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（１）「自治体外交」の時代

― 横路道政期の訪韓・訪ソ（1983-1991）

前田 亮介

はじめに

本稿は、 年 月に 年ぶりに革新道政を奪還し、1983 ４ 24

（ ）３ 12 1941期 年にわたって道知事を務めた横路孝弘 －

の「自治体外交」について、新たな一次史料から通時

的見取り図を提示しようとするものである。 年代1980

以降に各地で唱えられはじめた「自治体外交」のスロ

ーガン には、国家間関係や中央政府の軛を越えて地1)

方自治体が独自に、文化・経済面でのトランスナショ

ナルな相互交流を拡大していくようなイメージが時に

つきまとう。

しかし、ソ連との領土問題や、ソ連・韓国との漁業

問題の前線に位置した北海道の場合、越境的な取組み

もおのずと国家間の権力政治に強く規定されざるをえ

なかった。横路自身、道政から国政への復帰目前に公

刊した著作のなかで、北海道を軸にロシア極東やサハ

リン州、中国東北三省と連携する「地域経済圏」が中

、「 」小国の国民経済を優に超える規模をもち 地域国家

や「ネットワーク国家」を形づくる可能性を展望する

一方で、アメリカ合衆国やドイツの連邦制をモデルに

した分権化によって中央政府と地方政府の事務分担を

明確にすることを主張している。横路によれば、従来

の国の政治の仕組みが過度に内政に傾斜して組み立て

られていた難点をふまえ、今後は内政の重点を地方に

移す反面、中央（国）は外交・防衛や安全保障のよう

な対外的調整や国際的対応、さらに通貨のような基幹

。 、的インフラに特化すべきであるという つまり横路は

外交については自治体でなく国が総合的な安全保障政

策の主体となり、グローバルに紛争が拡散する冷戦後

の「戦後処理」にむけた、従来の（横路曰く 「内向）

き」の防衛論議に代わる国際貢献を担うことを期待し

たのである 。2)

とすれば横路の「自治体外交」もまた、政府や外務

省の外交と原理的に背反せず、むしろこれを積極的に

補完するものであり、 年代の日本外交 がとりえ1980 3)

た選択肢のうちに位置づける必要が出てこよう。本稿

はそうした作業を通じて 「新冷戦」下で野党知事が、

進めた外交の達成と限界について歴史的な評価を試み

たい。そのことは、戦後日本の革新（地方）政権や社

会民主主義政党の外交が有した可能性 に、あらため4)

て光をあてる営みになるかもしれない。少なくとも、

非自民リベラル勢力の結集という 年代後半の政党1990

再編に、道内・全国双方できわめて大きな役割を果た

した横路の訴求力の源泉が、激動の時代の知事経験に

あったことは疑いない。自治体外交と政党政治の接点

に、本稿の第一義的な関心はある。

そこでまず第一章では、政党政治からみた横路道政

の特徴を「道民党」構想から検討する。次いで第二章

・第三章では、政党政治家としての横路の資源となっ

た韓国とソ連への外遊を取り上げる。在任中の訪韓・

訪ソとも複数回に及ぶが、就任まもない 年 月の1983 9

訪韓と、 年 月の訪ソについては、外交記録公開文85 ４

書によって機微を再現できる。またこれ以降の外遊

1986 ９ 88 11 91 ９ 90 ６ 91（ 年 月・ 年 月・ 年 月訪韓、 年 月・

年 月訪ソ、 年 月訪露）も 『北海道新聞 『北海11 92 ８ 、 』、

タイムス 、さらに全国紙の北海道版など新聞報道によ』

って、経緯を比較的詳細に追うことができる。他方で

横路の国際交流の拡大は、知事与党たる日本社会党内

に激しい反発を惹起しかねない、微妙な扱いを要する

問題だった。こうした 年代の社会党ガバナンスを1980

動揺させた対外関係要因にも目を配りつつ、叙述を進

めたい。
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第一章 「道民党」という路線

：横路道政の政治史的位置

横路が最初の道知事選で、さらに知事在職中も「道

民党」を名乗ったことはよく知られる。そうした姿勢

は第一に、 年代～ 年代に一世を風靡した革新自1960 70

治体の歴史と、自らをはっきり断絶したものと位置づ

ける意識として現れた。象徴的なのが 「落下傘で赤、

レンガに単身おりるわけじゃない」 などと、当選直5)

後から自らの「落下傘」性を否定する志向を鮮明にし

たことだろう。社会党の機関紙で新知事としての抱負

1904-198を語ったインタビューでも 「美濃部〔亮吉、 （

4 1915-19）―筆者注（以下同じ （）〕さんや飛鳥田〔一雄

〕 、「〔 、〕90） さんが首長就任時に 保守体制の敵中に一人

落下傘で降りたみたいだ」と話されたが、私にはそん

な気持は全くない。知事は政治力結集のかなめ、マネ

ージメントの二つの役割をもっている。道政楽団オー

ケストラの指揮者として努力していきたい。そして、

道政にイデオロギーを抜きにしたメリハリをつけてい

きたい」と述べ、西欧型の社会民主主義政党への社会

党の脱皮を要望している 「落下傘」とは革新市長6)。

が異口同音に繰り返してきたクリシェで 「泥田のな、

かの丹頂鶴 のようなヴァリエーションも」（松下圭一）

あった。横路はいわば「泥田」を「道政楽団オーケス

トラ」に 「丹頂鶴」を「指揮者」に読み替えること、

で、保革の対決姿勢をまず緩和させたのである。

そのことは第二に、革新市長のカリスマにして社会

党最左派の飛鳥田一雄を委員長とした当時の党執行部

との緊張関係を 「道民党」の語感に反映させること、

になる。はじめに、横路の社会党内での立ち位置を確

認しておきたい。元来、横路は「新しい流れの会」や

「政権構想研究会」に属する社会党右派 のエースで7)

あり、社公民路線による非自民・非共産政権をめざす

点で、マルクス主義系の社会主義協会を基盤とした飛

鳥田執行部との対立は根深かった。横路はまた、社会

党を離党した江田五月 ら社民連とも近い関係（ ）1941-

にあった。なお、江田三郎 と盟友だった（ ）1907-1977

横路の父節雄 も、義兄に野呂栄太郎を持（ ）1911-1967

ちながら、人民戦線論を否定し、共産党排除の姿勢を

保った、黎明期社会党の指導者である 。このように8)

横路家二代は、外交・安全保障をはじめとする党内屈

指の政策通であったのみならず、民社党離脱後の社会

党右派を代表する点でも共通の系譜に属していた。こ

うした党内路線対立がまずあり、しかも「勝手連」の

ような広範な支持層の掘り起こしが展望されつつあっ

ただけに、横路は知事選への党執行部の関与や介入を

嫌って「道民党」を掲げたのである。

しかも横路にとって幸先が良いことに、革新自治体

の時代は終わりつつあった。前兆が、戦後はじめて保

守に奪取を許した 年の釧路市長選である。現職で1977

協会系の山口哲夫 を 選させるべく、飛（ - ）1928 2020 ４

（まもなく社会党委員長（ ）鳥田横浜市長 1977.12-1983.9）

は 名の革新市長を率いて応援にかけつけたものの、14

自公民連携に敗北した 。9)

さらに、社会党が横路を単独推薦した 年の道知1983

事選では、候補が善戦する目玉選挙区のテコ入れを統

一地方選挙全体の活力につなげたい三宅坂の社会党本

部から飛鳥田委員長の来援の受け入れ指示が道本部に

届いたにもかかわらず、社会党北海道本部・横路選対

（札が抵抗したことで、飛鳥田は結局、投票三日前に

幌でなく） （横路の同行も旭川で演説するにとどまった

。しかも、横路は当選後に行われた『文なかった）10)

藝春秋』編集長のインタビューでも、応援にきた飛鳥

田や石橋政嗣 が大票田の札幌に入れて（ - ）1924 2019

もらえなかったことが勝因だったのでは、という冗談

めかした質問に対し 「飛鳥田さんがどうしたかとい、

うのは、僕はまったく知りません 」などと飛鳥。（笑）

田をすっかり突き放している 。11)

実際、当選直後に国会の社会党記者クラブで開かれ

、「〔 〕 。た臨時記者会見で 道庁の 人事には手を着けない

飛鳥田片肺執行部を批判してきた私だから、恣意的な

人事は絶対しない」と啖呵を切り、また社会党議員団

名を前に「社会党もこれ〔私の今後の政策〕を参考50

」 、にしてもらえれば政権を取れる と豪語するなど12)

横路は自らの政権構想の多くを、飛鳥田執行部批判と

結びつけて正当化したといえよう。また社会党道本部

でも、横路の「道民党」イメージが当選後に損なわれ

ないよう、細心の注意を払うこととなった 。13)

もっとも、こうした横路路線が当時の革新首長に広

く共有されていたわけではない。より社会主義協会と
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近い系統 では、横路と同じ（ただ向坂派とは分岐 ）14)

1920 20タイミングで福岡県知事に当選した奥田八二（ -

が挙げられる。一見すると、勝手連のような市民01）

運動を基盤とした当選という点で両者は似通ってい

る。しかし奥田は社会党右派への警戒が強かったこと

に加え 、同じ九州の平松守彦 大分県15) （ ）1924-2016

（ ） （八田の知事や細川護熙 熊本県知事のような1938- 、

「スタンドプレー」型の知事への反感言葉を借りれば）

を日記の随所で露にしていた。とくに平松が提唱した

「一村一品」運動に対しては、そこにある「九州は一

つ」という世界観 や東京一（ 型九州論、九州府論）ＥＣ

。極集中批判の訴求力につよい嫌悪感を抱いていた16)

よく知られているように、横路は知事在職中に平松の

「一村一品」運動を政策の目玉として導入し、また往

（岩波ブックレット、 ）復書簡『東京ぬきでやろう』 1994

も刊行するなど平松と親しかった。さらに細川とも知

事七人会の一員として、あるいはのちの細川政権への

期待感からしても、近い関係だったと思われる。もち

ろん、革新知事だった奥田が中央とのパイプや依存を

九よしとしていたわけではなく アジアのなかの福岡、 （

、 。 、州ではなく）といった構想があったようである ただ

「 」 「 」東京一極集中に負けない 地方の時代 や 一村一品

（そして直接言及されていないが横という、平松や細川

のような、当時もてはやされつつあった「スタン路）

ドプレー」知事が喚起していた、従来の自民党の利益

政治に代わって地域の「自立」や「コミュニティ」の

価値を強調する、いわば「セルフメイドマン」的なリ

ーダーの偶像 を、奥田が鼻白む思いで眺めていた17)

ことが窺える。要するに、飛鳥田や奥田のような旧世

代の革新首長と 横路のような新世代の革新首長は 革、 「

新 という名の下の同床異夢にすぎず ポスト 革」 、 「18)

（横路、平新自治体」型の首長というべき後者の系譜

が非自民政権構想を先松、細川、武村正義（1934-）ら）

導していく情勢が、次第に整いつつあった。

実は道内でいえば、社会党内の左右対立を架橋しう

る存在だったのが 年から 年まで帯広市長を長く1955 74

務めた吉村博 である。吉村は五十嵐広三（ - ）1911 1983

・旭川市長を「次男 、山口哲夫・釧路市（ -1926 2013） 」

長を「三男」とする「革新三兄弟」の「長男」と呼ば

れており 「おやじさん」と慕われる人望から社会党、

道本部委員長も務めるなど、北海道の「革新の巨星」

だった。左派に属したが、革新道政奪（五十嵐広三）

還の夢をはたすべく、難航した横路擁立 と選挙戦19)

での道内のオルグのため老骨に鞭打って駆けまわり、

当選を見届けたその月に亡くなる 。横路も敬愛す20)

る長老吉村が担ってきた左右の結節点の役割が失われ

たことで、道内の革新勢力布置が流動化しやすい状況

が生まれていたと推測される。

この点で興味深いのが、 年 月から 年 月ま1994 ６ 96 １

（ －）で自社さ政権を首相として率いた村山富市 1924

が （旧）民主党の結成にいたるリベラル新党再編の、

問題で自らと対立を深めていった、国政復帰後の横路

について語った以下の証言だろう。

結局、北海道議〔会議員〕は横路氏とともにみんな民主

党に行ってしまった。もともと北海道は社会主義協会が

一番強かったところだった。主要な労働組合の指導者に

協会派が多かったんだな。社会党王国とも言われていた

な。……やっぱり横路氏の影響力が強かったんだろう。

だから〔北海道の国会議員も〕みんな右にいってしまっ

た。

……〔社会党左派を右派に結集させる力が横路にあった

〕 。 。のは 知事だから しかも三期もやればそりゃあ強いわ

〔 〕 。 〔 〕道 議 会議員を押さえていた そして国会議員は道 議

会議員を頼りにしているから、道〔議〕会議員が民主党

に行くとなったら国会議員もみんないなくなってしまっ

た。だから北海道は国会議員も全員が民主党に行ったん

21)だ。

ここには、社会党左派に属する政党指導者だった村

山の「社会党王国」崩壊への失意が、道議会議員―国

会議員―連合を通じた横路の動員力への過大評価をも

、 。 、たらした部分も あるいはあったかもしれない ただ

社会党道本部を（旧）民主党道連がほぼ吸収するかた

ちで 、北海道革新の政治地図が 年代後半に大22) 1990

きく塗り替わったことに、 年の横路道政が規定的な12

役割をはたしたという指摘は、やはり注目に値する。

では、社会主義協会系の運動家を一掃し、ないしそ

の不満に対応しつつ、社会党の道議会／国会議員を

「右」にまとめた知事の求心力はどこにあったのか。

本格的分析には政党組織や選挙に立ち入る必要がある
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が、以下では、そうした求心力の一端をなしたものと

して、外交争点 への諸対応（漁業問題や北方領土問題）

に注目する。先述した開票翌日 の社（ 年 月 日）1983 ４ 11

会党代議士会で、田辺誠 書記長代行の示（ ）1922-2015

、唆で委員長席 に座った横路は（ ）飛鳥田は欠席していた

マイクを握って「これからは北海道の知事として行動

するので、韓国漁船問題や牛乳の消費拡大問題などみ

なさんの地域と利害がぶつかるものもあるかもしれな

いが、よろしくお願いしたい。どうか長い目で見守っ

て欲しい 」と自党の議員たちに念を押した 。代議。 23)

士の論理と道知事の論理が、短期的には衝突しうるに

せよ、将来的に社会民主主義政党の枠内で調和する希

望を語ったものともいえよう。そして横路が予告した

ごとく、北海道と西日本の利害が相克する韓国漁船問

（横路は知事就題は、与党内の後述する問題に加えて

、野党自民党任とともに社会党を形式上離党しているが）

からの批判や漁業関係者の圧力も大きい現在進行形の

難題だった。次章では、この問題に「北海道の知事と

して行動」した横路の訪韓の経緯とその帰結を、外務

省文書を軸に跡づける。

第二章 横路訪韓と漁業問題

年 月 日記者会見をおこなった横路は、北海1983 ８ 17

道周辺海域における韓国漁船操業問題の解決のために

訪韓し、北海道漁業者の窮状を韓国政府首脳に訴える

決意を明らかにした。横路はこの問題の打開を道政上

の重要課題とうけとめ、外務省を通じて韓国政府側の

。 、受け入れ意向を打診していた 横路の外国訪問は24)

知事就任以来はじめてのことだった。

韓国の大型トロール船は 年頃から北海道近海に1966

出没しはじめ、やがて韓国でも北洋漁業が勃興したこ

とで 年からは漁場に向かう途中 で操業75 （北海道沖）

しはじめた。 年に締結した日韓漁業協定では相手1965

国の 海里内では操業禁止とされたが、領海設定では12

ないため航行は自由であり、北洋に向かう韓国船が北

海道沿岸に 近づいた航行中に（ときに 海里近くまで）３

漁網を投下して操業する方式をとったため、刺し網な

ど漁具被害が急増した。北方水域で深刻な漁具被害を

19引き起こしたのはソ連の大型漁船も同様だったが、

年から日本もソ連に対抗して 海里漁業専管水域77 200

と領海を設定したことで、ソ連漁船については 海200

里内の操業を管理し、 海里水域の接近を法的に防ぐ12

ことができるようになった。しかし韓国・中国に対し

ては既存の漁業協定が優先され、また日本の「漁業水

域に関する暫定措置法」も適用除外されたため、日本

近海での自由操業が保障された韓国漁船の接近を防ぎ

ようがなかった。このような韓国漁船の北海道・東北

近海域への進出は、日本が西日本漁業では十分な権益

を享受していたバーターという面もあったが、米ソの

海里設定の結果、ベーリング海から締め出された200

～ トン級の韓国大型トロール漁船が北海道沖1000 2000

1979 １ 1700に集中し、 年 月までに沿岸での漁具被害が

件、 億円に達するなど、 海里体制以降、日本側に６ 200

大きな不満を残す構造が新たに生じつつあった 。25)

「 」 、日本は伝統的には 公海自由の原則 を掲げており

自国の近隣水域については 海里の領海で守りつつ、12

遠洋漁場については極力自由を確保しようとしたが、

前者は守りきれず、後者は接続公海を守る相手沿岸国

の実力行使にあった。外国漁船の漁具被害に苦しむ全

国の沿岸漁業団体は、北海道漁業協同組合指導事業連

合会を中心に、韓国を意識した 海里領海設定運動を12

開始していたが、遠洋漁業との関係から 海里設定200

運動に当初発展せず、韓国・中国近隣水域で操業する

西日本漁業者との足並みも乱れがちだった。 年か1976

ら大日本水産会などが韓国漁業界との民間漁業交渉を

開始し、 年 月には、 海里適用問題は棚上げし80 11 200

、 、つつ 北海道沖のトロール漁船の操業一部自粛を柱に

済州島周辺での日本の以西底びき網漁船の操業自主規

制も盛り込む日韓の政府間暫定協定がまとめられる。

だが自主規制に抑止力はなく漁具被害は相次いだ。依

然解決しない状況を前に、韓国漁船への 海里漁業200

規制法適用を求める声が高まる中、 年に北海道沖1991

にトロール漁船自主規制ラインが設定されるも、効果

1983 86 91はやはり限定的だった 。横路の 年、 年、26)

年の訪韓は全て韓国漁船問題が主題であって、それだ

け持続的な争点であり続けた。しかも、これまで日韓

漁業交渉 の主要な争点だった西日本漁場との調整27)

、 。は 竹島／独島の領有権問題もからんで複雑を極めた

こうした歴史的経緯のなか横路が訪韓を決断した理



15北海道史への扉 第２号 (2021.3)

（1983-1991）前田亮介 ／ 自治体外交の時代（１）- 横路道政期の訪韓・訪ソ

由は、北海道沖と済州島周辺の相互自主規制を定めた

「日韓両国政府による暫定措置」が 年 月末に期1983 10

限切れを迎えるのを控え、北海道漁民の間で韓国漁船

への 海里適用運動がとみに活性化しつつあったか200

らだっただろう。とくに彼らの怒りが頂点に達したの

は、日本海武蔵堆太平洋海域の乱獲に加え、室蘭沖で

韓国トロール船によると思しき大量のスケソウダラの

投棄が発見された事件であった。ただし、西日本沖合

底引業界の支持はとりつけたものの、外国 海里内200

漁場に依存し、韓国漁船の規制強化が済州島での規制

強化につながると考える以西底引業界は「改悪措置に

は絶対反対」であり、こうした水産業界の分裂に便乗

するかたちで、東西のワンパッケージで解決しようと

する日本政府の従来の外交姿勢には批判も根強かった

。それだけに横路への漁民の期待は少なくなく、28)

８また横路もそれに応えようとした。北海道が政府に

月提出した「韓国漁船の操業問題に関する要望書」で

は、韓国漁船の「無謀操業」が急増していること、困

窮した漁業者の韓国への憤懣がその極に達しているこ

と、こうした「本道の切迫した事情」をふまえ抜本的

解決を図るために、韓国に「漁業水域法」の適用、な

いし日本漁船と同様の操業規制を行う必要性を強調し

ている。前者の 海里適用論は強硬に映るが、後者200

の韓国船への操業規制要請は幅のあるものだろう。

漁民の世論に寄り添う姿勢を誇示する一方で、本章

の冒頭に記したように、横路は外務省との調整も進め

ていた。ただそもそも外務省と横路の関係は、元来決

して穏やかなものではなかったと思われる。横路は代

議士時代、沖縄「密約」をめぐる西山事件で外務省公

電を秘密裏に入手し国会で公表した経緯があり 、29)

外務省から組織的な非協力姿勢をとられても不思議で

はない人物だった。しかし、外務省は次章でとりあげ

る訪ソ問題も含め 「自治体外交」への協力姿勢を基、

本的には貫いた。横路は 年 月 日に金浦空港か1983 ９ 23

ら入国、午後に前田利一 大使の表敬を公（ ）1921-2002

邸で受けたのち、韓国外務部・農水産部・水産庁の要

人と面会しているが、これに先立つ 日付で外務省北12

東アジア課が作成した「横路北海道知事一行の訪韓に

ついて」には、以下のように記されている 。30)

１、先般、横路北海道知事が訪韓するとの情報に接した

ので、同庁東京事務所に対し、当省にて協力できる点

あれば積極的に協力する意向である旨伝え置いたとこ

ろ、同時点では「検討はしているが、未定である」と

の回答を得た。

２、しかるところ 〔 月〕 日北海道庁（国際漁業課さ、 ９ 12

なだ〔真田俊一（ ） 〕氏）より電話にて1941-2010 カ

次のとおり連絡越した。

（1）同知事一行……は、 月 日午前訪韓、同 日夕刻９ 22 23

帰国の日程で検討中である。

（ ） 、 、2 一行は滞韓中に韓国側の外務部長官 農水産部長官

水産庁長〔官 、同庁漁業振興官、同庁生産局長等と〕

の面会を希望しており、現在、日韓・韓日議員連盟

を通じ、アポイントメント取り付けにつき手配中で

あるが、現在のところ、アポイントメントの取りつ

、 。 、けがうまく進んでいないので 心配している なお

本件に関しては、水産庁を通じ在韓国大〔使館〕の

川上書記官に対し側面的協力をお願いしている。

〔中略〕

３、これに対し当方より、外務省としても北海道周辺水

域での漁業問題について重大な関心を有しおり、水産

庁とともに鋭意対韓交渉に当たっているところであ

り、従って、横路知事一行の訪韓についても強い関心

を有しているので、事実関係を初〔始〕め要望事項あ

れば、公式に要請ありたい旨、川上書記官への依頼に

言及しつつコメントし、いずれにしても早速上司に報

告しておく旨述べておいた。

この道庁との往復は、公式の交渉ルートを水産庁と

ともに担う外務省による統制の志向を窺わせなくもな

い。また翌 日に起案された韓国大使宛外相電信案に13

は、横路が大使といちはやく面会すべきこと、また北

海道選出の参院議員・北修二 からも（ ）1925-2007 31)

非公式な便宜供与の依頼があったことが記されてい

（ ）る しかし 日に前田大使が安倍晋太郎。 、15 1924-1991

外相に発した電信からは、韓国側が当初、横路訪韓に

やや当惑しており、また要人を面会させることにも積

極的ではなかった事情が浮かび上がる。

日アラ〔荒義尚〕より外務部金・ソクウ東北ア１課長１４
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に本件アポイントメントを申入れた際、先方は（１）漁

業問題につき両政府間でえい意話合いが行われているこ

の時期に本件訪韓が行われることはタイミングの点で問

題があると思う （２）外務部長官は国連総会出席のため。

日ごろ出発する予定になっており、アポイントの時間24

、 〔 〕がとれるかどうか懸念がある旨述べたので 当方 前田

より、政府間交渉は交渉として、知事としてはやはりこ

、の時機に訪韓する必要があると判断されたものと思うし

また、それとは別に、知事が社会党の政治家として訪韓

されるという点に着目すれば、政治的にみて極めて意義

のあることと思うので、何とか外務部長官とのアポイン

、トメントが実現出来るよう配慮願いたい旨述べたところ

先方は、努力する旨約した。

韓国側が何を警戒したかは定かでないが、京城帝国

大学出身で韓国語を流暢に操る前田大使は、自律的な

政府間交渉とは別に道知事訪韓の必要があったこと、

また知事が社会党の政治家であることに注目すれば

「政治的にみて極めて意義のあること」を強調し、そ

の上で多忙な外務部長官と横路の面会が実現するよ

う、善処を促したのである。さらに、同日付の前田大

使の別の外相宛電信 には 「横路知事一行の（ 号）3407 、

訪韓に関し早速要人との面会アレンジ等を申し入れた

際の韓国政府担当部局の反応は、冒頭往電の如くやや

事務的で、ことの「重み」を十分理解していないやに

見受けられた」と韓国側の鈍感さが批判されており、

くわえて以下のような興味深いメッセージを韓国側担

（史料中の下線はす当者に発したことが報告されている

。べて引用者による（以下同じ））

（3）御承知のとおり、この北海道しゅうへん水域そう業

問題は、日韓間で緊急かつ円満な解決を要する重要

問題であり、それ故にその原則的な点については１

月の首のう会談、 月の外相会談及び閣僚会議でも８

話合われたところであるが、万一この問題が円満か

19つ適時に解決されない場合には 〔中曽根康弘（、

〕総理訪韓を契機に積み上げられつつある18-2019）

新時代の日韓善りん友好関係への双方の努力に水を

さすことになりかねない深刻な問題である。

（4）日本の最有力の地方公共団体の つである北海道の１

知事が漁業関係者等を伴つてわざわざ訪韓し、実態

の説明に来ることは異例のことであり、このこと自

体本件の重要性を良く示している。

（5）本来の目的たる漁業の面に限つても、このように今

回の横路知事一行の訪韓は、大変な重みを持つこと

であるが、たまたま同知事はこれまで衆院議員をつ

とめ、有力な社会党メムバーであることも重要であ

る。韓国政府は、日本の野党第 党たる社会党の議１

員に韓国を直接見聞してもらいたいと希望し、その

ための働きかけもやつてこられたと承知するとこ

ろ、これまで不首びに終つており、来たる 〔列IPU

国議会同盟〕にも日本社会党は参加しない。かかる

観点からも、社会党系の有力政治家たる横路氏に韓

、 。国を親しく見てもらうことは 極めて有益であろう

（6）また、今般の 〔大韓航空〕機撃つい事件で、現KAL

地漁民をはじめ北海道の官民がそうさくや韓国の遺

族の接遇等にけん身的な努力を続けていることは、

良く御承知のとおりである。

（7）本件訪韓のアレンジは、韓国の直接の担当官庁たる

、 、外務部 農水部及び水産庁にお願いしているところ

まさかそういうことはないと思うが、単に現在行な

われている実務者協議との関連で「民間のちん情団

が来韓する」位の気持ちで取り扱われては大変なの

で、横路知事訪韓の「重み」を十分理解の上、韓国

政府として対応していただきたく、場合によっては

貴官 〔黒塗り〕の側面的協力をお願いするこ■

ともあり得ると思つておみみに入れておく次第であ

る。

（野党第このように、前田大使は、北海道知事かつ

社会党の有力政治家の訪韓一党ながら韓国と敵対的な）

がいかに異例で「重み」をもつかをあらためて強調し

「民間のちん情団」と同一視してはいけない（4、5、7）、

こと、また横路の訪韓が補完する日韓漁業交渉の帰趨
32)如何では、全斗煥 政権への巨額経済支援（ -）1931

を皮切りにした中曽根政権下の良好な日韓関係も揺る

ぎかねないことなど、威嚇もまじえて韓国側が認識を

改めるよう強く促した。翌 日にも「件横路知事一行16

の訪韓の重要性を重ねて強調の上、イ〔・ボムソク、

李範錫 〕外務部長官との面会を短時間で（1925-1983）

」 。良いからぜ非実現してほしく と念押ししている33)
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そして 日、国連出張直前の李外務部長官と前田は面22

会し、あらためて以下の 点を強調した。３

（1）横路知事一行は、御承知のとおり、当面の日韓間の

重要懸案たる北海道しゆうへんの漁業問題の説明に

訪韓するので、韓国側上層部において良く一行の話

を聞いてほしい。

（2）また、これはしゃかに説法だが、横路氏は、日本社

会党系の有力若手政治家であり、北海道民が直接選

挙で選んだ知事である。社会党と殆んどつながりの

なかつた韓国としては、横路氏のように将来をしよ

く望される有力政治家と意見交換をするこの機会を

最大限に利用されてしかるべきではなかろうか。

（3）更にこれも御承知のとおり、今般の 事件では、KAL

横路知事以下北海道庁は大変良く協力してくれてお

り、かかる協力なくしてはそうさく等本件のスムー

ズな処理は不可能であろう。

以上のように前田大使は、横路訪韓をめぐる韓国外

務部との事前折衝で、一貫して横路を手厚くもてなす

ことを求め、その理由として、深刻な漁業問題に直面

する北海道知事という側面以上に、韓国にとって接点

がのどから手が出るほど欲しいはずの社会党の若き実

力者という側面に力点を置いていた。わずか二日間の

横路の訪韓に在韓日本大使館がここまでコミットメン

トした事情を窺える材料は手元にないが 韓国側に 恩、 「

を売る」目的にせよ、眼前の日韓漁業交渉を有利に進

める目的にせよ、それ以外にせよ、外務省にとって横

路は、外交ルートを多元化させてしまうような阻害要

因ではなく、むしろ日韓関係のさまざまな次元での促

進要因として認識されていたとみることができるだろ

う。

ちなみに、韓国外務部が作成した「日本 北海道知

事 訪韓 」という書類には 「同人は衆議員1983.9 、

五選の経歴を経て、 年 月北海道知事に当選された83 ４

社会党内有望人士であり、社会党政治人としては初め

。」 。て韓国を公式訪問する人士です と記されている34)

作成日次第で解釈が分かれうるものの、おそらく前田

との折衝を経た韓国側が、社会党の有望株かつ潜在的

な知韓派として横路に高い期待を寄せるようになった

のではないか 。そのこ（実際には横路は離党しているが）

とと関わるかは微妙ながら、第二期政権での「食の祭

典」で大きく失速した 年 月、訪韓した横路は、1988 11

大韓航空の新千歳空港への定期就航にむけて 会長KAL

の趙重勲 に面会し、乗り入れ決定の約束（ ）1920-2002

をとりつけることに成功している。道の新長期総合計

画の目玉の一つであった国際エアカーゴ基地構想にも

1911-連なる成果であり、事前に趙の親友の瀬島龍三（

に仲介させる周到さであった 。おそらく横路2007） 35)

にとっても、知事として得た韓国との接点は大きな政

治資源となったのである。

そして、石橋政嗣・土井たか子 委員長（ ）1928-2014

時代に大きく対外姿勢が変容するものの、社会党にと

って朝鮮半島政策は内紛の火種であり 、横路が仮36)

に社会党員であればこの時点での訪韓は代議士第一号

となるため、激しい紛糾を招いた可能性があった。実

際、 年 月に元書記長の山本幸一 党1984 11 （ ）1910-1996

、 「 」顧問 小林進 代議士ら長老 名が 私人（ ）1910-1997 ５

として訪韓したことが最初であり、公式には土井体制

1926-下の 年に政構研代表の代議士・川俣健二郎1988 （

、次いで石橋政嗣前委員長を団長とする訪韓ま2016）

で実現しなかった。たしかに社会党とのつながりは、

金泳三 や金大中 のような民（ ） （ ）1927-2015 1924-2009

主派にとって待望だっただろう 。また 年に委37) 1987

員長に就任した土井たか子が訪米の選択をするにあた

、 。り訪朝と時期を重ね合わせたことは 象徴的である38)

横路自身は 年に韓国へのビザを申請したよう1978

に、また党内右派の立場からしても、訪韓への抵抗感

はきわめて小さかっただろう。しかし上述した党内の

左右対立に加え、道内の社会党の有力代議士で 「新、

1915-20しい流れの会」以来、横路と親しい安井吉典（

年 月の自民党・社会党訪朝団への流れ02）は、1990 ９

も後押しした、党内北朝鮮派の長老だった 。それ39)

だけにこの訪韓問題は、横路個人にとってもやや微妙

な問題を投げかけたと思われるが、この論点について

は後考を俟ちたい。

1986ともあれ、最初の訪韓を上々に終えた横路は、

年に再び韓国漁船問題に直面する。 年に締結された83

政府間の暫定協定にはなお問題の先送りの側面があ

り、期限切れが迫るにつれ 海里適用をという対韓200

。 、国漁船強硬論が高まる構図が繰り返された 月 日９ 16
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韓国漁船の「無謀操業」を批判する全道漁民総決起大

会が開催され、ゼッケン、鉢巻き姿の漁民 人が集600

結した。壇上に姿を現した横路は 「韓国漁船の取り、

締まり権限もない現状はとても容認できない。二百カ

イリ法の全面適用は今や全国民の声であり、実現のた

めに全力を注ぐ 」と激励している。現場では 「なぜ。 、

日本漁民を見殺しにして韓国漁船を助けるのか 「漁」、

具の被害補償すら未解決のままだ 「減船の血を流し」、

た海に韓国漁船を入れるなら、海上で不測の事態も起

きかねない」といった政府への不満が次々昂進してい

。 、 、った こうした情勢のもとでは 横路の選択肢も40)

対韓 海里全面適用論の一択に絞られてしまったか200

もしれない。下旬の訪韓を控え、横路は「韓国漁船の

問題は、道民の最重要課題として政府に要請してきて

いる。二百カイリ法適用は全国的なうねりとして高ま

っている」と述べるなど、北海道漁民の世論を代表し

て政府が外交折衝している韓国船の操業規制を「側面

から後押し」しようとした 。41)

ただ 年の訪韓まで含め、横路が日韓漁業交渉の1991

打開に貢献しうる余地は狭小だった。第二の訪韓に先

立つ 年 月 日に首相官邸で開催された全国知事会1986 ９ ３

議の、全閣僚との懇談会の席上、横路は韓国漁船に対

。する 海里法適用への政府の取り組みを求めている200

これに対し加藤六月 農水相は、韓国漁船（ ）1926-2006

の規制が緩やかな従来の方法の問題点には理解を示し

たものの、 海里法適用には「日韓関係も含め事務200

レベルの交渉を積み上げたい」と言質を与えず、倉成

正 外相もまた「デリケートな外交問題も（ ）1918-1996

あり慎重に検討していきたい」と追随した 。日韓42)

漁業問題での横路の尽力は、今日必ずしも記憶されて

いない。

しかし、第一回訪韓にみられた外務省との関係の複

雑さは忘却されるべきではない。日ソ関係では複雑さ

がより顕著となろう。 年はじめに開催された「横1990

出路道政の成果と課題 と題する社会党関係者の鼎談」 （

席者は横路、対馬孝且（ ）道本部委員長、森尾曻1925-2012

。（ ） ）1928-2006 ３全道労協議長の 名 はその点で印象深い

ペレストロイカによる日ソ関係の改善に期待を寄せる

横路に対し、森尾は「昨年秋に同省〔外務省〕のある

課長と会った時 「外務省には優秀な若手がたくさん、

いる。横路道政が国際的に何かをやるといえば、応援

団をつくって支援しますよ」と話していた 」とのエ。

ピソードを紹介した上で 「横路知事を先頭に道内経、

済人が外務省に直接働きかけるなどして、ペレストロ

イカを進ませるよう頑張ってもらいたい 」と述べて。

いた 。第三章では、日ソ関係における横路「自治43)

体外交」の軌跡を検討する。

（次号に続く）

注

https://chiholog.net/c1) 「地方議会議事録横断検索（

」によれば 「自治体外交」の最も早い使用hiholog） 、

例の一つは、 年 月 日の新潟県議会での君健男1974 10 2

知事（自民党）の答弁である。新潟市が 年にソ連1978

・韓国総領事館を日本海側ではじめて開設し、自治体

の国際交流に先鞭をつける役割を担ったことからすれ

ば、意外性は薄い。

その後、 年代に「自治体外交」は急速に浸透・1980

定着していった。 年 月 日の『読売新聞』東京1979 11 ４

版朝刊では 「 自治体外交”時代が来た」との小特集、“

が組まれている。 年秋の全国知事会議で、福田赳1977

夫首相に知事たちが カイリ時代およびベトナム難200

民への対応を強く要請したのを契機に自治体間の国際

、 、交流が急増し 自治省や外務省も重視しはじめたこと

これが長洲一二・神奈川県知事の提唱する「地方の時

代」のスローガンとも共振したこと、が紹介されてい

る。ただ、 年 月 日の大阪市議会で自民党の北山1980 ３ ６

篤が市長への質問で「自治体外交のあり方」を肯定的

に問うたように、元来は「革新（自治体 」色が必ず）

しも強くないスローガンだったようにも思われる。

それもあってか、横路道政初期の道議会では、新知

事が掲げた「自治体外交」の意味を問う質問が野党自

民党の道議から相次いでいる（ 年 月 日の吉田政1983 ７ ５

、 、 ）。 、一 月 日の若狭靖 月 日の伊藤弘 その後も７ 14 ７ 16

「自治体外交」の内実が具体性に乏しいという道議会

での批判は、 年 月 日に工藤啓二（公明党）の1984 ８ 19

例がある。
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1995 138-139 151-2) 横路孝弘『第３の極 （講談社、 ） 、』

頁。第五章では、北東アジアの地域安全152、169、195

保障への提言として「知的通商国家」日本を展望して

いる。横路の知事時代の発信では（ 自治体外交」と「

）、「 」冠してはいないが 地域・自治体からみた平和外交

（ 資料平和経済』 「北海道の国際交流と『 ）、305、1987

平和外交 （深瀬忠一・森杲・中村研一編『北海道で」

』 、 ） 。平和を考える 北海道大学図書刊行会 もある1988

最新の研究として、若月秀和『冷戦の終焉と日本外交3)

：鈴木・中曽根・竹下政権の外政 年 （千1980～1989 』

倉書房、 、また概説として佐藤晋「 経済大国」2017） 「

日本とアジア： 年代 （宮城大蔵編『戦後日本の1980 」

アジア外交』ミネルヴァ書房、 。2015）

中北浩爾「社会党と対外経済関係：戦前から戦後へ」4)

（ 国際政治』 、吉次公介「日本社会党の対『 ）109、1995

」（『 』アジア外交政策： 年代前半を中心に 沖縄法学1950

、濵砂孝弘「安保改定をめぐる日本社会党の30、2001）

政策過程 （ 九大法学』 、谷聖美「社会党」『 ）118、2020

における政策変更：石橋体制下の対韓政策をめぐっ

て （ 岡山大学法学会雑誌』 、池井優「日」『 ）36-2、1986

本社会党の対米外交：訪米代表団を中心として （ 法」『

学研究』 、原彬久『戦後史のなかの日本68-10、1995）

社会党 （中公新書、 、宮城大蔵『現代日本外交』 ）2000

、 』（ 、 ）。史：冷戦後の模索 首相たちの決断 中公新書 2016

「東西南北 『社会新報』第 号北海道版 年 月5) 」 2658 1983 ８

日。27

「横路孝弘新知事に聞く 『社会新報』第 号東京6) 」 2615

版 年 月 日。1983 ４ 19

「 」「 」 、7) 1980 90～ 年代の社会党の 左派 ・ 右派 については

「 」山口二郎 村山富市：過去への良心と未来への無関心

（ 『 』宮城大蔵編 平成の宰相たち：指導者一六人の肖像

ミネルヴァ書房、 ） 頁に、当事者の視点も2021 93-103

交えた優れた洞察がある。山口は（1）冷戦終結期の土

井ブームのもと、伝統的な護憲・自衛隊違憲論を新た

なアイデンティティに据えようとした左派の路線と、

社民的なビジョンのもと自民党に代わる政権交代と政

治改革を求めた右派の路線が未調和のままいずれも活

性化したこと （2）そして政権獲得後には両派の政権、

志向と政策志向のあいだに複雑な「ねじれ」―左派が

、小沢一郎への反発から自民党との連立に積極的に動き

野党時代は激しく反発した憲法解釈の転換に踏み切っ

たのに対し、村山内閣での路線転換自体は歓迎した右

派が、自民党との提携にきわめて批判的だった―が生

じたこと、を指摘し、この「ねじれ」の深刻さから社

会党内の路線対立はついに収拾されえなかったという

展望を示している。

社会党道連をめぐる横路節雄の政党指導については、8)

別稿を現在準備中である。なお、江田三郎について、

空井護「野党指導者としての江田三郎 （坂野潤治・」

新藤宗幸・小林正弥編『憲政の政治学』東京大学出版

会、 ）参照。2006

『 』（ 、 。9) 岡田一郎 革新自治体 中公新書 頁2016）149-152

また、北岡和義「社会党内紛に直撃された釧路市長選

：地方政治をリードし始めた中道・保守のスクラム」

（ 朝日ジャーナル』 、岩崎守男「釧路市『 ）19(43)、1977

」『 』 、長選挙敗北から学ぶこと ( 月刊社会党 )254、1978

山口哲夫『信念は曲げず （文芸社、 頁』 2014）234-235

も参照。

新蔵博雅・佐藤正人『みんなヒーローだった‼：横路10)

CRIP 1986）道政 その誕生と軌跡 メディアサービス、 』（ 、

343-345 2613 1983 ４ 10頁 『社会新報』第 号東京版 年 月。

日。

「 、 。11) 横路はまた 社共でやらなかったのが 最大の勝因

私の勝利に貢献してくれたかなりのファクターに、共

産党を挙げることができます （笑）そして共産党が。

私を攻撃して、共産党の票は半分なんですから」と述

べている。リップ・サービスや当選の高揚感もあるだ

ろうが、当時の横路の政党観を伝える発言だろう。横

路孝弘「 炭鉱夫の魂”は死なず：北海道知事選にみ“

1983 ４ 203る政治の“新しい波 （ 文藝春秋』 年 月号）”」『

頁。-204

426-42712) 前掲、新蔵・佐藤『みんなヒーローだった‼』

頁。

横路擁立に尽力した道本委員長で参議院議員の川村13)

清一（ ）は、開票日翌朝、委員長室に集っ1911-2004

た道本・全道労協の執行部に 私の遺言 として 社、「 」 、「
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会党、労働組合の幹部は知事室に出入りしないでもら

いたい。道職員への対応や道の政策についても、勝手

にこちらの考えを押しつけるようでは困る。オレが横

路を当選させたなどと自慢しているオッチョコチョイ

がいるが、横路君はあくまでも道民党だ 」と釘を刺。

したという。酒井雅広・照井竜哉『草魂・青木延男：

横路道政をつくる男 （北海公論、 頁。』 1992）184-185

なおこうした党や全道労協を前面に出さないという

要求は、選挙戦の段階から、横路や道民党路線のブレ

ーンだった『世界』編集長の安江良介（ ）1935-1998

から出されていた。前掲、新蔵・佐藤『みんなヒーロ

ーだった‼』 頁。172

橋口甚之輔・福留久大「 資料】奥田八二氏のある日14) 【

の談話 （ 奥田八二日記研究会会報』 ） 頁」『 5、2020 323

以下。

統一地方選挙を前にした 年 月 日の「私にと15) 1982 12 17

って社会党は何なんだろうか」と題した日記で、奥田

は横路や「党の最近の右傾化」への距離感を記してい

る（ 奥田八二日記抄録( 年) 『奥田八二日記「 」1982・83

研究会会報』 頁 。1、2018、76-77 ）

社会党第 回大会に出席して北海道の横路知事候47

補と共に立候補あいさつをした。拍手の大きさから

いって横路の方に大きな拍手があった。演説の上手

下手というよりは、党への親近度、党中の知名度に

よると思われる。彼は現職の国会議員だし、党活動

歴も長い。党中の派閥の中に占める位置もある。私

はその点拍手が劣るのもやむをえない。この二つの

知事選が今回の全国的な目玉になっていることを、

この大会に出てみて実感させられたわけだが、一寸

淋しくもあり心強くもあった。ただ、思ったのは、

私にとって党とは何だったのかということである。

親近感があるようでない。脱党しているということ

もあるし、党の最近の右傾化に賛成できないという

こともある。また、党に対する信用をさほどもたな

いということもある 〔飛鳥田執行部への右派巻き。

返しで〕馬場〔昇〕書記長が引きずりおろされ平林

剛が今回新書記長になったという変わり方、それが

党の長期低落に関係が深いとあってはどうもいい感

じがしない。右派の連中が何だ、党活動もろくろく

できないくせにといいたいのである。総評の右傾化

とも関連している。党大会で挨拶に立ってもどうも

疎遠な感情はどうしようもなかった。

1990年の奥田八二日記の以下の記述を参照（中園敬16)

生・花田龍志・藤岡健太郎「 日記翻刻】奥田八二日【

（ ）」、『 』 ）。記 年 奥田八二日記研究会会報1990・91 3、2019

「 、 〔 〕、・ 私を攻撃する時に多くの者が 大分の平松 守彦

熊本の細川〔護熙 、一村一品、日本一の呼びかけ〕

をひき合いに出す。……背伸びが好きなのであろ

う （ 月 日の条）。」 ３ ６

・ 知事のスタンドプレー。……この夏平松氏はソ連「

に旅行し 「一村一品」のすすめをしてきたのでマ、

スコミから褒めたたえられてきた。一村一品運動は

もう古いといわれながらやはりこれが彼のトレード

マークである。細川が 型九州を唱えるなら平松EC

は九州府論を唱え、マスコミが双方を褒めたたえ

る （同 月 日の条）。」 ９ 12

・ 以前から私は九州は一つとか地域活性論にとびつ「

くような関心はなかったし 「一村一品」に興味を、

ひかれなかった。又東京一極集中になげきをあらわ

すこともなかった （同 月 日の条 「大分県知。」 ）、12 13

事の〝一村一品〟にしても私は鈍感である。地方の

時代とか地域活性化という観点から魔性をもつ合言

葉になっているのに、どうも敏感に反応しきれない

私である。……ひとは東京一極集中に注文をつける

発想が正しいようにいうが 私は頭をかしげる 年、 。」（

末の「出納録 ）」

中村研一・荒井信雄「北海道の課題と横路道政の展17)

望 （ 地方自治通信』 。」『 ）211、1987

196018) 横路とも近い道内の先輩代議士・安井吉典は、

年代後半から地方政治局長として辣腕をふるうも「革

新首長の全盛期に、党の地方政治の担当から離れた」

経歴をもつが、革新首長の退潮した一因を「住民の意

識の変化を十分理解せず、旧態依然の行動様式に終始

したこと」にみている。安井吉典『冬の日愛すべし：

私の回想 （日本評論社、 ） 頁。』 1992 157

年道知事選への五十嵐広三の再出馬にあたり、19) 1979

道本委員長の吉村は札幌市長選に横路を出す構想を立

てるも本人に固辞された経緯があった。練達した政治
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家たる吉村が持ち前の鷹揚さで横路への批判を抑えた

という。その後も 年道知事選の出馬をなかなか決1983

意しない横路に党内の不満は蓄積し 「江川〔卓〕さ、

ん」とひそかに呼ばれていたことを横路本人も気にし

。 、 『 』ていた 前掲 新蔵・佐藤 みんなヒーローだった‼

頁。25、53、91、162

「 」『 』20) 前社会党道本部委員長 吉村博氏逝く 社会新報

第 号北海道版 年 月 日 「吉村さんさような2617 1983 ４ 26 。

ら 帯広市で市民葬 『社会新報』第 号北海道版」 2620

同年 月 日。川村、横路、五十嵐の追悼の言葉が載５ 10

せられている。

2021) 薬師寺克行編『村山富市回顧録 （岩波現代文庫、』

、初版 ） 頁。北海道における社会党左18 2012 205-206

派の強さについて、前掲、新蔵・佐藤『みんなヒーロ

ーだった‼』 頁も参照。111-113

大村華子・待鳥聡史「民主党地方組織の歴史的基盤22)

：北海道と愛知県の事例から （建林正彦編『政党組」

織の政治学』東洋経済新報社、 。2013）

、 『 』 。23) 前掲 新蔵・佐藤 みんなヒーローだった‼ 頁426

「漁船操業問題で訪韓：横路知事 本道漁業者の被害24)

」（『 』 ）。訴え 社会新報 第 号北海道版 年 月 日2658 1983 ８ 27

以上、濱田武士・佐々木貴文『漁業と国境 （みすず25) 』

書房、 頁。2020）100-103

同右。 年 月～ 年 月にいたる韓国漁船問題の26) 1976 １ 92 ３

経緯について 内部資料 韓国漁船対策関係資料 北、『 』（

海道水産部漁業管理課国際漁業対策室、 、道立図1993

書館所蔵） 頁の年表がきわめて有用である。128-203

また、当事者の資料として、所司栄四郎『四海兄弟』

（私家版、 、道立図書館所蔵） 頁 『流汗2001 138-143 、

悟道：石崎喜太郎殿追想誌 （北海道漁業協同組合連』

合会、 、根室市図書館所蔵） 頁も参照。1997 39-44

戦後の日韓漁業紛争に関する日本語の歴史研究に、27)

趙胤修「日韓漁業交渉の国際政治：海洋秩序の脱植民

地化と『国益』の調整 （東北大学法学研究科博士論」

文、 、同「海洋をめぐる日韓関係 年 （木宮正2008 50） 」

『 』 、史・李元徳編 日韓関係史Ⅰ 政治 東京大学出版会

、南基正「日韓漁業交渉に見る東アジア国際社2015）

会の出現：漁業及び「平和線」をめぐる国際法論争を

中心として （ 法学』 、藤井賢二『竹島」『 ）76-6、2013

』（ 、問題の起原：戦後日韓海洋紛争史 ミネルヴァ書房

。2018）

198328) 「社説 日韓漁業外交について 『みなと新聞』」

年 月 日。また道指導漁連（長崎勝利会長）と道外５ 30

国漁船対策特別委員会（松田広一委員長）は、 年1982

月 日から 年 月 日まで西日本各県にキャラバン７ １ 83 10 31

隊を派遣する「韓国漁船に カイリ適用を求める運200

動」を展開し、長崎県漁連はじめ九州、山陰方面の沿

岸漁業者に歓迎され運動の地理的裾野は拡大してい

た 「対韓 カイリを！ 西日本漁民と“共闘 ：道。 ”200

指導漁連と外国漁船対策特別委 来年の更新阻止へ一

丸 （ 週刊北海水産』 。」『 ）1982.6.28

前掲、安井『冬の日愛すべし』 頁。横路孝弘29) 172-176

2019）32『民主リベラルの旗の下で （北海道新聞社、』

頁。-34

外務省外交史料館所蔵「日韓経済案件／日韓漁業実30)

務者協議（第 回～第 回 （横路北海道知事一行韓国３ ５ ）

訪問 」 所収。以下の記述はすべてこれに基） 2014-2447

づく。

ちなみに北は、 年 月 日付の参議院議長宛請31) 1983 ８ 30

願である「韓国に対し漁業水域に関する暫定措置法の

適用を求める請願 （北海道指導漁業協同組合連合会」

・会長理事長崎勝利、外 名）の紹介議員となっ24850

ており、漁業交渉に関心が深かったと推測される。

小此木政夫「新冷戦下の日米韓体制：日韓経済協力32)

交渉と三国戦略協調の形成 （同・文正仁編『市場・」

国家・国際体制』慶應義塾大学出版会、 、小倉2001）

和夫『秘録・日韓１兆円資金 （講談社、 、石田』 ）2013

1977-1981智範「日米関係における対韓国支援問題、

年 （ 国際政治』 。」『 ）176、2014

さすがに「ことの「重み 」を認識した外務部は調整33) 」

を試みたが、李長官は国連で大韓航空機撃墜事件決議

案へのソ連の拒否権発動のフォロー・アップを行わな

ければならず、面会は難しかったようである。そのた

め、ノ・ジェンオン外務次官との面会となった。

韓国外交史料館所蔵「韓日間の済州島と北海道周辺34)

V.４ 19水域における操業自主規制措置交渉」全６巻 （
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年 月）所収。なおソウルでの史料調査にあたっ83 ８-９

ては、李炯植氏と朴完氏に多大なご協力を賜わりまし

た。また訳文について崔碩鎭氏がご助言くださいまし

た。記して心より感謝申し上げます。

＜道政ウオッチ＞ 横路政治 失地回復 北35) 「 （ ） 」『５

海道新聞』 年 月 日。1988 12 28

この問題の先駆的な研究として、前掲、谷「社会党36)

における政策変更 。党の伝統的な姿勢に反して韓国」

政府承認論に立つ論者たちは、保守系の論壇誌でその

主張を展開した。たとえば、佐藤観樹「わが社会党は

韓国を承認せよ （ 文藝春秋』 年 月号 、川俣」『 ）1984 11

健二郎「今ごろ「社会党訪韓議員第一号」となって」

（ 諸君！』 年 月号 、同「土井委員長 私は決し『 ）1988 ４

て諦めません ・武藤山治「 川俣訪韓」を阻んだのは」 「

誰だ （ 諸君！』 年 月号 、川俣「社会党は直ち」『 ）1988 ５

」（『 』 ）。に日韓基本条約を容認せよ 諸君！ 年 月号1988 ８

、「 」また石橋の訪韓記として 近くて遠かった国への旅

（ 月刊社会党』 年 月号 「目的を達成した韓『 ）、1988 12

」（『 』 ） 。国訪問 エコノミスト 年 月 日号 も参照1988 11 ８

年 月付の石橋政嗣宛金泳三書簡には「この度37) 1989 ２

私どもが貴国訪問……特に韓国の政党としては実に戦

後四四年目に日本社会党との公式交流をはじめて開い

たといふ事は、ほんとに歴史的意義が深いものと信じ

ます。こうした契機が造られた事は石橋先生の満３年

間にわたった訪韓問題が去年十月ようやく実りそれか

実現できたからであります。そういふ意味で先生の感

慨ことさらの事と存じられます 」と記されている。。

国立国会図書館憲政資料室所蔵「石橋政嗣関係文書」

。1588

土井たか子『せいいっぱい：土井たか子半自伝 （朝38) 』

日新聞社、 頁。同「日米関係改善のため1993）96-100

の三つの方途 ・岩垂寿喜男「USAから始まった土井外」

交 （ 月刊社会党』 。土井訪米の意味につ」『 ）383、1987

いては、前掲、池井「日本社会党の対米外交」がいち

はやく注目している。なお土井と横路の盟友関係を窺

わせる記事として 「社会党の土井委員長 知床行き、

で笑顔戻る 『北海道新聞』 年 月 日。」 1988 ７ ３

前掲、安井『冬の日愛すべし』 頁。安井吉典39) 200-207

341、「 」（『 』日朝の歴史と日本社会党の闘い 月刊社会党

）、 「 」（『 』1984 同 日本社会党と朝鮮半島政策 月刊社会党

。ただ金大中や金泳三との接触はあったよ391、1988）

、 、うであり また安井の立場が温和なものだったことは

前掲、谷「社会党における政策変更」 頁。196

「浜の代表、怒りの声：韓国にも「 カイリ」適用40) 200

」『 』 。を 無謀操業許せぬ 北海タイムス 年 月 日1986 ９ 17

「操業打開へ知事訪韓 『朝日新聞』北海道版 年41) 」 1986

月 日。９ 25

「「 」「 」 、42) 減反 韓国漁船 など：閣僚との懇談会 知事

」『 』 。積極取り組み求める 北海タイムス 年 月 日1986 ９ ４

なお上京中の横路は、併せて農水省と水産庁にも北洋

漁業救済対策を要請する陳情を行っている。

「年頭座談会 横路道政の成果と課題 （下 『社会43) ）」

。新報』第 号北海道版 年 月 日3271 1990 １ 23

（まえだ りょうすけ／政治・行政部会

調査研究委員 北海道大学准教授）
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