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鎌田慧の現代を斬る
第 124回　密室暴力集団となった自衛隊と
　　　悪徳業界をカネづるにする民主党議員

■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

　今回は、広島県江田島市の海上自衛隊第１術科学校が
舞台である。ここに入校中の25歳の三等海曹が死亡した。
この事件は自衛隊の今日の姿をクローズアップしている。
　彼は 15 人対１の徒手格闘訓練中に倒れ、２週間後に亡
くなった。海曹は特別警備隊の養成課程に所属していた
が、「つづける自信がなくなった」として学校を退校、別
の部隊に移動することが決まっていた。この退学への「は
なむけ」が非常識な格闘訓練だった。
　旧軍隊の訓練は暴力的であり、「精神注入棒」というバッ
トで殴るのが日常茶飯事だった。もともと江田島は特攻
隊員が数多く所属した予科練の訓練基地としても知られ
ている。土地だけではなく、自衛隊は暴力的な組織風土
も旧軍から引き継いだといえる。
　死亡した三等海曹は新米の自衛官ではない。旧日本海
軍の階級なら兵長、上等兵の１つ上、兵士と上級士官を
つなぐ中間管理職の末端の地位にある。そうした階級の
兵隊が、なすすべもなく暴力的にいたぶられ命を落とし
たのだから闇は深い。
　軍隊の訓練は敵を躊躇なく殺すため、兵士から人間性
を奪い、「生きている武器」をつくろうとする。この非人
間的な訓練を『プラトーン』や『フルメタルジャケット』
が映画化し、大きな反響を呼んだ。そうした非人間的な
軍隊訓練の特性の延長線上に、今回の事故がある。
　海上自衛隊呉地方総監部の事故調査委員会は、「通常訓
練とは認められない」としながらも集団暴行ではないと
の中間報告をまとめた。しかし医官も立ち会わずに 15 人
も連続で「格闘」させるなど尋常ではない。各種報道に
よれば、三等海曹は２～３人目を相手にしたときに、す
でにフラフラになっていた。７人目を終えた段階で棒立
ちになっていたが教官は訓練を続行させ、14 人目でアゴ

に打撃を受けて尻餅をついて倒れた。別な学生らによっ
て支えられ立たせられたが失神していたという。
　せめてこのとき教官が適切な判断を下し、三等海曹を
病院に運べばよかったのだが、教官は医療知識がないた
め熱中症と判断。病院に運ぶ際にも学校側は脳内出血と
は考えず、脳外科のない病院に運んだという。結局、脳
外科での治療を受けるまでに２時間を要した。死因は急
性硬膜血腫だった。
　ボクシングでは３分間の闘いのあとに１分間のイン
ターバルを取る。しかし、この「訓練」では 50 秒組んで
10 秒の交代時間という体力的にめちゃめちゃ厳しい時間
を設定していた。相手は 50 秒全力で闘えば終わりだが、
三等海曹は 10 秒で体力が回復するはずがない。そのうえ
ドクターストップさえなく、「訓練」がつづいていた。
　今回の事故の３ヵ月前、学校を辞める前に、おなじよ
うな訓練を受けた隊員がいた。意識が飛び、前歯が折れ
る事故となっていたのだ。そのとき上官は「手を抜くなよ、
こいつのためにならんぞ」と訓練生に声をかけたという。
　この訓練を受けた自衛官は毎日新聞の取材に次のよう
に答えている。
「部隊の特性上、課程を終えた同期生たちは日々、『死』
を覚悟して生きていくことになる。一般の人には分かっ
てもらえないかもしれないが、同期生らが去っていく私
に真剣に付き合ってくれてうれしかった」（08 年 10 月 18
日）
　だから集団暴行でもリンチでもないと主張しているよ
うだが、軍人組織での異常な加虐性こそ、ドウ猛な軍人
をつくりあげた。密閉された集団のなかで、こうした異
常体験が繰り返されていることに驚かざるをえない。人
を殺すかもしれないところまで追いつめる一方的な暴行
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に、生徒が「感動」するはずがない。
　この訓練生が目指している海上自衛隊特別警備隊は、
01 年に創設された海自初の特殊部隊であり、武装して不
審船に乗り込み武装解除をおこなう。
　そもそも船舶検査（臨検）は周辺事態法の関連法に規
定されている「軍事行動」である。武器を携帯して不審
船に強行突入するなどあきらかに他国への攻撃であり、
法律の制定当時から憲法違反との批判が強かった。
　そうした憲法違反の軍事行動のための訓練が、隊員の
生命を奪ったことに、平和憲法をないがしろにした日本
国家の姿勢が見える。不審船なら武器を使って攻撃して
やるという思想と、「死を覚悟した」者同士の熱狂は、ど
こかでつながっている。戦争への序曲である。
　一方、被害者の父親は「事実を隠すために時間を稼い
でいるとしか思えない。非を認め、ちゃんとわびてほしい」
と朝日新聞（08 年 10 月 14 日）で述べている。公開すべ
き情報を隠すのも軍隊の大きな特徴だ。
　また自衛隊では最近、自殺が多発している。年間 60 人
前後だった自殺者数は、04 年以降 80 ～ 90 人に増大した。
日本の 10 万人あたりの自殺者数は 24 人強だが、自衛隊
は全国平均の約 1.4 倍、一般公務員の 1.9 倍になるという。
自衛官の自殺では部隊のいじめが原因だとする訴訟も起
こっている。弱者を密室でいじめるのも軍隊の特徴であ
る。
　このような暴力集団が国民を守らないことは歴史が証
明している。今回の悲劇をきっかけに、自衛隊をどう解
体していくかを本気で考えるときである。

カネに転んで議員が「言論弾圧」

　民主党の前田雄吉衆院議員は 10 月 16 日、民主党を離
党し、次の選挙にも立候補しないと記者会見で語った。
彼が代表を務める２つの政治団体は、マルチ業界から４
年間で１千万円以上の講演料と献金を得ていたとされる。
彼自身、国会でマルチ業界に有利となる質問をしていた
こともあきらかになっている。
　民主党では党副代表の石井一参院議員が、マルチ商法業
界関連から 450 万円もの献金を受けており、牧義夫衆議院
議員も 50 万円の寄付を受けていたことが判明している。
　この献金の発端となったのは、03 年９月に石井議員が
マルチ商法を支援する議員連盟を立ち上げたことだ。彼
は初代名誉会長に就任し、翌月にはマルチ業界から、さっ
そく献金を受けている。離党した前田議員も彼に誘われ
て政治連盟に参加した。
　民主党議員とマルチ業界のズブズブの関係は言論弾圧
にまで発展した。マルチ商法への注意を呼びかける広報
誌を発行した三重県の社会福祉協議会に、山岡賢次衆院
議員、前田議員、牧議員が自身の名前を記した抗議書を

送りつけていた。
　この文書は「この商売に携わる人にたいする名誉を毀
損する行為」だと広報誌を非難し、訂正の広告や謝罪な
どを求めたあげく、要求に応じなければ「法的に処断する」
「本件事件を広く一般に公表」すると脅しともとれる文言
を連ねている。
　山岡議員の事務所は名前を使われただけだと反論して
いるが、当時マルチ商法を支援する議員連盟の会長を務
めており責任は免れない。
　マルチ商法は全国の消費生活センターに毎年２万件あ
まりの苦情が寄せられるほど、さまざまな問題を抱えて
いる。過去には在庫を抱えて過ぎた販売員が自殺し、社
会問題化したこともある。このような業種であるなら、
たとえ合法であっても契約に細心の注意を払うよう呼び
かけるのは当然といえる。それにたいして国会議員の地
位をかさに着て、名誉棄損であると脅すなど許されない。
　結局、この問題の根幹には、政治とカネがある。マル
チ商法団体は民主党議員のカネづるだったのだ。批判に
さらされている業界団体にとって、国会などで有利な発
言を繰り返す議員はありがたかったろう。
　自民党の政治献金は、これまでにも大きな問題となっ
てきた。しかし自民党議員とおなじような闇を抱える民
主党議員も少なくない。もし、民主党が政権を取ること
になれば、これまで表にでなかった醜聞が一気に噴きで
てくるだろう。カネに汚れている民主党議員たちの情勢
が注目される。
　また、自民党議員でも野田聖子消費者担当相がマルチ
商法大手企業に 16 万円ものパーティー券を買ってもらっ
ていたことが判明した。また 96 年の国会質問では、「悪
質な業者は厳しく取り締まらないといけないと思う半
面、良質な業者も随分存在している。悪質な例ばかり強
調されると、良質なもの、一生懸命頑張っている人のや
る気をなくし、新たな産業をつぶしてしまう」（『朝日新
聞』08 年 10 月 16 日）と発言している。消費者の立場に
立たなければならない消費者担当相が、消費者とトラブ
ルを起こしまくっているマルチ商法寄りの発言をし、パー
ティー券を買ってもらっていたなど辞職ものだ。
　彼女は「業者から頼まれて発言したわけではない。新
人議員だった自分が勉強して発表した結果で、撤回はし
ない」（『毎日新聞』08 年 10 月 19 日）と釈明しているが、
すでに大きな問題となっていた商法の勉強をして、この
程度の発言をするのなら、なおさら消費者担当相にふさ
わしくない。即刻辞任すべきだ。
　企業や団体からの政治献金をなくす名目ではじめられ
た政党交付金は、いまや総額 319 億円。共産党以外のす
べての政党が議員の頭割りでこれをもらっている。それ
でもなお、いっこうに政治献金がなくなる気配もなく、
今回あきらかになったような国会での八百長質問がおこ
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なわれたり、議員が業界の用心棒として「活躍」したり
している。こうした政治の闇の深さが、今回の民主党議
員の辞任劇にあらわれている。

ＤＮＡ判定の誤りを正せ
　足利市で 90 年に発生した４歳の女児の誘拐殺害事件を
巡り、無期懲役の確定していた菅野利和容疑者が無罪を
主張している。裁判のやり直しを求めた再審請求の即時
抗告審において、東京高裁がＤＮＡの再鑑定を認める可
能性がてきた。検察サイドも「（再鑑定は）必要ないと思
うが、裁判所が実施するのであれば反対しない」（『読売
新聞』08 年 10 月 18 日）との意見書を高裁に提出した。
　この事件は裁判所がＤＮＡ鑑定の信憑性を初めて認め
た事件として話題となった。当時、ＤＮＡ鑑定の信憑性
についてはかなりの議論が分かれていた。そののち判定
の精度があがり、現在は４兆７千億人に１人の確立で人
物を特定できるそうだ。しかし当時の識別能力は、94 人
に１人という代物であった。
　事件の証拠として採用される筆跡鑑定や声紋鑑定、足
跡の鑑定などは、科学的に確立した証拠とはいい難い。
一方、指紋と血液鑑定は個人が特定でき、事件解決に大
きな力を発揮してきた。
　実際、米国ではＤＮＡ鑑定により、すでに収監されて
いた受刑者や死刑確定囚の無罪が次々と証明されている。
ＤＮＡ鑑定の力が容疑者にも福音をもたらしたわけであ
る。
　しかし足利事件のＤＮＡ鑑定は、判定のものさしとな
るマーカーに狂いがあり、現在は使用中止になっている
ものだ。検察や警察のメンツを優先せず、いい加減なテ
スト方法で有罪になった容疑者の人権を守るべく、きち
んと再鑑定すべきである。その結果が期待される。

非正規雇用を切りまくるトヨタ
　自動車産業は不況に突入し、1919 年から操業をつづけ
てきたゼネラル・モーターズ（ＧＭ）最古の工場も、こ
とし 12 月に閉鎖される。ＧＭはクライスラーを合併する
ことで生き残りを図ろうとし、両社の話し合いはつづい
ている。
　ＧＭなどの苦境を尻目に、つい最近までトヨタは独り
勝ちをおさめてきたが、米国発の金融危機による欧米で
の販売不振と円高の直撃で笑ってもいられなくなってき
た。
　すでにトヨタは国内の期間工を２割削減して約 6800 人
とした。これはピークだった 05 年６月の 59％の人員で
ある。６月末からは新規採用もやめているという。
　トヨタグループもおなじように有期労働者を減らして
おり、デンソーは３～８月の５ヵ月間でハケン労働者を
400 人減らし、アイシン精機も９月末までの半年間 300

人削減した。九州トヨタもハケン労働者を大量に解雇し
ている。どの企業も使いかってのよい少数の従業員を正
社員にしたが、多くの労働者が不況のまっただ中に放り
だされた。
　期間従業員が「調整弁」となり、現在のところは本工
へは影響がでていない。ただ不況宣伝にはなるから、春
闘でも賃金を上げないで済ませようとするにちがいない。
しかし好景気のときには、２兆円以上の利益を上げなが
ら国際競争力を高めるという理屈で労働者に還元しな
かった事実を忘れてはならない。
　日本自動車工業界などは、海外需要の減少に慌てたの
かクルマ離れが進む若者むけのイベントを開催している
が、奥田碩元社長が旗振り役となって改正した労働者派
遣法により若者の非正規雇用者が増え、車を買う金など
もてなくなっている。また時代は余分な車をもたず身軽
になろうとしている。環境問題を考え、海外では車をシェ
アして通勤するなどの動きもはじまっている。つまり、
そもそも時代に逆行するキャンペーンなのである。いま
までのように右肩上がりに自動車が売れる時代ではない
ことはハッキリしている。
『毎日新聞』08 年 10 月 19 日によれば、トヨタの子会社
であるセントラル自動車が、神奈川県相模原市から宮城
県大衡村に移転することが決まった。
　これは宮城県が助成金額を従来の４倍、40 億円に増や
す優遇策にのったものだ。企業は永久におなじ場所にあ
るものではない。人件費の安いところか、優遇策のある
場所へと無責任に移動していく。つまり移転先の町もけっ
して安閑とはしていられない。県は数千人の雇用創出を
期待しているようだが、期待通りにいくかはかなり怪し
い。そもそも正規社員がどれだけ採用されるかわからな
い。こうした工場に運命を託する労働者の生活が、前以
上に不安定になっている。
　金融不安が実体経済に影響をおよぼしはじめてきたい
ま、改めて雇用の安定化を国の力で進めていく必要があ
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（談）

発行人 ：　中山徹
編集人 ：　荻　太
編集 ：　大畑太郎・奥山晶子

発行日 ：2008 年 10 月 28 日（通巻 335 号）
発行所 ：株式会社アストラ
〒 101-0051
東京都千代田区神田神保町 3-21 　英弘ビル２Ｆ
Tel : 03-3288-3946  Fax : 03-3288-3947
HP : http://www5b.biglobe.ne.jp/~astra/

月刊「記録」08 年 11 月号

本誌の無断転載・複写 (コピー ) を禁じます


