東京に来て私どもに言いましたよ︒

外国においでになるわけですね︒そうしますと︑いちいち日航機

それはそうです︒飛行機をつくるのは︑五年かかるんで

しかし︑もうアーミテージさんにしたらどうしょうもないんです︒

か全日空⁝機かわかりませんがチャーターして︑どうだこうだとや

だから私は︑後で⁝⁝今でも言うんですけどね︒﹁ひど

後任者は来ている︒後任者はよくわからないから︒それを上に上
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いた挙用機で来ているんです︒米国は当然ですけれども︒それに︑

るわけですね︒現地に行きますと︑かなり小さい国でも国旗のつ

人ぐらいの委員会をつくりまして︑官邸がつくったことになる資料

わけですね︒それから私どもと︒そのぐらいだったと思います︒八

から運輸省は︑﹁海上保安庁でもやろうか﹂というぐらいの感じな

の一部を私どもでっくりました︒日本が軍用機として専用機を運用

︵B本は︶日航機であったり全日空⁝機であったりで行くというこ
とが一つございます︒

まして︑もちろん大使館が近くにあったりすればその必要もない

ですよ︒それが空港に止まりますと︑もうそこが連絡系統になり

ど︒秘匿をかけた連絡もできます︒スタッフの執務室もあるわけ

り外務大臣室が動いているんです︒完全に同じではありませんけ

は︑じゃそっちでやってください︒私どもは外国に行ったときは︑

がないから︑軍用⁝機にならない﹂とか何とか書って︑﹁その議論

いうことを申し上げたら︑外務省から来ている人が﹁日本は軍隊

宝珠山

僻藤

り扱いを受けるんです︒だから︑そのメリット︒

することのメリット等を︒外国に行きますと︑これは治外法権の取

でしょうけど︑そこを起点にして全部スムーズな連絡調整ができ

軍用機としての扱いを受けている歴史があります︒海上自衛隊も

専用機のよさというのは︑専用機はオフィスなんです︒富邸な

るわけですね︒そういうのをご覧になりまして︑﹁日本がなぜ専

艦船を護衛艦といいますけど︑これは軍艦ですよ﹂と︑そんなこ

んというステータスの高い方が︵言われて︶︑これを考慮するよ

憲法上の解釈と︑外国に行ったときの扱いというのは外国に行っ

とを申し上げたことがあります︒﹁日本の中でどうするかという

はい︒民間機はだめなんですよ︒軍艦もそうですね︒と

それは︑軍用機だとですか︒

しゃっていただいた︒まあ︑僕らが言うのと違いまして︑安倍さ

用⁝機を持てないのか︒持てばいいじゃないか﹂ということをおっ

うになってきたというのが︑この縦なんだと思います︒

たときの問題ですから︑外国に行ったときの扱いでいいじゃあり
ませんか？

じゃ︑どんな機種を選ぶんだ︑どういう運用をするんだという
ことで︑検討をどうするかということが内々に相談があったんだ

については︑輸送機のパイロットを転換させます︒転換させるに

そういうメリットがあります︒それからパイロット

と思いますが︑私ども︵防衛庁は︶航空機選定の経験を持ってお

ついては︑転換教育をせざるを得ません﹂と︒
自衛官ですね︒

ります︒それから︑運用経験を持っております︒ただ︑外国に行

伊藤

宝珠山

ってかというと︑それは日本航空や全日空にはかないませんけれ
ども︑若干の準備期間があれば︑輸送機だって運航できる自信は

機がありませんから米国でやるか︑B本航空か全日空かが教育施

本国内でやるのが︑安くできるでしょう︒時間は確か六ヵ月ぐら

そうです︒﹁転換教育については︑自衛隊にはその飛行

あるわけです︒だから︑どこが運用するかは別にして︑選定関係

設を持っておりますので︑そこをお借りする以外ありません︒日

まず選定が先ですか︒

に防衛庁は人を出すということになりました︒
俣藤

をしまして︑機種としては確か︑B−747と︑MD某というの

いだったと思いますが︑これこれで出来ます﹂というような説明
今でいう政府専用機について︑あり方を検討する委員会を官邸に設

と︑ヨーロッパのも入れた三亜種と思いますけど︒

当時︑政府専用機といったかどうかわかりませんけれども︑

けるということで︑私が代表で防衛庁から行ったわけです︒運輸省

佐道

宝珠山

から黒野︵匡彦︶氏⁝⁝彼は何をやっていたかなあ︵総務課長？︶︒

宝珠山

エアバスだと思いますが三〜四⁝機種ぐらい挙げまして︑

エアバスですか︒

それから︑外務省からユーザーとして︑もちろん官邸からと︒それ
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ことの情報をつかんで差しあげました︒

れていればテスト済みでもありますし︑そんなこと︑調べられる

おのおのの機種に利点︑欠点がありますので挙げて︑各国で使わ

ね︒ただ︑このときついていた総理の秘書官がβ本航空から来て

ら削減を言われても少なくとも三機までは反論できるわけです

何故こんなことになったかというのは︑私どもの説明は︑いく

ご検討してください︒・会議室を持つのか︑秘匿された通信系を持

を期待するかということに関わりますので︑これを外務省なりで

よ︑専用機よりもしょっちゅう使っている汎用機をちょっと回す

トータルコストが安くなる﹂というわけですよ︒それはそうです

空と言ったかどうか知りません︒﹁民問機に時々発注するほうが︑

いたんですよ︵笑︶︒彼が︑田本航空に発注するほう−日本航

つのか︑あるいは飛行機の中で会見まで行われるスペースを持つ

ほうが︑安くなるに決まってますよね︒それは︑初めから比較す

あとは︑﹁どれを選ぶかというのは︑臼本国が政府専用⁝機に何

のか︑あるいは単に飛べばいいのか︑フラットの寝台にするのか︑

べきものじゃないですよ︒しかし︑そんなことは言わないんです

分が乗ることはないことが分かっているからでしょうかね⁝⁝︒

するとしてもそれは幾つなのか等々︑すなわち要求性能を幽して

伊藤

よ︒言わないけど︑予算がないとか樗とか言っちゃつて︑二⁝機に

宝珠由

いただく必要があるでしょう︒ちなみに米国の大統領機はこうな

しながらつくって︑これで今度は各社にビットを求める︑教育支

省のほうで今のような配置図を米国の大統領專用機などを参考に

あ︑そうか︵笑︶︒

なつちゃったんです︒これは︑海部︵俊樹︶さんですけどね︒自

援も含めて︒それから︑各機種が行った所で支援を受けられるか

伊藤

そこまで持つとは︑とても︵笑︶︒

っております﹂というのを差しあげて︒それらを検討して︑外務

どうか︑そういうことを検討しまして︑トータルの運航経費を算

佐道

これどころじゃない︒

上がりまずけれども︑日本仕様のものをつくるわけですからコス

は四機なんです︒四機発注するほうが︑トータルのコストは当然

きやなりませんし︑教育もやっておかなきゃいかん︒望ましいの

ことを考えますと︑最小限三機要るんです︒修理に入れておかな

するためには︑非常に短期間に要求されたときに即応するという

これは︑カムフラージュにもなります︒そういうことで二機運用

機に総理が乗っておられると︑もう一機必ずつけて飛ばすんです︒

ですが︑防衛庁は運航するときに必ず予備機をつけるんです︒一

しながらやっているんだと思います︒ついこの間も︑﹁少なくと

宝珠山

俣藤

がないでしょうね︒

宝珠山

うことになったら︑どうなるんですか︒

伊藤

宝珠山

伊藤

宝珠山

だって︑五年後しか出てこないんだから︒

それは︑何故ですか︒

定して︑この機種に決まった経緯があります︒

伊藤

ト一機あたりが安くなるわけですよ︒そういうことで四機を提案

ここでいちばん問題になりましたのは︑陛下でも首相でも結構

したんですけれども︑グダグダ︑グダグダ言いまして︑結局半分

ももう重機︑買おうじゃないか﹂ということを提案していたよう

それは︑遡っておいてくだざい︵笑︶︒

にされて二機になつちゃったんです︒このため︑いま部隊は︑大

ですが︑予算がとれない︒何故とれないかといいますと︑九一年

通常は︑予告がありますよね︒だから︑そういう苦労を

一緒に日本航空のをチャーターして︑一機はそれにする？

それは︑どうするんですかねえ︒急遽︑出すよりしよう

たとえば一機が修理に入っているときに急に﹁行け﹂とい

二機です︒

そうしたら︑二⁝機だそうですね︒

変苦労しているんです︒

127

2004年12月6日
第10回

が二十億ぐらいだと思いますが︑これは全部︑総理府についてい

行機の三百億とか四百億の経費とか︑チ歳につくりました格納庫

に自衛官を派遣して訓練をするだけだったんですよ︒だから︑飛

までは総理府の予算だったんです︒格納庫をつくるのもね︒そこ

宝珠山

伊藤

でも︑飛んでなくたって疲労はしますわね︒

んなに飛行時問を飛びませんので︑ずいぶん持つと思いますよ︒

うに時々一といってはいけませんけど︑訓練をやっていてもそ

宝珠山

そうです︒それは︑金属疲労ですから︒

輸送機ですと二十年は持ちます︒ことに政府専用機のよ

ますから防衛関係費じゃないんです︒しかし︑このときから防衛

僻藤

宝珠山

飛んでない時の疲労というのは︑疲労というほどのもの

あれは︑飛行時間の問題ですか︒

庁に引き渡しちゃったんです︑飛行機等を︒

工ーッ︒じゃ︑防衛関係費になっているわけですか︒

ではないでしょうね︒継ぎ目とかにガタがくるわけですから︒

伊藤

宝珠山

佐道

いまは︑政府専用機は防衛庁機なんですよ︒だから︑こ

こで追加するとしますと︑防衛関係費のほうから捻出しなければ

飛んだりしていますから︒

佐道

伊藤

それでも︑なかなか落ちるのは少ないんですよ︒

でも︑これが落っこちたら大変だ︒

途上国に行ったら︑先進国で払い下げた飛行機がいっぱい

ならないんです︒

俘藤整備さえ︑ちゃんとしておけばいいんでしょう︒

今やるとなると︑大変ですよね︒

宝珠山

宝珠山ある程度︑使い込んだ方がいいんじゃないですか︒

どこか削って？

なことまでして防衛庁はやれません﹂ということになるわけです

かえって︒

佐道

ね︒本来ですと︑総理府で金の面倒を1防衛関係費だっていい

伊藤

だからもう︑出なくなつちゃったんです︒﹁いや︑そん

んですよ︒従来の防衛関係費とは別の枠で何百億か知りませんが︒

いや︑思いもかけない話でございました︵笑︶︒そうする

と思いますけどねえ︒

整備のほうも︑飛行機の癖がわかったりとか︒

枠を別にしなければだめですね︒

宝珠山

いまは︑ですね︒

と︑防衛費の申に入っているということですか︒

餌藤

宝珠山

佐道

伊藤

はい︑積めばいい急なんですね︒

そうです︑そうです︒

総理も︑外務大臣も︑皇室も使うわけですよね︒

宝珠山

佐道
宝珠由

防衛⁝庁だけにかぶせるのは⁝⁝︒

防衛費劇減で︑これを劇ったらいいのに︵笑︶︒

佐道

傍藤

防衛庁長官は︑使わないんですよ︵笑︶︒

しかし︑防衛庁はどういう費Bになるんでしょうか︒

宝珠山

俵道

そうか︑サマワに行くときも︑全然違う飛行機で行くわけ

佐道

宝珠山

それは︑﹁航空機購入費﹂ですよ︒

ですよね︒

んものを自衛隊の仕事として持って来るんだ﹂という人もいまし

そのときにも︑﹁なんでおまえ︑自衛隊の防空に役立た

政府専用機は︑なくてもよろしい︵笑︶︒

僻藤

今度のようなときは︑とても︒持って行ったら目立って

宝珠山

宝珠山
狙い撃ちか︒

撃たれますね︵笑︶︒

伊藤

たよ︒しかし︑．そんなことでなくて︑﹁総理を運んだり︑皇室の

いや︑冗談ですけど︑今度のような緊急なときにはでき

宝珠山

これは︑誇りに思っていいんじゃないか﹂と︒

入々を安全に運航できる人は誰か︒航空自衛隊だと思ったんだよ︒
飛行機というのは︑何年ぐらいなんですか︒

ませんし︑そもそも防衛庁長官は使えません︒

揆藤
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佐道

不安だと思う人に︑自分の身柄は預けないよと︒

ほんと︑そうです︒

宝珠山

れば行ったって構わないんでしょうけれども⁝⁝︒私も﹁中国に

行かせろ﹂と言ったことがあるんですよ︒随行ということではあ

りません︒しかし︑行かせてもらえなかったですね︒

佐道

それなら︑ちゃんと面倒みてくれよと︒

宝珠山

は渉外担当の参事官？

伊藤

当時︑海部さんが考えていれば今の問題はなかったんですけど︑

宝珠山

長官が行かれるとなったら︑防衛庁サイドから同行するの

私企業のご意見のほうに引っ張られたということだと私は思いま

佐道

それは日本の指導者︑利用者が考えることなんですよ︒

す︒︵後年発覚した﹁外務省会計課の汚職﹂と関係があるかも知

宝珠山

そうです︒政策マターで︑対話はそれほどやってないと

渉外担当の参事官だから︑基本的に外務省の方ですね︒

そうですね︒これは︑必ずついて行きます︒

れない︶

思います︒

訪中の目的などについては︑知りません︒これは私の推測ですけ

ての訪中ですが︑これには私はもちろん随行はしておりません︒

宝珠山

宝珠山

伊藤

軍隊を視察するというような形ですから︒

宝珠拗

確かにそれだけ民間航空機に対する要求が少なくなる︑お

伊藤

伊藤

れども︑栗原長官は合理的にものを考えられる方でもありまして︑

と思いますが︒

いわゆる友好なんでしょうね︒

客さんが少なくなるということですね︒しょうがない︒

対米依存ということだけでなくて︑お隣の申国とも交流を持つべ

俳藤

ええ︑表敬的なものだと思います︒栗原さんは︑近くの

きではないかということをかねてお考えでございましたから︑そ

宝珠山

次が︑栗原防衛庁長官の︑現職防衛庁長官としての初め

れを実行されたということだろうと思います︒大変厚遇を受けて

しょう︒絶対言いませんけどね︒
まあね︒

はい︒米国にとっては︑あまり楽しいことじゃないんで

儀礼も︑必要だといえぱ必要ですからね︒

まあ︑初回の訪問というのはそういうことになりがちだ

儀礼ですね︒

帰って来て︑ご満悦でした︒

伊藤

宝珠山

しかし︑これは︑ご満悦になるのは逆に問題があるんです︒中
国は︑要人を招いて取り込んでしまうんです︒同じようなことは︑

ガーさんとの関係もありますし︑自信もあるからおいでになった

栗原さんは︑おそらくそれらを考えながら︑ワインバー

元総理などのときの噂を聞くと度が過ぎていますね︒栗原さんは︑

伊藤

ょ・つ？・

まったく連絡しないで行ったわけでは︑もちろんないでし

ということはあるんじゃないでしょうか︒

．そんなことはありません︒女性の通訳と後で一緒に飯を食うとか︑
そんなばかなことないですよ︒あれを許した取り巻き連中も︑お

粗末過ぎますね︒日本の防諜体制はどうなっているのか︒富盛に

宝珠山

んですよ︒国の公人としてのわきまえが︑きちっとあるんです︒

会議員上がりの国会議員とは違うんですね︒やつばり国家がある

さんの言葉を借りると1竹下さんじゃないな︑誰だったか−県

それはそうだと思いますよ︒そこら辺りはきちっと心得

ひどいですよ︒リタイアして︑死ぬ間際にでも食うのならまだ許

ておられる先生ですね︒そこはやっぱり今出てきている︑竹下︵登︶

防衛庁長官の外遊というときには︑防衛課長は同行されな

されますけど︑現職ですよ︒まだ公職にあるときですからね︒

佐道

防衛課長が随行することはありません︒防衛審議官であ

いんですか︒

宝珠山
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今はそうでない︑幹事長とか何とかなっている人たち︑全部とい

とになるかと思いますが︒

きる範囲でサービスを差しあげることで理解者を増やすというこ

そういうことで国会担当になりましてやりましたのが︑この中

う意味ではありませんよ︒地方人じゃないですか︒私情で国の政

す︒私︑藤波︵孝生︶さんを知っていたわけではないんです︒知

︵フロッピー﹁藤波︑なだしお︑情報⁝機構等昭62﹂︶に入っていま

じゃないです︒ものを考える根底︑土台が国家の公人でなくなっ

っていたわけではないんですが︑私が国会担当審議官になる頃に︑

策を論じている入がいますよね︒これは︑読んでるかどうか知り

ているんですよ︑田本の政治家のかなりの者が︒野党も同じです

藤波さんも自民党の安全保障調査会長−いちばん親玉ですね

ませんけれども︑よその国から見たら笑われますよ︒意見の相違

よね︒全部じゃありませんけれども︒そこら辺りが︑日本のいま

顔ぶれですか︒

も︵グリーンのファイル︶⁝⁝︒

ることを企画されて︑これはそのときの途中だと思いますけれど

思うんです︒そこで呼ばれたりなどしまして︑研究会を立ち上げ

ーーになられまして︑何かやりたいと考えておられたんだろうと

その問題は︑最後に少しお話しください︒

の弱さじゃないでしょうか︒

伊藤

圏防衛審議官時代

侵藤

宝珠山

こういうものを防衛庁につくりましてね︒大森敬治はこ

宝珠山

の前︑辞めましたね︒伊藤康成が事務次官で辞めましたね︒増田

それから﹁8．﹂番の︑防衛審議官というのは当時三人

おりまして︑国会担当と︑防衛政策担当と︑防衛白書担当と分か

さん偉くなってきていますが︑小林誠一は防衛研究所長と︒これ

︵好平︶が︑いま審議官ですか︒高見澤も防衛審議官ですね︒皆

ら十月の専任になってからですけれども︑国会担当を命じられま

をチームにしまして研究会の手伝いをするということで︑これ

れているんです︒私は防衛課長をはずれて︑もちろんはずれてか
した︒

佐伯喜一さんとか︑公文さん︒

︵資料の頁︶がどんな人にやってもらうかということの一例です︒
伊藤

佐藤︵誠三郎︶先生もいますね︒

あら︑ま︒政府委員になるということですか︒

宝珠山

佐道

佐藤先生︑佐瀬︵畠盛︶さん︒

里下

質⁝問を取って来たり︑金々自分でやるという意味ではありません

伊藤

いやいや︑政府委員じゃないですよ︒国会の根回しです︒

よ︒それを総まとめにしながら国会との関係がうまくいくように︑

宝珠山

大村︵嚢治︶︑石規︵要三︶︑椎名︵素夫︶︑津島︵雄二︶︑宮下

安全保障調査会のほうは︑こういう世話人です︒藤波さ

大臣が恥をかかないように等々ですかね︒政府委員がスムーズに

んが長になりまして︑有馬元治︑堀之内︵久男︶︑堀江︵正夫︶︑

宮房長と総務課長とのちょうど間ぐらいにいらっしゃると

答弁できるようにとか︑そういうことになります︒

佐道

けですが︑こういう方が世話人ということで︒

︵創平︶⁝⁝いずれも防衛庁長窟など大臣にやがてなっていくわ
宝珠山

俘藤

いう感じですね︒

行ってもらったり︑防衛課長に説明に行ってもらったり︑調査課

宝珠山

そういうことですね︑そうです︒それから︑総務課長に
課長の情報関係だったりしながら︑防衛庁の持っているものは金

こんな日程でいかがですかしということをご提案申し上げて︑定

おそらく初めの頃だと思うんですが︑﹁こういう問題で︑

そうそうたる顔ぶれじゃないですか︒

はありませんから︵笑︶︑情報あるいは地元関係のことなど︑で
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りますが︒これ︵資料の頁︶は︑後のほうかもしれません︒

がらということで︑詳細に入りますときりがないということであ

期的にやってまいりました︒これ︵資料の頁︶は︑途中修正しな

厚いほうは捨てましたけれども︑これ︵要旨版︶はまだ残ってお

やりましたのが︑印象的に残っております︒そういうことで︑分

ね︒プリマコフにずいぶん注欝していたようです︒そんなことを

ずいぶんだくさんあったんですけど︑全部捨てちゃって私の手元

す︒これを数日内に配り︑そのあと速記録をまとめております︒

に配っております︒国会議員のほうは︑党のほうで配っておりま

これ︵グリーンのファイル︶が当時の庁内の配付目録ですが全部

ざいますが︑関係省庁は自分のところの利害がかなりあるわけで

ると思いました︒

して︑この中の力を外に出して︑それを加速してもらう必要があ

うしょうもないというか︑中でグルグル懸っているだけになりま

となわけですが︑防衛政策を進めていく上で︑防衛庁だけではど

何故こういうことをやったかというのが︑私の申しあげたいこ

りましたのでお持ちしました︒

に残っておりません︒たまたま残っているのがありましたので︑

すから︑やっぱり国会の先生方で関心を持つ人に︑できれば超党

そういうことで︑会議ごとにこういう要約をつくらせまして︑

お持ちしましたが︒あとのものは︑あんまり価値がないと思って

派と思いましたけれども︑とっても当時の日本社会党など︑私ど

も入口から入れてくれない時代ですから︑自民党にお願いをする

つは︑関係省庁の理解を得るということがご

捨てたのかもしれません︵笑︶︒こんな︵二〜三十センチ︶厚さ
別に﹁秘﹂になっているわけではないですね︒

になっていました︒これを配ったということです︒
伊藤

そのときに︑たまたま藤波さんが︑おそらく将来を考えていた

のがいいだろうと︒

した︒それが審議官のときで︑先ほど申し上げたような平素の雑

んだと思うんですが︑防衛抜きの総理なんてない話ですから︑特

もちろん﹁秘﹂ではございません︒そういう形をやりま

務︑それから今までの審議官じゃないやり方をやりました︒これ

にそういうことをお考えだったんだと思いますが︑たまたま行き

宝珠山

は私が単独でやったわけではありませんで︑事務次官以下の了解

けです︒私どもが説明するよりも︑やっぱり学者とか︑食糧問題

合わせて︑この間に清水︵孝馳︶さんという自民党事務局の副部

っとやりました︒

についても︑資源問題についてもということで︑広い意味の安全

を得て︑先ほどのメンバ⁝を組んでメモをとる︑それから聞いて

最後は︑﹁平和のための国際シンポジウム﹂というのをプリン

保障ということを含めて︑食糧から︑資源から︑非常に広範なも

長がいらっしゃるわけですが︑うまく取り次いでくれてやったわ

スホテルでやりまして︑これがそのときのパンフレットですけれ

のを扱いました︒その中で防衛力を位置づけるというのが︑狙い

勉強してもらう︑若手には﹁勉強になります﹂ということで︑ず

ども︑︵フランスから︶ピエール・ルールーシュ︑有名ですよね︒

だったわけです︒

一応︑やりたいと思っていたことはやりましたけれども︑結果

ご存じだと思いますけれども︑彼が来ました︒それから︑ソ連か
らプリマコフが来たんですよ︒

的には藤波さんがああいう形で出ていくことになったので︑思っ

ていたほどの成果が残ったとは思われませんが︑しかしこの会に

︵フレット・C・︶イクレさんも来ているし︒

宝珠山

ずっと熱心に参加されている方が︑やがて防衛庁長官になってこ

佐道

メンバーです︒そのときの報道などで幽ていますのは︑﹁ソ連の

られておりますことを考えますと︑このために関心を持ったかど

イクレ前米国国防次官︒日本側はこんな︵資料の一頁︶
大物﹂とか︑﹁ソ連の書記長紹介﹂とか︑プリマコフのことです
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うかは別にいたしまして︑そのときに吸収したものが以後︑活か

行くと︑金が出るんですよ︒

宝珠山

それが狙いなんです︒しかし自民党にしてみると︑そう

自民党ね︒

伊藤

藤波さん自体は︑かなりご熱心だったわけですか︒

されてきていると理解してもいいのかと思っております︒
伊藤

く雷っていたんです︒新聞記者にもそういうことを言っていまし

人前じゃありません﹂ということを︑防衛庁長南で来る人にはよ

経験して︑軍事というものを好き嫌いではなくて学ばなければ一

くると︒藤波さんは交渉して︑おそらく三千万円ぐらい取ってい

どもが協力すればできるわけです︒金はなんとか︵党で︶取って

宝珠山

僻藤

いう事務をやる人がいないんです︒

た︑取材に来る記者に︒﹁あなたは一年忌らいでどこかに行くか

ますよ︒

私︑よく﹁β本の将来︑総理を狙うなら︑防衛庁長官を

もしらんけれども︑一流の薪聞記者になりたいと思うなら︑好き

伊藤

宝珠山

嫌いを離れてここで軍事を勉強して行きなさい﹂と書っていまし

宝珠山

これも︑もう亡くなったんですが毎日の新聞記者で︑藤波さん

うことはあり得ないことですけれども︑その後の状況を見ていま

りますよね︒まあ︑それはそういうことで臼的を全部達するとい

そうなんです︒だからまた︑手伝う人たちも意気が上が

当時は︑藤波さんは上り坂でしたからね︒

まあ︑それだけの陣容がいないわけですね︒しかし︑私

できる人がね︒

た︒だから︑そういうのを聞いた可能性はあります︒

に非常に近かった人が私のところに来ておりましたので︑その人

この他に︑当時から霞本の防衛政策を進める上で︑公明党をど

すと︑効果はあったんだと思います︒

記者の椅瞬か顔を合わせるうちに︑勉強しようとしているなと思

に申し上げたことは︑いつどこでというのはありませんが︑来る
われる方には高し上げておりますので︑彼は聞いていたのだろう

う説得するかというのがありましたから︑公明党の先生にもお願
いしたことがございます︒ただ︑公明党は金を出してくれません

ので自前でやらなきゃいかんということで︑自前になると自前で

と思うんです︒彼が︑おそらくインプットしたんではないかと思
っております︒そういうところに私が審議蜜になったということ

佐藤誠三郎先生などをお招きすることはできませんので︑庁内で

つくってやりました︒それも︑この中︵フロッピー︶には入って

で︑彼が仲立ちしたんじゃないかと思うんです︑私を指名で事務
局にしましたから︒したがって︑ほとんど講師の依頼などは防衛

おりますが︒

自由民主党の？
﹁自由民主党の依頼を受けて︑こういう事務周をやってお

どもそういうことをやりまして︑オーケーを取ったところで今度

というようなことを全部やっていました︒内容はありませんけれ

佐道

俘藤

宝珠山

﹁国際緊急援助隊派遣零しの話は？ これは全然関係ないで

その前に︑8番はいかがでしたか︒国際緊急援助隊⁝⁝︒

圏﹃なだしお﹄事件への対応

審議官の名で出しておりました︒

伊藤
宝珠山

は藤波会長から︑正規のお願い状を出すということをやっており

すか︒

ります︒こういうテーマについてお引き受けできますでしょうか﹂

ます︒これも︑防衛庁でやったらいいじゃないかとも思われるか

宝珠山

﹁国際緊急援助隊派遣法﹂の改正は︑前々からある話です

それから︑﹁なだしお﹂事件が起きますが︒

もしれませんが︑防衛庁からは金が出ないんです︒ここに持って
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︑r⁝し

い法律なんですね︒それを情勢変化を踏まえて改正したんだと思

ね︒これ︑自衛隊が行けないことになっていること自体がおかし

今はだいぶ強くなっているかもしれません︒

のカウンター広報が弱かったということじゃないかと思います︒

し得ない程度に︑当時の防衛庁といいますか︑海上自衛隊のほう

映像に仕立てることは可能なわけですね︒そういうのが︑教訓と

つの映像を並べると︑溺れているのをじっとただ見ているような

を助けてないとか︑当然見張りが出るわけですが︑その人間と二

が垂れ流される︒繰り返し︑繰り返し﹁助けてしと雷っているの

で︑あることないことliじゃなくて︑潜水艦側に不利な映像

いますけれども︑あまり積極的には絡んでおりません︒しかし︑
参加するのが当然だという考え方ですから︑上がってきたものに
でもまあ︑国会での法案の成立には関わることになるんじ

判子を押すなどというのは簡単に行なったと思います︒

骨藤
ええ︒でも︑こういうのは根回しも大したことないですね︒

ゃないですか︒

宝珠山

して残ります︒

ずけれども︑当時はとにかく︑﹁一方的に潜水上側が悪いという

宝珠山

そうすると︑あんまり記憶もないということですね︒分か

伊藤

伊藤

宝珠山

報道を打ち消して︑冷静に見てください︒冷静に見るにあたって

新聞だって何だって︑みんなそのコースで言われましたね︒

りました︒じゃ︑﹁なだしお﹂の︒

レートに弾が飛んでくるわけでございまして︑火消七に回りまし

の海洋法的な︑海上交通法的な見方︑それから遊漁船の立場など

そうなんです︑当時は︒そういうのを事後的には感じま

た︒しかし︑火消しに回るといってもなかなか資料がないもので

解説してもらったのをお配りして︑ということがあります︒

﹁なだしおしは︑国会担当審議官でございますので︑スト

すから︑矢田次夫さんという統幕議長で退任されておられた方が

太郎さんが乗る︑降りるエレベーターの中で何か言ったんですけ

ベーターで会ったときに何と言われたかな︒私が降りる︑石原慎

あのときに︑石原慎太郎さんがまだおいでになりまして︑エレ

論文を書いてくれましたので︑それらを編集しまして︑いかに潜
水艦側に落ち度がないかということをつくりまして︑これを大量
にばらまいたんですよ︒そうしたら︑お叱りを受けましてね︒
どこからですか︒

どね︒﹁おれは︑ヨットに乗っているからよく分かるんだよ⁝⁝﹂

伊藤

宝珠山

とか言ったのを覚えていますけど︒カバーするつもりでおっしゃ

作者不明にしてあるものなんですよ︒しかし︑誰かがカ

バーしてくれて︑私のクビになるのは止まりましたけれども︒

ってくださったのかも知れません︑私に向かっておっしゃったの

で︒しかし︑当時はそう思っても︑なかなかマスコミなどに対し

それぐらいの大問題になったんですか︒

宝珠山

て自衛隊をカバーする人は︑まず．いなかったですね︒せいぜい黙

伊藤

れをまとめて配ったのは︑おまえだろう﹂と言うんですけど︑

っててくれるのがありがたかったです︒野党のところにも参りま

そのようです︒電話もいろいろかかって来まして︑﹁あ

﹁いや︑私は知りません﹂と答えたんですよ︒それは分からない

したが︑のっけから私に対して怒り始めるんですよね︒私に対して

輸送船であればまた別なんですけど︑遊漁船なんですね︒前々

ようにして配りましたんですよ︒だから︑醜られた人たちも言わ
件がこれだけになりましたのは︑事件後の消火能力の差なんです︒

から潜水艦を見に行こうということでやっている入たちもいる時

怒ったってしょうがない話なんですけど︑冷静に聞いてくれない︒

これの遊漁船側のほうに左がついたんですね︒このネットワーク

なわけです︒だから︑相手欄にもかなりミスがあるわけですよね︒

なかったんだろうと思います︒といいますのが︑﹁なだしお﹂事

を通じて︑非難を全部自衛隊側に持ってきたんです︒それに対抗

f33

F一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

2004年12月6
第10回

にはかなり気の毒な状況になったと思います︒

それは︑裁判の問題ですけれども︒だから︑﹁なだしお﹂の艦長

防衛庁設置法の中に施設庁の業務が入っていますが︑防衛庁の中

のは︑米軍の問題は施設庁専管事項ですから入りません︒これは︑

でご理解いただいていいんじゃないかと思います︒私は︑前のよ

なきゃいけないということで︑ちょっと名前を変えたということ

ますので︑それを遣いで︑新しい情勢に対応するために検討はし

委員会﹂︑これは洋上防空体制︑陸上防衛態勢などの決着がつき

でよろしいかと思います︒それから︑八九年一月の﹁防衛力検討

うのは防衛政策︑対米関係ということで包括しているから係わる

宝珠山

佐道さっきの︑いちばん最初の︒

るわけですけれども︵笑︶︑

する権限がないんです︒実態的にはいろいろ︑防衛課長なりがや

職員でも防衛施設庁に行く︑勤務しない限り米軍問題にはタッチ

﹁11．﹂番のFSX問題の再燃は︑先ほど申し上げたようなこと には米軍︵関係の業務︶は入ってないんです︒ですから防衛庁の

うに直接︑起案をするとかいう立場にございません︒しかし︑こ

部分だと思いますが︑ここでは施設ということになりますと︑防

はい︒しかし施設という問題は︑さっきの防衛課長とい

こは大した成果なしに終わったんじゃないでしょうかね︒

伊藤

そうですね︒

じゃ︑ここにあるような問題じゃないんですね︒

衛施設の中の防衛庁自衛隊施設ということになるんですね︒

宝珠山

佐道

蘭のものを引き継いでいると︒

て検討するというのは惑たり前の話ですから︑それは当然︑防衛

宝珠山

伊藤

課などではやっている話ではありますが︑皆さんが関心をもって

とは別ですよ︒したがって防衛施設庁の中も︑施設の中でも自衛

残っている部分をですね︒常々︑防衛力のあり方につい

ということを考えると︑庁内的な︑陸・海・空・幕僚監部を含み︑

隊施設担当と︑米軍施設担当は分かれているわけです︒

もちろんあります︒ここで︑この参事官の施設担豪とい

自衛隊施設というのは︑ありとあらゆるものを含むわけで

うのは︑正確にいえば自衛隊施設担当なんですね︒

宝珠山

そうですが︒施設庁と関わりはあるんですね︒

そうですね︒だからといって︑無関心であるということ

防衛周を含み︑統幕を含むところで蒔々一といってはいけませ

伊藤

場はあってもいいわけですね︒

一般的に︑そういう場が必要だと思いますね︒

んが︑定期的にディスカッションするという場は⁝⁝︒
伊藤
宝珠山

伊藤

だけど︑先ほどのようにある数字的な目標をもって︑意気

伊藤

すか︒

そうです︑そうです︒それはもう宿舎から⁝⁝︒

まあ︑それは米軍用施設というなら︑米軍が使っている

じゃ︑カバーしている範囲はものすごく広いですね︒

はい︑演習場︒

飛行場から︑軍港も︒

伊藤

当然︑それは共用ですから入ります︒

共用のものもあるわけですか︒

かどうかの話ですね︒自衛隊のほうが︑はるかに多いです︒

宝珠山

伊藤

宝珠山

伊藤

宝珠山

込んでやるのとはちょっと違うと思いますね︒

だからこの段階は︑それはちょっと薄れていると思われ

それは︑しょうがないですね︒

宝珠山
ます︒

傑藤

圃施設担当の防衛庁参事官
宝珠山

宝珠山

それから︑参事官になりましてからの仕事は︑﹁施設担
惑を命ずる﹂ということになります︒ここでの大きい問題という
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佐道

共用のものは︑米軍との関係が出てくるわけですよね︒

くるわけでしょう︒だから︑大蔵省の立場もいいんですよ︒防衛庁

もハッピーなんです︑古くなったのをね売却益で新品にできる︒

そうですね︒ですから︑そんなに整然と分けられるとい

宝珠出
宝珠山

だって︑これは看護婦宿舎とかを使っているわけですよ︒

六本木のほうは︑相当使い勝手が悪くなっていたわけですか︒

佐道

大きな問題はございました？

うものでもないんですけどね︒

伊藤

ご存じかどうかわかりませんが︑入って右側は全部︑米軍の看護

このときの問題で大きいのは︑六本木から市ヶ谷への移

宝珠山

伊藤

婦宿舎ですよ︒

宝珠山

転問題が一つありました︒
それは︑大きいですよ︒

そうです︒だから︑小さいこんな部屋がずっとあるわけ

それを︑そのまま転用していたわけですか︒

佐道
最大の問題じゃないですか︒

です︒それはそうですよ︑看護婦さんだったらそのほうがいいで

傍藤

しょうからね︒

それから︑官公庁が地方に出て行きましたが︑あれもこ

ですから︑今は残っていませんけれども︑防衛施設庁の

情報化の流れからは︑相当取り残されていますね︒

宝珠山

佐道

宝珠山

そうそう︒

郊外移転というか︒

こでやりました︒

佐道
宝珠山

うなところがむき出しだったんですが︑それ以前はやっぱりここ

六本木の庁舎も途中まで建てて打ち切ったです︒切ったままのよ

宝珠山

にいるよりしようがないと思っていたわけですね︒だからあれは︑

それはでも︑防衛庁で何かあったんですか︒

いま大宮に行っていますでしょう︒東京防衛施設局は大宮に行き

長期計画で少しずつ建て増していくような予算しか取れない実態

伊藤

ました︒それから正確に覚えていませんが︑幾つも小さいのが出

を示していたわけですよ︒そういう中で悪知恵を出した人たちが︑

それはそうですよ︒だって︑東京の六本木にあったのが︑

て行っています︒

﹁いま︑六本木が高いうちに売れ﹂と︒

バブルの頃ですよね︑まだ︒

六本木からの移転というのは︑どういうことでああいうふ

佐道

それは︑大蔵省の主導ですか︒

伊藤

伊藤

うになったわけですか︒

宝珠山

宝珠山

有り体にいうなら︑六本木の盛り場の高い土地を売って

立派な庁舎をつくろうじゃないかと︑防衛予算を使わないで︒わ

侵藤

宝珠山

はい︑夏目︵晴雄︶さんも入っているかもしれません︒

知恵をつけたという︒

いや︑大蔵じゃないです︒西廣さんですよ︵笑︶︒

かります？

わかります︑わかります︒あそこを売れば⁝⁝︒

まあ︑そんな悪知恵を出すのは︑この二人ぐらいですねえ︵笑︶︒

伊藤

宝珠山

それから︑大蔵省から来た人を焚きつければいいわけですよ︒

あのとき︑二兆円ぐらいで売れるという説があったんで

すが︑売ったときはもっと低くなっています︵笑︶︒売るのは︑

宝珠山

で︑いま申しあげたように高く売れれば︑向こうもハッ

いっぱい来ていますものね︒

佐道
どうぞ︑どうぞ︒

防衛庁が売れるわけじゃないですよ︒こんな話︑いいんですか︒
伊藤・佐道

ピーなわけですよ︒

当時の大蔵省の立場で見ますと︑あそこをたとえば︑一兆

宝珠山

佐道

反対する理由はないですよね︑大蔵省からしたら︒

円で売って︑四︑五千億かけて新しいのをつくっちゃってお釣りが
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防衛庁の本館が建っているじゃないですか︑市ヶ谷︒

今の幹部学校のあった土地は？

ハッピーなわけですよ︒

僧藤

そうです︒じゃ︑どこに行くかと︒代わりの土地を探す

かといったら︑代わりの土地を探す必要はないんですよ︒市ヶ谷
宝珠山

宝珠山
に行けばいいというわけですね︒

伊藤

そうじやなくて︑いま幹部学校の建っているところは？

伊藤

低くなっているところですよね︒

市ヶ谷は︑十分なんですか︒

宝珠山︵当時のままでは︶十分じゃないです︑埋まっていたから︒

宝珠山

あれは︑池ですか︒

いま幹部学校のところは︑溜め池︵水槽︶でした︒

だから︑﹁市ヶ谷は︑そんなに余庸がありますか﹂と問われれば︑

俳藤

宝珠山

﹁いや︑市ヶ谷にある部隊を外に出します﹂というわけですね︑
玉突きでやりますと︒実際やったわけです︒あちこち出せばいい︒

い水槽がありますでしょう︒あれは︑いまも使っているんですよ︒

はい︑埋めたんですよ︒あれは海軍の工廠用でしょう︑長

それはどこへ行きますか︒大宮へ行きます︑朝霞へ︑中巨黒へ行

伊藤

そうらしいですね︒

きます︒そこは︑ちゃんと空いているわけです．︐

槽があったんです︒エビスビールの水源か何かもありました︒

しかし︑その向こうのほうは広大でしたけど︑大きな水

宝珠山

伊藤

宝珠山

かなり地価の安いところを買う必要もないくらいなんですが︑そ

宝珠山

分散して出していく︒

こに建物だけ建てれば︑入れ物だけ建てればいいわけです︒新た

たんです︒このコイの処分に︑だいぶかかりました︵笑︶︒コイ

佐道

に︵土地の︶手当てする必要がない︒ゼロじゃなかったかと思い

だから︑食えるだろうということでしょう︒ところがどうも︑こ

そうそう︒そうすると︑売り儲けですね︒地方というか︑

ます︒若干の道路補修とかいうことで︑若干のコストはかかった

れは言っていいのかどうか知らないけど︑水銀系の何かがあるら

そういうきれいな水で︑すごいコイなどがいっぱいだっ

じゃ︑いい水じゃないですか︒

かもしれませんが︒

伊藤

しいですよ︒水源自体じゃなくて︑おそらくもともと何か⁝⁝︒

宝珠山

宝珠山

建物を造ったりは？

ないところに市ヶ谷にある古くなったものを移す︒︵その跡に六

川に放流するのもだめなんですね︒悪い人ならやったんでしょう

伊藤

本木から移す︒︶大喜びなわけですよ︒第二次大戦の残骸の申で

けど︑役所としてはやれませんでしょう︒

それはそうですよね︒﹁こういう水銀を持ったコイがいる．

関係なんだろうと思うんです︒だから︑そのコイを欝黒

あそこの研究所の関係ですね︒

教育をしているところが近代的ビルの申に︑いま欝黒に行ってい

佐道

原則はそういうことで︑土地の手当てなどをする必要の

ますでしょう︒ご存じですか︒

それで防衛庁なんてことになりますと︑それは大変だから︒

そういうことです︒そんなことは全然ないわけですが︒

また︑よからぬことを防衛庁がやっているんじゃないかと︒

宝珠山

佐道

宝珠山

そうだ︒どこのだ﹂という話になったら困りますよね︵笑︶︒

そう︑幹部学校が市ヶ谷にあったのを︑全部あそこに持

僻藤幹部学校︒
宝珠山

って行ったわけですよ︒

立派な建物になりましたね︒

したがって︑コイの処分にずいぶん苦労しました︒確かコンクリ

伊藤

宝珠山

ート詰めか何かにしたんじゃないですかねえ︒本来ですと︑コイ

そうなんです︒バラックみたいなところでやっていたん
ですからね︒歩くとギシギシするようなところ．．だから︑彼らも
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ですから冒黒川に放流すれば済んだ話なんですが︑そういう浄化
伊藤

防衛庁は︑食い逃げたんだな︵笑︶︒

バブル崩壊のせいでしょう︒

それは︑大蔵の見通しが甘かったわけですね︒

宝珠山

佐道

八方みな喜ぶという話ですね︒

をやりまして︑あと埋め立てました︒
佐道

佐道

だいたい︑他人の見積もりをいつも削ってばかりいて︑ち

宝珠山

ょっと欲に臼がくらむとろくなことがないという︵笑︶︒

コイは喜ばなかったけど︵笑︶︒そういう形で︑市ヶ谷

にいた人たちも喜ぶ話ですね︒だから構想はハッピーだったんで

宝珠山

大蔵省の見積もりがどうかは知りませんが︑おそらく何

すよ︑あのまま続いていれば︒

俣藤

見積もってないですよ︒

掛けかでやったと思いますけれども︑さつき言った二兆円なんて

宝珠山

宝珠山

バブルが続いていて︒

ら︑さらに十条にありました補給処なども古くなって困っていたわ

しても︑私どもが持っていた計画は四千億ぐらいですから︑まだ

佐道

けですよ︒この十条のは︑霞ヶ浦に移したんです︒ここにすごい近

宝珠山

替わりますから︵笑︶︒

宝珠山

佐道

それはしかし︑仮に三分の一まで落として七千億にしま

題があってちょっと予定より長くなりましたけれども︑市ヶ谷に

決めた人がいなくなって︑後来た人が驚くという︒

バブルが続いてというか︑六本木が高く売れれば︒それか

代的な補給施設をコンピューター付きで︑自動化したものを︒

半分ぐらいは入る話ですから︒

それは︑向こうのほうが専門家だから︒

俳藤﹁何﹂と言えば︑すぐ出てくるというやつですか︒

ありました補給部隊を三自衛隊一緒に移したんです︒したがって

佐道

それが︑いちばん大きな問題ですか︒

よっぽど失敗しない限りは︑大丈夫なはずなんですよね︒

その人たちもハッピ⁝です︒調達︑補給業務を全部やるところで

僻心

そうそう︒そこにそれを移した後に︑これは文化財の問

すよ︑補給本部とかそういうところですから︒そういう人たちも︑

宝珠山

あとは︑さっき申し上げた全官庁が移っていくについて︑

と思ったはずですよ︑当時の担当者はね︒しかし︑人は

非常にハッピーなわけです︒

その中の一環として﹁おまえのところ︑やれよ﹂ということにな

ハッピーですね︒いやいや︑地価が高いというのも悪いこ

伊藤

ような調整があったということはございますね︒

すると︑十条に行く予定だったのが大宮に行かされちゃうという

る話ですね︒防衛庁がもともとある計画なんですけれども︒そう

やがて地衝が暴落するわけですよ︵笑︶︒防衛庁は関係

結局︑計画通りにはいかなかったわけですね︒

とではないですね︒

佐道

宝珠山

に年月がかかって︑安くなるばかり⁝⁝︶ごく最近︑売れたぐら

んです︒ここ︵六本木︶を開けなきゃ売れないでしょう︒︵それ

かし︑だんだん下がってきて︑途中で今度は大蔵省が慌て始めた

かし︑自ら出て処理をしなければならないというような負担のあ

ますので︑一週間に一回は会合をやる中で聞いてはいました︒し

が出ております﹂というようなことは︑当然︑定例会議がござい

池子問題というのは︑﹁状況はこう進んでいます︒こういう問題

それから︑ホストネーションサポートとか︑NLP問題とか︑

いですかね︒だから︑今までかけた経費を差し引くと︑予算がな

るものではありませんでした︒

ないんですよ︒高いうちに全部使っておけばよかったんです︒し

くなってくるわけですよ︒．それで︑だんだんシャビーになってい

佐道

先生は防衛庁参事官としての施設担当でいらっしゃったわ
くんです︒
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のは︑基本事項は先生のほうでお決めになって︑それを施設庁が

けですが︑施設庁の防衛庁自衛隊施設担当の部署との関係という

ろ︑私のメモでいくとナ億ずつぐらい出したりして協力しますね︒

んの関係なんです︒湾岸危機が起こりまして︑貢献問題がいろい

宝珠山

湾岸危機が起こりますね︒この辺りから︑今度は海部さ

執行するというか︑実行するということであるわけですか︒

あの中でずいぶん︑党内でもそうなんでしょうが︒

はい︒防衛施設庁というのを自衛隊との関係でいきます

宝珠山
伊藤

はい︒湾岸危機がいつでしたっけ︒

海部さんですね︒

と︑防衛施設整備実行官庁なんですね︒

宝珠山
佐道

政策官庁ではないということなんですね︒

宝珠山

伊藤

宝珠山

のを︑﹁当面の貢献策﹂というのを発表していますね︒それから︑

八月二日に起こりまして︑二十九日に中東貢献策という

九〇年の八月からです︒

けではありませんけれども︑防衛課などで部隊配備計画などとい

三十6に湾岸での平和回復活動に十億ドル協力決定︒その二週間

後に︑さらに十二ドル︒二十億ドルやってというような中で︑私

はい︒だから︑防衛施設担当参事富がすべてまとめるわ

分の宿舎をつくろうとか︑隊舎をつくろうとか︑いま言ったよう

うのは全部決めちゃう話なんです．．これを︑どこの駐屯地に何人

は推測するんですが︑要するに政府の腰が定まらない中でどうし

ょうかという状況があるんだろうと推測されます︒

な庁舎移転計箇でもいいわけですが︑そういうポリシーはこちら
先生のほうで決めるわけですね︒

で決めて︒

佐道

舎にしましても︑こういう設計のものを要求して︑﹁いや︑それ

は︑こういう金がかかります﹂とかいうような作業︑それから隊

施する権限を持っていますので︑見積もりを取るとか︑﹁それに

も国民の理解を得られる現場の体験を積むことができるというこ

に出すことによって︑欝本の地位も正当に評価されるし︑自衛隊

れども︑私はかねてから︑﹁自衛隊を国際平和協力活動に積極的

うなことについて記者が取材に来たんじゃないかと思うんですけ

その中でおそらく私のところに︑﹁どうあるべきか﹂というよ

よりもこのほうがいいじゃないですか﹂というような意見の行き

とで︑そういう方向に進むべきだしということを申し上げており

実施するほうが︑防衛施設庁ということになります︒実

来というのはございます︒だから︑ポリシーと︑要求元と︑実行

ましたので︑そのことを聞きつけた人がいるんだと思うんです︒

宝珠出

という関係で理解していただいていいかと思います︒

全保障室の会議室の一室を与えられまして勤務するようになりま

官を命じられて︑場所的には今の内閣府ですか︑総理府の中の安

で︑今までに例のない形で︑防衛庁参事富のまま兼務で内閣審議

施設庁長官とは︑かなりの連絡はとるわけですか︒

それはそうです︒

実行というのは︑意見も言うわけですからね︒

伊藤
宝珠山

佐道

した︒そこにしょっちゅういるというわけではありませんけれど
直接は︑施設担当参事官はありません︒施設部長以下で

宝珠山

も︑霞が関に行った縛にそこに立ち寄って︑というようなことで

をやったかというので︑﹁報告MEMO﹂と書いてございます︒

ます︒これが︑そのときのものなんです︒その中でどういうこと

お手許に︑こんなの︵報告MEMO︶を差しあげていると思い

あります︒そういうことで︑これにはもろに絡むことになります︒

すね︒施設調査官などで分かると思いますけれども︒

さて︑湾岸︒

圏湾岸危機への対応
伊藤

138

したしということをメモにしたものなんです︒この中︵フロッピ

か︑次官とかに︑﹁内閣審議官としてどういうことをやって来ま

宝珠痴

伊藤

もう終わっちゃうんですよ︒それを言われては困る﹂と︒

かいうようなことで︑総理に﹁公明党がだめだと言った途端に︑

﹁報告MEMO﹂というのは︑防衛庁の官房長とか︑防衛周長と ら︑非公式に︑今までの伝はあるわけですから打診してみたりと

ー︶に入っているんですが︑説明の都合上その一部をコピーして
これは︑何回目のかというのはわかりません︒わかりませんが︑

よ︒どこか楽な道がないかを探る人たちが多いんです︒そういう

認識するなら説得すべきですね︒しかし︑それはやらないんです

本来ですと︑自ち決断して︑公明党がもし問題であると

法律が通りませんからね︒

みたということです︒

五月十日の十六時から十六時四十分までの問に︑海部さんにこん

宮がやる仕事ですよ︒しかし︑それをやる人がいないんだと思う

説得せよ﹂ということなんです︒本来︑官邸周辺に勤めている高

のを止めるのが︑私が行かされた役割だと思います︒﹁なんとか

はい︑そうです︒報告に使ったペーパーも︑この︵フロ

ははあ︑こういう報告がずっとあるわけですね︒

なことをお話をしましたということなんです︒
伊藤

宝珠山

んです︒

伊藤

ッピー︶中に入っています︒それで︑ヴァンデンバーグ決議とか
何とかいうことを質問されまして︑﹁私自身では答えられないの

ないだろうし︒

まあ︑そうでしょうね︒だって具体的な知識のある人もい

は︑﹃後にします﹄とか言って答えておきました﹂といって︑ヴ

宝珠山

けれども︑﹁私をやったらいいだろう﹂ということを︑おそらく

そもそもやるつもりがないかもしれませんね︒遡りまず

ァンデンバーグ決議関係については所管の部門に権威ある回答を
求めるということであります︒

るのか否かということ︑武器の使用とかいう問題について説明を

伊藤

宝珠山

伊藤

新聞記者が入れ知恵して指名してきたと思うんですが︒

いたしました︑ということになります︒それから︑別組織論など

宝珠山

そのあと下のほうに行ってみますと︑﹁平和維持軍﹂に参加す

があるわけですが︑﹁自衛隊とは別個﹂というのはどうかという

使おうと思っただけかもしれませんし︒新聞記者は︑﹁あいつを使

通ったということは︑ある程度やるつもりなんでしょう︒

こと︒輸送だけではだめかとか︑﹁監視団﹂ということを言われ

って総理を説得して︑貢献をする方向に動かそう﹂と考えた人だと

その人がそうであったかどうかわからないですよ︒うまく

宝珠山さんを呼んだということは︑ある程度やるつもり？

え？

ているわけですが︑どんな規模なのかというのについて︑これも

思うんです︒けれども︑そうすることを了解の上で私を兼任にする

決まっているわけではありませんけれども︑﹁だいたいこんなも
のじゃないでしょうか﹂というようなことを説明したり︑ニペー

というようなことをやったかどうか︑分かりません︒

報道で出ていたのだと思いますが︑﹁総理が消極的などとロ走る

それから︑五月のところにいきますと︑総理が揺れているのが

とじゃだめですよ﹂というようなことを申しあげたりしております︒

けれども︑﹁防衛駐在官という方式がありまずけれども︑そんなこ

それから︑﹁兼務﹂でいいのか何とかいうようなこともありまず

ジ目では公明党が変化してくれないとどうにもならないというの
が当時からあるんですが︑そんな問題について︑私が申し上げら

公明党にも接触するということはありますけど︑審議官

じゃ︑公明党とも接触してということですか︒

れる限りで説明しているということがあります︒
伊藤

宝珠山

が公明党に行ってどうこうというわけにもいかないわけですか
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者がいる﹂という報道があるということですが︑﹁しっかりして

になりますと︑これは戦闘に行くのではないんですから︑平和協

法案を準備するわけです︒その時であるかどうかよく覚えてませ

力ですから︑自衛隊は行けるんじゃないかということになって︑

それから︑﹁自衛隊員を休職してしというようなことを言って

んけど︑法案の実際の案をつくったのがこれなんですよ︑︵フロ

くださいよ﹂というような意味であります︒

いますから︑﹁そんなことを言われたって︑行かされる隊員の身

佐道

ッピーが︶残ってたんですけど︒

えるか︑家族にどうか︒生命保険から︑健康保険から全部関わっ

O協力法の土台︒

になってください︒それが︑行かされる隊貝にどういう影響を与
てくる話なんです︑これは︒そんなことを無視して︑上の都合で

宝珠山

そうかもしれません︒それはちょっと︑こちゃまぜにな

これは︑海部内閣の後に成立する法律ですね︑いまのPK

勝手なことをやられても困ります﹂というようなことを申し上げ

伊藤

いやいや︑掃海艇は⁝⁝︒

掃海艇は︑これで？

っているかもしれません︒

これは一例を申し上げたんですが︑基本的には必ずしも積極的

宝珠山

たりしておりました︒

でない総理に︑前向けに考えていただくための情報を送り続ける

掃海艇は︑現行の法律のままでやったんです︒﹁ポス

ということなんですね︒掃海艇をやるというのは︑いつ決定した

ト・ウォーになりましたから︑協力すると読めばいいじゃないか﹂

宝珠山

その前です︒

佐道

じゃ︑かなり長い期間だ︒

これは︑いつまででしたかね︒兼任が解けるまでですから︒

これは︑かなり長期にわたってでございますか︒

役を果たしたと思っております︒

伊藤
宝珠山

伊藤

のかなあ︒決定するか︑しないかで︑先ほど言ったように武器の
伊藤

三月十五βに発令されて︑十月十八日ですから七ヵ月間

法案の提出が十月十六日というのは？

宝珠山

宝珠山
侵藤

九〇年です︒ですから︑参事官として安全保障室に行かれ

使用がどうだとか何とか︑いろいろやるわけですね︒

佐道

するお手伝いをする役になつちゃうわけです︒﹁こう考えて︑決

ですか︒その前に⁝⁝︒

て︑それでこの法案作成のほうに関係されながら︑海部さんの秘

断したらいいでしょう﹂という︑それを押しつけるわけにいきま
そうですねえ︒

せんから︑なかなか難しいですが︒

そうです︒そのことを野党がやる中で︑総理自身が決断

この間中のあれと︑同じことですね︒

書官のような役をされていたということになるわけですね︒

宝珠山

佐道

また別な口から︑いろいろな意見も入ってくるわけでしょ

そうですね︑という表現がいいかどうかわかりませんけ

ど︑実態的にはそれに等しい︒本来ですと正規の人たちがおやり

伊藤

うからね︒

になることなんでしょうが︑緊急にということだと思います︒
佐道

宝珠山

十月︑十一月の段階ですね︑国連平和協力法が廃案になる︒

宝珠山﹁15．﹂がいま終わったところですね︒

といっても︑それほどないと思うんですけど︒結局︑難しい決断

というのは︑軍事常識をそもそも持ってないというB本のいまの

だろうと思いますね︒しかし︑他のところが入ってくる
佐道﹁14．﹂︑﹁15．﹂ですけど︒

宝珠山

政治家の体質から来るんだと思いますねえ︒

そういうことをやる中で︑湾岸戦争が非常に短期間で終
わりまして︑ポスト・ウォーになるわけですね︒ポスト・ウォー
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海部さんは︑青年海外協力隊ぐらいしか︒あれを一所懸命

俳藤
宝珠山

うのは想定はしてないわけですね︒

掃海艇をあんなところに持って行くなんて︑考えてない

やっておられましたね︒

わけですよ︒しかし︑そこを通らなきゃペルシャ湾に入れないん

そのときも︑﹁海外青年協力隊方式で出来ないか﹂とい

しかし︑よく行っていますね︒

宝珠山
伊藤

ですよ︒

おっしゃったでしょう？

うようなことを言っていました︒

伊藤

宝珠山

そういう状況の中で︑米軍からそういう情報を取っても

宝珠山

らいまして︑チャートにしたものを渡しちゃったので残ってない

ずいぶん言いました︒言いましたけど︑﹁それで簡単に

できることなら︑おやりになったらいいじゃないですか﹂と︒で

んですけれども︑︵後β確認

ている︶三枚ぐらいのチャートにしまして︑﹁こういう状況です︒

掃海艇派遣関係のファイルに入っ

きないから︵自衛隊︶であって︒
そうですね︒

行かせるためには︑もう決断の期限がぎりぎりです﹂ということ

佐道

宝珠山

を申しあげて︑決断したのを︑メモはありませんけれども覚えて

﹁掃海艇は︑艇があったら出来るという話じゃありません

よ︒極めて正確な運航ができなきゃ︑自らが爆破されちゃうんで

おります︒それで行ったんですね︒

決断の時期から出発するまでの問︑非常に短いんです︒調べて

すから︒あれは︑海上自衛隊でも単独ではできません︒米軍が持
っている情報をもらい︑それが読める能力があって︑出来るかど

みていただくとわかりまずけれども︑これは準備しているからで

準備はしていたわけですか︒

うかです﹂ということや︑それから︑インド洋を渡って行くのは

俳藤

きたんですよ︒

そうですねえ︒

大変なことなんだとか︑あの小っちゃい木造艇でね︒
佐道

宝珠山

ょうがないじゃないですか︒いくら言っても決心しないんだから︑

︵詳細は︶わかりませんけど︑私のほうは海幕と協力しな

宝珠山

がら︑﹁とにかく準備だけはして下さい︒無駄になったって︑し

しかも︑あの時がインドの東側のほうが⁝⁝毎年︑あの

食めちゃくちゃに荒れるんです︒名前︑忘れましたけどね︒
台風みたいなやつ︑何と言ったっけ︵モンスーン︶︒

とにかく準備だけしといて下さい﹂ということをやってあります

伊藤

宝珠山

から︑短期間で命令からスタートがスムーズにいくんですね︒そ

何か名前がついていまして︑これは世界的に有名なんで

す︒だから︑海洋に詳しいというか︑海洋気象に詳しい人は︑と

そうですよね︒

部手を打ってあるわけです︒寄港しながら行くんですから︒

れまでの問にインド洋であるとか︑寄港地であるというのは︑全

伊藤

佐道

あれね︑大きな軍艦じゃないから︑バーツと真っ直ぐに行

ってもそんな時にそこには行かない︒

ですけどね︒

轡藤

カリブ海の何とかいう︑あれが田本に来るやつは台風なん

宝珠山

その時期が近づいて来るんです︒決心の時期との関係で︒

それは︑海上自衛隊もあの辺りについて︑それほど詳しくないん

そういうのは機雷の餌になつちゃう話ですからね︵笑︶︒

宝珠山

くわけにいかんでしょう︒

木造だから危ないから金張りにしろとか︑︵笑︶おっしゃ
ったらしく︒

佐道

ですよ︒一般的には知っていますよ︒しかし︑いつの時期に︑ど
海上自衛隊にしてみても︑ああいうところで行動するとい

のぐらいの波でとかいうものについては︑ないわけですよ︒

佐道
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技術は優れている︒米国もそれを認めていたんでしょう︒だから︑

まあ︑そういう常識のない︑軍事常識を持ち合わせてな

宝珠山

期待してもいたし︑また期待通りに仕事をして来たわけです︒

先ほどの報告メモとか︑九一年の五月という日にちになっ

になって最終的には成立するのが現在のいわゆる﹁PKO協力法﹂

連平和協力法﹂は結局廃案になってしまって︑その後に宮沢内閣

ていますけれども︑確認ですが︑最初の九〇年の段階で出た﹁国

佐道

國﹃国連平和協力法案﹄廃案の経緯

いで軍隊を指揮するというのは︑ほとんど不可能に近い話なんで
すね︒適切には指揮ができない話︒しかし︑そうは言っておられ
ませんから︑最高指揮窟にお手伝いをするということになろうと
思うんですが︒それでも︑掃海艇についてはぎりぎりのところで

そうです︒

なんとか面目を保ったということですね︒

ご決意いただいて︑一応の評価を受ける実績はあげて帰られて︒
伊藤
宝珠山

最後のぎりぎりに掃海艇が出たおかげで︑なんとかという︒

ですね︒﹁平和維持活動協力法﹂の土台といいますか︑その草案

佐道

宝珠山

というのに先生が直接︑これでおやりになっていたということに

それはありますね︒掃海艇というのはあんまり有力な職

けど︑そうなんですよね︒

はい︑廃案になる時ですね︒なぜ廃案になったかという

種じゃありませんから︵各国軍隊とも至聖と書ったらいけません

宝珠山

なるわけですね︒

しかし︑日本の自衛隊では必ずしも活歴ではないでしょう︒

と︑これはお祝がありましたよね︒

儲藤

宝珠山

佐道大喪の礼︒

それは︑大賀︵良平︶さんなどが掃海隊出身なんですけ

れども︑大賀さんが掃海隊幽身というのは︑﹁朝鮮戦争で協力し

宝珠山

佐道

海部さん︒

海部さんの時に︑大喪の礼でしたかね︒
あ︑即位の礼です︒

宝珠山

佐道

⁝ですかね︒

大喪の礼か何かをスムーズにやるというのが︑竹下さん

たから掃海に詳しいであろう﹂というぐらいの感じなわけですね︒
大賀さんは︑たまたまということですか︒

幕僚長になるような人は︑掃海艇出身じゃないですよ︒
伊藤

そもそも優秀であったんですよ︒

それはそうだと思いますよ︵笑︶︒

宝珠山
伊藤

宝珠山

即位の礼︒即位の礼を︑︵与野党︶対立したような状況

宝珠山

でやるというのは適当でないということで︑全部廃案にしたんだ

戦後のどさくさの中で︑掃海しか仕事がなかったんです

よ︒そこで︑掃海の実戦経験を持っていたんです︒

宝珠山

宝珠山

伊藤

と思いますよ︒

だから︑戦後は掃海艇の大先輩であるでしょう︑実戦経験ですか

案にして︑即位の礼をお祝い申しあげたはずです︒

そうですよね︒

ら︒それから︑日本周辺にいっぱいあったものを戦後︑欝本が掃

佐道

佐道

海をやりましたから︑技術的には結果的に優れているということ

宝珠山

廃案にすれば︑仕切り直しですか︒

はい︑そうですね︒

仕切り直しをして︒

︑

そうですよ︒だから︑ほとんどの対立法案は会期末に廃

そういう理由ですか︒

なんです︒しかし︑掃海職種が海上自衛隊や海軍の中で高い地位

伊藤

そのあと︑海上自衛隊に入ったということなんですね︒

にあるかというと︑それはないんですね︒しかし︑︵海上自衛隊の︶
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しい副練を長年やって来て︑神宮かどこかわかりませんが︑試合が

まあ︑そう解しただけの話です︒だって︑野党は反対し

宝珠山

別組織といった場合に︑名前だけ変えるという案もあった

でしょう︒

伊藤

できるんですよ︒素人が行ってやれる仕事じゃありませんよ﹂と︒

その理由をどう理解するかは︑別ですよ︒とにかくいろ

それはそうですね︒

ているわけですから︑廃案にすれば波静かになるじゃないですか︒
伊藤

宝珠山
宝珠山

だから︑そんなイージーなことをトップが言って︑つい

いろ説明をする必要ないです︑廃案にしたんですから︒しかし︑

たない︒自衛隊の身分を捨てて来るなら面当みるよ︒使ってやる

て来る人がいますかと︑申しあげたんですよ︒﹃おまえは役に立

廃案にした法案というのは︑もう一度提出できるんですね︒

その裏はそうだと思います︒

撲藤

よ隔と言っているわけでしょう︒こんなひどいことはないですよ︑

組織に対して︑自衛隊に対して許されないことですよ︒国の捲導

はい︑そうです︒同じものでも結構です︒

者が言うことではありません︒だから︑やめなさい︑と申しあげ

宝珠山

佐道

続けているんです︒

最初の廃案になった法律のほうも︑まさにここでも出てい

る話ですけれども︑自衛隊の身分をめぐってとか︑とくに外務省

侵藤

そうです︒今でも出てきていますよ︒もうしかし︑今は

﹃読売新聞﹄も反対しましたし︑﹃産経薪聞﹄も反対しましたし︑

宝珠山

この議論は︑繰り返し繰り返し出てきていますね︒

と防衛庁がかなり厳しい対立をしたと伝えられているわけですけ
そうです︒だから︑﹁そういうのをやっても機能しませ

れども︑その段階からずっと関与されていたわけですか︒

宝珠山
んよ﹂と︒

宝珠山

伊藤

ね︒

十数年かかりました︒

そうですね︒

ずいぶん私と同じような考え方をするようにはなってきています

言い分を聞いて︑法制局などと相談しているかどうかわかりませ

佐道

外務省は︑何でそうい う こ と を ？

んけれども︑﹁憲法に違反しないかしとか何とかいうようなこと

宝珠山

伊藤

を言うからそういうことになって︑﹁自衛隊を出さなきゃいいじ

かねえ︒

これ︑外務省が言っているわけではないんです︒野党の

ゃないか﹂ということで︑別組織論がそもそもあるわけですよ︒

伊藤

この頃︑新聞記者なんかに対してよく言うんですよ︒﹁あ

忠誠を誓った人の記事を︑あなたはちゃんと採用するでしょう︒

っているような記者を︑まともに使えますか︒あなたの社なりに

なたのところの記者で︑あっちに行こうかこつちに行こうかと言

宝珠山

だんだん状況が変わってきていますよ︒

﹃毎臼新聞﹄も︑そんなことは言ってないんじゃないです

ここが原点なわけです︒

それから︑その別組織論について︑この︵フロッピーV中にも
入っていると思いますけれども︑﹁そんなのは成り立たない﹂と
このあと︑小沢︵一郎︶さんが？

いってきた︒

伊藤

そういう人たちの記事を読者が読んだときに︑感銘を受けるんで

しょう︒フリーというんですか︑﹃いいのは買うよ﹄というような

小沢さんですね︑幹事長が︒

宝珠山

のとは違いますね︒PKOでも︑イラクも同じですけど︑今いる

佐道

戦場で行動できるようなチームをつくれるものではない︒野球でも︑

ところよりも危険で︑楽しくないところに行くことだけは確かで

だから︑小沢さんにも言ったですよ︒﹁そんなに簡単に︑
ラグビーでも何でもいいですけど︑チームにするためにどんなに厳
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勝手に︑あなた方は勝手に言うけど︑併任になったときに自衛官と

しかし︑憲法との関係で併任とか何とか言ってくる︒併任って︑

んです︒国家官僚が解体されたんですね︑全部かどうかわかりま

ね︒．これが︑全部影響をしているんですよ︒善悪の問題じゃない

比較しますと︑賢本の政治の中枢が不透明になっているんですよ

すけれども︑今までも述べて来たことでもありますが︑旧時代と

その家族はどういう処遇を受けるか︑お分かりですか︒身分が変わ

せんけれども︒志が低下し過ぎている︒政治家は頼りになりませ

忌れども一が︑別組織だなんていうのは言っちゃだめです︒

るかもしれないということになると︑健康保険から全部︑別誰凡し

それから︑お読みいただいた朝日の︑イラクに残すか︵派遣延

んよ︑選挙のことで忙し過ぎますね︒しょうがないです︑いずれ

すよ︒いわんやポスト・ウォーに平憩協力に行くのに︑何でそんな

長か︶どうかというのは︑私情で判断すべきことじゃないですよ︒

なきゃいけないんですよ︒そんな問題も︑あなた方がカッコいいこ

にぐだぐた言うんですか︒それは︑きちっとあなたが決心すれば︑

伊藤

にしても国家がないほどに弱いです︒

みんな収まる話です﹂ということは︑何度も申し上げた︒憲法問題

宝珠山

とをする責妊を逃れるために︑現場に全部責任をおいかぶせる話で

も︑確かさちっと入っています︑この︵フロッピー︶中に︒そんな

になると︑そうでないというのがこれまでの体験なんです︒何回

その部分が︑たまたまあの人が抜けているかということ

そうですね︒

ことをやって来ております︑ということであります︒

も申しあげて恐縮ですけれども︒言い方がいいかどうかわかりま

せんが︑町︑村会議員が国会議員になっているんじゃないか︑だ

これ︑だいぶ時間が来ましたが︒
伊藤

から︑国会議員が県会議員と同じ視点になってきちゃっているん

ちょうどこの次にお伺いすれば︒

宝珠山﹁15．﹂までどうですか︒半分来ていますよ︒

じゃないか︑そういう人が多い︒さっき賜ったものは︑県会議員

よりももっと落ちて﹁私﹂になっているんですね︒これじゃ︑国

佐道﹁15．しのところで︒

ちょうどいいじゃないですか︒あとのほうは⁝⁝︒

際社会で相手にされません︒その部分がずっと今も残っているも

伊藤

宝珠山

のでして︑締めくくりにその部分を述べさせていただければと思

今までに触れたところがありますが︑僕は簡単にいくん

じゃないかと思っていますがね︒

佐道

っています︒

思いますので︒いちばん最後の﹁現在の防衛庁や自衛隊等につい

宝珠山

直接︑関わっていらっしゃらないところもずいぶんあると

て︑あるいは防衛政策のあり方について⁝⁝﹂︒このあと先生︑

問ぐらいかかりそうな感じがいたしますね︒

伊藤

新聞にだいぶ登場なさいましたね︒私はちょっと読ませていただ

佐道

よろしくお願いいたします︒

︵終了︶

とりあえずは︑前野決めさせていただいた日程︵十二月十

しかし︑あと一回で終わるかどうか︑それだけでも一時

お願いしたいと思います︒

きましたが︑やはりああいうお考えをきちんと述べていただけれ

伊藤

日十五時三十分︶で︑よろしいですか︒

それは︑ありがとうございます︒最後のところで私が考

ばありがたいなと思っております︒

宝珠山

えていますのは︑政と富の関係ということでもあるかと思うんで
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開催日

2004年12月10日（金）

開始時刻

筍：20

終了時刻

17

開催場所

政策研究大学院大学
政策研究プロジェクトセンター

：

50

【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）

伊藤

隆（政策研究大学院大学教授）

佐道明広（中京大学助教授）

記録・有限会社ペンハウス

神門恵子

第ll回2004年12月10日

圏経理局長時代

宝珠山

これは九二年八月に国際平和協力法が成立しております

ので︑正確には記憶しておりませんが︑決定されてないと予算には

計上できませんので︑年末にどうしていたか︑おぼえていません︒

佐道

も︑湾岸が一応一段落すると︒今度︑国連PKOということでB

いうことを言っていた部分がかなりあったと思うんですけれど

うのは︑八○年代からカンボジアの問題を念頭においてPKOと

しておられたということですけれども︑たとえば外務省なんてい

前回のお話で︑湾岸戦争の最中といいますか︑三月に海部

伊藤

さんの秘書官のような形で︑成立したPKO協力法の立案に関与

この前のお話で︑九一年︵平成三年︶に経理局長になられ

ますね︒だいたい経理局長というのは︑もともとは大蔵の人がな
そうですね︒防衛局長に大蔵省の人が来るようになって︑

っているポストですね︒

宝珠山
交替みたいな感じで防衛庁キャリアが就くようになっています︒
じゃ︑防衛庁経由で最初というわけでもないんですか︒

本が派遣するとしたら︑多分カンボジアであろうと．．ということ

伊藤

宝珠寅

を念頭において︑PKO協力法ができたと思うんですけれども︑

私の前任が村田︵直昭︶ですね︒村田の前任が大蔵省の

畠山︵蕃︶で︑畠山の前が日吉︵章︶ですか︒私は二人目ぐらい

相当意識しておつくりになっていたということがあるんですか︒

先生の九一年のときの議論は︑カンボジアに出掛けて行くことを
池田︵久克︶さんも︑経理局長です︒

かな︒

佐道

ええ︑これも﹁17．し問目の国際平和協力法の成立云々

宝珠山

池田さんがやりましたね︒その前の渡辺伊助さんが初め

宝珠山

のところに関わりまずけれども︑このときには﹁特定の§的を持

たないで﹂というのが表向きの理由ではありまずけれども︑言わ

てですね︒

伊藤

れるようにだんだんとカンボジアを念頭において説明をするよう

経理局長というのは︑なんとなく大蔵のポストかなと思っ

ていたんですが︑そういうわけでもないんですか︒

になってきました︒本当の狙いは︑そうだったんだろうと思いま

ええ︒だから︑池田さんの頃からか防衛局長に来る人たち

宝珠山

す︒じゃ︑一般的に国際平和協力法みたいなものを出せるかとい

も︑国会︑とくに野党の議員などに対して説得力︑緊急性という

が出てきて︑交換みたいなものですね︒交換と言ったらいけません
そうでしょうね︒

面からいきますと︑カンボジアを持ち出すのが説明者として楽な

うと︑なかなかきっかけがない︒抽象論としてはありまずけれど

佐道

予算的には関係があるでしょうが︑翌年九月のカンボジア︑

が︑二つともというわけにもいかないということだと思います︒
伊藤

んですね︒で︑そういうふうに流れていきました︒

このときにどう関わったかというと︑経理局というのは直接関

さらに翌年のモザンビークに自衛隊が派遣されるということにな
りました︒経理局長としては︑これはどういう関わりになるんで

係はございませんが︑前回の法案に関わって来たのは皆さん知っ

ておりますので︑いろいろと協力というか︑話しあいはしていた

しょうか︒

宝珠山

ということになります︒したがって︑職務上よりも個人的な経験

予算措置だけですから︑大したことはありません︒ほと
んど部下がやってくれることですし︑防衛庁全体の中に占める規

元に戻りまして︑経理局長時代の重要案件というものは︑経理

との関わりでということになると思います︒

初めから予算項目があるわけではないのですね︒

模としては︑微々たるものでもあります︒
伊藤

t47

りまとめで最後の折衝をうまくやるということですから︑それ自

局固有のものがそれほどあるわけではありませんで︑予算要求と
わけですね︒

その人たちの手柄にするという筋書きをつくらなければいけない

宝珠山

ですから︑これも繰り返し申しあげて恐縮ですけれども︑

体が重要案件という性格のものではありませんし︑かなりの部分
かない？

宝珠山

そういうことにしては収まらないわけですね︵笑︶︒そ

全部︑経理局長のところで済んじゃったというわけにはい

僻藤

非常に困ったという事態はなかったわけですか︒

は部下がやってくれることでありますし︒

俸藤

困るというか︑大蔵省が﹁予算を削れ﹂ということにつ

れは︑各局についても同じなわけです︒次官のところにはこの辺

宝珠山

いては困るんですけれども︵笑V︑しかしどこかで妥協しなけれ

りならいいだろう︑大臣はこれを残そうと︒で︑局長あたりで︑

﹁ここら辺りはセットしておかないと﹂ということで詰めて︑ず

ばならないという弱みを向こうも持っているわけですから︑そこ
ら辺りをうまく突いていくということになるかと思います︒

予算が厳しくなって前年度より切り込まなければいけないとか︑

たわけです︒陸・海・空・技術研究本部にしましても︒しかし︑

るわけですからみんな傷まないですね︒だから︑妥協が容易だっ

から︒かつてはたくさん大きいものを持っていって︑追加分を切

はもうなくなってきているんですね︑財政が逼迫してきています

宝珠鐵

から︒

伊藤

仕事です︒

宝珠山

伊藤

っと皆さんに手柄をたててもらうわけですね︒

人件費の部分を切らなければいけないということになると︑既存

伊藤

この頃になりますと︑かつての大蔵省の主計局の強さというの

のものを切り込まなければならないというようなことになるわけ

ることになりますか︒

気配りの役割︵笑︶︒

ですね︒こうなりますと︑とにかくこの枠しかありませんから︑

宝珠山

大蔵省の立場にたって切るだけでもおさまりませんから︑霞が関

プロなわけです︒そこら辺りを困防衛庁の立場ですと切れません︒

はございませんので︑実情をよく知っているのはやはり防衛庁の

の主査を置いているぐらいで︑そこから知恵が湧いて来るわけで

それは︑大蔵省の主計局︑主計窟といいましても︑三人ぐらい

伊藤

された時期がありますね︒

景としては︑ソ連が解体して︑世界が少し平秘になることを期待

正といっても減額修正ですから要る作業が関わります︒これは背

す︒防衛局は︑主として装備を潮っていくと︒削るというか︑修

それを経費面で幾らかかるかというので︑関係は当然あるわけで

の担当ですから︑そこが作業をやるわけですけれども︑経理局は

直というか︑中期防国力整備計画自体は防衛局の計画官

﹁18．﹂番の申期防の修正問題ですね︒これは︑直に関係す

まあ︑恨まれるほうが多いでしょうね︒

あんまりおもしろい仕事ではないですね︑翻造的ではない

そういう仕組みというか︑それをずっと詰めていくのが

どうかしてくださいということになるわけです︒

と六本木の問あたりの位置にいながら︑ということになるわけで

でるんですよね︵笑︶︒

またいま言ってるじゃないですか︒あのとき︑これで済ん
すね︵笑︶︒これが経理局長というか私どもの役目で︑双方の言

宝珠山

厳しさが増すだけの事情を考えて︑それが圧力になってこの修正

そういうのを踏まえて︑もうひとつは財政当局としては

い分を聞きながら収め所を年末にかけてつくっていくという仕事
最後に︑次官あるいは大臣折衝というところまで行く？

になります︒

傑藤
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になるわけですが︑これもかなり大規模な修正ということになり

は︑建設工事などでもあるかもしれませんけれども︑これは延長

宝珠山

宝珠山増やす修正はありませんけれども︑減額修正はあります︒

黙認

ての未達成ということにはならないですね︒途中で明らかに執行

すので︑瞬間的に未達成はありまずけれども︑計画トータルとし

がききますので︒天災地変は当然ですけれども繰り延べが効きま

そういうのはございません︒発注してできないというの

ます︒

これは前にお話ししましたように︑中業方式ですと三年ごとに見

できないということになりますと︑他のほうにもつていく︒幾ら

途中で修正するということは︑今までもあったんでしょうか︒

直すわけですから︑その部分が当然に入るんです︒中業方式です

も材料はあるわけですから︑その折衝はいたします︒

わかりました︒ちょっとその問題は先に飛ばして︑官房長︒

團書房長の職務

と︑三年たって見直しますから二年残っている︑それにまた三年
要するに︑後に延ばしていくということですね︒

足すわけですから︑誤魔化しが効きますね︒

伊藤

そうそう︒だぶっていますから︑この部分と追加部分と

宝珠山

俣藤

宝珠山

ス・ミニスターと訳すんですよ︒だから︑次官︑官庁長︑三番目

で⁝⁝︒

宝珠山

ぐらいに位置する︑トータルのマネージメントのほうをですね︒

官房長というのは︑どういう位置ですか︒

というのが必ずしもわからない︒それは︑逆にいえば増額もわか

伊藤・ローリングしていくわけですね︒

らないシステムなんです︒ところが︑加藤︵紘一︶さんの時代に

政策面では防衛局長が統括しているわけですが︑マネージメント

官房長というのは︑外国に行くときに英語に訳すとバイ

閣議決定にして︑政府計画にして五年固定にしちゃった．そうす

の面では全体ということになるかと思います︒

それはプロが見ればわかりまずけれども︑外目には減額

ると︑三年もやってきますと財政事情などで未達成が出そうだな︑

伊藤

す︒今はこれに指揮・通信の系統が入っているかもしれませんが︑

官房は人事系統と︑総務系統︑それから︑広報がありま

官房の中は︑どういうふうになっているんですか︒

不格好なぐらい出そうだなということになりますと︑こういうい

宝珠山

未達成になる理由は何なんですか︑．

ろいろ理由をつくって修正をやる．．
伊藤

伊藤

正確ではありません︒

代は︑こういうことをやろう﹂というのはございましたか︒

未達成の理由は︑年々の鉋ですよ．．

佐道

宝珠山

宝珠山

宝珠山年々の予算で削っていくわけですから︑鉋屑がどんどん

官房長におなりになるときに︑自分としては﹁官房長の時

外︵次年度以降︶に出ていっちゃう話です︒それから︑この前申

近くたって︑OBがたくさん再就職しているわけですが︑この人

削られるということですか︒

し上げたと思いますけれども︑固定方式で政府計画にするメリッ

たちを整理しなければいけないという問題がありました︒伊藤

そうですね︒ローテーションさせないと︑もうそんなに

定年で退官される方を︑次々に回していくというか︒

宝珠山

偉藤

︵圭こさんなどにも︑そういうご迷惑をおかけしたと思います︒

やろうということよりも︑このときもう防衛庁が三十年

トがないというのは︑そこなんです︒それが︑現実になっている
いや︑たとえば発注したけれどもできなかったとか︑そう

わけです︒

伊藤

いうことはないですか．．
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市場が無限にあるわけではございませんから︒

宝珠出
佐道

そういうことです︒もう権限はありませんからね︒

審議官から上ぐらいと︑ジェネラルですね︒

そうすると︑基本的に周長から上とか︑部隊だったら⁝⁝︒

佐道
宝珠山

OBで辞めて企業の顧問になっておられる方を︑玉突き的

にお願いをするということになるわけですか︒

俘藤各幕の？

はい︒そういう役所を離れてからの人事のマネージメン

宝珠山

︵笑︶︒だから︑一応切るということで︑あとは特殊事情をどう考

﹁おれは七十五までやる﹂とか言われたって︑泊りますからね

はい︒直接じゃありませんよ︒だいたい基準をつくって︒

宝珠山

制服組のほうは︑独自のルートがあるわけですか︒

トを含めて︑官房長がやらなきやならない仕事ですね︒
佐道

本来︑制服組を含めて官房長が防衛庁の場合はやるべき

えるかとか︒

宝珠山
でしょうけれども︑とても手に負えないですね︒各省庁よりも多

伊藤

これはなかなか厄介な問題ですね︒

すぎまして︑ということになろうかと思います︒

厄介ですけれども︑組織の活性化のためにはやらざるを
得ないです︒

宝珠山

まあ︑そうでしょうね︒

実際には︑各幕の人事？

宝珠山

伊藤

中の人事の問題ということで⁝⁝︒

伊藤
たいなものは相談して内規をつくります︒

佐道

実行行為はそうですが︑官房長のところで全体の基準み

伊藤

宝珠山

各自衛隊の問での人事異動はないわけですから︑航空から

海上へということはないでしょう？

佐道

はい︑現役の︒先ほど︑統幕議長のお話の︑完全なローテ

現役のですか︒

それはありません︒

宝珠山

ーションではないというお話で︑そうしますと原則的には︑お辞

ですから︑これと︑これと︑これと︑その中での人事異動

伊藤

めになる議長が次の方を一応指名されるというか︒

いや︑それはまずないです︒だいたい人数が陸二︑海一︑

空一ぐらいの感じで回るんじゃないでしょうか︒

宝珠山

ということですね︒

まあ︑だいたい議長だけですね︒

統幕議長ですね︒

宝珠山
伊藤

伊藤数ですか︒

はい︒議長が行くポストに交替しますと︑変わっていく

陸が圧倒的に多いわけですね︒

数もありますからね︒しかし⁝⁝︒

宝珠山

伊藤

宝珠山

あれも︑ローテーションじゃないんですか︒

ということ︒

伊藤

それは︑どうしても多いですね︒隊員の数としても︑防

宝珠鐵
ローテーション的な面はありますけど︑完全にそ

宝珠山

大を卒業して陸に志願する人も多いということで︑多いと優秀な

まあ︑

うではありません︒

人が入っている確率が高いということになるかと思いますが︒し
そうすると︑官房長としてみなきやならないのは︑かなり

伊藤

かし期によって︑やっぱり議長たり得るのかというのはあります

のでね︒それは︑幕僚長をやっているときの勤務ぶり一もちろ

上のほうですよね︒

それはそうです︒また︑そんなに下のほうは⁝⁝︒

ん︑それ以前が蓄積されてはおりまずけれども︑幕僚長を経験な

宝珠山

伊藤

しに議長になるということもありませんので︒

上から辞めたほうと︑辞めたほうはなかなか厄介だという
ことですね︒
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佐道

そうでしょうね︒そうすると︑統幕議長の次はどう決まる

佐道

そうしますと︑先生の時にはあったかなかったかは別とし

て︑当然︑今度はわれわれの番だと思っていたのに別のところに

いちばん上の人は︑上がってきた名

われわれというのは？

んですか︒誰が最終的に？
宝珠山

行ったという話が出てきても︑おかしくない？

誰がh⁝−︒名目的には長官ですけれどもねえ︒

簿に判子をつくだけだと思うんですけれども︒
宝珠山

佐道たとえば︑陸二・海一・空一ということでいうと⁝⁝︒

いや︑それはそうですが︑実際に協議するのは官房長︑次

僻藤

宝珠由

それはありますね︒しかし︑それは不満が出ないように

官ぐらいですか︒

というか︑仕組みを入れながら納得してはもらえると思いますが︒

次官あたりは当然ですね︒人事局長︑官房長とか︑防衛

宝珠山

うことになるかと思います︒

まあ︑そこら辺りがなかなか︑その時々の人の構成によってとい

その辺ですね︒

局長等々が︒

伊藤

一般的な法則はないということですね︒

伊藤

ちょっと難しいですね︵笑︶︒

團菲自民党政権の感懇

宝珠山

が︑この辺りだということで︒

もちろん幕僚監部の意見もそれとなく全部︑人事部の者

佐道

宝珠山

が聴取するというか︑常々情報を集めておりますので︑この辺り
だいたい世評というのもあるわけでしょう︒

だなというのは⁝⁝︒

僻藤

ちょうどその頃に宮沢内閣の不信任で︑解散総選挙があっ

傑藤

まあ︑だいたい決まってきますよね︒失態を出せば︑そ

宝珠山

そうですね︒

これは五五年倉岳の崩壊ということで︑かなり﹁え︑どう

なるのか﹂というお感じだったんでしょうか︒それとも︑大した

伊藤

宝珠山

て細川︵護煕︶内閣ができちゃう︒葬自民ですよね︒

先生が官房長になられた頃の統幕議長というのは︑どうだ

こでバツが付きますから︒

佐道

ったんですか︒たとえば︑昔でしたら﹁権限がないところに行か
された﹂といって︑それほど快く思わなかった方々もいらっしゃ

宝珠山

ことないと？

宝珠山

ども︑もうひとつ大きい仕事というのは大臣の補佐なんです︒こ

ったと思うんですけれども︑この時点ではどうでしょうか︒

僚会議を強化していくわけですね︒情報本部とかそういう形で幽

のときに︑おっしゃった宮沢内閣の時は中山利生長官なわけです

先ほどは︑官房長の仕事を一般的に申し上げましたけれ

番をだんだんつくっていく︑安全保障会議にも出て行って説明を

よ︒細川内閣になりまして︑中西︵啓介︶︑愛知︵和男︶︑神田

防衛諸計画の体系をつくりましてから︑ぐんぐん統合幕

しなければならないということになっていきますので︑幕僚監部

伊藤

︵厚︶と三代かわるわけです︒

に関わるということで︑少しはよくなっていたんじゃないかと思

宝珠山

のように人事を動かすとか︑そういうこととは別に安全保障政策
います︒少なくとも情報本部を立ち上げようとか︑そういうのが

うちに︑もう替わっちゃうわけですよね︵笑︶︒とてもあの大きい

そんなに替わりましたか︒

下のほうで動いているわけですから︑自分がしっかりしなきゃ情

体系を︑今まで経験のある人なら別ですけれども︑一ヵ月や二ヵ

替わりました︒だから︑いろいろ説明を差し上げている
報本部だって︑統幕に来ないですからね︒
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そうでしょうね︒

月では何のことかわかりませんよ︒
伊藤

はい︒それが︵短期間で︶替わっていくわけですから︒

それを自分で全部やるわけではありませんけれども︑い

それは︑官房長の役割なんですか︒

宝珠山
伊藤

宝珠山
ろいろな人たちを手配しながらやらざるを得ない︒
いわゆる︑ご進講というやつですね︒

伊藤

高輪のマンションにありました︒そこに二人で行きまし

高輪にあったんですか︒

宝珠山

た．．しかし︑細川さんには会えませんで︑ちょっと忘れましたけ

れども腹心の代議士に会って︑とにかく防衛政策をよろしくとい
うことですね︒

それから︑同じく海江田︵万里︶さんがどうも防衛に関係して

党内をとりまとめるんじゃないかということで︑海江田さんの事

務所にも行きました︒代わったからということで︑あまり冷たく

便藤

ご進講自体ではありません︒その仕組みをやっていかな

宝珠山

されないようにという手を打ちました︒効果があったかどうかわ
かりません．︐

ければいけません︒

ご自分もやらなきやならないでしょう？

伊藤

そうです︒与党になったからといって⁝⁝︒

伊藤

宝珠山

宝珠山

別に政策が変わったわけじゃないですからね︒

社会党が与党になったわけですね︒

ゅう付いていますから適宜やれるんですが︒防衛政策から︑施設

伊藤

それはもちろんありますけど︑それはしかし︑しょっち

問題から︑憲法問題とか全部ですね︒中西さんなどは︑憲法問題

宝珠山

そうなんですよ︒だから︑取り巻きの人たちを引きつけ

で足を取られるわけです︒

ておかないと︑ひどいことになりかねないわけですから︒そうい
僅藤

細川内閣は社会党も与党に入っている内閣なわけで︑防衛

宝珠山

宝珠山

佐道

細川さんがなったとき︑これはもう活用するだけだと︒今までの

折衝のときに大蔵省との間でやりとりをする最終段階になります

う事とともに自民党を敵に園してしまっても困るわけですよ︒

反対ばっかり言っているのでは成り立たないことは理解できてる

と︑第一次内示などがあり︑党に説明するというのがあるわけで

庁内の動揺は？

話ですから︑それをいかに︵利用︶するかというのがこの作戦に

すが︑かつての自民党は野党を愛いといて最初に長官︑次官以下

伊藤

そういう形でバランスをとったつもりです︒

非常に厄介なことになりましたね︒

党に行って︑私は自民党に行くという形でやりました︒

いわけですよ︒で︑怒るわけですね︒私ども防衛庁は︑次官が与

だから︑手分けをしながらやりました︒たとえば︑予算

それは︑大変ですね．．

なるわけです︒このとき︑たまたまというのか畠山︵蕃︶さんが

説明に来ているわけですが︑このときになりますと行く人が少な

村山︵富市︶内閣ほどはないと思いますけれども︑僕は

次官をやっているわけですが︑彼は熊本勤務の経験がございまし

懇意であるというと︑細川さんが怒るかもしれませんし

ご懇意なわけですか︒

て︑細川さんと県知事時代に⁝⁝︒
伊藤

宝珠山

宝珠山

佐道

︵笑︶︑あるいは亡くなった畠山さんのほうが怒るかもしれません

が︑とにかく顔見知りであることは確かなわけです︒それで他の

たという感じですか︒

自民党は政権を失って︑ご覧になっていて意気消沈してい
官庁が動く前に行こうじゃないかといって︑高輪の零本新党の事

宝珠山

今まで来ていた人が全然来ないから︒ところが︑防衛庁
務所に行きましたよ︒
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はそういう配慮をして行っていますので︑感謝されたんじゃない
かと思います︒﹁よく来てくれた﹂という感じですね︒おそらく他

のところは︑課長クラスが行ってやっていたんじゃないでしょう

ですか︒

宝珠山

國防衛問題懇談餐

が訪米をして︑政府がつくった発言要旨ではなくて一名前を言

か︒官房長であれば︑長官が来るはずないですしね︒それは︑今
まで自ら与党にいたときと同じスタッフが全部来るわけはないこ

っていいのかどうかわかりませんが︑○○○○さんが書いたと言

これは︑九三年の九月二十五βから二十八日︑細用総理

とはわかっているはずですから︑私どもは課長を何人か連れて行

撃藤

と言われるですね︒

と言われるペーパーで応答するんですよ︒この内容はよ

○○さんだつたら︑当然そうなるでしょうね︒

シフトする感じのものであったように思います︒

く覚えていませんけれども︑臼米安保を若干軽視して︑アジアに

宝珠山

伊藤

われる⁝⁝︹．

くということでバランスをとったのについては︑おそらく評価し
ていたと思いますが︒

それから新聞記者は︑﹁なんであんた︑野党の自民党に説明に来

だって前だって︑野党にも一応説明はしていたじゃないで

るんだ﹂といって︑マイクを突きつけて来た方もいました︵笑︶︒

俳藤
すか︒

いや︑予算要求のあの忙しい時にはやってませんよ︒や

宝珠山

宝珠山

ったって効果がないんですから︑反対ばっかりする︑あの社会党

時の新聞報道などを後動けていきますと︑○○さんというのが出

○○さんが書いたかどうかは正確じゃないんですが︑当

に何を説明したって︑しょうがないですよ︒

伊藤

てきていたように思います︒細川さんは︑朝日の記者でしょう︒

宝珠山

今度は︑逆にいえば社会党は与党の中の一部分になったか

宝珠山

川さんのかつての記者時代の人たちの入れ知恵ではないかという

伊藤

てこない人が悪いんですからね︒だから︑与党に対する説明とい

のが︑私どもの読みです︒その事実関係は別にしまして︑米国の

そのルートがあるんだろうと思うんです︒

うので一括して終わりですから︵笑︶︑それでいいんですよね︒社

ほうもちょっと違和感を持つわけですね︒これをどう修正するか

ら︑社会党への説明がなくなるんじゃないですか︵笑︶︒

会党の先生方も︑地元問題とか何とかで行きますと︑防衛も何も

あるでしょうね︒

ないんですよね︒抽象的に雲を食っている人たちの何人かが︑あ

というのが︑このときの課題なわけです︒それで︑樋ロ︵廣太郎︶

それは与党にしておけば︑与党に説明しておきや︑入っ

あいう化石的なことを言っているだけでして︑本音で話せば分か

さんが引き受けてくださったということになろうかと思います︑

いずれにしても○○さんであるかどうかは別にして︑細

る人たちが多いんです︒

伊藤誰が行って︑引き受けたんですか︒
そうですね︒僕らもインタビューをやって本音の話を聞く

伊藤

宝珠山

さあ︑私は行っておりません．︑．

と︑全然違いますから︒

廣︵整輝︶氏は健在ですから相談しておりまして︑それから通産

防衛庁でしょう︒僕らが相談したのは︑まだこの時は西

これは政府の側ですか︑それとも防衛庁ですか．．

伊藤

そうです︒そこはそこで︑これは個別対応をやっている

宝珠山

宝珠山
その次の防衛問題懇談会は︑防衛庁のほうが仕掛けたあれ

わけですけれども︒

伊藤
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りますので︒

省の福川︵伸次︶さんが入ったり︑外務省の人が入ったりしてお
宝珠山

ますね︒

まあそうでしょうね︒あの人はプロンプターとか何とか

たのでは収まりが悪いからということで︑おそらく樋口さんと西

るんですよ︒だからといって︑次富グループは役人をトップにし

宝珠由

防衛庁がやる？

官邸とか総理府がやることになるわけですか︒でも︑実質的には

佐遜

もともと持っていたのだと思いますが︒

いって︑いろいろやりましたでしょう︒だから︑そういう性向は

廣氏はどこかで接点があるんだと思います︒このとき︑西廣氏は

宝珠山

外務省は︑大河原︵良雄︶さんです︒

平秘・安全保障研究所の会長か侮かやっているので︑樋口さんか

わけですから︑そこでやることになりますが︑実質は防衛庁がや

佐道

らの基金もいただいているはずです︒そういうご関係もあって︑

らないとできません︒

大河原さんでしょう︒そうした次官グループが入ってい

おそらく財界のほうとの話もあるだろうと思いますが︑お引き受

佐道

そのときは︑官房長というか先生のところが提案されると

それは︑安全保障会議の事務局︑内閣安全保障室がある

総理の私的諮問機関として出来たということは︑お世話は

けいただいたのだろうと思います︒

宝珠山

たちが官邸なりの会合に出るときには︑車を用意しなければいけ

宝珠山

いうことですか︒

意見として取り入れるわけにいかないでしょうから︑防衛庁じゃ

ませんですね︒これ︑総理府なんか世帯が小さいですから︑工面

それを︑首相の私的諮問機関としたわけですね︒

なくて細川さんの諮問機関としてつくって︑そこから上げること

しようがありませんよ︒その他の人たちも︑格差はあるでしょう

伊藤

によって細川さんの考え方を少し変えてもらうというか︑リーズ

けどいろいろお世話がどうしても必要なわけですからね︒それら

このときも︑いろいろ面倒をみているはずです︒この人

ナブルな︑日米関係を害さない︑指米安全保障を基本とする外交

はどこか力のある所が︑工面せざるを得ません︒

そうです︒防衛庁につくったのでは︑細川さんの自分の

関係に支障をきたさないような現実的なものに修正していただく

佐道

メンバーの選定は︑防衛庁側の強い意向があるわけですか︒

というのが︑この懇談会の⁝⁝︒

宝珠山

総理の了解を得られそうな人のリストを用意する一︒

宝珠山

ずですよ︒それで︑了解をとるはずです︒だから︑推薦者のリスト

宝珠山

が発言しちゃったら︑これは後でどうこうという話じゃありませ

はつくったと思います︒最後どうしたかというと︑それは細規さ

それはわかりますが︑細川さん自体はどうだったんですか

んからねえ︒それは︑本意であったかどうかは別にして︑ここで

んがどれだけ知ってたかですね︒それは︑︵私は︶わかりません︒

伊藤

結論を出しているわけではありませんから︑こういうメンバ⁝で

佐道

僻藤結果的に︒

懇談会をつくって︑﹁新しい防衛政策の検討をします﹂ということ

はペーパーの素案は渡邊先生がお書きになったということですけ

ね︒やっぱり修正しなくてはまずいと？

については︑これは別に反対される性格でもないと思いますが︒

ど︑細川さんのときにこれができて︑皮肉なことにといいますか︑

はい︒おそらく細川さんのところに拷って行っているは

政府がつくったものを訪米のときにペーパーとして読まな

その辺りはわかりません︒わかりませんが︑米国で総理

佐道

出したのは村山内閣だったということで︵笑︶︑村山さんは読ん

これは︑渡邊昭夫先生なんかも入っておられて︑実質的に

かったということ自体は︑若干︑細川さんの確信犯的な感じがし
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でもわからなかったんじゃないかと思いますけど︑出された︒
伊藤

全然ないですよね︒

それから︑接している軍人なども国連を︑機能していな

いこと︑頼りにならないことを︑もし尋ねれば︑みんな言う人た

宝珠山

ていて︑アメリカは多角的安全保障という考え方は︑日米安保を

ちで︑例外ないでしょう︒

後のいろいろな波紋というと︑多角的安全保障論という話が出
少し薄めるものではないかという警戒心を持ったという話がある
伊藤

宝珠山

宝珠山

ウエイトを下げるという︑そういうニュアンスですよ︑そもそも︒

つまり︑国連というのを持ち出すというのは︑β米安保の

んですけれども︑その点はどうなんでしょうか︒

公式の場はともかくとして︑非公式の場でいろいろ発雷すると︑国

伊藤

いや︑米国だけじゃなくてもそういうことじゃないですか︒

すかねえ︒そこら辺りは︑私はわかりません︒しかし︑常に臼本

た答申というか意見具申もできないという面もあるんじゃないで

うか︒しかし︑この人たちもソフトにはしながら︑全然それと離れ

細川さんが米国で発言したのも︑その種のトーンじゃないでしょ

保一本槍では国論はまとまらない︒防衛力整備についての支持さえ

言したことなんですが︑﹁B本で国連中心主義というのは︑日米安

れは個人的に外務省がおり︑米国がおり︑政治家もいる申で私が発

たと言えると思います︒しかし︑いまおっしゃる点については︑こ

ちょっとその前に︑防衛庁はそういうことで離れることはなかっ

米国のほうは︑そうとって反論をするわけです︒

の国連中心主義と日米との関係については︑じっと見ています︒

も失いかねないということで︑国連というのは日米安保と両立させ

あるんでしょうね︒以前からその点がありまして︑僕らは

連のことを話しますと反論が激しくなるんですよね︒だから︑こ

宝珠山

米国は︑そういうふうにとるんですよ︒

ちらもまた反論をするんですが︒だから︑それはあると思います︒

最後のところの先生ご自身の﹁防衛政策の考え方﹂という

トイメン︵対面︶にいたのはア⁝ミテージさんなんですけど︑

佐道

米安保見直しの共同宣言という話になっていくわけですけれど

﹁アーミテージさんが雷われるとおり︑国連を信頼できると思っ

ながら説明をするテクニックとしてありますよ︒そのことは理解し

も︑いま先生ご自身から︑国連という話をするとアメリカがいろ

ているわけではありません︒しかし︑これを信頼できないから鼎

ところにつながる話かもしれませんが︑これができた時点での防

いろ言ったという話がありましたけれども︑防衛庁自体はどうな

立安保だということでは︑コンセンサスというか︑防衛に対する

ていただかないと誤解を招きます﹂と言ったことがある︒

んでしょうか︒この報止養田の中に出ている多角的安全保障のよう

国民の支持を得られないというのが私どもの判断ですし︑過去の

衛庁の基本的な考え方として︑冷戦が終わって︑このすぐ後に日

な考え方は︑防衛庁自体もそれを指向していたというか︑外務省

歴史でもあります︒したがって︑国防の基本方針は頼りにならな

けです︒これを国連幸心主義と理解してください﹂ということを

的な田米関係絶対論というような考え方とは若干︑トーンの違い
宝珠山

申し上げております︒これは︑防衛庁の見解と言っていいかどう

いとは言わないで︑そうなるまでの問は日米安保でやっているわ

います︒すなわち︑国連が安全保障機能を果たすまでは日米安保

かわかりませんけれども︑おそらく同じだと思います︒

があるというか︒

に頼らざるを得ないと︒国連が⁝機能しているかどうかというのば︑

伊藤

防衛庁は︑国防の基本方針からはずれたことはないと思

外務省などと同様によく知っているわけですね︒少なくとも軍事

んですね︒︑

普通︑賢聖中心主義というのはそういう意味ではありませ
関係で見ている限り︑機能してないわけです︒
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宝珠由

そうなんですよ︒しかし︑麟本の国連中心主義というの

は︑国防の基本方針に沿うものだと︑私は︑そういうふうに言う
ことによって理解を求める努力をしてきております︒これは公式
その醤葉は︑十分わかりますけどね︒

の場ではありませんけれども︑準公式の場で言っております︒
伊藤

しかし︑米国はそれで納得するわけではありませんよ︒

しかし︑いたるところで国連中心盆義というのは出てき

まあ︑そうでしょうね︒

宝珠山
憐藤

宝珠山

そうしているうちに︑社会党内閣と言ってはいけないのか

圏村雨内閣の感想
伊藤

もしれませんが︑村山内閣ができる︒これは︑私も本当にびっく

り仰天しましたけれども︑村由さんが何も議論しないで自衛隊を

いや︑議論しないわけじゃありませんけれども︑村山さ

合憲云々と言い出すじゃないですか︒

宝珠山

んが﹁日米安保条約は一定の役翻を果たしているしというような

ことを書つたことがあるんですよ︒﹁総理︑一定の役割じゃあり

ますのでね︒

ません︒決定的な役割を果たしているんです﹂と︑反論したこと

そうですね︒まあ︑それは朝鮮戦争のときみたいに︑国連

伊藤

がありますよ︒皆さんが黙っているから︑僕は言つときましたけ

それは︑どういう場彌ですか︒

あれは︑何かのレクの時でしたね︒総理が座っていて︑

私がこの辺りにいたのかな︒こっちのほうに外務省の人がいたか

宝珠山

伊藤

どね︵笑︶︒反論はありませんでしたけど︒

軍と称して実際にはアメリカ軍が行動すれば︑要するに錦の御旗
いや︑なかなか国連問題は⁝⁝︑安保理の改革などと言

と力が一体化するわけですから︑これはいいわけでしてね︒

宝珠山

っていますけれども︑改革して常妊理事国なりが増えちゃったら︑
ますます機能しなくなりますでしょうね︒

なあ︒こっちのほうに秘書官がいたりして︑官房長官もいました

そうでしょうね︒

宝珠山

ね︑五十嵐︵広三︶さんか︒

侵藤・佐道

うか︑日本が入ることについて反対する理由はありませんけれど

伊藤

宝珠山

だから︑なかなか難しいですよ︒本当に改革になるかど

も︑あれで国連が機能するものになると考えているとすれば︑そ

の左派の人が内閣総理大臣になると︒

まあ︑それはそうですね︒

ませんので︑ああいう柔軟性を持てたんだと思いますけどねえ︒

だけど︑これはちょっと驚天動地の出来事でして︑社会党

れ甘いですよね︒

伊藤

日本とドイツだけが入るというのならいいんですけど︑他

ただ︑村山さんは個人的にそれほど理不尽な人じゃあり

佐道

伊藤

いや︑いくら柔軟とはいえ︑あそこまでアクロバットみた

ゃないですよね︒だから︑ああいう変換ができたんでしょうが︒

軍隊の体験もあるんでしょうけれども︑原理主義の社会党マンじ

いです︒やっぱり原理主義のほうでしょうからね．︑村山さんは︑

土井たか子先生だったら︵笑︶︑ちょっと難しいのかもわからな

あり得ないですからね︒教授会みたいになるんじゃないで

それ︵日独だけ︶はないでしょうからね︒

にもいろいろ入ってくるでしょう︒

宝珠山

佐道

すか︵笑︶︒

いや︑利益が大きければできますよ︑余程強い信念がな

いな転換というのはできるものじゃないですね︒

宝珠山
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もしれませんよ︒政治家は︑だいたい⁝⁝そういう方々が多いで

きゃ⁝⁝︒いっぱいいますよ︑政治家はQ⁝⁝⁝⁝さんもそうか
伊藤

は︑申し上げました︒

B米安保をきちつと踏まえておかないとなれません﹂ということ

置かれた場所によって︑ということですか︒

かどうかというと︑政界でこんな人がなってもカは全くと言って

宝珠山

ですよね︒

村山さんは︑しかしそれまで防衛には何の関わりもない人

すよ︒

伊藤

逆に︑先生がご覧になって信念がおありだった方々という

いいほどないんです︒だから大したことないんですよ︑私どもに

さんにしてもそうだったと思います︑若くてなられていまずけれ

いうのは︑初めて大臣になる方が多いわけです︒中蕾根︵康弘︶

は︑国家観を持っていたと思います︒防衛庁長官に来られる方と

宝珠山

伊藤

人がなっても怖くないですよ︒

ないです︒事務局︑教条圭義者は別ですよ︒ですから︑こういう

から︒村山さんにも仕えるぐらいの柔軟性を持ったスタッフがい

とっては︒実権のない飾り物ですから︒スタッフもいないんです

何も関わりない︒しかし︑総理になったら力を発揮する

のは︑どのぐらいいらっしゃるんですか︒

佐道
これは︑厳しい質問だ︵笑︶︒

ども︒そういう人たちが世界の軍事常識を身に付けるというのが︑

ことですね︒

僻書

防衛庁長官経験では舞常に重要な位置を占めているんだと思うん

宝珠山

たとえば︑○○○○さんなどは政務次官でおいでになって︑一

れは知恵ですよ︒嘘を言っちゃいけませんよ︒だから︑このとき

し︒だから︑賛成しそうな方向に話を持っていくというのは︑こ

相手が気に入るように仕組んでいけばいい話でしてね︒ど

年過ぎて出ていくときに言われたのは︑﹁β米関係がこれほど重

だって基地問題については︑いい機会だからやっていかなきゃ︒

少ないんじゃないですかねえ︒安保改定に連なった人々

です︒だから︑そこに来る前の信念というのは︑それほどないと

んなに優秀な入でも︑全てを理解するなんてことはできっこない︐

あ︑そうですが︒知恵をつけるのはこっちしかないという

思いますねえ︒

要だというのは︑ここに来て初めて知った﹂と言われましたのを

伊藤

今までは遠吠えしていて済んでいたことが︑今度は自分が

そうです︑それだけ⑦のことなんです︒

逆に︑いい機会ですね︒

記憶しております︒まったく同じ言葉ではありませんが︑そうい

宝珠出

伊藤

うことを言って︑﹁︵防衛庁に来て︶非常によかった﹂という人も
います︒

やらなきやならないわけですね︒

防衛問題について︑いちばん理解があると言われている人

便藤

佐道

宝珠山

そうですね︑文句だけ言っていたら済んでいたのが︒

ですよね︒

宝珠山

た向こうというか︑沖縄の問題でも考えなきゃならなくなります

たとえば﹁村山さんが雷っていますよ﹂というのは︑ま

役人の経験をお持ちで︑もう亡くなられました○○さんがおいで

よね︒実際には何も影響ないとしましても︒

そうです︒だから︑例として申しあげたんですけれども︒

になった時も︑○○省などにおられるとある程度の国際観という

そうです︒考えるスタッフもいなかったんですね︒教条

儒十年も考えずに済ませていたわけですね︑社会党という

佐道

宝珠山

のは︒

のもあるわけですけれども︑それでも派閥の広報誌i名前はち
ょっと忘れましたけれども一寄稿を頼まれて書いたのについて
も︑私は修正をしました︒﹁将来︑日本の総理を狙うとすれば︑
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ましてもドアの外で追い帰すわけですから︑私どもとは対話しな

というのは︑前に申しあげたかもしれませんけど︑私どもが行き

主義者の言うままに動いていればよかったわけです︒教条主義者

を含めて︑そこまで﹁国家﹂がなくなってきているんですね︒よ

まで行かなかったかもしれませんね︒今の自民党を含めて︑野党

すよね︒自民党にもう少しきちっとした人がいたとしたら︑そこ

宝珠山

だから︑それは﹁国家﹂じゃなくて﹁党利党略﹂なんで

いわけですね︒だから︑非常に偏った情報というか︑偏ったとい

く話に出る○○○○さんなど︑﹁われわれ﹂だったり︑﹁市民﹂だ

るいは国家の指導者たる素養というのか︑教養といいますか︑欠

ったりするわけでしょう︒そこのところは根本的に総理たる︑あ

うよりも古い時代の情報で党を運営しているということじゃない
でしょうか︒

伊藤﹁アメリカ帝国主義打倒﹂ですからね︵笑︶︒

けた人たちが続々と増えているんじゃないですか︒

そういうことで︑村山さんは国対委員長などをやってお

宝珠山

佐道

こういう与党体糊になりますと︑説明に行ったりするのは

その最初は○○OQでしょう︒

そうですね︒

りましたので︑ある程度柔軟性があるということで推したんだと

宝珠山
伊藤

思いますが︒しかし︑これは不幸なことではあります︒
でしょうね︒

社会党と自民党ということになるわけでございますか︒

伊藤

宝珠山

宝珠山

今度は︑追い出すわけにいかんでしょう︒

国家観も︑公入観もない入たちがっくっていますね︒お

そらく宮沢さんも絡んでないでしょうし︑官僚上がりの人たちと

ましたね︒

伊藤

そうですね︑このときには社会党も私どもの説明を聞き

いうのは絡んでないんじゃないですか︒○○○○氏だって違いま
すでしょう︒党人派というか︑党人派というより地方派ですよね︒

それはそうですよね︒

言うことは変わらないですけどね︒・社会党本部に行きま
した︒一緒に聞かないんですよ．．

宝珠山

佐道

地元優先主義だったら︑社会党も自民党も同じじゃないで

地元利益優先派と同じ範疇ですよ︒

傑藤
すか︒

伊藤

そうですが︒社会党がその中でいろいろ議論して変わった

宝珠山

わけではなくて︑村山さんが変わった？

﹁国家﹂がないんですよ︑そこには︒しかし︑総理に﹁国

家﹂がなきゃ︑これは困りますよ︒すべてとは曇口いませんけれど

る人たちが︑与党になってから変わらざるを得なかったんですね︒

村山さんが変わったというか︑村山さんを取り囲んでい

宝珠山
だから︑村山内閣のときにいろいろ変なことを⁝⁝︒

も︒

伊藤

伊藤

社会党としては︑侮も議論してないわけですから︒

宝珠山

宝珠由

そういう人たちが︑彼を選んだわけですよ︒教条主義者

ではないということはテスト済みだから︑﹁あいつを祭り上げて

何人かには相談したでしょうけどね︒変わらなければ︑総理では

まあ︑ぜんぜん議論してないかどうかわかりませんけど︑

おいて︑あと自分たちでうまくやろう﹂ということなんですよ︒

いられませんから︒

伊藤多分︑議論してないと思いますよ︒

これは︑私どもにもわかるわけです︒

伊藤

佐道

だけど結局︑社会党の左派にも多少かっこうつけさせなけ

ればいけないから︑B本の過去の戦争責任の問題とか︑何とかか

こんな連立政権はできないわけですから先延ばしにしたけれど

安保とか︑基本国策に関わることの合意を先にやったら︑
んとかいうようなことをやったわけですよ︑この内閣は︒
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宝珠出

抜けてもいいですけどね︒
入ればいいわけだから︒

も︑曖昧なままにしてつくっちゃったわけですよね︒
伊藤

そうですね︑それしか考えてない︒

だから︑先ほどいった利害関係だけで︑要するに総理の

宝珠山
佐道

宝珠山

囲防衛書落庁長官時代

ポストを取り返そうという作戦から出ているわけですよ︒小沢方
式じゃないんです︒小沢︵二郎︶さんは︑﹁政権を取るなら政権
合意を﹂ということで︑形式的であるかも知りませんけれどもつ
た︑破壊の種にもなるわけですけれども︒だから︑このときに村

いうことですけれども︑あそこは常に沖縄問題ですね︒基地問題

くっていますね︒彼は︑ずっとやっていますでしょう︒それがま
山さんが出ていくのも︑政権合意との関係で村山さんは楽しくな

も︑当然の話なんですが︒

それから︑防衛施設庁長官になってからの最重要課題と

い思いをしたから幽て行ったんでしょう︒しかし︑行った結果は

佐道

沖縄はまとめてお聞きすることにして︑沖縄以外の課題

小沢さんよりも︑もっと急襲りかもわかりません︒全面的に自民

施設庁ですか︒

なくはないですけれども︑演習場の取得という問題はあ

あんまりないわけだな︵笑と︑

宝珠山

撰藤

宝珠山

は？

そうでしょうねえ︒

ダメージは︑社会党に対するほうが大きかったですよね︒

党の政策を呑まされる形で行っているわけですね︒
佐道
宝珠山

しかし︑社会党というのは本音のところが表に出てきたと

るんです︒

伊藤

いうことだけのことであって︑中に一部︑建前を言う人がいるか

はい︑難しい︒難しいですけれども︑北海道などは過疎

が進んでおりますので︑地主は買ってもらいたいんです︒ただ周

宝珠山

これは︑ものすごく難しいでしょう︒

伊藤

まあ︑そうでしょうねえ︒

ら︑まあまあその辺を曖昧にして︒
宝珠山

大変な内閣ですね︑これは︒

辺とか︑それをやったら市長になれるかとか︑柱民側の判断がい

伊藤

宝珠山

ろいろあるというようなことがございまして︑なかなか進まない

まあ︑実質的に自民党内閣ですからね︒自衛隊を解体す

るわけでもありませんし︵笑︶︒

んですけれども︒

社会党としては︑たとえば説明に行かれるときに︑﹁予算

佐道

宝珠山

そうです︑表向きですよ︒しかし︑﹁基地を残してくだ

北海道というのは︑結構社会党が強いところですからね︒

伊藤

自衛隊の形を変えろとか︑そういうことを言われました？

を湖るぞ﹂みたいなことはないんですか︒

伊藤

さい﹂といって陳情に来るのも彼らですから︵笑︶．︑食っていけ

そういう記憶はありませんねえ︒政権に入って大喜びじ

宝珠山

町ごとなくなるかもしれませんからね︒

そうでしょうね︒

宝珠山

伊藤

ったら︑北海道はひどいですよ︒

から話は飛びますけど︑いま自衛隊が西のほうに移って行っちゃ

ないですから︒いや︑そういう時代になっているわけですよ︒だ
それで︑今までは聞いたこともないような説明を聞くわ

もう︑それどころではないと︒

ゃないですか︒

佐道

宝珠山

右から左でしょうけどね︒

けですからね︒

佐道
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ていくんでしょう︒ただ︑これはゲリラというかテロリストには

からやるようになってくるわけですけれども︒いずれ︑そうなっ

に入っていて︑こうやってやるわけですね︒米国軍では︑空の上

宝珠山

ちょっと︑なかなか役立たないという面がありますから︒

それでなくても︑北海道は地盤沈下していますからね︒

けです︒唯一でしょう︑北海道は︒

伊藤ぜんぜん役に立たないですね︒

佐道

佐道．防衛庁だけの論理からいうと︑広い土地が取得しやすいとい
宝珠山

市街戦にでもなれば別ですが︵笑︶︒

と言ったら︑﹁それはそうだ﹂と言わざるを得ないわけです︒

それだけに︑逆にいいますと演習場などは取りやすいわ

うところで︑北海道なんていうのはいいことはいいわけですね︒冬

僻藤

在日米軍基地があると︑基地自体のホストネーション・サ

﹁東京都内を︑戦車で走り詣るというわけにはいかない﹂

にいろいろなことが出来なくなるということはありまずけれども︒

伊藤

佐道

だけど︑今の施設は実際には︑北海道よりもこっちのほう

に必要なわけでしょう︒

ポートというのはもちろんありまずけれども︑周辺の基地所在自

しかし︑必要かもしれませんけど︑北海道ほど広い演習

宝珠山

治体にかなり手厚い手当てがありますね︒自衛隊の基地自体も︑

場なんてないですよ︒思いつきりできる演習場は︒

伊藤

そういうことがあるわけですか︒

広さの問題ですね︒本粥︑四国︑九州を見たって︑そんな

に平らなところとか︑平らでなくてもいいんですけれども︑広い

宝珠山

それはございます︒

土地を一括してというのは難しいと思いますね︒

額とかは︑かなり違うわけですか︒

佐道

その通りです︒真ん申に反対地主がいても困るんですよ︒

宝珠山

伊藤

同じですね︒騒音レベルが同じであれば︑同じです︒

成田空港の問題と同じですよ︒

宝珠山

宝珠山

伊藤

必要かどうかという議論もありまずけれども︑陸自の戦車

端っこでも困りまずけれども︒

佐道

それは同じですね︒

そういう基準があるわけですね︒

なんて︑富士の裾野と北海道以外でどこを走るんだ︑ということ

佐道

佐道

宝珠山

米軍基地があるのと同じ基準で？

はい︒だから︑騒音対策では騒音測定をやりますから︑

がありますよね︒

宝珠山

わけですね︒

騒音については同じです︒

ら﹂とか言いまずけれども︑しかし戦車というのは大変重要なも

宝珠山

そういうことですね︒﹁いざとなったとき︑使えないか

のなんですよ︒歩兵は銃のターゲットになつちゃいますよね︒こ

佐道

はい︒だから︑頻度が関係します︒．

演習をしたり？

砲弾ですね︒

たとえば陸自の基地があると︑そこは大して騒音は趨ない

の歩兵をガードするのが戦車なんですよ︒だから︑先進国では戦

宝珠山

基地があるということ自体でお金を出すということはない
わけですか︒

佐道

車にするか何にするかわかりませんけど︑歩兵をガードするシス
そのうち︑あれもリモコンで動くようになるんじゃないで

テムというのはっくらなきゃいけないんですよね︒

伊藤
すか︒

宝珠山

いや︑それは一般的にあります︑騒音とはまた別に︒し
宝珠山

かし︑それも同じことですね︒米軍であるか︑自衛隊であるかは

その通りです︒それはそれでいいんです︒だんだんそう
いうのが出てきておりまして︑これがミサイルなんですね︒穴蔵

160

伊藤

さて︑どうしましょうか︒沖縄に行く前に﹃防衛計画の大

綱﹄の見直し︑これが九〇⁝⁝︒

問いません︒

周辺に広大な演習場があるところがいいわけですけど︑今はそう

ならないんですよねえ︒ですから︑駐屯地があって︑本当はその

宝珠山

のシンクタンクがありまして︑そういうところが出しているもの

していますね︒EASが代表的なものですが︑米国にはたくさん

国は極東アジアの安全保障体糊について︑幾つかのレポートを出

で︑﹁日米安保共同宣言﹂というのが出るわけです︒その頃︑米

これは︑先ほどの修正をやった後の橋本︵龍太郎︶内閣

宝珠山

はいかないものだから分かれているというようなことでして︑い

で︑北東アジアというべきでしょうか︑政策を洗い直している︒

そうすると︑やっぱり内地というか︑北海道以外でも誘致

したいところは出てくるんじゃありません？

伊藤

まあるたとえば日出生台でも︑仙台の︵王城寺︶でもいいですけ

それに合わせて︑臼本の政策も変えさせられたということで理解

時々ありますけど︑ちっぽけな狭いところじゃ使い物に

れども︑これに代わるようなものを提供できるところはないです

で︑大綱の改正をやったかと思うんですが︑これ︑米国のトラン

すけど︑トータルは密接に関係しているものですね︒今朝の閣議

してよろしいんじゃないかと思います︒それを前後関係はありま

だから︑収拾つかなくなります︒何回も失敗しています︒

まあ︑そうですね︒

よ︒それは必ず︑一人の地主じゃないです︒
僻藤

宝珠山

スフォーメーションの中の話ですね︒

なんですよ︒﹁国有地にはなっているんですけどね﹂ということ

ますし︑鬼界島でもそうですがら︒契約した人たちは︑売り儲け

るのがいて︑全体がチャラになっています︒これは沖縄でもあり

て取得するんですよ︑買っちゃうんです︒しかし︑最後までねば

宝珠山

そらくいろいろおっしゃるんだと思いますけど︒

佐道

正規には関係ありません︒

をやっていましたから︑若干の相談というようなことぐらいで︑

宝珠山

まり関係なさらないんですか︒

一人の地主でそれだけ広大な土地を持っている人はいませ

伊藤

伊藤

になつちゃう︒過去にそういう例がありますと︑そういうのには

宝珠山

施設庁長官は︑こういうことは直接的にも問接的にもあん

んからね︒

なかなか乗れないんです︒だから一括して︑たとえば○○市なり

せんけれども︒

そうなんです︒狭いところでも︑通信所などの用地とし

○○町なりが責任をもって買い取った後で転換するとかいうよう

佐道

そうですね︑内圧のほうですね︒

とではなくて︒

最初の七六年の旧大綱は︑防衛庁の中で必要だということ

必ずしも︑そういう十分な時間があったわけではありま

正規のルートでは︑ということですね︒でも︑ご意見はお

ここでは︑私がかつて一緒に仕事をしていた部下がこれ

なことを考えちゃうんですね︒しかし︑こういうことをやり始め

でおつくりになったわけですよね︑アメリカに言われるというこ
やっぱりそこでも政治家︒

ると︑必ず悪い政治家が入ってきましてね︒
佐道

宝珠山

破壊してしまいます︒ブローカーで稼ごうとする人が出

宝珠山

いろいろな条件もあってということだと思いますけれど

したから︑今までこれが薪大綱だったので︑何と 欝えばいいのか

も︑つまり二十年振りに改められた一⁝きょう新しいのが出来ま

佐道
そうです︒かえって複雑化しちゃうんです︒

反対派じゃなくて︑ですね︒

てくるんですよ︒

伊藤

宝珠山
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のも︑個人的な関係で来ることはあっても︑正規に来ることはあ

実施官庁ですからね︒それから先ほどの大綱などという

旧新大綱︵笑︶︒
りません︒

宝珠山

伊藤

そうすると︑これは内在的なところがら出てきたわけでは

あれですけれども︒

佐道
僻藤

宝珠山

それはないと思いますね︒

なくて︑ということになるわけですか︒

伊藤

それと同じでありまして︑これらになりますとますます︒

宝珠山

ょうが︑今までずっとある意味で政策的な部分に非常に多く関わ

にあった﹁陸上防衛態勢研究会﹂をやっていますので︑これが色

じゃ︑内在的なものがゼロかといいますと︑前回だったかお話

ょうね︒

いところで仕事をさせられて︑あんまり楽しくはなかったんでし

ってこられたのに︑施設庁長官でまったくそういうところではな

お役人ですから職務に従って行動しなければならないでし

回のものも岡じだと思います︒後ほど触れる機会があれば︑理由

濃く反映される形にはなっておりますね︒で︑肩書とか何とか︑

宝珠山

どちらかといったら︑そちらのほうだと思いますね︒今

を申し上げます︒

予備自衛富について新しい制度を入れるようなことにしたわけで

いうことでなくたって︒前にもお話ししたかもしれませんが︑も

ゃつて︑今回の大綱では一筆遣チまで行っていたのを七千にする

うのがありましたが︑ここは本当にいいところです︒

うひとつ似たようなポストで実施官庁ですけど調達実施本部とい

施設庁長官というのは︑楽しい職ではありません︒こう

すけれども︑実質的には⁝機能しないことがこの九年間でわかつち

とかなっていますね︒やってみたけど︑うまくいかなかったとい

侵藤

宝珠山

こんないいところはないですよ︒威張って︑あそこに座

いいところですか？

うことだと思います︒そういう意味で︑内在的な圧力がゼロかと
いえば︑ゼロではないですけれども︑かなりの部分が外圧だと私

っているだけでいいんですから︵笑︶︒時々判子を押すぐらいで︒

佐道

は思っています︒

題に絡んで︒

でも︑それで問題が起きたりするわけですよね︑調達の問

伊藤

宝珠山

次のところですが︑九四年の北朝鮮の核問題というのは︑

北朝鮮との問で一触即発みたいな事態になったのではなかったか

長と会長が一緒になったら︑もう︵笑︶︒いつバレるかの話はあ

それはどんな制度であっても︑起こりますよ︒銀行で社

と思いますが︒

この時には︑私は施設庁長官の仕事のほうが忙しくて︑

宝珠山

いずれバレるんでしょうけど︑やろうと思えばできると︒

るかもしれませんけど︑実行はできますよ︒

侵藤

その種の情報は入ってきておりません︒

忙しいというのは︑その下︵26番︶の問題ですか︒

宝珠山

伊藤

宝珠山

伊藤

バレてないのもあるかもしれません︵笑︶︒

当ではありませんで︑この前申しあげたように︑決められたこと

宝珠山

下の問題もありますし︑全体的にそもそもその政策の担

の実施官庁ですから︑それについて発言する機会があるわけでも

金を配る事業部というのがあるんです︒これはいいですけど︑長

建設事業でありますけど︑これも技術審議官という技術屡さんが

そういうことで︑防衛施設庁長官というのは︑この中で

バレないのは︑わからないわけね︵笑︶︒

ありませんし︑その種の情報が入ってくるということもないです

官のところまで上がってくるようなのはないんですよ︒それから︑
防衛庁の中であっても︑防衛施設庁は別？

から︒

伊藤
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というのも︑さっき申し上げたようなお願いばかりで尻拭いでし

いばかりですよ︒米軍と自衛隊の事故の尻拭いですよ︒施設問題

ところに上がってくるのは︑何か事故があったりすると後の尻拭

いますので︑こっちにだいたいお任せですからね︒施設庁長官の

が︑日本を飛び越えてアメリカに届くかもしれないということが

宝珠山

俳画

それをやったんですよ︒しかし︑ぜんぜん興味を示さなかったです︒

かという図を示して︑確かその年の防衛白書には出ておりますが︑

わかって︑アメリカのほうで騒ぎ始めて︒それが返って来て︑ミ

それで︑今おっしゃった四年ぐらい後だったと思います

へえ︒

ょう︒そういうことばっかりで︑威張っていられないですよ︒
行くところで頭を下げたりしなければいけないわけですね︒

サイル問題というのは皆さんが関心を持つようになりましたね︒

佐道

宝珠山

だから︑﹁あのときに何でねえ﹂と私は思います︒日本海に来た

それだけの話です︒県知事とかに行っても︑県知事は威

張っているんですね︒だいたい威張っている県知事は︑落選する

そうですね︒

ときから︑︑日本はもっと騒ぐべきなんです︒
佐道

けど︵爆笑︶︒

すごく分かるような気がします︒

宝珠山

伊藤

宝珠山

いですよ︒それは︑気持ちはよくないですけれども︒しかし︑瞬

といいますのは︑日本を超えていくのはそんなに怖くな

いう人は人気がないみたいで︑次の期あたりには︵笑︶⁝⁝︒や

本に落ちるのがいちばん困るんですからね．．．

表敬に行きますと︑大威張りなわけです︒だいたいそう

っぱり自らの立場というものを心得てないんですよ︒まあ︑それ

伊藤

あの日本海に落ちたというのは︑もうちょっとで全部懸

iもちろん沖縄はカバーしませんが

日本全体をカバーする

室辺りはカバーしないかもしれませんが︑あの辺りを除いて全部

のごく僅か︑稚内はカバーしないかもしれません︒それから︑根

本をカバーするわけですから︒あのとき申し上げたのは︑北海道

宝珠山

まあ︑それはそうですね︒

は置きまして︒

北朝鮮の核問題というのは今日まで続いている問題ですけ

圏北朝鮮の該とミサイル実験
伊藤

れども︑これについて前々から非常に気にされていましたでしょ

しかし︑非常に小さい扱いでした︒日本海側に行ってやると効果

んですよ．．そういうものなんです︒そのことをレクしたんですよ︒

宝珠由

があると思ってやったんですけれども︑だめでしたね︒当時は︑

うか︒

海にぶち込んだときから注目はしておりました︒核が背景にはあ

その程度の関心でした︒当時の官房長官も同じ感覚でした︒

北朝鮮の核というのは︑私は︑核よりもミサイルを日本

るのですけれども︒

防衛庁内として︑たとえば北朝鮮が日本の防衛問題に対す

佐道

ミサイルは︑日本を飛び越して三陸沖まで飛んでいるじゃ

伊藤

そういう考え方というのは︑いつぐらいから？ あるいは︑先生

るある種の脅威であるということについての認識といいますか︑
それは︑四︑五年後なんですよ︒私が宮房長だったと思

ないですか︒

宝珠山

の頃にはもうそういう意識というのはあったんでしょうか︒

宝珠山

いますが︑中西︵啓介︶さんをご案内して小松基地に行ったんで
す︒そこで大きいチャートを出して︑実験の模様と︑この実験を

でやろうとしたのについても︑賛否両論あったと思います︒そう

自覚的にはありませんね︒私がいま申し上げたような形
したと思われるミサイルが完成したとしたらどういう状況になる
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反応があったのを記憶しております︒だから︑ちょっとわかりま

なるんですか﹂﹁何でそんなことをやるんですか﹂という種類の

をつくってくれ﹂ということをやるわけですが︑﹁何にお使いに

んから︑全部現場に落として︑﹁公表しても恥ずかしくないもの

けではありませんし︑私が全部データをつくれる話ではありませ

いうチャートでやるということについては︑私の一存でやれるわ

宝珠山

玉壷

でしょうか︒そんなことはとてもできっこないと︒

げるんですが︑まあ北朝鮮をみくびっていた面はあるんじゃない

やっぱり考えなきゃいけなくなるんですよ﹂ということは申し上

でいるんですよ︒あなた方がその傘をはずすというなら︑日本は

ころではありません︒それを抑止するために田米安保条約を結ん

はまだまだこの頃には？

MDをどうするかという話になってきまずけれども︑そんな議論

佐道

に︑日本がもっと優秀なミサイルをたくさん揃えて︒

伊藤

ば言っていますね︒

か︒﹁あんなに早く﹂ということを︑数年前からですけどしばし

いやいや︑日本が︒アメリカ自体もあるんじゃないです

アメリカ自体もですか︒

せんね︒

宝珠山 私は並行的に︑SDIの頃からその問題は個人的に興味

宝珠山

例のノドンとか︑テポドンとか︑ここら辺になりますとT

をもって勉強はしておりましたけれども︑それを防衛庁内でとい

なったということなんですが︑それもしかし公明党が反対で潰れ

佐道

まず財布の紐から考えてやると︒

いから︑防衛力整備は進まないんです︒

ていますでしょう︒脅威感というのが戦後ずっとないんです︒な

攻撃する？ それがようやく自民党で議論できるように

それに対抗するためには︑日本がミサイル防衛を︒要する

うのはあんまり︒研究者が下之にやっているぐらいじゃないでし

はい︑防衛研究所とか︑統合幕僚会議の中長期計画をや

防衛庁内のですか︒

ょうか︒

佐道

宝珠蜘

なるべく値切ってつきあいをするということで︑戦力設計が先じ

いいのかもしれませんが︑財布の紐の範囲内でつきあいをすると︒

そうなんですよ︒財布の紐というか︑そういう言い方で

個別の装備を担当する人もいるわけですが︑そういう人たちの関

ゃない面があるんですね︒

宝珠山

心事ではあったと思います︒ただ︑個人的関心事までだと思いま

伊藤

っているような人たち︒その中には技術を担当する人もいますし︑

す︒それらの蓄積が表にできるようになったのは︑米国に行って

個別に見ればね︒

いる装備というのは︑大変なものでしょう︒

蚊帳のままですか︒だけど︑いまの日本の自衛隊の持って

跳ね返ってきてからなんです︒だから︑内在的な力での改革は大
変難しいように思います︒

宝珠山

しかし︑何でそれを脅威と感じないかということは︑本当

伊藤

それは︑使えるかどうかは別の問題としてですね︒
宝珠由

僻藤

宝珠山

トータルの戦力として北朝鮮のミサイル攻撃に耐えられるかとい

に不思議ですね︒

慣れきっているんでしょうね︒ただ︑米国に斌して私どもが雷う

うと︑そういうものではないですね︒

まあ多分︑使えると言わざるを得ませんけどね︒しかし︑

ときには︑﹁日本は北朝鮮どころじゃない︑ソ連時代にはべらぼ

撰藤

そうですね︒それは私どもを含めてそうですけれども︑

うにたくさんのミサイルがB本に向かっていたよ︒戦闘機もたく

宝珠山

ないです︒そういうものを持つちゃいけないといって︑

じゃ︑撃たれたら撃ち返せるかというのは︑ないでしょうね︒

さんいたよ︒爆撃機もあったよ︒中国もありましたよ︒北朝鮮ど
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ずっと日本社会党は徹底的に抗戦して来ていたわけですから︒そ

ひとつは薩摩がやったことに関わるんでしょう︒

宝珠山

そうですね︒しかし︑そのときも多数で臼本に復帰する

たときはまるで違った雰囲気だったように思います︒

それを思い幽すのもそうですけど︑しかし祖国復帰といっ

伊藤

その社会党がなくなったから︒

れを説得する党もいないわけです︒
伊藤

なくなったけど︑似たようなものがありますね︒

ことを決めたのではありますでしょうけれども︑そこにもその部

宝珠山

分︵薩摩︶がありますということと︑それから第二次大戦で本土

そうですね︒

のために犠牲になったという部分があります︒それから︑米軍に

佐道

自民党の中にも︑同じような考えをしている人がいますから︒

宝珠山﹁平和の党の旗が倒れる﹂というわけでしょう︒
佐道

接収されて楽しくない思いをした入たちが多いと思うんですが︑

を消す仕事が︑防衛施設庁に課されているわけです︒そういう非

って︑何かあるとワーッと燃え上がるわけです︒燃え上がったの

くて兵による暴行などの事故ですよね︒これらがこちゃまぜにな

ばしば出てくる事故というか︑航空⁝機が落ちるような事故じゃな

この反米感情というのがありまして︑それに火をつけるのが︑し

その通りです︒だから︑軍事音痴が多過ぎるんです︒

その話は最後のところで︑トータルに︒

宝珠山
佐道

沖縄問題にいきましょう︒

囲沖縄の墓地問題
伊藤

常にやりにくい仕事を課されていながら︑手段がほとんどないわ
けですよ︒

沖縄問題というのは︑どんなふうに話していいのか難し

いですが︑沖縄の申の基地問題を考えるときに一つの大きい前提

伊藤

宝珠山

として︑沖縄だけは農地改革が行われてないということなんです

宝珠山

はい︒そういう仕事をやらされて︑とにかく駆けつけて頭

権限もないですね︒

ね︒ですから︑大地主なんです︒

地があることによって利益を受ける人たちというのはごく少数な

れで悠々と暮らしているんです︑あり余る⁝⁝︒別に言うと︑基

れども︒だから︑大地主による所有なんです︒この人たちは︑そ

う︒全部分散して小さくなって︑売ったりしてもいいわけですけ

宝珠山

ろで︑代理署名の問題がそろそろ墨てくるなというところで︑

も行っておられまずけれども︑もうそろそろ次の年というとこ

秀︶さんという革新で︑当選された最初のときは例の代理署名

銘︵順治︶さんという保守の方でしたが︑この時期は大田︵昌

佐道

とで︑先ほど申し上げたように非常に引き合わないポストです︒

を下げるぐらいの仕事しかやりようがないわけですね︒そういうこ

んです︒不在地主も結構いるわけです︒東京に住んでて︑こうや

先生のお立場からすると︑そういうのもちやんとしてほしいと

あ︑そうか︒それを僕は︑ぜんぜん気がつかなかった︒

っている人たちがいるわけですよ︒騒音の被害とか︑それを受け

いうことになると思うんです︒就任されて︑﹁基地問題を︑よろ

伊藤

る人たちは︑基地があることによって利益を得る部分は少ないわ

しくお願いします﹂みたいなことで行かれると思うんですけれ

沖縄以外は︑日本は全部農地改革をやっていますでしょ

けですね︒この人たちは︑反基地に走ることによって失うものが

ども︑大田さん及び大田さんの周辺︑お会いになってご印象
等々はいかがでしたか︒

九四年七月に施設園長窟になられて︑八○年代はまだ西

ないんです︒これがひとつ背景としてあると私は思っています︒

もうひとつは︑反日がずっとそこに流れていますね︒これは︑
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との意味の重大性というのは︑大田さんも文学者ではあったかと

ませんね﹂というような話は非公式に流しておりますし︑そのこ

家で︑県を代表する公の人が法を踏みにじるようなことは許され

も︑これは大変な問題なんです︑本来的には︒だから︑﹁法治国

ないということですと裁判になって結周負けるわけですけれど

じゃないかと思っていました︒というのは︑県知事が法律を守ら

副知事などから入る情報も︑ぎりぎりのところでは大体いけるん

るでしょうけれども法は守ってくれると私は思っておりました︒

宝珠山

同じように基地と共生する方向に変化してほしい︒一かゼロかの

宝珠慮

伊藤

空港⁝⁝じゃないな︑どこかで会見させられるんですよ︒

宝珠山

佐道

宝珠山

題にした時期がありましたけれども︒

てください﹂ということをおっしゃって︑地元の新聞とか結構問

だと思うんですけれども︑﹁沖縄は基地との共生・共存をはかっ

あれは︑どういうシチュエーションで？

視察といっていいと思いますけれども︑終わって最後に
記者会見ですか︒

のがありましたが︑これを当時の総務庁長官かな︑沖縄開発庁長

防衛施設庁でもないし︑どこの所管になるかわからないようなも

す︒そのときに︑何か補助金みたいなのがあったんです︒これは︑

そのかわり︑何を取るかというのが作戦であったように思いま

海道の火砲も皆同じです︒F−15も同じ音を出します︒条件を話

ーブルについても決着できるものはありません︒沖縄の火砲も北

けれども︑廃止しろというのと︑必要だというのとは︑これはテ

です︒﹁だから︑お互いに条件を示して話しあうことはできまず

ゼロにすることはできません﹂というようなことを申し上げたん

はい︒会見の場でそういうことを申し上げた︒﹁本土と

官かな︑小里︵貞利︶さんがやっていたんですが︑﹁防衛庁で負

し合うことによって︑折り合っているんです︒沖縄もそういう方

少女暴行事件が起こる以前は︑いろいろ条件はつけてく

思いますけれども︑おわかりだったと思いますし︑極左の人たち

議論をしても進むことはありません︒沖縄の基地は重要ですから︑

ありましたね︒国会でも大騒ぎしていました︒

を除いて法律を守るということで⁝⁝︒

担するかねしということを斎われて︑﹁いや︑防衛費の中でそん

向に進んでほしい﹂という趣旨のことを申し上げたんです︒

その﹁共生﹂という言葉もちゃんと翌日の薪聞には載っているわ

ことを申し上げたんですよ︒会見の前の日だったと思いますが︒

さんと二人といっても︑傍にもいますけれども︑大田さんにその

﹁共生﹂という言葉で噛みついてきたんですが︑その言葉は大田

な額一十億ぐらいだったと思いますけど一とても取りきれま
せん﹂というようなお話をしたことがありまして︑小里さんが政

いえいえ︑新たなものです︒

それは︑もともと決まっていた補助金ということですか︒

治力で解決されたのではないかと思います︒

佐道
宝珠山

けですよ︒会見で書つたからまずかったんでしょうかねえ︒わか
らないです︒

代理署名のためにですか︒

宝珠山

佐道﹁共生﹂という言葉を見て︒

伊藤

しいものと考えてください︒代理署名をする代償として取ること

宝珠山

これは︑以前から要求していたようですが︑まったく新

を考えていたのかな︑と思います︒しかし︑そういうことでぐず

かできないか︑驚愕で競う話じゃないですね︒子どもの喧嘩なら

の話ですから︑国会で首を取るの︑取らないのとかいっていろい

だから︑﹁基地と共生なんかできない﹂と︒共生できる
ぐずしているうちに︑この暴行事件が起こりまして一転しちゃう

別ですけれども︒まあしかし︑政府の方針を申し上げているだけ
この事件が起こる前の段階で︑先生が沖縄に行かれたとき

んですね︒

佐道
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村山内閣ですから︑社会党系の方々ですね︒

私の首ですよ︒

何の首ですか︒

ろ議論をしていましたけれども︒
伊藤
宝珠山

佐道

伊藤

はい︒そういう人たちを呼ぶと︑またグーッと傾くんじ

いや︑教職員会というのは反対の中枢ですからね︒

宝珠山

ゃないでしょうか︒そういうのを力づけるのが︑しばしば起こっ

ている暴行事件などなわけですね︒あるいは︑航空機事故などで

民間に被害が出ると︑大変困ることになるわけです︒

そうですね︑沖縄畠身の人たちが︒しかし︑確か本会議

宝珠山

伊藤

宝珠山

それが︑この少女暴行事件で全部ひつくり返っちゃうとい

はい︑そうです︒

って治めていこうよ﹂という考え方ですよね︒

県庁の中の比較的現実的な人たちは︑要するに﹁代償を取

で質問するということによって総理が陳謝したのかな︑注意をす

伊藤

いや︑私に注意するということでしょう︒

何に注意したんですか︒

ることにしたのかな︒それで終わりましたけどね︒
伊藤

宝珠山

うことですか︒

たとえば︑直接あとで先生が呼ばれて何かということはあ

佐道

宝珠山

が起こる直前までは︑﹁来週あたりに来るんじゃないか﹂という

ご破算になつちゃったみたいですね︒だから︑この事件

るんですか︒

宝珠山

のを私は聞いておりました︒それで︑ちょっと遅れるけれどもい

あんまり記憶ないですね︵笑︶︒言葉が好き嫌いかどう

かは別にして︑基地行政をやるについて︑相手の県知事あるいは

いじゃないかと思っておりましたけれども︒︐

こういう事件が起こって︑今度は収拾しなければならない

という段階になりますね︒そうすると︑これは防衛施設庁の問題

伊藤

県民に対して︑﹁考え方は︑本土と同じようにやっていただきた
それが悪いといったら︑じゃ︑どケ言えばいいんですか︒

い﹂と言っているんです︒

佐道

ではないですよね︒もっと大きな政治問題．︑

だから︑その議論には入っておりませんね︒﹁一かゼロ

宝珠出

宝珠山

はい︑ものすごく大きな政治問題になって来る︒

いけないわけです︒

防衛施設庁だけではないですね︒外務省が出てこなきゃ

の議論は︑いくらやったってできません︒あなた達の立場がわか
らんとは言わないですけれども︑私どもは沖縄の基地は必要なん

伊藤

宝珠山

です﹂と︒

佐道

協定を改めろ﹂とか言い出すわけですね︒これを︑河野︵洋平︶

ここで出してきたのが︑これをとっかかりにして﹁地位

コかゼロの議論はやめたほうがいいんじゃないか﹂という話を

さんが非常に冷やかに蹴っちゃつたものだから︑大田さんはます

ます怒って︑立場がなくなつちゃったんですね︒もう少し政治家

大田さんはともかく︑大田さんの周辺にいらっしゃる方は︑

思っていらっしゃる方もいたんじゃないかと思うんですが︒

宝珠山

らしく︑柔らかく受け止めて返答しておけばまた違ったかもしれ

県庁内にはですね︒しかし︑大田さんは困ってくるとフ

ラフラするようでして︑旧沖縄師範というのがあるんですか︑大

ませんが︑外務大臣に会った大田知事の立場はゼロになったんじ

政府と沖縄県との交渉みたいな感じに︑だんだんなってく
るわけですね︒

伊藤

ゃないでしょうか︒

田さんの出身母体だと私は理解していますが︑そういう人たちを

そういう人たちを呼んで︑ 意見を聞いたりするようでした︒

教職員会ですか︒

：︒：︒o

伊藤

宝珠山
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なく︑いろいろな予算を取りたい︒その材料になればいちばんい

宝珠山

常にたくさんあります．．

検証することなしに約束だけをしちやうということなんです︒非

けれども︑政治レベルでやつちゃいますと︑実行可能牲について

そうですね︒それがまた狙いなんです︒基地関係だけで

いわけですよ︒それが狙いといってもいいかもしれません︒

この少女暴行事件は︑かなり大きなメルクマールになると

で︑さっき先生が会見で発言されたことに対して社会党の議員が

佐道

宝珠山

噛みついたみたいなことがあると思うんですけれども︑たとえば

でも︑今度はそっちのほうの人たちだって︑どこかで押さ

うのは︑﹁基地を縮小します﹂といったことを︑空約束するわけで

これまで基地問題だ︑何だといってきた社会党が侮らかの形で︑

伊藤

す︒だから︑佐藤︵栄作︶さんがやったのが沖縄返還のときにや

たとえば﹁沖縄の基地問題はこうやって解決してほしいしとか︑

思うんですけれども︑その前と後ということに関して︑前の段階

った空約束−空約束といったら怒るかもしれませんが︑実態的

実力がどうというのは別として与党になっているわけですから︑

えなければ決着がつかないわけじゃないですか︒

に空約束となっているのが︑﹁那覇港を返還する﹂という約束をし

何か具体的なプランを出してくるとか︑沖縄基地問題について社

それを押さえるのが︑従来の自民党の方式のやり方とい

ているんですね︒これ︑沖縄返還以来三十数年たって︑私のとき

会党サイドの動きは何かあったんでしょうか︒沖縄出身の方もい

あるかというと︑それは﹁返せ﹂ということはあります︒

らっしゃるわけですけど︒

も二十数年たっているわけですが︑ぜんぜん動いてないわけです︒
那覇軍港ですね︒

宝珠山

佐道

しかし︑具体的なプランなんてないです︒それができるような党

私どもは那覇軍港と呼んでおりません︑那覇港と呼んで

宝珠山

じゃないんです︒だからだめなんだと思いますが︑それはしかし

を起こしますと︑米軍のほうも露っちゃうわけです︒政治問題に

いますけど︒これを浦添に移すことについて︑私どものときに約

同じようなことをやったのが橋本内閣で︑﹁普天問を︑五年か

なってきますと︑お互いにわからない人が空中で握手しちゃうわ

束まではとりつけたわけですけれども︑そういう形でなだめる約

ら七年以内に返還します﹂と言って︑大田知事も驚いたらしいで

けですよ︒

自民党も同じです︒それで﹁返せ﹂という︒米軍は﹁返せない﹂

す︒そんなこと出来るのかと︒実情を知っている人ならとても信

佐道

束をするんですが︑なかなか実行できないんですね︒実行できる

じられないけれども︑総理が言うから手を打っているわけですね︒

ではない﹂と言いながら︑すぐに対応するのはやっぱり施設庁と

というのが本音なんですけれども︑しかしこういう暴行事件など

それでも︑県民に向かって県知事はそれで顔は立つわけですよ︒

いう話になったと思うんですけれども︒

見通しがなくてやつちゃうんです︒

政治的に巳的は達せるんだと思うんですが︑それをやって実際に

宝珠山

実態的に何もカバーできないですね︒

ただ︑いまは外務省が沖縄事務所を出しましたから︑あ

政治問題化したあと沖縄に行かれて︑﹁施設庁だけの問題

は実行しないままにくる︒これは︑反対派にとってはいい攻撃材

ちらのほうに行っていますけどね︒しかし︑これは数人ですから
攻撃材料の種を政府がつくって来た︒

料なんです︒その繰り返しが︑ずっと続いているんですよ︒
佐道

佐道

沖縄大使といいながら︑劉に大使館的な⁝機能があるわけで

宝珠山

も何でもなくて︑逆に外務省の人もちょっと気の毒かなと思うぐ

種を撒くんですよ︒それを施設庁が撒くなら︑実際に実
行しなければなりませんから実行可能性を確認した上でやりまず
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軍基地の問題をどうするかという非常に大きな問題を前提として

らいの貧弱なところだと思います︒日米安保体制の中での在日米

何かしないと﹂という話になってくると思うんですね︒翌年は︑

ている問に︑沖縄県のほうでは県民集会があったり︑﹁とにかく

について侮か対応策を施設庁がとらなければいけないというとき

ですけど︑そうすると実行官庁︑執行官庁とはいえ︑沖縄の問題

宝珠山

アイデアとかいうのはぜんぜん出てこないんですか︒．

ると思うんですけれども︑外務省なんかは協議体をつくる以外の

返還みたいなアクロバットみたいなことをやつちゃったことにな

﹁侮かしないと﹂というのが︑さっき先生がおっしゃった普天間

に︑やっぱり外務省とか︑それこそ政府を含めていちばん偉い人

で︑自分のいる問は逃げるんです︒だって︑協議会をつくって何

考えた上でないと︑解決策というか対応策は出てこないと思うん

も含めて︑いろいろ話をしたり︑協議をしたりという必要が出て

圓か会議をやっていれば︑沖縄から来ている人も﹁会議をやって

とを言っているわけですよ︒それである程度︑発散しているんで

くれています﹂ということで県民に説明できますし︑言いたいこ

ないですね︒ないから︑そういうのにするんです︒それ

しょうか︒

くると思うんです︒そこら辺は事件が起きた後︑どうだったんで
宝珠山

そういうのをやってもわからないということで︑こうい

うのがありますと沖縄基地問題協議会とか何とかいうのをつくっ

いんです︒返されたら困ることもあるんです︒それは︑過去十年

すよ︒本当に彼らが返還を願っているかというと︑まだわからな

けですね︒これは︑後任者負担なんです︒いつ結論を出すかわか

沢山あるんですよ︒返した︑返した後が︑草ぼうぼうなんです︒

ちゃって︑いまで言う丸投げをやって︑上のほうの人は逃げるわ
りませんけれども︑とにかく自分だけは怪我をしないで前に進ん

佐道

その通りですね︒

でいるわけです︒これも︑賢い人のやり方です︒

土地代も入らなくなつちゃっているんです︒ですから︑

普天間を返す話をするときも︑返したあと何十年問かな︑﹁補償

宝珠山

こち行って︑会議体をつくるでしょう︒しかし︑何も一といっ

しろ﹂というんですよ︒これはどういうことかというと︑きれい

だから話が飛びまずけれども︑何かあるたびに賢い人達はあち
たらいけませんけど︑進んでいるわけじゃないんですよ︒会議を

いと︑土地代ゼロ︑固定資産税だけ来ることになるんですよ︒

にして現状復帰して戻すわけですが︑その後の潤用の見通しがな

﹁対応策は︑それで考えますよ﹂ということにして︒

つくったことで︑終わりにしているのが多い︒
佐道

頭の中でそういうことだけではなくて︑過去に返ってき

まあ︑そうですね︒

伊藤

そう︒だから︑旦ハ体策は丸投げというか︑とにかく後の

宝珠山

宝珠山

件のいい那覇市内などにあるわけですよ︒

たところに実例があるわけです︒それは︑普天間よりももっと条

人にお任せなんですよ︒その会議のメンバーになった人とか︑な
そうですね︑いつまでいるかという話ですからね︒

った人も二年もいると替わるわけですから︒

佐道

佐道

いま新都心ができている天久というところがありますが︑
宝珠山

そこなんかまさにそうですね︒十二年間︑雨ざらし︑野ざらし︒

それで次に来た人はまた勉強を始めて︑勉強でなんとか
考えようかといった乏きには︑またご栄転するわけですよ︒これ

宝珠由

すよ︒だから地主も本当は︑返してくれて︑米軍に貸している以

その他︑﹁港をつくってください﹂と︑港をつくったわ
を繰り返しているんです︒だから社会党にも︵解決策は︶ないし︑

けです︒港に入ることがなく遊んでいるとかいうのがあるわけで
そうやって結局︑後回し︑後回しと問題の先延ばしをやっ

自民党にもないんです︒

佐道

G69

2004年12月10日
第ll回

上の地代が入ればいちばんいいですね︒

身近に食えなく︑それを手伝う政治家もいなくなつちゃうんです︒

本当に願っているのかということについては︑疑問を持ちながら

宝珠山

しても大変な問題になってくると思うんですけれども︑それで沖

拒否という問題が出てくるわけですね︒これは︑まさに施設庁と

佐道

そこのところは︑ちょっと違うと思います︒

対応せざるを得ません︒しかし︑さっきおっしゃったように︑で

縄に行かれたり︑そういう場合にはまずどういうところに当たら

まあ︑そうですが︑そんなことはあり得ないですよね︒

もやっぱり反対することによって︑彼らはちゃんと得るものを得

れるわけですか︒たとえば︑すぐに知事と会って交渉されるのか︑

伊藤

ているんです︒だから︑少女暴行事件の後で基地問題でガタガタ

あるいは⁝⁝︒

その前に︑施設局がありますから下ごしらえはするわけ

この少女暴行事件という大問題があって︑まさに代理署名

するんですけれども︑それについて橋本さんは六十億ぐらいボーン

宝珠山

そうはいかないんですよ︒だから︑それがプラスなのか︑

と払っているでしょう︒あんなことをやると︑味をしめるんです︒

げちゃうわけですよね︒たとえば普天間の場合に︑返す場所を探

部返しましょうしとか︑﹁普天間を返しましょう﹂という飴を投

ですよ︒それを六十億はキャッシュですけれども︑﹁那覇港を一

侮かやつちゃ食糧援助をやってると同じなんです︒甘えちゃうん

佐道

宝珠山

伊藤

宝珠山

伊藤

ですけれども︑ぜんぜん進まないから行くという面ですね︒

すために地元の土建関係とか調査業者に発注が行けば︑その間は

まり話をされないんですか︒

いまも︑話がちょっと飛んで恐縮ですけれども︑北朝鮮などに

潤うんですよ︒しかし︑終わっちゃったらないんですね︑今度は︑

宝珠山

行って︑知事とやるということですね︒

また反対に戻るだけなんです︒しかし︑反対することによって失

伊藤

佐道

交渉相手としての大田知事というのは︑どうなんですか︒

衛施設庁長官が行くときには︑それは知事です︒

下ごしらえもできないんですけど︑やっております︒防

下ごしらえのところですね︒

副知事とは施設局長がやっていると思いますがね︒

話すのは︑ほとんど知事とだけですか︒副知事とかは︑あ

副知事は陪席しますけどね︒

知事ないし副知事︒

そうです︒それはもう知事しかありません︒

うものがないんです︒もう過去に取っちゃったんですから︒この

宝珠山

ただ︑この時の盛り上がりのようなことは︑その以後はな

繰り返しじゃないでしょうか︒

伊藤
いですね︒

宝珠山

交渉になるんですか︒

いや︑ソフトな方ですよ︒話していることは︑おそらく

⁝⁝何て言いますか⁝⁝︒

宝珠山

儒藤

まあ︑これほどひどい事故もないでしょうし︑県知事も

代わったということがありますのと︑何しろ不況ですね︒

じゃ︑対話の相手としては︒

宝珠山

佐道
だって︑食えないから︒

やっぱり︑左翼勢力が少し衰退しましたし︒

伊藤

宝珠由

きちっとわかっているはずですよ︒

いや︑食えなきゃ左になるという議論だってあり得るわけ

伊藤

成り立っていますけれども︑﹁しかし﹂ということにな

りますね︒支持者がどうだということになりまして︑先ほどに戻

宝珠山

轡藤会話が成り立っているわけですか︒
いやいや︑今までまだ好景気の時は︑反対することによ

ですからね︒

宝珠山

って食えていた︑代償が取れていたんでしょう︒しかし︑本当に
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りますけど︑支持者たちと相談するとだめな話なわけです︒

國旛設庁長官の退任経緯

伊藤

いや︑片づかないというか︑﹁進みません﹂ということ

それはそうですよ︑当然ですよ︒

宝珠山

進めるためには⁝⁝︒

を申し上げているわけですから︒
伊藤

宝珠山

進めるためには︑代理署名をしないなら︑県知事を訴え

伊藤

る文書に村山さんが署名するだけの話なんです︒それを淡々と法

この少女暴行事件があって︑政府の対応の仕方が大変おか

しいという批判をなさって︑それでお辞めになるわけですけれど

律がそうすることを︑内閣総理大臣に求めているわけですから︑

とかね︒したくなくたって何だって︑法律で﹁しろしと言ってい

﹁やる﹂というだけでいいんです︒それを︑﹁おれはしたくない﹂

も︑要するに普通の県だったら知事と政府が交渉するなんてこと
まあ︑それはあるかもしれません︒

は︑まあないわけですね︒

宝珠山

るんですからね︒そのことを理解してくれないんですよ︒

ほとんどないと思いますね︒沖縄の場合それをやって︑だ

伊藤

佐道

だから︑そう争ったんですよ︒﹁法律に従わない総理な

じゃ︑総理大臣も法律違反をおかしそうになっていたわけ

から施設庁長官の対応ではないですよね︑ここまで来たら︒

ですね︒

いや︑辞める契機になりましたのは︑官邸にいる入たち

宝珠山

宝珠山

それは︑社会党だけではなくてですか︒

んて︑あるのか﹂と言ってね︒そういう状況なんです︑当時の窟

が大田さんと同じことを言うからなんですよ︒
は？

邸は︒

僅々

宝珠山

伊藤

﹁なんとかしろ﹂なんです︒要するに︑﹁基地縮小しろし

なんですよ︒

宝珠山

それは︒説明すれば︑わかるかわからないか知らないけど︑役人

人たちなんて︑たとえば鈴木さんだったらさっと署名しますよ︑

ウーン︑私はその時しか知りませんけどねえ︒その前の

続使用の手続きをする命令を出しているわけですね︒これは村山

を信用していますよ︒私どもが言うのを︒そうするものだという

宝珠山

さんでも何でもないです︑法律がそうなんです︒それをやろうと

ことで︑総理になっている︒これは︑基地問題だけじゃないです︒

それを︑施設庁の長官に言うんですか︒

しているだけです︒しかし︑その交渉に行きまずけれども︑やっ

その他のたくさんの問題について︑役人が持ってきた説明資料に

伊藤

たって進まないわけです︒進まない状況を報告して︑村山さんに

目を通して︑とくに自分に不都合がなければ︑その通り読むごど

ええ︒だから総理以下︑防衛施設庁に基地を再使用︑継

しても︑五十嵐さんにしても︑他の人もいたと思いますが︑皆

によって二年間なりの任期を全うするわけですよ︒それをもって
よしとしているわけです︒

﹁なんとかしろ﹂なんですよ︒要するに︑相手の要求を呑めとい
うことなんですよ︒それができないから相談している話なんです
要するに︑国の内閣総理大臣じゃなくなっているんです︒あの

しているわけです︒これは︑許せないんです︒成り立たないんで

の党の立場︑あるいは﹁私﹂の立場で内閣総理大臣を務めようと

だから︑そういうのを聞かない人たちがいたんですよ︒今まで
場所にはいたけれども︑もし国の内閣総理大臣ならば︑私に言っ

す︒こんなことは︑大臣になった初期が官僚経験者でないと︑み

ね︒そういう人たちが︑官邸にいたということなんです︒

たって片づかない話ですから︒
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私情を離れてやるものですよ扁ということを説得し続けるわけで

んなあるんです︒それを私どもは切り崩していって︑﹁公人とは︑

え上がったんでしょうねえ︒

らいでは対応できないくらいに︑この少女暴行事件というのは燃

宝珠山

柔軟性はありますよ︒しかし︑吉元さんなどの柔軟性ぐ

す︒それで政務次官なりを務めますと︑だいたいわかってくるわ

はい︒それは︑やれる人はいないですよ︒だって︑自分

うな人は︑ぜんぜんないと？

この時点では︑自民党政治家でバックアップしてくれるよ

佐道

そういう経験もまるでないわけですものね︑こういう人た

けですよ︒

佐道

宝珠出

が危ないんですから︑このとき︒自民党といったって︑ようやく

ちは︒

宝珠山

政権を取り戻して汲々としているんですよ︒

はい︒このときの人たちは︑トップから︑取り巻きから

ないわけですよ︒サポートしているのが教条主義者になったりし

事件を起こした海兵隊の司令官がいらっしゃいますね︒そういう

たとえば︑沖縄で沖縄軍司令官がいらっしゃいますね︒で︑

佐道

自民党の援護射撃もないわけですか︒

ますとね一であったわけです ︒
佐道

宝珠由

人たちと何らかの協議はされる？

ですから︒抗議すると︑﹁注意します﹂と︑当然の話ですけどね︒

ないですね︒そういうことができる入はいないです︒．

佐道

しかし︑こういうのは司令官がどうこうしたって︑どうしょうも

宝珠山

係していた︑あるいは沖縄の問題について先生が相談に行かれる

ない話ですよ︒

協議しようがないじゃありませんか︑抗議するだけの話

ような方一亡くなった山中貞則さんは︑沖縄の問題にはずいぶ

佐道
宝珠山

自民党の当時の政治家で︑たとえば基地問題とかに深く関

ん深く関与していたという話がありまずけれども︑自民党の政治
宝珠山

俳藤

いや︑それは承知の上でやりまずけれども．︐

ですよ︒しかし︑︵この時は︶山拓さんの手にも負えなくなって

宝珠山

それはそうですね︒

家で頼りになるような方はいらっしゃったんですか︒

いるんですね︒山拓さんがやった時には︑通産省iだったと思

んな逃げます︒

この前回の署名の時をとりしきったのは︑山回さんなん

いますけどね一から役人を派遣をしていたのが︑公入観の確立

伊藤﹁なんとかしろ﹂と︒

とえば︑山崎さんが﹁それは代理署名すべきじゃないか﹂と言っ

要するに︑自分が傷つかないように逃げるわけです︒た

はい︑こういう困った時には︑だれも助けないです︒み

じゃ︑もう八方塞がりですよね︒

した副知事がついていたんです︒それでうまく機能したんだと思

宝珠山

大田さんの第一期のときですね︒

うんです︒

佐道

たとしたら︑山崎さんのところにすごい弾が飛んでくるだけなん

ですよ︒それは︑書わないです︒政治家でそんな貧乏くじは引か

そうです︑−しかし︑その人は辞めたんですね︒で︑吉元

︵政矩︶さんになったんだと思いますけれども︒

ないですよ︒そういうのを全部︑役人が引き受けてカバーして来

宝珠山

吉元さんは︑そういう頑な人ですか︒

撰定

ているんですよ︑従来から︒しかし︑この時はもう⁝⁝︒

それはそうですよ︒頑というか︑労組ですから交渉には

宝珠山

宝珠山

カバーできないですよね︒事件があまりにも⁝⁝女性で

とてもカバーできない？

葎藤
交渉は上手でしょうね︑多分︒

長けています︒

伊藤
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伊藤

そういうこと？

好きな人がいるなあ︒そういうことをリークしますか︒

あればよかったんでしょうけど︑少女なんですよね︒
佐道

結局のところ︑先生がお辞めになる事態はどうやって生じ

轡藤
宝珠山

記者と︒

ええ︒それで︑お互いに好きなことを言って︒だから︑

オフレコ会見で？

宝珠山

佐道

宝珠山

伊藤記者？

施設庁長官ですと︑週一回︑一緒に酒を飲むんですよ︒

てきたわけですか︒

それは︑村山さんを批判したからです︒

そうですよ︒衛藤︵征士郎︶防衛庁長官が﹁辞めろ﹂と

それで︑﹁辞めろ﹂ということになったわけですか︒

宝珠山
伊藤

宝珠山
いうから︒

オフレコですよ︒完全オフレコです︒そこで︑﹁そう思う﹂とい

宝珠由さんの首を取ったからといって︑事態が収まるわけ

伊藤

きゃ︑何でもないですよ︒

うことを言ったのでしょう︒だから︑報道されたからです︒でな
伊藤

ではもちろんないわけですね︒

宝珠山

で多忙な細々を送らなければいけなかったわけですね︒

ないですよ︒ないけれども︑それはしかしまた別なんで

すよ︒社会党とかにすれば︑首を取ることが手柄だと思っている

宝珠山

だから大問題になったんですよ︑クラブの中で︒

基本的なルールに反していますよね︑オフレコで出た話を︒

報道で見ましたね︒

ないように﹂という自粛の申し合せが新聞社であったというのは︑

たでしょう︒終わってから︑﹁オフレコのことを報道することが

江藤︵隆美総務庁長官聾当時︶さんもオフレコでつかまつちゃっ

バッハッハ︑それはあります︒その後︑江藤さんかな︑

じゃ︑報道されなかったら︑まだしばらくの間はこのこと

人はいるんです︒僕の首を取るぐらいで手柄と思う人も小さいと
でも︑大問題が起こっている最中に︑直接の重要な担当の

思うけれども︑しかし幸せなことですよ︵笑︶︒

佐道

一人の首を切るだの何だのという話をしていること自体が︑あれ
論理的にはそうだと思いますよ︒しかし︑私が最後に雷

ですけど︒

宝珠山

佐道

宝珠山

つたのは︑﹁いることによって解決を難しくするのであれば︑辞
めます︒そう思いましたから辞めます﹂と申し上げたんですけど

伊藤

そこは︑出入り禁止になったはずですよ︒

だって︑みんなが一斉にやったわけじゃないでしょうからね︒

ね︒最後の会見のときに︒

宝珠山

﹁総理の頭が悪いしでしたっけ︑言葉としてはかなり厳しい

佐道

そうですよね︒そんなのが続いたら︑誰もそんなことやっ

宝珠山それで︑ずっとやってないです︒防衛施設庁は︑私がそ

てくれなくなりますよね︒

佐道

知りません︒

あれは︑報道された通りですか︒

ことをおっしゃったわけですよね︒
伊藤
宝珠山

ういうことをやったお陰でオフレコの会合をやらなくて︑つい最

近までよかったはずですよ︒それを記者のほうがなんとかしてく

おっしゃった時点で︑辞めることを覚悟で？

宝珠山

れということで︑すでに一年たってますかね︑また始めたはずで

佐道

を飲んでいる雑談の席で出たかも知れないことですからね︒公式

す︒それは︑記者のほうが困るはずですよ．．

いや︑そんなことは考えていません︒だって︑それは酒
の会見で言ったんじゃないんですよ︒それを誰かがリークしたん

佐道

そうですよね︒自分で自分の首を締めたようなものですか
です︒
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しかし︑全部の記者がやったわけじゃありませんからね︒

らね︑本当は︒

宝珠山

一社がやつちゃつたから︑あと追っ掛けざるを得なくなつちゃつ

いやいや︑○○○○さんがその原稿を預かって彼流の皮

そういう人たちも集めてやるわけですか︒

そうですよ︒

もうキャスターになっていましたよね︑○○さんはその頃︒

たというのが︒○○○○さんですけどね︒

佐道
宝珠山

佐道

宝珠山

僻藤

この頃は阪神淡路の大震災もあって︑そのときも村山さん

この問題だけじゃなくて︒

この問題だけじゃなくてね︒

宝珠山

佐道

阪神淡路大震災のときに︑私は官邸の総理大臣室の待合

ですから︑本岩に悪いときには⁝⁝︒

宝珠山

説明に行って︒

何で？

室にいましたよ︒

伊藤
宝珠山

ことに取ったんじゃないでしょうか︒これは︑私の推測です︒○

も︑知ってる人たちは︑﹁あいつは︑オフレコを流した﹂という

えていますが︑高速道路が倒れているのを見て︑こんなことにな

ね︒あそこでテレビを見て︑わあ︑すごいなと思って︒今でも覚

宝珠山

・伊藤何の説明ですか︒

○○○氏に書わせれば︑﹁なにも宝珠山のことは言ってない﹂と

るのかなと思っておりました︒

肉っぼくやったのが︑そのこと自体は大したことないんだけれど

いうでしょう︒﹁防衛施設庁首脳は⁝⁝を厳しく批判したしと雷

佐道

宝珠山

基地は︑阪神基地隊がめちゃめちゃになっていますね︒

害が出るところがあったとか︒

阪神淡路の地震は︑基地に侮か影響はあったんですか︒被

基地問題ですよ︒総理に会えなくて帰って来ましたけど

っていたと聞いていますから︒厳しく批判したのは︑これはもう
厳しく批判されるべき方々ですものね︒

前からやっていますから︒

佐道

堤防が沈んじゃうんですか︑水が入ってきていますよ︒ずいぶん

それは村山さん自身も︑﹁批判塗れてもしようがないし

宝珠山

これで退官されて︑官歴はこれでお終いということでござ
はい︒

いますね︒

早藤

金をかけて修復はしています︒液状化現象になったんですかね︒

村山さんも多少はだんだん︑総理という立場がわかるよう

ということは︑後に言っています︒

伊藤
になりましたかね︒

宝珠山

まあ︑飛行機の中かなんかで︑結局最後は告訴する署名

宝珠山

この間の新聞にも先生のお名前が出てきましたが︑防衛問題とい

それから後は︑いろいろおやりでしょうけれども︑今でも

早くやればよかったのにねえ︵笑︶︒

うことになると宝珠山先生のお名前が出てくるという︒

伊藤

伊藤

でも︑結局これでもうどうしょうもなくなった後︑この年

の決断をしましたからね︒

佐道

ってもいいわけでして︑そういう気楽さだけではありませんけれ

はあるようですね︒それについて︑もう十年たちますから梼を言

りまして︑﹁あいつのところに行って︑聞いてみろ﹂ということ

かるんじゃないか﹂というのが︑まだ残っているということがあ

当時の新聞記者などが︑﹁あいつのところに行けば︑わ

宝珠山

まあ︑処理能力はないですね︑全てについて︒

やっぱり︑もうこれはだめだと思われたんでしょうかね

ですねえ︒

を明けてすぐに政権を投げ幽すことになるわけですから︒
宝珠山

佐道
え︒

宝珠山
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をいただいて︑私が答えられるものはお返事しましょう﹂という

いてはユニフォームの世界じゃないんです︒だから︑﹁質問事項

ども︑他の人が対応しないということと︑この種の政策問題につ

伊藤

宝珠山

佐道

て登録されていますし︒

はい︑だから仕事をやっているわけではありませんけれ

あそこもお金がないしね︒大変なんですよ︒．

はい︒常務理事になったんです︒

今年の六月からですか︒

ことで︑ファックスで質問事項をいただいて︑答えられる範囲で
宝珠山

ども︑新聞社から見て︑これは使えるわけでしょうね︒

︵お会いして︶答えると︑ああいう記事にしてくれるんですがね︒

佐道

伊藤

少なくとも六〇年代から始まって︑七〇年代︑八○年代の

日本の防衛政策を体系的に経験どしてもご存じの方といったら︑

宝珠山

それからもうひとつは︑杏林大学大学院で講師をやって

肩書ですか︒

先生を置いてあまりいないと言ってもいいんじゃないですか︒

いるといえば︑これも使えるのだろうと思います︒それは︑私の
推測ですけれども︒

西廣さんもいないし︒

じゃ︑いよいよ﹁27．﹂番に行こう︒

伊藤

宝珠山

伊藤

これは︑かなりお時間をいただいたほうがいいのかもしれ

夏目︵晴雄︶さんは知らないかというと︑そうではない

と思いますけれども︒

佐道

夏目さんは︑そういうのをお書きになるような方ではない

では︑そうさせてください︒お願いいたします︒

佐道

伊藤

ません︒

いや︑それはお話しになれば︒私も書くわけでもありま

︵終了︶

ような気もしますし︒

宝珠山

せんけれども︑来れば対応します︒リストアップしているんだと
思いますし︑渡邊さんのところの常務理事に六月からなったりし
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オーラルヒストリー
第12回

開催日

2004年12月17日（金）

開始時刻

15

：

30

終了時刻

18

：

OO

開催場所

政策研究大学院大学
政策研究プロジェクトセンター

【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）

伊藤

隆（政策研究大学院大学教授）

佐道明広（中京大学助教授）

記録・有限会社ペンハウス

神門恵子

第12回2004年12月17日

きょうは︑とくに質問要項はなしですね︒

囲入庁から退官竃竃の総括
伊藤
総括だとお聞きしていますので︒

ども︑その通りなんですね︒その中で︵学んだことを︶要約的に

言いますと︑日本の国家大戦略︵グランド・ストラテジー︶とい

ったものを早く再構築しなくてはならないというのが問題意識の

一つどしてあります︒それから情報力︑とくに対外情報力を強化

しなきゃいかんということで︑JC王Aとか︑そういうことさ︑凡

言いながら情報力の強化の必要性を学びました︒第三が︑いま統

宝珠山

合防衛体制とか言っていますけれども︑あるいはその後︑ちょっ

総括と︑今の問題がありますから︒それは喋って構わない

伊藤

と誤解をしている人もいるかもしれませんが総合安全保障という

もの︑すなわち︑国と︑地方と︑民間が相互に有機的に協力する

でしょう︒

体制を築くということの必要性と︑あとは文民統制の重要性とい

宝珠山まったく構いません︒
伊藤

それでは︑まず多少総括的なお話をしていただいて︑現在

につながって防衛政策をいかにやるべきかと︒とくに新防衛大綱

うものであります︒

レーションズ・リサーチを活用すべきだということであります︒

もうひとつは︑しばしば申し上げたところですけれども︑オペ

ができておりますから︑そのことと関連させながらお話しくださ
い︒きょうは︑先生の講義を伺うようなつもりで参っております
ので︑よろしくお願い致します︒

六三年に入適いたしまして︑法律系統︑人事︑数理系統という

学んだと思っています︒

ほうの建設すべき力の分析もあわせて︑そういう手法の重要性を

をし︑力を分析する︒これは相手の力の分析もありますし︑わが

これはどういうことかというと︑逆軍は精神論であった部分があ

ことで︑だいたい官僚の力の源になるようなことの入門部分を四

伊藤

総括ということで若干︑二回蟹からのことを要約しなが

年半ぐらいで終えています︒六七年十一月に防衛庁に戻りまして︑

宝珠山

宝珠山

このときから防衛政策にご縁をいただくことになりました︒模索

ド・ストラテジーなどということを私自身がこの時にやったわけ

るわけですが︑これを科学的といいますか︑コンピュータの発達

期であるわけですけれども︑何度かお話ししましたように︑旧軍︑

ら︑いま伊藤先生がおっしゃるところに話をつなげていきたいと

内務省︑大蔵省︑外務省などの出身の方々が集まって︑非常に厳

ではありませんけれども︑ロッカーを漁りながら学ぶことができ

と関わるわけですけれども︑きれいな言葉ではなくて数値で解析

しい環境の中で日本の再生はどうあるべきかというのを白紙的

たということで︑それ以降の私の問題意識というものがここで形

思います︒

に︑憲法とかにとらわれないで硯寒した成果の一部が残っていて︑

成されたということで︑非常に大きな財産であったと思います︒

その後は︑およそ四分の一世紀ぐらいというのは︑無責任な非

このときには︑私は学んだ立場ですね︒現実にグラン

学んだだけではなくて︑伝えられたわけですね︒

それに接することができたというのが︑非常に有益な私のスター
トです︒

武装中立とか観念的な防衛論が横行して︑私ども防衛庁を取り巻
お話を伺っていて︑歴史を学ばれたことが非常に大きかっ

伊藤

保を認めることになったわけですね︒ある大学で講演したことが

いておりまして︑辞める前にやっと村由︵富市︶さんになって安
ええ︒何度もそういうことを申し上げたと思いますけれ

たんだということを痛感しましたけど︒

宝珠山
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あるんですが︑﹁観念的防衛論との闘いしというタイトルになっ

そう考えたということであります︒

見ると︑妥当なものであったのだろうと思いますし︑そのときは

しかし︑それで完成かと言われると︑それで完成ではないと︒

ているのがあります︒しかし︑私の考える安全保障政策論という
問題意識の根底は︑このとき︵初期の数年間︶にいただいたとい

した︒それを考えるにあたっては︑七︑八年前になる先ほどの問

ということでありまして︑当時はいろいろな呼び方をしておりま

ども︑防衛政策を根底から洗い直してスタ⁝トしょうじゃないか

で︑五次防ではないものを考えるという時期ではありましたけれ

の大綱﹄ということではありませんで︑ポスト四次防ということ

﹃防衛計画の大綱﹄の策定に関わるわけです︒当時は﹃防衛計画

って︑先ほど先生がおっしゃった新防衛大綱の前の前︑初めての

しばらく離れまして︑七五年︑戻ってきてポスト四次防に関わ

いう感覚がある中で︑自衛窟︑ユニフォーム︵夢野︶のほうの権

それを文民統制という立場から見ますと︑今までの文民優位と

﹃防衛諸計画の体系﹄なんです︒

っていけばいいじゃないかというふうに考えてつくったのが︑

長官がどう処理するかということで︑ここはもう政治の世界に持

ことによって︑当然︑軍事戦略を提案してくる︒それを︑防衛庁

内閣にまでは口出せませんが︑ユニフォームの責任と権限を書く

計画の訓令﹄なんです︒しかし︑これは防衛庁長官命令ですから

くかということで︑これを制度化しようと考えたのが︑﹃防衛諸

これをいかに︑まさに国家戦略再構築の基盤にして発展させてい

題意識を原点にしながら﹃基盤的防衛力構想﹄というものにたど

限というものをひとつの柱にし︑これはスペシャリストのサポー

うことでご理解いただきたいと思っております︒

り着くというか︑今でいう﹃基盤的防衛力構想隔︑その時にそう

トになろうかと思います︑もうひとつは︑文官のサポート︑これ

はジェネラリストだと︑私は申し上げているわけです︑この二つ

書つたわけではありませんが︑これを久保︵卓也︶さんや坂田
︵道太︶さんなどが名倉けたわけでありまして︑産み出したのは

せんし︑当時の政権にもないと判断したわけで︑その部分を少し

ね︒一挙にその分裂状態を解消するという力は防衛庁にもありま

戦略を立てるといいましても決定的に分裂している状態なんです

周というのはまだ葬武装申立論が健在な時でありますから︑国家

本の国家戦略のコアの部分をどうするかということで︑しかし外

かな解説は当時の白書などによるべきだと思いますけれども︑日

そういうことで︑そのポイントはどういうことかというと︑細

する人はいますけれども︑﹁そういうものではないんだ︑こうい

イメージして︑文民統制を文章統制だとか何とか言いながら批判

正常化はしていくわけでありますが︑依然としてそういうものを

したけれども︑やがてそういう入たちは去って行くことになって

いう時代でした︒それを文民統鋼だと誤解して振る舞う人もいま

上げて︑制服の人を叱ったりしている人たちもいたんです︒そう

たかもしれませんけど︑私どもが入りました時には机の上に足を

ると考えました︒文民統鋼について言いますと︑以前にお話しし

のサボ！トを得て︑防衛庁長官は真の文民としての機能が果たせ

押さえながら︑まず分裂している安全保障論について国民的なコ

う制度の中で運営する︑各々の役割分担があるんだよ﹂というこ

私どもであると思っております︒

ンセンサスを高めるということを第一の密かな召的にして︑スタ

とを︑そのやり方を提示したつもりであります︒

が一を構築しようとするときに︑そもそもそれを考える基盤が

ここでもうひとつは︑国家大戦略i国防戦略でもいいんです

ートしました︒それは︑防衛力の運用者とか︑正西に立たされて
いる自衛官には必ずしも快いものではなかったと思いますけれど
も︑長い目で見ての国家防衛体制を再構築するんだという点から
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り高いものになってきているわけです︒さらに今度は強化される

つきまして︑会計機能がつきましたから︑統幕議長の地位はかな

のは︑非常に高くなっていくわけです︒これに︑いま情報本部が

これができて少しずつ強化されていく過程での議長の地位という

申し上げたかと思いますが︑そのときまでの統幕議長の地位と︑

の強化ということの旗を立てることにもつながるわけです︒前に

れども︑純軍事的にまず考えるとすれば統幕だと︒それで︑統幕

幕しかないじゃないかと︒それは︑防衛庁トータルがそうですけ

には︑それをつくるところはどこか︑軍事戦略的に考えるのは統

ないということがありまして︑この﹃防衛諸計画の体系﹄のとき

途絶えてしまう可能性もあるし︑その入に危険が及ぶ︑その人で

を手柄にされたら困るんです︒その途端にその情報源というのは

衛庁はそうです︒これの情報の生産に携わる人というのは︑これ

もある1外務省でもそうだと思いますけれども︑少なくとも防

とくに外国からの情報操作に耐えなきゃならないのが︑防衛庁で

ありませんけど︑コアの部分の質というのは大事なものなんです︒

数を揃えるというならそれはできまずけれども︑すべての人じゃ

るいは防衛に携わる人たちの人の確保というのは大変なんです︒

ちばん困難なことは人材が不足していることです︒情報とか︑あ

して先生方のお役に立つような情報に仕上げるということで︑い

それから︑﹁そのように見えるとしても︑日本の情報力を強化

とを申し上げたことがあります︒

かもしれませんが⁝⁝︒しかし︑その蒔そういう考え方で国家戦

なくても︑その周辺に危険が及ぶという性格のもので︑別の言葉

崩されているわけですね︒だから︑そこから手をつけなきゃいけ

略的にものを考える人たちを養成するということがあって今日が

でいいますと︑どんなに手柄を立てても公に表彰することができ

んですね﹂といった趣旨を述べた︒

ない︑そういうものもあるんです︒これがいちばん大事な部分な

あると︑私は思っております︒

圏ある朝食七竃の意見具檸
宝珠由

に育てなければならないものなんですが︑それがなかなかできな

て滅私奉公の考え方を持っている人たちを︑かなりの層を継続的

﹁それは別の意味でいいますと︑国家に対する患誠心を大事にし

田中六助さんが年並長官になられているときに呼ばれて︑という

いんですよ﹂ということで︑﹁それをやるには先生方が︑もう少

その中で︑同じような問題意識を持っている人として︑

か連れられて行って話をしたことがあります︒財界人にもお話を

し身を入れていただく以外ないんです﹂ということを申し上げた︒

固められていたわけですね︒したがって︑情報に携わる人も︑戦

したことがありまずけれども︑﹁買い物計画ばっかりやるのはや
本当の狙いは︑この人たちは防衛予算の増加をもっと何とかでき

場に行く人たちも︑国家への忠誠心というのは百点であったかど

﹁旧軍は︑善悪は別にして天皇への忠誠心ということでがっちり

ないかと思っているんですよ︵笑︶︒だから︑防衛予算を劇るこ

うか知りませんけど極めて強いものを持ち得た︒それを骨にして

めろよ﹂と︑この人たちはこういうことを言うわけです︒しかし

とがどういうことを意味するのかということを含めて述べたこと

教育もできたわけですが︑今はそんなことできないんですよ﹂と

操作に耐えられる情報をつくれるんですが︑今はそれがありませ

﹁そういう強い軍隊︑忠誠心の強い大集団があって︑初めて情報

いうことを申し上げた︒

があります軍事情勢を分析して先生方にお持ちすると︑﹁自衛隊
に有利なように︑自衛隊を増強するための情報を持って来るんじ
ゃないか︒情報操作じゃないかしというようなことをおっしゃる
わけですけれども︑﹁決してそんなことはありません﹂というこ
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そういう事情によるものであって︑防衛庁がさぼっているからと

のソ連ですけれども一iだって︑中国だってそうですが︑これは

れると︑それはやはり米国に頼らざるを得ません︒ソ連一当時

ん︒僅かにいろいろ得てお持ちするのは︑情報源はどこかと言わ

てくるというのも︑もっと広い地球戦略かもしれませんが︑臼本

の後︑十年後になりますけど中曽根さんの世界平和研究所が出来

んだ﹂という道を開けないかなというのが狙いでありました︒そ

ことによって︑﹁防衛を研究することによってもある程度食える

若手を育てるということがひとつの目的で︑ここに少し金を流す

民間シンクタンクと言われるものも非常に隆盛といいますか︑

か︑そんなことではありませんですよ﹂というようなことも申し

大きく︑かつ多くなっているように思いますけれども︑これは企

の立場からみれば国家戦略を狙ったものと思います︒

党ですけれども︶この人たちと安保についてはもう少し協調行動

業ベースが多くて︑なかなか国政の公共政策についてのものがま

上げて︑﹁国家指導層がもう少し党利党略を捨てて︑︵当時は社会

がとれるようにしていただくことが必要です﹂というようなこと

んです︒だから︑食えないからだと思うんです︒平和・安全保障

宝珠山

少ないというか︑ないんじゃないですか︒

﹁削る部分はありませんしということを申し上げて︑﹁そういう削

俳藤

だ少ないですね︒

をお話ししたことがございます︒

それは理解したかどうかわかりませんけれども︑そのときの防

るとかいう発想をすることが遠忌の情報力を弱めるし︑防衛に携

研究所だって︑なかなか食えなくなってきちゃったというような

本当に少ないんです︒それは︑誰も金を出さないからな

わろうかと思う優秀な人材を排除することになりますから︑公に

状況があるわけでして︑国家大戦略を考えるということでスター

衛予算についてだいぶ削るように醤われましたけれども︑私は

指導者が言うのはまったく文民統制に反することです﹂というよ

トしたんですが︑防衛庁のほうも必ずしもまだ十分ではありませ

ますが︑実態は寂しい状態が続いているように思います︒

んし︑民間のほうも名前は総合政策とか何とかいってつくってい

うな話をいたしました︒

そういうことがあって︑同じ年でしたけれども︑米国の情報機
関を見学することがございまして︑これが後に情報本部などにつ

おりました︒何回か出たことがございまずけれども︑その後︑田

いますけれども︑総合政策研究所というのを設立して運営されて

自民党のほうでは︑田中六さんが確か政調会長になっていたと思

ですけれども︑そういう場を安全保障調査会長の名の下にやるこ

に興味をもつ人たちに勉強してもらう一もらうといっては失礼

じです︒まず︑文民のコアである自民党の安全保障族︑安全保障

うことで藤波さんの研究会を手伝いました︒これも問題意識は同

ということで︑金を自民党から取って︑企画はこっちでやるとい

並行的に︑そういうことを他人任せではなくて自らも手伝おう

中六助さんが離れるようになりましてからは︑どうも下火なよう

とを手伝いました︒

なげていくのに有益なものでございました︒

です︒ただ︑まだ名前は残っているようですね︒看板は残ってい

究所をスタートさせたのも︑洲本のインテリジェンスといいます

それによって︑大きく変革できるんじゃないかということで考え

サスとしてありました︒これを︑自民党側にいかに取り込むかと︒

その当直︑公明党の動向が非常に重要だということがコンセン

るようです︒

か︑安全保障政策の立案に資する情報の製造所をつくれないかと

ておりました︒しかし︑ここはなかなか金がありませんので︑講

あとは︑猪木︵正道︶防大校長の力を借りて平和・安全保障研

いうことで︑とくに反防衛族の多い学会の人々を少し教育する︑
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B本の防衛体制の前進に役立たないかということでありました︒

か︑党官僚と組んで政治家の成長の手伝いをするということで︑

た︒これは︑官僚としての仕事ではありません︑党官僚でしょう

筆陣も部内で用意してということをこの頃から続けておりまし

﹁無私で国のために﹂という部分が見えない状況が続いているよ

力︵説得力︶が弱い︑私利私欲の部分が見えてくるものですから︑

かなか通用しないーー通用しないと言ってはいけませんが︑対抗

る信頼姓を落とすわけですから︑国家戦略の構築だといってもな

とかいうのがいまずけれども︑まだこれからだと思います︒情報

力といっても︑まだまだという感じです︒幹部学校には戦略教官

報機構まで立ち上げていくわけですけれども︑これは戦略的思考

る人たちを少しずつ留学するとか︑そういう形で養成しながら情

ナスだと思いますし︑ああいう人に仕えようとする人が宮僚でい

いると︑みんながっかりしちゃいますね︒あれなどは大変なマイ

思います︒たとえば︑○○○○○さんなどが振る舞ったのを見て

というか︑取り組む姿勢がしっかりしないという面があるように

そういうのがありますと︑若い官僚もなかなか意気上がらない

うに思います︒

部門についても︑収集面では情報衛星も使えるようになりまして

して国家のことを考えて行動しているとは思えない明々白々なこ

ますか︒家庭のお手伝いさんさえ使えないぐらいの入が︑公人と

そういう中で︑防衛庁での統合幕僚会議で戦略的にものを考え

少しは進んだんでしょうけれども︑写真を見てそれを読解する力

とをやらかしているわけですからね︒こういう人に仕えろ⁝⁝

ということになると︑これはまた別の素養を必要とするわけでし
て︑これらと組み合わせて本当に国家戦略に役立つものに仕上げ

﹁彼は文民だよ︒これの統制に服せよ﹂といったって︑これはな

かなか難しいことで︑面従腹背まではあるかもしれませんけれど

ていくには︑まだ長い時間がかかるのかなと︒しかし︑前進はし
ているように思います︒

れは︑やはり防衛庁の上のほうが汚職とかに関わるということが

安全保障会議に関わる人即ち文民のトップですね︑そういう入の

直接の指揮官ではありませんけれども︑どんなに狭く言ったって︑

も︑いざとなったときには役に立ちませんね︒そういうことで︑

ありますし︑これを支援している政財界の人たちが潰れていく︒

中に私情で動かされる人が出てきたというのは︑国防に携わる人

しかし︑前進している中でこれを弱める事件もありました︒そ

たとえば︑藤波さんがああいう形になるのも一つなんですが︑そ

たちの意気と士気を萎えされたという面があるように思います︒

そういうことで︑依然として安全保障力を強化するというのに

の行為がどうかということよりも︑おそらく真面巳に︑票になら
ないけれども安全保障政策に取り組もうというような人たちが倒

ついては︑必ずしも順調には進展してないbしかし︑その中でも

近年︑削られるということになってきたのは︑やはり防衛庁内で

れていくことで︑防衛庁といいますか︑日本の安全保障政策を強

非常に興味をもっておられる人もいるわけですけれども︑これ

のそういう発言が聞こえているのかな︑という気がいたします︒

私どもは大綱をつくる頃から︑﹁ODAを戦略的に使えないか﹂

は政治献金の足場にしょうというようなことが見え見えなわけで

安保政策の申では言えませんけれども︑安全保障戦略を考えると

化しようとすることについて︑真面目に取り組む人というのがな

して︑﹁はい︑そうですが﹂と言ってついて行くわけにいかない

きには︑そういうものが当然入ってきます︒これは︑経済の資源

ということを言っておりましたが︑とくに申国に対するODAが

んですねえ︒基地を食い物にする者︑装備・生産を食い物にする

の確保まで含みますし︑もっとわかりやすく言うなら石油の確保

かなか育たない状況が続いております︒

者︑それが政界︑官界にいるということ︒これらは︑防衛に対す
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というのが防衛政策の申には入るわけですが︑それとともにその
伊藤

宝珠山

民主党もそうなんです︒社会民主党のあたりとちょっと︒

たりすると言われている国に何で援助するのかね︒少なくとも︑

いますが︑﹁武器窯出をしたり︑日本に向けてミサイルを配備し
伊藤

にもいるんですよね︒

宝珠山

それはもう全然違いますけどね︒社民党はちょっと違います︒

取り引き材料も︑臼本の力の行使の一つとしてODAがあると思

それとの取り引きがあっていいだろう﹂というようなことを言っ

宝珠山

社民党と同じようなことを考えている人が︑自民党の中

ておりました︒そういう衝では︑これはやっぱり聞いてくれてい

本音なのか︑政権戦略なのか︵笑︶︑その辺りはまたちょっと別

だから︑なかなか難しい面があるんです︒ただ︑それが

そうです︒

るのかな︑という気はいたします︒

ですけれども︑しかし政権戦略にしてもちょっと我が儘といいま

そういう面では︑国民の防衛に対する考え方も︑やはり大

静態

もうひとつは︑今まさに大論争なんでしょうが︑フランス︑ド

ますね︒

すか︑私利私欲のほうが過ぎているように思われるものではあり

ええ︑少しずつ変わっているんだろうと思います︒

きく変わってきているのではないかと私は思いますが︒
宝珠山

今度︑たとえば北朝鮮問題で﹁経済鰯裁をやれ﹂と︒そう

イツが支持しない申で醸本が支持をし︑不十分ではありまずけれ

伊藤

したら︑向こうは﹁宣戦布告だ﹂と言っているわけです︒

遣をしたというのは︑北朝鮮のおかげでもあるんですが︑これは

ども人的な貢献をll貢献と言わないのかもしれませんが一派

そうすると︑やっぱり考えざるを得ないですね︒

宝珠山﹁宣戦布告と見なす﹂ですね︒
僻藤

やっぱり今までとちょっと違うものなんですね︒

主婦でも﹁何言ってんの？﹂と︒大学で鑑定したものは

宝珠山

伊藤

宝珠山

臨蜜だ残されている沢幽の課題

そうですね︒

受け入れられないとか︑握造だとか書っているようですね︒﹁そ
んなの何雷ってんの？﹂というのが︑β本を取り巻いている国々
の行動をわかりやすく主婦層にも知らしめているということで︑
伊藤

国連中心主義はちょっと違うんですが︑やっぱり日米安保が軸で

プラスに転じることができればいちばんいいと思いますね︒

ぱり日本もきちんとそれに穀癒できる仕組みをちゃんとつくらな

あることを行動で示したということだと思います︒そうすること

先生も前にもおっしゃった︑国連中心主義一私の一言う

きゃ︑大変じゃないの﹂という考えと︑両方鵬て来ていると思う

が北朝鮮に対する大きな掬止力だということを多分︑認識してお

逆に︑﹁あれが戦争になったら大変だしという面と︑﹁やっ

んですね︒

られるのだと思うんです︒これは︑国家戦略上は大きいなという
そうですね︒そういう中で︑自民党の中にも﹁北朝鮮は︑

宝珠山

気がいたします︒

てきた人たちではあるように思います︒しかし︑十二月十日に閣

心とする人々なんです︒辞めた人もいるでしょうが︑そこで育っ

そういうインテリジェンスを生産しているのは統合幕僚会議を申

そういうものの考え方を公に主張しているかどうかは別にして︑

ミサイルを拷っているから怖い﹂という人もいるんですね︒この
辺りが︑まだ物足りないんですけれども︒しかし︑民主党あたり
今は︑民主党も自民党もあんまり変わらないんじゃないで

の人が欝うのなら⁝⁝Q

伊藤
すか︒
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／

議決定されたものは︑これまでの動きの中ではやはり弱体化の方
向なんですね︒

全体として︑そうですが︒

〜郎︶さんのところに設けられた懇談会というのは︑中国寄りの人

が入っているんだというようなことを言われたことがございます

が︑そういうものが影響あるとすれば︑これはもっと問題なわけで

す︒日本の国家戦略を考える大本になるインテリジェンスの生産過

伊藤

宝珠山

程に︑戦略的競争相手の影響を受けている人が入っていることにな

はい︒︵資料︶次のページをご響いただきますとおわかり

いただけると思うんですけれど︑表がございますね︒これをご傷

るわけです︒挙証できるわけではありませんが︑できた大綱は︑力

しかし︑佐務のほうは非常に綺麗に書かれています︒﹁多機能弾

いただきますと三つの比較が出されていると思いますけれども︑
十六万人︑十五・五万人と右下がりですね︒それから装備のとこ

力的﹂とか︑﹁即応性を向上する﹂とか︑﹁効率的だけど効果的﹂

を具体的に示す数値については右肩下がりなんです︒

ろでいきますと︑戦車など千二百両がいまや六百両なんです︒こ

とか︑全部きれいです︒これは︑反対する何ものもありません︒

陸で言いますと人員のところをご覧いただきますと︑十八万人︑

の前の時に九百に下がりましたか︒これも︑大幅な右下がりなん

ては右肩下がりということで︑任務については右肩上がりなんで

しかし︑これを裏打ちするものが数値なんです︒人間の数につい

それから海上自衛隊の︑部隊の規模というのはいろいろありま

しょう︑綺麗になっているものとの対比から見ますと︒しかし︑

です︒それから︑火砲についても同様だと思います︒

ずけれども︑やはり海上自衛隊の力という側面からいきますと︑

与える手段のほうは下がっている︒問題は︑この手設のほうなん

です︒外国がじっと見ているのは︑多機能弾力的なんて︑これは

これは装備のところなんです︒これも下がっているんですね︒

防衛力の本質ですからね︑修飾語をつけようと︑つけまいと防衛

下がっていますね︒

宝珠山

急なんです︒外国が見ているのはそういう言葉ではなくて︑この

伊藤

かと思うんですが四十七隻なんていう決めかたをしているんです

別表に表れてくる数値なんですが︑これはかなり︵任務と手段と

約六十隻から約五十隻になって︑今度は約五十でなぜ悪い

ね︒航空自衛隊につきましても︑四百三十機だったかと思いますけ

の問に︶乖離があるんじゃないかと言わざるを得ないものになっ

そういうことで︑四十五年も前になるわけですが当初学んだこ

れども︑だんだんと下がってきております︒ということで︑右下が
がいます︒しかし︑質の向上は臼本だけじゃないんです︒お互いに

とからいきますと︑まだまだたくさんの課題が残されているなと

ているように思います︒

質が向上していたら︑これはやはり数がものを言うということは明

いうことでありまして︑いちばん最後のところに書いたと思いま

りなんです︒﹁質は︑向上しているだろう﹂という言い方をする人

らかでございまして︑すなわち日本のこの半世紀1と言ったら身

うのは極めて大きなファクターなんですが︑﹁これでいいのかねし

す︒これからの日本の国家戦略ということで考えるなら︑中国とい

これに対比して見る必要があるのが︑中国の急速な右肩上がりで

る暇はどんなに考えてもないんですが︑だんだん小さくはなって

せいぜい十分でしょう︒﹁その間に︑総理に許可を得て﹂やってい

が︑この引金の引き方についてだいぶ議論をしているんですね．．

といいますと︑ミサイル防衛体綱を入れようとしているわけです

すけれども︑﹁専守防衛のあり方の見直し﹂︒これは例えば︑何か

という視点から見ますと︑この大綱というのは﹁随時修正条項﹂を

おりまずけれどもそういう議論さえなされている︒事務次官まで

過ぎますか︑この十余年というのは右下がりなんですね︒

生かしたいものです︒前に申し上げたかもしれませんが︑小泉︵純
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ような︑﹁国家戦略の中で持っている力をどう行使するか﹂という

別的自衛権1の行使だ︒だから︑憲法上は許されるんだという

わけですよ︒それが専守防衛であり︑日本の固有の自衛権一個

言うしかないんだと思いますけれども︑そんなことを言っている

ら専守防衛に反しないんだ﹂なんて言い方をしている．．彼はそう

ときに測って︑日本に来るのがわかる．︑それだけを撃ち落とすか

そんなことを言っているからおかしいんですが︑﹁打ち上げられた

だと解すればいい⁝⁝︒

ているものを︑日本国憲法の中での表現としてそうなっているん

だから︑国際法に従っている．．国際法の中でコンセンサスになっ

宝珠山

伊藤

条約以来認められてない︒いまや戦争は不法行為なんですよね︒

ですね︒これは︑そもそも国連憲章も否定しておりますし︑不戦

力を行使しないと書っている︒国際紛争というのは︑戦争のこと

れないわけで︑それを撃ち落として侮で悪いんだ︑ということを

んだ︒緊急避難で説明できるだろう﹂と︒同僚艦が受けるかもし

飛んでいるミサイルを日本のイージス艦が撃ち落として何で悪い

洋に行くときに私が申し上げたこと︑﹁それは米国の艦船に向って︑

なきゃならないような考え方が問題なんですね︒これは︑インド

かもしれません︒しかし︑それをやることまで禁じていると解さ

ち落としてなぜ悪いですか乃これは︑集団的自衛権の問題である

で行くことがあったとしても︑日本が撃ち落とす能力を持って撃

ミサイルが発射されているのを︑たとえそれがアメリカに飛ん

いし︑国昆も損しないんですね︒そう解釈すると損する人がいる

そう前述のように国が解釈することはまったく国際法にも触れな

し︑そんなことはないし︑そんなに小さい国じゃないんですから︑

段も考え方も否定するような憲法を持つ国民でありたくはない

宝珠山

けれども︒

伊藤

んじゃないでしょうか︒

宝珠山

伊藤

ですから︑﹁それはやりません﹂と言っているわけです︒

そうですね︒

観点の抜けた説明の仕方をしているわけです︒

私は言っているんですが︑集団的自衛権でない︑もっと原始的な

ことは︑確かです︒昔の社会党などはそうです︒

じゃ︑軍事力を保持しないと？

原理で説明できることだと思うんです︒そういうことをやる思考

伊藤

共産党は別だと思います︒自分が政権を取ったら︑強い

それを言わないでしょうけれども︒

それはそうでしょう︒
宝珠山

伊藤

軍隊を持とうと考えているんですから︒．

宝珠山

まあ︑それはそうですね︒

それは︑いろいろ議論はあると思いますが︑自衛権を手

そうですね︒一これは︑芦田︵均︶さんの知恵だと思います

だから︑それは前項の欝的を達成するために限ればいい

方法自体が︑やっぱり萎えているんですね．．

でも︑諸悪の根源は︑やっぱり憲法ですよ︒

翻国際法に則った憲濫解釈
伊藤

今のところ︑取れる可能性はゼロですけど︵笑︶︒

宝珠山

伊藤

軍隊というのは政権を維持する手段の一つとして考えている︒少

憲法なんですけど︑憲法の読み方なんですね︒

なくとも中国共蓋党は︑まさにそうしているわけ︒どっちが上か

宝珠山

てやるものは︑これは戦争ではない﹂ということなんですかね︒

伊藤

私の解釈は︑戦争を放棄するというのは侵略戦争をしな

それは︑日本国民が賢いんですけれども︒したがって︑
宝珠山

わかりませんが︑やっているわけでして︑同じような考え方を持

戦争を放棄するということは︑たとえば﹁自衛権を発動し

いということ︒すなわち︑国際紛争を解決する手段としての軍事
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っていると考えられるわけです︒

ん人がいて︑またパーになったりしていますね︒

いう中で︑自民党がこの前︑誰かがつくったのがどうも気にくわ
伊藤

それは置きまして︑どんな憲法があっだとしても︑侵略を受け
たものについて自衛をすることは許されます︒それを︑あらかじ
宝珠山

あれは参議院の問題でしょう︑つまらないことで︒

め準備しておかなければまったく行使できないとするならば︑こ

がいるというのは︑やらせている人がいるのかもしれません︒そ

伊藤

そうですね︒

までやるらしいですね︒おかしいでしょう︑政策マ霊夢ですよ．．

で︑その憲法の中に非核三原則を取り入れるとかいうようなこと

る外国勢力の影響があるかもしれません︒わかりませんが⁝⁝︒

つまらないんですけれども︑ああいうことをやる人たち

れはもう準備することが許される︒それを何というかは別にして︑

れは︑政権の中枢に入りたい欲かもしれませんし︑それを使われ

自衛力と言おうと︑何と言おうと︑戦力であることは間違

持つことができるでしょう︒

伊藤
いない︒

はい︒それを警察力と言ったって︑構わないんですよ︒

まあ︑警察だったらちょっと違うなと思いますけど︵笑︶︒

宝珠山
撃藤

宝珠山

それを︑非核三原鋼をあらかじめ憲法の中に入れておく

宝珠山

なんて︑そういう入たちが憲法策定に携わっているんですよ．．だ

警察予備隊というのはそういう発想から来ているんでし

ょう︑少し遠慮している︒あのとき︑早くから﹁自衛軍しと言っ

それから︑武器輸出については米国だけにオーブンにしました

から︑真の意味の文民の層と質は劣化したままなんですよね︒こ

そこから来ているのかもしれません︒予備隊ですから︑軍隊は一

けれども︑あとは個別審査ということで︑公明党の横やりでこう

ていれば︑もっとよかったのかもしれないです．．まあ︑そんなこ

種のそういう性格を持っているわけですね︒いまや戦争をする軍

いうことになっています︒これはしかし︑個別審査では困るんで

れは︑長いこと課題であり続けるのでしょう︒

隊というのはないんで︑全部︑自衛権行使の軍隊ですよね︒

す︒といいますのは︑国際共同開発というときの企画段階から参

とを言ってもしょうがありませんけれども︑警察予備隊の発想は

そういえば︑世界中そうなんじゃないですか︒

伊藤

加できないと︑どうしょうもないんです︒開発するかどうか分か

そうなんです︒ですから︑国際法に則って憲法を解釈す

宝珠山

かし︑技術的には大きな魅力のあるもの．がいっぱいあるわけ︒い

らない時から参加しておかなきゃいけない︒輸出するかどうかさ

それをいちばん簡単に解決するのは︑やっぱり憲法改正？

つばいと言ったらいけないかもわかりませんけど︑それがいちば

れば︑かなり立派な国になれる︒しかし︑その思考回路を閉じて
伊藤

形式的に憲法改正になります︒この憲法改正を︑その思

えわからないときもあるわけです︒完成しないかもしれない︒し

宝珠山

ん魅力のある部分でもあるわけです︒それを︑欧米が協力してい

しまったんですね︒

考園路を開くよりも︑もっと難しくしているのが硬性日本国憲法

不十分で︑改革されないといけないと思います．．

だって構わないんですよ．．しかし︑いまのようなやり方ではまだ

な仕組みにすべきだと思いますが︑これは官房長官談話だって何

除されちゃう話なんですね︒だから︑国際共同開発に入れるよう

るのに米国とだけしかできないというのでは︑これは初めから排
そうかもしれませんね︒

と私は思うんです︒﹁憲法改正﹂で難題を先送りする人達もいる︒
儲藤

それは︑三分の二でしたね︒

それで国民投票ですね︒この投票法もないんです︒そう

そうです︒

宝珠山
伊藤

宝珠山
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それから︑国連安保理のことがよく言われまずけれども︑国連

やらない︒侮か自分の権限を持って行かれるような感覚でいらっ

せんね︒経済産業省の大臣が安全保障会議の中に入っていながら︑

しかし︑防衛庁がかねてから言っているのは︑別に食糧安保の

安保理に入ってどういう改革をやれるかということになります
とには︑どこにも一ということはない︑民闘でも︑やれるよう

権限を取ろうと言っているわけではないんです︒﹁臼本のトータ

しゃるのではないかと思うんです︒

なところにしかやれない話ですから︑これは軍隊でなければいけ

ルの戦略の申で︑考慮すべき機甲として考えなきゃいけませんよ﹂

と︑やはり日本の武器の使用について国際水準まで緩和しないこ

ないところ︑しかし︑侵略行動ではない︑相手の国が来ちゃ困る

伊藤

と︒そこで﹁軍隊は関係ないよ﹂と言うなら︑それはそう仕分け

つ必要があります︒相手が日本の国を受け入れるというところに

宝珠山

という︑そんなところに行くつもりはないわけですから︑国連が

は︑自衛隊が堂々と各国と同じ任務を引き受けられるようなとこ

こうやりますから︑結構です﹂というなら︑それでいい︒しかし︑

すればいい話であって︒

ろまでする覚悟を持つことなしに︑国連で常任理事国に入ること

統合幕僚会議で検討して﹁こういうことについては︑あなたのと

各国行くべきだ︑という所には主体的覇断で背くという制度を持

も難しいかもしれませんが︑入ったとしても発言力がないことに

ころで対応できないんじゃありませんか﹂という意見があれば︑

それを聞いてもらえばいい話なんですね︒

その通りなんです︒だから︑﹁この部分は農水省でこう

じゃ︑農水省がしっかりやってくださいと︒

なる︒

まず︑発欝力はないですね︒
ないですね︒﹁おまえ︑そこへ行くか﹂といったって︒

宝珠山

伊藤
宝珠山

﹁じゃ︑おまえのところはどうするんだ﹂と言われると︑答

なにも農水省の権限を奪う︑経済産業省の権限を奪う︑

そうですね︒

俳藤

そんなことは考えてないわけですけれども︑なかなか︒

伊藤

えようがないですね︒﹁皆さん︑やってくださいしと︵笑︶︒

伊藤

宝珠肉

今度︑少し予算をつけたとか言っていますけれども︑どう

それが︑まさに対中戦略の一つなんですよね︒

常に大きな問題だと思うんですけれども︒

これから多分︑石塁問題とか︑とくにいま問題になってい

伊藤

そうなんですよ︒だから︑国連においでになっている

宝珠山

る海底資源ですね︒この問題は︑農水省というか経済産業省の非

本当にそうです︒

方々は大変だと思います︒
偉藤

團総含安全保障と自衛隊の累たず役罰
宝珠山

ませんけれども︑それでは弱いんですよね︒

宝珠由

でしょう︒

さんなどのお話を総合安全保障関係閣僚会議の話で申し上げまし

佐道

宝珠山

そうです︒

いですよね︒

原潜が好きなように主権侵害をしているような状態で︑基

そこで︑海上保安庁が行動すればそれでいいのかもしれ

たが︑この部分というのはなかなか安全保障会議のテーマになり

本的に警察力だけの存在である海上保安庁だけで押止にもならな

それから資源︑エネルギーの問題は︑前に河本︵敏夫︶

ませんね︒この部分を葡面に出してくることによって︑安全保障
といいますか︑防衛庁とくに海上自衛隊などの果たす役割の重要
さを私はアピールできると思うんですが︑これはなかなかやりま
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僻藤

沿岸警備隊ですからね︒

あとはやっぱり一体として現場で適切に運用されないとしようが

いですよ︒しかし︑現に出て来たんですから︒中国も領海侵犯を
佐道

伊藤

そうですね︒

運用ですね︒

ないんです︒

認めちゃったんでしょう︒それにどういう役割分担で︑どういう
宝珠山

そうですよ︒第一次的にそうするというのは︑それはい

時には攻撃一じゃありません︒警告射撃といっていいか︑魚雷

国の原潜の領海侵犯というのは大きな警告になったと思いますの

宝珠山

を落とすことになると思いますけれども︑発音弾とか︑そういう

で︑これを禍を転じて福となす方向で︑小泉内閣になんとかやっ
てほしいですね︒

それが︑できないんですよね︒まあしかし︑この前の中

ところがら行くことになると思いますけれども︒
俳藤

伊藤

戦前は︑沿岸警備も海軍の権限だったと思いますけれども︑

列国はだいたいそういうところが多いのではございませんでしょ

宝珠山

完全に連携しているようです︒日本の場合には︑不幸にして一緒じ

たく任せているのかもしれませんけど︑外の方に出て行くにつれて

けですね︒いまの出入国管理のポートにおける管理についてはまっ

宝珠山

非常に短い時間での対応になりまずけれども︑船の場合には時間

すから︒領空侵犯の場合には︑この前も申しあげたと思いますが

宝珠山

伊藤

ば総理が防衛庁長官に委任すればいいわけですから︒

このやり方は簡単なわけでして︑法律を変えないとすれ

そうですね︒

う委︑．

ゃない︑組織的に分かれているということがあって︑お互いに自分

がありますのでね︒これは︑﹁一定の状況が出たらこういうこと

米国も︑沿岸警備隊が海軍と非常に緊密に連携しているわ

のところに利益誘導しようとする気がありますので︑これなど安保

を段階的にやる﹂と︑国際法規に則って︑国際慣習に則ってやる

問題じゃないと思いますけれども︑どうもやっぱり先生おっしゃ

ても無理があると思いますし︑中国の原潜なんかは海上保安庁の

と思います︒北朝鮮の不審船に海上保安庁が対応するのはどうし

合して行動できれば︑かなりいいものになっていくんじゃないか

ドの関係のように︑それと海上自衛隊と海上保安庁が有機的に結

なりのものだと思うんですね︒アメリカの海軍とコースト・ガー

佐道

て︑﹁日本は手を出さないよ︒大丈夫だ﹂と︒

伊藤

ということになるかと思います︒

ますね︒そういうことができれば︑非常にいい教訓をいただいた

宝珠山

けですね︒

伊藤

ことを防衛庁長官を通じて現場に下ろすことでいいんですよ︒

その例はわが国にも︑既に領空侵犯についてあるわけで

そうですね︒

改革︑行政改革のいちばんいい種じゃないんでしょうかね︒

るようにお互いの縄張り意識で︑同じ名前の船があるような状況

宝珠山

そうですね︒海上保安庁が持っている船舶の数とか︑それ

は早く改正して︵笑︶︑縄張りというか役割分担を明確にして︑

かりませんけれども︑米国のほうが着目しているようですから︑

まあ︑外圧でも何でも仕方がないですよ︑今のところ︒

はい︒だから︑どうも今の内閣ですぐに動くかどうかわ

それを何もやらなかったら︑今度は向こうが教訓を得まし

そうです︒私は︑それはなるべく早くやるべきだと思い

そうですね︒現場は︑その枠で判断して行動すればいいわ

﹁ここまでは海上保安庁で︑ここからあとは海上自衛隊﹂という

伊藤

この外圧で動く可能性というのは︑ありますね︒
それは︑法律では分ける以外にないと思いますけれども︑

ことをやらないと︒

宝珠山
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外圧でも改善するほうがいいんです︐

そうですね︒情けないですけど︑ないよりはあったほうが

宝珠山

佐道
いい︒

これは︑右肩下がりになって逆になっていることから見

これは多分︑ノーカウント︒

なわけです．．

伊藤

宝珠山

て︑疑問を呈しざるを得ないんですね︐︑構想のほうでいかに綺麗

そうなんです．︑日本トータルのためには︑私はそれでも

宝珠山

な言葉を使っても︑﹁はい︑そうですが﹂と言えない︒

そうです．それはそれでいいと思うんですよ︑あの程度

情勢のところでは︑確かに中国の問題は触れているんですね︒

宝珠山

伊藤

いいと思うんですが︒

團﹃新しい大綱﹄への不安

でも︒しかし︑それを踏まえて数値に⁝⁝．．

佐道

気持ちはわかるけど︑その気持ちを形に表してもらうとい

伊藤

うときには︑数字の問題なんですよね．

やはり︑冷戦が終わったということで大きな枠組みで物事

が語られるということがありますが︑東北アジアについては﹁冷

宝珠山

いや︑僕は気持ちのところを読んで︑﹁あ⁝⁝﹂と思って．︑

そうなんです︒

戦は終わってない﹂という認識を︑まず持たないといかんですね．．

伊藤

その気持ちもある程度出したほうがいいことはいいんです

そうなんですね︒そもそも冷戦はヨーロッパなんですつ

佐道

宝珠山
第

が︑気持ちが形としては表れてないわけですね．︑

戦線というべきかもしれませんけれども︑今道的にヨーロッ

パなんですよね︒たまたまこっちのほうに少しあっただけ．

そうです︒そこのところのギャップがある︒これは︑他

宝珠山

でも︑ソ連の極東艦隊とか︑中国の軍拡とか︑北朝鮮の原

伊藤

佐道

の国をやっぱり喜ばせているだろうと思うんです︒

宝珠山

それから沖ノ鳥島の問題とか︑向こうは平気でといいますか︑現

爆開発とか︑これだけつなげただけだって⁝⁝︒

なくともアジアは第二戦線以下だったんですね︒したがって︑冷

実において結構日本の主権侵害をしているわけですね︒ガス田の

中国の一連の行動がありますね．．原潜が領海内に入った︑

戦が終わったというのは第一戦線で終わったのであって︑ソビエ

開発にしても︑かなりのことを大国化した中国がやり始めている︒

いや︑わかります︒冷戦はヨーロッパが第一戦線で︑少

トの沈下は一時的に緩和要因ではあったわけですけれども︑逆に

宝珠山

佐道

そうなんです．．

ヨーロッパが緩和した反面で︑こちら︵第二戦線︶ではますます

ことになっているかもしれないと思いますね︒

いま現在そうですから︑五年先︑十年先だともっと厳しい

冷戦状態が進行しているんですね︒それを示すのが︑中国の右肩

宝珠山

撃行動の調練をやっていたような︑そこまでは行かないまでも︑

葭に見えているわけです︒かつてソ連が日本周辺で情報収集︑攻

中国の台湾向けとかじゃなくて︑外洋に進出する力というのは

決定なんですよね．

と総合的に考えますと︒それとの関係では︑なかなか理解し難い

がりであることは認めていると思われるわけです︑防衛⁝白書など

途中で少しはサチュレ⁝トするかもしれませんけれども︑右肩上

それから︑大綱でおよそ十年と言っているわけですよね︒

しかし︑何よりも中国ですよ︒

上がりの軍事力増強なんです︒もちろん︑北朝鮮もあるでしょう︒

それに類する行為をやっているわけですね︒これを念頭にという

佐道

つまり︑﹃基盤的防衛力構想﹄の基本的な部分と︑いま現
か︑どの程度この大綱がカウントしているのかというのは︑疑問
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う話になるわけですね︒

ように想定したのかというと︑これはおかしいんじゃないかとい

になっているように︑じゃ︑そこで踏襲した基盤的防衛力をどの

た整備をすると書いてあるんですけれども︑ここに先生がお書き

在も通じるところはそれを踏襲して︑さらに現在の状況に合わせ

だったんですね︒しかし︑今度は︵東西冷戦が︶終わっちゃった

臼本は対ソのときに増やさなかったんです︑それが基盤的防衛力

しかし︑米国はこれ以後は︑削減はしてないんですよね︒

やしていたものを三分の一ぐらい量ったという時期はあります︒

やしたものを削るというのは冷戦後ありました︒対ソのために増

テロなどには対応できるしというのが﹃基盤的防衛力構想﹄の考

的な差というのは︑﹁小規模限定侵略に対する準備をしておけば︑

想﹄と︑二次改定︑三次改定でどう考えているか︑考え方の基本

宝珠山

伊藤

としたっていいんですよ︒レディネスを落とすのでも︒

める必要は私はないと思うんです︒それは﹁基盤を下げておく﹂

それは︑いろいろの事情があると思いますけれども︑基盤を狭

ら削るほうは進んでいる︒三回目の改定でさらに下げるというこ

え方なんですが︑その他の分野については︑横軸になりまずけれ

千二百両を六百両に二分の一というのは大きいですよね．．

はい︒ですから︑こちらのチャート︵常備すべき防衛力

ども︑こういう機能を下げておく︒即応態勢を下げておいてもい

伊藤

宝珠山

いと考えるということであるわけですけれども︑第二次改定の頃

とになってきているわけです︒

から出てきておりますのは︑この横軸をだんだん狭めているんで

しょうねえ︒イラクでは活躍しています︒それから︑戦車につい

宝珠山

の考え方・概念図︶に戻っていただきますと︑﹃基盤的防衛力構

すね︒とくに真ん中の﹁対着上陸︑対潜水艦︑防空機能﹂という

装甲車が入るんでしょう︒装甲車は︑ゲリラにはいいで

この千二百両を六百両に減らした代わりのものは？

そうです︒それは︑ひとつの考え柔なんです︒しかし︑

つまり︑格子状のところを増やすということでね︒

部分を︑ぐんぐん狭め︑下にさげている︒すなわち︑基盤を劇っ

対するということで高めているわけですが︑ひとつテロ対処の機

レディネスの部分を高めているわけですけれども︑これはテロに

それで︑ご響いただいているほうでは右側になりまずけれども︑

伊藤

よね︒

いうのは陸上戦闘員にとっては自分を守ってくれる暫壕なんです

けれども︑しかしこの前申しあげたと思いますけれども︑戦車と

ては不評です︒﹁北海道しか使えないんじゃないか﹂と言いまず

能というのを別枠で設けるような考え方になっているんですね．．

宝珠山

てさらに高さを劇っているんですね︒

その財源として︑陸上防衛︑海上防衛︑航空戦闘能力を削ってい

るようにする戦車をつくろうと思えばできると思います︒しかし︑

そうなんです︒ですから︑小型にして日本の道路を通れ

動く錘壕ですね︒

ると解されるんです︒

それで戦って必ず負けるというのなら︑それは戦車じゃないんで

僕はよくわからないんですが︑テロ対策というのは具体的

伊藤

すよ︒道路を通れるかどうかというのが判断基準じゃないんです︒

戦場で列国のどの国にもーーというのがいいかどうかわかりませ

に偲を考えているんですか︒

宝珠山

んけれども︑一線級の戦車と戦って互角には戦えるもの︑大きい

テロというものについて考えると︑陸上自衛隊の戦車部
隊を減らして普通科部隊を増やすというような感じですね︒部隊

か小さいかじゃなくて︑でないと︑意味がないんです︒それから︑

戦車についていろいろ非難する人はいますけれども︑陸上戦闘員

編成を小型化するというようなことだと解されます︒これは︑米
国でもやっていることなんです︒米国で大幅に増やしたとき︑増
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聾

にとってどんなに大事なものか︒この人たちの人権ということか

おりますが︑戦前はやはり戦略を考える主体というのが︑善悪は

私は︑それは非常に疑問に思っているわけです︒それがあ

ったら︑あの戦争はやらなかったのじゃないかと︒

伊藤

團戦前のエリート層に存在し陀﹃公﹄の考え

ったんですね︒

別にして︑天皇の官僚ということで非常にしっかりしたものがあ

実際問題として︑相手が戦車を日本に上げてくる事態とい

らいきますと︑極めて重要なものなんですね︒

轡藤
今度︵難しい大綱︶の中にも︑そういうふうに書いてい

うのは︑あんまり想定できないのではないでしょうか︒

宝珠山

それは︑ひとつの考え方ですよ︒

ですから︑私は戦車の問題についてはこれでいいのかなと︒

ますね︒

伊藤
宝珠山

さあ︑その点については若干異論を申し上げざるを得ま

宝珠山

逆に︑それに対応して忙しい装備を何でつくるのか︒それ

督藤

大蔵省︑外務省ぐらいに散らばっていたと思いますが︑これは今

せんが︑潟軍のエリート層︑官僚のエリート層︑おそらく内務省︑

宝珠山

の官僚と比較しますと︑志がまったく高いんじゃないか︒

が︑これだと見えないわけですね︒

応できるし︑道路も一般に走れるわけです︒撃たれても耐弾牲が

伊藤

だから︑装甲車が増えるんでしょう︒これはゲリラに対

あるものなんですね︒イラクに持って行けば通用するものではあ

て︒そうなると︑手のつけようがないと︒

心の強い人々︒無私とはいいませんけれども公の︑今でいう公務

かもしれません︒非常に忠誠心といいますか︑国家に対する忠誠

そうですが︒そういう面でいきますと︑おっしゃる通り

それはそうだと思います︒その志の高い連中が精神に頼っ

ります︒しかし︑対戦車戦闘力はありません︒もちろん機銃等は

宝珠山

装甲は薄いんでしょうね︒

積めますよ︒

伊藤
薄いんです︒

員︑公務というものの価値を高く評価する人々が︑国をリードし

宝珠山

僻藤

ていった︒

相手がミサイルを撃ったら︑撃ち抜かれる危険性はあるわ

けですね︒

傍藤

情報力と︑イデオロギーだと思うんです︒ですから︑たと

ろうと︒

おっしゃるところだと思うんですが︑これはやはり情報力なんだ

はい︒それで︑選択を誤ったのは偲かというのが先生の

ある時期までは︑確かにその通りだと思うんです︒

伊藤

それはもう対戦車弾にはまったく持ち︵耐えられ︶ませ

宝珠山

宝珠山

それは︑だめです︒

よく肩にかついで持っている︑あのミサイルでも？・

ん︒戦車はある程度持ちます︒

伊藤
宝珠山

撃ち抜けますか︒

えば今われわれが非常に危惧しているのは︑アジア主義というイ

伊藤

宝珠山

デオロギーがございます︒こんなものは︑空中楼閣ですよね︒

はい︒撃ち抜けるというか︑やられます︒そういう︵そ
れに耐える︶能力はありません︒そういうことで︑︵やらなけれ

宝珠山

縛られているか︑縛られる風をしている人︒

でも︑これに縛られている人はだくさんいるわけですよ︒

本当ですね︒

ばならないことが︶﹁まだたくさんありますね﹂ということであ

伊藤
宝珠山

ります︒

基本的に何が戦前と違うかというのがポイントだと私は思って
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それで︑どっちが得かという計算を一応やりまして︑﹁ど

伊藤

はい︒これは利益になると思っている人︒

伊藤

う考えても結論は英米の側についたほうが得だ︒だけど︑中立で

かなり多くの人たちが︑それを考えていたわけです︒だけど︑実

僕は︑国家戦略と名替けていませんけれども︑常識なんです︒

どう思いますか﹂とやっているわけですよ︒

いくのがいちばんいい﹂と︑こういう結論を出して︑﹁皆さん︑

宝珠山 そこのところで︑今の入たちはアジア主義を自分の
пvの︶利益のために使っている人が多いんじゃないかと思う

照軍の人たちは︑違うんじゃありませんか︒立脚点に︑

そうだと思います︒

んです︒

伊藤

宝珠山

際にはそうはならなかったというのは︑当時の軍部がすっかりイ

デオロギーに巻き込まれて︑﹁英米とやる﹂というほうに傾いて

﹁公﹂があるんじゃないかと︒

伊藤﹁公﹂があると思いますけれども⁝⁝︒

いっちゃうんですね︒とくに︑エリート層︒

ですから︑情報といった場合に具体的な数ではなくて︑具

エリート層の情報処理力が︑やはり間違っているんですね︒

宝珠山﹁公しが強いという言い方をしますね︒

宝珠山

そうです︒だけど︑やはり軍人さんの場合には﹁公﹂とい

伊藤

伊藤

宝珠山

そうです︒﹁今はこれは小さいかもしれないけれども︑全

世界の流れについての情報力が⁝⁝︒

体的な数よりもむしろ世界史の⁝⁝︒

伊藤

それは︑ある意味で﹁私﹂ですね︒

それがかなり大きいと︒

なるほど︒

うのもありますが︐功績の﹁功﹂もある︒
宝珠山

伊藤
宝珠山

体の流れはこっちに行くんだしという︑それは一種のイデオロギ
宝珠山

そうです︒ただ︑実際﹁私﹂と言い切れない．．つまり︑た

っている︒山本はそれに遅れてはならない︒だから︑ドイツやイ

はわかります︒そういう流れ︵の読み︶は︑別のもう少し広い観

伊藤

タリア︑ソ連と組んで︑これから滅びていくであろう不朽腐敗し

点で情報収集ができたら︑変わっていたかもしれない︒

ーですね︒

た資本主義社会を克服していかなければならない︒国際的な戦線

伊藤

とえばイデオロギーというのは︑﹁世界は全体主義の方向に向か

としては︑要するに英米仏に対して日本はやっていかなければな

カとを比較した場合に︑開戦をする御前会議のときに︑あれは海

ですね︒﹁ヨーロッパ戦争が始まった︒これは︑日本にとって非

が昭和十三︑四年にどこか地方で演説をしまして一昭和十五年

で︑僕は最近ちょっとおもしろいことを書きまして︑尾崎行雄

するわけです︒それは︑ドイツに頼っているわけですね︒そのド

ことはできない﹂と言っているんですよね︒にもかかわらず開戦

する可能性がある︒正本は︑どう考えてもワシントンを制圧する

軍かな︑軍令部総長だと思いますが︑﹁アメリカは︑東京を占領

でもね︑多くの人たちが日本の戦力︑国際的な力とアメリ

まあ︑それを先生がイデオロギーとおっしゃっているの

らない﹂と︒

常に大きなチャンスである︒どっちに味方したら得か﹂というこ

イツの力を︑どう考えたって計算したってだめだというのは︑宇

そうでしょう︒他の人も︑だんだんとそういうのが出て
きますね．．

宝珠山

垣︵一成︶がそういうことを言っているわけですよ︒

とを論じているわけです︒
それは︑個人論文ですか︒

個人ですね︒

演説の筆記です︒

宝珠山
伊藤

宝珠山

193

（「

蔚

伊藤

宝珠山

それは説得力があるもので︑また常識と先生が言われる

多数の意見になるような客観的材料を提供するものだと思うんで

出てくるんですよ︒だけど︑それは押し切られちゃうわけ

す︒これは︑真のインテリジェンスの生産活動なんですね︒臼本

ものに到達する国民のコンセンサスかどうかは別にして︑国民の
その押し切った人たちの情報処理能力というのが⁝⁝︒

です︒

宝珠山

情報処理というのは単なる数ではなくて︑さっきおっしゃ

は︑この部分が戦後破壊されちゃって︑そのインテリジェンスを

伊藤
ったように情報の評価の問題ですから︒だから一と二があって︑

私利私欲か党利党略で︑生産したり使おうとする人たちが増えち

ゃった︒そうすると︑ここで働く現場の人たちは考えちゃうんで

一のほうが質的に強いんだと︒たとえば︑B清戦争のときに縫本
の陸軍の軍人さんの一人と︑あのときの清国の軍隊の一人とは︸
宝珠山

生涯面倒をみてもらわなきやならない人があるわけです︒そうい

体化を招いている︒保身になるというのは避けられないんです︑

すね︒保身になるか︑いい加滅になる︒これが︑いまの非常に弱

でしょうけど︑葬常に強いんだという考え方で固まっていたのは︑

う生涯の面倒を見る力を持った信頼される主体が︑ある意味で消

対一じゃないという発想です︒

イデオロギーではあるんでしょうが︑もう少し客観的に見ること

えちゃったんですね︒

それがずっと続いていますね︒そういう一対千じゃない

ができたら変わったかもしれないんですね︒

伊藤

宝珠山

になつちゃったんですね︒それを端的に表したのが︑数年前から

織としては残りましたけれども︑入れ替わるうちに志の低い宮僚

その部分が決定的に違うように思いまして︑官僚層は組

そうですね︒

伊藤

宝珠掬

れを変えるのは︑やはり客観的な情報の処理だと思うんです︒だ

ぼろぼろ出てきている官僚の志が低くなっていることを象徴する

ですけど︑そういうイデオロギーで際が曇っていれば︑客

観的には見ることは無理ですね︒

から︑最初に申し上げたと思いますが︑イデオロギーにとらわれ

ようなもの︑氷山の一角ではないか︒

その通りです︒そこがポイントなんだと思うんです︒そ

ないで戦力分析を行える︒オペレーションズ・リサーチは︑そうい

角だと思います︒

伊藤

本当に私は︑氷出の

うものとして価値があるんだということに帰着すると思うんです︒

これをどうするのかというのが︑郵政改革などの話じゃ

宝珠山

そうです︒ですから結局︑オペレーションズ・リサーチの

伊藤

郵政改革によって︑それらが改革できるとかいうものじ

違いますね︒

宝珠山

伊藤

ないですね︒

その常識をいかにして国民の常識にするかと︒

そうだと思います︒

結果は常識に帰着すると思うんです︒
宝珠山

伊藤

ゃないんですね︒

搦藤どこから始めるか︒

おっしゃることは同じだと思いますが︑常識と言われる

部分が先生にはあるように見えるんですが︑オペレーションズ・

宝珠山

宝珠山

リサーチは﹁これがあるか︑ないか﹂じゃなくて︑科学的にいま

んじゃないかな︑という気がするんです︒公務員の世界で言うな
等化なんですね︒

エリート層の教育が︑どこかで復活しなければいけない
存在する戦史などの歴史的な資料も含めて︑状況の変化を踏まえ

ら︑いま公務員改革とか言ってやっていますけれども︑これは平
結論ですね︒

て分析していって出す⁝⁝︒
伊藤
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そうですね︒

伊藤

それはだんだん︑必ず評価が落ちてくるに決まっているん

だから︒

伊藤

宝珠山
佐道

平等化というのはいいようですけれども︑国家というピ

ラミッドを考えると︑エリートを切っちゃうシステムになりかね
けれども︒

宝珠山

今までの方に比べれば︑というところはあると思うんです

ないんですね︒

伊藤

佐道

そうみたいですね︒

小泉さんを取り巻くスタッフが︑非常にウィークなんで

でもやっぱり総理としては︑してもらわないといけないこ

そうですね︒

ば今の上級職と一般職がある︒この上級職の中にバカがたくさん

とがたくさんあるわけですから︒

ですから︑私は平等化は不賛成ではないんですが︑たとえ

いますから︑こういうのを振り落として︑こっち︵一般職︶のい

伊藤

すね︒

宝珠山

それは︑やっているんです︒これが人事なんです︒

人材登用システム︒

いのをどんどん上にあげていくシステムがあればいいんですよ︒
佐道

宝珠由

なる改革のひとつの柱になるんじゃないかと思うんですけど︑今

い人材をうまく登用するというシステムが︑まさにかなり重要に

いろいろ問題があると思うんですね︒そういうのは︑せっかくい

ども︑実質的にはあまり機能しない︒だから︑役所ごとによって

験で決まって︑ノンキャリを上げるシステムは多少ありまずけれ

伊藤

ーに偏っていたかもしれませんけどやっていたわけですね︒

をおく入たちがトップ層に座って︑情報分析にしろ︑イデオロギ

務員といいますか︑﹁公﹂への奉仕を仕事とし︑それに高い価値

から総理が出て来ていたんですね︒差嫉心の話ではなくて︒で︑公

エリートの軍というのがあり︑官僚層があって︑だいたいこの中

先ほど申しあげた旧日本軍というのは︑善悪は別にして

はとにかくまず数を減らして一割劇減という話と︑権限をいろい

ましてね︒

宝珠山

ろ委譲したりという話に流れていって︑先生がおっしゃるように︑

宝珠山

役所によっては︑たとえば外務省みたいに入ったときの試

小泉さんは﹁本丸は郵政改革だ﹂というけど︑何で郵政改革が本

験︑自覚なんていうのはすっ飛んじゃうんですね︒田中︵角栄︶さ

佐道

丸なのかという説明もないし︑おそらく誰も理解してないんじゃ

ん以降だと思いますけれども︒で︑田中さんが何故あそこまで行け

官僚に︑当時の十万円ぐらい入った封筒をこうやって︵懐から出す︶

はい︒それに対して今なってくる人たちは︑﹁公務﹂の経

いや︑ある時期にそうなったということだけのことであり

ないかと思いますけど︑そっちのほうにばっかり話が流れている︒

たかというと︑政策を財布で買っちゃったんですよね︒説明に来る

そうは言うものの︑小泉さんは今までの総理の中では︑い

これは︑問題だと思います︒

伊藤
佐道

だりすることが価値になって来たんじゃないでしょうか︒

局そういうものに毒されて︑赤坂で飲んだり︑向島まで行って飲ん

いるんですよね︒これに︑全部なびいて行っちゃったんですね︒結

よくわからないんですね︒確かにやつでいることは︑いろいろお

佐道

ちばん考えているほうだとは思いますよ︒

やりになって︑それは評価すべきだとは思うんですけれども︑だ

て他の官僚の方の話を聞いても︑やっぱりそれはあるんじゃない

ただ︑考えているのが短い言葉でしか説明されないので︑

んだん三年もたってくると︑どこまで真剣に考えておられたのか

かということを指摘する方がいらっしゃって︒

官僚層の質的な変化があるというのは︑先生だけではなく
な︑というところは結構出てくると思います︒
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佐道

説明をすればいいんですね︒

てきまして︑最初のやつは先生なんか中心におつくりになった︒
宝珠山

宝珠山

最初に﹁大綱をつくらなければならない﹂とお考えになったとき

ちゃったんですね︒負けているんです︒

それで〜点伺いたいんですけれども︑まさに三度目の大綱が出

は︑たとえば縫米安保体制の中での自衛隊の役割というのは何な

佐道

︵晴雄︶さんとか︑それこそ防衛庁生え抜き組が集まっておつく

最初につくられたのは︑先生︑西廣︵整輝︶さん︑夏目

私が何かに書いたように︑説明をすればいいことを劇っ

そうです︑そうです︒

のかと︒そういうことを基本的に考えなくてはいけないのは本嶺
の政治の役臼なんですけど︑そういうことをしないので︑防衛庁

その中に︑たとえば﹁直接侵略のうち︑限定的な侵略に対して

らいろいろ言われて変えたという形がどうもある︒今度のやつも︑

﹁そういうことを変えなきゃいけないんじゃないか﹂と︑周りか

りになった︒ですから最初に﹁こういうのをつくらなければなら

はできるだけ独力で対処して︑それでできない部分はアメリカに﹂

そうですね︒というと︑防衛庁が内在的にやった話ではないとい

としてそういうことをまず考えなきゃいけないと︒そういう︑い

ということが書かれておられた︒これは︑つまり独立国家として

うところが︑どうもあるのではないだろうかと︒

ない扁という︑防衛庁一期生の西廣さんとか︑そういう方とか先

の気概だというところがおありだったと思うんですけれども︑九

宝珠由

ろいろな課題を考えた末につくられたのが︑あの大綱だったと思

五年の大綱ではバッサリその部分は削られてしまっているわけで

ら規模を削らない方法が考えられるし︑やり方はあるんでしょう

生が中心になっておつくりになった︒ところが九五年のときには︑

すね︒﹁何がなんでも日米安保だ﹂という話になって︑もちろん

ね︒ただ今回の場合︑そこに書いていますようにミサイル防衛を

うんですね︒

今度も消されたままになる︒ああいうものは︑削る必要はないん

もつてくると︑これは︑ある国のかなり強いプレッシャーがある

繰り返しになりますけど︑もし内在的にやるのであった

じゃないかと︒

と思いますが︑その所要は一兆円にも達するかもしれない︑もっ

とかかるかもしれませんけど︒その財源をどこに求めるかという︑

そうです︒

佐道

財政難のほうから来ているんではないでしょうか︒

宝珠山

であれば︑そういうのは潮る必要がない︒薪たな任務が加われば︑

佐道

つまり︑国として傭だという姿勢を示すものだということ

それは書いて差し支えないというか︑書くべきだと思いますけれ

宝珠山

そうは書いていませんけれども︑そういうふうに読める

今度の話︑本当にそうですね︒

ども︑何も削ることはないじゃないかというところが⁝⁝︒

んです︒

敢えて削るのは何故かと雷われて︑答えられないはずな

宝珠山

これでも押し返した数字ではありまずけれども︑でもどうも最初

初に出ていた財務省の十四万とかは︑十五万五千ですからかなり

策定の経緯からいってもそういうことになっているし︑最

佐道
﹃防衛白書﹄に言い訳は書いてありますね︒しかし⁝⁝

そうですね︒

んですよ︒

伊藤

宝珠山

から財政問題を考慮してつくられているような形にしか読めない
でも︑あれを読んでも私なんかまったく理解できないわけ

佐道

ですね︒私なども︑最初のものから比較してみると︒

そうすると︑防衛庁の中の官僚層というのも︑自衛隊の役割だ

です︒何で削るんだろうと︒劇る必要はないじゃないか︑残して
おけばいいものをという話で︒
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防衛庁の官僚層といいますか防衛官僚というのは︑どうも防衛に

的防衛力構想﹄をおつくりになった先生のような世代と︑いまの

の何だの︑﹁日本でできることは何だろう﹂ということで﹃基盤

ういうことを強烈に意識したものをアメリカは考えていると︒そ

それは先生も先ほどおっしゃった中国の外洋進出の問題とか︑そ

しての中国をかなり念頭においた配置を考えている︒ですから︑

明確に意識していると︒今の米軍の再編も︑戦略的な競争相手と

宝珠山

対する考え方とか︑あるいは全体の防衛庁の中の出身母体の問題

宝珠山

佐道

ういうときに︑たとえば戦車の話はあれにしても︑たとえば海上

ゃった気概の部分の表現を削る契機というのは︑ガイドラインに

それこそ﹁先島に兵を配備したいというのは︑予算が取りたいか

とかあるかもしれませんけれども︑どうもかなり質的変化がある

あるんです︒ガイドラインで︑日米共同の研究をやったわけです︒

らそんなことを言ったんだろう﹂という話に綾小化されて伝わる

自衛隊のこの削減計画はいったい何なのかと︒

そうするとここに出席する人たちは︑米軍人は運用者なんです︒

ような状況で︑日本こそ戦略的な同盟国なのに︑対申戦略を考え

のではないだろうかと思うんですが︒

国家政策の立案者じゃないんです︒だから︑﹁俺は︑日本に侵略

にやったといっているけれども︑これからの二十一世紀のパート

た場合に﹁これ︑大丈夫なのかな︒八○年代は海上自衛隊は︸緒

航空自衛隊も︑こんなに実働機が減って大丈夫なのかと︒

そうですよ︒

があったらすぐに駆けつけるよ︒日本独力なんてじゃないよ﹂と

かもしれませんね︒その点でいきますと︑先ほどおっし

いうわけですよ︒そういう議論をやった人たちが︑﹁小規模限定

ナーとして大丈夫なの？﹂という話にアメリカのほうはなってい

アメリカは︑東京電力の﹁荒木レポート﹂を評価したん

じゃないじゃないか﹂とこうなつちゃったんだと思うんです︒す

宝珠山

るんじゃないかと思うんですけど︒

そうなんでしょうね︒﹁これ︑実態と違うじゃないか﹂と

なわち︑外圧に負けたんですよ︒

佐道

ですね︒何故評価したか︒あんなきれいごとを書いてあれば︑評

価しますね︒しかし︑数値なんかゼロですよ︒

いう話になったと思うんです︒

宝珠山

佐道

そうなんです︒それは当然なんですよ︒繰り返しません

けれども︑私共が気概を表現したんだと︒小規模限定侵略がある

宝珠山

それは若干の数値があるかもしれませんけど︑防衛力整

あれには︑数値はないですね︒

かないかとか︑そんな話じゃないだろうと︒

備の数値はゼロですよ︒きれいごとを書いてあります︒多機能弾

じゃ外圧といった場合︑アメリカとしてはこれでいいとい

に入るように﹁ミサイル防衛をやりましょう︒武器輸出三原則を

伊藤
宝珠山

緩和しましょう﹂と言っているわけですね︒武器輸出三原則の緩

力的なんて︑効率的⁝⁝︒いいに決まっていますよ︒いちばん気

かりませんねえ︒それはしかし︑都合はいいと思い︑ますよ︒日米

和は︑ミサイル防衛のためですよね︑いまや︒そこまでしか緩和

う感じで受け止めているんでしょうかね︒

協力体制が高まるから︒

されなかったんですから︒それでオーケー︑評価したわけですね︒

今度のですか︒さあ︑それはもうしばらく待たないとわ

伊藤まあね︒

今度はそれの実体⁝⁝﹃防衛︑計画の大綱﹄は︑こういうコップ

のようなものですから︒これにどの程度コ⁝ヒーを注ぐのかは中

ただ︑今のブッシュ政権の対中政策というのはクリントン
政権時代とかなり変わっていて︑もちろんパートナーになり得る

期計画なんですね︒これは︑削減なんです︒いま簡単に計算して

佐道

存在であるけれども︑戦略的には競争相手だということをかなり
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ろうと思います︒それは︑五六中業の時にもありました︒﹁大綱

外見は綺麗だけど中身が薄いものになることを︑やがて見抜くだ

るものは︑今までの注ぎ方よりも少なくなるんです︒すなわち︑

も︑一・一二％減なんです︒だから︑この申に入れようとしてい

伊藤

る常識をもってすれば︒しかし︑︵眼が︶曇っているんですね︒

なのかについては容易に想像できるはずなんです︑先生の雷われ

抽象的にはそれもあるんでしょうけれども︑それがどういう実体

AUですか︑というようなことを平気で言っているんですよね︒

そういうふうに持っていくのが︑某国の工作なんじゃな
いでしょうか︒

宝珠山

ですから︑このイデオロギーがどんどん広がっていくとい

については︑見ると結構いいけれども︑なかなか中身が埋まらな

うことに対して︑罪常な危機感を私は持っております︒

欝ってきたわけです︒今度は︑そのときと

いな﹂と︒五三中業で埋まらなくて︑五六中業のときに﹁もっと
おまえ︑埋めろよ﹂と
濁様の現象が起こるかですね︒

伊藤

イデオロギーというか︑情報操作というかわかりません

まあ︑そうだと思えますね︒

伊藤

宝珠山

要するに︑独立とか何とかいうことよりも︑パートナーと

しての価値がなければ︑パートナーとはなり得ないと︒

が︑発展しつつある経済力をもって動かそうとしている︒そのタ

はい︑パートナーとなる価値というのを評価する物差し

宝珠山

歴史的なあれも︑たくさんありますから︒

そうです︒攻撃をして︑日本国の度胸の座り具合をみて

いるということでしょう︒一部の財界人一かなりの財界人とい

宝珠山

伊藤

ーゲットになっているのが︑靖国参拝みたいなもので︒

そうですね︒

は︑抽象的な文章ではない︑ORに耐える数字なんです︒
佐道

團親アジア主義への疑問

うに思いますね︒これがどうなるのか︒海の向こうの支援を得て

うべきでしょうが︑早々に自らの利益のために動き始めているよ
伊藤

切り返すことができるのかどうか︒

だから︑さっきおっしゃった右肩上がりと右肩下がりとい

うことと︑それから私は親アジア主義というのは関係があると思

伊藤

いま︑韓国がああいう状態でしょう︒日本がそれに追随し

っておりますが︒非常に危険な賭だと思っています︒いま︑中国

それから︑この前のAU構想が娼たときに︑すぐの米国

の反応が﹁米国も︑太平洋国家だ﹂というようなことを理由にし

宝珠山

ていったら︑これはちょっと大変なことになるなと︒

それにくっついている政治家が︑たくさんおります︒

そうです︒

で儲けている企業もたくさんあります︒
宝珠山

筆写

て牽綱をしておられましたけれども︑ああいう牽制というのが︑
それから話が飛びますけど︑靖国参拝などについて経団

宝珠山

表向きもさることながら実質的に行われることが非常に︑情けな

﹁中国も大国だろうけれども︑どちらを選ぶかということを迫ら

いけれども必要なように思いますね︒そういうことに対して私は︑

連などでの発言というのは︑そっちの方向のプレッシャーを小泉
さんにかけているわけですね︒
そうです︒

れているときに︑あなたはどう考えるかで考えてくださいよ﹂と

僻藤

宝珠山

いうことを言って︒

それから︑いろいろ名前はよく覚えていませんけど︑ア
ジアで会議が開かれる度に︑アジア主義というのがいいかどうかわ

かりませんけれども︑米国を除いてのNATO版じゃない︑εU版︑ 伊藤 ﹁両方を考えて︑環中米同盟﹂みたいな︑そういう構想とい
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そうなんです︒しかし︑そんなのないんですよ︒

うような形で出てきているわけですよ︒

宝珠山
僕は︑そんなことあり得ないと︒夢物語ですよ︒

宝珠山

伊藤

でしょうねえ︒﹁私﹂がついた﹁功﹂なんですね．︑

ですから︑やっぱりちょっと本当に危ないなと思っており

ますが︒

宝珠山

伊藤

宝珠山

げたのは︑﹁軍隊を強くすることです﹂と︑結局言ったんです︒

それをまた︑どうやって解消できるのか︒私が昔申しあ

ずっと雷っているんですよ︒○○さんとか︑○○さんとか︑そう

軍隊では︑それなしには行けないんですよ︒命を賭けるんですか

前からよく出てくる○○○○さんとか︑そういうことを

いう会議に行ったといって大威張りしているんですよ︒おかしく

ら︒命を賭けるという約束をする人を︑命がなるべく粗末になら

ないような厳しい訓練に耐えてくれる人を︑組織だってつくらな

ないかと思う︒小学生か中学生ならいいですけどね︒

佐道

ければいけない︒一人や二人じゃないんですね︒

○○さんとかは大臣もおやりになりましたけれども︑基本

的に安全保障ということについての意識といいますか︑考え方と

たくない﹂と拒否する入はいなかった︒僕は︑すごいことだなと

まあ︑そうですね︒イラクに派遣するときに︑﹁私は行き

伊藤

と思いますねえ︒

いいますか︑全然定まっていないんじゃないですか︒
宝珠山

思いましたよ︒

それはないんじゃないですか︒やっぱりこの前の戦争を考

伊藤

宝珠山

﹁おまえ︑いざとなったら逃げるんだろうしと言うから︑﹁あなた

話は遡りますが︑私どもが社会党などに行ったとき︑

えて︑要するに﹁もう軍事力はだめしという発想じゃないですか︒

宝珠山

のような人もいるかもしれませんけれども︑そういうことがない

それをイデオロギーというなら︑まさにそうなんです︒

アレルギーですね︒

入問を教育するために︑防衛庁は一所懸命やっているんですよ︒

まあそれは︑アレルギーといったほうがいいでしょう︒そ

伊藤

だから︑あれは見事だったと︒二人でも三人でも拒否する

宝珠山

しかし︑自衛隊の官舎地内でビラ配りをした人たちが無

の広告塔になって︑ねえ︒

人がいて︑その人が声を出したら︑もうそれは派遣反対の人たち

傍藤

いまおっしゃるように︑これを証明してくれたんです︒

それが防衛力整備ですよ﹂ということをよく雷っておきました︒

そうでしょう︒それはそうだと思います︒

それを補強しているのが︑アジア主義なんですよ︒

そういう人たちが︑いまも政権内にいるわけですよ︒

れを補強する⁝⁝︒

宝珠山
伊藤
宝珠山

圏薗衛隊のイラク派遣問題

罪にはなっていましたね︒

俣藤

あれね︑反戦︑反戦と︑ある政党がずいぶん街頭でビラを

伊藤

撒いたりしていますが︑ほとんど反応はないですね︒

ですから︑かなりの年配でもだめな方はだめでありまして︒

ただ︑私は今までインタビューをさせていただいて︑ある程度以

僕も本当にそう思います︒だから︑そこにもつと上のほう

そう思いますよ︒

だいぶ国民の常識のほうが育ってきたんじゃないかと思い

佐道
ます︒

上の年齢の方は﹁公﹂があると︒
なるほど︑私もそう感じます︒

宝珠山

宝珠山

伊藤

伊藤

だけどある年代以降の人たちは︑ちょっと﹁功﹂になりか
けているという感じです︒
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前進はしていると思いますけれども︑ただ私が言いたいの

宝珠山

佐道

佐道
伊藤

は︑もっと根幹の部分ですね︒

大変厳しい訓練に耐えて︑いざという時には命をも賭けるという

宝珠山

の国家戦略を考えている人たちが︑その国民の気持ちを組織して

自衛隊の方々が︑いまイラクで頑張っているわけですね︒そのと

言っているわけですけれども︑一歩か半歩かわかりませんけど︑

いかなきゃいけないなと思いますね︒

きに送り出し方にしても︑身を守るには必要最小限︑﹁それで何

少しずつ前進はしてきているんです︒いまや︑民主党の前原︵誠

そうです︒

とかやれ﹂と言う︒しかも出て行くにしても︑いわゆる向こうの

司︶さんなども私どもの言うことをわかって︑﹁国際水準に改め

るということが軍隊の葬常に大きな一もちろん完結性がある組織

っても自分で自分の身を守れると︒それから︑治安問題に対処でき

なぜ軍隊が出て行くのかというと︑いろんな治安の悪化とかがあ

たと思いますが︒

佐道

しトータルとして私はよくなって来つつはあると思うんです︒

自民党の中に出てきたりしてがっかりするんですけれども︑しか

うになって来ているわけです︒それに反対しているのが︑むしろ

その通り︑僕もずっとそれ︵佐道先生のいったこと︶を

になっているからということもありまずけれども︑自分で身を守り︑

宝珠山

そのときに︑先ほどの国を守る気概じゃないですけれども︑

復興協力だということではあるんですけれども︑よその国に守っ

なきゃ︑自衛官の人権に関わるじゃないか﹂ということを言うよ

それはね無理ですよ︑今のところ︒

てもらわなければ活動できないというような形での送り出し方︒

治安維持もできて︑そしていろいろなことができるというのが軍隊

って行くというのについて︑本当は人毎の数を六百からもう少し

いま先生がおっしゃるように︑身を守るための装備を持

十五年前の湾岸のときに比べれば︑はるかに状態は改善し

の最大のメリットなのに︑﹁これもだめ︑あれもだめ﹂と言って平

増やすとか︑そういう施策があるべきなんですね︒

気で送り出してしまうというような︑まさに自衛隊を単なる道具と
してしか見ていないというか︑そういう扱い方が残念ながらされて

伊藤

増やすと言ってませんでしたか？

いると思わざるを得ないと思うんですね︒

あれば国際法に可能な軍隊問の物資協力とか︑そういうことが自

宝珠山

伊藤

いや︑いま枠内でやらされているんですよ︒

衛隊の場合にはできないとか︑日本の場合は輸出入に関わる問題

伊藤議論ですか︒

宝珠山

になってしまって︑複雑︑煩雑な手続きがあって︒もしこれから

宝珠山

イラクだけでなくて他のPKO活動でも︑軍隊としてやるので

もっと国連協力とかやろうとしても︑そんな手足を縛った状態で

ないですか︒

千にするとか︒

外に出て働いてもらおうということが許されるのか︑という問題

伊藤

伊藤

ことは前進ではあるんですが︑国際水準に到達するのがいつにな

宝珠山

いや︑実現するのかと思っておりました︒

はい︒しかし︑小泉さんのほうで自制しちゃったんじゃ

そういう議論はありました︒

があると思うんですね︒

かって来ているから︑今度たとえばオランダ軍が撤退すると︒

るかですね︒それから︑いまイラクに行っている人たちは︑オラ

しかし︑そういう議論ができるようになっているという
﹁じゃ︑少しは装備をもう少し強化する﹂というようなことを言

ンダ軍の代わりのことをやれないかと︒武器使用基準を変えるだ

だけど︑そういう状態だということが︑だんだんみんな分

っているから︑前進しているじゃないか︒
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どうなんですかねえ︒

それは︑小泉さんもやるつもりなんでしょう？

守ることなんですから︒

はいはい︑自分の身を守ることですからね︒

けで出来るんですよね︑侵略じゃないんですから︒
伊藤
宝珠山

伊藤
宝珠由

やるつもりなのかどうかが︑見えて来ないんです︒

みたいな︑ああいうのはちょっとまずいですね．．

何なんですかね︑すごい不用意な発言だと思います︒

侮で︑ああなったんですかねえ︒

佐道

まあ︑それはそうですけど︑僕は結構だと︵笑︶︒ああで

宝珠出

美心

もしか言いようがないじゃないですか︒戦闘地域とか非戦闘地域

というふうな言い方をすれば︑そうなつちゃうんですよ︒﹁現に

自衛隊がいるんだから︑ここは非戦闘地域だ﹂と︑定義をひっく

佐道

宝珠山

り返しているだけのことですから︒

私はまだ全然見えないです︒﹁英軍に頼む﹂とか何とか

言ってるでしょう︒

その議論に入っていくと︑またいろいろあると思います

宝珠山

そんなこと言ったって︑英軍に頼むほうがかえって危ない

これは⁝⁝︒

俳聖
宝珠山

伊藤

けれども︑どこかで正常化するのが必要だと思うんですが︑私は

的にはウォーに行くんじゃなくて︑ポスト・ウォーなんです︒だ

宝珠山

じゃない︵笑︶︒

から︑憲法に触れるなんて話じゃないんです︒それを﹁集団的自

どね︒また︑出来る話だと思っております︒

いや︑それは先生から言つといてください︵笑︶︒基本

衛権の行使だ﹂とか何とかいって議論をしている︑その発想自体

伊藤

ゃいかんのですよ︒

一応︑憲法改正の問題は憲法改正の問題で進めなければな

私は︑憲法改正まで待っていられないと思っていますけ

集団的自衛権の問題だって︑そうだと思いますよ︒

がもう退化の最たるものです︒ポスト・ウォーと定義するだけで︑

らんのですが︑それが出来るまでの問︑あらゆる便法を使わなき

でも︑琶下ウォーの最中だという︑そういう議論はたくさ

割り切るだけで全部解決するんですよ︒

伊藤

ォーじゃないし︑イン・ウォーでもないという割り切りで︑﹁ポ

その一つの割り切りが︑ポスト・ウォーだと︒プレ・ウ

宝珠山

スト・ウォーに治安維持のために武器を使うのが何で悪いんだ﹂

宝珠山

き込まれているから残念ですけど︑戦闘地域であるはずがないで

ということで武器の使用を国際水準まで緩和しないと︑自衛官の

んあるでしょう？

すよ︒だって犯罪がいっぱいあるからといって︑そこは戦闘地域

人権に関わると︒．入道復興支援だって他国に頼らなければならな

はい︑戦闘地域か非戦闘地域かといった論議︒それに巻

じゃないですよ︵笑︶︒と言うべきなんですよね︒通るかどうか

当分︑軍隊に頼らなければならないんだったら︑別に自衛

いようなこと︑こんなことしなくてもいいじゃないかと︒

伊藤

はわかりません︒それで︑小泉さんがモテるかどうかも私はわか
りませんけど︒

隊でなくていいわけでありまして︒

そうですね︒まあ︑あれぐらい曖昧なことを言いながら︑

伊藤

命令できません︒

まあ︑それもあります︒でも︑民間企業は行きません︒

宝珠山
そのほうがいいのかもしれない︒

少しずつやってくださいと︒
宝珠山

伊藤

自分で守れて自分で完結できるから︑自衛隊を派遣したわ

佐道

けですから︒

曖昧なことで少し逃げるのも︑だいたい限界があると思い
ますし︑この前みたいに﹁自衛隊がいるところが︑非戦闘地域だ﹂

20f

i

2004隼12月17日
第12回

いうなら︑そんなこと求められるかどうか知りませんけど︑それ

りをやって︑オランダ軍の代わりに自衛隊が治安だけ維持すると

で悪いかということですよね︒逆に︑オランダ軍が自衛隊のかわ

地域からいなくなった時に︑この地域を自衛隊が所管するのが侮

宝珠山

宝珠山

れてやらないというのは︑国連中心主義ではないでしょう︒

伊藤

宝珠山﹁求められてもやらない﹂と言っているわけですから︒

められますから︒

伊藤

たって常任理事国としての最低限の⁝⁝．︑

いま行っているやつを︑仮にオランダ軍が所掌している

はまた一つのやり方かもしらんが︑そこまで行く必要は全然ない

團防衛政策の後継著は⁝⁝

まず理事国になるというのが︑先決なのかもしれません︒

でもね︑国連中心主義というのは︑国連でみんなに求めら

そうですね︒常任理事国になったら︑やっぱり他国から求

んですよ︒自分が人道支援をする活動について︑ゲリラから攻撃
されたときには国際法に照らして反撃するだけなんですね︒これ︑

自衛権なんですよ︒自衛権というよりも警察権なのかもしれませ
ん︑もっと原始的なものですね︒

そうですね︒いや︑どこかで打ちきりましょう︒どうです

侵藤

復興支援活動に必要な範囲で︑自分の身を守るための活動

佐道

佐道

か︑最後に︒

宝珠山

て先生とお話を伺って来ましたが︑先生のご経歴を見ますと︑多

をするということですね︒

に行く方が楽になる話︑楽というか︑自衛隊が交代で行くのは土

分西廣さんもそうだと思うんですけれども︑基本的には防衛政策

海原︵治︶さん︑伊藤圭一さん︑夏目︵晴雄︶さん︑そし

木業者でもありませんし︑建築業者でもありませんし︑道路業者

の中枢をずっと歩いて来られているわけですね︒必要な範囲で︑

そうです︒さらに加えると︑やがて民間企業が復興支援

でもありませんから︑それは民間企業のほうがはるかにいいんで

たとえば装備の問題とか︑いろいろなことに関係されたりしたこ

とはありましたけれども︑基本は防衛政策ですね︒

すよ︒﹁民間企業が行って活動するのをガードする︑これ︑何で
悪い？﹂

宝珠山

ですよね︒通常なら向こうの国の警察官がやってくれ

るといいんですけれども︑そこまで手が圃らないからお手伝いを

佐道

防衛計画の立て方というのをずっとやって来られたわけで

はい︒

しましようというのが︑何故悪いですかね︒

ゃっていますけれども施設庁から入られた夏巳さんとかも︑ある

すね︒それは多分︑西廣さんとか︑ご本人は﹁土民益しとおっし

時期以降は﹁この人物が︑防衛政策の中枢をやっていくんだしと

警察行動の一部を代替してやっているわけですからね︒

宝珠山

佐道

県か暫定政府か知りませんけれども︑そことやり方を調整してや

いうことで人事的にも育てられたというか︑そういう配置でずっ

そうです︒それは約束のもとでですよ︒イラク・サマワ

る話であって︑イラクの主権に関わる話じゃない︒圭権者と主権

と来られたと思えるんです︒宝珠由先生の後には︑そういう方は

ウーン︑それをだいたい担っていくのは︑防衛課長人事

者が話しあってやることなんですが︑そこまで幽来るようになれ

宝珠山

いるんでしょうか︒

そうですね︒

ば大手を振って常任理事国になれると思うんです︒
伊藤

なんですよ︒

イラク戦争に行く︑英国と同じようなところまで行くの

宝珠山

伊藤

宝珠由さんが︑﹁俺の防衛政策についての後継者は︑誰々﹂

は︑必要かどうかさえわかりませんけれども︑そこまで行かなく
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腎管︑cまあ8そケです麺綿︑㍗射撃轟︶りδ慾鄭ケを・鵡慾﹁誉魯馨

ぐ鎖港懇コ齎濾き

佐黒身弘誓警策研究隆ず懸蕊渡邊婚懲㊨磨峯唇でも韓簿衛賜題の

侮言灘礁務二黒︑避史圏外襲な序で見羅愈︶ぴまう隠笠春野曾養￠幽

か数な瞬鼓書な︵睾㍉か繋鐵︵懸竿ご鷺恐︵繋爵﹀

門燈饗ハ鯨

憾ま雷輩分憾ぐ鴨◎竺繕芝︑・．浅．窪欝燕︑帽○＞5◎︐8φや

宝珠酸鷺呂蟹峰国硲豊島瓢貿リ魚響覚長いソ琢儀琴ま講嚢鐵蟹野馬畳

出遊磁中墨︽糞垂
所曇謄級．蓄︒母轟
働藤 ぞ夢い︾争飛憲．ぢ濃﹀本当の蓼ろ濠叢︑だ藁イン

昇藤弩防衛序で蕊を高書含て7いムが為楽・〜薩衛研究︑華麗ワ馨景爵．若

儂激しで奏・が過断ま蒙侮紹秀賑い・儀︾薬箋で︒薮畠￡瀞忘比

駁撃零話をやあ然長瀞け琶妻載職畜あ鵜な讐苓癒で鉄づでんめ？﹂

；瓢奉黙読ケ
鍵藤魏嚇局だ寧酋ぽ棲之て︑制服もちゃんと聞いておかないとい

と啄轍ね蕊︒母轟ケ 馬子擬射芸受コ愈O云≦二さケ織e邸さ阜

鷺聡瞭蓬艦究曝璽や僑で矯脅︐レ蒙 豚ナ

墜治せ趣腰︒O︶﹀歓藩︑孫念 叡・ポ嗣噂．◇蟻コ細君箔郷弱癒感帰︑ぐ二

メ警甕灘﹂

溶誕テ場ヒ履疹馨蘇馨鳶き柾ばち爵つむやOで循き怒︽馨思妻寒

盤灘姦計雲づζう豊艶まだ義絶た懇篤禽嵩璽庚矯2野選蓼

轟蘇げ驚解き藤重悉箋遜①盤コ紺︸ギ憩e︶邸云︽ケ

肥

姻

脳会談の通訳した人を︑総理が後日接待したとかね︒こんなこと

宝珠山

と思っております︒オーラルも︑そういう志を後世に伝えていか

待しながら︑われわれとしても一歩一歩努力していく以外ないな

りますので︑これがどこで質的に大きく変わるかということを期

そういうのを象徴的に示しているのが︑総理大臣との首

は︑まともな外交官がついていたらないですよ︒どんな感覚でセ

ておりますので︑冊子をなるべくあちこちに配ってと思っており

なければならないということで役に立ってくれればいいなと思っ

題ですけれども︑認めざるを得ないようなことを堂々とやってい

ますので︑よろしくお願いいたします︒

ットをしたのか︑本当に驚きますね︒密かにやったならもっと問
るわけでしょう︒この外務官僚の質は落ち過ぎていると思います
重々承知だと思いますけどねえ︒

いうことは︑しばらくちょっとお時間をください︒きちんと責任

いました︒いただいた資料は︑どこにどういう形で保存するかと

本当に長い間︑ありがとテございました︒大変お疲れ様でござ

伊藤
思いたいですけどね︒

をもつて処理するようにいたします︒

よ︒諜報のシステムぐらいは⁝⁝︒
佐道

まあ︑あんまり先行きの明るい話ではありませんが︑さつ

︵終了︶

伊藤

き私も申しあげましたように︑少しずつは確実に変化して来てお
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翻あ

と

が
き

騒

務員上級職の世界に私学出身として入られている︒この問の

一ーヒ⁝1︑−

政策研究大学院大学︵政策研究院︶における防衛政策関係

入墨後は︑当時導入され始めたオペレーションズ・リサー

経緯は第一懸のオーラル記録をぜひ読んでいただきたいが︑

海原氏︑伊藤氏︑夏目氏︑宝珠山氏は︑日本における防衛政

チの技法などを習得され︑60年代後半から防衛局を中心に年

のオーラルヒストリーは︑海原治氏にはじまり︑伊藤圭一氏︑

策形成の中心である防衛庁内局に在籍し︑防衛政策の中枢を

次防という長期計画の策定に関係されている︒とくに重要な

こういつたご苦労が宝珠山氏の後の仕事に生かされているよ

担ってこられた方々である︒海原氏に裏曲氏を︑伊藤氏から

のがポスト四次防といわれる長期計画の策定で︑それが﹁基

夏目晴雄氏︑大賀良平氏と続き︑宝珠由氏が最後となった︒

夏冒氏を︑そして夏馨氏から宝珠山氏をご紹介いただいたこ

盤的防衛力構想﹂に結実していく．．その経緯に関する宝珠山

うに思われる︒

とからも︑防衛庁内局での人的系譜をうかがい知ることがで

宝珠由氏は防衛局だけでなく︑人事︑調達︑調査︑施設な

氏の証言は大変貴重かつ重要で︑基盤的防衛力構想と久保卓

残念ながら故人となられていてお話をうかがうことはできな

ど︑防衛政策を考える上で重要な多くの分野で仕事をされて

きる︒防衛庁内局で重要な役割を果たされた方々として︑海

い︒しかし︑本オーラルヒストリーを読んでいただければす

おり︑したがって宝珠山氏のお話によって現在の防衛行政の

也氏の関係など︑従来の見方に根本的な修正を迫るようなも

ぐに了解していただけると思うが︑入庁以来︑防衛政策の中

内容の全体像にかなり迫ることができた︒さらに︑日米安保

原氏と伊藤氏の問の時期には故・久保卓也氏が存在し︑夏目

枢にあって︑とくに基盤的防衛力構想策定にあたって重要な

や防衛力整備に関する防衛庁と外務省の考え方の違いや︑安

のもある︒

役割を担われた宝珠山氏のお話は︑七〇年代から八○年代の

全保障問題に無関心かつ不勉強な政治家の問題なども具体的

とで進学を志されて上京されるなど︑かなり苦労された後に

歳という年齢に示されているように︑一度仕事に就かれたあ

して防衛庁に入られた︒早稲田大学に入学されたのが二十二

宝珠山氏は大分県のご出身で︑早稲田大学政経学部を卒業

官されたが︑現在は防衛政策の現場を知る貴重な存在として

いない︒宝珠山氏は不幸な経緯で防衛施設庁長官を最後に退

防衛政策を研究するに当たって貴重な史料となることは間違

整理が進めば︑本オーラルヒストリーとあわせて戦後日本の

れる多数の資料もわれわれに提供してくださっており︑その

な事例の中で語られている︒また︑宝珠山氏は所蔵しておら

官﹇界に入られた︒しかも東大を中心に官学が主流であった公

いる︒

日本の防衛政策を系統的に理解する上で貴重な証雷となって

氏と宝珠山氏の閥の時期には故・西廣整輝氏がおられるが︑

海上幕僚長という︑いわゆる鋼服組である大賀氏は別として︑

…

206

﹄

E・オーラル政策研究プロジェクトにおける防衛政策関係オ

最後に総括としてうかがっている︒政策研究院のC．0．

山氏が現在の防衛政策に感じておられる危惧や問題点なども

安全保障問題について積極的に発言を続けておられる︒宝珠

ル政策研究プロジェクト事務局にも感謝申し上げたい︒

業を一手にやっていただいた政策研究院C．0．E・オーラ

スの神門恵子氏︑宝珠山氏との連絡をはじめ面倒な事務的作

たい︒また︑速記を担当していただいた有限会社・ペンハウ

倒な編集作業を担当していただいた眞板氏︑長南氏に感謝し

二〇〇五年二月

佐道明広

申京大学助教授

政策研究院客員助教授

ーラルヒストリーの最後をかざるにふさわしい貴重な証言を
してくださった宝珠山氏に心から感謝したい︒

宝珠山氏のオーラルヒストリーは︑伊藤隆政策研究院教授︑
私・佐道明広の二人が聞き手となって行われた︒質問項目は︑

宝珠由氏からいただいた経歴書や資料を参照して私が作成し
た︒本オーラルヒストリー記録の冊子化にあたっては︑眞板

恵夫氏︑長南政義氏が編集を担当された︒C．O．Eプロジ
ェクトの最終年度にあたり︑きわめて限られた時間の中で面
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札観地裁︑自衛隊違憲潤決︵長沼判決︶
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第一回防衛白丁﹁日本の防概﹂発表

一

坂田道太長官就任
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防衛庁﹁平和鋳の防衛力﹂発表五月

西村直己長宮就任十二月
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地整理統合︵関東計画︶に合意二月
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−
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三島由紀夫陸飼東部方蘭総監
部で割腹目殺
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劉︑石油の供給停止
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上の知識の供与に関する交換公文﹂署

I

対米就器技術供与実施細圏取極締結

−

⁝

⁝

に対する一定の防衛分野における技術

l

一

⁝

定︒池田行彦長官就任

一

松本十郎長官就任

I

度︶について﹂安全保障会議︑閣議決

l

⁝

決定十二月

加藤紘︻畏官就任

防
月

I

⁝

一

﹁拶SlX共同開発に関する日米政府閤

﹁日米相互防衛援助協定に基づく日本国

一

田澤吉郷覆窟就任十一月

i

I

山岨陶拓長日就任八月

﹁申期防衛力整備計画︵H三年度〜七年

一

﹁防衛力検討委員会﹂設置六月

l

一

﹁申期防衛力整備計画﹂国防会議︑閣議

I

﹁在日米軍労務費騎罰協定改正議定讐﹂

i

潜水艦と遊漁船の衝突事件︵なだしお

︸月

︸

E

石弾要三長官就任十一一月

一

名七月

九月
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国

際

史

十︻月 大韓航空機︑ベンガル湾上空
を飛行中︑北朝鮮のテロによ
り爆破される

六月
十二月

天安門事件
米ソ首脳会談︵マルタ︶

五月

セ⁝⁝iIIIIliiIII一⁝IIll一！ーーi
六月置 宇野内閣成立八月
海部内閣成立
二月
ソ連軍︑アフガニスタンから
撤退完了
中ソ欝脳会談

﹁

ドイツ統一

イラク︑クウェートに侵攻

︸○月

八月
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一一

次

年齢
個

人

吏

防衛庁長窟宮房長

十﹁月

十二月

防

衛

史
国

内

﹁湾岸麓機対策本部設置﹂閣
議決定︒遽繍支援で九〇億ド
ルの拠出を決建
寓灘内閣競立

翻連カンボジア暫定機構︵UNTAC︶

国

醐始︵〜瓢虜宋︶

史

多飼籍軍﹁砂漢の嵐﹂作戦を

mシア共和国大統領にエリツ

⁝月

七月

薮C十二力國︑欧州連合条約

化学兵器禁止条約に署名︶

米誌菖脳会談︵STARTH︑

ィン就任

二月

署名
米露首脳会談
米︑比から撤退完了

﹁團際緊急援助隊法改正法﹂
施行
国際平和協力法扁施行

霞衛隊派出
中山利生長官就任︒門中期防衛力整幡計
て﹂安全保障会議︑閣議決定

画︵H三年度〜七黛農︶の修正につい

月

六月
十一月

八種

細絹内魍両立

北朝鮮︑日本海に向け弾遵ミ
サイルの発射馬験を実施

八月置

滋月

国連モザンビ⁝ク活動へ自衛隊派遣
北海道南西沖地震で災害派遜
中西啓介長官就任

北朝鮮で︑一A⁝Aが核査察

発足

を開始

蕊月

羽田内閣成立
村山内闇成立

カーター元大統領が北朝鮮で
金日成と会談

四月
六月

穴月

第︸回日中安保対話
禅団厚長冒就任
玉沢徳一郎長官就任
ルワンダ難民救済のため︑自衛隊派遣
第﹇回日韓防衛実務養対話

朝鮮野鶴エネルギー瀾発機構

沖縄駐留三米兵による女子児

防衛白書

三月
九月

阪神・淡路大震災で災害派遣
地下鉄サリン事件で災害派遣
今後の防衛力の在り方について第一回
安全保障会議開催︵全十三回︶
衛藤征士郎長官就任
﹁在日米軍駐留経費新特別協定﹂署名
﹁平成八年度以降に係る防衛計画の大綱

について﹂安金保障会議決定︑閣議決

童暴行事件
十一月

六月

史

沖縄米軍基地問題協議会の設
置︒村山・ゴア会談︵沖縄に
関する特溺行動委員会一1SO
CO設置に墓づき合意︶

政府専用機︑防衛庁に所属替え

︵併︶内閣審議官︵内閣宮房
一月
﹁在日米軍駐留経費新特別協定﹂署名︒
﹇月
三月
﹁湾岸危機に伴う避難民の輸送に関する
内閣安金保瞳璽︶
暫定措覆に関する致令﹂閣議決定
一〇月 ︵解︶内閣審議営︵内閣官房
報⁝月
掃海艇︑ペルシャ湾へ派遣
内閣安全保陣門︶︑防衛庁経 四月
六月
雲仙普買岳騨火で災署派遷
理局長
﹇○月 国連のイラク化学圏器調査団に自衛官
派濃
實下鰯平長官就任

六溌

四月

蕊月
六月
九月
十︻月

八月
九月
十一月

際

出典
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聯
五匝

五鼎

五六

防爾施設庁畏實

防衛施設庁畏窟蕃職

月月

﹇九九一
︵平成三︶年

一九九二
︵平成賜︶年

一九九三

五1

九霞
ll

十二月

決定

﹁中期防衛力整備計画︵H八年度〜十二
年度︶について﹂安全保障会議︑閣議

定

七i月1

ni

月摺月
月月月

t
E

八七

よ
ノ＼二一

ヨ ヨ ヨ

→
1

到八 1
＿i

︵平成薮︶年

撃︸

︼

遥究｝

翻著作・翻聞記事・座談会・インタビュー
「「基盤的防衛力構想」産みの親？』

『「小泉訪朝」成果拡大への道』

季刊「日本の風」創刊号

郷友連月刊誌「郷友」平成14隼斜月号

平成17年3月

『F一輪とP−3Cの国産調達の動乱
防衛庁中央調達五十年史 平成窪7隼3月

『対イラク行動、協調態勢形成の焦点』

郷友連月刊誌「郷友」平成14葎判月号掲載

噺防衛大綱への期待と不安（鱈補版）』

『「ローマ謬言」と「広義の有事法制」整備』

月刊誌「郷友」平成t7年2月号巻頭言

郷友連季刊誌「誇りある日本の再生」平成14年夏季号

『新防衛大綱への期待と不安（要約版）』

『包括的な有事法制の進化を

国策研究会刊行「新国策」2005−1−15号

一新世界秩序の形成に貢献する日本になるために』
日本青年協議会発行「祖国と青年」5月号

「日本の安全・繁栄に有益」

朝日新聞2004年11月19日朝刊
「米軍再編

日本がテeeの最前線にならないか

一米陸軍司令部の座間移転は、日本の防衛力強化に良
い機会」

毎日新聞

2004年到月12日夕刊

『「基盤的防衛力」を見直す時：日の当る時、望まれる更
なる自重・自戒・研讃』

月刊誌「郷友」平成G6年9月号巻頭言
『新生イラクへ日本の支援強化を』
国策研究会刊行「新国策」2004一・6・一15号
『テ環リストとの宥和は犯罪行為』
国策研究会刊行「新国策」2004一・5合併号
『「武器輸出三原則」の見直し』

月刊誌「郷友」平成16年4月号巻頭言・
『イラクの治安回復活動への参加』

月刊誌「郷友」平成15黛明月号
『北朝鮮の核疑惑への日本の対応』

明石書店

2003年9月

郵専守防衛戦略等の見直し』

月刊誌「郷友」平成15年10月号

融がり角の専守防衛一新たな脅威で見直し必劃
読売覇聞 2003年6月24日
『「対話で解決」の必要条件

一rならず者」との宥和戦略の過ちを繰り返すまい』
一国策研究会刊行「漸国策2003−6−1号
『「有志連合」勝利の意義』

国策研究会刊行「新国策」2003−4−15号
『「非核三原則」等を見直す時？』

国策研究会刊行噺国策」2003−3−15号
『当面の選択は「経済制裁」＋r買収」では？

一f北朝鮮への対応の選択肢」に対する感想』
郷友連月刊誌「郷友」平成15年4月
『「非核三原則」を見直す時？

一力博士の「北朝鮮への対応の選択肢」1
郷友連月刊誌「郷友」平成15年4月号巻頭言、

2唾

7

「MYふるさと一山国町

大分合同新聞

「どうみる有事法制
西日本新聞

宝珠山昇さん」

2002無6月8日
三連法の整備を急げ」

2002年4」弓20Eil車月干lj

『新世界秩序の形成に賛献できる日本へ』

政策研究フォーラム発行「改革者」平成14年3月号
『近隣諸国への過剰配慮思考からの脱却一小泉改革で期待
される歴史的成果、防衛・安保体舗の正常化・改革』
（社）日本郷友連盟月刊誌「郷友」平成14年3月号巻頭言
『新しい国際社会秩序の構築への責献』
（財）平和・安全保障研究所発行
fRIPS Newsletter！ Winter 2002／NO．143

臓府の柔軟対応可能にせよ」

朝日新聞

2001年10月14R

『集団的自衛権の行使は他国のためならず』

日本郷友連盟月刊誌「郷友」平成13年9月号巻頭言
『日米同盟、維持強化の条件一期待されるゼ官民合同の日
米安全保障協議機関」の成果』
（社）日本郷友連盟月刊誌「郷友」平成13無3月号巻頭言
『2000年中期防等への期待』
（社）日本郷友連盟発刊季刊誌「言奢りある日本の再生」

平成12葬10月号
締を転じて福となしたいもの一有事法制
（非常事態・危機管理法令）は文民統制の中核』
（社〉日本郷友連盟月刊誌「郷友」平成12年9月号
『ガイドライン関連法とさらなる課題』

国策研究会刊行r新国策」1999−4−15号
『日米韓防衛協力と日本の集団的自衛権行使』
（1999年4月22日ソウル国際会議提出論文）
『国も家庭も平和は力の均衡から』
（株）大分県人社月刊誌「大分県人」平成11年4月

『領域警備態勢は武器使用の国際標準化で格段に向上』
（防衛法学会編ギ防衛法研究」1999隼）
「後方支援限定 米国の不信招く恐れ」
世界Ei幸手 1999年2月3日

［

＝＝＝1！li

「集団的自衛権

『「物と量から心と質の時代へ？」

行使は政策で判断を」

一宝珠山昇一霞ヶ関からの手紙』

世界日報1999年2月4日

大分合岡新聞月刊誌ギミックス」1995年3月号

r有事法制の整備は不可欠」

世界日報1999年2月5S

「子供のころは瞑季を通して自然がすべて遊び相手だった
一防衛施設庁畏窟・宝珠山昇」

『「新ガイドライン」の成果と課題』

朝臼薪聞大分版1995年2月14日

政策研究フォーラム発行「改革者」平成10年6月号
『核拡散防止とTMD導入毒
（株）PHP研究所月刊誌「Voicej

日本経シ斎豪弄聞

1998年IO月号

『東洋のスイスなれ』

『国際協力体制の段階的選択
一躍衛隊への正常な認識と信頼を基礎に』

東京新聞1997年ア月23日
『沖縄の独立は国益のみならず沖縄住民の安全・繁栄・
福祉を著しく損なう』

文芸春秋社刊「日本の論点jG998年

（株）肇局雲楽斤聞；日月干i揺志

「国猛方」

1991年16月号※

懸盤の制裁措置への自衛隊参加
一立法を急ぎ、派遣に道を拓け』
（株）朝雲新聞社月刊誌「国防」1990年10月号※

『「観念的防衛論との闘争」

一有事法制整備・TBMD・沖縄基地問題』
拓殖大学特別講座「産業と人間」1997年度
『極東有事と日本の防衛体制』
（財）日本国防協会編集「安全保障」

眠主諸国の連邦に向けて一国際協力と責任分損を考える』
（株）朝雲新聞社月刊誌「国防」1990年6月号
『座談会「東欧後の世界と日本」
一桃井 翼・フレッド・イクレ・宝珠山 昇』
（株）朝雲新聞社月刊誌週刊「朝雲jG990年5月3日

第79号（掘97年5月20田発行）
『有事法制の充実と沖縄の基地問題

一日過防衛協力体制の充実のために、日本にとっての
二つの難問にどう取り組むか』
岡崎研究所等主催「日米岡盟プ［コジェクト論文集
（97確度国際会議）1997年1月
『「基盤的防衛力構想」産みの親？』

（追悼集総捲整輝」1996無12月刊行）
『沖縄海兵隊、本土移転のススメ』

読売漸聞社ヂτ田SIS読売」綿96無1帽号
無寡§

1994年9月9日手葛載

（r加藤陽三追悼録j1993年3月刊行）

「防衛産業は生き残れますか
一防衛装備協会理事長・宝珠山昇」

『クリントン訪8が証明した

「若さが翼る仲間」

』

文藝春秋社愚拙春秋B996年6月号

紐六中業を聞く一特別インタビュー』
（株）朝雲新聞社月刊誌「国防」1982年9月号※
『岡盟関係を強化する疇代
一内外の注目を集める鈴木首相の決断』
（株）朝雲新聞社月刊誌r國防」1981年8月号※

『1982年度米国防報告の要点
一防衛力増強の必要性を身をもって示す米国』
（株）朝雲新聞社月刊誌r国防」198Gec2月号※
『各国の防衛力と日本』新日本製鉄
（株）販売管理部発行「スチールデザイン」

昭和52年3月1日号※

『球は沖縄に投げ返された』

『「戦闘機がなぜいるの」宝珠山勢」

政策研究フォーラム発行「面前者」1996無6月号

ギ早稲田学報」昭和52年2、3月号

『沖縄基地問題の深層』

『明確化された基盤的防衛力構想

（株）PHP油壷所月刊誌rvorcE」1996年4月号

一防衛計画の：大綱の特徴と課題￡

『安保堅持は念仏か一宝珠山昇・岡崎久彦』

（株）朝雲新聞社月刊誌「国防jtg77年1月号※

（株）PHP研究所月刊誌ギVOICE」1996年2月号
「沖縄基地の 戦略的樋値、今後も高い
一全国に分散とはいかぬ一宝珠山昇さん」
毎El新聞
1995年7月2日

注、著作リスト作成にあたっては、宝珠山氏のホームページを参照した。また、リスト中（※）があるものは、
窒珠山蔓が防衛庁在職中に「小宇佐昇」または「林松次」というペンネームで轡かれたもの。
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防衛諸計画の体系 （昭和55年7月作成の防衛局資料の
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