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Education Minister Fujio's Remarks: 

From Japanese Diplomatic Records 

HATTORI Ryuji 

After the Nakasone cabinet won th巴 electionof the House of Representatives and the 

House of Councilors on July 6th， 1986， the third Nakasone cabinet was formed. Masayuki 

Fujio was inaugurated as the Minister of Education. Fujio caused history problem by reck-

less words when he held press conferences. 

His thoughtless remarks aroused antipathy of South Korea and China. Furthermore， he 

discussed the International Military Tri.bunal for the Far East and Yasukuni Shrine on a 

general magazine， Bungei Shunju. In the end， he was dismissed by Prime Minister Naka-

sone. 

This paper introduces Japanese diplomatic re∞rds on the problem. 

中曾根康弘首相は 1986年7月6日の衆参同時選挙に勝利すると，第 3次内閣を 22日に

成立させた.文部大臣には，海部俊樹に代わって安倍派幹部の藤尾正行が就任した.

1917年生まれの藤尾は，読売新聞記者や河野一郎秘書を経て 1963年に衆議院議員に初

当選していた.当選 11聞を重ねて 1996年に引退し， 2006年に死去している.この間に

藤尾は，鈴木善幸内閣で労働大臣として初入閣し，自民党政調会長なども務めた.かつて

青嵐会に属した台湾派でもある.

藤尾は 1986年7月25日の記者会見で， 6月に発生した第 2次歴史教科書問題について

問われた.すると藤尾は， I文句を言っているやつは世界史の中でそういうことをやって

いることがないのかを，考えてごらんなさい」と発言した.藤尾は， I東京裁判が客観性

を持っているのかどうか.勝ったやつが負けたやつを裁判する権利があるのか，というこ

とがある」とも述べている.これに韓国や中国が反発したJ)

さらに藤尾は 9月 10日発売の『文事春秋.110月号でも東京裁判や靖国問題などを論じ，
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韓国併合については， r韓国側にもやはり幾らかの責任なり，考えるべき点はあると思う

んですJと語った 2)

中曾根や後藤田正晴官房長官は，発売前に『文義春秋』の校正刷りを入手し，藤尾を首

相官邸に呼び出した.中曾根が， rもし，私があなたの立場であったならば，潔く辞任を

致します」と述べると，藤尾は， r無礼なことを言うなJと応じなかった.中曾根が， rど
うしてもご翻意願えませんか」と求めても， rわしは翻意しない」と藤尾は拒否したとい

う3)

結局，藤尾は『文塞春秋』発売の前々日に罷免され， 9月9日には塩川正十郎が後任の

文相となった.第4次吉田茂内閣の広川弘禅農相以来， 33年ぶりの閣僚罷免である.韓

国や中国との関係に配慮した中曾根の決断によるものであり，藤尾発言は外交問題になっ

ていた.特に韓国の反発が激しく，日韓外相会談を目前に控えていたため，外務省ではア

ジア局北東アジア課がこの問題に対応を迫られた.

これらのことは大筋で知られているものの，韓国や中国との交渉や日本における内部過

程について，公文書で跡づけられてはこなかった.そこで以下では，藤尾文相発言をめぐ

る外務省記録を紹介したい.いずれも情報公開法による外務省開示文書 2010-319に含ま

れるものであり，北東アジア課の文書が5件，在韓国日本大使館や在中国日本大使館との

往復電報が4件となっている.

翻刻に際して，数字の半角と全角，促音や劫音，旧字体と新字体などについては，原文

の通りとした.行頭の字下げなどの形式に関しては，手を加えたところもある.文書

2010-319-3， 7， 8では，個人名や配布先などが不開示になっており，黒塗りは-，不明

のところは口で表記した.rママ」を除くルビは，原文のものである.電報に関しては，

電話番号などの情報を部分的に省略した.

[2010-319-1] 

I 概要

藤尾発言(文芸春秋インタビュー)問題

(概要とクロノロジー)

61. 9.17 

北東アジア課

1. 9月6日朝、本邦主要各紙は 5日夜の時事・共同電をキャリーし、文芸春秋 10月

号 (9月10日発売予定)において掲載予定の藤尾前文相のインタビュー記事につき、

「藤尾文相が問題発言」、「日韓併合、韓国も責任J等と第一面で報道。

2.韓国側は同日朝、テレビ、ラジオが本件を報道するとともに、韓国政府は直ちにソ
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ウル、東京両地において日本側に事実関係及び日本政府の立場を照会し、仮に報道の

中身が事実とすれば、国交回復後最も重大な事件であること、厳重に抗議せざるを得

ないこと、日本政府が迅速に必要な措置をとることを希望する旨述べた。更に 6日の

夕刊以降、本件は連日第一面に報道された。政府は 7日(日)政府緊急対策会議を開

催して対応策を検討、右会議をふまえ、 8日午前、崖外務部長官が、御亙大使を招致

し、韓国政府の正式抗議の伝達、この問題解決のための納得のいく措置実施の要請、

外相協議延期申し入れを行った。

3.我が固においても、中曾根総理、倉成大臣以下政府・与党の首脳が事態を重大かっ

深刻に受けとめ、早急な事態の収拾策の協議を開始。又韓国に対しては、日韓関係の

重要性と日本政府の事態収拾へのとり組みを説明しつつ過早な正式抗議を遺憾とする

とともに、かかる時こそ両国の対話を続けるべきとして外相協議の延期申し入れに反

論。

4.他方、中国の反応は、 6日に東京発新華社電が本件をキャリ}し、同日の北京放送

及び8日付の人民日報海外版とチャイナデイリー紙(英字紙)が右をキャリーしたの

み。

5. 日本政府としては、本件発言は、一政治家としての断わりはあるも、一部に妥当性

を欠く内容が含まれており、近隣諸国民の感情を傷つけるものであり、我が国外交の

基本政策に無用の疑惑を生ぜしめたとの判断から、 8日夜辞表提出を拒む藤尾大臣を

罷免することとし、直ちに、右を説明する官房長官談話を発表。又右発表を受け、韓

国、中国に対し、文相罷免の事実及び官房長官談話を伝達するとともに、両国との良

好な関係の維持強化を図るとの基本政策に変わりなき旨等説明 (8日夜。但し北京に

おいては 9日午前)。

6.韓国はこれに速やかに応じ、翌9日12時 15分より、崖外務部長官は、御豆大使に

対し、日本政府の迅速な措置を誠意ある適切なものと評価し、外相会談を予定通り行

うことに同意する旨通告。 10日崖(チェ)外務部長官が来日 O

7. 10日、第一回日韓外相定期協議が開催され、冒頭倉成外相より改めて本件に遺憾

の意を表明、韓国側は日本政府の迅速な措置を評価するとともに、これにより外交的

な処理は一応終わった旨述べた。更に翌日日崖長官が、中曾根総理を表敬した際、

総理より、「藤尾前文部大臣に不始末があって申し訳ない。おわび申し上げるJと述

べた。これに対し崖長官は改めて日本政府の措置を高く評価する旨述べるとともに

「総理のとられた措置は明快な政治的判断として受けとめている。御訪韓の際お目に

かかることを楽しみにしている」旨の全大統領のメッセージを伝達した。
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E クロノロジー

9月5日22時すぎ

時事、共同が文芸春秋 10月号 (9月 10日発売予定)において「藤尾文相が問

題発言」と本件をキャリー

6日午前

本邦主要各紙、「日韓併合、韓国も責任」と、第一面で報道。

韓国朝7時のTVニュースで「藤尾大臣また妄言」と米パン・ナム機ハイジヤツ

ク事件に次いで準トップ・ニュース扱いの報道。

10時すぎ

李在京韓国公使、アジア局長を来訪。事実関係及び日本政府の立場につき照会、

事実とすれば国交正常化以来最大の事件と述べる。

10:30 

外務部権亜州局長谷野公使を招致、事実関係等照会の上、事実とすれば、厳重に

抗議せざるを得ない旨述べる(於ソウル)0

11時すぎ

午後

7日

8日

韓国外務部スポークスマンの声明発表。

韓国夕刊各紙は本件を一面にて報道。

中国、東京発新華社電で本件をキャリー、北京放送で右を報道。

民正党スポークスマン声明発表。

韓国朝刊各紙は本件を 1面にて報道、韓国政府緊急対策会議開催

中国、人民日報海外版及びチャイナデイリー(英字紙) 1面で、 6日東京発新華

社電をキャリー(但し、中国政府からの直接の反応はなし)

午前9時

韓国、崖外務部長官、御亙駐韓大使を招致。(正式抗議、外相協議の延期通告)(於

ソウル)

午後

韓国夕刊各紙、本件を第 1面トップで報道

夜

藤尾文相罷免

22時9分
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官房長官談話発表

23時すぎ

御亙大使より崖長官に対し今回の措置等説明(於ソウル)

23時 20分

倉成大臣より李杢浩韓国大使に対し同様の説明

同

アジア局長より徐教信臨時代理大使に対し今回の措置等説明

9日12時 15分

65 

韓国、屋外務部長官、御亙大使を招致し、日本の措置に対する韓国の反応を伝達

(高く評価、外相協議は行う) (於ソウル)

15時 30分

中江大使より劉述卿外交部副部長に、日本の措置につき説明(北京)

10日12時 20分

崖韓国外務部長官来日

午後

第一回日韓外相定期協議開催

11日15時 30分

崖韓国外務部長官、中曾根総理表敬

[2010-319-2] 

1.クロノロジ-

藤尾発言(文芸春秋インタヴ、ュー)

(韓国関連資料)

61. 9. 6 

北東アジア課

9. 5 22時すぎ 時事、共同が本件につき「藤尾文相が問題発言」とキャリー

9. 6 午前 主要各紙、「日韓併合、韓国も責任」と、第一面で報道。

韓国朝7時のTVニュースで「藤尾大臣また妄言」と米パン・ナ

ム機ハイジャック事件に次いで準トップ・ニュース扱いの報道。

1 0時すぎ 李在京韓国公使、アジア局長来訪。事実関係及び日本政府の立場

につき照会。

10 : 30 外務部権亜州局長と谷野公使会談(於ソウル)。

1 1時すぎ 韓国外務部スポークスマンの声明発表
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説明を求めるものである。

(ii)万一、この報道が事実である場合には、先般のフジオ文部大臣のもう言につき

日本政府が公式に謝罪してきたこともあり、かかるもう言がくり返されたということ

に対しきょうがくを禁じえない。(韓国側としては)事実関係確認と日本政府の説明

の結果如何によっては必要な措置をとる予定である。

(ロ)これに対し、タニノ公使より本日の韓国側の申し入れの点は本国政府に至急に

伝達する旨述べた。

9/8 最終口

内閣官房長官談話

韓国、中国等の近隣諸国との友好関係の維持増進は、わが国外交の基本であり、政府は

そのために細心の注意を払って努力してきたところであるが、雑誌文芸春秋所載の藤尾文

部大臣の発言記事には、一部に妥当を欠く内容が含まれており、近隣諸国民の感情を傷つ

け、厳しい反発を招いている。

自由民主国家においては、過去の歴史上の事件に関して様々な意見がありうることは言

うまでもなく、藤尾大臣の発言も、一政治家としての私見を述べたものであるが、国政の

責任を負う閣僚の地位に在る者の発言は、たとえ個人的なものであっても、一私人のそれ

とは自ら異なる重みをもって受けとめられることは当然である。

藤尾大臣の発言は、わが国が様々な機会に表明して来た過般の戦争への反省とその上に

立った平和への決意はもとより、近隣諸国との友好的かつ良好な関係の維持強化を図ると

のわが国外交の基本政策について、無用の疑惑を生ぜしめたものであって、甚だ遺憾であ

る。

このような見地に立って、藤尾大臣の真意をもただした上で、本日同大臣の罷免の措置

がとられた。

韓国、中国等に対しては、このような事態にたちいたったことにつき、深く遺憾の意を

表する次第である。

今回の措置により、政府の外交の基本姿勢にいささかの変更もないことを明らかにし、

今後とも近隣諸国との友好増進のため、一層の努力を継続してまいりたい。

3.藤尾発言の韓国関連の問題箇所

いま韓国に対する侵略だと盛んに言われておる日韓の合邦にも、少なくともそれだけの

歴史的背景があったわけで、しょう。日韓の合邦というのは、当時の日本を代表していた伊
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藤博文と、韓国を代表していた高宗との談判、合意といったものに基づいて行なわれてい

る。形式的にも事実の上でも、両国の合意の上に成立しているわけです。もちろん、高宗

が真の代表者であったかどうかには疑問があるし、合意を認めさせるための日本側の圧力

はあったかもしれない。しかし、少なくとも、伊藤博文の交渉相手が李朝の代表者、高宗

であったことだけは事実なんですから、韓国側にもやはり幾らかの責任なり、考えるべき

点はあると思うんです。

さっきも言ったように、もしも合邦がなかったなら、清国が、ロシアが、あるいはのち

のソビエトが、一体、朝鮮半島に手をつけなかったという保証があるのかどうか。そうい

うことまですべて考えた上で、日本が朝鮮半島に出て行ったのは侵略以外の何ものでもな

い、日本が悪なんだ、という議論なら、まだしもこれは分るんですがね。

(参考用)前回の藤尾文相発言

経緯

七月二十五日 藤尾文相記者会見で発言(注ー)

七月二十六日 在京韓国大より事実関係照会

七月二十八日 北東アジア課長より在京韓大に対し、事実関係等につき説明

七月三十九日 権外務部亜州局長より谷野在韓公使に対し韓国政府としての強い関心表

明

TB S I総理と語るJにおける中曽根総理発言(注二)

七月三十日 藤田アジア局長より李在京公使に対し、事実関係、わが方立場等につき

重ねて説明

七月三十一日 韓国側は「七月三十日、日本政府は藤尾文部大臣の発言によって韓国に

迷惑を及ぼしたのは遺憾に思う旨外交ルートを通じ公式に伝達してきた。」

との趣旨の外務部当局者談話を発表

(なお、三十一日夕の韓国ラジオ・ニュースは「外務部当局者は、・・・・日本政府のかか

る通報を十分な反省として評価する旨述べた。」日報じ口いる。)

(注ー)六十一年七月二十五日記者会見での発言

「文句を言っているヤツは世界史の中でそういうことをしたことがないのか。そう

いうことを考えてもらいたい。J(同二十六日付サンケイ朝刊報道)

(注二)六十一年七月二十九日 TBS I総理と語る」における中曽根総理発言

「藤尾文部大臣の発言が外国に誤解を与え、或いは不快感を与えたとすれば、はな

はだ遺憾であって、かかる誤解を解くように現在官房長官或いは外務省と一生懸命

けんめい努力している・・・・」
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(参考 61.7.31韓国外務当局者談話

藤尾日本文部相発言について

0わが政府は日本政府に対し、藤尾文部相の発言につき遺憾の意を表明し、日本政府がこ

れにつき誠意ある措置をとるよう要求した。

0これに対し 7月30日、日本政府は藤尾文部相の発言によって韓国に迷惑を及ぼしたの

は遺憾に思う旨外交ルートを通じ公式に伝達してきた。

0さらに日本政府は、その間日本政府の指導層がこの問題につき表明した立場を次のよう

にまとめ、日本政府の公式立場としてわが政府に伝達してきた。

-7. 29 中曽根首相が遺憾の意を表明した。

7. 29 倉成外相は、 82年教科書問題の際、過去の日本の行為に対する反省を再

認識するとの官房長官談話が発表されており、右談話に従い近隣諸国の感情を十分に

尊重してゆくとの考えには変りがない旨表明した。

-7. 28 後藤田官房長官も今後日本政府が、 82年の官房長官談話の精神に従い教

科書を検定してゆくとの方針を再確認した。

ーさらに藤尾文部相も、自身の発言が真意ではなく、特定国家に言及したのではない旨

釈明した。

0以上のように日本政府は藤尾文部相発言につき公式に遺憾を表明する一方、日本教科書

の検定についても、 82年教科書問題当時における官房長官談話を通じ発表された日本政

府の方針には何らの変りもない旨再確認した。

[2010-319-3] 

総番号・・・・・・・・ 主管

月06日 ・・・・・・・・韓国発亜北

6 1年09月06日 ........ 本省着

外務大 臣殿 みかなぎ大使

フジオ文部大臣の「文げい春秋」しとのインタヴュー記事

第 2415号暗秘大至急......

1. 6日午前、権外務部ア州局長は求めにより往訪のタニノに対し、本件につき終始極め

て深刻の面持ちで以下のとおり申し越した(先方・・・・・・・・・・当方サダオカ同

席)0 (なお、右申し入れのレベルについては当初の権局長の予定がその後次官に変更され、

再度結局権局長に落着くなど先方の対応の混乱振りがうかがわれた。)



70 政策文化総合研究所年報 第 14号

(1) 10日の第 1回日韓外相定期会談、 20日よりのナカソネ総理の御訪韓をひかえ昨

日や半まで外務部は多ぼうながらも建設的、前向きの気分でし事を行っていたところ、本

日の日本各紙新聞に報道された本件報道に接し全くのおどろきにたえない。

(2 )前回のフジオ大臣の発言も大きな影響を日韓関係に与えたが、今回の発言は前回発

言をはるかに上回る大変悪い影響を与えるものである。前回の発言の際にはその後ナカソ

ネ総理、ゴトウダ官房長官、クラナリ大臣から誠意ある御発言があり、それにフジオ大臣

御自身からも釈明が行なわれそれにより韓国国民感情もちんせい化していったが、その日

本側の誠意ある発言が未だ記おくに新しいこの時期に、これを全く根本から否定する発言

を再度フジオ文部大臣が行なったことは理解の範囲を越えるものであり全くきょうがくに

たえない。

( 3 )本日朝の日本各紙の報道は既に当地でもテレビ、ラジオで流されているが、本日夕

刊で早速大きく報道されるであろうことは間違いなしこのような状況で 10日予定の外

相会談、 20日の総理御訪韓に韓国政府としてどう対処すべきか大変く慮している。本件

は単に外務部だけの問題でなく大統領府も大変心配している。チエ長官は今のところ 9日

に東京に向け出発する予定であるので、その前に日本政府に韓国国民を納得せしめるよう

な対応を大至急とっていただくよう強くお願い致したい。

(4 )くり返しになるが、今回のフジオ文部大臣の発言は 83年のナカソネ総理御訪韓、

84年の全大統領訪日によりつちかわれてきた日韓親善友好関係を根本からくつがえす程

の大きな問題である。また 20日からの国会をひかえ野党が本件を大々的に取り上げるこ

とは必至であり、韓国政府の対応如何によっては韓国政局の行方に大きな影響を与えかね

ないものである。更にナカソネ総理のアジア大会御出席をかん迎する国民感情に大きく水

を差し、逆に反日感情に火をつける結果となるものである。

(5) とりあえず本日の対外発表は別電の通りとするが、第二段階としては日本政府に対

し正式に抗議したということを発表せざるをえないと考えている。いずれにせよ日本政府

の韓国国民を納得せしめる措置を早急に講じられるようお願いする。

2. これに対しタニノより、本日の韓国側の申し入れの点は本国政府に早急に伝達する旨

述べた。

3.その後、・・・・・・よりサダオカに対し、本日の権局長の申し入れの模様は同席の

・・・圃・より報告を受けたが、局長の申し入れのラインは現在外務部内に広がっている

ふんがいの気持がそのまま反えいされておらず、大変不満である。日本政府においてもか

かる韓国側の気持、感情を十分かん案して対処していただきたい旨強く要請したい旨電話

にて申し入れ越した。

4.ついては先方への説明振り大至急回電願いたい。
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5.なお、正午過ぎ当館より当地邦人特派員に対し韓国側の対プレス発表のラインを連絡

しおいた。

別電とともに中国に転電した。(了)

総番号・・・・・・・・ 主管

月06日 ........韓国発亜北

6 1年09月06日 ........ 本省着

外務大臣殿 みかなぎ大使

フジオ文部大臣の「文げい春秋」しとのインタヴュー記事

第2416号大至 急......

往電第2415号別電

1. 6日午前、権外務部ア州局長はタニノ公使を招致し次の通り申し入れした。

(1)今般のフジオ文部大臣のもう言に関する本日付の日本各紙の報道に接し、外務部は

東京とソウルで緊急に外交チャネルを通じ事実関係についての調査と日本政府の説明を求

めるものである。

(2 )万一、この報道が事実である場合には、先般のフジオ文部大臣のもう言につき日本

政府が公式に謝罪してきたこともあり、かかるもう言がくり返されたということに対しき

ょうがくを禁じえない。(韓国側としては)事実関係確認と日本政府の説明の結果如何に

よっては必要な措置をとる予定である。

2. これに対し、タニノ公使より本日の韓国側の申し入れの点は本国政府に至急に伝達す

る旨述べた。(了)

[2010-319-4] 

藤尾発言(文芸春秋インタヴュー)

(対韓説明)

61. 9. 8 

北東アジア課

1.先劾、藤尾大臣は中曽根総理により罷免されることが決り、官房長官談話が発表され

たので、遅い時間ではあるが、早速お伝えする。

2. 9月10日発表予定の文芸春秋誌に掲載されている同大臣の発言は、一政治家として

の発言との断わりはあるが、政府としてはこれを深効かつ重大に受けとめ、収拾のため最
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大限の努力を傾注してきたところ、決着をみるに至った。

3.今回の事態が、貴国との友好的かっ良好な関係の維持・強化を図るとのわが国外交の

基本政策を実施していく上で、困難をもたらしたことは極めて遺憾であった。

4. 自分としては、今回の事態によっても、かかる我が方基本政策については些かの変更

もないことを、改めて確認するものであり、今後ともそのための一層の努力を続けたい。

5.貴国側においても、是非とも上記のごとき我が方考え方を十分理解され、御協力を得

たい。

(記者会見用資料)

藤尾発言(文芸春秋インタビュー)

61. 9. 8 

北東アジア課

1.先刻、藤尾文部大臣は中曽根総理によって罷免されることが決まった。また、これに

続き官房長官談話も発表された。

2. 自分としては、事態を深刻かっ重大に受け止め、一刻も早い事態収拾を目指して最大

限の努力を傾けてきた。総理もきわめて心配され、先週末以降種々の努力を重ねられた結

果、このような結論となった。

3.夜ではあるが、早速、御盛大使より屋外務部長官に対し、藤尾大臣罷免の事実及び官

房長官談話を伝達するよう訓令を発出したところである。なお、本件は、重要であるの

で、ソウルでの伝達と合わせ、本大臣よりも李套浩駐日韓国大使に対し同様の内容を伝達

するつもりである。

[2010-319-5] 

藤尾発言(文芸春秋インタヴュー)

(ソウルより電話連絡越した内容)

61. 9. 6 

北東アジア課

1. 6日午前の外務部権亜州局長と谷野公使の会談内容の概要は以下の通り。

(1)冒頭権局長より次の通り述べた。

(イ)大変な問題だ。外相会談や中曽根総理の訪韓は一体どうすればよいのか。藤尾文

部大臣がインタヴューの冒頭で、これからの発言は「一政治家・藤尾正行の言として

聞いていただきたい」といっているが、これは韓国国民をパカにしている言で、か

えって韓国国民を非常に刺激している。また、藤尾大臣については、前回の妄言の
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際、後藤田官房長官、倉成外相の謝罪の発言によって収まったという経緯があるにも

かかわらず、大問題である。本日は事実関係の確認と日本政府の立場の clarification 

を求めたい。それに基づき必要な措置を考える。自分としては、必要な措置は日本政

府に対する抗議であると考えている。 9日、外務部長官が東京に出発するのでそれま

でに日本政府としての対応を考えてほしい。

また、韓国国会が20日から聞かれるところ、野党が政府・与党を困難におとしめる

ために本件を利用するのではないかと憂慮している。本件については国民感情からく

る反発も大きい。

(ロ)一体、日本政府はこのような状況の下で、外相会談、中曽根総理の訪韓をどのよ

うにされるおつもりなのか。

(2) これに対し、谷野公使より、お申し越しの点については早速本国に伝えることとし

たい旨述べた。
(6日午前)

2.韓国外務部発表の内容は以下の通り。(上記しの申し入れの際先方はより通報)

今般藤尾文部大臣の妄言に関する本日付報道に接し、外務部はソウル、東京にて緊急に

外交チャネルを通じ事実関係についての調査と日本政府の釈明を求めている。

もしもこの報道が事実なら、先般の藤尾文部大臣の妄言につき日本政府が公式に謝罪し

てきたこともあり、かかる妄言が繰り返されるならば、これに対し驚博を禁じえない。

事実関係の確認と日本政府の釈明によって必要な措置をとる予定である。

(注:ソウルの大使館では、これを受け、「上記に対し日本側より、韓国側の申し入れを

本国に伝える旨述べた」とつけ加えて、ソウルの邦人プレスに発表する予定。)

[2010-319-6] 

電信案

大臣御了承事務次官了承官房長官秘書官総理秘書官御了承

起案昭和 61年9月7日 起案者篠田

在韓国大使あて外務大臣発

件名 藤尾発言(文芸春秋インタビュー)

主管・文書記号アジア局長 大至急

転電在中国大使あて 至急(優先処理)

(限定配布)

貴電第2425号に関し、

貴使とチェ長官との会談においては、以下のラインで対応ありたい。
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なお、本件会談に関しては、韓国側より我が方の発言内容をすべてプレスに流す可能性

があるところ、韓国側の報道知何によっては我が方内政に極めて大きなインパクトを与え

る可能性がありうるので、本件会談における発言には十分慎重を期されたい。

1.以下の諸点は、倉成大臣より貴長官へのメッセージとして受け取って頂きたい。

(1) 9月 10日発売予定の文芸春秋誌を入手したところ、実際に報道されている通りの

内容の藤尾氏の発言が掲載予定であることを確認した。

( 2 )一政治家の発言との断わりはあるが、自分としてはこれを深刻かつ重大に受けとめ

ている。

( 3)今後の対応策については、総理は、貴国との関係をもっとも良好にするために心血

を注いで努力してきている中で、かかる事態が生じていることははなはだ遺憾で、あり、

善後措置を講ずる旨、 6日、新聞記者に対し述べられた通り、事態を深刻に受けとめら

れ、目下、政府・与党首脳と精力的に協議され、収拾に努められているところである。

(4 )繰り返しになるが、貴国との友好・協力関係の維持・増進は、我が国外交の支柱の

ひとつであり、これまで両国首脳をはじめ関係者の並々ならぬ努力によって築き上げら

れてきた今日の両国の関係を、かかる事件によって傷付けてしまうことは全く我が方の

本意とするところではなく、収拾のため最大限の努力を傾注する覚悟である。

(5 )貴長官におかれでも、右の事情を十分御理解の上、韓国政府として適切に対応して

頂くよう御尽力頂きたい。

2.更に、先方の出方に応じて以下のラインにて応答。

(1) (先方より、 10日の発売を停止・差し止めできないかとの発言ある場合)

言論の自由にかかわることでもあり、我が国社会において、御指摘のごとき措置をと

ることは全く不可能であることについては、貴長官もよく御承知のところと思料。その

ような可能性は是非考慮の外に置いて頂きたい。

( 2) (先方より、正式抗議ある場合)

我が方としては、事態を深刻に受け止め、週末を通じて事態収拾の方途を懸命に模索

してきていたところであり、現時点で突然かかる一方的通告を行われたことは、残念で、

ある。

(3) (定期外相会談の延期の申し入れがあった場合)

(上記 (2)の趣旨に加え)総理を始めとして事態の早期収拾に努力している段階で

かかる申し出があったことは残念である。問題がある時こそ、むしろ対話の機会を維持

する必要性があり、予定通り開催したい。
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(4) (先方より今後の見通しを問われた場合)

本使限りの印象であり、公表することは差し控えていただきたいが、目下、総理が事

態の収拾に精力的に努力されており、その成果は新聞にも報ぜられているように徐々に

でつつあるものと思われる。

(注:上記2.(4)については、我が方としては、プレスプリーフより除くものとする。)

中国に転電した。

[2010-319-7] 

電信案

大臣 O秘書官 O事務次官 O外務審議官 O官房長

起案昭和 61年 9月8日 起案者岡田

在別紙公館大使総領事あて外務大臣発

件名 藤尾発言(文芸春秋インタヴュー)

主管・文書記号ア北 至急(優先処理)

転電在中園、韓国大使・総領事あて 至急(優先処理)

往電ア北口第 13680号別電3

会1.韓国政府の反応 (C口現立、十回ょうごう反応なし〉

(1) 6日午前、東京、ソウルにおいてそれぞれ韓国側より申し入れ

先方よりは、事実関係及び日本政府の立場につき照会。

(了)

更に先方は、もし本報道の中身が事実とすれば、国交回復後、最も重大な事件である

こと、事実とすれば厳重に抗議をせざるをえないこと、外交日程(外相会談、総理訪韓)

にも影響を及ばさざるえないこと、日本政府が迅速に必要な措置をとることを希望する

旨述べた。

(2) 6日午前の韓国外務部スポークスマン声明の内容次の通り。

(イ) 6日午前、権外務部ア州局長はタニノ公使を招致し次の通り申し入れ口口た。

( i )今般のフジオ文部大臣のもう言に関する本日付の日本各紙の報道に接し、外務部

は東京とソウルで緊急に外交チャネルを通じ事実関係についての調査と日本政府の説明

を求めるものである。

( ii )万一、この報道が事実である場合には、先般のフジオ文部大臣のもう言につき日

本政府が公式に謝罪してきたこともあり、かかるもう言がくり返されたということに対

しきょうがくを禁じえない。(韓国側としては)事実関係確認と日本政府の説明の結果
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如何によっては必要な措置をとる予定である。

(ロ)これに対し、タニノ公使より本日の韓国側の申し入れの点は本国政府に至急に伝

達する旨述べた。

(3) 8日午前 塵外務部長官一御亙大使会談

(イ)長官より、韓国政府の正式抗議を伝達。更にこの問題解決のために納得のいく措

置を速かにとるよう要請。又外相会談は延期したい旨申し入。

(ロ)これに対し大使より、中曽根総理、倉成大臣とも本件問題を深刻かつ重大なもの

として受けとめているが、お申し込しの趣旨は速やかに東京に伝える旨返答。更に外相

会談はこういう時期であるからこそ是非行いたい旨返答。

(4) (イ) 8日11時20分、本大臣・李大使会談

本大臣より、文相が罷免となったこと及び官房長官談話が発表された旨伝えるととも

に韓国との良好な関係の維持強化を図るとの基本政策に変わりなき旨等説明。

李大使よりは、本件収拾のために払った日本政府の努力を高く評価する等の発言あ

り。

(ロ)同様に、 8日11時過ぎ、ソウルにおいて崖外務部長官・御豆大使会談が行なわれ

た。チェ長官よりは、早速政府に報告して改めて政府の立場をお伝えしたい旨応答。

(5) 9日正午過ぎ崖長官より御亙大使に韓国政府の以下の公式の立場を表明。

( i )ナカソネ総理のとられた措置を誠意ある適切なものとして評価する。

( ii )今後同様のことがくり返されないよう切望する。

(出)今回のことを日韓関係の今後の一層の増進のための転機とするように努力したい。

長官はまた、「外相定期協議において、これで今回の事態が解消したと考える立場から、

予定どおり開催することとしたい」旨述べた。

[2010-319-81 

総番号・・・・・・・・ 主管

月09日 ・・・・・・・・中国発亜中
6 1年09月09日 ・・・・・・・・本省着
外務 大 臣殿 中江大使

フジオ発言(文芸春秋インタヴュー)

第2795号大至急......

貴電ア中第 2248号に関し、
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9日当館ミネより当地駐在邦人記受に対し、冒頭貴電の申し入れに関するブリーフィング

を行ったところ、概要次の通り。

1.当方よりの説明

(1) 9目、 15時より約 20分間ナカエ大使より、外交部リュウジユツキヨウ副部長に

対し、本件フジオ発言に関し8日ナカソネ総理がとられた措置について説明。冒頭本件措

置に関する官房長官談話を手交しつつ、日本側の考えを説明。(冒頭貴電 1(2) (3) (4) 

をしょうかい)

(2 )これに対し、リュウ副部長は次の通り述べた。

(イ)官房長官談話にみられるフジオ文相ひ免措置は、ナカソネ総理と日本政府がき然と

してとられたけん明な措置であったと考えている。

(ロ)日本とのぜんりん友好関係を維持し、更にこれを発展させるとの中国側の立場には

変化はない。われわれは、囲内で中国人民に対し今後とも、かかる指導を行っていく所存

である。

(ハ)しかしフジオ発言の如き誤った考えや言論に対し中国としては厳然たる態度で臨む

覚ごである O

(ニ)今般、日本において見識のある人々から歴史の流れにぎやく行するような間違った

考えや行為に批判が加えられたことは、正しいことであった。

2.質疑応答(ただしオフレコの前提)

Q:本件発言に対し中国側は抗議を行ったか。

A:一切ない。

Q:中国側が本件発言に対し、韓国と比べ自制的な態度をとった理由加何。

A:中国側は、教科書問題、ヤスクニ問題等で日本側がとってきた一連の措置を評価して

おり、本件に対しでも中国側は、日本政府が断固たる措置をとると予め期待していたこと

によるものと思われる。

ホンコン、韓国に転電した。(了)

[2010-319-9] 

第 1回日韓外相定期協議

1.とりあえずの評価

61. 9.10 

北東アジア課

本件協議開催の直前の段階では、藤尾発言との関連で、難航が予想されたが、結果とし

ては、次の諸点において成功であったと言える。
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(1)藤尾発言の関連で我が方が執った措置を韓国側は適切なものとして、評価し、感謝

するとさえ、発言した。

(2 )韓国側は、総理訪韓に多大の期待を示し、本件協議が右訪韓の地ならしの役割を果

たした(韓国側は別添のわが方冒頭発言を訪韓の地ならしのために利用したいとの気持を

もらしていた)。

(3)二国聞の諸懸案についても十分な意見交換を行ない、双方とも解決に努力するとの

点で一致した。

2.ただし、藤尾発言に関し韓国側は、外交的には解決されたが、韓国の国民感情が受け

た傷は依然として残っており、右に留意しつつ日本政府は今後とも対応して欲しい旨釘を

さすとともに、教科書問題を取り上げ日本政府の持続的な努力を要請して、依然として今

後とも問題が残されているとの感度を示した。

因に韓国側は、プレス・ガイドラインに関する打合わせに際し本件協議において、藤尾

問題につき決着をみたとの趣旨の報道が流れた場合には、韓国民の感情を逆撫ですること

になり、総理訪韓を危くする結果ともなりかねないので、協議後の記者プリーフでは、厳

しい雰囲気の中に話し合いが行なわれた旨強調して欲しいと要請したので、当方として

は、右韓国側の要請にそったプリーフを行った次第である。

3.総理訪韓については、本件協議を右訪韓への地ならしの場として位置付けるなど、訪

韓は当然実施されるとの態度を示した。ただ、我が方がアジア競技大会開会式への出席に

重点を置くとの姿勢を示したのに対し、韓国側は、首脳会談で実質的な成果をあげるべし

との立場を示した。

4.皇太子御訪韓問題に関しては、韓国側は、須之部顧問派遣に謝意を表明すると同時

に、出来るだけ早期に実現されることが望ましいとして、御訪韓への期待を表明した。

5.その他の二国間問題に関しては、韓国側は、貿易不均衡、指紋押捺、関西新国際空港

参入問題に重点を置きつつ、わが方の早期の対応を迫った。

(1)貿易不均衡問題については、対日赤字が本年は 60億ドルに達する見込みであり、

韓国の国防費の対GNP比6%をうわまわる対GNP比7.2%に達することとなり、今

後政治問題化する可能性が極めて強い旨強調していた。

(2 )指紋押捺問題につき韓国側は、総理訪韓までに具体的な結論を出してほしい旨強調

した。今回の韓国側の態度からして総理御訪韓の際には、やはりわが方より改善措置の具

体的内容につき、ある程度の説明は行わざるをえないと思われる。

(冒頭発言)

1.藤尾発言をめぐる事態は、同氏の罷免、官房長官談話の発表という形で結論をみるに
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至りましたが、韓国側の冷静な対応に感謝しております。種々の経緯があったにもかかわ

らず、貴長官が当地においで頂いたことを高く評価し、感謝する次第であります。

2.今回の事態は、歴史の教訓に学び、貴国を始めとする諸国民の感情に配慮しつつ、真

の相互理解に基づいた平和と友好の関係を近隣諸国との聞に打ちたてて行くとのわが国の

基本政策に対し無用の疑惑を生ぜしめたものであって、わが国政府は勿論国民にとっても

誠に遺憾なことでありました。私としては対外関係の責任者たる外務大臣としてのみなら

ず、一政治家としても、かかる事態を重大に受けとめ、総理とともに事態の収拾に懸命に

努力致しました。政府の立場は一昨日の官房長官談話に述べられている通り、貴国等に対

しこのような事態にたち至ったことにつき深く遺憾の意を表するというものであります。

今後、このようなことは二度と繰り返されてはならないというのが私の信念でございま

す。

3.今回の事件は、日韓関係が大きな試練にさらされた場合にも、双方が相互信頼と互譲

の精神で努力することにより、必ず困難を克服できるという点でわれわれに自信と将来へ

の確固たる希望を与えるものとなりました。 1983年 1月の中曽根総理の訪韓、次いで、
チヨンドハン

翌 1984年 9月の全斗燦大統領閣下の御来日を経て聞かれた日韓両国の新時代は、もは

や、一時の偶発的な事件によって傷つけられるようなひ弱なものではなく、確固とした

2 1世紀への潮流になるという確信を私は抱いております、同時に長い歴史に比べれば短

期間であったとはいえ、不幸な過去の記'憶が残っている近隣国家同志の聞においては、国

民各層の交流関係が緊密化すればする程、相互の国民感情に対する慎重な配慮を払いつつ

行動する必要があるとの戒めをあたえるものでもありました。今後とも日本の対外関係の

責任者として貴国をはじめ近隣諸国との相互理解の維持・増進を自分に課された最大の職

務として任にあたりたいと思いますので、貴長官の協力をお願いしたいと存じます。

4.今回の外相定期協議は第 1回目のことでもあり、貴長官御就任直後おそらく最初の外

交活動になられるものと理解しております。私にとりましでも外務大臣就任以来、はじめ

ての本格的外相会談でもあるという意義深い会合であります。是非とも率直な意見交換を

経て第 1回目の定期協議にふさわしい成果をあげたいと存じます。種々経緯があったにせ

よ、本日貴長官をお迎えしてこれを開催できることとなりましたことは、極めて喜ばしい

ことであります。

5.本日は、限られた時間ではありますが、有意義かっ建設的な意見交換を行いたいと存

じます。
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注

1) r朝日新聞.11986年 7月27日， 7月30日夕刊.

2) 藤尾正行?放言大臣、大いに吠えるJa文義春秋.11986年10月号)125頁.

3) 藤尾正行ド放言大臣、再び吠えるJa文嚢春秋.11986年11月号)111-112頁.同「中曾根

さん、いい加減にせんかJ(r文義春秋.11987年6月号)166-175頁も参照.

付記 本稿は， 2009-2010年度の中央大学特定課題研究費による研究助成を受けた成果の一部である.




