禽」 を

から考えてゆきたい︒

1969年12月00日︑舞鶴里納材にあった恩
納ミサイル基地︵当時︶からの抱圭が決まり︑マ
スコミに公開された核ミサイルメーズ日︒︿綻
快 弁梼タイムス＝共同通信イメ⊥ンズ︶

な広い意味においてのみ日本防衛

本の藁を自由に使いたい︒そのな

2009年日月27日︑岡田克也

︑かに﹁畳もあるわけですね

外務大臣の委嘱で発足し︑私も参

加した﹁いわゆる﹁密約﹂問題に

認の密約を超えて米軍が核兵器を

く抗議したのは︑核艦船の寄港容

みられる︒︶

岩国基地内に保管していたためと

していたことになります︒

時︑米海軍基地かある神奈川県横須

i−−穎重電累を受けて岡田外相は当

賀市や長崎県佐世保市を訪れ︑市長

− ︵軍は専門的な知識︑経験︑訓
綾にもとづくそれ自体のダイナミク

に謝罪しました︒

さらに深刻な悶題があります︒

スを持つ巨大会組織であり︑アメリ

カでも︑政府が簡単に統制できるも

米海兵隊が66年に山口県の岩国基

瑞宿根先考作美

1969︷エ日月19日︑沖縄返還に
つい
しし
仝三
ため
めi
一ン
ワン
つ
Uて
て話話
合一
うノた
米木
国五ワ
ノ／
トトノ

ホワイ

と ウノ／大統領︒︵提供／AP AFL0︶

トハウスを訪れた当時の佐疎栄作首椙︵左︶

− ここが原点なのですね︒ただ︑

げではありません︒﹁事前協

す︒米国の要求を丸呑みしてい

しかし︑原文︵37へ−ジコラ

朝鮮半島有事をめくっては︑日本

の基地使用について日本側の堅官権

を確保することは必要です︒そのた

独立国である以上︑国内にある他国

基地使用の問題た︒国際法の一元

と︑﹁米国の戦争に日本が巻き込まれ

II⊥皐前協議なしの出撃を認める

和条約︵1951年9月8日署名︶

脱するのは︑サンフランシスコ平

行う﹁戦闘作戦行動﹂を事前協議

公文により︑在日米軍が日本から

条約繊籍の際︑岸・ハークー交換

︵日米両国は1960年の新安保

一口﹂ですから︑日本が﹁一方的に

を縛らずに︑国民に素直に相場e

撤回できる﹂のです︒日本政府の

たちが日本の自主性自立性を拡大

感を伝えています︒外務省の先輩

私の知る鈍間では︑朝鮮半島に

かかわる在日米軍基地の使用に関

ていると思います︒安全保障関連

する日米協議はこの状態を維持し

録は不本意だった︒そこで︑沖縄

でどうなるかについては：権藤深

容認する肺釈改憲を行なったこと

法で︑集団的自衛権の一都行使を

に外務省と肪衛省が持たねはなり

タリティと能力を日本政府︑とく

日本の自主性自立性を守るメン

くみてゆく必要があるでしょす︒

方的声明﹂を組み合わせることで

否を留保し︑佐藤首相による﹁一

属が強まります︒日本がまだ攻撃

されていない段階で︑集団的自衛

ません︒それが弱まると︑対米従

クラブでの﹁事前惟謙に対し前向

次第では国を過つことになります︒

権の行使をどう判断するか︒結果

相場観を与えることになりまし

きに︑かつすみやかに態度を決定

II事態が改善されたようには惑じ

北訓餅とは最大限の交渉をすべき

対しませんが︑とこかの時点で︑

！北朝鎧をめくってさまざまな外

ユーバ危横︵1962年︶は回避

してもタイミングにしても︑戦後

と考えています︒それは︑内容に

きな事態だと思います︒

外交の真価が問われる︑本当に大

ソ連のフルシチョフ首相と﹁交渉L

L︑ミサイル撤去を実現しました︒

で叩きつぶすしかないヒトラーと同

じかどうかを考える必要があります

はい︒私は↓今は圧力﹂には反

聞き手 まとめi俄田浩之︿編集部︶

− 北朝鮮の金玉恩委員長が競争

う﹁最大限の圧力﹂を催いながら︑

されました︒米国は海上封鎖とい

国際法上で言えば︑﹁一万的発

ら丸ませんが ︒

ヒトラーと同じか

する方針﹂という発言です︒

た︒それがナショナル プレス・

事前協議なしの博蝶については諾

月21日の日米首脳共同声明では︑

努力しました︒その結果︑00年11

返還交渉の甥で﹁修正﹂に向けて

田本外務省にとっても朝鮮聾

もよくわかっていたと思います︒

その世論は︑日米双方の政治家

反対運動では焦点のひとつでした︒

しようと努力した交渉だと評価し

めには事前協議か必要ですし︑それ

によってですが︑米国は占領終了

の対象とすることで合憲した︒そ

ていいと思います︒

は核兵器の落ち込みについての発言

後も在日米軍基地を自由に使いた

れと同時に︑両国は非公開の﹁議

事の際︑国連節の指揮下で行動す

政府の立場であることを岸総理かゥの許可を得て発言する。

る﹂との懸念が生じます︒50年安保

国際法局長︶を務めた東郷氏に聞

権確保にもっながります︒

田本政府・外務省は︑発言権確
保にむけて努力していました︒

いわゆる﹁密約﹂問題に関する

いわけです︒50年6月には朝鮮戦

ではこう記しています︒

有識者委員会報告書︵認ページ参同︶

争も勃発︵休戦は53年1月物日︶

事録﹂︵M−ヨ︼hes︑以下﹁朝鮮議事

﹁吉田・アチッン交換公文﹂ で︑

る在日米範が在日米距基地を使用

録﹂とする︶により︑馴銃半島有

朝鮮戦争勃発後に設置された国連

は弾前協議なしに︶博醇できるこ

とで合意していたことが今回の調

して直ちに ︵つまり場合によって

査で確認された︒︶

軍に参加した各国軍隊を日本国内

ることを確認しています︒

﹁施設及び役務の諏用﹂を負担す

ンで会談︵1938年︶し︑ヒト

ラーの要求を入れてチェコスロバ

の割譲を決めました︒しかし︑こ

青アのズデーテン地方のドイツへ

し
た
︒

交渉に浸かないことがあがりま

39年にポ﹁ランドに侵攻し︑外交

の融和政策は失敗︑ヒトラーは翌

あくまでも交渉が行き詰まった蔽

ドイツのヒトラーによるチェコ

ーハの事例が参考になります︒

現代史では︑ミュンヘンとキュ

終手段として餓争があるわけです︒

能性を常に考えていました︒ただ︑

職前の外務省職質は︑戦争の可

受か繰り広げられています︒

及びその周辺で︑日本が支持し︑

そこで︑平和条約署名と同日の

していましたから︒

そうです︒日本が占領状態から

米国の一貫した関心事項ですね︒

の基地を自由に使えるかどうかが︑

−−朝鮮半島有事の瞑︑米軍が日本

く0

的解釈を担う外務省条約局長︵現

への﹁板持ち込み﹂ともう一つ重

1国際連合の董隙は日本国にお直る施設（当該施設の運営のため必要な現存の整備備品及び定

要な問題がある︒それは在日米軍

第5条（抄）

日本復帰前︑米軍は沖縄に数多くの核兵器を持ち込んでいた︒この﹁大量破壊兵器﹂は復帰とともに
持ち去られたと説明されている︒朝鮮半島で緊張が高まるなか︑核兵器か再び
持ち込まれる可能性はあるのたうつか︒核持ち込みを可能と
する日米の﹁密約﹂に詳しい専門家のインタビュー

しましょう︒拙著﹃仮面の日米同

在日米群基地の役割について説明

核兵器の
﹁貯蔵﹂と﹁通過﹂を

作らず︑持ち込ませず﹂との非核三

I日本政府は︑核兵器を﹁持たず︑

盟﹂︵文春新高︶で詳述したとおり︑

右の文書を含め︑同様の内容を

に務める︒︶︵注1︶

私が入手した1971年の米政府

に3点見つかっています︒

記した文章は私の取材でこれまで

原則を﹁国定﹂としています︒しかし︑

ります︒

機密文書には次のような記述があ

日本防衛のためなら﹁核兵器﹂は不

北朝鮮︵朝鎧民主主義人民共和国︶
の核 ミサイル開発に対し︑米国の

︵在日米軍は日本本土を防衛する

− 当時はベトナム戦争のさなか︒

トランプ大統領は﹁あらゆる選択肢﹂
を口にしました︒塞悪の事態として︑

げろことに対して︑公に異議を唱

略的防衛のためにいる︒だから︑日

必要でしょうが︑米軍はアジアの戦

ある︶︑韓国︑台湾︑および東南

はなく︵それは田本自身の責任で
アジアの戦略的防衛のために駐留

ために田本に駐留しているわけで

本土からではなく︑北朝鮮に近い基

している︒︶︵在日および布津純米

セロとは言えません︒その楊合︑米

地︑すなわち在日米軍基地に核兵器

核兵器による北朝鮮攻撃の可能性が

倉持ち込まれることは考えられるの

えなかった︒日米間には︑この間

兵班の目的のためにあり︑戦略的

軍基地はほとんどすべてが米軍の

いわゆる﹁密約﹂関越の前に︑

でi種うか︒

調査しました︒︵注2︶

関する有識者委員会﹂では4点を

に障害が生じることを逝けようと

題を深追いすることで同盟の運営

ヽ

①1960年1月の安保条約改定

思われる︒︶

する﹁暗黙の合意﹂が存在したと

時の︑核特ち込みに関する﹁密
﹂
約
②00年1月の安保条約改定時の︑

つまり︑﹁寄港・通過﹂は﹁持ち
込み﹂とは通うという論理です︒

︒
あ

（抜枠）1969年11月21日

一方︑ソ連ミサイル基地建設を

総理大臣と大琉領は、常に、朝皇韓島（こ依然として緊測大熊が存在することに．王目した。総理大臣は朝鮮半島
の平和維持のための国際連合の努力を高く評価し、強国の安全は日本自身の安全にとって緊要であると述べた。

めぐって米ソが激しく対立したキ

う必要がある戦闘乍瀞手動のためlこ日本の施設区域を使用され得ろ（nlaybeused）、というのが日本

のチェンバレン首相らがミユンへ

る改悪に対して国連軍の反磐が可能となるようI二田連続一司令部の下にある在日米軍によって面ちに行

スロバキア侵攻諸国に対し︑英国

麓山外相∴在韓国連重に対する攻掛二よる緊急重態（こおける例外的措置として＿停戦協定の違反によ

摘したとおり︑恐るべき事態が起き

1960年1月6日

のではない︒︶と前出の範含蓄が指

マッカーサー大使 靭鉾半島では、米国の軍隊か直ちに日本から軍事戦闘作戦に着手しなけれは、国
連軍部隊は停戦協定に逗反した武力攻撃を壁退できない事態が生じ締る。そのような例外的な緊急疎
短が生じた轄全日本（こおける基地を作戦上使用することについて日本政府の見解をうか机、たい∩

朝鮮半島有事の際の戦闘作戦行動

日本政府は核搭載権船の寄港の可

藤山外相とマッカーサー駐日米大使が署名したとされる
朝鮮議事録日本語要旨（仮訳）

に関する﹁密約﹂
能性を知りながら︑﹁事前協議がな

佐藤栄作総理大臣とリチャード・M・ニクソン大統領との間の共同声明

東郷和彦さん 励務継続長）インタビュー 譲磐

着物を合も．）で、合同仝毅を通じて合意されるものを使用することができる。
2 国際連合の軍隊は、全国会漉き返し日本国政府の同意を得て、日本国とアメリカ合衆国との周の安
全保障条約に塞いてアメリカ合衆国♂使用に供せられていろ施設及び区域を使用することかできろ。

審高騰鵬諜擁

の核持ち込みに関する﹁密約﹂

③72年の沖触返還時の︑有事の際

ヽ 1 − − ＞ I I − 1 − − ノ

1954年6月1日公布

ていたのですね︒

日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定（鵬国連軍地位協定）

︵ライシャワー元駐日米大使︵在

1969年11月21日

いので核搭載巌船の寄港はない﹂

万一韓国（ニ対し武力攻髭が発生しこれに対処するため米配が日本国内の施設、区接を戟制作戦行

と虚偽の政府答弁を図会で繰り返

←の沖縄についてはとうです

動の発進基地として使用しなければなっか、ような事態が生じた場合（二は、日本政府としてはこのような
認識に立って、事前協誰に対し前向きに、かつすみやかに態度を決定する方針であります。

密約は生きている

本大臣は、貴長官が次のように通報され
た本日付の貴簡を受領したことを確認する
光栄を有します。

④72年の沖納返還時の︑原状回復

が15日︑ワシントン市内で講演し︑

内閲総理大臣から
合衆国国務長官にあてた書館

憎壊犠関、安全保障．

を務めたジョージ・パッカード氏

沖縄返還交渉でも米国は︑米軍

本国が斉し且つ容易にすること（屯）を、寅国
政凧こ代って確認されれは幸であります。

務省「いわゆる『雷的J問題に
関する有識者委員会」委員を

任1961〜鯨年︶の特別補佐官

︒
か

内及びその間近において支持することを日

務めた。専門はアメリカ政治

米海兵隊が66年に山口県の岩国基

したし、また言児に与えています。

屋大学教授を務めたほか、外

地内に核兵器を一時保螢し︑同大

当穀一文は二以上の加盟国がこのような
国際連合の行動に従事する軍隊を日本国

任。2007年かっ10年まで名古

使の強い抗議を受けて撒壬芋と︑いレ 基 地 の 較 大 隈 自 由 使 用 を 達 成 し て

連合の行動に重要な援助を従来与えてきま

補償費の肩代わりに関する﹁密

に耳を傾けるトラ／ブ大統領︒この日 トラ／フ政権は核

2月2日米ハーシー一ア州の税関同腹警備局施設で発言

︵NPR︶を尭毒した︒︵提供 AP AFLO︶

兵器の役割を増大させることを打ち出した新たな接戦喉

69年5月28日︑米の国家安全保

います︒

ているものの用に供することによって、国際

長、待別編集委員などを歴

暗 に 獲 眼 暇

障会議︵NSC︶は﹁国家安全保

日本国は、施設及び役務を国際連合加
盟国でその軍隊が国際連合の行動に参加し

ト NPO，主人イ／テリン工ンス

と︑00年の日米安保条約改定時に

合衆国国務長官から
内閣総理大臣にあてた書館

ヨーク特派員、ワシントン支局

府の核密約をめぐる調査による

決定しました︒最も重要なポイン

障決定メモ13号﹂︵NSDM13︶を

︵への地盤︶について沖縄の米軍

トは﹁朝鮮半島︑台湾︑ベトナム

l

インタビュー

名幹男さん

班毎ワl があ︒︑寧

1951年9月8日

はるな みきお ジャーナリス

が確定した︒ライシャワー氏が強

吉田・アチソン交換公文（抜群）

研究所理事。共同邁信ニュー

︵当時︶ の会談で﹁広義の轄約﹂

ナショナル・プレス・クラブにおける佐藤栄作内閣総理大臣演説（抜粋）

﹂
約

岩国基地に存在した
した米軍蛙船の日本寄港・滝渇帝日

もは︑具体的には核兵器を捨鼓
米﹁事前協議﹂の対象になるかどう

そうです︒有識者委員会は﹁噌

かという問題でしょうか︒

ったと詩論づけました︒

黙の合意﹂という広義の密約があ

︵︵日本政腑は︶核搭載艦船が事
前協議なしに寄港することを事実

上黙認した︒米国政府は︑日本政

府が一方で核籍誠艦船の寄港も事

しの寄港を黙認する態度をとり続

．−子荒蕪語諦醜議

37

e∴∴勺

にしないかぎり︑仮に地位協定を改定でさても︑米軍の﹁権利・権力・権能﹂は実質的に変更され

開閉開聞開閉閥開聞開聞開聞聞堅固
について︑アメリカ政府解禁秘密文書割引日脚質問日刊u

ii 因

e

み寝技勘乗る女呑み筑カに凄むべき憩室竺ホし︑釣詩的に詮で

溝十月三十︼伯の厨鮒に垂心で﹁租郵緯力強館﹂は深緑の寂剣

牟嚢興情交更をき了錠の下匿﹁必嬢を講握を載ることが乾乗る

と穀めると楽に﹁必饗紀応じ﹂を駒室ことを経緯して泰た︒そ

Q蜜寅に塀野禽蜜ねで璃綬区議外㌍鍵しては常雄としてあ二秘方

が馬蜜の簿齢を洩る種苗にする等襲茸を図少︑又善了簾幕政は

野合同誌烏合②麟穏録で処恕す⁚eこととして東条は三幸通告一

キー局節米料桑は︑人に軽で牢rh

月六日大慶挙英傑は争いでイ︸−シナ♪しなぅ

通観瑠偉㌍停するや鬼

絡．簿．並み霞岳票←言霊・富田しては∵苧行雲言

「日米相互協力及び安全保障条約交渉経緯」の中の、「基地権密約」に関連する記述のあ

「基地権密約」に関連する記述のある外務省「極秘」文書、「日米相互協力及び安全保障

るページ。

条約交渉経緯」の表紙。

ゝ

に参議院で︑安倍首相に ﹁基地権密約﹂
しかし安倍首相は︑
﹁政府として︑米国において公開されたとされる文書の中身について一つ一つコメントすることは

適当でないと考えます﹂

しかし︑外務省解禁秘密文書﹁日米相互協力及び安全保障条約交渉経緯﹂には︑アメリカ政府解

と答弁して︑追及をかわしました︒

だあら︑アメリカで公開された文書だけの問題ではなく︑まさに日本政府の公文書の中身の問題

禁秘密文書の﹁墓地権密約﹂に関連する部分に対応し︑その存在を裏づける記述があるわけです︒

山本議員にはぜひ︑この事実にもとづいて︑安倍首相が言い逃れできない角度から︑﹁基地権密

でもあるので︑ノーコメントによる一一一言逃れはできるはずがないのです︒

約﹂︑について再び追及してほしいと思います︒
／

信奉木津宅も一つけ煮ず葉で書写a
︷

音新しい日米合同委員会の第−回会合の記録
﹁基地権密約﹂文書が︑﹁新しい合同委員会の第一回会議の記録に入れ﹂られたことを間接的に示
す︑アメリカ政府解禁秘密文書があります︒︵一九六〇年七月七日付け︑駐日アメリカ大使館発︑

国務省あて﹁秘﹂公竃︑﹁薪日米合同委員会の第一回会合︑一九六〇年六月二三日﹂︶︒
当時︑駐日アメリカ大使館一等書記官で︑日米合同委員会のアメリカ側政治顧問だったロバー
ト・ブイアリー氏が︑自身も出席したこの会議の概要を︑マッカーサー大使に報告したものです︒
それがワシントンの国務省にも秘密電報によって送られたのでした︒

同文書によると︑その第一回会合はまさに新安保条約・地位協定の発効日︑一九六〇年六月二三
て開かれました︒

日に︑外務省の一室で日米合同委員会の日本側代表が議長役をつとめ︑正午から二時間弱にわたっ
アメリカ側の出席者は︑代表として在日米軍副参謀長F・C・ステルター海軍少将︑随員として
在日米軍からI・B・ウィリアムズ大尉︑W・T・ブラックロック大佐︑R・W・フィン大佐︑
︒L・︑P・エンサイン大佐︑C・A・フェイズナー氏︑大使館からロバート・A・フィアリー一等書

記官の計七名︒

lぅ
日本側の出席者は︑代表として森治樹外務省アメリカ局長︑随員として外務省から田中弘人民︑
一−￠叫東郷文彦アメリカ局安全保障課長︑ハタノヨシオ氏︑ウチダソノ氏︑防衛庁からハットリヒサジ参
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