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第 3回 下河辺浮氏インタビュー

日時 :2003年 11月 11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 :下河辺浮

インタビュアー :江上能義､寅板恵夫

記録者 :寅板恵夫

※､発言者の敬称

●本土政党と沖縄政党の相違点

江上 :最初に前回の続きで､もう一回確認したいことの御説明をお願いして､そこから始

めたいと思います｡寅板さんからどうぞ｡

寅板 :前回の部分でですね､最初の方に永田町 ･自民党と沖縄自民党は､水と油はど違う

んだよというお話があったんですが､具体的にどう違うのかっていうことをご説明頂けま

せんでしょうか｡

下河辺 :そうすか｡ヤマ ト自民党ってのは､ 55年体制の中で構築した政党ですよね｡だ

けど､沖縄自民党ってのは､沖縄のことしか考えていないのは当然で､日本が考えること

と､沖縄が考えることは､あの当時､非常に差があったわけですね｡だから､アメリカに

対する理解のしかたもぜんぜん違いますしね｡あの当時の沖縄っていうのは､むしろ､英

語っていうのものが､かなり大きな役割を果たしていたですよね｡日本っていうのは､日

米で親 しいのに英語に詳しいっていう国じゃなかったでしょ｡だから､私なんかが悪口言

えば､沖縄っていうのは､チューインガムとチョコレー トみたいな印象なんですね｡日本

人っていうとコメっていう感じでしょ｡そういう点､非常に違うし､そして､しかも､沖

縄自民党っていうのは､米軍相手の仕事で､稼いでいる人たちが､主役でしたからね｡だ

から､県民から言えば､沖縄自民党っていうのは､なんか敵だったわけですね｡革新系の

人たちにしてみれば､あれは日本の経営者じゃないっていうことさえ言ったですよね｡米

軍になんかたか りまくって､食っている輩だって､いう言い方をしている人もいましたね｡

江上 :そうですね｡その当時は基地依存経済でしたたから､やはり基地からお金を引き出

さないと､産業界は成 り立たないっていう状況はありましたから｡

下河辺 :そういう客観的なこと以上に､積極的にそれで食っている人たち､わかって認め

ているって入っていう感じがあるわけでしょ｡

江上 :そういうので､沖縄の基本的な考え方っていうのは､ 55年体制でできた本土の自

民党とは体質が違っていたということですね｡

下河辺 :そうですね｡そういう激 しい歴史の中に放 り込まれちゃったわけですよね｡

江上 :そうですね｡そうすると､当然､考え方が違ってくるわけですから｡

224



下河辺 :そうです｡

江上 :沖縄の復帰の問題を巡っても､同じ自民党でありながら､意見の衝突があったわけ

ですよね｡

下河辺 :さあ､琉球っていうのは､そういう伝統をもっているんすね｡侵略者に対 して､

戦うということよりは､なるようになっていくことを自然に任せるんですね｡そして､彼

らはいつでも､必ず侵略者っていうのは去っていくと､信じているんですね｡島津のとき

でも､明治政府のときでも､同じように理解 したんでしょうね｡いろんな侵略者が現れた

わけですからねえ｡無抵抗で歴史を作ってちゃう名人ですよ｡

晃板 :実は65年に沖縄自民党が､当時､松岡政保主席の与党として誕生するわけなんで

すけども､その後､副幹事長なさっていた吉元栄莫さんが､主に本土自民党との繋ぎ役と

いうかパイプ役で､行ったり来たりしているもんですから､その間に本土自民党のカルチ

ャーつていうのもが､当然､沖縄自民党にも入 り込んでくるだろうと見てたもんですから､

意外だなあと思ったしだいなんですが｡

江上 :いや､それも入 り込んでいるんだろうけど｡

下河辺 :社会党についても同じなんですよね｡

江上 :社会党でも同じだということですか｡

下河辺 :沖縄社会党っていうのはぜんぜん違うんですね｡

江上 :成 り立ちも違いますよね｡

下河辺 :日米安保と戦うわけですからね｡

寅板 :当時の本土社会党は､日米安保反対じゃなかったでしたっけ?

下河辺 :いやいや､反対ですけども､なんていうんすかね｡安保条約として反対するわけ

でしょ｡だから､沖縄っていうのは､なんていうんすかね｡平和条約さえ認めていなかっ

たっていう､だけではなくて､彼らとしたら､独自の生き方をしたいって考えたわけです

ね｡日米安保っていうのはある意味では､反共政策ですからね｡それに対 して反共ってい

う言葉は､沖縄になかったと思いますね｡隣に中国があるって認識は強いし､台湾がある

っていうのも強いんだけども､反共っていう感じじゃないんですね｡

江上 :アメリカとか日本本土のように､共産主義勢力に真っ向から反対するというのは､

沖縄にはあまりなかった｡

下河辺 :もちろん､革新の一部にはいたわけですけどね｡だけど､沖縄全体としては､そ

ういうことではなかったと思うんすね.

江上 :あの瀬長亀次郎さんの人民党も､最終的には復帰後､共産党と合流していきました

けども､日本本土の共産党とちょっと違いますよね｡

下河辺 :違うんですよ｡

●沖縄自民党内にも独立論者が
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江上 :違いますよね｡先生もおっしゃったように､最初､人民党は沖縄独立論を主張して

いましたしね｡それで､本土の自民党と沖縄の自民党もかなり違っていて､その両者をつ

なぐために先生はいろいろとご苦労なさったと思うんですが､どういうことでご苦労なさ

ったとかそういう具体的な事例はおありでしょうか｡

下河辺 :そうですね｡なんか､忘れちゃったけど｡そうですね｡なにしろ､日本から独立

したいっていう過激な人がいたくらいですからね｡

江上 :沖縄の自民党内にですか｡

下河辺 :ええ｡

江上 :あ､そうですか｡革新ではなくて沖縄の自民党の中に｡

下河辺 :自民党でもそうでしたね｡だから､遠まわしにいつでも､大航海時代の琉球って

いうのは､復帰の目標であったというのが､そういう思想を背景に持っているんでしょう

ね｡

江上 :それはそうでしょうね｡それはありえますね｡

寅板 :あの､沖縄自民党で独立論を唱えた人のお名前ってご記憶にございますか｡

下河辺 :え､なんとかさんっていたなあ｡ちょっと忘れちやった｡顔だけ覚えてて､

寅板 :小渡さんですか｡

下河辺 :えっ｡

兵板 :小波亨さんですか｡

下河辺 :小波さんじゃないなあ｡

寅板 :小波三郎か

江上 :小波さんじゃないでしょ｡

寅板 :確か海軍ですよね｡

下河辺 :忘れちやったなあ｡

江上 :顔は浮かびますか (笑)

下河辺 :顔はなんか覚えているんですけど｡汚い宿屋でしゃべったのは覚えているんだけ

ど｡だめだなあ｡

江上 :自民党の中に独立論の方がいらっしゃったというのは､初めて聞きました｡

寅板 :初耳です｡

下河辺 :そうですよね｡

江上 :でも､考えてみたらありえますよね｡沖縄のいままでの歴史から考えると｡

下河辺 :東京から行く自民党の人たちの演説っていうのは､復帰をするってことを喜んで

いながら､自分の党の支部になれっていう感 じなんですよね｡そんな永田町に支配されて､

沖縄支部の自民党なんていうことをみんな喜ばなかったんじゃないでしょうかね｡

江上 :それは先生もご存知でしょうけども､復帰後もありますね｡

下河辺 :いまでもあるんですよ｡

江上 :いまでも自民党の本部と沖縄県連の間では確執がしばしばあって､うまくいくとき
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もありますけど｡うまくいかないことも多い｡今度の総選挙の場合もそうですよ｡

下河辺 :ああ､そうですか｡

江上 :自公路線で､公明党の白保さんを自民党が推すということで､いったん決まって､

それは特に東京の方針ですよね｡沖縄は支部と呼ばないで県連と呼ぶんですが､県連はあ

くまで下地幹郎という自民党議員を候補者として立てようとしたので､それでもめて国の

方針と沖縄の方針がぐちゃぐちゃになって､両方､立っちやったんですね｡

下河辺 :そういうことあるでしょうね｡

江上 :(笑)いまでもありますね｡一種独特ですよね｡他府県だったら中央の意思がこれほ

ど地方で抵抗されるとか､拒否されるというのはあんまりないでしょうね｡

下河辺 :あんまりないんじゃない｡

江上 :ないですよね｡これはやはり沖縄独特の現象ですね｡

下河辺 :テーマですね｡

江上 :歴史があるからですね｡

●大学院大学構想の原型は亜熱帯総合研究所

寅板 :次は､亜熱帯総合研究所のお話が出てたと思うんですが､下河辺先生の文言とです

ね､尾身､当時､沖縄開発庁長官をなさっていた尾身さんが､大学院大学構想を打ち上げ

たときの文言がですね､世界的な規模の研究所であるとかですね､世界的な規模の研究者

を招くんだとかっていう下 りから想像するとですね､もしかしたら､この大学院大学構想

っていうのは､先生のご発案だったんじゃないのかと､いう風に思いまして

下河辺 :私っていうよりも､私が一緒にやっていた野村総研の意見だったんですよね｡野

村総研っていうとあんまり正しくなくて､野村総研にいた何とかさんっていった､個人的

な提案だったですよ｡

江上 :福島さんじゃないですか｡

下河辺 :あ､福島さんっていったかな｡

江上 :そうでしょう｡

下河辺 :ちょっと､正確に覚えていないな｡

江上 :大田県政のときに､国際都市形成構想のいろんな調査に係わった方ですよ｡

下河辺 :ああ､そうですか｡

江上 :福島清彦さんとおっしゃいましたかね｡

下河辺 :言ったかなあ､ちょっと忘れちやったなあ｡実に熱心に

江上 :あの､割 りと小柄な方で

下河辺 :小柄でしたよね｡

江上 :割 りと丸顔で

下河辺 :丸顔
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江上 :そうでしょう｡じゃあ､福島さんですね｡私はその調査で坂口さんと福島さんと一

緒にニューヨークの研究機関の視察に行ったことがあるんです｡

下河辺 :ああ､そうですか｡

江上 :国際都市形成構想で､彼がいろいろ調査していましたね｡

下河辺 :ああ､そうですか｡

江上 :たぶん､それだったら､福島さんでしょうね｡

下河辺 :そうでしたかね｡

●｢亜熱帯総合研究所構想｣秘話

寅板 :それはもしかしたら､日米連合大学院大学構想と関連 していることですか｡

下河辺 :いや､なんかむしろハワイにあったイース ト･ウエス ト･センターに対して､ノ

ース ･サウス ･センターつて言おうっていうくらいに､ふたつを並立させようっていう発

想だったですからね｡そしたら､なぜかアメリカがイース ト･ウエス ト･センターつてい

うことをあんまり､取 り上げてくれないんで､ちょっと止めちやったんですけどね｡確か､

そのあたりの資料はおたくに渡しちやったから､確かそのなかにあると思いますよ｡

江上 :そうですね｡ありましたね｡あとで､調べておきます｡亜熱帯研究所は､結局､先

生がおっしゃったように､県の施設なってしまって､

下河辺 :県が自分で作っちゃったんですよ｡

江上 :作っちやったんですか｡聞いた話によると､県は､最終的に国が面倒をみてくれる

んじゃなかろうかと考えていた｡国がもっと立派なものを作ってくれるんじゃなかろうか

と思ったところが､それが途中からぽしゃつちゃって､結局､県が自分で作らざるを得な

くなったというような話ですが｡

下河辺 :それはうそですね｡

寅板 :というか､何もないところに亜熱帯総合研究所を国立で作るのは､難しいんで､ま

ず､そのう露払い的な意味合いで､県で何か基盤を作ってくれと､それを突破口にして､

国がそこに予算付けして拡充 していくから､というような見方を沖純ではしているみたい

ですよ｡そしたら､いつの間にか来なくなっちやったという｡

下河辺 :だから､それが早合点なんですね｡私と橋本さんの間で､橋本さんがいくつもあ

るうちのひとつを選んで､これを国でやろうって言ったわけです｡そして､沖縄に通知し

たら､気がついたら県立で作ったって言うから､びっくりしたんです｡県立の研究所を補

助するっていうと､日本にたくさんある研究所の補助の一貫でしかないですよね｡だから､

特別に作るっていうところを県が慌てて作ったために､ただ普通の県立の研究所になっち

やったわけです｡

江上 :ちょっと､手順を間違えたんですかねえ｡

下河辺 :間違えたの｡それで補助金を特別に文部省に申請した､なんていう､そんな次元
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じゃ､補助金っていうのはできないよって言って､もう後の祭 りだったですね｡

江上 :後の祭 りですね｡県の亜熱帯研究所はあまりうまくいっていないようですね｡

下河辺 :そして､国際級の教授を呼ばなければ､意味がないっていうところも､県立なん

でだめになっちやったんですね｡

江上 :そうですね｡琉球大学の施設を利用した､こじんまりとした形になって､結果的に

はあんまりばっとしない状況になっています｡

下河辺 :そうですよ｡

寅板 :当時もノーベル賞級の学者さんを学長か主任研究員に迎えてっていう話があったそ

うですね｡

下河辺 :そうですよ｡そうやったら､どうかって言ったら､なんとなく自信がないんです

ね｡そういうレベルじゃ､ないんですね｡やっぱり､県立の研究所のレベルで､考えちゃ

うから､

江上 :県は､世界レベルの研究所づくりにはちょっと､自信がなかったからでしょうか｡

下河辺 :そうです｡

江上 :それで､世界レベルの大学院大学構想を国自らがやるというような形になっていく

わけですね｡

下河辺 :なっちやった｡

江上 :それで結局､沖縄とは､あんまり関係ないよと｡これは国のものだよというような

方向性ができたんですかね｡

下河辺 :そうでしょうね｡

江上 :はあ､そうか｡そういう歴史的な経過があるんですね｡

寅板 :そうですね｡

江上 :でもやはり､これまで先生がいろいろと関わられた､そういった構想が合流しなが

ら､大学院大学という構想になっていっているんですね｡

下河辺 :なっちやったんです｡

江上 :そういうことですね｡

●普天間跡利用構想--ヘリコプターネットワーク

寅板 :あと､最後なんですが､盛んにヘリコプターのネットワークのお話を普天間の海上

へリポー トの返還の絡みでですね､おっしゃっておりましたが､これはもしかしてですね､

四全総のなかで詣われておりました､エアコミューター構想のヘリコプター版というよう

な理解､あるいはアイディアとうことで｡

下河辺 :いやあ､ヘリコプター版というか､あの三全総､復帰したときの計画では､小型

航空機っていうことがテーマでして､地元から言ってきたわけですね｡だから､名護でも

1000メーターの滑走路を作ってくれとか､その当時､日本の離島の飛行場っていうの
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は､そういう発想が多かったですよね｡そして､経営難にみんな陥っちやったわけですけ

ども､だけど､沖縄にはせっかく海兵隊がいるから､その海兵隊のヘリコプターの払い下

げを受けて､安上が りに作ったらどう､つて言ってたんですけどね｡

江上 :面白いアイディアですよね (笑)

下河辺 :特に､病院というのを島へ作ること不可能だから､本土の病院へヘリコプターで

患者を運ぶっていうことを作っといたらいいだろうっていう､話してて､その医療システ

ムには国費を投入してもいいんじゃないかっていうことを言ってたわけですよね｡

寅板 :先生､素朴な疑問なんですけど､そのヘリコプターで離島がカバーするエリア､沖

縄本島を中心に考えると､いわゆる島尻郡､久米島とか慶良問諸島とかあのへんは､もち

ろんカバーできると思うんですよね｡

下河辺 :いやあ､全県カバーできる｡

寅板 :ただ､その航続距離の問題で､たとえば､南北大東島であるとか､与那国､波照間

というようなところから､本島に持ってくるとすると､米軍のヘリでも一回給油している

くらいですんで､

江上 :南北大東と那覇は一度に行き切れないの?

寅板 :ヘリコプターはちょっと厳 しいんじゃないすか｡

江上 :厳しいの?

下河辺 :いやその｡

寅板 :もしかしたら､行けるのかもしれないですけど｡

下河辺 :いや､行けると思いますよ｡

寅板 :あ､そうですか｡

下河辺 :ただ､給油のシステムっていうのは別なんですよね｡特に米軍の場合には､攻撃

されないように､燃料貯蔵しなきゃいけないっていうような軍事作戦上のテーマがあるで

しょ｡だけど､平和でもって病院のことだったら､病院でもって給油できれば､いいじゃ

ないですかね｡

江上 :残念ながら､それは実現には至 らなかったんですね｡

下河辺 :いまでも､まだ､それは､やろうとはしているわけです｡

江上 :ああ､そうですか｡

●ヘリコプターネットワークのモデルは海軍病院

下河辺 :装置型の医療っていうことができるようになってきましたからね｡だから､沖縄

の海軍病院が先頭に立って開発してくれてますから､沖縄の海軍病院っていうのが､モデ

ルだって思ってましてね､今でも米軍はベ トナムからカンボジアからフィリピンあたり側

へとつながって､なんていうんすか､コンピュータで医療管理することをやってんじゃな

すか｡
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江上 :そのくらい大きな拠点が嘉手納の海軍病院なんですか｡

下河辺 :そうです｡それはやっぱり､日本の医療ってのは､そういうものとつながること

を好まないんですね｡医師会っていうのがあって､医師会は海軍病院とは付き合おうとし

ないですね｡だから､海兵隊にすると､せっかくいるのにもったいない､なんて言ってい

るけども､現実に沖縄本島では､海軍病院とつながっていませんね｡

江上 :そうすると､米軍の病院関係者と沖縄や日本本土の病院関係者とはぜんぜんつなが

りがいないんですね｡

下河辺 :ないというより､しちやいけないんですね｡

江上 :しちゃいけない､軍の施設だから､というわけですか｡

下河辺 :軍だからというより､日本の医療体制からはずれたシステムなんですね｡

寅板 :ただ､最近､県内では年間数名研修医という形で海軍病院に行って研修 しているみ

たいですけども｡

下河辺 :そうですね｡研修には行っていますし､見学には行っているみたいですけどね｡

江上 :でも､共同作業をするというようなところまでは至らない｡

下河辺 :患者を受け取るっていうことをあまり喜ばないすね｡

江上 :そうですか｡なかなかいろいろ難しいですね｡軍の施設といってもお医者さん同士

とか病院同士が協力すれば､いろいろ成果とかあがるではないかと思いますけどね｡

下河辺 :沖縄の軍というのを小泉内閣が､有事のためとだけしか認識 していないからおか

しくなんですね｡有事なんてないって､沖縄の軍は言っているわけですからね｡それじゃ

あ､平和なときに駐留している理由はなんだ､って言ったら､ゲリラ対策もあるでしょう

けれども､医療とか研修とか留学とかっていう手伝いをしているわけですね｡

寅板 :どうもありがとうございました｡

●一次振計策定について一一補助率のかさ上げ

江上 :それでは､本日のテーマに移らしてもらいます｡先日､高島さんに質問表 ･メモの

ようなものをお渡しておきました｡というのも､もう既に先生の方から私の方に関連の資

料をたくさんいただいているんで､先生は書類をお持ちにならないわけですから､私の質

問してお答えなさるほうもご不自由だろうと思ってそのようにしました｡

下河辺 :いやいや｡

江上 :非常にお粗末なメモで恐縮です｡でも先生はずっとご自身でやっておられているか

ら､振興開発計画については､そういうのを見なくても十分お答えなさることができると

私は思っているんですけども｡一応､順を追って､沖縄振興開発計画についてお聞きした

いと思うんですけども｡まず､最初にその根拠となる沖縄開発特別措置法についてですけ

ども｡これは先生よくご存知のように目的は ｢1､基礎条件の整備をはかる､2番目に､

産業の均衡ある振興開発をはかる｣そして､手段として､｢1､国の負担または補助率のか
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さ上げおよび事業主体の特例により振興開発事業を推進する､2番目に工業等開発地区お

よび自由貿易地域の制度を活用することにより企業立地を推進するとともに貿易を振興し､

もって産業振興をはかる｣という風になって､この基本原則を基に､振興開発特別措置法

が展開されているわけですけども､これについては､目的､手段というのを当時を振り返

られて､どうですか｡こういう形で､やるしかなかったといいますか､こういう形でやる

のが当然であったという風にお考えで

下河辺 :当然のように県がこうやって陳情に来たことは確かですね｡それで､陳情だから

国もそれを受けて､こういう特別法を作ったんですね｡

江上 :これは､ほとんど沖縄側の意向を受けて､

下河辺 :ええ｡

江上 :こういう形になったということですね｡

下河辺 :それが私は､非常に疑問に思っていましたから｡だから､こういう形でやっぱり､

ほかの県と同じようにや りたいんだなあと思って､受け取っていましたけどね｡沖縄はこ

ういう形にはなんないっていう､感じが強かったですね｡

江上 :それは補助金の問題とか､そういうものでしょうか｡

下河辺 :補助金じゃなくて､産業構造として議論のし直しだと思いましたね｡産業ってい

う言葉が､いったい何を言っているのか､そして､手段でもって､工業化地区と自由貿易

地域っていうような話にしちゃうから､相変わらず製造工業のことを振興の中心に置いて

いるんじゃないかって､思うと､無理だろうなっていう｡

江上 :そうですか｡

下河辺 :できりやあいいことですけどね｡

江上 :結果的には先生が当時､おっしゃったように無理だろうなっという状況があったん

ですね｡

下河辺 :私はとても無理だと思いましたね｡だから､同情してやってくれたのは松下幸之

助さんだけでしたよ｡それで､土地買ったままナショナルは､とうとう工場を作らずに終

わっちやいましたしねえ｡

●工業等開発地区および自由貿易地区の制度の活用

江上 :ということは､国の負担または補助率のかさ上げという手段のひとつですけども､

2番目の工業等開発地区および自由貿易地区の制度の活用というのも､これ全部､沖縄県

側が要求したんですか ?

下河辺 :そうです｡いまでも､いまの知事も同じことを要求してんじゃないすか｡

江上 :そうですね｡

下河辺 :補助金と制度がよければ来ると思い込んでんじゃないすか｡だけど､実績は上が

らないじゃないすかね｡それは日本の企業､行きませんよ｡
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江上 :これは､工業等開発地区が当時の全国総合開発計画で､新全総であったものをその

まま､沖縄県にもってきたわけですね｡新全総で日本本土のあちこちで工業等開発地区が

あるから､それを沖縄県に当てはめて､先生がおっしゃるように､工場の設置を沖縄にも

是非やって欲 しいというようなことで､こういうことになったんですね｡

下河辺 :そうですよね｡

江上 :そうですね｡ということは､国の方から､こういうものを当てはめてやった方がい

いと言ったわけではない｡特に､先生はそうは思われなかったということですね｡

下河辺 :そうですよ｡政府の方も言われるものを全部登録して､検討事項としてやったの

が､なんか 88項目かなんかあったりして､それで結論があまりないままに置かれてんじ

ゃないすか｡ですから､亜熱帯研究所を設立するっていう話が､多少､話題になっただけ

なんじゃないすかね｡

イース ト･ウエス ト･センターに対するノース ･サウス ･センターなんかも､もうトラ

ウマになっちゃっいましたしね｡

江上 :ということは､こういうや り方で､沖縄の産業振興を､工場設置を興そうとしても､

先生としては､結果的にうまくいかないんじゃないかという風に､最初から危倶はされて

いたんですね｡

下河辺 :そうですね｡むしろ､現実的に動いているのは観光だけでしたから､200万と

いう目標が達成されて､ 300万観光くらいまでいったわけですから､そしたら､いまの

沖縄県は､ 500万観光って言って､それが拡大することを言っているんですね｡ところ

が､どういう観光で拡大するかっていう具体性が､あんまりないから､ 500万までいく

のは容易じゃないんじゃないですかね｡だから､知事は航空運賃を補助金つけて安くすれ

ば来るなんていう､話になっちやったんじゃないですかね｡

●沖縄と北海道の振興開発計画策定方式の相違

江上 :それで､同じ沖縄振興開発特別措置法の第4条 ｢振興開発計画の決定および変更に

ついて｣ですが､｢沖縄県知事が振興開発計画の案を作成 し､内閣総理大臣に提出するもの

とする｣と規定されています｡それで､｢内閣総理大臣は沖縄振興開発審議会の議を経ると

ともに ･･･｣と続いて､｢内閣総理大臣は振興開発計画を決定したら､これを沖縄県知事

に通知するものとする｣とあります｡それで､振興開発計画の案を作成するのは､あくま

でも沖縄県知事だという風になっています｡これは北海道開発庁とはぜんぜん違いますよ

ね｡北海道開発庁については､こういう規定はもちろんありませんので､非常に対照的で

す｡これは下河辺先生から言わせると当然だということですか｡沖縄県側にそれだけ振興

開発計画を作る主体性を与えた､ということになりますか｡

下河辺 :一応､第一次振計ということを沖縄県が､独自に作って､政府に持ってきたって

いう経緯から始まったんですね｡そして､やっぱり､沖縄県独自に作ったものを政府が､
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受け取って､それを基本に政府の計画を作るっていうルールがまずできたから､法律作る

ときにそれをその通 り書いたわけですよね｡北海道のように､拓殖っていうか､国が入植

っていうところから始まった､北海道とは違うっていうことは言ってましたね｡

江上 :そうですね｡事情が違うっていうことと､それと沖縄の場合は､そういった沖縄自

らが振興開発計画を国に持ってきて､これを実現してくれといった復帰当時の経緯がこう

いう形になったということですか｡

下河辺 :そうですね｡

江上 :それはやっぱり､二次振計でも､三次振計でも同じですか｡

下河辺 :それはそのままつなげていますから｡

江上 :そうですか｡ということは､国としては沖縄県側から振興開発計画を持ってきて､

二次振計も三次振計も､ほぼその通 り受け取って実行したんですか｡

下河辺 :そうですね｡その通 りっていうわけには､財政の都合があるからできないわけで

す｡だから,県と相談して補助金を配 りながら､計画の基礎になってきたことは確かです

ね｡

江上 :もちろん､計画自体の調整も必要なとことあったでしょうね｡

下河辺 :それはありますよね｡

江上 :でも､基本的にはやっぱり､沖縄県側が作ってきた計画を尊重しながら､実施して

きたということですね｡ということは､ある意味では､最初の一次振計もそうですけども､

一次振計もほとんど沖縄側が作っているわけですから､二次振計,三次振計も沖縄側が作

ったんですから､これがうまくいったかどうかという責任は､ほぼ沖縄県側にあるという

ことになるんですか｡

下河辺 :いや､政府だってあるわけです｡政府がそれを飲み込んで沖縄対策を国としても

やってきたわけですから､だから､一番､国も県も困ったのは､日本の企業誘致がうまく

いかなかったこと､ですね｡

江上 :そうですね｡

下河辺 :それで､観光だけがうまくいったっていうことは､なんか国も県も同じ認識でい

るんじゃないすか｡

●県内工業団地の現状

江上 :ひき続いて､第一次振興開発計画､いわゆる一次振計の中身に入 りますけども､ま

ず第 1に､一次振計作成時点での 10年後の数値目標は､その当時 60%弱の県民所得を

80%くらいにする､そして第二次産業の比率を当時､ 18.1%だったものをこれを2

9.7%に引き上げる｡特に製造業の比率を復帰の時点で 9.3%だったものをこれを1

8.6%､ちょうど2倍に引き上げるというような数値目標を決めました｡それから､新

全総の工場の地方分散､すなわち､企業誘致という手法が沖縄にも適用されました｡72
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年 10月に沖縄は｢工業再配置促進法施行令｣によって､工業誘致地域に指定されました｡

工業等開発地区として､糸満､南風原､読谷､具志川を含めて､ 11カ所が指定を受けま

した｡糸満工業団地と中城港湾新港地区工業団地が整備されたんですけども､先生も再三

指摘されましたように､うまくいかなかったわけです｡特に､工場誘致は相当強い願望だ

ったっということが､この計画から見てもわかりますけども､ほとんどうまくいかなかっ

た｡私､糸満の近くに住んでいましたけども､糸満の工業団地は､いまほとんど住宅地に

なっていますね｡工場としては地元企業のリュ-セロなどが少し､そこに入っていますが｡

寅板 :まさひろという泡盛の会社も入っています｡

江上 :泡盛の会社も｡地元の会社がいくつくらい入っていた ? 地元の｡

虞板 :地元の企業ぽっかりです｡

江上 :地元の団地がいくつか入っている｡あとは､ほとんど住宅街になりましたね｡

寅板 :そうですね｡

江上 :新興住宅街になりました｡中城港湾の方は､いま工場団地を造ってやっているでし

ょつ｡

展板 :そうですね｡最近ですと､台湾の企業が沖縄でオー トバイを組み立てて､メイ ド･

イン ･ジャパンで輸出できるということで､そういうのが入っている｡

江上 :いまは､糸満よりもむしろ中城港湾の方が活発だね｡

巌板 :はい｡

江上 :ですよね｡そういうような状況になって､期待が大きかったんですけれども､そう

いった工場を立地するだけの諸条件が整わなかったということですね｡これについて､先

生､何かコメントがおありでしょうか｡

下河辺 :いやあ､まさにこういうことで､新全総としてのやったわけですけども､なかな

かうまくいかなくて､工業ではもともとの地元の産業の砂糖とピールっていうようなこと

をどうしようってことさえも､ままならないままになったんじゃないすかね｡

江上 :砂糖とビールですか｡

下河辺 :そうですね｡沖縄ビールっていうのは､沖縄にとってはひとつの産業でしたから

ね｡

江上 :オリオンビールは復帰前からずっとあったんですよね｡

寅板 :そのはずですが､途中でキリンビール､あれ､キリンビールの技術指導でできたと

いう風に聞いてはいますけど｡

江上 :そのあと､キリンビールから離れたんですか ?

寅板 :資本的にはいまアサヒビールですけど｡

●沖縄開発庁の一次振計の自己評価について

江上 :いまはアサヒビールだね｡そういうことで､｢沖縄開発庁二十年史｣などで､第一次
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振計についての自己評価を沖縄開発庁がやっているんですけれども､ひとつは社会資本が

確実に整備されたということを言っています｡一次産業については､野菜､花井､畜産等

作目の多様化の方向に歩みながら､着実な伸びを示した｡二次振計はもう再三言っていま

すように､新規工業の立地はほとんど進まなかった｡ただ､地元企業は､相応の検討ぶり

をみせたと｡つまり､地元企業はそれなりに頑張ったと記しています｡でも､特に本土か

らの新しい工業の立地がほとんど進まなかった｡建設業は､公共投資の増大等により大幅

に伸びた｡第三次産業として､観光客が年々､増加し､観光関連産業を中心に比較的順調

な伸びを示した｡ 1971年に観光客は20万人､観光収入は 145億円だったものが､

その 10年後､ 1981年には観光客数は200万近く､193万人になったと記してい

ます｡ 10年間で 10倍近く伸びている｡観光収入はそれに応じて､大きく飛躍して 19

71億円にまでなったと記しています｡そして､一人当たり県民所得の対全国格差ですけ

ども､72年度の約 57%から､一次振計が終わる81年度は､70.7%まで縮小した､

つまり､相当県民所得は上がったということを言っています｡こういう沖縄開発庁の評価

について､先生はどう思われますか｡

下河辺 :いやあ､まさにこの通 りで､第二次産業が計画的に行かなかったっていうことが､

問題として残っただけですよね｡第一次産業については､コメを作るっていうことの是非

論っていうのが､ちょっとまだ検討課題じゃないですかね｡

江上 :昔は,沖縄でもかなりコメを作っていたんですね｡

下河辺 :そう｡

江上 :いまはもう､コメはほとんど作 られていませんね｡

下河辺 :いや､復帰のときのテーマは､コメを作ることだったわけですからね｡それをや

ったんだけども､買うほうが安いですからね｡

江上 :復帰のときには最初､コメを作ろうとしたんですね｡

下河辺 :したんです｡そいで､土地改良の事業が､さんご礁を潰しちゃうっていうトラブ

ルがあったわけですね｡農地を作るたんびに､土壌が海に流れて､さんごの上にかぶさっ

ちゃうんですね｡

江上 :それで､途中でやらなくなったんですか｡

下河辺 :そうですOで､あんまり農地開発はやらないでおこうっていう環境派の連中が強

かったんじゃないすかね｡

江上 :それで､コメ以外の野菜とかを作ろうとしたんですか｡

下河辺 :小さな規模のものはやったんすね｡

江上 :それで､第二次産業が大きな課題だったんですけども､それ以外に第一次振計の残

された課題として､沖縄開発庁はまだ十分に達成されていない課題として､交通施設､道

路網の整備､水資源､エネルギー､製造業のウエイ トが低い､それから財政支出に大きく

依存 している､沖縄のもつ地理的自然的特性が生かされていない､というようなことを指

摘 して､そのために二次振計が必要であると､いう結論にになっています｡残された課題
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について､先生は､その通 りだと思われますか｡

下河辺 :いやあ､これは表現がこんな風なら､いつでもどこでも同じこと言って大丈夫な

んで､あんまり提案 した理由になんないすよね｡おそらく､この交通施設っていうのは､

鉄道のことを言ってんでしょうかねO那覇から名護までの鉄道がビジョンだったわけです｡

だけど､採算がとれないんですよね｡それで､補助金で造るなんていう､話になっていた

から､なかなか実らなかったんじゃないすか｡そして､むしろ沖縄は自動車の方をいいと

いう意見で､鉄道を熱心にやった連中も､東京にはいっぱいいましたけども､結局できな

くて､自動車の沖縄になっていますよね｡

●モノレールについての評価

江上 :モノレールはいま走っていますけど､あのモノレール計画は割 りと早く出ましたよ

ね｡

下河辺 :そうですね｡

江上 :あれは西銘県政のときに出てきてますね｡あれはどうですか｡

下河辺 :その､空港と街をつなぐっていうことの道具を道路でやるっていうこと以上に､

モノレールでやるっていうことに展開していったっていうことがありましたね｡特に道路

を拡張できなかったっていうか､米軍基地があって､飛行場に続 く道路の拡幅っていうの

が､あれ以上無理だっていう話になって､モノレールになっていったわけですけどもね｡

江上 :これはやはり､沖縄にとって造ってよかったんでしょうか｡

下河辺 :造 らなきゃ､だめなんじゃないすか｡

江上 :でも､やっぱり､採算がとれるかどうかについてずいぶん､心配もありましたよね｡

下河辺 :そうです｡だけど､ああいうインフラっていうのは採算を超えて､やっておくこ

とが県民にとって便利なんじゃないすかね｡

江上 :最近､私もモノレールに乗 りましたけど､空港から那覇の中心街に行くには便利に

なりましたね｡

下河辺 :そうですよ｡

江上 :空港から那覇の中心街に会議で行くときは非常に便利にな りました｡観光客は首里

に行くのに便利になりましたね｡それで､いまのところ､予想以上に利用客は多いみたい

ですね｡

下河辺 :そうですね｡

江上 :それで､ずっとそのまま推移するといいんですけど､ただ､県民としてはいまの空

港から首里までのルー トをもっと伸ばして欲 しいという意見が強いです｡

下河辺 :そうかもしれないね｡

江上 :採算の問題があるでしょうけども､できたらやはり公共交通機関としてもっと伸ば

して県民の役に立つといいですね｡
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下河辺 :そうですね｡沖縄は水がないですからね｡

江上 :水が不足 して､つい最近まで水の問題は非常に大きな問題でしたですね｡

下河辺 :特に､建設工事が多くなったために､水っていうものがとても面倒な問題になっ

たんすよね｡

江上 :そうですね｡

下河辺 :セメントで工事するっていうのが､ほこりだらけの空気になりますからね｡水を

まいていないと､だめなんですよ｡

●沖縄のもつ地理的自然的特性について

江上 :あとは､課題として､沖縄のもつ地理的自然的特性が生かされていないということ

を沖縄開発庁が言っているんですけども､これは､具体的にはどういうことでしょうか｡

下河辺 :これはどういう意味ですかね｡

江上 :これは国際交流の拠点になっていないっていう意味ですかね｡

下河辺 :なんか､地理的自然的っていうと､海って感じでしょうかねO

江上 :そうですね｡

下河辺 :だから､海っていうのが生かされていないっていうことは､飛行機と自動車って

いう､ことに対して疑問を持っているんじゃないでしょうかね｡船による観光でも産業で

も考えたらどうかっていう意味なら､まさにそうかもしれませんね｡

江上 :その点について､開発庁の二十年史にはこのように書いてあります｡｢我が国の経済

社会において､沖純が東南アジア諸国との接点に位置し､海外交流の歴史的経験を有して

いながら､人的 ･物的国際交流は進展しておらず､豊かな太陽エネルギー､広大な海域､

多彩な観光資源についても十分に活用されていないなど､沖縄のもつ地理的 ･自然的特性

は十分には発揮されていない｣と｡

下河辺 :ま､そういうことなんでしょうね｡

江上 :そういうことなんですね｡非常にもっと広い意味ですね｡先生､おっしゃった､海

とかですね､国際交流とかですね､太陽エネルギーとか､そういうことなんですね｡

下河辺 :そうですね｡

江上 :これは先生も強調されてきた点ですね｡

下河辺 :そうです｡

●復帰 8年でコンクリー トジャングルになった沖縄

江上 :先日､私が沖縄に行ったときに､県の資料室を見ていたら､先生が 1980年に沖

縄県で講演された記録が残ってました｡それは､第二次沖縄振興開発計画に向けて､西銘

県政の比嘉幹郎副知事が司会をなさっていまして､それで､｢第二次沖縄振興開発計画はど
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うあるべきか､先生の意見をお伺いしたい｣と始まっています｡これは､県庁の職員を前

に先生が講演なさった記録です｡そのコピーに基づいてお聞きしたいんですが､先生はず

いぶん長く講演なさっているので全部を網羅することはできませんけども､私が印象に残

ったとこだけ話します｡1970年に初めて沖縄に先生が行かれて､それから10年経っ

た 1980年､一次振計を経て､沖縄がずいぶん変わったということを最初におっしゃっ

ています｡｢第-に感じたことは､変わったなあという感じだと思うんです｡どんなに変わ

ったかというのは､どうも説明しきれない｡複雑な気持ちですけども､少なくとも見た景

色としては､昔の琉球という景色がなくて､緑も増えたんだけれども､コンクリー トが非

常に増えたという感じでした｡西表に至るまで､建物がほとんどコンクリー トに変わった

ということは､復帰後まだ8年なんでしょうが､景色としては異常な変化だという気がし

ます｣ということを述べられています｡このへんに先生の気持ちがこもっているような気

がするんですけども｡ス トレー トにはおっしゃっていないんですけども､ちょっと､こう

いう計画でいいのかなあっていう先生の考えが出ているのではないでしょうか｡

下河辺 :私､復帰するまで､あれだけ通っていろいろやったのに､復帰したとたんに､沖

縄が嫌いで､行かなかったんですよ｡7､8年行かなかったんじゃないすかね｡それはな

ぜかって言ったら､もうセメントのジャングルでしかないと､これは沖縄のスラム化って

言った方がいいなんて言って､嫌だったんです｡そしたら､西銘さんがそんなこと言わな

いで､前どおりやってくれって言って､で､彼は先輩なもんだから､断れないで､またい

つの間にか沖縄のこと､考えるようになったんですけども｡

いつだったかな｡13日だから､明日､明後日ですね｡宜野湾市長と吉元とふたりが､

ここへ来るんですけども､何しに来るのかわかんないんですけど｡

江上 :ああ､そうですか｡

寅板 :伊波さんが｡

江上 :伊波さんが来るんですか｡

下河辺 :ええ｡

江上 :革新市長の伊波さんが来るんですか｡

下河辺 :ええ｡

江上 :伊波さんと吉元さんが

下河辺 :ええ｡

江上 :革新系のお二人ですね｡

下河辺 :ええ｡それで､何しに来るのか｡何か頼みにくるんでしょうね｡

江上 :そりゃあ､なんか｡

下河辺 :何か企んでしょうね｡

江上 :企んでしょうね｡企んでいるなんて言っちやあ失礼かもしれない (笑)｡ 伊波さん

が下河辺先生のところに会いに来る用件というのは何でしょうね｡

下河辺 :なんか 13日の夕方来るそうです｡
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江上 :そうですか｡なるほど､それは楽しみというか (笑)｡

先生が最初に沖縄に行かれたのは 1970年ですが､私が琉球大学に赴任したのが 19

77年です｡先生の7年後ですけど､私も沖縄の第一印象として､やたらとコンクリー ト

が多いなと感じました｡昔の琉球の建物が非常に少なくなっていて､沖縄の街が美しいと

いう感じがあまりしなかったですね｡琉球大学そのものも拡大に追いつかずに､プレハブ

の建物が多かったです (笑) 私の研究室もプレハブでした｡講義室もプレハブという始

末でした｡スペースが狭かったからしょうがなかったんですが｡

下河辺 :コンクリー トにした理由が､台風が年中来るたんびに､屋根が飛ぶっていうこと

が問題だから､コンクリー トにしたっていう理屈になってんですね｡

江上 :そうですね｡

下河辺 :だけど､それはとても疑問で､風が吹いて屋根が飛べばいいじやないのと｡翌日

には､もうちゃんと直して暮らしているよって言ったんだけども｡そういうことをやる経

験と能力が､若者になくなったんですね｡だから､屋根が飛ぶと､なんか建設業に仕事を

だすようなことになったから､ちょっと､やっぱり､壊れない家っていうテーマになっち

やったんでしょうね｡

江上 :赤瓦の屋根で覆われた沖縄独特の建物が非常に少なくなりましたね｡

下河辺 :なくなっちやったでしょ｡

江上 :なくなっちやいましたね｡でも､あの赤瓦の屋根は台風には強いはずですけどね｡

下河辺 :強い｡

江上 :あの屋根は大きくかぶさっていて｡

下河辺 :そうそう

江上:だから伝統的な沖縄の家は台風に弱いっていうのは､私､解せないんですけどねえ｡

下河辺 :弱いっていうかな｡あの瓦でも､修理が簡単っていう意味なんですよね｡

江上 :修理が簡単なんですか｡

下河辺 :壊れないって意味じゃないんです｡

江上 :コンクリー トのブロックの家の方が修理が簡単なんですか｡

下河辺 :いやいや､昔の琉球の家

江上 :昔の家の方が修理が簡単なんですか｡

下河辺 :簡単｡だから､壊れないっていうテーマよりも､修理簡単っていうテーマでやっ

たわけですよね｡それが修理可能っていうんじゃなくて､壊れないっていうテーマにした

ら､壊れたりするからちょっと混乱してるんじゃないすか｡

江上 :なるほど｡風景としては､コンクリー トの塊 りっていうのはあんまりいい風景では

ないですね｡

下河辺 :まあ､せっかくの沖縄､無責任な遊び人の私にとっては､つまんないですねえ｡

食い物も東京並みの食い物が一番いいなんていう､話を聞くとがっかりするんすね｡飛行

場降りて車に乗って､ホテルへ行って､東京と同じめし食って､海に行かないで､宿の中
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のプールで泳いでいるってのは､つまんない沖縄ですね｡

江上 :そうでしょうね｡先生から見ると特にそうでしょうね｡でも一応､先生はおそらく

この当時､沖縄に対 してお世辞をこめてでしょうけども､｢いま来てますと､非常に大きく

変化し､発展してきてるなあという気がいたします｣と言っていますけど (笑)

下河辺 :これは本当を言ってんですよ｡良い方か悪い方かは言わなかったんですよ｡

江上 :それは言わなかった (笑)0

下河辺 :変わっちやったっていうのは､ある意味で嫌味なんです｡

江上 :嫌味なんですね｡読みながら､私はここで笑っちやったんですけども｡

寅板 :先生が一番最初に行かれたころは､沖縄の伝統的な家屋､赤い瓦を葺いた家とか､

那覇市内にかなり多かったんですか｡

●沖縄の芝居小屋の思い出

下河辺 :多くありましたね｡芝居なんか見に行くと､沖縄の芝居っていうのは､まったく

言葉､われわれにはわかんない｡いま､そういう芝居小屋なくなっちやったんじゃないす

かね｡あの当時の｡

寅板 :少なくなりましたね｡

下河辺 :ですね｡

江上 :まだ､あるの ?

寅板 :仲田幸子劇場は､まだ健在です｡

江上 :仲田幸子劇場は小さな家みたいな建物でしょう｡

輿板 :そうです｡

江上 :先生のいう劇場は､ちゃんと芝居小屋みたいに構えてあったんですよね｡

下河辺 :そうです｡

江上 :それはいまではほとんどなくなったでしょう｡昔はダイエーの近くにもひとつあり

ました｡

下河辺 :中国で京劇観んのと同じで､沖縄劇観ていると､字の解説が幕に書いて垂れ下が

るんですよね｡それで､私なんかは何やっているっていうのが､わかるっていう｡

江上 :つまり日本語が書いてあった｡

下河辺 :日本語が｡

江上 :日本語の幕がぶら下がっているんですね｡そうでないと私 らはぜんぜんわか りませ

んしね｡ス トーリーが (笑)｡

下河辺 :ぜんぜん､わかんない｡

江上 :わからない｡

寅板 :そういうのは､旭橋の郷土劇場に全部､集約 しちやったんじゃ｡

江上 :郷土劇場がひとつだけありますね｡
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寅板 :あと､ちょっとしたこういわゆるスナックみたいな､大箱のスナックで簡単な劇も

見せますよ､音楽も聞かせますよというのは残っています｡

江上 :飲み屋みたいなところね｡

下河辺 :飲み屋じゃなくて､ちゃんとした芝居小屋で､見せてもらったけども｡言葉ぜん

ぜんわかんなくて､解説が出て面白かったけど､中身は見てても非常に面白い劇で､面白

かったですけどねえ｡なんか瓦を作る職人の労働者の話で､手とか足が泥で色がついちゃ

って､誰が見てもあれは瓦職人ってわかるっていう姿になってんですね｡で､その連中は

女郎を買うことを女郎が拒否していたんですね｡それを何とかして女郎と付き合いたいっ

て言って､夜､夜中に忍び込むんですね｡そしたら､女郎は自分を訪ねて来てくれたって

いうんで喜んで､付き合ったらぐっすり寝込んじゃって､朝起きたら隣りに寝ている男が､

瓦職人だってわかって､飛び起きて怒ったっていうシナリオの芝居だったんですよ｡それ

をみんな見ながら大笑いして､見ましたね｡

江上 :いろいろたくさんありますよね｡出し物が｡

下河辺 :そういう出し物いっぱいありましたね｡

江上 :そういった沖縄の芝居小屋がいくつも昔あったんですよね｡

下河辺 :そうなんですよね｡

江上 :それがもうどんどんなくなって､最近はお盆とか旧盆とか旧正月でテレビでやって

いますね｡

寅板 :はい｡

江上 :いまはテレビでも見られるんですね｡

下河辺 :いまはもう､ねえ､テレビができちやったから､わざわざ芝居小屋まで行かない

人は多いでしょうけどね｡ああいう伝統芸術っていうのは面白いですよ｡

江上 :その当時はおそらく､沖縄の言葉をしゃべる方もとっても多かったでしょうね｡

下河辺 :多かったですよ｡みんな､聞いていると笑っているんすからね｡周り見ると笑わ

ないの私ひとりなんですよ｡

江上､兵板 :(笑)｡

江上 :そうですね｡もういまは､沖縄の言葉しゃべる人が少なくなりました｡いまの若い

人はしゃべれなくなりましたね｡

下河辺 :そうでしょうね｡

●国際性を失った沖縄

江上 :先生のこの講演の中で､沖縄は農業が非常に大切だとおっしゃっています｡やはり

沖縄らしさとか､沖純の特性というものをどうやって､うまくつかまえるかということが

大事だと強調されています｡それと､島おこしですね｡島おこしがすでに始まっていた｡

島おこしは､八重山あたりから始まったんですね｡
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下河辺 :なんていうか､南の島々が最初に議論にな りましたね｡

江上 :ええ､そうですね｡島おこしが沖縄から起こって､それが結局､大分県の平松知事

の村おこしという言葉になっていく｡そうした島おこしが沖縄で始まっているけれども､

これをもっと進めていただきたいと先生はおっしゃています｡

下河辺 :そうなんです｡

江上 :それから､那覇について､｢那覇というのは日本の都市の中では､地方都市として非

常に国際性の高い都市である｣という風に言っていいんじゃないかと｡｢だが､復帰後 8年

経って那額を歩いてみての感じだと､復帰前に琉球政府当時に感じていたことと比較して

みて､著しく国際性が欠けてきている｣という風におっしゃっています｡だから､｢復帰す

ることによって､国際的なひとつの素質というものを那覇は失ってきているんじゃないか｣

ということおっしゃっています｡先生はどういう面で那覇は国際性を失っていると感じら

れたのですか｡

下河辺 :いやあ､つまんないことから言えば､最初に行ったころは､国際通 りなんてのが

あって､英語のお店でしたよね｡ですけども､国際通 りもなくなった感じだし､英語が通

じなくなったし､つていうことあんじゃないすかね｡

江上 :それは､とりたてて本土と同じようにする必要なかったんじゃないかということで

すか｡英語の看板があって､英語を使っていたままでもよかったんじゃないかということ

でしょうか｡

下河辺 :誰を相手に生きるかっていうときに､アジア全体の人とともに生きるっていう沖

縄だとしたら､共通語は英語じゃないすかね｡だから､台湾の人とさえ､英語で付き合う

ほうが､ずっと親密にいくんじゃないすか｡中国の福建省とも英語で大丈夫なんじゃない

すかね｡だから､英語が通じる街っていう国際性を失ったのは残念ですね｡

江上 :そういう意味だったんですね｡

下河辺 :それが最近､インターネットとかパソコンがだっと入ってきたら余計そう思いま

すね｡沖純ではパソコンやインターネットは､もう英語でやったらいいですよね｡

江上 :いまの大学院大学構想も､もちろん講義は全部英語でということですので､それを

受けて､いま琉球大学でも講義の半分は英語でやろうと計画中です｡

下河辺 :あ､そ りゃいいですね｡

江上 :ところで､一次振計の成果をみて､ちょっと沖縄がいびつになっているなと先生は

感じられた｡いわゆる沖縄の伝統的なもの､あるいは国際的な要素というのが､生かされ

ていないとお感 じになったわけですね｡

下河辺 :そうですね｡だから､沖縄の人材っていったら､英語と日本語と中国語と3カ国

語を自由に使える人が人材だっていう､こと言ってたんですね｡

●二次振計の特徴一一失業率の高さを特色に
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江上 :それで､一次振計が終わって､次に第二次振計に進むわけですけども､所得格差は

ほとんど一次振計が終わった時点 (1981年)とあまり変わらない｡基本的には､二次

振計は一次振計を受け継いで社会資本の整備をやっていく一方で､沖縄の経済社会の自立

的な発展というものを模索していくという状況になります｡二次振計の特徴としては､先

生はどういう印象をおもちでしょうか｡

下河辺 :二次振計のときの問題っていうのは､もう業績が上がった観光っていうことが､

非常に大きな討論になっていたわけで､あとは第一次振計と同じようなことを言っていた

わけですね｡したがって､一人当たりの所得についても､目立った特色っていうのはなく

て､だいたい維持できているっていう程度｡ただ､失業率の問題だけが､非常に討論にな

って､失業率が高いことが問題だっていう､ことが常識的に言われて､いかにして失業を

減らすかっていう議論だったんですけれども､私自身は､失業率高くないと､その日本が

失業率が低すぎるんであって､失業率っていうのは7､8%っていうのは､もうあってい

いテーマだってことを言ったんで､失業率の高いことを問題にした人たちに､だいぶ､叱

られたことがありますけども｡沖縄の特色っていうのは､失業率が大きいっていうことに

特色を求めてもいいんじゃないすかね｡青年たちが､生きていればいいっていうか､自分

の好きなことをやって生きていける島っていうことが大切なんですね｡

江上 :失業率の高さが沖縄のライフスタイルの表れでもあるんですか｡

下河辺 :ええ｡ちょっとアルバイ トすれば食えるっていうのは､いいですよね｡だから､

失業っていうのが､ ドイツなんかと議論しても､失業率の定義が違うから､国際的な比較

ができないんだけれども､やっぱり､失業率っていうのはある水準で高いほうが､労働市

場が豊かなんですね｡

江上 :労働市場が非常に弾力的になるってことですか｡

下河辺 :そうですね｡その会社の方の都合じゃなくて､働く側の都合で動く社会っていう

意味で､面白さがあるんですね｡

江上 :でも当時は､それを言ったら沖縄の人から､相当､怒られたでしょうね｡

下河辺 :いやあ､労働組合なんかにだいぶ叱られちやいましたよ｡

江上 :沖縄の失業率は本土の失業率の2倍あってずっと5%を超えていた｡｢5%失業率超

えたら､ヨーロッパでは､革命が起こるっていわれているんだ｣と比嘉幹郎先生が当時､

おっしゃっていたことを思い出しました｡

下河辺 :いやあ､それは労働組合が､そんなこというのはおかしいじゃないかと｡失業率

が高くてこんなにうれ しそうに豊かに暮らしているんだから､どっか考え方が､間違っち

やってるんじゃないかって言って､吉元たちがやっている労働組合の会議で言ったから大

騒ぎしたけども､なんか一人の組合の人が､いやあ先生実は､困ってんのは､失業率が高

くなると組合の組織率が下がるっていうのは､変なもんですねえって言んすね｡失業者が

増えたら､緊張感があって､労働組合が組織力を発揮するときだと思っていたら､逆だっ

ていうんですね｡組合に関心を持つ人がいなくなっちゃうとは､夢にも思わなかったって
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言って､そ りゃそうでしょうねって､大笑いしたことあるんすけどね0

江上 :確かにその当時､先生が指摘されるように､失業率が高いことはいい面もあるんだ

という意見を言う人はいなかったでしょうね｡

下河辺 :いなかったですね｡

江上 :いまではそういう意見も増えているのでしょうか｡

下河辺 :たまにいますけどねえ｡

江上 :いまでも少数意見なんですね｡

下河辺 :そうですね｡労働市場をやっと労働者側が取 り上げたのに､経営者に返しちゃう

ような発言 しないほうがいいよって言ったから､みんなにちょっと叱られちやった｡

江上 :ところで､観光の問題を相当議論したと先生はおっしゃいました｡沖縄の観光どう

すべきか､沖縄の観光を良くしようと思うんだったら､観光の質を変えるべきだとか､そ

ういう意見がいろいろ出たんですね｡

下河辺 :観光の質を良くすればいいのに､どうも従来通 りのほうへ巨額な投資をして､お

客を迎えようっていう体制ができちやいましたよね｡

江上 :そうですね｡

下河辺 :立派なホテルがいっぱいできて､驚いちゃいますね｡

江上 :第一次振計で社会基盤を整備するために沖縄では建設業者は増えました､それで二

次振計や三次振計がそのように増えた建設業者を支えるためにも公共工事をやっていかざ

るを得なかった部分もあるんではないですか｡

下河辺 :それはどうですかね｡もうちょっと､実証的に見ないと､結論が出ないすね｡い

まの若い人みたいに､筋肉労働者として､建設工事をやっていうことを好む青年いないん

じゃないすか｡もっと､ボタンでも､押せばできちゃうような建設業の方がいいんじゃな

いすか｡建設工事のコンピュータ化っていうことが､いま､非常に重要になって､日本の

建設業者､みんなそっちへ向いて､努力しているけども､沖縄の方がそれを一番最初に取

り組んだって言ってもいいんじゃないすか｡

江上 :そうですか｡

下河辺 :ええ｡

江上 :コンピュータ化ですか｡

下河辺 :米軍がいましたからね｡米軍の工事っていうものを真似ていく状態で､やってい

ったわけですからね｡

江上 :それで建設工事のハイテク化は沖縄の方が進んでいたということですか｡

下河辺 :そうですよね｡日本の建設業自体が戦後､米軍の工兵隊に指導されているのが多

いですからね｡なんか､時間短く､コス ト少なく､コンクリー ト打つなんていうのは､米

軍の軍事の必要性からきていますからね｡攻撃するときに､砦を造 りながら進むわけです

よね｡日本の大きなダムなんっていうのは､みんな沖縄海兵隊のなんか仕事の技術を学ん

だことが多いんじゃないすかね｡
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●三次振計について

江上 :そうですか｡それでは次に､第三次振計の話になるわけですけども､第三次振計の

特徴としては､自立化を目指 した産業育成と南の交流拠点形成というのが全面に出てきて､

強調されているようの思えます｡先生はどうお考えでしょうか｡

下河辺 :それはもちろん､このふたつが柱ですけれども､柱で思ったことは､商っていう

のは､途上国相手っていう意味ではなくなったんですね｡むしろ､沖縄を中心とした30

0キロ圏とか 500､600キロ圏とか 1000キロとか 3000キロっていう圏域で交

流拠点になるっていう発想を生かそうとしたわけですね｡

江上 :それと､交流の範朗がずっと広がったんでしょうね｡

下河辺 :そうです｡広域圏を狙ったセンターにしたかったわけで､これ米軍との関係でそ

ういうことが､可能性がとても高くなったときなんですね｡

江上 :そうですか｡

下河辺 :アメリカにすると､沖縄拠点という意味は､東南アジアっていうんじゃなくて､

だいだい5000キロくらいのエリアは､沖縄拠点って考えていたわけでしょうね｡

江上 :5000キロというと相当なエリアですね｡沖縄と東京の間が 1600キロですか

らね｡

下河辺 :そうですよ｡

江上:3倍くらいありますね｡それで､自立化を目指した特色ある産業の振興というのは､

具体的なものはどのようなものがあるのでしょうか｡

下河辺 :なんか､私たちが議論したときには､いわゆる重厚長大の工業ではないというこ

とは､ちゃんと言おうとしましたね｡一時そのもくろみもあったけども､みんな失敗して､

重厚長大ではないと｡そのために､一気に飛んでハイテク型のセンターつていうことを郵

政省なんかはじめとして､言い出したわけだけども､あまり成功 していないと｡いうこと

で､むしろ､文化､伝統､自然環境っていうようなことをテーマにした産業がいいんじゃ

ないかっていうことを第 2の柱として言いましたね｡だから､沖縄は平和な自然が豊かな

文化的な島であるっていうビジョンの基に､ビジネス化を図ろうっていうことを言ってた

と思うんですね｡

巌板 :具体的にはどういう産業なんですか｡

下河辺 :染物でもそうだと思ったし､音楽もそうじゃないかと思ったり､いろんな沖縄の

伝統的なものをもう一度生かしていこうっていうことは､まず最初の議論でしたね｡

寅板 :これは外から人を呼び込んで､たとえば､染物を売るとか､あるいは音楽を聞かせ

るということなのか､それとも､県外や海外に出てって､それを興行として外貨なり､本

土でお金を稼いで帰ってくるという意味合いなんですか｡

下河辺 :お金を稼いでくるってことでもないし､お客を呼ぶっていうんでもなくて､国際
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市場に貿易として広めていくっていうことですよね｡だから､香港とかシンガポールとか

でお店を持つとか､中国にお店を持つっていうようなことまでやろうとしたわけで､中国

との関係じゃ､蓬莱経済圏なんていうことをとても楽しみに議論したものですよね｡

江上 :当時､梶山官房長官が沖縄に来てよくその話をしていましたね｡

下河辺 :ええ｡

江上 :三次振計の文章としては､｢豊かな亜熱帯 ･海洋性自然と特有の伝統文化と歴史的蓄

積を活用した国際的リゾー ト観光保養地域の形成｣というのがありますけれど､このへん

は観光の質の転換ということを意識した文言でしょうか｡

下河辺 :山形県が雪国の環境で年寄 りが暮 らしていくの大変だから､沖縄にレジャーと同

時に､リハビリっていうことで､人々を沖縄に連れて行 くっていうことをやって､沖縄と

提携したことがありましてね｡

江上 :ありましたね｡

下河辺 :沖縄の人は雪を見たことがないんで､山形の雪を見に来ませんかっていう､こと

をやったときもあって､リゾー トっていうのはそういう形で､そういう展開すると良いん

ですけども｡最近じゃあ､カヌチャでなんか､春山さんっていう特別な人が､なんかプロ

ジェク トを持ち始めたのを､ちょっと参加して楽しんでますけどね｡カヌチャっていうよ

うなプロジェク トが成功するのは､沖縄のなんかの独自開発とかレジャーとか健康って意

味ではとてもいいと思いますね｡

江上:カヌチャのプロジェクトっていうのは､そういう総合的なプロジェクトなんですか｡

下河辺 :総合っていうよりも､なんていうんでしょうかね｡年寄 りのリハビリセンターつ

ていうところから始まったわけですね｡だけど､年寄 りだけの島にしちゃったら､活力も

なくなっちゃうから､若い人も年中遊びに来るような､地域を作ろうということで､なん

か沖縄県の建設不動産業者と一緒になってやってんのは､いいプロジェク トですね｡

江上 :そうですか｡そういうのがもっとあちこちで展開されるといいですね｡

下河辺 :いいです｡

江上 :一般の人々が沖縄にやって来て長期滞在できるような､そういう工夫がなされてき

ている｡

下河辺 :そうです｡

兵板 :西銘さんの県政の末期のころだったと思うのですが､いま先生がおっしゃった､そ

の保養所とか療養所みたいなものを沖縄に全部集めてくるっていうプロジェク トがあった

ような記憶があるのですけど｡各都道府県､他府県と組んでですね､保養所をやんぼるの

ほうへ作ったりとかですね､いくつか話はまとまりかけたっていう､ことが西銘県政の県

政の末期くらいにあったと思うのですが｡

下河辺 :西銘さんのときに､いま言った山形との話が､できたり､いろんな地域とやろう

としたんですけどもね｡だけども､そんなにうまく発展しませんでしたね｡それはなぜか

って言うと､そういうのは行政に邪魔されたくないっていう年寄 りの方が多いんじゃない
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すかね｡だから､もっと民間企業が呼んでくれれば､行ったりするんじゃないすかね｡

江上 :行政がやると窮屈なんですかね､いろいろと｡

下河辺 :ルールができちゃうでしょ｡

江上 :ルールができると面白くなくなる｡

下河辺 :面白くないし､自由じゃないもんねえ｡

江上 :不自由になっちゃうんですよね｡それであまり発展しなかったんですね｡

下河辺 :自分の好きなようにや りたいって言って､観光業者が上手にやってくれれば､一

番うれしいわけだし､文句も言いやすいですよね｡

江上 :民間でカヌチャみたいにどんどん展開してくれるといいんですね｡

下河辺 :いいと思いますね｡

●三次にわたる振計の評価

江上 :行政主導では､限界があったわけですね｡

ところで沖縄振興開発計画全体としては､一次振計､二次振計､三次振計を振り返って

みられて､まあまあうまくいっていったのではないかとお考えでしょうか｡

下河辺 :私たちはこういう仕事の専門家だから､成功したことに対する思いがないんです

よね｡うまくいかなかったことだけが､残っちゃうっていう不幸な生活ですね｡

江上 :(笑)そうですか｡

下河辺 :自慢話って言うのは､ぜんぜんなくて､なかなか思うようにいかなかったなあっ

ていう苦労話ぽっか りですよね｡仲間が集まっても｡

江上 :そうですか｡そうでしょうね｡でも復帰後の沖縄は､日本のほかの地方よりもいま

は経済的にもいろいろ盛んでいいんじゃないかと､以前に少しおっしゃっていましたが｡

下河辺 :大航海時代の琉球に戻ってきたっていうことが､私にとっては一番うれしいこと

で､島津にやられ､明治政府にや られ､太平洋戦争でや られ､いうことで動いていったで

しょ｡その間､無抵抗主義でずっと耐えてきたわけですもんね｡これからいよいよ､琉球

らしさっていうのを発揮して､県民の自由が保障されるのが一番うれしいですよね｡

江上 :そういう条件がいま沖縄では整ってきたということでしょうか｡

下河辺 :そうそう｡

●｢下河辺メモ｣について

江上 :そのように先生はお考えなんですね｡是非そういうようになっていくことを私たち

も切に願っています｡それでは次に､話題を変えまして､一番大事なテーマなんですけど

も､普天間問題に移 りたいと思います｡先生,普天間に深く関わっておられたので､たく

さんの資料が手元にありました｡先生からそのたくさんの資料を見せていただきまして､
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初めて私は ｢下河辺メモ｣という存在を知りました｡この ｢下河辺メモ｣については最近､

｢新しい時代を迎える国土計画に関する考察 -21世紀の人と国土-｣(国土計画協会､

2003年 1月)に掲載なさっていますね｡このメモについては､はかに御厨先生たちの

オーラルの記録､｢沖縄問題の同時検証プロジェク ト｣にも言及されています｡この同時検

証プロジェクトの先生のオーラルは､まだタイム ･カプセルに入ったままなんですか｡

下河辺 :いやいや､それがそうなんです｡

江上 :そうですか｡

下河辺 :発表できないって考えてたんです｡

江上 :ええ｡

下河辺 :橋本内閣のことがあったりして､政府がや らなきや､私が勝手に発表 しちやいけ

ないっていうんで､カプセルって言葉使ったんですけども｡

江上 :ええ｡

下河辺 :意外ともう早く出しちゃおうっていうことになったんで､

江上 :じゃあ､これはもう出てるんですか｡

下河辺 :もう出ちやってんです｡

江上 :そうですか｡

下河辺 :もう誰にでも見せてます｡

江上 :公開してもいいわけですね｡

下河辺 :はい｡

江上 :どうもわかりました｡ありがとうございます｡

下河辺 :いまはもう公表しちゃいました｡

江上 :そうですか｡先生の下河辺メモっていうのは新聞に出ましたか ?

下河辺 :出てません｡

江上 :出てませんよね｡私も見た記憶がありません｡

下河辺 :ずっと､公表しないでいましたから

江上 :そうですね｡

下河辺 :それで､御厨さんの研究会で初めて公表しちゃった､いうことです｡だから､記

者に対して､記者レクっていうのはやってませんから､出ないんでしょうね｡

江上 :出てないですよね｡そうでしょうね｡私の研究にとっては非常に貴重なメモを見せ

ていただいてありがいです｡

下河辺 :いままで､誰にも見せてないんですけど｡もういまじゃ､秘密にする必要ないと

思います｡

江上 :そうですか｡ありがとうございます｡それでは先生のオーラルである ｢沖縄問題の

同時検証プロジェクト｣も公開されているんですね｡

下河辺 :はいそうです｡

江上 :それで､普天間の問題ですが､これはいうまでもなく非常に重要な問題であり､先
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生の果たされた役割もすごく大きかったことは､私も沖縄にいた当時､よくわかってたん

ですけども､このメモを見まして､私が想像 していた以上に､先生の役割が大きかったと

いうことを痛感 しました｡この沖縄問題では相当ご苦労をなさったと思うんですけども､

この話をぜひ伺いでたいと思います｡御厨先生達のオーラルヒス トリーがありますけども､

これは直後のものであり､それから､7年経過 し､その間にいろいろなことがありました

ので､先生の見方も､あるいはコメントも少し変わったところもあるかもしれませんので､

そういう意味で改めて､代理署名問題や普天間問題について先生のご意見をお伺いしたい

と思います｡

下河辺 :そうですね｡普天間っていうのは､ちょっといろいろ議論したらいいと思います｡

江上 :そうですね｡先生のオーラルヒス トリーを作 られたときに､先生が作成された年表

があります｡

下河辺 :ああ､この一年間ね｡

●普天間との関わり

江上 :そうですね｡この年表の最初に､｢3月4日､官房長官｣とあります｡梶山官房長官

ですよね｡

下河辺 :ええ｡

江上 :このときから､先生が､普天間に関わることになったということですね｡

下河辺 :そうです｡

江上 :それまでは､まさか沖縄の普天間問題に関わるとは先生は夢にも思っておられなか

ったんですか ?

下河辺 :いやあ､ぜんぜん､思ったこともないし､だいたい私は､軍事については､関係

していないって言ってたんで､だけど､この普天間については､ずいぶん､いろいろと議

論させられました｡

江上 :で､梶山官房長官が突然､先生のところに来られて､何とかしてくれとおっしゃっ

たんですか｡

下河辺 :いやあ､そうなんですけども､その最初に来たのは､普天間の移転先のそのプロ

ジェクトをアメリカのある業者が､梶山さんへ送ってきたんですね｡で､それをちょっと

見て､専門的に評価 して見てくれって言われたから､会ったんです｡

江上 :ああ､そうですか｡じゃあ海上へリポー トのプロジェクトの

下河辺 :そうです｡

江上 :そのプランが持ちこまれて､それについて専門的な立場から先生が意見を求められ

たわけですね｡

下河辺 :そうです｡

江上 :それが始まりですか｡
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下河辺 :それで､みんな反対とか何とか､ごちゃごちゃしたもんですから､それから梶山

さんと沖縄問題で､なんかときどき会うことになっちゃったんですけども｡

江上 :3月4日っていうのは､プロジェクトの問題でですか｡

下河辺 :そうです｡そうです｡

江上 :そうですか｡

下河辺 :そうです｡

展板 :その民間業者って､ベクテルですか｡

下河辺 :ベクテルですね｡

江上 :橋本首相の海上へリポー ト案はまだあとですよね｡

下河辺 :あとです｡

江上 :あとですよね｡はああ｡それがあとになってつながっていくわけですね｡

下河辺 :そうです｡

江上 :はあ､はあ､そうですか｡

下河辺 :そして､どうも私はアメリカの業者が来たのは､沖縄海兵隊とそのプランを調整

してから来たような気がしてんですね｡いまだに｡沖縄の海兵隊っていうか､普天間基地

っていうのは､移転しないわけにはいかない､軍事上の問題でしかなかったんですね｡住

民のためとか､そんなことではないんですね｡普天間基地が軍事的に陳腐化しちやって､

新しい装備に切り替えたいっていうことを考えたときに､いまの基地を工事期間中､空白

ができるのが怖いから､そのまま普天間を使いながら､新しい新装備の基地を造るってい

うことを米軍自体が考えたんですね｡だから､移転じゃないんですよね｡重点装備なんで

す｡で､そのときに､もう新しい意味では､滑走路なんかそんな 1000メーターもいら

ないっていうことになったんですね｡それで､レーダーなんてぜんぜん古 くて､話に何な

いで､アジアの平和のために､普天間を移転して新 しい装備された基地を造 りたいってい

うのが､海兵隊の意向だったんですね｡

江上 :それが先生が普天間と関わるきっかけなんですね｡

下河辺 :そうです｡普天間を見に見学に行って､将校と議論していて､私が見て素人なの

に､ずいぶん古ぼかしい技術をいまだにやってんですかって言ったら､先生のような人に

は見せたくなかったと､それは軍事上たいへんなことになりますと｡そんな機能しないっ

てわかっちゃったんなら､アジアで困るって言うんですね｡やっぱり､一刻も早く普天間

から､引っ越して､新 しい基地を造 りたいって一所懸命言っていましたよ｡

江上 :そうですか､なるほど｡米軍から見ると､それだけ普天間は老朽化してたんですね｡

下河辺 :老朽化 して｡

江上 :使い物にならない｡

下河辺 :とっても無理だった｡

江上 :そうですか｡彼 らからするとやはり新しい基地に取り替えたいということですか｡

下河辺 :そうです｡で､そんなもめているうちに､台湾も朝鮮も､なんだかそんな危険な
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状態じゃ､なくなってきたから､仕事が遅れていっちやったわけですよね｡いまだに､な

んかすっきりしないでしょ｡

江上 :すっきりしないですね｡いまだにすっきりしない｡それで､この最初の ｢3月4日､

官房長官｣とあるのは､御厨先生達のオーラルによりますと､代理署名の問題で官房長官

から呼び出しがあったようになっていますが｡

下河辺 :ああ｡

江上 :3月4日官房長官から突然､呼び出しがありまして､沖縄の問題が大変になことに

なったというので､沖縄の問題について考えを述べて欲しいというような要請があったの

ですか｡

下河辺 :そうです｡

江上 :海上へリポー トはいまのお話のあとですね｡

下河辺 :このへんまで言うと､8月28日の最高裁の判決を巡って議論してたわけです｡

江上 :海上へリポー トのですか｡

下河辺 :そうです｡

江上 :あ､それはその頃なんですね｡

下河辺 :ですから､これが裁判が判決を出すのが､決まってたんで､どんな判決が出るか

っていうことで､議論したんですね｡そうすると､これは明らかに安保条約からみて､沖

縄県の負けだっていうことがわかってたんですね｡だから､これに負けたっていう前提の

もとで､沖縄の基地問題をどうしようって議論をしはじめたのが､3月の 5日くらいから

なんです｡

江上 :3月5日くらいからその裁判の問題ですね｡

下河辺 :裁判の結論はわかっていたから｡

江上 :裁判の結論がわかっていたから｡

下河辺 :裁判で判決されたっていうのを大義名分に基地を認めた行政をするっていうこと

を考えたんですね｡

江上 :しかし､

下河辺 :その結果について 3月7日に橋本さんに会って､説明したりして､私のメモを出

したわけです｡8月の 12日にですね｡

江上 :重要なメモを出されたわけですね｡ 3月4日に官房長官と会われて､その次の日に

大田知事と会われたんですか｡

下河辺 :はい､そうです｡

江上 :これはどこで会われたんですか｡

下河辺 :東京です｡

江上 :東京で会われた｡それで､大田知事に意向を聞かれたわけですね｡

下河辺 :そうです｡

江上 :このときは代理署名の真っ最中ですよね｡
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下河辺 :代理署名っていうことをやっていたわけですね｡

江上 :このときはまだ､普天間返還もまだ決まっていないです｡普天間返還の話も出てな

いですよね｡

下河辺 :そうですね｡

江上 :先生のメモでは ｢1997年｣の3月から10月ってなっていますが､これ ｢19

96年｣ですね､先生｡

下河辺 :あ､そうでしたか｡

江上 :これ 1996年のことだと思います｡

下河辺 :あ､そうですか｡

江上 :それで､普天間返還が橋本 ･モンデール会談で決まってくるのが 1996年の5月

ですから､普天間返還の前でまだ､国と大田知事の間に代理署名訴訟で緊張しているとき

ですね｡

下河辺 :そうです｡

江上 :そのときに､官房長官が下河辺先生にちょっとなんとかしてくれというようなこと

でお願いされて､それで大田知事に東京で会われるんですね｡

下河辺 :そうなんです｡

江上 :このときの大田知事はどんな印象でしたか｡それまで大田知事とはあまり面識はな

かったんですか｡

下河辺:あんまりないっていうか｡県の仕事としては､行けば会ったりしてたんですけど､

だからまったく､初めて会ったんじゃあないんですけど｡ただ､基地問題で議論し始めた

のは､3月5日からで､で､このときの私の仕事は､総理とつなぐことが､一番テーマで

した｡だから､約半年かかって､知事と橋本さんとがゆっくり話し合うっていう環境にな

ったっていうのが､私の仕事でした｡

江上 :そうですね｡それが一番重要な仕事でしたね｡

下河辺 :それで､知事は梶山さんと橋本さんっていうのは､軍人内閣としか思っていない

んですね｡

江上 :要するに､タカ派内閣ということですか｡

下河辺 :タカ派内閣です｡

江上 :そういうことですね｡

下河辺 :そのころ､新聞にもときどきそういうのがでたわけです｡

江上 :そうですね｡

下河辺 :それが､橋本さんと梶山さんにすると､知事は過激派革命家だって思っているわ

けです｡

江上 :(笑)すごいですね｡そりゃあ (笑)

下河辺 :だから､水と油みたいな

江上 :なるほど｡
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下河辺 :知事と総理なんですね｡

江上 :それは大変ですね｡

下河辺 :だから､それじゃ何にも解決しないから､つていうんで､私が両方に向かってし

ゃべったわけです｡で､大田知事っていうのは､アメリカに友だちも多いし､アメリカと

の付き合いを大切にしてて､安保条約を否定するような人じゃないということを一所懸命､

口説いたわけです｡そしたら､選挙見てたら､そう言ってないっていうから､選挙のとき

は､自分で思っていないこと言わなきゃ当選しないでしょ､と言ったら､大笑いになって｡

江上､展板 :(笑)｡

下河辺 :それで､一回会ってみるかってなったんで､大田知事に梶山さんっていうのも､

ちょっと分かっている人だから､会って話した方がいいって言ったら､行って､取り込ま

れちゃったって､うわさになったら困るっていう｡

江上 :大田さんが言ったんですか｡

下河辺 :はい｡だから､何もそんなことしないで､自分の思うことぜんぶ､言って､｢イエ

ス｣なんて言わなくて帰ればいいじやないかって言って｡それで､やっと､二人が会った

んですよね｡

江上 :実は二人が会うまでが大変だったんですね｡

下河辺 :そこまでが大変で､半年かかったですよ｡そのとき､吉元がよくやってくれたで

すよね｡だから､古川､吉元っていうのが､その段取りしてくれて､それで､私のメモを

使って､総理に説明して､やっと始まったわけですよね｡

江上 :先生が橋本総理に沖縄の問題について話される以前には､橋本総理は沖縄について

断片的にはご存知でしたけども､沖縄の歴史とかあるいは沖縄の全体像とか､また沖縄の

社会とか風土などについてはもちろん､あまりご存じなかったんですよね｡

下河辺 :まあ､だけど､日本人一般としては､知識をもってますよね｡

江上 :一般的な知識はおありだった｡

下河辺 :それで､大田知事っていうのを､やっつけちやわなきやだめだっていう､自民党

が勝たなきゃだめって思っていますかね｡私が､それはいいことだけども､大田知事に期

待してみることを一回やったほうが､現実的だって言って､橋本さんも､じゃあ一回会お

うって会ったことになったんですね｡

江上 :やっつけるのもいいかもしれないけども､一度､期待してみてはどうかと｡

下河辺 :こっちの提案をしたらどうか､言って,私のメモを説明して､このメモの中から

あなたが選んで､知事とやりあってみたらどうかって言って､やっと､9月になって､そ

れができるようになったんですよね｡

●下河辺氏の役割

江上 :この下河辺先生のメモができるまで､先生は沖純の方にいろいろ､おそらく坂口さ
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んなどを通して､吉元さんとか大田さんとかに打診してますよね｡おそらく､大田 ･橋本

会談の前段階で､先生はいろいろと意見を聞かれたうえでメモの文面をつくられたのでし

ょうか｡

下河辺 :屋良さんの子分たちとずうっと付き合ってきましたからね｡いまじゃ､その連中

がみんな定年退職しちゃったから｡現役じゃないですけどねえ｡

江上 :そういったパイプが生きたわけですね｡

下河辺 :ええ｡

江上 :考えてみたら､そういう意味では運命的なものがありますね (笑)｡

下河辺 :あります｡

江上 :先生は沖縄の日本復帰という大きな時代の節目のときと､さらにもう一度､日本政

府と沖縄県が激 しく対立した最大の危機のときに､先生の活躍の場ができたというのは｡

下河辺:なぜか不思議なことに沖縄の一般の人と過激な革新派と自民党とかすべての人と､

会って話をしている人が､私くらいしかいなかってですからね｡その当時

江上:そうでしょうね｡それだけ､長い蓄積のある方も他にはおられなかったでしょうね｡

下河辺 :そうです｡

江上 :そうですよね｡そうした役割を果たせるのは､先生しかいなかったんですね｡

下河辺 :だから､それが私の役割だと思って､せっせとつないだんですけども､いまにな

ってみると､つないだことが良かったのか､どうかね｡喧嘩別れして､琉球国なんていう

独立国になっていたら､もっと面白かったかもしれませんね｡

江上 :(笑)徹底して喧嘩別れして､独立ですか (笑)

下河辺 :それで､国連の一国になってたりしてたら､面白くなっていたかもしれない｡沖

縄県人が国連の議長にでもなったらね｡面白かったと思う｡

江上 :そういった独立論の議論は､復帰前に先生が初めて､沖縄に渡られたときにもあっ

たんですよね｡

下河辺 :そうです｡

江上 :先生もまあ､それもいいじゃないかって感じで応じられたんですよね｡

下河辺 :佐藤内閣で､核抜き本土並み復帰なんていうのは､どうも賛成しないなんて余計

なこと言ったから､佐藤さんの秘書官に怒 られちゃった りして､

江上 :楠田さんですか｡

下河辺 :楠田さん｡

江上 :(笑)余計なことを言うな､と｡

下河辺 :楠田さんって本当､沖縄のために働いた人ね｡だから､沖縄と楠田さんとの関係

を一度処理してもらったらどうかしら｡

江上 :そうですか｡

下河辺 :なんか｡先生のところで､楠田と沖縄っていうテーマで資料の整理､一回やって

くんないかしら｡
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江上 :いいですよ｡

下河辺 :とってもおもしろいから｡

江上 :それは私も興味があります｡

下河辺 :これ､楠田さんが書いた本なんだよ｡また､返してください｡

江上 :はい､ありがとうございます｡しばらくお預かりしてお返します｡

下河辺 :この中で沖縄のことについて､楠田さんが自分で書いていますから､ちょっと見

ていただくと面白いです｡

江上 :はい､これですね｡｢産経新聞政治部秘史｣という本ですか｡

虞板 :知らなかった｡

江上 :こちらは､楠田さんの日記の原本ですよね｡

下河辺 :そうです｡

江上 :それからもうひとつ､別の ｢楠田貰日記｣が出ています｡これは要約本でおそらく

この原本の一部だと思います｡楠田さんが沖縄との関係で言及した箇所を調べてみます｡

下河辺 :見てください｡

江上 :ええ､見てみます｡すぐにはできないかもしれませんが､できるだけ早くやってみ

ます｡

下河辺 :ゆっくりでいいです｡

江上 :それでは拝借 して利用させていただきます｡きょうは一番､肝心な部分に入 りかけ

たところで時間になってしまいました (笑) それで次回に普天間返還問題の話について

いろいろ伺わせていただきたいと思います｡

下河辺 :はい､そうしてください｡

江上 :先生､長い時間おつきあいいただきましてありがとうございました｡

下河辺 :なんかもう､記憶でしゃべって怪しいから

江上 :今度は御厨先生たちのオーラルもありますので､そのオーラルも参考にしながら､

先生が果たした役割について私たちも記録にとどめていきたいと思います｡

下河辺 :いやあ､記録なんかいいんですよ｡沖縄っていうのは､本当に大変だったってい

う印象だけは残っていますけど｡もう私は昔の人ですよ｡

江上 :でも､先生がウラでいろんな働きをなさっていたってことはある程度､わかってい

ても､そんなに大変だったんだというのはほとんど知られていません｡

下河辺 :そ りゃあ､私に能力が足 りないから苦労したんであって､ほかの人がやったら､

ちょこちょこっとやったら､ちゃんとやってもらえたんじゃないすかね｡

江上 :うーん､沖縄にとって大変な大きな出来事でありますので､この判断は後世の人が

下すのでしょう｡

下河辺 :そ りゃあそうですね｡

江上 :じゃあ次も､先生､そういう次第でよろしくお願い致 します｡ありがとうございま

した｡

256



(了)

(次回は 11月 17日午後 1時半)
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