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第2回 定例研究会

報告2『復帰時の沖縄自治州構想』について

元琉球大学教授 ･元沖絶県副知事 比嘉 幹郎

○司会 (江1能義) 私が紹介するまでもなく､比嘉幹郎先生は非常に高名な方ですので､皆さん

もよくご存知だと思います｡現在も日米地位協定のNPOの立ち上げで中心的な役割を果されていま

す｡

1977年のことですが､比嘉先生が琉球大学の教授のときに早稲田大学で先生に面接していただ

いて､それで私が琉球大学に赴任することになりました｡そういう意味でも､私にとって比嘉幹郎先

生はとくに沖縄に関わる大恩人です｡比嘉幹郎先生と会ってなかったら､あるいは比嘉先生から採用

不合格の判定が出ていたら､私は沖縄に来ていなかったでしょう｡幸いなことにその後に､島袋塑先

生にも面接していただいて採用が決まりました｡そのときには島袋純さんが高校生だったんですけど

邦先生に同行していて､面接の間､早稲田の喫茶店でボツンと一人で待っていてくれました｡現在､

純さんは琉球大学の助教授としてこのように一緒に仕事をしていますし､琉大を去られた比嘉先生を

今日はこのように戦後沖縄の証人として､かつ地方自治の研究者としてお呼びしてお話をうかがうこ

とになり､非常に不思議な縁とめぐり合わせを強く感じていますO

比嘉幹郎先生は､琉球大学の教授から1978年に誕生した西銘県政の副知事になり､沖縄振興開

発金融公庫の副理事長を経て現在はブセナリゾートの社長ですが､いろいろな分野で幅広い活躍をな

さっているのは皆さんもご存知の通りです｡私が琉大に赴任してまもなく先生は副知事となって転出

されましたので､私が比嘉幹郎先生と琉球大学でご一緒する期間は短かったんですけれども､琉大に

赴任する前に､中央公論社から出版された先生の著書､ 『沖縄 一政党と政治-』という本を読んで

いました｡私にとって沖縄戦後政治史の入門書でありましたが､その後､沖縄に来てから､比嘉先生

が復帰前に ｢沖縄自治州構想論｣という論文を 『中央公論』に書かれたという事実を､数年たってか

ら知りました｡

私はこの ｢沖縄自治州構想論｣を読んで､その内容に大変､興味を持ちました｡それで最近､今度

は日本全体が道州制の導入について正面から取り組み始めていて､では沖縄はどうするかという状況

になっていますが､沖縄県はまだ全然そういう構想が持てないでいる段階ですけれども､いずれこう

いった全国的な道州制の動きに沖縄はどのように対処するのか､検討を迫られるはずです｡

歳月は30年以上も経過しましたが､この復帰前後に提唱された比嘉先生たちの沖縄自治州構想も

しくは沖縄特別地域構想は､いまでも非常に参考になるのではないかと考えます｡そこで私が前座を

つとめさせていただき､ぜひ今日は比嘉先生自ら､その沖縄自治州構想の背景､動機､現実､そして

副知事としての自らの行政経験を踏まえて､沖絶県がこれからどうあるべきかというご意見を含めて､

お話いただけたらと思います｡

さきほど比嘉先生にお聞きしましたら､復帰時のこうした沖縄自治州論もしくは沖縄のあり方につ

いて､先生自身は 『世界』とか 『現代の眼』とかの雑誌にも述べておられるんですけれども､まだそ

れらの諸論文を私はまだ入手していませんので､今回は非常に有名な 『中央公論』1971年12月

号の論説を採り上げます｡

ところでこの当時､沖縄自治州論を唱えたのは､前回の仲地博先生の報告にありましたように､比

嘉先生のほかには久場政彦教授 (琉球大学)とそれから本土側では野口雄一郎教授 (中央大学)でし
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た｡野口雄一郎氏の提唱は復帰の-年後でありましたが､この3名の主張をかいつまんで説明したい

と思います｡

諸論文のコピーが皆さんのお手許にお配りしてありますので､後でゆっくりご覧になってください｡

私が要約した内容をレジュメに書いてございます｡

比嘉幹郎先生の沖縄自治州構想の論文は1971年 12月に公表されましたが､その3カ月前の 『中央

公論』71年9月号に､比嘉先生の同僚である久場政彦教授 (経済学)が､ ｢なぜ沖縄方式か｣とい

う論文を掲載しています｡

この久場論文の最初の見出しは､ ｢住民闘争により獲得された自治を基礎に特別自治体を置くこと

は日本変革の突破口となる｣です｡その意味は､沖縄の自治権の問題は沖縄だけの問題ではなくて､

日本全体の問題なのであるということです｡沖縄を特別自治体にすれば､日本全体を変革するきっか

けになるという見出しが冒頭で強調されています｡

この論文は "非武装化を求める沖縄"から始まっています｡ ｢沖縄の人々に脱軍事基地化を約束し

てくれるような日本復帰でなければならない｣と､書かれています｡それに続いて経済の専門的視点

から､復帰後における沖縄の地域開発について言及しています｡そして基地依存経済を脱却するため

に公共主導による地域開発が緊要であると､久場先生は述べています0

第1部の ｢下河辺オーラル ･ヒストリー｣でも沖縄の振興開発のあり方が大きなテーマでしたが､

久場先生は ｢しかし､この地域開発も､沖縄が日本の一部になるからといって画一的に本土の拠点開

発方式の後追いをさせるものであってはならない｡日本の地域開発が工業化を主軸として強力に推進

され､そして国民生産の急速かつ､継続的な拡大という量的効果を上げてきたが､他面､このような

経済主義のもとにおける工業活動の激化が国土の傾斜的濫用と人口の偏在的集積をもたらし､かつ大

気の汚染､河川､港湾の汚濁--｣と述べています｡これまでの日本全国の地域開発の結果､公害や

自然環境の破壊とか､開発のひずみが生じた｡そこからの反省を踏まえた上で新しい地域開発のあり

方を沖縄で実施してもらいたいと､久場先生は注文をつけています｡

さらに､ ｢沖縄の土地が米軍によってほしいままにされているので､経済ルートの延長はいびつな

ものになり､効率的な活動が阻害されている面がある｣､すなわち沖縄には巨大な米軍基地があるか

らいろいろなひずみもあるけれども､一方で､今なお沖縄には非常に美しい自然が残っている｡だか

ら沖縄の開発は､自然と人間活動の調和のある循環の維持を基本とした新しいパターンで進めてはし

いとも彼は述べています｡いま ｢持続可能な発展 (開発)｣がさかんに主張されていますが､久場先

生は､30年以上も前にそうした開発を沖縄で進めてはしいと提唱していたのです｡

そして結びで､ ｢沖縄を特別自治地域にせよ｣という提言を彼はしています｡ 開発の推進には､

｢沖縄住民の意思が直接に反映される沖縄の地方自治体が当たらなければならない｡沖縄の人々が望

んでいる平和的解決を確実に実施し､中央から国益の名のもとに再び軍事的戦略の犠牲を強いられな

いためにも､このことは肝要である｣と述べています｡つまり､開発の主体は日本政府ではなくて沖

縄でなくてはならないと｡そのためには､沖縄を特別自治地域にしなければならないということです｡

近年の日本は､といっても1971年の時点の話ですが､中央集権体制のために地方の独自性が失

われて､中央集権体制の弊害が目立つ､だから､沖縄もそうなってはいけないとも述べています｡

沖縄を特別自治地域にする理由について､久場先生は3点､述べています｡第1は､戦前 ･戦後を

通じての差別の歴史によって培われた本土への不信感です｡だから戦前と同じ行政形態に戻ることに

よって､再び中央の決定で沖縄の人々の運命が不本意に左右されるような限界地域になりたくない｡
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第2に､沖縄は米軍支配下において長い苦しい民主的な戦いを通して自治権などを獲得してきた｡日

本に復帰して他県並みになって､これらを失いたくない｡第3に､本土の各県の後塵を拝する形にな

るのではなくて､本土が前向きな姿勢で試みようとしている新しい地方自治の確立､そのフロンティ

アとしての役割を果したい｡このあたりは､わが国の地方自治が全体的に遅れているので､むしろ沖

純はその先陣を切りたいという､非常に前向きで､活力にあふれた考え方をうかがい知ることができ

ます｡

そしてこの直後に､比嘉幹郎先生の発言が引用されています｡日本地域センターと琉大

経済研究所共済の ｢沖縄開発シンポジウム｣が那覇市で 1971年6月に開催されまして､そこで比嘉幹

郎先生が報告されたのですが､そのときの以下の発言が引用されています｡

｢日本復帰後､沖縄に直面する最大の政治課題は､いかにして中央からの支配を排除して自治を確

立するかである｡いわゆる合理的､能率的中央集権制と自治的地方分権制との総合､または調整とい

う形で論争が展開されると予想されるが､民主主義の立場からは､当然後者に比重を置かれるべきだ

と考える｡沖縄の地方自治は､単なる類似県並みではなく､特別自治体を志向しなければならない｡

その必要性は､沖縄は文化的に本土の都道府県と必ずしも同一に論ずべきではない｡地理的に本土か

ら遠く離れている､それに歴史的背景も異なる｡沖縄住民が既得権を主張し､強制的に分断されてき

た期間にできた本土の法律や制度の適用に反対するのは､不当ではない｡沖縄の自治は､住民の闘争

によって獲得したものであり､沖縄に特別自治体を置くことは "日本変革"の突破口になるものと確

信している｣

そして､このシンポジウムにはこれは沖縄の研究者だけではなく本土からの研究者も出世していた

わけですけれども､井出真意東大助教授や吉富重夫大阪市立大教授をはじめ､本土から参加された多

くの方々からもこの沖縄特別自治地域構想は賛同を得たと久場先生は述べています｡

そして ｢沖縄に幅広い自治権を認め､特別地域として新しい地方自治体制の先導を務めさせるとい

うことは､たんに沖縄をどう処理するかということにとどまらず､今後の日本の新しい国づくりの方

向づけとして重要な意味を持つものと思う｣と続けています｡

歴史的にみれば､1872年に海東の小王国から日本の一地方自治体として日本に併合されて以来､

ちょうど100年目の1972年に沖縄は再び日本のもとに引き取られようとしている｡その受け入れ

体制は日米両政府の手でいろいろと準備はされているけれども､ ｢政治は可能性の芸術である｣とい

う､沖縄の人々がこれを日本復帰という重大な変革を機に手中に収めたいと願ってやまない平和と自

治､これを日本政府は政治の力で可能にしてもらいたい｡ ｢もしこれが政治のかけ引きにふりまわさ

れて､沖縄の脱軍事基地化を手控えたり､逆に増強したり､または住民の自治強化の意向に一顧も与

えなかったりするならば､沖縄の人々の脳裏には 『政治はむしろ可能性抹殺の技術』として印され､

心底に政治不信の波動が一段とうねりを高めていくことであろう｣と､久場先生は結んでいます.

それでは引き続きまして､比嘉幹郎先生の ｢沖縄自治州構想論｣についてそのあらましをお話しい

たします｡この論文はこれまで述べてきた久場先生の論文を引き継ぐ形で 『中央公論』の1971年

12月号に掲載されています｡

冒頭の見出しの言葉は､ ｢沖縄の将来を決定するのは究極的に沖縄県民でしかない｡自治権確立の

あり方を考える｣という簡潔で印象的な言葉でした｡

まず､なぜ沖縄の自治構想が必要なのか､について､ ｢沖縄の施政権返還に伴って､こんご最もシ

ャープな形で浮き彫りされているものの一つは､自治権の問題､すなわち､どのようにして中央集権
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的な本土政府の高圧的支配を避けて地方自治を育てていくかという問題であろう｡本土において､敗

戦直後米軍占領軍が意図したように､伝統的な中央集権制が排除され地方自治が確立されているので

あれば､現在､沖縄住民の抱いている 『復帰不安』をかなり軽減し得たはずである｡が､周知のよう

に､本土の現実はそのようなものではない｣と比嘉先生は述べています｡

つまり､戦前の伝統的な中央集権体制が戦後の日本に根強く残った､そういう日本に沖縄が復帰し

ていくことのへの沖縄の人々の不安を指摘しているのです｡ ｢返還後の沖縄は､中国との関係で､こ

んどは日本の軍事的最前線にもなる｡本土政府が軍事的理由で沖縄住民の自治権を侵害する危険性は

十分ある｡したがって､沖縄住民の前途は依然として厳しく､今後は本土政府を相手に燃烈な自治闘

争を展開しなければならないであろう｣とも述べておられます｡沖縄が本土政府を相手に轍烈な自治

闘争をやったかどうかは別として､確かに返還後の沖縄は米国のみならず日本の軍事的最前線となり

ましたし､ ｢沖縄住民の前途は依然として厳しい｣という30年以上も前の先生のこの言葉は､現在

の沖縄の状況をかなり的確に予言していたように私には思われます｡

そして ｢政府､行政の分野においては､他の類似県並みに中央からの強力な統制が意図されている

ように思われる｡琉球政府は返還後の自治に関する基本構想を持たないままに､本土政府から要求さ

れる具体的な資料の提出に忙殺され､復帰対策は本土政府･自民党ペースで着々と進められている｣､

これは琉球政府に対する比嘉先生の批判です｡むしろ琉球政府は日米両政府の復帰準備に積極的に協

力しているかにみえるが､その主な原因は､ ｢沖縄側の強い県なみ指向性と屋良主席の弱い政治的立

場｣にあると指摘しています｡

｢このような状況からして､沖縄の自治権確立については悲観的にならざるを得ない｣と感想を述

べ､沖縄自治州構想論を政治学の-研究者として比嘉先生は唱えながらも､現実的にはこの確立に悲

観的であります｡しかしながらそれでもなお､ ｢このさい､遅まきながら一刻も早く施政権返還後に

おける沖縄の自治構想を案出し､住民のコンセンサスを求める必要がある｣という主張でした｡

なぜなら､四半世紀以上も異民族の支配下に置かれただけに､沖縄の住民はかなり高い自治意識を

持つようになったし､また曲がりなりにも実質的な自治権を勝ち取ってきたからである｡ ｢施政権返

還というこの歴史的な一大転機にさいして､自治構想もなく､たんに類似県並みという形で日本の中

央集権体制に安易に組み入れられると､まさに悔いを千載に残すことになろう｣と比嘉先生は述べて

います｡

こういった焦燥感に駆り立てられて､比嘉先生は基本な政治姿勢を検討することにしたわけです｡

また ｢沖縄の自治闘争が本土の人々の協力を得て､日本全国における地方自治確立のための突破口に

もなれば幸いである｣とも述べています｡この点は久場先生と同じですね｡日本政府の中央集権体制

が強くて､わが国の地方自治が非常に遅れている､だからむしろ沖縄が新しい地方自治の形を提示す

ることによって日本全体の突破口となりたいという考えが久場先生にもありました｡それと同じよう

な考え方を､比嘉先生も当時持っておられたということです｡

沖縄の自治闘争は復帰運動と密接な関連性を有し､ともに民主主義を目指すものであったと比嘉先

生は述べています｡ ｢沖縄住民の意思を無視して米国に附与された施政権を奪還し､人民主権の民主

的原則を実現することにあったといえる｡沖縄住民の自治権獲得闘争も人民主権説の実現を目標とす

るものであったといえる｡その意味で､自治闘争は復帰運動と密接な関連を持っている｡この闘争は､

『自治に勝る善政なし』という前提のもとに､具体的には行政主席の公選制､米民政府の布告 ･布令

の撤廃､琉球政府に対する米民政府の干渉の排除､裁判権の拡大など多くの目標を設定して強力に展
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開されてきた｡民意の尊重という民主的原則が､戦前の日本統治下において否定され､種々の形で本

土との差別を強調された経験があるだけに､その原則を沖縄住民は強く意識している｣｡

今後､沖縄の直面する最大の課題は､いかに中央からの支配を排除して地方自治を確立するかであ

るかということであり､地方自治を何とか実現していかなければならない､そのためには､やはり特

別自治州となる必要があるということです｡

自治権確保のための基本姿勢ということで､施政権返還後の沖縄において自治をどのように確立し

ていくか､について､比嘉先生は独自の考え方を述べておられます｡

｢沖縄にとって自治とは ･･･住民の意思を最大限に反映させて､権威的な政策を決定し実行する

ことにはかならない｡そしてこの自ら治める権能は､もともと住民が保有しているものであって､た

とえその一部を国へ委譲することはあっても､国から委譲されるものではないという認識を出発点と

すべきである｣｡

このような認識を前提にすると､ ｢沖縄の施政権は本土政府にではなく沖縄住民の政府に返還され

るべきことになる｣｡琉球政府は､その行政機構､機能､権限を日本政府へ移すことによって縮小す

るのではなく､逆にそれらを最大限に強化拡大する努力をしなければならないことになります｡この

民主主義もしくは地方自治の論理はきわめて根本的で､いまなお新鮮に響きます｡だから､沖縄の施

政権は沖純住民の政府に返還されるべきだという考え方を当時､比嘉先生が主張されていたことは､

とても興味深いです｡

そこから ｢沖縄州｣構想に展開していきます｡沖純独自の特別自治体にするためには県ではなく､

沖縄州と呼ぶのが適当であろうと｡下河辺淳さんが ｢沖縄は北海道とともに沖縄道にすべきだ｣とい

う考え方というのとほとんど同じですね｡ ｢憲法では特に規定された権能を連邦政府が有し､その他

はすべて州政府が留保している米合衆国における国と州との関係を参考にしたものと考えてよい｡沖

縄州は､軍事､外交に関連する特定の機能以外のすべてを保持することが望ましい｣とあります｡ま

た､その除去するはずの ｢軍事､外交の分野においても､特に沖縄が密接に関与している政策につい

ては､沖縄住民の意思が十分反映されたものにしなければならないということは言うまでもない｣と

幾多の苦難を経験した沖縄住民の立場から条件をつけています｡

それで､その沖縄特別自治体の行政主席は､もちろん住民の一般投票によって選出され､住民生活

のあらゆる部門に及ぶ事務について自主的な権限を保有し､中央政府の指揮監督は受けないものとす

る｡そして､この行政主席が原則として各種の許認可権を持ち､電力や水道用水供給など公益事業も

その管轄下に置くものとする｡したがって､この特別自治体は､本土の都道府県のような中央政府の

行政機関の一つとして､いわゆる国政事務を管理し執行する責任を負わされるものではない｣という

ことです｡つまり中央政府の下請け機関ではなく主体的に権限を行使するということですね｡

発足以前の沖縄開発庁と沖縄総合事務局についても､比嘉先生は言及しています｡ ｢沖縄総合事務

局は､各省庁から出向してきた職員で構成され､総合とはいうものの､おそらく日本行政官僚制の最

大の弊害と言われるセクショナリズムを克服することができず､実際には各省庁ごとのばらばらのタ

テ割り行政しかできないであろう｣と予言しています｡

沖縄開発庁構想については､ ｢沖縄住民と密着した場所で民意を尊重し総合的に調整された形での政

治､行政を実現できるものではないと思われるので､その構想に反対せざるを得ない｣と｡下河辺淳

さんと同じですね｡

｢また､本土の府県なみにその他多くの国の行政機関を沖縄に置くことにも賛同しかねる｡なぜな

らそれは､地方自治の本旨にもとり,国の出先機関を最小限にとめるべきだという臨時行政調査会や
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行政管理委員会での整理の勧告に沿うものではないからである｡沖縄で完全自治体の実現を目指すの

であれば､原則として､国からの機関委任事務という考え方を棄て､これを自治体の自治事務として

国の関与を排斥する姿勢が必要である｣と主張しています｡

次に､議会についてですが､沖縄を特別自治体にするためにはまた､強力な立法権限をもつ議会を

設置しなければならない｡司法については､できるだけ沖縄住民が現地で裁判を受けられるようにす

べきである｡

また､こういった沖縄特別自治体構想を実現するためには､中央政府が沖縄に関する数多くの特別

措置を講ずる必要がある｡沖縄はこれまで中央政府から差別と犠牲を強要されてきた｡沖縄の自治を

めざす特別自治体の実現は､このような差別と犠牲の排除を可能にするだろう｡そうすれば､ ｢過去

においてみられたような沖縄本島の宮古､八重山諸島などに対する差別と犠牲のしわ寄せもなくし､

市町村レベルにおける自治権も拡大強化できると思われる｣といいます｡このように比嘉先生はこの

論文で沖縄内の市町村の自治にまで言及しています｡

もっとも難しい問題は､やはり財政の問題であるということですけれども､やはりこれまで沖縄に

強いられた犠牲の歴史の観点から､本土政府は沖縄に対して特別な措置を講じるべきである､大規模

な特別援助と財政投融資に加えて､交付税､補助金､税制度などの面でも財政的特別措置を講じなけ

ればならないと比嘉先生は主張しています｡

このような沖縄特別自治体設置の理由は､まず第1に､沖縄住民の意思を最大限に尊重する政治､

行政を実現するために必要である｡第2に､沖縄の特殊性から是認されるべきである｡沖縄は､本土

の各府県とは同一に論ずべきものではなく､歴史的文化的地理的に本土全体と対置される一つの自治

体として取り扱うべき特殊性を持っている｡

第3に､沖縄特別自治体の設置は､本土における地方自治の確立にも大きく寄与することになるだ

ろうと､つまり､立ち遅れている日本の地方自治を先導する役割も担うだろうということです｡

｢むすび｣に､蔓延するさまざまな復帰不安のなかで政治不安について言及しています｡ ｢沖縄の

住民は､本土政府が､これまでの米国政府と同じように､沖縄において軍事優先政策をとり､住民の

自治権を侵害するのではないかという不安を持っている｡この政治的不安を解消し､沖縄の自治権を

確立するためには､本土政府は､沖縄に本土の法規や制度を画一的に適用することを避け､沖縄住民

の要望する特別措置を制度的に保障していかなければならない｣と比嘉先生は強調しています｡そう

いうことを日本政府がきちんと講じてから､初めて沖縄側の不信感も払拭されるであろうということ

です｡

そして一番最後に､冒頭で述べた言葉が出てくるわけですね｡ ｢沖縄の将来を決定するのは､究極

的には沖縄住民でしかない｡諸般の情勢からみると､沖縄において自治を確立することはしごく困難

なことではあるが､全住民が一致協力して主体的にその目標を達成する努力をすべきである｡沖縄自

治州構想論は､こんご具体的に検討し発展させなければならないが､それは沖縄住民の要求を実現す

るための政治姿勢に立脚したものであり､その意味では､決して非現実的なものとはいえまい｣とい

う言葉で結んでいます｡

三番目に取り上げたかったのが､本土の学者である野口雄一郎氏です｡復帰の約1年後､中央大学

教授 (経析学)だった野口氏は､同じく 『中央公論』の1973年6月号に ｢復帰一年 沖縄自治州

のすすめ｣を執筆しています｡彼は当時､マルクス主義経済学者として高名でしたが､沖縄は日本に

復帰してもいろいろと苦労しているじゃないか､だからこの苦難を打開する次の目標として､ ｢沖縄
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自治州｣を目指して運動すべきであるという主張でした｡時間の関係で残念ながら､野口氏の沖縄自

治州論については詳しくお話できませんので､お手許のこの論文のコピーをあとでお読みいただきた

いと思います｡

実は､この御三名だけ紹介するつもりだったんですけれども､先日､琉大図書館の沖縄資料室で調

べたら､この沖縄自治州論に関係する二つの資料を見つけました｡

ひとつは､この沖縄自治研究会でも時々言及されますイリノイ大学の空垣基氏が､同じく 『中央公

論』の1970年11月号に執筆した ｢琉球人は訴える｣という論文のコピーです｡これは､比嘉先

生の ｢沖縄自治州構想論｣の約1年前に掲載されています｡

この論文は､ ｢安易な 『復帰論』､怠慢な 『本土なみ』思想を廃して､独立国琉球の復権を切に主

張する｣という見出しで始まります｡時間の関係で詳しくその内容に言及できませんが｡

この中で､1972年の復帰の年に ｢独立国琉球の建国､ついで目琉合併という､もっとものぞま

しい形での琉球の 『日本復帰』ができないとしても､日本における地方自治制度が､この形式に似た

柔軟性を秘めている｣と平氏は述べています｡すなわち､ ｢沖縄県｣としていきなり日本国内にとり

こんで､即座に ｢本土なみ｣に､制度､法律の良し悪Lにかかわらず押しまくるというのではなくて､

｢沖純特別自治体｣のようなもの､平さんに言わせると､ ｢琉球共和国から位階一等を減じたような

もの｣にしたらどうかと提案しています｡要するに､本当は琉球共和国を実現したいんだけれども､

それは難しそうだから､次善の方策として彼は沖縄特別自治体を提唱しているわけです｡沖縄を､沖

絶県ではなくて沖縄特別自治体のようなものにして､日本における中央と地方の関係のまったく新し

い実験を試みるということにしてはどうだろうかということを言っています｡

平恒次氏が､琉球共和国を主張したという話は承知していたんですけれども､このような沖縄特別

自治体も提起していたことは知りませんでした｡独立国琉球がベストだけれども､それは状況からし

てちょっと無理そうだから､だったら連邦的な､要するに琉球と日本の契約に基づく合併というふう

な形から出てくる沖縄特別自治体にしたらどうだろうかという考え方です｡根本においては琉球民族

と日本民族は違う､だから異質国家間の合併として日本復帰を考えるべきであると主張しています｡

そうすると沖絶県になるはずがない､これはやはり沖縄特別自治体だということを述べておられます｡

もう1冊､沖絶資料室で見つけた本を紹介します｡それは1972年3月に刊行された中野好夫氏

の 『沖縄と私』 (時事通信社)という本です｡英文学者の中野氏はいうまでもなく､東京で復帰のは

るか以前から沖縄問題に関わり､資料収集のかたわらで沖縄問題に発言を続けた有名な方です｡沖縄

関係の著書もかなりも出されています｡この 『沖縄と私』は復帰の直前に刊行されているのですが､

沖縄開発庁の設置で果たして真の意味での ｢平和で豊かな｣地域を達成させる最善の方途になるか､

大いに疑問であると彼は語っています｡政府は､ ｢沖縄経済振興の基本構想｣を1969年10月に

公表して自立型経済の建設を強調しているけれども､ただ自立型という､その自立とは果たして誰の､

何のための自立なのか､考えれば考えるほど疑問が起こるとして､日本政府の沖縄経済振興策に当初

から疑問を投げかけています｡

そしてこの著書の最後の部分で中野好夫さんは､ ｢思い切ってわたしは､一つ書生論を述べてみた

いと思うのだ｡ここ両3年､沖縄自治州ないしは自治権といったような構想を､沖縄県民側からの発

想として見かけたことがある｡特にあまり注目も惹かなかったようだが､現在となってみれば､この

構想､改めて考え直してみる必要があるのではなかろうか｣と切り出しています｡

続けて､ ｢独立論はしばらく措くとしても､ある種特別の自治県制を主張､要求することは､沖縄

同胞の当然の権利としてあるように思うのだ｡おそらく本土保守政府が､もっとも渋い顔をするであ

46



ろう要求にはちがいないが､現にアメリカに対しては､超々特別県的な大基地群の存在を､復帰後も

なお唯々諾々として許しているのではないか｣｡

だから､この現実条件､特別事情に対応する行政上の特別県的な措置を､ある程度認めたからとい

って､少しも不思議でなければ､本土政府の権威に関することでもないはずだということです｡

｢もちろん､一定の期限つきというのでもよかろう｡要するに､基地群の縮小と並行してである｡

そして基地なき沖縄が実現したとき､行政的にも完全に本土並みの一県という､これなら筋も通るし､

話はわかる｣と中野氏は主張しています｡確かに､筋が通っている考え方だと私にも思えます｡

｢また事実､沖縄県民には､それを要求して然るべき十分の理由があるのだ｡島津支配時代､また

明治以来第二次大戦期にいたるまでの旧い差別処遇は､しばらくおくとしても､現に沖縄戦､そして

また平和条約第3条に基づくもっともも端的に示された処遇は､明らかに差別である｡この歴史的特

殊事情が､どうして今日､一種の特別自治権を要求する根拠､理由として不足であるのか｣と続けて

います｡

そしてイングランドに侵攻されたアイルランドの歴史などに言及し､こういった自治権要求運動は

世界各地にあり､沖縄は300年の歴史があるだから､とりわけそういった背景からこの自治権要求

運動､少なくとも特別自治権要求の運動を改めて考え直してみる十分な根拠になり得ると述べていま

す｡

そして､ ｢ただ､最後に一言いっておきたいのは､そうした自治要求の運動は､一面その背後に､

十分な実力の裏づけを必要とする｡いずれこの要求が一種の抵抗運動になるだろうことは明瞭なだけ

に､いっそうこのことを強調しておきたいのだ｡心情と空拳とだけで成功した抵抗運動など､いまだ

かつて前例がない｡だからこそくりかえしたいのだが､上にも述べた新しい抵抗運動のエネルギーの､

せめて半ばは､建設的なそれに切り換えしてもらいたい｡とりわけ若い沖縄同胞の､積極的､そして

建設的な創意と努力を切望したいのである｣と結んでいます｡比嘉先生や私たちの世代では中野好夫

さんはいまなお身近な存在ですが､若い世代には過去の人になりつつあり､顧みられることがほとん

どなくなりました｡

私はまだ十分に資料整理ができていませんので､きょうご紹介した比嘉先生をはじめとする研究者

の方々以外にも､このような沖縄特別地域あるいは沖縄自治州論に関する論稿や主張はまだかなりあ

るかもしれません｡

私のったない解説のあとに比嘉先生にお話していただくのは非常に恐縮なのですが､よろしくお願

いいたします｡とくに1972年5月復帰前後の当時の状況についてや､先生の沖縄自治州構想の育

景とか､あるいは当時の沖縄あるいは日本政府の反応とか､それからこういった特別自治体構想を共

有する研究者同士の関連とかについてお話していただければありがたいです｡そしてまた､比嘉先生

の論文より1年前に発表された平恒次先生の論文についての感想などを含めてお話していただき､そ

して道州制が論議され始めた今日のわが国において沖縄の進むべき方向について､いろいろと経験も

豊かな比嘉先生から､気楽に自由聞達にお話していただければと思います｡先生､よろしくお願いし

ます｡

(拍 手)

○比嘉幹郎 本日は､自治研究会の皆さんに報告するように依頼されまして､やってきました｡

ここでお集まりの方々の何名かは存じ上げておりますけれども､殆ど知らない方々ばかりですけど｡

しかし､皆さんが自治問題を一生懸命研究されていることに対し､心から敬意を表する次第です｡頑

張ってください｡
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このような私を呼んで､30数年前の論文について報告するというのは､学者としては自分が前に書

いた､1年前に書いたのでも引用するのは内心恨梶たるものがあります｡それは結局､その後学問的

にちっとも進歩がないんじゃないかと反省することになりそうだから｡でも敢えてやりましょう｡

周知の通り､沖縄は1972年に日本に復帰しました｡確か 1971年の夏ごろ原稿を頼まれて書き､恐

らく12月に掲載されたと思います｡その論考を今日皆さんの前で､しかも再考という形で報告したら

と言われると､ちょっと気が引けます｡正直申し上げて､その後､私の考えにさほど進歩はなく､状

況もあまり変わらないんじゃないかと｡結論的に申しますと､今でも私は基本的に当時と同じように

考えております｡

まず初めに指摘しておきたいことは､政治学者には昔から､日本を含めて世界で二つのタイプとい

うか､考え方があると思います｡一方は一つの学派というか､簡単に分けられないんですが､一つの

ものの考え方として､政治学者は分析批判するだけでいい､あるいは解釈するだけでいいという人々｡

もう一つは一歩進んで政策を提言すべきであるという人々｡つまりそこに政治哲学が入ってくるんで

すが､その前は非常に客観的というか､分析と批判､そういったのがあるんです｡この私が書いた論

文を今見てみますと､私は分析も批判も､さらに提言もしていますが､それでいいと思います｡

この論文を皆さん､後でゆっくりお読みになったらいいと思いますけれど､その背景とか､先ほど

江上先生が言われたようにいろいろな当時のことを話して､それが参考になればと思います｡

｢中央公論｣に掲載されましたが､中央公論社とはそれまで全く関係がなかったわけではないので

す｡1965年5月に ｢中公新書｣として私の本が出版されました｡そのころは沖縄関係の本といえ

ば､瀬長亀次郎さんの ｢民族の悲劇｣とか､ ｢沖縄からの報告｣などごく僅かで､非常に限られた時

代でしたO私は1958年からカリフォルニア大学のバークレー校で沖縄の政治について修士論文を書き

ました｡それが､ ｢沖縄一政治と政党｣と題した英文の本としてカナダのブリティッシュ･コロンビ

ア大学から出版されました｡これは日本の政党史をハーバード大学の博士論文として提出した私の恩

師であるロバート･A ･スカラピーノ教授のもとで書いたものです｡スカラピーノ教授は日本政治の

分析を突破口として､中国や､韓国など､アジア各国の研究をなさっていて､私はその先生のもとで

日本担当の助手として沖縄を含めいろいろな日本の資料を集めました｡韓国は韓国の大学院生が､中

国は中国の院生がそれぞれ研究助手としていました｡アジア研究から更に発展してソ連とかアフリカ

とか､国際情勢なども分析､批判していました｡

同教授は､沖縄にも第二次世界大戦末期に3カ月ぐらい情報将校として進駐し､沖縄にも多くの知

己もおりました｡例えば琉球新報の池宮城秀意さんや､沖縄タイムスの上地-史さんらです｡

その教授のすすめで､沖縄の政党と政治について修士論文を書いたわけです｡当時はまだアメリカ

では､マッカーシー旋風というのが吹いていて､俗に ｢赤狩り｣と言うものですが､日本とか中国専

門の人々は殆どみんな共産党だと呼ばれ つるし上げられていた時代でした｡その旋風の余波を受け

て､私の論文に関心を持っていた太平洋研究所もカナダに移転したのです｡

それでカナダのバンクーバー市にあるブリティッシュ･コロンビア大学が私の修士論文を英文のま

ま出版したのです｡それが 1963年です｡それがもう絶版になっておりますけれども､学術的に脚註と

か参考文献などが列挙されているので研究者にとっては非常に参考になると思います｡

ちょっと長くなりましたけど､それを中央公論社が､誰かにお願いして日本語に翻訳し､その後私

が序章として1963年～4年の政情を日本語で書き加え出版しました｡しかし､新書版は大衆向け

ということで ｢注｣とか ｢参考文献｣などはみんな削除され出版されました｡
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そのようなこともあって､中央公論社も沖縄問題に関心を持っていたと思います｡もちろん､先ほ

ど言ったような ｢世界｣とかあるいは ｢現代の目｣とか､そういった月刊誌も沖縄に関心を持ってお

りました｡

ともあれ､ここで私の略歴について少しばかりふれておきます｡1950年5月に琉球大学が創設され

ますけれども､その前に ｢日本留学｣とアメリカ留学というのがありました｡本当に ｢日本留学｣と

言っていた時代です｡それで試験を受けて両方合格したものですから､どこに行くかと迷いましたが､

アメリカにはなかなか行けないからアメリカに1年ぐらい行って､その後日本に行こうということに

なったわけです｡それで 1950年7月4日すなわち､アメリカ独立記念日に沖縄中部勝連半島のホワイ

トピーチから米軍輸送艦の底に乗ってサンフランシスコまで行きました｡

ちょうどその同じ船で先ほど話に出た平恒次さんも一緒でした｡平さんとは同じ米国の大学に留学

したし､沖縄に帰ってきてまた一緒に琉球大学で教えたので､親しい関係でした｡ニューメキシコ大

学というところに1年一緒でした｡彼は2カ年目も奨学金もらって残った非常に優秀な方で､同大在

学中にエッセーを書いて表彰されたこともあります｡現在でも名桜大学の客員教授として頑張ってお

られます｡

それで私は米留したんですけれども､何を専攻するかといったら､将来弁護士にでもなろうかなと

思っていたのですが､いきなりロースクールに入るわけにもいかず､一応とりあえずそれに近い学問

ということで政治学を専攻したわけです｡

働きながら大学に行かなければならなかったので､2年次､3年次はアルバイトの見つけやすいロ

サンゼルスに移りUCLAに行き､最終年次には米国政府から奨学資金をもらったので､カリフォル

ニア大学バークレー校へ転学し､そこを卒業しました｡

政治学者はあるテーマを決めて､それをできるだけ厳密な方法で研究し､実証できる理論を出す｡

そうしないと､学術的な論文というのは成り立たないと思います｡私の専攻した政治学は､60年代に

は科学を志向する､いわゆる行動論的政治学で何らかの法則性を見つけなければならないと力説して

いました｡そしてまた政治学でも予測､予見､予知できなければいけないと｡政治学は今でもそうだ

と思いますけれども､何らかのパターンを探求する学問といえるでしょう｡

そのような政治学の流れの影響を受けて､沖縄の政党と政治を書き､沖縄における政党の結成パタ

ーンが見出せないかと考えました｡その結果､政治権力の座をめぐって少数の人々が集まって政党を

結成するというパターンが浮き彫りになってきたわけです｡政党というのは､共通の国家目的を実現

するために､主義主張を同じくする人々が結成するというか､これは理想的あるいは､理念的かも知

らないけども現実的にはそうではないことがわかりました｡政党は､やはり政権の維持または奪取を

目指すグループであると思いました｡

例えば日本自民党内には多くの派閥があり､ものの見方,考え方はかなり違う｡イデオロギーが同

じだと言われる共産党内でも､ものの考え方が違う場合も少なくない｡共産党は､比較的イデオロギ

ーというのを重視します｡しかしはかの例えば沖縄の自民党とか社大党でもそうですし､現実的には

政党は政権の維持または奪取を志向するグループだと定義した方がいいでしょう｡

その定義は､沖縄自民党の前身である琉球民主党､あるいは社大党とか､ほかの政党にもあてはま

ります｡例外的と言えば､47年に結成された沖縄人民党 (後で復帰後これは共産党になるんですが)

かもしれません｡そのようなパターンを兄いだそうとしたのです｡

そして沖縄の置かれた国際的地位についても何らかのパターンがないかと考えました｡やはり国際

的に大国の外交の波に挟まれて､沖縄県民の意思とかかかわりなく道具として使われてきたという結
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論に達しました｡国際外交の具として沖縄が翻弄されてきた歴史事例は幾らでもある｡例えば､1853

-4年にアメリカのペリー提督がやってきて､もし日本が門戸を開放しなければ､つまり鎖国政策を

撤廃しなければ沖縄を占領するぞと言わんばかりのことをやったり､あるいは第二次世界大戦で沖縄

を犠牲にしてでも日本本土を守るとか､あるいはアメリカが沖縄を返したら､ソ連は北方領土を返し

てくれるかと問いたりした事例があります｡

そのパターンについてはいつか書こうと思っている｡これは政治文化という形で｡政治文化という

のはパターン化された政治行動で､その行動の背後にある政治意識には3つの側面がある｡一つは､

どういった歴史的知識を持っているかという認識的側面｡

認識の問題というのは､先はど例に挙げたペリー提督の言動､あるいは第二次世界大戦の沖縄の置

かれた立場とか､あるいは皆さんご存じないかも知れませんけど､琉球の歴史には沖縄の3分割案と

いうのがあったんですよ｡宮古 ･八重山は中国にやり､沖縄本島は独立させ､奄美大島は日本にやる

とかですね｡これは明治の伊藤総理のころですが､中国と日本が駆け引きをしようとしたんです｡し

かし､中国はロシアとの国境問題に忙殺され､沖縄問題は忘れられ､幸いに宮古､八重山は中国の領

土にならなくて良かったと思います｡

時間がないというので､先に急ぎますが､政治文化のもう一つの要素は感情､情緒の問題がある｡

つまり情緒的側面です｡そして､最後に価値問題､つまり評価的側面です｡この三つから成るんです

が､これは世論調査などの資料で究明できると思います｡そして結論的に言えば､沖縄の政治文化と

いうのは､ ｢一方的に押しつけられた差別と犠牲に対する反発｣､これだと思います｡

差別と犠牲の強要に対する反発｡これは例えばライシャワー在日米国大使が､キリスト教的精神を

もって沖縄が自由諸国の犠牲になればよいと思えばいいじゃないかとか､あるいは米軍の司令官が嘉

手納の爆音は自由のベルと思えばいいじやないかとか､あるいは日本の高官が基地との共存を叫べば､

ぱっと沖縄タイムスや琉球新報などでも大問題になるわけですよね｡そういったパターンの探求かと

いうことを念頭に置いて､皆さんが私の本や論文などを読んだらいいと思います｡

○司会 (江1能義) 沖縄自治州構想の背景とか反応とかについてお話をお願いします｡平恒次先

生はかかわっているんですか｡

○比嘉幹郎 つい脱線したようですが､先ほどの質問に戻りますと､平恒次さんは､沖縄の独立論

者と思いますが､独立が無理なら､復帰は沖縄と本土の対等合併だという意気込みだったようです｡

私は､独立論者ではないけれども､そういった気概を持っていなければならないというような､ちょ

っと生ぬるいかもしれませんけど､そういったものです｡

また､63年から64年にかけて東京オリンピックの前に東大の社会科学研究所の研究員として博士

論文の資料を集めていた頃､中野好夫先生が沖縄の資料を集めておられたので､私も呼ばれて勉強会

に参加したことがあります｡

○司会 (;1 能義) 沖縄資料センターですね｡

○比嘉幹郎 そうそう｡その時沖純研究をしておられた新崎盛嘩さんや新里恵二さんにも会いまし

た｡中野先生らが集めた資料は法政大学の研究所に寄贈されたと思います｡

その頃､大江健三郎さんにも紹介されました｡彼も沖縄に非常関心があったので､話しているうち

に沖縄に一緒に行くことになりました｡沖縄は那覇の桜坂で一緒に飲みながらいろいろ話をして､彼

は大道の沖縄ホテルにお泊まりになりました｡ ｢ある人生｣ということで､大江さんを紹介してくれ

たのは､テレビで大江さんが語った伊江島出身の古堅宗憲さんです｡古堅さんは13年ぐらい沖縄に帰

っていないと言うので､彼も誘って沖縄に帰ってきました｡大江健三郎さんは沖縄訪問直後に沖縄の
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ことを ｢世界｣にお書きになっています｡それには私の名前も出ています｡その後､琉大の大田昌秀

教授と大江さんは ｢沖縄経験｣という冊子をシリーズで出していました｡

○司会 (;1 能義) 復帰前の沖縄関係のシンポジウムなどの記録は残されているんですか｡

○比嘉幹郎 本土復帰前の 1971年に財団法人の日本地域開発センターの主催でシンポジウムがあ

って､私の発表が､ ｢望ましい自治像｣という題でその年の10月に出された第85号に掲載されて

います｡これと中央公論の論文と殆ど同じ内容だったと思います｡

しかし､特に復帰の時点では復帰運動をどう推し進めるかということが大きな問題だったので､日

本政府の実態をあんまり批判することは施政権返還を難しくするのではないかという懸念もありまし

た｡そうした懸念はあってもスムーズな返還がまず大事だと思っていました｡その反面､この論文に

も書いてありますように､復帰の意味するものについても深刻に考えていました｡復帰は思想的に見

ると､最初はナショナリスト的な動きだったと思います｡つまり､沖縄は日本国固有の領土であり､

沖縄の住民は日本国民であると主張し日の丸の旗が復帰願望の象徴で､保守 ･革新問わずみんな日の

丸の旗を揚げていました｡

その後､経済面を重視した ｢軍用地問題｣が政治 ･心理面を強調した ｢基地問題｣に変わり､1965

年頃から本土政府の介入もあって､それに反対するような､革新的なものに変容していく｡そしても

っと広く言えば､復帰運動というのは､沖縄に対する差別と犠牲の強要の撤廃だというふうなものの

考え方に､復帰運動の内容が変わってきたんじゃないかというようなことを書いたことはありますけ

れども｡

こういったことを背景に､そしてここで皆さんに考えてもらいたいのは､それでは自治とは何かと

いうことです｡自ら治めることです｡ここで強調しておきたいことは､住民自治という民主主義の原

点です｡

特にキャラウェイ高等弁務官のころ､自治は権限の委譲であると言ったんです｡キャラウェイ高等

弁務官が､自治というのは権限の委譲でしかないし､沖縄が独立しなければ自治は神話であると｡こ

れが彼の言いたかったことだと私は解釈している｡

独立しなかったら､日本復帰しても､権限の委譲ぐらいしかないよというようなことです｡だから､

そこらあたりをどう考えるか｡先はどアメリカ留学の話もしたんですけれど､アメリカで教育を受け

ただけに､この論文の中で戦前から繰り返しみられそうなパターン､法則を認めると同時に､やはり

アメリカの連邦政府と州の関係が念頭にありました｡自治権はもともと州が持っていて､連邦政府は

州が委譲するものしか持ってないと｡

だから､そういった考えでやることだというのが大事ですから､沖縄県というよりは､名は体を表

すという意味で言葉自体を州に変えたほうがいいんじゃないかというようなことで､沖縄自治州構想

論にしました｡

その後沖縄県の副知事を5年以上務めましたが､その経験を踏まえても､やはり自分が書いたのは

それほど間違ってなかったんじゃないかなと思います｡その後余り勉強をしていないので､そう思う

のかもしれませんけれど｡しかし､現実には行政に携わってみると､例えば予算の編成とか人事とか

いろいろ見ても､やはり自分の考えていた通りで日本は中央集権的で自治とはほど遠いものがありま

した｡私は博士論文として､ ｢現代日本政治における官僚の役割｣を書きました｡政治の舞台には圧

力団体とか政党とか官僚など多くのアクターがいますが､政策決定に一番大きな力を持っているのは

官僚です｡残念ながら､その官僚の役割について､殆ど書かれていない｡書かれてないというのは､

それだけいろいろなことが秘密にされてなかなか情報も得られず書きにくいということでしょう｡
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政策決定に大きな影響力を持っているアクターについてはあまり書かかれていない｡近代日本にお

ける中央集権的体質を行動論的政治学研究方法で実証するのは大変重要だと思います｡私の博士論文

で指摘していることですが､例えば藩閥政治から官僚政治に移ったのはいつごろかといいますと､統

計的に見ると､1905年ごろですOまた､官僚が政策決定にどういう役割を果たしたか､それをケース

スタディーとして､例えば戦後日本国憲法の制定過程で詳しく研究してみた｡

しかし､官僚は戦後､占観軍の非軍事化･民主化政策の実施過程で殆ど追放もされなかったんです｡

軍人や財閥､政治家などはパージされましたが､官僚はごく一部を除き温存されて､いきなり天皇の

官吏から全体の奉仕者にされたが､その態度はそう簡単に変わりませんでした｡とにかく官僚の役割

をいろいろ見たんだけど､依然として中央集権体制でやってきている0

それで､官僚に対しては非常に懐疑的であった｡沖縄が日本に復帰すればどうなるんだろうと｡そ

れだけ官僚の役割が分かっているだけに､非常に問題だなと思いました｡

そして､また日本の中央集権体制は依然として残っているし､地方分権というのがいかに貧弱なも

のであるかというふうに感じたわけです｡

私のまとまらない話はそのくらいにしまして､また江上先生のご質問にもまともに答えずご希望に

も添えなかったかもしれませんが､残りの時間は皆さんのご質問を受けて有効に使いましょう｡

(拍 手)

○司会 (;1 能義) ありがとうございます｡

さて､これからが本番だと思います｡皆さんのなかで質問したい方がたくさんいらっしゃると思う

んですが､すみませんが私のほうから先生にひとつ､質問させてください｡

先生は､30数年前に提唱された沖縄自治州構想について､間違ってなかったと思うとおっしゃっ

ていますが､私もそうだと思います｡

いま沖縄を含めて日本全体が道州制に向かっています｡先生が30数年前に提唱された構想は歴史に

残る構想だと思いますけれども､これそのままで今日の道州制論議に有効でしょうか｡それとも､先

生は副知事もなさった経験もありますし､これから沖縄の現実政治に適用しようとすれば､琉大教授

時代の構想は修正すべきだとお考えでしょうか｡

○比嘉幹郎 私の昔の論考は､紙面の都合や私の能力の限界もあって､やはり､具体性に欠けてい

ると思うんですね｡それは､中央政府と沖縄県との関係､より具体的には行政機能や権限の配分､財

政問題などいろいろあろうと思うんですが､ただ､そこでは政治学者としての基本的な政治姿勢とい

うのを強調した積もりです｡その点では間違っていないんじゃないかなと思っています｡

ただ､具体性に欠けるというか､いろいろ地方自治の問題がありますから､それをどのようにする

かというのはそれぞれの分野の専門家たちが調査､検討して提言しなければならないと考えていまし

た｡結論的に言いますと副知事を経験しても基本的な姿勢にはかわりはありませんし､最近の政府の

動きを見ていると､かえってその姿勢が強化されたのではないかと思うくらいです｡

○司会 (;1 能義) 先生の論文を少し離れまして､これからの沖縄の将来についてですが､今､沖

縄は道州制に対する対応を迫られていますけれども､それについてはどうお考えですか｡

はっきりいって今のままだったら､沖縄は小さいので九州と一つになったほうがいいとか､沖縄の経

済界では､できたら一番お金のある東京と一緒になりたいとかの意見が出ていますが､いかがでしょ

うか｡

○比嘉幹郎 この点については､コンセンサスができているんじゃないかと私は思っているんです

ねOつまり､沖縄県は単独で一つの自治体･州にならなければならないと｡その前提として､沖縄は､
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日本の中でも地理的､歴史的､文化的にも特殊な地域ですので､九州は一つと言いますが､交通､通

信などの発達で､実際その特殊性を踏まえて一個の独立した特別県にしなければなりません｡ある意

味では､九州各県とはだんだん離れてきているという気がしますよね｡例えば交通の便や仕事の上で

東京のほうが近いんじゃないかなという感じがする｡かつて沖縄県は､鹿児島県や熊本県と行政連絡

会議を定期的に持っていた｡これももう必要ないといってなくなってしまった｡自然現象の面でも違

いということで､天気予報でも九州 ･沖縄と分けていますよね｡また沖縄は､陸地面積は非常に小さ

いけれども､海域を含めれば日本で一番大きいですから｡この広い海域を確保しておくだけで日本全

国に貢献することができると思いますよ｡

私のもう一つの持論は､日本の国際化は沖縄から始まるということです｡徳川時代の鎖国政策撤廃

もそうだし､ある意味では第二次世界大戦でも沖縄を拠点として日本本土を攻略し､軍国主義日本に

終止符を打った｡これからも沖縄を出発点として日本全国が変わるんじゃないかと思っています｡

従って､自治の問題でも､沖縄がモデルになって日本を変えていけばいいんじゃないかなと考えて

います｡

○司会 (;1 能義) どうもありがとうございます｡

話は変わりますけれども､早大の私どもの大学院 (公共経常研究科)に､ジェトロのシンガポール

事務所に4年間､勤務した女性の方が在籍して学んでいますが､その彼女が ｢沖縄は国際交流､国際

交流とよく言うけれども､港にはガントリークレーンがたった一つしかない上に､国際線もごくわず

かしかないのに､よく国際交流の拠点なんて言えますね｣と話していました｡ ｢それはやはり､こ

れまで沖縄が巨大な米軍基地を抱えてきたのに､まったく自分の権限を持てないで､中央政府のいい

なりになってきたからこうなったんじゃないですか｡沖縄が一国二制度的な自治権を持っていれば､

沖縄の現在の姿は相当､変わったんじゃないですか｣といわれて､私は返答に窮してしまったんです

が､先生はどう思われますか｡

○ 比嘉幹即 そうですね｡一国二制度を採用し､日本政府も行財政面で支援し､沖

縄に自治権を持たしたら､港湾や空港なども整備され､貿易も国際交流も盛んになると思います｡

この頃言われている､何々特区とか一国二制度とかいったのは､まさしくそうじゃないですか｡沖

縄自治州とか､特別県とかいうのは､そういったものの政治版です｡

しかし､折角特区や自由貿易地域をつくってもあまりにも政府の制約が多すぎる｡私が副知事のこ

ろ､自由貿易地域を那覇市の米軍港の隣につくり､当初は申し込みが殺到しましたけれども､制限が

多すぎて企業は徐々に撤退して､これはやはり中央政府の官僚の全国画一的なものの考え方を基本に

した発想なので､やはり規制が厳しくなる｡門戸を開いて外資導入を積極的に進めなければならない｡

復帰以前にアメリカのアルミ企業が入ろうとしたときに､日本のアルミ企業組織が政府にプレッシ

ャーをかけて､とうとうやめさせたこともあります｡また､石油の輸入もアメリカのメジャーがちゃ

んと沖縄を守っていました｡だから､沖縄独自のやり方をさせればよかったけど､やはり中央の統制

下に置かれると非常に難しくなる｡教育面においても､例えば､私たちは琉球大学の先生でしたけど､

米統治者に言わせると､大学の先生の給料はもっと上げないといかんということでした｡しかし､復

帰の時点で､文部省は沖縄における大学の先生の給料は高すぎるので調整しようと言い張り､数年か

けてだんだん下げたんですよ｡そういったことですから､自ら決めて実行するという地方自治の本旨

に基づいて行政を進めなければならない｡全国の一環としてやり画一的になりがちなものですから､

貿易や国際交流なども非常に難しいですね｡
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○司会 (;1 能義) 私が先に質問させていただきましたが､みなさんも質問したいことがたくさ

んあると思うので､どうぞ遠慮なく挙手なさってください｡

○賃間者(潮平董型) 琉球新報の潮平と申します｡

1971年の論文では､開発庁､総合事務局に関して割と否定的な立場､見解をお持ちだったようです

けれども､実際に副知事も経験された後から今日のこれまでの沖縄振興の歩みをご覧になって､開発

庁あるいは総合事務局の功罪について､どういうふうにお考えか,あるいは考えが変わったのかどう

かをお聞かせください｡

○比嘉幹郎 大変､微妙､複雑で難しい質問ですね｡

ある意味ではよかったかもしれませんけれども､ある意味では良くなかったと思う｡

というのは､総合事務局とはいうものの日本官僚制の一つの特徴であるセクショナリズム ･縦割り

の弊害がみられた｡各省庁からの出向ですから､その出先機関みたいなものなんですね｡例えば土木

建築部の用務だったら､総合事務局の担当官のところへ行き結局は建設省に行くとか､こういった形

になっていた｡だから､総合的にやろうとしても縦割り行政になって､総合事務局の段階で総合的な

企画ができない｡予算の獲得にしても､知事のほうが自由裁量でもって優先順位を決めてある政策を

推進しようとしても､省庁内の調節が難しい｡

そればかりではなくて､沖縄の場合には基地問題を抱えているんですね｡基地の担当はだれかと言

ったら､総合事務局にはいないと言うんだな｡開発庁に行きますと､うちの管轄じゃないと言う｡外

務省か防衛庁の所管だと逃げる｡その後､次第に事情がずいぶん変わり､現在では沖縄振興計画では

基地問題も含めて考えていますね｡まさに隔世の感がします｡

第2次振興開発計画の策定の段階で文言の調整にかなり難渋しました｡米軍基地の計画的整理縮小

を主張し､その ｢計画的｣という語句を入れるために大激論しましたが､結局受け入れてくれません

でした｡

また､首里城復元の問題で､今は復元されたから誰も問題にしませんけれども､当初､開発庁に行

ったらどこの県が､県の城を政府の金で復元したかと言う｡沖縄県は特別だと｡なぜ特別かといった

ら､もし首里城の下に日本軍の司令部がなかったならば､京都､奈良みたいに残されていたはずだと｡

何言っているんだと｡いや､だれがそう言ったかと聞くので､米軍が空からビラを落としていました

と言ったら､そのビラ持ってこいと｡開発庁でも､文化庁でもさんざん言われたことを今でも覚えて

います｡

その反面､よくやってくれる省庁もありましたけどね｡だから､総合事務局や開発庁自体の問題と

いうより､担当する役人の問題と言えるかもしれませんね｡例えば62年の沖縄国体がありましたね｡

国体は実現したけれども､その実現にこぎつけるまでには､随分苦労しました｡国体をやりたいと言

ったら､文部省の横柄な一課長が､若夏国体というのがあって沖縄はやったんじゃないかと｡あれは

復帰の特別国体であって､本格的なものじゃないと言ったら､何を言っている､あれも国体だよと言

って｡それで､しょうがないから当時の大里善誠沖縄県体育協会会長と相談して別の角度から攻めて

いろいろ交渉して､やっと実現したんですよね｡先の首里城復元の問題でも､しょうがないから外堀

を埋めようと西銘知事と相談して､城の周囲の塀をつくってだんだん攻めてきて､政治的配慮でやっ

と実現したようなものでね｡

このように､中央政府との関係でかなり厚い壁がありました｡開発庁の中には､親身に沖縄のこと

を考えてやってくれた人もおりますけれども､しかし一般的に官僚というのは､なかなか思い切った

ことをしないし､2,3年無難に過ごして異動します｡
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だから､私は沖縄総合事務局や沖縄開発庁が沖縄県民の要求を抑制する機関になるのではないかと

懸念したのです｡米国民政府というのがありましたね｡しかし､それはある意味ではよかったと思い

ます｡どういう意味で良かったかというと､アメリカでは現場主義というか､ワシントンから遠く離

れていても､地元の意見を尊重するわけですよ｡しかし､日本政府の場合はそうではない｡地元の事

情はわからんでも必ず東京に持ち帰って東京で決定する｡日本とアメリカを比較すると､日本の場合

には権限や機能の委譲があまりなされていないと言うことです｡

現在では､通信技術も発達しているから､もう政策決定も東京に持ち帰えらなくてもできるかもし

れませんね｡

○司会 (江1能義) それと関連しますが､いま沖縄1次振計､2次振計の話がありましたけれど

も､沖縄振興開発計画は沖縄県知事が作成して､すなわち最初の発案者は沖縄県知事ということにな

っています｡でも､いま先生がおっしゃったように､沖縄県はやはり縦割り行政の総合事務局との調

整で大変なエネルギーを必要としたのではないかと思われます｡

それと､その県のイニシアチブというのは､実際にはどの程度あったんでしょうか｡

○比嘉幹郎 皆さんもご存知のように､ ｢調整｣という言葉､英語ではコーディネーションと言う

んですが､これは行政での一番大事な原則なんですよ｡調整というのは､いろいろな意味で使われる

言葉です｡行政にはほかに監督の限界など､いわゆる原理と言われるものがありますが､調整という

のは最も大事なもので､復帰以前は琉球政府と米国民政府の間で政策策定 ･執行をめぐり事前 ･事後

調整がありました｡

しかし､まず日本政府の場合には､そのような弾力的なものではなく､文書で事前にちゃんと調整

しなければいけない｡振計などは一語一区厳しくチェックし､事前に了解してもらって､県の案とし

て提出します｡行政で記録を大事にするということは結構ですが､事前の調整をやりすぎて､もとも

との提案者の声は記録には残らないのです｡

それで､かなりすりあわせというか､根回しというか､そういったことが非常に重要視されて､こ

っちがこうしたいと思っても､やはり一応お伺いは立てて､事前に調整してから案を出すということ

でした｡

ところで､復帰後､10年毎の振興開発計画､1次振計､2次振計､3次振計がありました｡その

大きな柱は格差是正と自立的発展の基盤整備でした｡この二つだったんですが､格差是正して全国画

一的に本土並みになるよりは､そろそろ､沖縄らしさも出したほうがいいんじゃないかということで､

格差是正が次第に影をひそめて沖縄の特殊性を活かした振興が強調されるようになりました｡

第2次振計を一語一区じっくり読まないと気づかないことですが､その中に ｢国の責務において｣

という文言を入れるのに随分苦労しました｡この振計の策定と推進の責任者は日本政府か､それとも

沖縄側か､これは最も基本的な問題でした｡結局､開発庁を説得して ｢国の責務において｣という文

言をいれてもらいました｡

その他､調整された官僚用語はたくさんあります｡促進するとか､推進するとか､主体的に自分が

推進するときは推進すると｡側面的には促進｡こういった一言一句､調整したんですよ｡

そういったことで､行政官も大変苦労します｡日本は日本のしきたりで,予算獲得のときも復活の

ときも形式的な調整もありますよ｡これは最初からお膳立てされて､このごろは少なくなったようで

すけど､以前は局長段階とか大臣段階とか決まっているようでした｡マスメディアの記者の皆さんが

よくご存知だと思います｡
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○司会 (;1 能義) 言葉から何から何まで固めるまでに相当､県側と総合事務局側で調整した｡

でも､固めたら修正ができない､大変難しいということですね｡そのとき､やはり県側から総合事務

局に持っていくんですか｡

○比嘉幹郎 問題があれば､どちら側からも持ち寄るのですが､修正することは大変難しいという

ことです｡

○司会 (m 能義) 話は変わりますけど､下河辺さんに昨年､インタビューしたら､最初の沖縄

振興開発計画である第1次振計の作成にあたっては､琉球政府が作った案をそのまま飲んだというふ

うにおっしゃったんですが､そんなことはあり得ることでしょうか｡

○比嘉幹郎 しかし､復帰準備室というのがありましたからね｡準備委員会の中に､日本政府側と

アメリカ政府側､そして琉球政府の代表がいましたので､三者でいろいろ検討されてから1次振計も

策定されたと思います｡やはり琉球政府が出したものをそのままというよりは､日本政府ともかなり

すりあわせしたと思いますよ｡

というのは､私たちは今このように自治州論議をやっていますが､このような議論が当時報道され

ていないということからして､日本政府側の意向がかなり入っていると思うんですよね｡

準備委員会のアメリカ代表と私は話したことがありますが､私の英語で書かれた論文を読んで日本

政府に対する批判的部分は､復帰後に困るだろうから､少しトーンダウンして書いたほうがいいよと

言われたこともありますけどね｡

○司会 (il 能義) はかに質問ありますかo

O突間者 (島袋純) 連邦制国家の基本的原理なんですけど､構成国家､いわゆる州ですよね｡州

がすべて主権を握ると｡それで､原則として書かれてないことはすべて州に属する｡アメリカ憲法な

んか特に典型なんですけれども､連邦政府には17カ項目限定列挙的にその権限を州から委ねると｡州

から委譲するという方式ですよね｡

ですが､日本国は要するにユニタリイステイトで体制国家を原則としていて､それで日本国憲法に

基づけば､実を言うと連邦制というのはできにくいというか､できないような原理にならざるを得な

いと思うんですよ｡

それで､復帰前､やはり沖縄自治州あるいは対等合併といっても､日本国憲法の中に入るのであれ

ば､結局､連邦制は導入できないと読まざるを得ないという部分があると思うんですね｡

要するに､沖縄が主権を持つ､一国の小国となり得ると｡だけれども､一定の権限をアメリカ合衆

国の憲法みたいに17ヵ条か共通政策をつくって譲渡すると｡そういう形式で契約を日本と結んで､復

帰したらもちろん連邦国家的なものになるかもしれませんけれども､当時単に日本国憲法の中に入る､

その中で考えられる最大の権限というときには､連邦制度ではない特別県制的なものにしかならざる

を得ないということに､どうしても論理的にはなると思うんですけど｡

その点については､幹郎先生ご自身はその連邦制というのは本当にアメリカ的な連邦制なのか､そ

れとも特別県的なものを考えているんですか｡

○比碁幹郎 言葉のあやで､そういったほうがわかりやすい､手っ取り早いだろうと思ってやった

んですが､もちろんアメリカの合衆国は､日本と国づくりが全然違いますからね｡だから､連邦制と

いったことは考えておりませんでした｡先ほども言ったように､州のほうが憲法も持っているし､い

ろいろなことをやって､州が委ねるだけが連邦政府の権限ですよね｡一方､日本の場合､もともと中

央集権体制なのでその中で最大限にどういったことができるかを考えました｡憲法の中に地方自治の
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本旨が番われていても､それが必ずしも明確ではないので､住民自治という立場から最大限の権限と

機能を沖縄が保持するという特別県を考えました｡

日本復帰したら､日本政府に依存して経済的によくなるとかいうことはあまり考えませんでした｡

いろいろな比較するものだから不平不満はでてくるので､自治や自立を優先的に考えました｡自分た

ちで自治体をちゃんとやっていくんだということで､経済面はそれ相応の発展を甘受しなければなら

ないと思いました｡米軍基地の問題もそうなんですけれども､自分たちで決めていくと｡これが一番

大事なことじゃないかなと思いました｡だから､日本では現在でも道州制が論じられておりますが､

アメリカのような連邦制は難しいと思いますよ｡ただしかし､地方分権をどこまで推し進めるか｡こ

れが大きな問題ですよね｡

○司会 (江1能義) 今､わが国では憲法改正論議が盛んなんですけれども､どうせ改正するので

あれば､こういう道州制とか連邦制とかの方向に憲法改正すればいいんですよね｡

そういう声がなぜか出てこないんですね｡そのへんのところがやはり日本の政治が未成熟なところ

じゃないかなと､私自身はそう思わざるをえない｡ほかにどなたか質問がありますか｡

○賞同者(曽根淳) 沖縄県の曽根と申します｡

まず､きょうは本当にありがとうごました｡

自分は復帰の頃は小学生だったので､単純に独立論があるのは知っていたと思うんですが､こうい

う住民自治を求めた論文があったということを最近まで存じ上げなくて､これを初めて読んだときに

非常に感動しましたので､それをまずお伝えしたいと思います｡

あと､二つはどお伺いしたいんですが､当時こういう論文を書かれて､実際の世の中の､さっき実

践というお話がありましたけれども､例えば政治に対してこういう自治をやったらどうかというよう

なコミットメントというか､働きかけをされたのかどうかということと｡

あと､今改めてこの自治を沖縄で実現するためには､沖縄県民全体の精神的な合意が必要だと思う

んですけど､大国に対していろいろとこれから議論していくためには､やはり政治状況というのも､

ある意味変わっていかなければいけない部分というのがあると思うんですね｡

先ほど縦割りの話があったんですけど､戦前の沖縄の政党を研究されて､戦後沖縄の政党というの

はみんな縦割りでこの国の政党の傘下に入ってしまった｡単純にそうではないところもあるんですが､

これによる弊害というのがあると思うんですけど､新たに沖縄自治を考えていくときに､一般レベル､

行政レベル､それから政治レベルで､全部で議論していかないといけないと思います､そのときに沖

縄の政治というのが､先はど権力奪取を求めて自然発生していくという話があったんですけど､沖縄

の自治を求めて何か変わっていく部分というのはあり得るのかどうかということをお伺いしたいと思

います｡

○比嘉幹郎 二つの質問があったと思います｡この報告会冒頭で学者の役割について述べました｡

まず一つは政治現象の分析､批判｡それにとどめるというものの考え方｡それから一歩進んで､提言､

そしてさらに行動を起こすこと｡私は､-政治学者として､沖縄の復帰のあり方を分析､批判､そし

て提言までしました｡それを行動に移す時間とエネルギーはありませんでした｡それでも､沖縄の長

い歴史からみて､復帰の時点で沖縄州あるいは特別県にするのは千載一遇の好機ではないかと考えて

いました｡しかし､当時は琉球大学の教授は公務員で､表だった政治活動は難しかったと思います｡

あと一つの質問は本土化された沖縄で自治を実現することの問題ですね｡これは非常に難しい質問で

すね｡政党だけでなく､商工会議所や労働組合､その他社会団体が系列化されました｡そのような状

況下で特別県制にするにはどうするか｡やはり､県内の各界各層で充分議論して合意形成を図らなけ
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ればならない｡沖縄ナショナリズムの台頭になるかも知れません｡しかし､道州制は全国民的問題で

すから､これを効果的に進めるためには全国民的なレベルでものを考えないといけないと思うんです｡

これが非常に難しいんですね｡やはり本土と沖縄との認識のギャップがあると思いますから｡他府県

の人々の理解と協力も必要です｡大変難しいけれども､自治県制を実現するために最大限の努力をし

なければならない｡実現すれば､沖縄の政治､経済､社会などあらゆる面で大きく変わってくると思

いますよ｡沖縄特別県政が実現すれば､他所との系列下を脱却して､県政内独自･独特の権力闘争が

みられるようになるかも知れません｡

○質問者(高里鈴代) あれは1989年､平成元年でしたか｡参議院に喜屋武さんと対立してお出に

なったんですが｡午前中は､下河辺さんのことを学んだときにヒストリー｡沖縄の歴史というのがど

ういう形で動いていくのかというのも考えるきっかけになったんですが､あのとき参議院に比嘉幹郎

さんが当選していたらどうだっただろうとふと思ったんですけれども｡

印象として､こういうふうな独立論､独立州というような､それこそオプリテイカルサイエンス的

にきちっと考察なさりながら出されている状況の中で､ずっと私たち普通の沖縄県民の印象は､比嘉

幹郎さんは学者でもあったけれどももう保守の人だというような､そういうずっと印象のほうが強く

て､こういう客観的なもの､あるいはそのとき､質問は書かれたことで､学者でもあるわけなんです

が､どういう沖絶県民の反応と言いますか､支持や反発はそういうものがあったのか､これを発表さ

れて共感を得られたのか､むしろ反発が多かったのかということと｡

その後､副知事などもなさりながら､どうしても保守施政､県政の中にいちしたわけなんですが､

持っていらっしゃることをどういうふうに展開されようとしたか｡そのとき何かご苦労があったり､

エピソードがありましたら伺いたいと思います｡

○比嘉幹郎 私のこれまでの歩みに対する批判を含めてのなかなか難しい問題ですね｡私の基本的

なものの考え方や思想はこれまで発表した論文を読めば分かると思います｡私が立候補した1989

年の参議院選について言及されていますが､ご存じのように選挙というのは､その時々の情勢にかな

り左右されます｡

この選挙の最大の争点は消費税導入問題でした｡私は消費税には必ずしも賛成ではなかったけれど

も､自民党の公認だったので､当然のことながら消費税に賛成する候補者とみなされ､大失敗でした｡

支援者の強引な意向で立候補したが､それはちょうどカマキリが路線に立って､電車を止めようとす

る図だったと思う｡ (笑) しかし､あえてそんな時でもやらんといかん場合があるわけですよ｡リ

ーダーに選出されるには､リーダーの資質だけでなく､やはり状況判断も大事なのです｡

私の著書や論文については､それぞれ読者の評価に任せたいと思います｡つぎに､副知事時代のこ

とですが､自分としては政治学者として実際の行政も体験してみたかったし､また県民党的立場で職

務に励んだ積もりです｡

保守県政でもいろいろな意味で県益を推進することができます｡例えば米軍と交渉するにしても､

｢基本的には敵意に囲まれた基地は効果的でない｣とはっきり言いました｡それはだれの言葉かと聞

かれたので､ダレス元国務長官の言葉だと答えました｡それで､アメリカ側も理解しているようでし

た｡夜間演習を始めたときは､照明弾を上げると私たち県民は沖縄戦を思い出し嫌だからやめろと抗

議したし､演習で残っている不発弾はきれいに片づけてくれと何度も言いました｡そしてまた現場主

義というか､現地の司令官の意志で決められる政策もあるのでいろいろ折衝もできましたしね｡

ともあれ､なかなか思うようにいかないこともありましたが､やはり基本姿勢は崩さない積もりで

した｡いわゆる保守とか､革新とか言っても､それほど大きな差はないんじゃないかと私は考えてい
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ます｡革新といっても革命を起こすわけではないし､保守といっても反動ではない｡漸進主義という

か､ものごとを徐々に変えていくのが保守のものの考え方で､それはある意味では革命を先取りする

ようなものです｡革命を起こさないようにちゃんとやるということです｡

基本的にはそういった姿勢というものを持ちながら､日常的行政事務に取り組みました｡大きな政

策決定や幹部人事などは西銘知事がやりました｡私は過去の経験を活かして人材育成や国際交流に力

を入れました｡

しかし､やはり基本的には保守といえば保守でしょうね｡伝統や祖先を崇拝するし､漸進主義者で

すから｡革新といえば､理想を掲げて大上段に構えて交渉しその中から譲歩を得るということでしょ

う｡保守､革新双方の姿勢が時と場合によっては必要ではないかなという感じがしますね｡例えば今､

日米地位協定改定の問題があります｡これは安保条約に基づいてやっているんだから､安保を破棄す

れば終わり､問題はなくなるんじゃないかと｡とは言っても､現実的にはいろいろ問題があるんだか

ら､これらの問題を解決しなければならないので､地位協定改定の実現に向けて努力しているわけで

す｡

○司会 (;1 能義) あと先生､沖縄自治州構想への県民の反応はどうでしたか?

○比嘉幹郎 それほどなかったんじゃないかなと思います｡復帰という世替りに0殺されたんです

かね｡でも私は学者の義務として少なくとも啓発活動はやらんといかんと思いました｡こういったこ

とはちゃんと記録に､記録は大事ですから残しておかんといけないと思って書きました｡また､日本

地域開発センターなどの主催でシンポジウムをしたことも覚えています｡それでもあまり反響はなか

ったと思います｡

○司会 (;1 能義) それは､やはり復帰を目前にして､いろいろなことを急いでやらなければな

らなかったので､県民の関心がそこまでまわらなかったんですか｡

○比嘉幹郎 そうでしょうね｡やはり復帰ということが､当面の大きな関心事で､それを自治と結

びつけて我々が解釈するようなことは考えなかったのでしょう｡とにかく異民族支配からの脱却とい

うのが大目標になっていて､日本政府がどうのこうのとか､地方自治はどうなっているんだとか､け

ちをつけたり批判などすると､かえって復帰運動の足を引っ張るように､考えたんじゃないですかね｡

そういったこともあって､とにかく復帰を理想化していた｡日本国憲法の適用を受けるのだと考え,

その憲法には民主主義も自治も人権も保証されているんですからね｡ただ､現実的には､本土では憲

法に反する逆コースを歩んでいると分かっていてもね｡

○質問者仕ヒ嘉俊姓) 浦添市から来ました比嘉俊雄と申します｡よろしくお願いしますO

今､経済不況の中では､なかなか自治権の確立とか､自治についての議論となりますと､なかなか

出しにくい状況があるんですね｡

しかし､今､沖縄はどちらかと言いますと､市町村段階でも県もそうだと思うんですが､いかに本

土政府からお金をもらって何々をつくるんだというような､どちらかと言いますと振興策に溺れてい

るような感じがするんですが､その状況等についてはどのようにご判断なされますでしょうか｡

○比嘉幹郎氏 これも非常に難しい問題だ｡やはり振興策というのは元来､自立発展の基盤整備の

ための政策です｡だから､沖縄は長期的視点に立って､何をしなければならないかを考えなければな

らない｡何でもかんでもくださいという根性を起こしたら困ると思うんですよ｡そうではなくて､長

い目で見てこれが沖縄の将来のためになる､そして持続的な発展に寄与するものを重点的に選択して

要求しなければならない｡
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しかし､困ったことに制度上の規制があってはなかなか思うようにいかない｡振興策と言うけれど

も､現実的には制度的に許される範囲内で出来るだけ多くの予算を中央政府から持ってくることにあ

くせくしている｡

また､制度上裏負担というのがあるので､市町村の段階で事業をするにしても嚢負担しなければな

らない場合もある｡

政治というのは所詮駆け引きですから､やはり自分がこう思ったらこれをやるということですから､

駆け引きは大いにやってもいいんだけれども､ただ､制度的に束縛されてやるのは問題ではないかと

思いますがね｡

○賃間者 (照屋克之) ちょっと話戻るんですが､先生のお話の中で､中央公論に発表なさって､

そんなに反響がなかったとのことですが､中央公論としては､先生あるいは久場先生､いろいろな先

生方にこの自治州の基本構想みたいなものを書かせたということは､その時､それを受け入れるまで

土壌はなかったけれども､そういう土壌をつくりたいという先駆的な考え方で､中央公論はいろいろ

な企画をなさったんですか｡

○比嘉幹郎氏 中央公論としては､これは特集ではないでが､やはり当時沖縄問題を皆さんは意識

して沖縄の識者の意見や分析を発表しておくべきだろうと考えたんじゃないですか｡そこで私は沖縄

自治州構想論を主体的に書いたのです｡そういう土壌づくりを企画していたとは思いません｡反応も

大きくなかったと思います｡そういった考えもあったかもしれませんが､それは向こうの意図ですか

ら､それはわかりません｡

○箕間者 (照屋克之) ｢世界｣とか ｢中央公論｣からするとこれまでの沖縄のように本土政府の言

いなりにはならないで､沖縄独自で自治構想というのは考えなさいというか､自己決定できる沖縄あ

って欲しいという沖縄へのメッセージであったとも解することもできるのではないでしょうか｡

○比嘉幹郎 沖縄問題といってもそれほど知られなかったもので､やはり復帰するからには沖縄の

人々の考えているのはどんなことかというのを国民に知らせたかったと思います｡

今は沖縄関係の図書や情報も多すぎるぐらいですが､当時はまだまだ少なかったですよ｡

○司会 (;1 能義) ちょっと補足させてもらいますと､これは私の個人的考えですけれども､沖

純側のこういった比嘉先生をはじめとする沖縄自治州論といった地方自治強化論を支援するような考

え方というのが､日本本土側にも当時､あったのではなかろかと思います｡

それは､思い起こしてもらえればわかるんですけれども､美濃部都政が1967年に登場しまして､

屋良革新主席の登場はその翌年の1968年です｡その当時､美濃部さんだけではなくて､あとに大

阪では黒田府政が登場しますね｡1960年代後半から1970年代にかけて革新自治体がどんどん出てく

るんです｡これは中央集権体制への批判ですね｡

そして､革新自治体によって日本全体を変えるという､時期的には第2次自治体改革と言われる流

れの中で沖縄のこういう問題を考えると､実は 『中央公論』がそういった地方分権や住民自治の趨勢

を反映させていたのではなかろうかなと思います｡

○栗間者 (照屋克之) 当時､沖縄は米軍統治下にあり､いわゆる本土とは違った政治行政システム

をとっていた｡これを復帰に際して特別自治州として沖縄側から主張することは自治の視点から極め

て意義深いですね｡

○司会 (;1 能義) そういう部分も私はあったんじゃないかということです｡それで沖縄から主

張しているのも取り上げて､それを先生がおっしゃったように､沖縄の自治体構想を日本の地方分権
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民主化の突破口にしようという､そういう主張に共感するような､そういう土壌が少なくとも 『中央

公論』の編集部にはあったんではなかろうかと私は考えます｡

○賞同者(屋良朝博) 沖純タイムスの屋良です｡よろしくお願いします｡

復帰の前から自治州という考えをお持ちの先生が､県政の実務を経験なさって､政治も詳しく､今

も自治州への思いは変わられてないというお立場で､沖縄県にとって最も有効な次の一手は何でしょ

うか｡自治を実現する上で｡

○比嘉幹郎 基本構想を具現化するためにこの研究会があるんじゃないですか｡ (笑)皆さんがど

うするか研究していただきたいと思います｡例えば､財政面はどうするか､今日これから皆さんは地

方自治体の財政について勉強すると聞いています｡

私の考えでは､自治を実現する上で沖縄で一番大事なことは､やはり県および市町村の中央政府へ

の依存体質を改善するための行政改革だと思います｡より具体的にいいますと､その改革は､肥大化

した組織や機能のスリム化と行政の効率化を含みます｡

この行政改革を進めないといけない｡無駄が多いと思うんですよね｡例えば､県と市町村の議会議

員の数や一般職員の数が多すぎるので､その数を削減するとか､民間ができることは民間にまかすと

いう機能のスリム化などが必要です｡

このような行政改革を通して､最小のコストで最大限の効果を上げる､効率的行政を実現できるで

しょう｡

今から皆さんが､沖縄における自治はどうあるべきか具体的に研究して､この面はどうしようか､

これはどうするかということでいろいろ研究して欲しい｡とにかく､沖縄にとって一番大事なことは､

中央政府への依存体質からの脱却ではないかと思います｡

○司会 (;1 能義) それは､現実に無駄の多い地方自治体から､そういったものを足下からちゃ

んと直すことから始めようということですか｡

先生は今､ブセナリゾート株式会社の社長ですが,その立場から官を見て､非常に無駄が多いとお

感じなのですか｡

○比嘉幹郎 はい｡ある意味ではそうです｡法的規制もあって､民間が能率的にできるものでも民

間に委託されないばかりでなく､公行政が逆に民間企業の足を引っ張っている事例も少なくないと思

います｡

○司会 (;1 能義) 行政のほうから足を引っ張るんですか｡

○比嘉幹郎 そういったところもあります｡例えば外郭団体が数多くありますね｡社会の変化に対

応して不必要あるいは非効率的な外郭団体は整理する必要があるんじゃないかなと思います｡土木建

築産業や観光産業などの分野でも抜本的な見直しが必要でしょうね｡例えば､住宅公社は民間の宅地

建物取引協会とタイアップし､観光コンベンションビューローは民間の観光関係企業と調整して､そ

の基本的な役割を見直さなければならないと思います｡

しかし､そうかといっていきなり生首を切ってからみんな辞めさせるわけにはいきませんね｡だか

ら､沖縄県もやはり中央と同じように民間ができることは民間にさせるという基本原則で､もう行政

改革をじゃんじゃん進めていかなければいけないんじゃないかなと｡

それは､ほかの分野でも私は言えると思いますよ｡

○司会 (;1 能義) 次に稲嶺知事に会われたら､そこのところを強調して話していただきたいと

思います｡

○質問者(前津柴健) 沖縄国際大学の前津です｡
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私は､1974年の琉大の入学で､先生の講義を数回聴講したことがあります｡きょうは勉強させてい

ただきました｡ありがとうございました｡

1点だけお聞きしたいんですけれども､先生は､沖縄州は軍事外交などに関する特定の権限以外は

すべて持つべきだとお考えですか｡

○比嘉幹郎 基本的にはそうです｡具体的には検討が必要です｡

○笑間者(佐藤学) ･.････それで､先はどもお話があった革新自治体の時代があって､それを受けて

の中央公論がということのお話なんですけど､私､当時まだ子供なので､はっきりわからないんです

けど､革新自治体を支えた政党は何を考えていたかというと､票勘定をもっぱらやっていたというよ

うに､知事なりあるいは政令指定都市の首長をとるという形ではその革新自治体をバックアップする

ということはやったけれども､果たして自治制度から変えていくということを､社会党なり共産党な

り当時の革新自治体を支える政党がやったかというと､私はそういうことなかったと思うんですね｡

そうすると､こちら1971年の沖縄自治州構想論は本当に非常に衝撃的だと思うんです｡そのとき恐

らく県外でこういう議論をされた方はあまりいないのではないかという｡

あと､特に沖縄自治体の設置が日本国全国の真の意味における地方自治を押し進める突破口となる

だろうという｡これを､この時点でこういう提言されているというのが､私は本当に恐らくはこれ東

京の側は受け入れるだけの準備がなかったり､あるいは提言の意味がわかる人が少なかったんじゃな

いかという､そんな気がするんですね｡

あるいは､いわゆる革新政党が沖縄返還に関して何を考えていたかというと､恐らく自治制度のこ

とを考え､要するに反米､ベトナム戦争の時期ですから､恐らくそれが大きかったんだろうと｡そう

すると､恐らく指摘されたことは早すぎたのかなと｡

あまり反応がなかったとおっしゃっていたとことは､多分､先駆けすぎたことだと｡だから､今お

読みしても全然古びているわけじゃない､あるいは私たちが議論していることも､ここに書かれてい

ることを今でも30何年たって議論しているようなことがありますので｡

ですから､先はどの話を引き継ぐと､その革新時代ができたことというのは､必ずしも1971年､72

年､このころの議論を受け入れる準備になってなかったんじゃないかということをお話ししたかった

ということです｡

○司会 (;1 能義) 私たち本土の人間から見たら､非常に進んでいて時期が早すぎたんじゃない

かと思います｡逆に言えば､我々の母体である日本本土がすごく遅れていたということですね｡

沖縄自治州構想を書かれた比嘉先生方の感覚からすると､中央集権の強い日本の地方と比べて､自

治権とか地方自治とかは当時の沖縄のほうがはるかに進んでいた｡米軍相手に戦って勝ち取ったそう

いう経験からして､沖縄のほうが進んでいるのに､それなのに住民自治の劣った日本政府の下に帰る

という人々の不安感というものがあったと思いますね｡

○比嘉幹郎 評価していただき､どうもありがとうございます｡

佐藤先生には､きょうこんな形で初めて会うんですけれども､お父さんの佐藤竺先生はもう日本の

行政学会で大物でございまして､私もかつて行政学会の一員でしたのでよろしくお伝えください｡

それはそれとして､やはり沖縄がこれだけ言えたということは､それだけ自治権獲得のために苦労

しているわけですね｡例えば､琉球政府の行政主席公選というのがありましたね｡日本本土では知事

を苦労せず直接選挙で選ぶ制度を与えられたわけですけど､沖縄はそういったのがなかったわけです

よ｡米軍の任命制から立法院の過半数の議員が賛成して選出する間接選挙になって､直接選挙そのも

のを1968年に勝ち取ったわけですけれども､それまでに至る経過を体験したわけです｡やはり民主主
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義というのは､そういったプロセスが非常に大事だと思います｡だから､前に話した日本中央集権体

制の中核である官僚制についても､天皇の官吏から国民全体の奉仕者へと､戦争に負けていきなり制

度が変わっても意識はそう簡単に変わるはずがない｡やはりプロセスが大事です｡

○巽間者 (江洲幸治) 比嘉先生､きょうはどうもありがとうございます｡沖絶県庁で今､道州制

を勉強しなさいと言われまして､本日は一個人として皆さんのお仲間に入れさせていただこうと思っ

ております｡

実は､先生が中央公論に書かれたことは､今でも適用するどころか､行政の中でますます中央から

の分権でなくて集権が強まっているなと感じております｡その中で沖縄がどうやって自治を拡大する

かという言い方が適当かどうかわかりませんが､沖縄らしくこれからどう生きていくかということを

いつも考えているつもりなんですけれども､先生にお願いがあります0

例えば､今道州制が第28次地方制度調査会に入りました｡北海道がこの前4月の初めに自分たち

の案を出してきました｡ただ､沖縄と北海道は似ているようで全然違うものですから､我々ふと考え

ますと､沖縄の場合は先生がおっしゃったように極めて特異な経過がありまして､道州制の中で考え

るべきなのか､あるいはこの際､連邦制ということを考えたほうがいいのか､あるいは先生がおっし

ゃるような､沖縄特別自治体のようなものを今一度改めて考えていったほうがいいのかということで､

特に先生からお聞きしたいのは､どういうイメージを我々今後持っていって､さらに､私は行政のほ

うにおりますので､これをやはり皆さんのこうやって研究されている形をいかに反映していくかとい

うことも一つの役目なのかなといった場合に､戦略的な意味も込めましてどういうステップを踏んで

いったらいいのかということで､アドバイスがございましたらお願いしたいと思っております｡

○比嘉幹即 そうですね｡同時並行的にいろいろ研究を進めないといかんでしょうね｡というのは､

どういったことかと言いますと､やはり中央と地方の関係､どうあるべきかですね｡県庁と政府の関

係､そしてまた県庁と地方自治体､市町村の関係､そういったのはどうあるべきかと｡

しかし､今､行政改革でも進められているように､地方分権の時代と言われているが､これをどこ

まで推し進めるか｡時間かかると思いますけれども地方分権を推進しなければならない｡

それを推進するプロセスのなかで､長期的戦略として､本土で検討している道州制ではなく､また

アメリカの連邦制的なものでもない､沖縄の地理的 ･歴史的特殊性を踏まえた特別自治体を基本的な

イメージとして持って､具体的な構想を練ったらいいのではないかと思います｡沖縄は独立国になる

わけにはいかないけれども､独立国的気概を持つことは必要かと思います｡

一国二制度や特区を要請して積み上げていく方法もあろうかと思いますが､できれば大幅な自治を

もつ特別県を設定してもらって､そのなかで政治 ･経済 ･社会 ･教育などの具体的制度をつくってい

けばいいんじゃないかなと思いますね｡

○司会 (;1 能義) 先生は､やはり保守型の政治家なのかなと思って聴いていました｡少しずつ

良くしていく現実主義的な立場でという意味ですね｡

そうすると､やはりどちらかといえば一国二制度的な先生の沖縄自治州論にあまり反応がなかった

し､うまくいかなかったから､漸進的かつ現実的なものにしようということでしょうか｡連邦制は憲

法改正しないと無理ですよね｡

○比嘉幹郎 連邦制は､日本の歴史から見ても難しいことです｡アメリカでは13州から出発して

だんだん数が増えて50州になっていますけれども､それなりの歴史的ないきさつがありますから｡日

本は逆に260ぐらいの藩があって､各藩が一つの国みたいにしていろいろやっていたのを､まとめて

結局47都道府県になったという歴史的背景がある｡
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ともあれ 復帰の時点は､沖縄を特別県にする絶好の時期だった｡みすみす千歳一遇のチャンスを

逃した感じだ｡もっと早くからこれを主張し､行政のベテランに具体策をつくってもらうべきだった｡

もっとも､後で知ったことだが､復帰の前年に屋良朝苗主席のもとで､琉球政府は米軍基地の固定

化に対する異議や､ ｢地方自治権の確立｣､地域住民本位の開発､厚生､労働､教育､文化などの各

分野での必要な法整備を含めた復帰後の沖縄のあるべき姿を誼った ｢沖縄措置に関する建議書｣を作

成したという｡しかし､この建議書もタイミングを逸し不発に終わった｡

このようにタイミングは逸しても､沖縄の地理的 ･歴史的特殊性にかんがみ､現在でも特別自治県

にするべきだと考えている｡たとえ､それが実験的なものであっても､できる範囲内で実施し､それ

が他都道府県のモデルになればよいと思っている｡他のところでも､それなりの条件が揃っておれば､

実施してもよいでしょう｡

○司会 (;1 能義) ということは､沖縄だけというではなくて､みんなどこでも通用するような

モデルを目指す運び方をしなさいということですね｡

○栗間者(宮里大八) 沖縄市から来ました富里ダイヤと言います｡きょうは大変貴重なお話､あり

がとうございました｡

実は私､復帰後の生まれでして､この先生が論文を書かれた年はまだ生まれておりません｡きょう

は､大変新鮮に話を伺うことができました｡先生に2点質問がございます｡

1点目が､この論文のほうにも書かれてありましたけれども､本当の自治を実現するために､住民

にいかに主体性を持たせるかというところが一番鍵になると思うんですけれども､それをどのような

形でリーダーシップをとって進めていくのかというのが私は疑問にと言いますか､先生にぜひご意見

を伺いたいと思っております｡

もう1点目は､私は沖縄県知事になろうと思っておりまして､どのようにすれば沖絶県知事になれ

るのかというのを､副知事をなられたご経験がある比嘉先生にぜひお伺いしたいと思いまして､ご質

問させていただきました｡よろしくお願いします｡

○比嘉幹郎 主体性の確立ということは大変大事なことですよ｡沖縄の歴史を見ていると､先ほど

の振興策との関係もありますが､いわゆる事大主義者というかオポチュニストというか､そういった

リーダーが多いんですよね｡

｢ムンクイシルワ-ウシュウ-｣(物をくれる人が我々のリーダー)だという昔の諺がありますね｡

その諺は､解釈のしようによっては住民が主体で民主主義の発想ともとれるし､主体性のない追従主

義あるいは自己卑下ともとれる｡本当の意味での主体性を持ったリーダーが､特に国内外の政治に翻

弄されやすい沖縄では必要です｡

だから､皆さんも研究会を持って主体的に自治の具体構想を練ってください｡主体性の確立という

のは非常に大事なことで､いつもそれを念頭に置かれていろいろ研究なさって､そして提言もなさっ

たらいいと思います｡

それともう1点は､県知事になりたいということですが､これはこの会場におられる皆さん十分可

能性はあるでしょうし､頑張っていただきたいと思います｡県知事は県内随一のリーダーですが､リ

ーダーを決定する要因は二つあります｡その一つは資質ですね｡あるいは資源と言ってもいいかな｡

資質と言っても､パーソナリティーと言ってもいいんですけど｡例えば､この人は背が高いとか,ハ

ンサムとかカネとか､そういったものもみんな含めて､ひとくちで資質といえるでしょう｡しかし､

これだけではリーダーは決まりません｡たまたま県知事候補を選ぶ場所に居なかったから選ばれなか

ったという場合もありますからね｡資質を幾ら持っていても､偶然性あるいは偶発性というのもあり
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ますから､資質だけではリーダーは決まりません｡リーダ-を決めるもう一つの要因は状況です｡ど

ういった状況なのか､状況が求めているリーダーはどんなリーダーか｡だから､リーダーは資質と状

況で決まる｡換言すれば､リーダーの決定する函数は資質と状況です｡だからこの二つの要因を十分

頭に入れて行動したら､将来､貴方は県知事になれると思います｡

○司会 (;1 能義) ここにいる方々はみな､強力な主体性を持っておられると思うんですけれども､

では住民の主体性を喚起するためにはどうしたらいいのか｡住民は ｢関係ない｣と言いますね｡その

住民に主体性をもっと持たせ､関心を持たせるにはどういうふうな方策があるのでしょうか｡

○比嘉幹郎 それは､やはり一般住民に対しても忍耐強く啓発活動をやることでしょう｡いざとい

うときには､庶民 ･一般住民は非常に強いと思うんですよ｡だから､啓発活動をして､納得してもら

わないとついてこないと思うんですね｡

だから､皆さんはパワーエリートの気概を持って､市町村あるいは県､大学でリーダーです｡オピ

ニオンリーダーとして大いに頑張っていただきたいと思います｡

○島袋鈍 幹郎先生､どうもありがとうございました｡

こちら3時半までの予約ですので､いろいろ話は尽きませんけれども､きょうは次に4時からまた

別のフォーラムが控えていますので､これで終わりたいと思います｡どうもありがとうございました｡

比嘉先生にいま一度､拍手をお願いします｡

○司会 (;1 能鼓) どうも先生､大変､ありがとうございました｡
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