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鎌田慧の現代を斬る
■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

　民主党の代表選を勝ち抜いて、首相の座を守った菅は、
その地位を守ることだけに腐心しているが、尖閣問題で
沈没しそうだ。「市民派出身」という弱い党内基盤のまま、
首相まで駆け上ったのだから、本来なら市民派に依拠し、
市民の期待する政策を打って時代を変えていくべきだっ
たのだが、「草かんむり」を無くした「官政権」といわれ
ている。官僚のいいなりなのだ。いまや市民派などの気
概はみられない。所信表明演説で、「強い経済、強い財政、
強い社会保障の一体実現を、政治の強いリーダーシップ
で実現する」などと、ある種、国家主義的なスローガン
まで打ち出し、市民派を失望させている。
「カネと力」で政治を仕切る、自民党の古い政治体質に染
まった小沢一郎が辺野古新基地や日米同盟の見直しなど
比較的民主的な政策をしめす一方、市民派出身を標榜す
る菅が米国一辺倒の政策を掲げる掛け違いがあって、結
局、小沢がマスコミにつぶされた。親米派が菅を押し、
いままでの路線を継承された。
　小沢にたいする期待は、強腕にたいするものだった。
彼がどれほどの神通力をもっていたかはわからない。た
だ、自民党が大敗退する衆議院選挙の直前、福田康夫元
首相と大連立しようと画策した人物であり、いまでも古
賀誠など自民党に太いパイプを持ていることは確かだ。
もし、小沢政権になっていたら、自民党議員を取り込み、
ねじれ国会を乗り切るといった芸当をしたかもしれない。
しかし、いまや数さえ集めれば、どうにかなるという時
代ではない。古い力に期待すべきでないのだが、尖閣問
題のチョンボでまた小沢の声が上がってきた。彼が小沢
の古さに依拠すべきでないが、菅を支える前原・岡田の「革
新派」も危ない。
　歴史的な残る外交政策の失敗となった「尖閣諸島」は、
若気のいたりのアンチャンが、老獪な中国政治にギュー

といわされて、世界の笑いものになった図である。まる
で挑発に乗って、大手を取られたヘボ将棋である。
　尖閣諸島の周辺には、中国や台湾の船舶がウヨウヨし
ている。そのうちの目立つのを追っかけ、逃げるを追っ
てぶつけられ、公務執行妨害で拿捕したまではいい。そ
れで充分な警告になる。「領土問題」にまで踏み込まずに
すむ。
　乗務員を釈放し船を返したものの、船長を長期勾留し
てしまった。ウルトラ右派の前原外相（事件当時は国交相）
が「国内法に則って粛々と対応しています」と見栄を切っ
た。前外相で民主党幹事長となった岡田卓也もおなじ強
硬派で、船長逮捕だった。
　これを見た温家宝が、即時無条件「釈放」を要求して、
あわてふためいたのが日本政府だった。中国側は抜き手
もみせず、ゼネコン「フジタ」の日本人社員４人を「ス
パイ容疑」で人質にとり、返す刀でハイテク製造に必要
な「レアアース」（希土類元素）の輸出を停止する、と通
告、周到なダブルパンチだった。
　これでノックアウト。あわてて船長を釈放するという
醜態だった。なんの勝算あって、船長を長期勾留してい
たのか。国内では「屈辱外交」とナショナリズムが盛り
上がりそうで気持ちが悪い。戦術ミスだったのだ。これ
から「尖閣諸島に突っ込んでも拿捕されないぞ」とばかり、
中国、台湾の漁船がやってきたら、沖縄の漁船はお手上
げである。
　これもまた、沖縄の視点を知らない「日本のエリート
政治家」のミスである。
　カッコつけて振り上げた拳を収め方としては、最低の
選択だった。ことを大げさにして収拾つかなくなる前に、
船長の親族に不幸があった、として、人道的に解決する
方法があったのだ。お坊ちゃん政治家ばかりなのだ。

日本の海は波高し
第 144回　菅の危機と検察の破綻
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　松下政経塾出身の代表的な閣僚が、前原誠司外相だ。
鳩山内閣の沖縄担当相として、名護市辺野古への移設を
推進した人物である。日米同盟堅持、沖縄米軍基地強化、
９条改憲を声高に叫んでいる。外相が彼に決まったとき、
スタインバーグ米国務副長官は「前原外相についてはよ
く知っており、ワシントンに知己も多く、日米関係への
かかわりも強いので歓迎している」（『読売新聞』2010 年
９月 18 日）と述べている。また、尖閣諸島漁船衝突事件
では、クリントン米国務長官と対談し、尖閣諸島は日米
安保の適用対象との見解を引き出す一方で、輸入牛肉の
月齢制限の緩和を表明した。
　国家戦略相に就任した玄葉光一郎議員、財務相に留任
となった野田佳彦議員も、松下政経塾出身だ。彼らは消
費税増税を強く推し進めてきた人物としても知られる。
　旧民社党、連合系としては、高木義明文科相、大畠章
宏経産相、柳田稔法相が知られている。高木文科相は軍
需産業である三菱重工長崎造船所の労組出身。大畠章宏
経産相は日立製作所の原発設計部に所属しており、連合
組織内候補。柳田法相は連合加盟団体の政治顧問などを
務めているという具合である。
　重要なのは、連合が大企業労組の集合体であることだ。
連合の民間企業上層部は労使癒着幹部である。つまり大
企業出身議員であって、財界のロビーストなのである。
　軍需産業をバックに付け、改憲と防衛力整備を掲げる
高木議員と、原発の３大メーカーの一角を占める日立で
原発開発に携わってきた大畠議員の入閣により、民主党
が掲げる武器輸出三原則の見直しや原発の輸出の政策は、
より強く推進される危険性をはらんでいる。
　この内閣における当面の課題は、庶民のカネを強奪し
てきた自民党の政策を変え、生活の場を重視し福祉的な
政策を打てるかどうかだが、「経済復興」ばかりを叫んで
いるが、もっと重要なことは働き口をつくることである。
国の金で失業者をケアする施設をつくるべきだ。失業者
への技術教育や、地方自治体独自の失業対策への援助な
ども重要だ。公共事業的な規模の大きなものではなくて
も、雇用を吸収できるちいさな仕事をもっともっと増や
す対策も有効だ。国家財政が厳しいとはいえ、原発立地
県にたれ流しているムダな血税を回すだけでも、かなり
の数の労働者が救われる。大企業や官僚の天下り先に浪
費している金を雇用創出や福祉施設の建設などに回すべ
きである。
　中期的な課題としては、辺野古への新基地押しつけを
やめ、日米安保の改定にむけた努力をできるかどうか。
長期的な課題としては、憲法９条を堅持できるかどうか。
中国との緊張感からナショナリズムが高まっている時期
だけに、その重要性はさらに増している。
　菅首相も自分の保身だけに汲々としないで、新しい政
治を打ち、新しい時代をつくり、新しい福祉日本を創造
していくことに命をかけたらどうか。

　これからしばらくは連合・財界・親米マスコミは、当面、
菅支持でいく。しかし、自己保身のための政策では、と
ても乗り切れない。

自民の防衛政策が民主政権で加速
　10 年８月 27 日に首相の私的諮問機関である「新たな
時代の安全保障と防衛力に関する懇談会」の報告書が発
表された。そこには集団的自衛権の行使を禁じる憲法解
釈の見直しや武器輸出三原則の緩和、非核三原則の見直
しなどが記載されている。
　そもそもこの懇談会は、メンバーからして疑問を感じ
るものだった。中西寛・京大大学院教授と加藤良三前駐
米大使は、麻生前内閣の「安全保障と防衛力に関する懇
談会」の委員。岩間陽子・政策研究大学院大学教授も安倍・
福田両内閣で「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇
談会」の委員を務めていた。これらの「再任」を連発す
る姿勢からは、政権交代をした意義が見えてこない。
　政権が変わっても、防衛力の増強と日米安保の強化を
掲げるようでは意味がない。むしろ悪い方にアクセルを
踏んでいる気配すらある。
　首相や北沢俊美防衛相は非核三原則の見直しを否定し
ている。鳩山前首相がつくった諮問機関だからと、完全
に無視できるかは疑問だ。実際首相は、「防衛大綱の見直
しの検討材料の一つとして取り扱う」（『朝日新聞』10 年
８月 28 日）と述べている。自民党時代の安全保障政策を
見直すことなく、流されるままに防衛大綱にむかってい
けば、軍国化へのスピードを一気にあげることになる。
　そもそも仮想敵国としている中国と北朝鮮が、どうい
う形で日本を攻めると想定しているのか。本当にあり得
るのかを、新しい政権は冷静に見直す必要がある。また、
米軍の戦闘行為に加担するミサイル防衛の強化も見直す
べきだ。
　沖縄に駐留する海兵隊の問題でも、１万 5000 人程度の
海兵隊で中国と戦えるわけもなく、軍事的に沖縄に置く
必要などない。つまり海兵隊の抑止力などフィクション
なのである。結局、日本に置くのが安上がりだから駐留
させているだけ。そうした「ウソ」で固めた国防論議を、
厳密に見直す必要がある。
　将来の前原議員が首相になるような事態ともなれば、
状況はもっと悪化する。国民の期待を裏切らないために
も、自民党との違いがハッキリ打ち出し、平和にむかう
シフトを敷かない菅政権化では意味がない。

疑われ始めた「調書の信用性」
　９月 16 日、福岡高裁は北九州八幡東病院の元看護課長
だった、上田里美さんに逆転無罪をいいわたした。彼女
の容疑は、入院していた 70 歳と 89 歳の認知症の患者の
爪をはがしたというおどろおどろしいものだった。これ
が傷害罪に当たるとして、懲役６ヵ月執行猶予３年の判

決を福岡地裁小倉支部が下した。ところが今回の判決で
は、「警察や検察による誘導や押しつけがあったと疑わざ
るを得ない」と、調書の信用性を否定した。
　そもそも上田さんは爪をはがしたのではない。入院患
者の爪が伸びているとシーツに引っかかって大量出血し
たり、水虫の一種である爪白癬や巻き爪、変形などの異
常が起こることがある。その予防のため、こまめに爪を
切ってあげていたというのが真相だった。入院患者のフッ
トケアは必ずしも一般的ではないが、よりレベルの高い
看護を目指す病院ではおこなわれている。
　この無罪判決が出るまで、逮捕から３年２ヵ月もかかっ
ている。彼女は逮捕前から病院側からは自宅待機を命じ
られ、その後、解雇となった。しかも無罪になったのに
もかかわらず、病院側は懲戒解雇に違法性はないとして
復職を認めていない。善良な看護師の人生を狂わせた警
察と検察の責任は大きい。
　彼女は 100 日間拘置後に保釈され、「日常生活に戻り、
落ち着つきを取り戻したとき初めて、警察にはめられた
と気付いた」（『東京新聞』10 年９月 18 日）という。彼
女は取り調べた刑事についても「すごくいい人に思えて
きた。反省すれば執行猶予がつくとも言われた。この人
は私を守ってくれる、言うことを聞けば悪いことにはな
らないと思うようになった」（同上）と語っている。
　彼女は保釈後は検察の調書にサインせず、裁判で一貫
して否認したから無罪判決を勝ち取ることができた。万
が一、サインしていたら、どうなっていたかわからない。
　客観的証拠をないがしろにして供述だけで犯人に仕立
て上げる捜査手法は、９月 14 日に大阪地裁で出された村
木厚子・厚生労働省元局長に対する無罪判決でも指摘さ
れたものだ。
　事件の発端は障害者団体の刊行物を装い、格安でＤＭ
を発送した郵便法違反事件だった。この郵送に必要な
障害者団体認定に民主党議員の口添えがあったというス
トーリーで、大阪地検特捜部は捜査をおこなった。
　村木元局長の関与を示すのは何もなかった。割引制度
を受けるための証明書にあった彼女の印鑑だけだ。これ
も上村勉元係長が勝手に押したものと後に判明している。
　当時の取り調べについて、村木氏は次のように述べて
いる。「否認を続けると、この検事は『私（村木氏）の指
示がきっかけで、事件が起こってしまった』という供述
調書を勝手に作って読み上げ、『署名しますか』と迫った」
（『朝日新聞』10 年９月 11 日）
　話してもいない「供述」から調書をつくり、サインを
求めるなど許されることではない。しかしこれは警察が
よくやる手である。。
　証明書発行の口添えを厚労省に頼んだとされた石井一
議員は、議員会館で証明書発行を求める人物と会ってい
たとされる日に、ゴルフ場にいたことがわかっている。
議員に確かめればわかる裏付け捜査すらしていなかった

のだ。
　さらには押収されたフロッピーディスクを、検察の主
張に合うよう改ざんしていた疑いで、前田恒彦主任検事
が逮捕された。書き換え用のソフトを搭載した自身のパ
ソコンで改ざんしたというのだから、たんなる思いつき
とは考えられない。実際、狭山事件など冤罪事件では警
察による証拠のでっち上げが数多くおこなわれている。
　村木氏が逮捕された当時、高級官僚に対する国民の反
感が高まっていた。それに乗っかっての逮捕だった。さ
らに報道も悪のりし冤罪はつくられた。彼女は家族に支
えられ、署名しないで拒否した。仕事をまっとうしたい
という思いもあったろう。その強さが、彼女を救ったと
いえる。
　ここで問題になるのは、取り調べ室の可視化だ。ビデ
オや録音テープによる可視化は民主党の公約でもあった
し、マニフェストにも入っている。ところが現在の内閣は、
積極的に進めようとしていない。
　警察や検事の取り調べでは、密室のため誘導やストー
リーの押しつけが当たり前におこなわれている。多くの
人は、供述調書が証拠になることを理解していない。あ
とで訂正が利くかと苦し紛れに指印を押してしまうと、
裁判官がその調書で有罪に落とし込む。
　今回、２人の女性が共通して調書のサインを拒否した
のは、冤罪事件が目に触れるようになり、調書にたいす
る理解が深まってきていることも影響している。
　警察や検察が無理な捜査をやめるのはもちろん、裁判
所も彼らの無理なストーリーに乗って有罪判決を乱発す
べきではない。同じ司法界にいるという仲間意識によっ
て維持されている 99.8％もの有罪率は、きわめて異常な
数字だ。冤罪運動のさらなる広がりが必要だ。（談）
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