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Ⅱ. オ - ラ ノレ ー ヒ ス ト リ -

下河辺 浮

(元国土事務次官)

2003年 10月27日 ～ 11月25日
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下河辺 浮 略歴

(Lもこうべ あっし)

(経歴)

大正 12 (1923)午

昭和22 (1947)年

昭和 52 (1977)年

昭和 54 (1979)午

平成 4 (1992)午

平成 13 (2001)午

平成 15 (2003)年

東京都生まれ

東京大学第一工学部建築学科卒業 工学博士

戦災復興院技術研究所､経済審議庁､建設省を経て､経済企

画庁総合開発局長､国土庁計画 ･調整局長を歴任し､

国土庁事務次官に就任｡

総合研究開発機構(NIRA)理事長に就任｡

東京海上研究所理事長に就任｡

国土審議会会長､国会移転等審議会会長も勤める｡

東京海上研究所顧問に就任｡

下河辺研究室､(有)青い海会長に就任､現在に至る｡

その他､日中経済知識交流会顧問､日英2000年委員会委員､日米欧委員会日本委員会

委員､社団法人日本プロサッカーリーグ (Jリーグ)裁定委員会委員などを兼任､幅広く活

躍中である｡

(著書等)

『情報化社会との対話』東洋経済新報社､1970年

『日本の明日』現代研究会､1979年

『90年代日本の課題』三省堂､1987年

『戦後国土計画への証言』日本経済評論社､1994年

『都市間題の政策科学』東洋経済新報社､ 1,996年等､多数｡
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まえがき

昨年 (2003年)の夏､私は下河辺浮氏の御厚意で彼の沖縄関係の資料をお預かりす

ることになった｡

下河辺氏は長い間､一貫してわが国の国土政策 ･国土行政に深くかかわってこられたこ

とは周知の事実である｡だが一方で､彼はその職務との関連から､もしくはその関連をし

ばしば超えて､復帰前から今日まで30年余にわたって沖縄にかかわってこられたことを

多くの沖縄の人々が知っている｡しかも沖縄の大きな時代の節目に彼の存在感は際立って

いた｡とりわけ1996年に代理署名訴訟で橋本政権と大田県政が緊張関係にあったとき､

彼がパイプ役を果たしたことは有名である｡

それで少しずつダンボ-ル 5箱分の資料に目を通していると､これまでおそらく公表さ

れておらず､非常に重要だと思われる資料があることに気がついた｡そこでそれらの資料

を確認するためにも､下河辺氏に会って話を聞く必要を感じた｡また､それならばこの機

会に､復帰前から今日までの沖縄についてのオーラル ･ヒストリーとして彼の話を聞けな

いかとご本人に打診したところ､ご多忙な身にもかかわらず快く承諾していただいた｡

早速､10月27日からスタートして11月 25日まで､寅板恵夫氏に手伝ってもらい

ながら､5回にわたってそれぞれ約2時間､合計10時間をかけて下河辺氏の事務所でイ

ンタビューをすることができた｡下河辺氏には貴重な資料を預けていただいた上に､さら

に長時間にわたって根気強くインタビューに応じていただいたことに､感謝の言葉もない｡

このオーラルが､これから沖縄内外でできるだけ多くの読者を得てなんらかの指針や示唆

を与えることができたら､いくぱくかでも氏の御厚意に報いることができるのではないだ

ろうか｡

下河辺事務所の高島由美子氏にもなにかと大変お世話いただいた｡また下河辺氏への橋

渡しをしていただいた NIRAの島津千登世氏の御尽力がなければ､このオーラルは実現し

なかった｡おふたりに記して感謝申し上げる0

2003年 1月30日

早稲田大学大学院

公共経営研究科教授 江上 能義
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第 1回 下河辺淳氏インタビュー

日時 :2003年 10月 27日午後 1時 30分から午後 3時 30分 (2時間)

ところ :第 12森ビル 下河辺研究室

インタビュー対象者 :下河辺淳

インタビュアー :江上能義､鼻板恵夫

同席者 :佐藤敏広 (総合研究開発機構政策研究情報センター長)

島津千登世 (総合研究開発機構政策研究情報センター)

記録者 :異板恵夫

※､発言者の敬称略

●沖縄とかかわるきっかけと最初の印象

江上 :復帰のときの昔の話で申し訳ないのですけれど､その辺の話をお伺いしたいと思っ

ています｡ 1970年に山中 (注 ･貞則)長官から行ってくれと言われて､そのとき初め

て沖縄に渡られたと伺いましたが､その前からおそらく､沖縄に渡られる前から沖縄の返

還の問題で仕事で (沖縄に)関わっていらっしゃいますよね｡

下河辺 :そうですね｡楠田 (注 ･賓)さんという新聞記者が飛び歩いていて､楠田さんと

親しくしていた関係でいろいろと沖縄のことを議論していましたからね｡

江上 :先だって亡くなられた方ですね｡

下河辺 :そういうのが山中貞則に知られちゃったらしくて､あいつを行かせようってこと

にしたらしいんですよ｡貞則さんには悪口言って､沖縄にとってあなたは敵だと､島津藩

の親分が沖縄をどれほどひどい目にあわせたかって言うことを反省しないと私は行かれな

いって言うと大笑いしていました｡

江上 :山中長官は以前から屋良 (注 ･朝苗)さんとの関係で沖縄のことを良くご存知でし

た-0

下河辺 :そうです｡非常に詳 しいし､親切でしたね｡

江上 :そうですよね｡沖縄にとっては大恩人というか

下河辺 :大恩人ですね｡

江上 :県民栄誉賞か名誉県民とかになられていますよね｡

下河辺 :そうです｡沖縄って言うのは､復帰反対の青年がいっぱいいたわけですからね｡

沖縄からすると貞則が一番の敵なわけですよね｡

江上 :島津征伐の､ね｡

下河辺 :本土復帰なんて言っているのだから､けしからんって言う｡

江上 :そうですよね｡沖縄で仕事に携われて､行かれる前に沖縄ってどういう印象だった
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のでしょうか｡

下河辺 :そのう､英語で暮 らす県でしたよね｡アメリカが占額している地域というのがや

っぱりとても強い｡それと同時に 15､ 16世紀の琉球王朝のその歴史が伝統的に残って

いましたよね｡だから､日本というのは第三のテーマであって､第-が琉球王朝で第二が

米軍の占領ってそんな感じだったんじゃないですかね｡県民たちはその三派にみんな別れ

ていきましたよね｡それを全部に話ができるのはほとんど屋良さん一人だけだったのです

よね｡それは彼が教育者だから､県民が教え子なわけですよね｡だから､先生として尊敬

されているから話ができたんでしょうね｡あれが政治家だったら､とてももめて治まらな

かったんじゃないでしょうかね｡

江上 :そういう意味では屋良さんというのは､復帰の大きな変革期において理想的な指導

者であったと｡

下河辺 :彼が居なかったらああはできなかったでしょうね｡彼はなぜか福田 (注 ･赴夫)

さんを尊敬していて､自分が困ると福田さんのお宅に行って相談 したりしてたんじゃない

ですかね｡

江上 :そうですね｡福田さんとの関わりはずいぶん以前からですよね｡

下河辺 :おそらく教員であったころに､福田大臣とどこかでお会いになっているんじゃな

いですかね｡

江上 :福田さんが大蔵省の官僚だった時に｡

下河辺 :そうですね｡

江上 :大蔵省にお願いに行くときに｡

下河辺 :そうですね｡屋良さんが私を先生と呼ぶものだから､いつのまにか福田さんも私

のことを先生と呼ぶようになった｡先生って言うのは尊敬できない代議士のことじゃない

かって大笑いしてたんですよ｡

江上 :やっぱり､沖縄に行かれて､やっぱり沖縄とは大変なところだと言うようなイメー

ジをもたれましたか｡

下河辺 :大変と言うよりも､日本に返ってくると､一般の人達､政治への関心が歪んでい

るでしょ｡だけど､沖縄の人達っていうのは､政治っていうものに対 して真剣でしたね｡

復帰することが良いかどうかなんていうのは､命懸けの判断ですよね｡グアムなんかの方

が故郷だって言う青年まで､出てきたわけですよね｡それに､日本人の父と母から生まれ

た子だけじゃなくて､戦後のいろんな兵隊との間で生まれた子もいっぱいいましたからね｡

江上 :大変な状況だったんでしょうね､その当時は｡

下河辺 :そうですね｡それにもかかわらず､ものすごく平和なんですね｡それは婦女暴行

とか､刑事事件は起こりましたけども､基本的にそのアメリカの兵隊で特に女性の将校な

んかでも､武装なしで暮 らせる島っていうのはアメリカ本土も含めてどこにもないんです

ね｡

江上 :ということは､政治的にはいろんなことがあって､生活そのものもはたからみて大
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変そうな割には､中に入って見ると暮らしやすい｡

下河辺 :そうですね｡

江上 :怖い事件とか事故しか報道されませんしね｡沖縄って怖い島だなっていうイメージ

が強い｡

下河辺 :だんだんと目が経つと､戦争を直接経験した年寄 りが少なくなって､戦争を知ら

ない若者になってくるにしたがって､ますます平和な島でしたね｡

●沖縄独立論について

江上 :最初に沖縄に行かれて､屋良主席と会われて､屋良主席ともいろんな話をされたと

思います｡屋良主席とお会いしてホテルに帰ったら､若い人が来て､沖縄は独立したいん

だと話したと｡その方は吉元さんですか｡

下河辺 :いや､吉元じゃなくて､ですね｡

江上 :吉元さんじゃないんですか｡

下河辺 :はい｡

江上 :あ､そうですか｡

下河辺 :吉元はそのころは､なんていうか､日本の政府と､どういう風にやるかって方向

に向いていましたから｡

江上 :むしろ､日本と協力してどうやってやるか｡

下河辺 :それは､良いか悪いかは議論していましたけども､その方向に向いて彼は一所懸

命でしたからね｡だから､来た青年たちは､私には名前も教えないという｡

江上 :名前を教えないO

下河辺 :私に迷惑がかかるだろうと｡

江上 :どういうグループか､だいたいわかりますか｡

下河辺 :いろんな人がいましたね｡確か十人近く来たと思うんですが｡

江上 :そうですか｡そうすると､その当時の独立論者というと

兵板 :年配層ですと､大宜味朝徳とか､仲宗根源和とか

江上 :若い人ですよね｡

下河辺 :なんかねえ､飲み屋さんで小料理屋さんをやっている女性のところが集会場所み

たいだった｡私､その飲み屋さんへ度々行ってご馳走になったんだ

けど､名前は忘れちやってどうしようもない｡

江上 :それは沖縄の桜坂ですか｡

下河辺 :そうですね｡

江上 :そうでしょ｡だいたい場所はわかりますね｡

下河辺 :知事が西銘 (注 ･順治)さんになったら､先輩なんでもっぱら桜坂で飲み食いし

て楽しくやっていたのですけどね｡

156



江上 :今でも桜坂の飲み屋街は少し残っています｡

下河辺 :そうですね｡

江上 :独立したいと言うそういった方々と下河辺先生は話しをなさったんですよね｡

下河辺 :そうです｡私も独立した方がいいって言ったら､びっくりしていましたよ｡先生

がそうはっきり言うとは夢にも思わなかった､と｡

江上 :独立した方がいいと｡

下河辺 :いやいや､その独立した方が良いって言ったから､驚いたんですね｡まさか､私

が独立が良いなんて言うと思わなかったとびっくりして､びっくりついでにあんまり独立

の話をしなくなっちゃったんですけどね｡

江上 :ああそうですか (笑)度肝抜かれちやった｡それはちょっとあまり､性根の入った

独立論じゃなかったんですかね｡勢いあまった独立論ですかね｡(笑)でも､独立した方が

良いとおっしゃったのは､それはやっぱり半分本音の部分が-

下河辺 :そうです｡

江上 :ですよね｡

●核抜き本土並み返還に大きな疑問

下河辺 :核抜き本土並みっていう佐藤総理の方針っていうのが､私あんまり信じられなか

ったですね｡核抜きっていうこともないんじゃないか､本土並みっていうこともありえな

いんじゃないか､と｡もっと復帰するなら沖縄の真剣に考えた何かテーマを持たないとダ

メじゃないかと思ったんですね｡

江上 :30年たって振 り返ると､それは名言ですね｡そう思われたとはすごいですね｡今

の沖縄から見ると本当にそうですね｡核抜きというのも､今の沖縄の人は信じていません､

ですね｡

下河辺 :思えないですよ｡

江上 :思えないですよね｡

下河辺 :それで佐藤内閣がなんでそう言えたかっていうと､そのアメリカのほうが沖縄の

返還にあたって核抜きと言っていないんですね｡通常は置かないと､それと非常時には持

ち込むと｡持ち込むことあるべLという考え方なんですね｡そしたら外務省としては､こ

ちらが聞かない限り､持ち込んだと言わないで欲 しいって意見なんですね｡そして､聞い

たら本当のこと言ってくれと言ったんですね｡それで､佐藤内閣にそれでいいのかって言

ったら､聞かないから大丈夫って言ったんですね｡だから､密かに持ち込んで日本側はな

んかまったく無視しちゃってという発想なんですね｡

江上 :事前協議の問題ですね｡その辺のところは､楠田さんあた りも良くご存知だったん

でしょうね｡

下河辺 :いやー､楠田さんがもっぱら､やったんじゃないでしょうかね｡そういう段取 り
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を｡

江上 :若泉 (注 ･敬)さんも｡

下河辺 :そう､若泉先生が盛んにそういうのを調整したんじゃないでしょうかね｡

江上 :そういうわけで､核抜き本土並みというのは､やっぱり､先生もちょっとおかしい

んじゃないかと思われたわけですね｡沖縄もおかしいんじゃないかと思う人がいて､復帰

そのものの在 り方を問うような反復帰論というのが出てきていましたね｡そういう人々の

一部から､独立論が出てきたわけですけども､しかし､大半はそうはならなかった､です

ね｡

下河辺 :大半というか､ぜんぜんならなかったですよ｡

江上 :やはり米軍統治下で経済的に劣勢下に置かれているのを日本に復帰したら､経済的

に少し豊かになるのではないかというような期待も随分あったんでしょうね｡

下河辺 :いやーだから､経済的な面で生活考えたら､復帰して良いんだか悪いんだか､現

実にはわかんなかったんじゃないんですか｡まあ､日本の政府が全生活費を面倒見るとで

も言ったら違ったでしょうけどね｡本土並みって言っておしまいになっちやったから､ち

ょっと暮 らすのは不安な人もいたんじゃないですか｡普天間の移転だってそうですよね｡

移転すると大変だという人も､少しいるんじゃないですか｡やっぱりね｡

江上 :そ りゃそうですね｡

●普天間移設について

下河辺 :普天間の移転先の反対者もいるけれども､生活費の軍事経済効果の費用も付くん

なら､その方がいいんじゃないかっていう意見もでましたよね｡漁民の方々の意見が反対

なんだか､賛成なんだか､ちょっと複雑になっちやったでしょ｡

江上 :そうですね｡

下河辺 :米軍が普天間を移転したい理由が､住民のことを考えた上っていうことを言って

いるけれども､本当は普天間の軍事的な技術が陳腐化過ぎて､使い物にならない､という

ことが本音だったんじゃないですかね｡

江上 :私もそう思いますけどね｡

下河辺 :データだってなんだって古くて､ダメって言うんで､滑走路だってあんな長い滑

走路はヘリコプターにはまったく必要としなくなっていて､滑走路は40メーターでいい

なんていう状態だったわけですよね｡だから､移転というのは軍事的な技術レベルを上げ

ることというのが本音だと思う｡いまさら名護の市長にしてみると､｢軍民共用の飛行場じ

ゃなくちゃいやだ｣と言ったために40メーターの滑走路に反対なんですね｡少なくとも

1000メーターの滑走路で旅客機が発着できなきやダメって､だから私は市長さんには

いやー那覇から名護まではヘリコプターで旅客を運んだら､40メーターで済むんじゃな

いか､つて言ったんですけどもね｡普通の小型旅客機でや りたいって､言ってましたね｡
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江上 :最初は 1000メー トルくらい

下河辺 :1000メーター

江上 :1000メーターですね｡1000メーターが 1600になっていって､いま20

00メー トルに｡

下河辺 :そうです｡それが地元の要望なんです｡

江上 :軍民共用のあれで､民のほうで伸びていったわけですね｡

下河辺 :そうです｡軍の方はもう40メーターでいいっていうんだから｡なんか変な話に

なっちゃいましたよね｡

江上 :そうですよね｡軍は名護市が民間の部分で使いたいからということで､地元の人達

が要請しているんだということなんですね｡大型化 したというのは､ですね｡

下河辺 :しかし､民間空港じゃあ採算合わないっていうことで､名護市が財政負担するの

は無理ですよね｡

●復帰前後の離島視察の思い出話

江上 :70年頃の話に戻 りますけれども､ 70年に沖縄にいらっしゃったときに､復帰の

準備をなさるために西表とか離島もかなりまわられたというお話しも伺いましたし､視察

も兼ねてかなり長く沖縄にいらっしゃった｡

下河辺 :そうです｡米軍のヘリコプターで沖縄を全部見て回った｡空から｡

江上 :トータルでどれくらい何カ月くらいいらっしゃったのですか｡

下河辺 :あのときねえ､1週間､ 2週間くらいが長いほうで,

江上 :1週間くらい

下河辺 :年中行っていましたんで､年間通じて､40､ 50日にはなったんじゃないです

か｡

江上 :はあ

下河辺 :そうしたら､帰りの記者会見であんたは住民税払ったかって言われたんです｡ど

うしてですかって聞いたら､1年間の居住 日数が30日を超えたら､住民税を取るってい

うことになってますと言われて｡

江上 :そうですか｡ 30日超えたら住民税を (笑)

下河辺 :それじゃ､私払いますって言ったんですよ｡そしたら､県庁の人がいやこの先生

は県側の招待客だから､税金は取れないってなんて言って大笑いしていました｡

江上 :そうですか｡なんか不思議な話ですね｡

下河辺 :それはそうでしょうね｡しかも､私が行くとあのころは､送 り迎え､いつも飛行

場で降 りたり乗ったりするんですけども､輪を組んで､その歓迎ってこととそのお湧かせ

っていう歌をうたって､肩を組んで大変でしたよ｡

江上 :そうですか (笑)
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下河辺 :なんか､そういう漁船を送ったり迎えたりする歌が民謡であるんですね｡そのう､

みんなで歌ってくれるわけですよ｡だから､みんな飛行場から飛び出してきて何事だって

見ている｡

江上 :いい時代ですね (笑) じゃあ､そのときに､離島もかなりまわられた ? 西表以

外にもあちこちまわられて､沖縄全体を視察されたわけですね｡

下河辺 :絶対､竹富から西表に行きたいって言って､西表に行くことが非常に悲願でした｡

連れてってくれましたね｡

江上 :西表を一番強く希望されたんですか｡

下河辺 :そ したら､希望 したら､何でもって言ったから対応 しなくちゃいけないのに､あ

の頃､船がないんです｡西表は､漁船みたいな小さな船が行 くんで､先生を漁船で運ぶっ

てわけにはいかないって言うんで､どうしようかと思ったら､そのう､もうすでに廃船し

たポロ船を雇ってきて､それで行くことになったんですね｡そしたら登録されていない船

なんで､正式の航路じゃ行かれないって言って､船長もなんか私と同じ年くらいか私より

年取ったくらいの船長が､私がお供しますって来たんだよ｡この船長､大丈夫かいって聞

いたら､昔は大丈夫でした｡

江上 :今は分か りません (笑)

下河辺 :今は分んない｡特に西表の南から回って西海岸へ出るところが､三角津波で有名

なんですね｡あとは平気なんだけど､そこを入 り込んで､西表に回り込むところだけがち

ょっと心配ですって言って､そこへ差し掛かったときは､ちょっと緊張していました｡

江上 :そうですか｡命がけですね (笑)

下河辺 :それでも面白いのが､その竹富の船に乗るために船着場へ行ったら､人がいっぱ

いいるんですよ｡私を見物に来たのかなあと思ったら､船長が私のところへ来て､あの人

達が乗せてくれって言うけども､いいでしょうかって言うのね｡で､乗ってどうすんだっ

て言ったら､自分の島に帰りたいって言う｡そんならいいんじゃないのって言って､はい

で行ったんですよ｡そしたら､私の乗った船はポロ船でも背は高いのに迎えの漁船は小さ

な小舟なんですね｡だから､船の高さが違うんですよ｡だから､私は降 りられないと思っ

たんですよね｡一人一人縄で結わいて､降ろすのかなと｡そ したら､おばあちゃん達が船

が近づくと､大声を張 り上げて､小舟の漁船に迎えに来てもらうんですよね｡で､下に着

くと､降 りるんですけども､竹竿持ってきて､竹竿を小舟と大船 (おおぶね)にかけると､

おばあちゃんがその竹竿でつるつるっと平気で降りちゃうですね｡

江上 :竹竿に伝って降 りちゃうんですか｡

下河辺 :そ して､ありがとうなんて言って帰って行っちゃうんですね｡ 1回見たからあと

は安心 しましたけど｡島々にみんな竹竿で降りていって､それで､なんというか､行きま

したけどねえ｡電気もないし､自動車もないしで大変な島でしたよ｡ジープを一台もって

行って､乗り回してくれたんですけどね｡あの頃は懐かしいですね｡

江上 :その当時､道もあんまりできていなかったですよね｡
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下河辺 :道なんかないですよ｡だから､軍用のジープでもなければ､走れなかったですね｡

江上 :いま､その西表にはリゾー トホテルができる予定です｡

下河辺 :今はもう大変なもんですよ｡

江上 :住民が反対運動しています｡

下河辺 :えーそうですよ｡

江上 :大騒動になっているようです｡

下河辺 :烏が壊れてしまいますよね｡ただ､いのししがいっぱいいて､大変だって言いま

すから｡いいのしし食べますかって言うから､食べるって言ったら大変なことになりまし

て､その日の明け方､いのしし狩 りをやって､獲ってきて､撲殺して､肉を採って食べさ

せて､お昼に食べたんですよ｡そしたら､これがうまいんですね｡これが

江上 :おいしいですよね｡

下河辺 :いっぱい食べて､おいしいって言ったら､そのとっておいてくれたんですね｡そ

の冷蔵庫のないところで､生肉残しておくってことは相当危険ですよね｡だけど､島の人

に聞いたら､当たって下痢しますけど､平気ですって言うんですね｡そして食べたら､案

の定下痢しましてね｡大変だって言って､仲間が代わりはんこにトイレに行くんで､ トイ

レ一つしかなくて､困ったんだけれども､いやー我慢して順番にやってくださいと､夕方

になったら､みんな治りますって言ったら､本当に5時過ぎたら､治っちゃう｡びっくり

しましたよね｡そしたら､その翌日も先生食べますかって言うから､ちょっと今日は帰ん

なくちやいけないんで､つて言って､それでも､ちょっとは食べたんですけれどもね｡｢西

表のいのしし事件｣って言って有名でした｡

江上 :ああ､その頃の西表は､まだ本当に自然は手つかずで､良かったでしょうね｡

下河辺 :それでもね､米軍が島全体になんて言うんすか､あれ､薬まいちゃったんですよ｡

江上 :あ､そうなんですか｡

下河辺 :なんだっけ｡病気があったな

江上 :マラリア

下河辺 :あ､マラリア｡それで､島が真っ白くなるほど､マラリアの薬まいちゃった｡そ

のために､あの川に生き物がひとつもないんです｡だから､船で行くと気持ちが悪かった

ですね｡魚も鳥もぜんぜんいないんです｡

江上 :その頃､米軍がまいていたんですね｡

下河辺 :まいたんです｡はい｡それで私が米軍に文句言ったら､あなたはお陰でマラリア

にならなかったんですよ､なんて言われたりして､そういう時代でした｡

江上 :西表のマラリアってかつては有名でしたからね｡

下河辺 :そうですかね｡本当､物量はすごいですよね｡あの島全体が白くなるほどまいた

んですからね｡

江上 :はかに行かれた島で､西表以外に印象に残っている島はおありですか｡

下河辺 :そうですね｡なんかいろんな島行きましたよ｡それでそういうところで､人々は
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本島へ移住 したがっている時代でしたからね｡生活ができないというんで｡

江上 :離島では､

下河辺 :その頃､東京から若者が､沖縄の島へ行きたいって言うのが少しずつ増えてきた

んですね｡それは沖縄の伝統技術とか染色なんかを勉強しに行きたかったんですね｡だか

ら､沖縄の伝統技術っていうのは､なんていうか本土の特に東京の若者で守られていった

のですね｡地元の青年達は､もうそれどころじゃないって言って､英語の勉強して沖縄の

経済の助けをするという方向に向いていましたからね｡久米島なんて､おそらく県民が一

人もいない時代があったんじゃないですかね｡

江上 :久米島ですか｡

下河辺 :ええOそして､こっちから行った青年達で､経済をもたしていた｡本当のおじい

ちゃん､おばあちゃんが､青年達の先生として暮 らしていただけで､若者はほとんどこの

前移住 したぽっか りじゃないですかね｡

江上 :そうですね｡久米島だったら那覇に近いです｡教育の問題もありましたしね｡久米

島も竹富ももちろん行かれていますよね｡

下河辺 :ええ｡

江上 :竹富はいまはもう､非常にそれこそ､本土の若者達が移 り住んで､竹富のお年寄 り

達とも一緒になって､観光の島として整備されていますけども｡その当時も､やっぱり竹

富はそういう感じだった｡

下河辺 :竹富には島の役場が竹富にあったもんですよね｡島に作っちゃうと､本土とのあ

るいは県庁との連絡が不便なんで､竹富に何とか島役場とか屋久島でさえもあそこに役場

を置いたのですからねえ｡だから､あの辺だと竹富がいちばん中心都市でしたね｡

●政府の復帰対策について

江上:話を変えますが､先生が最初に沖縄へ行かれたのは､1970年の何月でしょうか｡

下河辺 :確かねえ､ 11月くらい

江上 :ああ､じゃあもう､70年の終わりの方ですね｡

下河辺 :終わりの方です｡

江上 :えー､そのときに､すでに沖縄復帰対策各省庁の担当官会議というのが設立されて

いまして｡

下河辺 :設立されていますよ｡

江上 :そうですね｡

下河辺 :佐藤内閣が言い出したのは､ 1970年ですものね｡70年に佐藤さんが沖縄の

復帰なくしては戦争は終わらないっていう言葉から､関係省庁会議を開いたわけですよね｡

江上 :沖縄復帰対策閣僚協議会が 1969年の 11月｡

下河辺 :そうです0
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江上 :ですね｡

下河辺 :そうです｡

江上 :それを受けて､その年の 12月に要するに各省庁の担当官会議が開かれて､沖縄復

帰対策各省庁担当官会議というものが組織されるわけです｡

下河辺 :そうです｡

江上 :その中に行政部会とか､財政部会とか､産業経済部会とか､教育文化部会とか､社

会労働部会､司法務部会､地位協定関係部会というのがあったんですけども､下河辺先生

はこういうのには所属されてなかったんですか｡

下河辺 :しなかったです｡

江上 :ぜんぜん違うんですね｡立場がですね｡

下河辺 :ええ｡

江上 :これらは実務関係の組織だったので｡

下河辺 :そうです｡

●沖縄との最初のかかわ り

江上 :もっと大御所からの立場だったんですね｡それで､屋良さんと話をされたのは､中

心としてはおそらく大枠の話だと思いますけれども､屋良さんと最初お話されたときに､

どういうのを中心にお話されましたか｡

下河辺 :まあ､沖絶っていうのは､島津藩にやられたり､明治処分を受けたり､沖縄の米

軍との戦争なんていうことで､県民が自分の意見を述べたことがないんですね｡琉球王朝

の時代でも明の国に朝貢の儀をしていたような地域なんですね｡そ して､沖縄が初めて自

分で計画を作るときがきたと言うんで､第一次振興計画の第一次って意味が琉球政府が初

めてっていう県庁のいわゆる知事が第一次､第二次って作るという第一次とは違うんです

ね｡その歴史上初めて住民たちが自分で計画を作るっていう事態になったわけです｡だか

ら､計画ができたら､部長一同が山中貞則大臣のところへ説明に来たんですね｡そしたら､

事務局から山中貞則さんが陳情書が来るから陳情書扱いで受けてくれって､言うことを注

文つけていたんですね｡そのために､受け取って説明を聞いたら､山中貞則がいやーご苦

労でしたと､我々もこれをベースに検討したうえで､沖縄の振興計画を決めたいって言っ

たんですね｡だから､その場でもって私は､その応えは､貞則さんらしくないと,事務方

に言われてんじゃないですかって言うと大笑いになって､お前はどうすんだって言うから､

琉球の歴史の中で自分達で作って政府にもってきたのは､これが初めてなんであって､そ

のことが非常に政治的な意味があるんで､その県民が初めて､政府に訴えた計画としてこ

れを尊重して実行に移していきたいっていうことを私は貞則さんから期待 していた｡つて

言ったら､貞則が立ち上がってね､俺は間違ったとこれを受け取る態度として､さっき言

ったのは取 り消したいって言って､それで､これを基本にして政府として沖縄対策を講じ
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たいって言い直してくれたんですよ｡それは他の大臣だったら､面子じゃそんなこと言え

ないでしょ｡貞則って言うのはそこのところ立派ですよね｡そのため､引き揚げてから大

騒ぎになりましたね｡沖縄の担当者達が十人くらいで､喜んじゃって感激して大変になり

ましてね｡その晩の宴会は大変でしたよ｡

江上 :そうですか (笑)0

下河辺 :全員が正体もなく酔っ払っちやって｡私はその酔っ払いの始末の係を｡だけど､

私しか正気なのがいない｡それで､宿舎まで送 り込んで､寝ましてねえ｡

江上 :ああ､そんなに喜んだんですねえ｡そのとき､琉球政府の人達は｡

下河辺 :そ したら､翌日勢揃いして､お詫びとお礼にやってきてくれて､それが私の最初

の仕事でしたね｡

江上 :琉球政府が最初に作った沖縄長期経済開発計画ですね｡

下河辺 :大域さんって面白い部長さんがいましてねえ｡大域守って言って､沖縄の部長と

して何でもやってくれていまして､彼自体はジャカルタかなんかで戦争行ってきて帰って

きた復帰三人のうちの一人かなんかで､私なら何食べても下痢はしない､なんて威張って

いたおっさんで､確かになんか屋久島のいのししで､彼はなんともなかったですね｡そう

いうおっさんに救われて沖縄の計画を作りましたけどね｡

江上 :これは沖縄長期経済開発計画を山中長官のところへもってらっしやる前に､草案の

段階で､下河辺先生に相談とかあったんでしょうか｡

下河辺 :誰から｡

江上 :琉球政府の方から｡

下河辺 :いやいや琉球政府は直接作業をやっていました｡

江上 :本当に自分達で作って｡

下河辺 :ええ｡

江上 :日本政府側と打診も何もなく｡

下河辺 :ええ｡

江上 :ちゃんと自分達で作って｡

下河辺 :ええ｡

江上 :それで､持って行って｡で､まあ普通､陳情という形で､日本政府側は聞き置こう

ということになるわけですけれども｡下河辺先生はそういう言い方ではダメなんだとおっ

しゃったわけですね｡

下河辺 :そうです｡

江上 :意義付けをちゃんとしないといけないと｡琉球政府の方はそれでとても感激された

わけですね｡

下河辺 :琉球王朝以来､初めて自分達で作った計画を権力に持ってきたんだから､権力は

それを丁寧に受け取 らなきやうそだ｡と言ったら､山中貞則という人は本当にそうだって

言って､受け取ってくれましてねえ｡
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江上 :この最初に琉球政府側が出した沖縄長期経済開発計画が､その後の第一次振計に生

かされているんですか｡

下河辺 :それが第一次振計です｡

江上 :これが第一次振計｡要するにこれがそのまま､ということですか｡

下河辺 :はい､そうです｡第一次振計の前のやつは､米軍に出したものです｡そして､日

本から大使が行っていましたから､日本の大使を通じて米軍に渡した計画なんです｡それ

を日本の政府として､県庁としてつくったのが､第一次振計｡

江上 :じゃあ､ほとんどもう沖縄の琉球政府､沖縄の人達が全部作ったものが､第一次振

計に反映されていると｡

下河辺 :反映じやなくて､第一次振計とは沖縄の計画ですからね｡そして､それを受けた

日本の沖縄開発法に基づく計画っていうのがいま言われた政府の計画なんですね｡

●一次振計の評価

江上 :それで､一次振計は､それでスター トして､一次振計でかなりインフラが整備され

ましたし､まあ経済成長もそれなりに十年間で堅調に成果を上げたというふうに｡

下河辺 :上げた面と上げない面と両方あるわけで､

江上 :ああそうですか｡

下河辺 :上げた面としては､琉球人が自分達が日本人だって認識を深めたっていうのが､

非常に大きいんじゃないですか｡で､二つ目は､インフラの国の財政が非常に効果を上げ

たっていうのがあるんでしょうね｡三つ目としては､米軍基地っていうことについての理

解を安全保障上認めるっていうことになったんじゃないですかね｡

江上 :沖縄がですか｡

下河辺 :その計画の中でねOその三点というのが､沖縄の計画の中で認められた大きなポ

イントだったと思うんです｡

江上 :屋良さんは､基地問題を抜きにして､沖縄の計画は有 り得ないというようなことを

言って､佐藤内閣に建白書を渡されたりとかありましたよね｡でも､日本政府は基地問題

はちょっとそっとしておいて､経済振興の問題と切り離すような傾向が｡

下河辺 :いやあ土地問題で法制上裁判所との争いがあったわけですよね｡

江上 :土地問題ですか｡

下河辺 :ええ｡土地っていうものを米軍に与えることの権利をどこに求めるか､つていう

話になって､沖縄の中に米軍に土地を貸す根拠は何かってもめたんですね｡それを屋良知

事さんは､そのう地方裁判所の判決に待ったんですね｡で､福岡で判決があって安保条約

の下で土地は米軍に貸すということを正式に止むを得ないものだということを認めたんで

すね｡あのときに裁判官が日本の土地は-坪といえども米軍に貸すことはできないって判

決をしてたらどうなっていたでしょうね｡

165



江上 :大変なことになっていたでしょうね (笑)

下河辺 :その判決で知事さんは助かったと私は思うんですけどね｡

江上 :板ばさみになっていましたからね｡

下河辺 :板ばさみになっていましたね｡

●73年のオイルショックの影響

江上 :沖縄が復帰した 1972年に､復帰したその翌年に､つまり1972年に第一次振

計が､沖縄の経済振興政策がスター トするわけですけれども､その直後､ 73年にオイル

ショックが起きていますね｡やっぱり､オイルショックで日本の経済が非常な窮地に追い

や られる状況になります｡そのことは沖縄の経済振興政策には影響はなかったんでしょう

か｡

下河辺 :影響っていうことは､オイルショックの影響じゃあなくて､石油基地を沖縄に作

る作らないで､もともと論争点なんです｡

江上 :はい､CTS問題ですね｡

下河辺 :そして､私達は､備蓄を含めて石油精製を沖縄でやるっていうことは少し無理が

あると｡その二次加工するときに､輸送の距離が長すぎてやっぱり日本としてみると､東

京湾､伊勢湾､瀬戸内海なんかでやる方がいいから､沖縄は意味が無いっていうことを言

ったんです｡それで三菱なんかが､やろうとしたのが中止したんですね｡それはオイルシ

ョックのためではないんです｡立地条件が良くないっていう｡その後､日本経済全体がオ

イルショックの影響を受けんですけども､私なんかはオイルショックを受けて良かったと

思うのは､省エネっていうことが普及したことですね｡だから､オイルショックがなかっ

たら省エネが進まなかったら､今どきだらしなく､石油をいっぱい使っているような国だ

ったかもしれませんね｡

江上 :沖縄の経済界の人々の理解では､オイルショックがあったから､あのとき､沖縄は

日本の企業に沖縄に来てもらいたかったんだけれども､オイルショックで日本経済が悪く

なったから日本の企業が沖縄には来れなくなった､というような言い方をしているんです

けども､それはどうですか｡

下河辺 :関係ないですね｡

江上 :関係ない｡

下河辺 :それで､むしろ日本の企業が､本土並み復帰という言葉のひとつに､ちゃんとそ

のう､なんていうんですかねえ､沖縄に企業立地するっていう促進をやったわけです｡そ

のときに､理解 してやろうとしたのが､松下幸之助一人だった｡幸之助さん土地まで買っ

たんですよ｡具体的には工場作るところまで､いかれなかった｡立地条件が悪くてコス ト

がかかって､沖縄では無理っていう結論になったんですね｡だから､あの頃非常に真剣に

議論してくれたのは､ナショナルと同時に､なんて言うんすかね､えーとね､日本の企業
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で､松下ともうひとつなんでしたっけ､関西の電気会社｡2社ほどいたんですよ｡ところ

が､2社とも具体的にはなんなかった｡だから私は､沖縄に工業化を進めるっていうとき

に､どんな工業化を進めるのかをもう一度議論しなおせって言ったんですよね｡それは伝

統的な芸術品であるとか､繊維品であるとか､沖縄 らしい工業製品を目論んだほうが良い

と｡日本で世界の トップクラスの企業っていうことをすぐに狙うのは無理っていうことを

言ったときがありますね｡だけど､そういうのを政府で､沖縄に言える人がいないんです

よ｡本土並み復帰としては､日本の企業が立地してしかるべき､という立場でいますから

ね｡だけど､企業が行かないって言うのに､｢行けっ｣と言うわけにはいかない｡という変

な態度になってしまった｡

江上 :最初の頃はまだ革新が強くて､労働組合が強かった｡松下幸之助さんが工場設置を

とりやめたのは､労働組合が強いというのを嫌ったという見方がありますが｡

下河辺 :そんなことは絶対無い｡

江上 :それはないですか｡

下河辺 :松下幸之助は労働組合を尊重する経営者ですからね｡だから､ナショナルが強く

なったのは､組合と経営者の提携によるっていうのが､常識ですよね｡だから､幸之助は

沖縄でもそれをや りたかったんです｡ところが､沖縄の労働組合っていうのは､政治家気

取 りで､労働者じゃないっていうのに気がついたときは､がっか りしてましたね｡働く意

欲から言って来てんじゃないんじゃないか｡革命でも起こすつもりでやってるんじゃない

かっていう｡

江上 :呆れたんですかねえ｡

下河辺 :呆れたんですね｡そんな子供みたいなことを言ってどうなるのっていう｡

江上 :それはあれで､それよりやっぱりもっと深い､立地条件とかなんらかの採算が取れ

るような条件が整わなかったということですよね｡水の問題とかいろいろありましたかね｡

●流通基地､情報基地としての沖縄

下河辺 :水の問題はあるし､労働力の問題はあるし､資源が輸入しかないし､ちょっとし

た市場は遠距離だし､産業的な立地としては非常に苦しい立場ですよね｡琉球王朝以来､

あそこは生産基地であるよりは流通基地であり､情報基地であったわけですよね｡

江上 :現在は情報産業としてマルチメディアとかなんとかということで､一生懸命経済振

興策をやろうとしてるんですけどもO

下河辺 :いやーそれは政府がそういうハイテクポイントを作 りたいって言っていますけど

ね｡あんまり成功 しませんよ｡それより､米軍が言っているけれども､米軍の通信基地を

返還を求めて､沖縄のものにして､だいたい3000キロから5000キロのインターネ

ットの中心になったらどうかっていう｡そうすれば､日本経済全体がその通信のインター

ネットのセンターを使うに違いないって言ってくれたのが､通信の専門家のアメリカの兵

167



隊でしたけどねえ｡海兵隊っていのは､そういう役割を果たすと思っているんですね｡日

本のためになんなきゃ駐留している意味がないって言ってやってますからね｡海兵隊を敵

に回さないで日本の発展のために大いに利用したらどうですかね｡

江上 :米軍の通信施設を民間で共用して､自前でやるというのはちょっとコス ト的に大変

ということですか｡

下河辺 :大変ですよね｡

●海軍病院の積極活用を

江上 :まあ､アメリカは最先端のものをもっているわけですし｡

下河辺 :アメリカは軍事費でやったから､やれたんで､民間企業としたら､やれないです

よ｡特に沖縄の海軍病院っていうのは､もっともっと有効に日本は､活躍してもらったら

どうですかね｡日本の医師法っていうものが､なかなか邪魔になって､外国の病院を入れ

ることができないっていうトラブルになっていますけどねえ｡なんとか沖縄だけ､特例措

置を講じて東南アジア一帯の医療機関になったら､どうですかね｡

江上 :そういう発想を､私は沖縄に居たときに何回も聞いた気がしますけどね｡

下河辺 :いやあ､沖縄県人でそれをや りたいって､ここ十年やって､ここへも通ってくる

人がいますよ｡

江上 :あ､そうでしょ｡

下河辺 :だけど､厚生省が､なかなかそこまで踏み切れなくて､彼の活動が､まだみのっ

ていないっていう状況ですけども｡沖縄の海軍病院はもう､軍事的な役割の病院というよ

りは､東南アジアのマイナーな病院の技術的サポー トが一番大きなテーマですからねえ｡

だから今は､東南アジアの小さな病院のがん患者なんかは沖縄の海軍病院の世話になって

いることも多いんじゃないすかね｡私も海軍病院の治療を見せてもらいましたけど､凄い

ですね｡その入院している患者をそのテレビで､データを全部沖縄へ映像を写して､診断

してんですね｡その地元の医者にああせいこうせいって､治療を指示して､毎日のように

その患者チェックして､ああこの薬はダメだからやめろとか､今度は新たにこれを飲ませ

てみろとか､医者っていうのは激しいもんで､私が行ったとき､ちょうどたまたまなんで

すけども､これはもうおしまいだよと､明日か明後日でおしまいだなあと､言ったりして

んで､いやあずいぶん激しい診断すんだなあと思ったら､その診断された地元の医者が､

ものすごく喜んで､もうどうやっていいか､おどおど手を尽くしようがなくて､困ってい

たら､もういずれにしても明日か明後 日って聞いて､あとは冥福を祈るだけになったら､

うれしいって言って､明日から楽に死ねるようにっていうことだけや ります､なんて言っ

て､ああ､こういう役割ってあるんだなと｡

江上 :海軍病院っていうのは､沖縄の人達の間でも評価高いですよね｡

下河辺 :ああそうですか｡
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江上 :私が 1977年に行ったときに､その後､副知事になられた比嘉幹郎という琉球大

学の教授が海軍病院のことを非常にすぼらしいとおっしゃっていたのを覚えています｡

下河辺 :ああそうですか｡

江上 :これは､世界最先端の病院だと｡彼はアメリカにも留学していますから､米軍内部

のことも良く知っていたようです｡

下河辺 :非常に先端的だけであるだけじゃなくて､私が海軍病院に行って､皆さんのいち

ばんの自慢話を聞かしてくれって言ったんですね｡大変なこともあって､ダメなこともい

っぱいあるだろうけど､それよりは自慢できるものを案内してくれって言ったの｡産婦人

科なんですよ｡そして､私は軍病院で産婦人科が自慢とは夢にも思ってなかったんですね｡

で､産婦人科､何が自慢ですかって言ったら､早熟児を助けることが､世界でできない医

学上の技術になっているって言うんですね｡で､早熟っていうのを助けたくなったのは､

ベ トナム戦争で､お産する女性が非常に多くなって､そいでそれが大部分､恐怖感から早

熟だったんすね｡そうすると､早熟のまま死んじゃって欲しいっていう女性もいるらしい

んですね｡産んじゃったら後が大変だって言う｡ところが､やっぱり自分の子を助けてく

れって飛び込んでくるというので､早熟児の医学を発展させたっていうのは､自慢だって

言って､なんか産婦人科見せてもらいましたね｡産婦人科だから見るためには､なんって

言って､白衣を着せられて､医者のつもりで来て下さいって､行きましたけども｡産婦人

科の患者さんがいっぱいいましたよ｡

江上 :そうですか｡それは意外な話ですね｡それは初めて聞きました｡

下河辺 :それでも､日本の婦人をそこへ入れることを日本の医師会が許さないんですね｡

これは医師法の相手じゃないからって､だから､沖縄に来ている外国の女性ぽっか り､世

話になっていましたね｡

江上 :じゃあ､沖縄の人はそこで､ぜんぜん診てもらうことができなかった｡

下河辺 :そうですね｡よっぽど､特殊な基地で働いている人が､少しは居たようですけど

も｡いわゆる県民の患者としては誰も行かれなかった｡

江上:いい病院だってわかっていても｡沖縄の人にはその陰で高嶺の花だったわけですね｡

下河辺 :それにアメリカの兵隊に診てもらうっていうのが､なんとなく嫌だったんじゃな

いすか｡日本の女性にしてみるとねえ｡

●吉元氏について

江上 :話は変わりますが､吉元さんとも1970年当時会われたんでしょうか｡

下河辺 :うん｡

江上 :ちょっと先はど話が出ましたけども､まあ日本政府とどうやってうまくやっていく

かという作業を彼はやっていた｡

下河辺 :いやあ､沖縄でまともな会議の第一回目は､労働組合の会議に呼ばれたんです｡
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江上 :そうなんですか｡

下河辺 :失業率が高くて､産業の立地が少なくて､労働組合として､大変だっていう危機

感を持って､全国の労働組合と連合会の会議を開いたんですね｡そこで私は､本土で沖縄

に詳しい入ってことで呼ばれたわけです｡で､呼ばれていって､最後の方になって､何か

発言しろって言われたんで､沖縄で労働組合っていうのは､流行 らないって言ったから大

騒ぎになって､流行 らないですまない､つていう｡失業者も多いし､つて言ったから､私

が見ている限り､沖縄っていうのは､失業率が上がるほど､組合の組織率が下がっている

じゃないのかと｡しかも､そのリーダー達は､国会へ参議院や衆議院へ行くことばかり考

えて､仕事の労働市場のために戦うって人が､意外と居ないんじゃないのかと言ったわけ

です｡ただ突然吉元が､実は先生が言うのが本当です｡組合っていう形でなかなかいくら

努力してもまとまらないって言ったんだよね｡本土から行った学者の労働経済の先生達が､

みんなへこたれましてね｡そいで､なんとなく唆味なまんま､終わったのが最初でした｡

江上 :それは 1970年ですか｡

下河辺 :70年ごろですね｡

江上 :70年ごろ｡それは 11月に屋良さんに会われる前ですね｡

下河辺 :前です｡

江上 :ですね｡それは

下河辺 :そういうことがあったんで､吉元が私を積極的に屋良さんに会わせたかったんで

すね｡その屋良さんに会わせ方に彼独特の革新系を通じてっていうところが､彼のひとつ

の仕事なわけですね｡一方で私はその西銘さんっていうのが先輩ですから､自民党系から

も屋良さんに私の推薦があったんで､屋良さんは両方から推薦がある人って珍しいと思っ

たんじゃないですかね｡

江上 :なるほど｡

下河辺 :私個人はどっちでもありませんって言って､付き合ったんですけどねえ｡

江上 :それは後にも先にも初めてでしょうね｡保守と革新の両方から推薦がいくなんてね

え｡そうですか｡その会議は沖縄であったんですか｡

下河辺 :ええ､あったんです｡みんな沖縄ですよ｡

江上 :沖縄でやってその後､屋良さんに会われたわけですね｡

下河辺 :そうです｡さっきも言ったように､ 1日2日の泊まりで何回も行きましたから｡

合計 30日超えちゃったんで､

江上 :住民税を取られ (笑) そのときに､屋良主席とも何回も会われながら､吉元さん

とも頻繁に､屋良さんの下ですけどもねえ｡会われて､詰めのそういった枠組みの作業を

下河辺 :そうですね｡

江上 :なきったんでしょうか｡

下河辺 :なんか保守と革新と両方に私が話ができるということは､屋良さんには相当関心

があったんじゃないすかね｡
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江上 :それは屋良さんにとっては有難かったんではないでしょうか｡

下河辺 :ある意味じゃそうでしょうね｡

江上 :ですよね｡屋良さんはどちらかというと板ばさみになっていましたから｡

下河辺 :板ばさみっていうか､革新系の選挙でやった人ですからね｡

江上 :そうですよね｡

下河辺 :だけど､沖縄のためには､それだけじゃダメ｡

●吉元氏以外に印象に残っている人物について

江上 :それだけじゃダメですよね｡両方束ねなくちやダメですからね｡そうすると､屋良

さんのそういった作業をまあ､保守も革新も､いろいろと先生と相談して､返還後の沖縄

についていろいろとお話されたと思いますけど｡吉元さんとかほかに､とても印象に残っ

ている､あるいはその復帰というものに尽力されたということですが､とくに印象に残っ

ている方がおられますか｡

下河辺 :忘れちゃったけど｡大域守さんっていう部長がね｡それから､平野さんとか､な

んか十何人かいましたよ｡それは今でも会食しますよ｡

江上 :あっそうですか｡

下河辺 :あの､沖縄の人なんて言ったけ｡沖縄の連絡してくる人｡坂口さん｡

江上 :ああ､坂口さん (笑)｡N IRAにもいらっしゃった (笑)

下河辺 :N IRAに居た人､みんな付き合いありますけどね｡

江上 :はあ､私､坂口さんとニューヨークにご一緒 したことあります｡

下河辺 :そうですか｡

江上 :ええ｡吉元さんの懐刀だった人ですよね｡やっぱり､吉元さんはその頃から､かな

り仕事ができた人だったんですか｡

下河辺 :仕事できたってことを言える以上に彼は保革両方にまたがって､政府と繋ぐって

いうことに功績がある人ですね｡私は福田さんに吉元っていうのはやれますよって言った

から､福田さんは吉元の繋ぎを期待 していましたね｡で､内閣としては古川君が全部やっ

ていましたからねO今度は古川が辞めたから､沖縄行って一回宴会でもやったらいいなあ

と思っているんですけどねえ｡

●古川官房副長官について

江上 :古川官房副長官ですか｡随分いろいろと尽力なさったんですか｡

下河辺 :随分いろいろやってくれましたよ｡

江上 :そうですか｡佐賀の私の先輩ですけど｡

下河辺 :そうですか｡
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江上 :私が現在､所属する早稲田大学大学院の公共経営研究科で土曜日の講義を担当して

いただいています｡手当てはいらんから学生と飲みに行きたいと (笑)｡学生が実際連れて

行って､早稲田界隈で一緒に飲みながら歓談したそうです (笑)

下河辺 :彼は本当にできた人ですよ｡

江上 :そうですか｡とても学生に人気がある｡沖縄の復帰に際しては､日本政府側もいろ

んな方々が一所懸命それこそ職も超えて尽力なさった方いっぱいいらっしゃるわけでしょ

うね｡先生もちろんそうですが｡

下河辺 :その功績っていうのは､古川さんとさっき言った楠田さんと二人ですよ｡

江上 :そうですか｡

下河辺 :この二人が縁の下の力持ちで随分動いてくれましたね｡

江上 :はあ､そうですか｡古川さんはどういうときに｡

下河辺 :いやあ､米軍との関係だってありましたし､いろいろななんて言いますかね｡沖

純が四六時中 トラブルを起こしていましたからね｡婦女暴行事件なんかについても､随分

と折衝をちゃんとやってくれたんじゃあないですかね｡うそか本当かわからないけど､古

川さんが米軍に言ったら､米軍の方が､男ってものは困ったもんだって言ったって､伝わ

ってきて面白かったね｡米軍だって管理に困っているわけですよね｡

江上 :そうですよね｡いやー本当に大変だって言っていました｡私も､大使館の人に-全

部おとなしくさせるなんてとてもできない (笑) 誰だってできない (笑)

下河辺 :そうですよ｡激しい訓練をすればするほど､女性に対しても激 しくなるんでねえ｡

島津さんなんか襲われたらどうしたかねえ｡

島津 :本当ですね｡

江上 :本当です ? 動じない (笑)

島津 :まあ､基本的に襲われないから大丈夫です｡

江上 :楠田さんは佐藤内閣の秘書官としてですよね｡

下河辺 :秘書官の前からですね｡

江上 :秘書官の前からですか｡

下河辺 :はい｡そういう手柄があって佐藤さんが､秘書官に連れて行ったわけですからね｡

秘書官になってからももちろん､沖縄をやっていましたけど｡最初は産経新聞の記者とし

て派遣されたんですね｡それで産経新聞が､どうも佐藤内閣が沖縄返還を始めたらしいと

いうので､楠田さんを取材に出した｡それが最初なんですね｡

●沖縄への道州制の導入

江上 :その頃に戻って､沖縄振興の開発三法案っていうのは閣議決定されていますが､そ

ういう法律の作成とかには先生は関わっておられましたか｡

下河辺 :そうですね｡まあ,私､直接じゃありませんね｡その沖縄開発庁がや りましたか
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ら｡手伝いましたけどね｡私は本質的には､沖縄開発庁の設置に反対だったものですから｡

手伝うのもおこがましいことではあったんですけども｡実際に設置されちやった以上は､

活躍してもらわないといけないわけですからね｡

江上 :沖縄開発庁の設置を自民党あるいは中央政府の大多数が推進 したのですか｡

下河辺 :ええそうですよ｡それで援助しようっという発想ですよね｡だけど､私は道州制

っていうようなことで､沖縄遣っていうのを作っちゃって､その開発庁が持っている権限

を全部地元に譲っちやった方がいいって意見だったんですよね｡

江上 :そうですか｡

下河辺 :これからまた､だんだんそういう議論が出てくんじゃないですか｡

江上 :出ています｡北海道がすでに｡

下河辺 :北海道と沖縄は道州制にしたらいいと思うんです｡

江上 :私も25年間､沖縄で暮らしていましたけども､私も復帰の最初から沖縄州にすべ

きだったんじゃないかと思います｡そうすると､現在の沖縄のような､依存型の沖縄でな

ってなかったかもしれないと思っていますけど｡

下河辺 :結局､復帰のときにやった方が良かったという議論より､これからやったらよい

という理解の仕方が良いと思う｡

江上 :そうですか｡

下河辺 :今までああいう形で基礎ができたから､いよいよ自立して開発庁の権限を全部持

った道州制をやった方がいいっていうことを言いましてね｡法律ができているからこそ､

譲る権限の内容が明確なわけで､開発三法全部地元に渡したらいいんじゃないですかね｡

北海道と沖縄についてはね｡

江上 :そうですね｡北海道については日本政府も自民党政権もそういう方向でかなり真剣

に検討しているみたいですね｡

下河辺 :いやあ､沖縄と両方とも真剣じゃないですか｡いまは｡

江上 :そうですか｡日本政府のほうがですか｡

下河辺 :ええ｡

江上 :沖縄についてもですか｡

下河辺 :沖縄が反対だろうって思っているんです｡道州制が｡

江上 :沖縄からあんまり道州制の声が出てこないですね｡

下河辺 :むしろ反対の声の方が強いんです｡直接政府に世話になりたいっていう感 じなん

です｡

江上 :そうですよね｡

下河辺 :未だに強いし｡

江上 :強いですよね｡

下河辺 :基地問題っていうのは､道州制でどういう権限になるか､はっきりしないってい

うこともあって､北海道は軍事問題が消えちゃいましたらね｡や りやすくなったんです｡
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冷戦時代に､北海道が襲われるなんていう状態だとできなかったでしょうね｡

江上 :あそうですか｡沖縄が道州制に反対だというのは､沖純のリーダーの方達､指導者

の方々ですか｡

下河辺 :そうそう｡

江上 :ですね｡経済界とか｡

下河辺 :それは確かに､知識人としても沖縄の軍事問題っていうのをどうしていいか､ち

ょっとわかんないんじゃないですか｡

江上 :やはり沖縄の将来については､先生がおっしゃるように自分達で切 り拓くくらいの

気構えをもっていかないと､と思われますか｡

下河辺 :他人様に気概を持てってなんて言うことくらい､図々しい話はないね｡

江上 :そうですね｡なかなか言えないですね｡面と向かってね｡

下河辺 :彼 らとしたらものす ごい苦労をしているわけですからね｡

江上 :そうですよね､本当に｡

下河辺 :だから日本が唯一､国家として議論なのは､オイルタンカーの安全保障を琉球列

島で確保しなければならないっていう問題だけが残っているんです

ね｡で､南沙諸島にゲリラの基地ができたりして､琉球諸島で日本はいかに安全を確保す

るかっていうのは現実の問題は､ありますよね｡それを琉球の人達に頼まなきやならない｡

で､尖閣列島っていう話でもなるわけです しねえ｡だけどいま､これだけ平和だと､慌て

ふためいて､いじくり回すっていうことをしない方が､いいのかもしれませんけどね｡

江上 :そういうことは､まあ､沖縄の場合はそんなに道州制というのが､沖縄側から出て

こない限りにおいてはあんまり無理することはない､ということですかね｡やっぱり､道

州制に踏み切るまでには､沖縄が抱えている基地の問題とか､さまざまな問題が解決しな

い限りは､ちょっと､北海道と同じようにはいかない､ということですかね｡

下河辺 :琉球､沖縄の道州制の面積は､北海道の倍 くらいありますからね｡そんな大きな

のを道州制で収まるかなあ､つていう｡何しろ､ 1000キロと500キロの海に漂って

いる島々ですからね｡それを一括統治するなんていうのは､そんなに簡単じゃあないです

よね｡北海道はなんてったって大地というか､陸上ですからね｡北方四島含めて､やっぱ

り陸地として､北海道は考えられますからねえ｡沖縄は海洋ですよねえ｡だから､北海道

を大地というとしたら､琉球は大海ですよねえ｡大海の統治の方法っていうのは､なかな

かないですよねえ｡

江上 :散 らばってますしねえ｡小さな島々いっぱいあります しね｡

下河辺 :国連の統治なんてことになることは､嫌ですしねえ｡もう､日本列島なんですか

ら｡

江上 :総務省あたりの案では､沖縄はとくに道州制とか州の希望はないから､九州と沖縄

は一緒でいいじゃないかと､沖縄は九州の一部でいいというような案がすでにできている

という話ですけども｡
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下河辺 :それは九州が反対しているから､まとまんないんじゃないですか｡

江上 :九州がですか｡沖縄と一緒になりたくないと｡

下河辺 :ぜんぜん違う問題になっちゃうでしょう｡

江上 :そうですか｡

下河辺 :だっていまさら､なんてか､朝鮮戦争のための軍事基地で､九州はどうするなん

て議論します ?

江上 :はあ｡

下河辺 :時代は過ぎちやった｡

江上 :九州と沖縄は事情が違いますよね｡

下河辺 :で､島津藩が敵だ味方だって､いまさらやったってしょうがない｡

江上 :しょうがないですね｡

下河辺 :沖縄が入んなら､へそは福岡じゃなくなっちゃうんじゃないですか｡熊本が中心

なんじゃないすか｡本来､島津藩のころは､明治政府は､熊本が拠点ですよね｡それを福

岡に移しちゃって､もうすでに､琉球と九州ってのは別の地域なんじゃないすか｡

江上 :行政的には､広域行政､行政ブロックのレベルの事務作業では､沖縄はすべて､い

ま九州といろいろやっているんですね｡

下河辺 :それやると､東京は東北と一緒って､話になるわけですね｡そうすると､そんな

の嫌だって話になるんじゃないすか｡だから､政府としてそういうブロック制っていうの

はいじれないんじゃないすか｡

●ブロック制が良いか､特別県が良いか

江上 :ブロック制といった基本的な自治の単位っていうのは､どうお考えですか｡

下河辺 :原子力発電を含めて九電力っていうのを再編成でもやると､それが動機で道州制

のことが議論になるかもしれないね｡九電力､いまさら再編成っていうのはなかなかちょ

っとチャンスはないでしょう｡東北電力と東電と一緒になるなんていう､イメージってな

かなか難しいよね｡

江上 :吉元さんをはじめとして沖縄自治労は沖縄特別県構想っていうのは､どうですか｡

下河辺 :何が ?

江上 :吉元さんがずっと持論で自治労で言っていた沖縄特別県構想ってありますよね｡

下河辺 :特別県は道州制ではない｡特別の県なんです｡何が特別かって言ったら､普通の

県の知事さんよりも､これとこれとこれの権限を持つっていうことまで具体的なんです｡

漠然と道州制っていう議論ではないんです｡

江上 :道州制はもっと､大まかなものですか｡

下河辺 :大まかっていうか､北海道庁が持っている権限や琉球､あの沖縄県が持っている

権限､開発庁が持っている権限をそのまま渡すっていうところが具体的な第一歩じゃない｡
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渡せないもの､追加するものっていう議論は残るかもしれないけども､基本的にはいまの

開発庁の権限をそのまま地元へ移すっていうことで､特別の県じゃないですか｡

江上 :それはいま､沖縄は開発庁がなくなって､内閣府のなかに沖縄振興局がありますけ

ども､同じことが言えますよね｡

下河辺 :そう｡

江上 :可能ですよね｡

下河辺 :そう｡しかし､持てないままですよね｡

●楠田氏とのかかわ り

寅板 :あの､ちょっと前後 して恐縮なんですけども､先生と楠田さんはどういう経緯でお

知 り合いになられたんですか｡

下河辺 :私 ? 私は佐藤内閣がいろんなことをやるときに､産経新聞の記者として彼は活

動して､取材をしてたわけですね｡そのときに､私のところへ佐藤内閣について取材に来

るっていう､チャンスが多かったわけですよ｡そして､私が国土を語っていると､佐藤さ

んがどう思っているかっていうような取材をしていましたね｡ですから､産経新聞の政治

記者として付き合ったのが最初です｡そのうちに佐藤さんが惚れ込んで､自分の秘書官に

してからは､今度､総理秘書として付き合うようになったわけです｡

寅板 :あの､そのとき先生は､経企庁のどのようなお立場でいらっしゃったんですか｡

下河辺 :えーと､彼と最初にあった頃は､調査官じゃなかったですかね｡二度目の調査官

のときですかね｡今度､楠田さんの会が開かれるんで､なんか書けって言われて､800

字の感想文を書きましたけど｡そんなの見ていただくと､私と楠田さんとの関係は分かり

やすいかもしれません｡

江上 :それは何に発表されるんですか｡

下河辺 :楠田さんを偲ぶ会で､一冊の薄っぺらいパンフレットを｡ 800字でたくさんの

人が､書いたんですけど｡

● 『戦後国土政策の証言』での発言

江上 :ああ､そうですか｡あと､『戦後国土政策の証言』の中で､私にとって非常に印象的

だったのは､下村さんが ｢沖縄にはいくら投資しても人間がどんどん本土へ逃げていくだ

けで､産業が興 らない｡それで､むしろ沖縄にとって良いのは､お金をかけないことだ｡

そしたら､自然は残るではないか｣と言われた｡すると先生は､｢沖縄の人は出ていかない､

沖縄の人々はずっと居続ける｣と反論された点です｡

沖縄の多 くの人々は､復帰したら､豊かな本土に出ていく､だから沖縄の人口が大幅に

減るということを､大方のアメリカや日本の研究者たちも当時､言ってましたよね｡その

176



中で､先生だけはそんなことはない､ということを見抜いておられたわけですが､､その根

拠は何かあったんでしょうか｡

下河辺 :沖縄の労働力っていうのは､価値観とか生活様式とかちょっと､本土の労働者と

は違うんですね｡だから､働いてもらおうと本土に連れてきたら､みんなちょっと違和感

があって､本土の労働者と馴染めないんですね｡そのうちに､やっぱり帰っていっちゃう

人が増えたんですね｡

江上 :それは､復帰前の時点の話ですか｡

下河辺 :いやー､復帰してから｡

江上 :はあ､復帰してから｡

下河辺 :それでとてもこれは､沖縄で雇用を増やす以外に手がないってことを議論したと

きに､減らせんのは海外だってことになったんです｡だから､グアムへとか､ハワイへと

か行ってそういう地域と交流をして､労働契約までして､沖縄の若者をそういうところで､

働かせようっていうことを言って､本島に残るのは70万くらいがいいっていうことさえ

言ったんで､昔は漁民が出て行ったっていうことで､減っていったんで､糸満漁民という

のはそのアジア太平洋地域全体に漁船を持って行って商売して､なかなか地元に帰るって

いうことがない人達だから､お嫁さんたちはみんな夫が帰ってくる日を待ちわびたってい

う伝統ある糸満漁民ですよね｡で､そういう形と同じで沖縄から青年達が､ハワイやグア

ムなんかの工業なり､サービス産業に手伝いに行ったらどうおっていうことを言っていた

わけです.で､残った 80万くらいの県民ていうのは､むしろサービス産業で観光とか情

報とか医学とか､そういうサービス産業で成 り立ったらどうか､つていうのが我々の意見

だった､わけですね｡そして､現実にだんだんそうなってくると思うんですよ｡だから､

観光っていっても､なんてか酒が泡盛があって景色がいいなんてんじゃ､とてもダメです

から｡それでも､第一次振計で成功 したのは､200万人の観光をってとこだけ成功した

んですね｡そのために､その後の県計画では観光客を500万まで広げたいなんていうこ

とを言ったけども､ 200万に成功したからといって､ 500万に成功させるためには､

新しい観光サービスのものがなけりやダメなわけですね｡そのときは､単なる自然環境だ

けではダメで､やはり､知的な環境の観光サービスをしなきゃダメっていうことを言って

いて､もっともだって言ってんだけど､なかなか具体的にどうしたらいいか､わかんない

でいますけどねえ｡

●沖縄観光の問題点と可能性

江上 :そうですねえ｡ま､観光客はたくさん来ていますけども､旅行の費用がどんどん落

ちて､たとえば､ホテルの宿泊費とか随分安くダンピングされたりして､それはやっぱり､

沖縄の旅行がグアムとかサイパンとかハワイとの競争になりますから､マスツーリズムと

言いますか､旅行社､航空会社主導の観光では､観光客は来ても､沖縄の観光業者の人々
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には､そんなにお金は落ちないという状況が確かにありますね｡確かに限界にきています

ね｡

下河辺 :それはしたがって､高度成長期の観光業者の間違いじゃないんですか｡お金いく

らでも払うよと思って､ああいうもの作っちゃったんじゃないですか｡

江上 :リゾー トホテルとか｡

下河辺 :リゾー トホテルなんていうのはもったいないですよね｡で､ひとつも沖縄らしく

ないすよね｡

江上 :ええ､そうですよね｡施設は上等ですけどね､もったいないです､本当に｡

下河辺 :上等っていうか､下品なのにお金だけがかかっている感 じですね｡だから､ちょ

っと観光業者のや り直しの時期なのね｡で､沖縄観光ってもっと安 くなきやダメですよ｡

昔のようにお金かけて賓沢ななんてそんな時代じゃないすよね｡素晴らしい文化を安く接

することができるっていう､なんか観光業の大転換期じゃないすか｡

江上 :そうですね｡いまの沖縄の観光っていうのは､沖縄の人々による観光業じゃないで

すものね｡やはり本土の観光業者と航空会社による観光ですよね｡だから､私､沖縄の人

にも､沖縄 らしい観光のためにいろいろ工夫をすべきだと言ったことがあるんですけども｡

まだ､やっぱり､圧倒的に本土の観光業者が強いから､なかなか改善されないみたいです

ね｡確かに､本当に大きな曲がり角に来ていると思います｡エコツアーとかも､ちらちら

つとや り始めてはいるみたいですけど｡エコツアーはまあ現地の住民の人と交流できるよ

うなことを少しや り始めてはいますけど､まだ大きな力にはなり得ていないですね｡先生

のおっしゃつる､知的なものが必要だというのは､具体的にはどういうものですか｡

下河辺 :いやあ､私はさっきの軍の 3000キロ5000キロのエリアっていうのを情報

化することに成功 してんだから､それを財産にしてそういう地域の人達に情報を送るって

いう業者ができていってと思うんですね｡そうすると､そのセンターつてどういうところ

だろうって､遊びに来る人も増えるし､質問しに来る人がいてもいい､つていう気がする

んですね｡

江上 :もっと情報化社会にふさわしいような､付加価値をもったものですか｡

下河辺 :15､ 16世紀の琉球ってのはそういう役割を果たしていたわけですよね｡だか

ら､アメリカやヨーロッパからアジアへ船で来る人達は､情報センターを琉球だと思って

来ていたわけですよね｡香港というものができる前ですからねえ｡で､その後､香港がで

きた り､シンガポールができたり､したわけですけどねえ｡

江上 :そういうのを目指 して､沖縄もそういった国際交流の拠点になりたいと､いうよう

なことを西銘さん以降､ずっと沖縄は言い続けて来たんですけどね｡なかなかそうはいか

なかった｡

下河辺 :ダメなんですよ｡

江上 :ダメなんですねえ｡他の国や地域がどんどん伸びていっちやってねえ (笑) 沖縄

はアジアの急速な発展の中でどんどん置いてけぼりをされて (笑)
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●在沖米軍の積極活用と日本政府の有事論の幻想

下河辺 :いや､米軍を使わなきゃうそなんですよ｡ところが､米軍を使うことを拒否する

ところから､現実が冷たくなっちゃうんですよね｡

江上 :米軍をもうちょっと活用したほうがいいのですか｡

下河辺 :ええ｡情報でも医学でもすべて米軍の力を借 りたらいいんですよ｡で､いまや海

兵隊と議論したってそうだけども､戦争のためにいるなんていう気持ちぜんぜんないわけ

ですからね｡平和な幸福なアジアを作るために､どんな貢献ができるかって､私なんかに

まで聞くような状況ですからね｡で､それをやっているっていうと､アメリカのタックス

ペイヤーとしては､沖縄駐留費を自分達で負担する気にもなるわけですね｡無いもしない

戦争を有事に備えて､税金払えっていうのは無理ですよね｡日本の政府だけが有事論なん

ですよねえ｡有事なんてもうないって前提で沖縄の見直しをすべきじやないすかねえ｡

江上 :しかし､日本政府もそういうような形で､ソフトに沖純にアプローチしてくると､

また違ってくるのでしょうか｡

下河辺 :ええ｡相手が違ってくると

江上 :まだ日本政府はそういうアプローチをしたことはないですよね｡

下河辺 :小泉さんが有事､有事って言うから｡なんか違和感があって､つながりきれない

んですね｡

江上 :つながりきれないですね｡

下河辺 :ただねえ､自衛隊を持ちたくないっていう発想が､有事のときのためだけだって

いう限定をつけたかっただけだったんでしょうね｡だけど､有事がなくなっちやったら､

自衛隊なんで持つのってことになって､なんかこの頃は､地簾とかテロとか理由がつき始

まったから､沖縄は使わなくて良くなったんじゃないですかねえ｡台湾､朝鮮問題だって

なくなったし､沖縄も前のように有事っていうテーマじゃなくなったし､

江上 :でも､同時多発テロのときは､相当沖縄は観光客が減 りました｡

下河辺 :ちょっと減ったけど､そんなに影響受けないすよねえ｡

江上 :いえ､あのとき､かなり受けました｡

下河辺 :それは全体が減ったからでしょ｡

江上 :まあそうです｡全体も減 りましけど｡その後は持ち直して､いまはむしろ好調､観

光客の数としては

下河辺 :そうですね｡

江上 :ええ､いまはまた観光客が戻っています｡

下河辺 :みんな驚いて旅行しなくなったから,沖縄も減ったけど

江上 :そうそう､他のところも減ったんですよね｡

下河辺 :沖純は安全だっていうことが､割 りに知れてきてるんじゃないすか｡
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江上 :でも琉球大学による沖縄の人々への十年毎のアンケー ト調査によると､基地を抱え

る不安が以前よりも増えてきているという結果が出ていました｡その結果に同時多発テロ

が落とした影があらたに加わっているということだそうです｡私は少し､意外だったんで

すけども､これ琉球大学の､､､､

下河辺 :その話ですが､､､

江上 :はい｡

下河辺 :怖いって言うのは､テロが沖縄にくるっていう意味で怖がっているってんすか｡

江上 :テロの標的になると｡沖縄に対して､基地を抱えているがゆえに危害が及ぼされる

んじゃないかと沖縄の人は思うのでしょう｡

下河辺 :ぜんぜんそう思わないの｡基地があるからこそ来ないの｡戦闘基地に向かってく

るばかはいませんよ｡司令部とか宿舎を襲うっていうことはや りますけどね｡だから､ペ

ンタゴンがやられたり､ホワイ トハウスやられたりってことはあっても､嘉手納の空港を

襲うなんていう､ばかなテロはいませんよ｡

江上 :県民はよく詳しい状況を知らないっていうのもありますし､漠然とした不安感はま

だあるみたいですね｡

下河辺 :まあ､基地があると危ないっていうひとつの常識がありますけどね｡私なんかが

見ていると､武装した基地を襲うばかなテロいませんね｡武装してない相手を徹底的にな

んかやっつけろってことはしたいでしょうけどね｡

江上 :まあ､そうですよね｡テロはだいたい､出し抜けに､不意打ちでやって効果がある

ってことですからね｡

下河辺 :いま､その思想ってものに対して戦っているわけですからね｡武力と戦うつもり

はないんじゃないですか｡アフガニスタンだってねえ､アメリカの押し付けに対して戦っ

ているんで､武力で戦うつもりはないのに､アメリカが武力を使うから､困っているとい

う状態なんじゃないすかねえ｡そうすると､過激派の連中が､あだ討ちに行っちゃうよう

な話になるわけでしょ｡

●沖縄県民の対基地感情の変化

江上 :でも､沖縄の人の基地に対する感情は復帰後､変わってきていますよね｡

下河辺 :ぜんぜん違ったと思う｡

江上 :はあ｡

下河辺 :とにかく､我々の戦争経験者が死んでいくことがいちばんのテーマね｡戦争を知

らない青年達の沖縄っていう､そりゃ､まったく違うね｡だから､知事選挙でそれが露骨

に表れたね｡だから､私は知事にあなたは今度､負けだって言ったら､負けると思うけれ

ども､戦争を通じた沖縄の政治家として全うしたいって言うから､それは立派だねえって｡

江上 :それは大田さんですか (笑)
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下河辺 :大田さん｡そ したら､大田さんは終わってから､やっぱりなるようになったねえ

って｡那覇の戦争を知らない青年の票で負けたんだもんね｡古いこれまでの票田の方では

勝っているんだもん｡だからもう戦争を知らない沖縄なんですよね｡

江上 :そうですよね｡私も琉球大学で長い間､教えていて､若者達の意識は随分変わった

ことを痛感 しました｡

下河辺 :そうなんですねえ｡それを小泉内閣が有事､有事って言うから､うまくくっつか

ないんですね｡

江上 :年配の人達は､沖縄戦とかのつらい体験をしている人達は､そういう傷痕を受けた

原点に必ず返っていきますから｡

下河辺 :その傷痕に困っていて､梶山さんが沖縄県民に謝った時期があるんすよね｡自分

は陸軍で沖縄戦争っていうのに関係したけども､日本の陸軍のやった行為は､許しがたい

ものであって､戦後終わったから良かったけれども､県民にお詫びしたいって言う発言を

したんすよね｡で､それは米軍が上陸してきたときに､逃げ迷った日本の軍がやったこと

が滅茶苦茶なんですね｡略奪はするし､暴行はするし､で､それを梶山さんが謝ったって

いうことが起こりましてね｡だから､そういう陸軍があっただけに､県民としては米軍が

上陸してきたら､優 しい人達だったなんていう意見まで出たんですね｡チョコレー トとチ

ューインガムくれながら､親切にしてくれたっていうことで､暴行事件なんて一部の事件

でしかないっていう受け取 り方さえ､あったわけですね｡そういう間で大田知事はとって

も､迷ったんじゃないすかね｡どう評価 していいかわかんなかった｡

江上 :先生がおっしゃるように､沖縄も世代が代わっていけば､基地に対する感情も変わ

ってきましたし､将来に対する考えも変わってきていると思うんです｡やはり､経済的に

いつの間にか日本政府の財政に依存するような形になってしまったが､やっぱりこのまま

では､いけないと｡依存しないでなんとか自分達で､自分達の手で､自分達の手と足で生

活を作って生きたいと､いう気持ちも沖縄の若者たちには随分､あります｡しかし､その

基地の抱える現実も､いろんな話 し合いがもたれて､SACOとかもありましたが､なか

なか動かないこともあって､若い人達の間でも､沖縄は将来どういう風になっていくんだ

ろうかという､そういうジレンマとか閉塞状況みたいなのが､感じられますね｡

下河辺 :それは住民のくせに､あまりにも客観視しすぎてんじゃないすかね｡

江上 :いやーそれは､､､ 私の客観的な意見かもしれません｡

下河辺 :若者達にはそういうと､私は､ばか言うなとお前が何をやるかによって決まるだ

けで､そんな誰も助けやしないよと｡琉球政府に対 して､政府は責任を感 じている間中､

お金は払うけれども､それによって､沖縄が発展することはまず有 り得ないと｡現状維持

するっていうことが精一杯っていう｡だから､発展させんのは君達だっていう､話をする

んですけどねえ｡誰もやってくれませんよ｡

●沖純の若者に海外出稼ぎの薦め
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江上 :そうですよね｡沖縄は戦前､アジア太平洋諸国に随分出かけた｡まあ当時の国策で

もあったのですが､アジアに随分出て行って､アジアの人達と一緒に生活をともにしてい

たようですが､あまり最近はアジア諸国に沖縄の人々は行かないですね｡

下河辺 :今の若者は､海外に出稼ぎに行くっていうことを努力しませんね｡だから､沖縄

に行って若者に会うと､どうしたらいいかって言うと､必ず海外に行って出稼ぎになれっ

て言いますけどね｡そんなことしなくても､沖縄で食えます｡なんて話ぽっかりでねえ｡

江上 :私はそのうち食えなくなるのではないかと思うんですけど｡米軍統治下の間でアジ

アとの交流がほとんど途絶えてしまったこととは関係ないでしょうか｡戦前は､沖縄から､

台湾､インドネシア､フィリピン､グアム､パラオ､サイパンなどへ､大勢出ていたわけ

ですから｡で､それが米軍統治下 27年間があって､復帰後､再び戦前みたいに､アジア

との交流は起こらなかったというのは､米軍統治下の27年間で遮断されたような何らか

の影響があったんですかねえ｡

下河辺 :遮断というか､繋が りがなくなったわけですね｡それまでは､最初に行った人が

大変な人で､あとはその人の世話で繋がっていったわけですからね｡それが途切れたから､

最初の人達､ほとんどいないですものね｡

江上 :いないですよね｡27年間の断層は結構､大きかった｡

下河辺 :大きいです｡これから作 り直しですけども､やった方がいいと思いますね｡

江上 :そうですね｡私はかつて琉球大学の学生たちをフィリピンとかインドネシアとかタ

イとか連れて行ったんですけども､言葉もろくにわからないんですけども､すぐ沖縄の学

生たちはアジアの学生たちと打ち解けてすぐ仲良くなるんですよね｡

下河辺 :そうそう｡

江上 :だから､ちょっと､私 らと感覚が違うのかなと (笑) それで､タイに行ってもイ

ンドネシアに行っても､琉球大学の学生たちは､外国に来た気がぜんぜんしないって言う

んですよね｡昔の沖縄みたいだとか (笑) そういうのは素朴なことかもしれないけど､

大事なことではないかなあと思っているんです｡

下河辺:そう｡糸満漁民がずっと外に出て働いたときの会話の言葉なんて独特なんですね｡

なんか､漁民言葉みたいなのを作って､やってんですね｡なんか水を ｢あか｣なんて言う

のは､ま､常識でしょうしね｡なんか､船を進めるときも､｢ゴ一 ･ヘッド｣と ｢ゴへイ｣

ていうのもあります しね｡漁民同士通ずる言葉っていうのは､共通に持ち始めているんで

すね｡

江上 :昔のほうが沖縄は海伝い､島伝いで繋がって､アジアの中で沖縄は融合してたんで

しょうね｡

下河辺 :そうです､そうです｡

●沖縄漁業の可能性

182



江上 :そういう時代をもう一度､再現したいっていう願いが､沖純の人達の心にあります

よね｡

下河辺 :ありますよ｡だから､糸満で私は､その空から魚の存在を那覇に散らせてきて,

それをアジア全体の漁民が､インターネットで知って､いわしの群れあそこって行 くとか､

さばの群れとか､みんな情報化したら､いいんじゃないの｡魚から恨まれるだろうな｡

江上 :もう沖縄の近海から魚がずいぶんいなくなりましたね｡

下河辺 :そうだよねえ｡相当遠くに魚群を見つけないと､漁業の商売は成 り立たない､

江上 :日本人の漁業は遠く行かないと成り立たなくなっていますね｡

下河辺 :しかも獲った魚の売り手を探さなきやあ､商売になんない｡沖縄に持って帰って

くるだけの量じゃあ､やっぱり､稼ぎになんないね｡

江上 :いま､沖縄ではモズクの養殖のように､もっと沖縄の海で､耕す漁業をめざすべき

だという意見もあります｡

下河辺 :モズクが北海道に比べてまずいよ｡

江上 :そうですか (笑)

下河辺 :硬くてまずい｡

江上 :北海道のモズクはおいしいですか｡

下河辺 :おいしい｡だから､沖縄もだんだんと養殖技術で､北海道と同じようにおいしい

の作るんじゃない｡

江上 :ああ､いまね｡量的には沖縄のモズク多いんですよ｡

下河辺 :多いらしいんだね｡安くてね｡

江上 :安くて､でもまずいのですか (笑)｡

下河辺 :まずい｡

江上 :(笑)そうですか｡沖縄に帰ったときに伝えておきましょう (笑)

下河辺 :私の歯が悪いってことも影響しているかもしれないけど｡

江上 :ちょっと沖縄のモズクは太いですよね｡太いから噛みづらいのでしょうかO

下河辺 :北海道のは飲めちゃう｡

寅板 :ヤマ ト用の細モズクも作 り始めています｡

江上 :細モズクも作 り始めているんですか｡

塵板 :流通量のちなみに9割が沖縄産です｡

江上 :細いの?

寅板 :細いのもあります｡

江上 :細いのもある｡

奥板 :太いのは県内消費です｡

下河辺 :太いほうがうまいんだよ｡だから､細いのだけにしきれないと思うよ｡

江上 :ああ､なるほどね｡
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下河辺 :そういうのは､北海道のほうが圧倒的にうまいもんね｡

江上 :細いので比べても北海道のほうがおいしいですか (笑)｡

下河辺 :悪口ぽっか り言っちやってO

●沖縄への苦言

江上 :いやいや､でも､大事じゃないですか｡｢良薬口に苦し｣ですから.先日､私は沖縄

に戻って､公共政策学会の ｢沖縄の可能性｣についてのシンポジウムの司会をやったんで

すけども､那覇市長さんとか､沖縄の企画開発部長さんとか､牧野副知事さんとかにも話

してもらって､その後､中央大学の先生にコメントしてもらったんだけど､中央大学の先

生に､｢沖縄に厳 しいことを言ってください｡良薬口に苦し､ですから､びしびし言ってく

ださい｣とお願いしたら､白熱したいい討論になりましたね (笑)｡

下河辺 :そ りゃあ､そうですよ｡

江上 :だから､厳 しいことを言ってくれたほうが､沖縄とってはありがたい (笑)｡

下河辺 :地域のフォーラムっていうのは､東京からわれわれが行くのは､でたらめな悪口

を言うのが役割ですよ｡

江上 :そうですよね｡

下河辺 :そうすると､地元で弁解する先生とが､合意してこうや り直そうっていう人がい

っぱい出てきますからね｡盛 り上がっていくんですよ｡

江上 :そうです｡本当にそうです｡沖縄の人は､最近､十分､聞き耳を持っている人もい

ますから､いまのモズクの話おもしろかったですね (笑) いちばん建設的なご意見をい

ただいたようで (笑)

下河辺 :私はモズクが好きなんで､マーケットでいろんなものを買ってくるけど｡やっぱ

り､北海道のはちょっと高いね｡

江上 :北海道の海産物は魚にしても､おいしいですよね｡

下河辺 :慣れているんですよね｡だから､北海道の味に慣れちゃったわれわれの偏見でも

あるのね｡

江上 :やっぱり､海産物全体では､沖縄は北海道にはかなわない (笑)

島津 :沖縄のモズクが出てきたのは最近ですよね｡

下河辺 :そうですよ｡

江上 :もっと品種改良して広めたほうがいいですね｡

島津 :こちらに住んでいる人の知名度としては､圧倒的に北海道のほうが高いんで｡沖縄

のブームに乗って､モズクが本土に入ってきたような感じなので.

江上 :やはり､いろいろと努力 ･工夫する価値があるでしょうね｡最近は香港とかにも出

荷して､中華料理に使ってもらえるように､努力しています｡沖縄の香港事務所と台湾事

務所とシンガポール事務所がありますね｡ああいうところで､一所懸命､モズクを中華料

184



理に使ってもらえるように売 り込んでいます｡沖縄の県庁マンが､商社マンみたいに(笑)｡

そういう努力も､まだ小さな動きなんですけども､そういう努力もしています｡

下河辺 :だけど､中国料理っていうのは､海鮮料理ってのはないんですよね｡海鮮料理っ

てのは特殊な地域の特殊な料理｡ 日本人は海鮮が大好きですよね｡

江上 :ええ､そうですよね｡

それでは､どうも今 日は､長い間ありがとうございました｡

下河辺 :いやいや､何のお役にも立ちませんで｡

江上 :いやいや､復帰の時のいろんな話を聞かせていただきましてありがとうございまし

た｡

下河辺 :琉球の勉強を誰かがちゃんとしてて くれるといいですよ｡

江上 :私はいま､早稲田大学の大学院､公共経営研究科にいます｡院生はまだ 40名くら

いで少ないんですけども､その中に､沖縄のことをテーマにする､たとえば環境と開発の

問題 とかライフスタイルの問題 とか､そ ういうテーマで修士論文を書きたいという院生が

数名います｡

下河辺 :へえ｡

江上 :私は最初､驚いたんですけどね (笑) 本土の若者が沖縄を客観的な目で見て､そ

の沖縄を研究テーマにしたいという傾向が出てきています｡

下河辺 :それはいいですね｡

江上 :私も早稲田に来た意味がひとつ増えたなあと思っています｡ひとつのブームなのか

もしれませんけれども､ブームで終わってほしくないです｡私も今後､沖縄のことに関心

を持ち続けていきたいと思っています｡

下河辺 :是非やって ください｡

江上 :そのためにも､先生か らいただいたいろんな資料等を若い人達が利用 していくと思

いますので､それ らの資料は沖縄に戻さな くても東京で十分､活躍するかもしれません｡

下河辺 :ありがとうございます｡

江上 :こちらこそ､どうもありがとうございました､今 日は｡

下河辺 :いやーどうもご苦労さまで した｡

江上 :これか らもまた､いろいろ伺おうと思っていますのでよろしくお願いします｡

下河辺 :この人に言われると､何でもや らされるか ら｡

(了)

(次回は 11月 4日午後 1時半)
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