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鎌田慧の現代を斬る
第 138回　マスコミに巣くう「親米派」と ■かまた　さとし■

ルポライター。 新聞記者を経てフリーになる。 著者に

『痛憤の時代を書く』 『コイズミという時代』 『自動車

絶望工場』 『家族が自殺に追い込まれるとき』 『壊滅

日本』 『ドキュメント屠場』 など多数

鳩山政権は普天間基地の移設問題を抱えながら新年
を迎える。米軍の要求通り辺野古にするのか、そ

れとも沖縄県民の批判を率直に受けて県外にするか、の
選択を迫られている。が、もう１つ、まっとうな第三の
道は、国外移転である。
　普天間米軍基地は町中にあり危険だとして、1996 年４
月の橋本龍太郎首相とモンデール米大使が返還で合意し
た。そののち、97 年 11 月に政府は代替施設として名護
市辺野古沖に海上施設を設置する、とした。
　以前にも書いた通り、辺野古は普天間基地の代替では
ない。あらたに増強されるまったくの新しい基地である。
２本の滑走路をＶ字型に並べるプランは、60 年代に米軍
が密かにつくっていた計画の浮上であった。つまり普天
間を撤去するという偽装の下につくられた、より強力な
新空港なのだ。
　海上空港をつくる当初の計画にたいして、住民たちは
海上予定地のボーリング調査用のパイプ製やぐらを占拠、
座り込み闘争をつづけた。それによって、海上空港案は
頓挫した。その抵抗運動を回避する形で、キャンプシュ
ワブの一部を使った、埋め立て空港に政府は強制着陸し
た。沖縄県の土木建築業者を傘下に収めているゼネコン
にとっては、大需要の喚起だった。しかし新たな軍事空
港建設は、基地に苦闘してきた沖縄が、さらに戦争に縛
り付けられること意味する。ますます反対運動が盛り上
がったのは当然だ。
　在日米軍基地は全国に 85 ヵ所ある。駐留兵力は約３万
6000 人。この施設の面積は東京 23 区のほぼ半分ともい
われている。この膨大な用地の 75％が沖縄に集中してい
る。「国土の 0.6％に 75％の基地」といわれるゆえんだ。
　また、米軍は沖縄県民の地主から強制収用した負の歴
史がある一方で、面積の大きい地主には不労所得が入る、

という矛盾と退廃を生みだした。
　これまで本土での米軍基地は減少傾向にあったが、沖
縄ではほとんど減っていない。つまり現在の日米関係は
沖縄県民を犠牲にし、生活を荒廃させたうえで本土が繁
栄する、という関係となっている。だからこそ鳩山由紀
夫首相が目指す「対等な日米関係」のノドに突き刺さっ
た棘となっている。
　自民党政権はなんら沖縄の基地問題を改善する意志が
なく、辺野古に押しつけて事足れりとしてきた。鳩山政
権はそれを解決する方針を打ちだし、自民党や財界、大
メディアから集中砲火を浴びている。しかし自国も相手
も政府が替わったのだから、政権交代前の「合意」につ
いて、話し合いによって解決していくのは当然だ。
　米軍基地の問題の根幹に横たわるのは、日米安全保障
条約がある。51 年に締結された旧安保から 59 年の歳月
がたった。60 年の安保改定にさいしては、安保反対の大
デモが起こり、30 万以上の人たちが反対を訴えて全国か
ら国会に集まった。わたしたちの学生のころである。89
年にはベルリンの壁が崩壊、ソ連を中心とした冷戦構造
は解消し、各国が新しい国際関係を模索してきた。ヨー
ロッパ諸国はＥＵを結成した。
　ところが自民党政権の日本は、米国一辺倒の外交を変
えようとする意欲はなかった。戦争終結から 64 年たって
なお占領軍が駐留し、さらに基地を拡大強化しようとし
ている。これが「対等な」関係なのかどうか。政権交代
を契機として、これまでの対米一辺倒の日米関係を変え
ていく時代となった。日本の未来にむけての政治をおこ
なうときである。
　米軍再編によって、沖縄の海兵隊 8000 人とその家族
9000 人をグアムに移転する。普天間基地はヘリ部隊であ
り、海兵隊地上部隊と行動をともにする部隊だ。そのま

天皇を政治利用する政治家たち
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まグアムに移転しても、なんら問題がない。90年前後には、
沖縄海兵隊のハワイへの全面撤去プランがあったのだか
ら。
『朝日新聞』（09年 12月 18日）には次のような報道もある。
「日本駐留の経験がある元海軍幹部によると、海兵隊がい
なくても現在、日本にいる陸海空軍兵力だけで中国など
への抑止機能は十分果たせるという意見が米軍内には根
強くあるという」
　つまり既得権益を米軍は手放したくないだけのことな
のである。
　しかし米国の圧力は激しい。かつて「ブーツ・オン・ザ・
グラウンド」と自衛隊派兵への圧力をかけたアーミテー
ジ元国務副長官が 12 月に来日。「１０年かかった日米合
意が白紙になる」などと恫喝した。彼は 91 年当時、フィ
リピン政府がクラーク・スービック両基地を撤退要求し
たときにも、わざわざ脅かしに行った札付きである。
　さらに激しいのは大マスコミの攻撃だ。
　朝日・読売・毎日の三大紙でも「外交の継続性が必要だ」
とか、「米国との好意が壊れる」「国益を損なう」などの
文言が紙面に踊った。米国側の利益に寄った記事が大量
に発生した。
『読売新聞』（09 年 12 月 16 日）には、「米国の首相に対
する不信感が一段と深まるのは避けられない。防衛省幹
部は「米国は『鳩山政権は、北朝鮮と同じレベルのずう
ずうしさだ』と受け止めるだろう」とうめいた」とかな
り扇動的な記事が掲載された。
　国務省から接待づけになっている新聞記者などが、いっ
せいに「日米関係が悪化する」と書きたてている。日本
が独立国としての主権を主張する局面になると、このよ
うな親米派がいっせいにうごめきだす。このままでは米
国のご機嫌を損なう、とばかりに、臆面もなく米国の主
張を垂れ流す。
　米国が怒るから辺野古にしろなど、「売国奴」的な表現
を、日本のマスコミが平然と繰り返している。ワシント
ンやニューヨークを体験した「大記者」たちの退廃である。
　普天間の問題を解決するには、日本の米軍基地を将来
的にどうするのか、という課題は切り離せない。もう 59
年にもなる日米安保と 64 年もつづいている「占領状態」
を、これからどう解消していくかを考える時となった。
強靱な将来志向で挑むしかない。

天皇を政治利用する者同士の闘い
　小沢一郎幹事長と羽毛田信吾宮内庁長官のバトルが大
きな話題となった。中国の習近平国家副主席と天皇との
特例会見である。会見は１ヶ月前に申し込むという、宮
内庁の規定を盾に、宮内庁が断ったが、平野博文官房長
官が圧力をかけて押し切ったという。これに反発した羽
毛田官房長官が記者会見をひらき、「天皇の政治利用」だ
と政府を批判した。

　この発言に怒りを爆発させたのが小沢幹事長だった。
「一部局の一役人が、内閣が決定したことについて会見し、
方針をどうだこうだ、どうだこうだ、繰り返して言うの
は日本国憲法の精神、理念を、民主主義を理解してない。
どうしても反対なら、辞表を提出した後に言うべきだ」（09
年 12 月 14 日）とまくしたてた。
　記者会見では憮然とした表情で、記者に得意の逆質問
をしかける姿も映しだされ、その態度ともあいまって、
視聴者からの反発を招いた。しかし政治家と役人の関係
と一点においては、彼の発言は大きくまちがってはいな
い。国民に選ばれた国会議員と官僚とでは、どちらに決
定権があるのかは自明の理だ。また、宮内庁の「１ヶ月ルー
ル」は役所の勝手な規定であり、必ずしも守るべきルー
ルとはいえない。
　しかし天皇の政治利用という問題を考えると、宮内庁
の内規に違反したといった単純な話ではなくなる。平野
官房長官が羽毛田長官に天皇会見の実現を促した理由は、
中国政府が強く望んでおり、日中関係が政治的に重要だっ
たからだという。鳩山首相も「（中国は）一番人口の多い
隣国で、お付き合いは非常に大事だ」と記者会見で答え
ている。
　宮内庁長官のいう通り、「１ヶ月ルール」が「国の大小
や政治的重要かで差をつけることなく実施」するための
防波堤となっているなら、「重要な国」との理由でルール
変更することは認められない。
　しかし天皇の公務が立て込んでいる以上、会見にも順
序づけがなされる。「１ヶ月前」に申し込むといったルー
ルは、天皇の政治利用の歯止めにはなっていない。
　実際、『毎日新聞』（09 年 12 月 13 日）は、「中国の銭
其琛・元副首相は 03 年 10 月に出版した回顧録『外交十記』
で、92 年の天皇訪中について、天安門事件（89 年）以来
の『西側の対中制裁を打破するのに積極的な役割を果た
した』と記述した」と、天皇が政治利用されている現状
を報じている。
　今回の会見も「胡錦濤国家主席が副主席だった 98 年に
来日した際に、天皇陛下と会見していたこともあり、習
氏に同等の待遇を求めたものと見られる」（『読売新聞』
09 年 12 月 18 日）
　こうした中国側の政治利用は、中国国内だけでつくり
だされたわけではあるまい。日本の政治家が天応を政治
利用してきたからこそ、相手国でも意味をもつようになっ
たのだ。
　また、今回は約 450 人からなる大「小沢訪中団」が、
中国で大歓迎されたあとだけに、小沢黒幕説がたびたび
報じられた。09 年 12 月 16 日の『読売新聞』の社説でも、
「小沢氏は、政府に会見の実現を求めた事実はないと否定
したが、崔天凱・駐日中国大使から要請を受けながら、
全く働きかけをしなかったのだろうか」との疑問を投げ
かけている。状況を考えれば、幹事長が請負、ブローカー
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のようになったと疑われても仕方がない。
　まして小沢は内閣の一員ですらない。たんなる与党の
幹部に過ぎない。つまり天皇の国事行為に助言を承認を
あたえられる役職にないのだ。今回の一件で、彼は現政
権の実際の権力がどこにあるのかをしめすことに成功し
た。これもまた天皇の政治利用といえる。
　天皇を政治利用しないという憲法の精神は、先の戦争
の失敗を踏まえたものである。天皇を頂点に据えた軍部
の暴走を、二度と繰り返さないためである。だからこそ、
もともとの天皇の公務は、木を植えるなど儀式的象徴的
なものに限られていた。しかし憲法の精神を無視して、
政治家はまたぞろおなじような失敗に手を染めようとし
ている。
　今回の問題で興味深いのは、中国とパイプが太い中曽
根康弘元首相も会見の実現を官邸に働きかけたことだ。
自民党の大物議員が動いた事実は、自民党が天皇の政治
利用を長年にわたってつづけたきた傍証ともなろう。
　皇室の権威を利用してきたという意味では、宮内庁に
も大差がないところに、今回の問題の悲劇がある。改め
て憲法の精神に立ち返り、まるで寝た子を起こしたよう
に、天皇を政治利用するのを防ぐためにどうすべきかが、
今後の重要なデータである。

えん罪事件の再審請求に光
　67 年８月、茨城県布川で老人が殺された。このとき逮
捕されたのが、桜井昌司さんと杉山卓男さんだった。非
行少年だった２人は警察に目をつけられ、あやふやな目
撃証言で連行され、高校の同級だったことから共犯に仕
立てあげられた。
　しかし２人は仲がよかったわけではない。共犯をする
ような関係ではなかったのだ。しかし、それを逆に警察
に利用された。おたがいに仲が悪かったため「アイツな
らやったかもしれない」との疑心暗鬼をつかれたからだ。
片方が話した内容につじつまを合わせるように、供述は
どんどん変更した。
　警察への信頼も裏目にでた。殺人という重大事件なら、
きちんと捜査するし、自分に振りかかってくるとは思っ
ていなかったのだ。それゆえ苦し紛れに「やりました」
といってしまった。
　67 年 10 月に逮捕され、70 年 10 月には水戸地裁土浦支
部が無期懲役判決を下す。78 年７月には最高裁で無期懲
役が確定する。83 年に再審請求をだすがはねつけられ、
01 年 12 月の再審請求が地裁で認められたのが、05 年９
月である。そこから検察が抗告を繰り返し、最高裁でよ
うやく再審開始を決定しのが、09 年 12 月である。逮捕
からなんと 42 年の歳月がたっていた。検事はしたいだけ
争いつづけ、その間えん罪者はずっと苦しんでいること
になる。許されることではない。
　桜井さんには会ったが、すごく前向きな人である。29

年ぶりで仮出獄しことを、「運がよかった」とふり返れる
人だ。「いまの時代なら仮釈放されない」とも語っていた。
また、「若い時に巻き込まれたおかげで、53 歳で釈放さ
れた。おかげで人生のやり直しができたし、結婚もできた」
と話す。獄中でいろんなことを考えてきた彼の言葉は深
い。このような人物を無理やり、自白だけで犯罪者に仕
立て上げた、検察・警察の罪は重い。
　布川事件の再審が決定した翌日には、狭山事件の証拠
を開示するよう東京高裁が勧告した。
　石川一雄さんが逮捕されてから、一審死刑、二審無期
懲役の判決が下り、31 年半も投獄されていた。あまりに
ずさんな捜査にもかかわらず、再審請求が認められず、
いまだに再審開始にいたってない。
　定年を２月に控えた東京高裁の門野博裁判長は、判事・
検事・弁護士の三者での話し合いの席上、非開示の証拠
の提出を検察に求めた。これは画期的なことだ。重要な
証拠を検察は隠してきたのだ。32 年たってようやく事態
が動いたことになる。
　殺害現場の血痕の有無を調べた捜査報告書や石川さん
の筆跡鑑定に使われた文書など、弁護側から開示請求さ
れた証拠は、えん罪を証明するものである。
　狭山事件では血痕反応がなく殺害現場を特定できてい
ない。検察側は「捜査報告書はない」と回答しつづけて
きたのだから不自然すぎる。また当時、字が書けなかっ
た石川さんが脅迫状を書いたとする検察の主張は、当時
の石川さんの識字能力からみて不可能だ。
　これで再審開始の可能性がみえてきた。
　東京高検の大野重国公判部長も「裁判所の勧告には重
みがある。来年５月予定の次回協議までを目安に適切に
対処したい」（『毎日新聞』09 年 12 月 17 日）と語っている。
もう検察側は逃げ切れない。
　布川事件のあと、狭山事件、袴田事件、奈良県の名張
ぶどう酒殺人事件が、事件発生後 40 年以上たった冤罪事
件だ。速やかに再審をはじめて、無実を証明するのが、
人道上必要であり、それが裁判所が信頼をとりもどす民
主主義への道である。（談）
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