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鎌田慧の現代を斬る
第 136回　新政権・波瀾の船出と ■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

新しいメッセージ溢れた首相演説
　新内閣が成立して 40 日目、衆参両院本会議で鳩山由紀
夫首相が所信表明演説をおこった。新しい時代を政治で
切りひらこうとする思いがよくあらわれた、好感のもて
る内容であった。
　演説冒頭では「総選挙において、国民の皆さまは政権
交代を選択されました。これは日本に民主主義が定着し
てから、実質的に初めてのことです」と宣言されていたが、
ここにはチェンジした政治を歴史的に位置づけようとい
う精神がよくあらわれていた。「一人ひとりの強い意思と
熱い期待に応えるべく、私たちは『今こそ日本の歴史を
変える』との意気込みで、国政の変革に取り組んでまい
ります。」とも語っている。
　歴代の首相でも、時代の変革を明確に告げた者はいな
かった。そういう意味でも新しさを感じることができた。
苦心の作といってよい。
　演説で強調されていたのは、「人の命を大切にし、国民
の生活を守る政治」を実行しようということだった。こ
れこそまさしく政権を変えた選挙民の願いだ。ブレるこ
となく、今後の政治の基本に据えてやってほしい。
　また「地域のきずな」や「人間のための経済」、「架け
橋としての日本」など、開かれた日本にしていこうとい
う意欲もあらわれていた。さらに首相のキャッチフレー
ズである「友愛」を政治の目標として掲げ、障害者や高
齢者、難病患者との共生にもふれている。「弱い立場の
方々」とか「少数の人々」「市民」「ＮＰＯ」などのフレー
ズが並んだ所信表明は、小泉型の効率・競争・自己責任
の政治からの脱却を示している。
　さて、問題点は、憲法について語られなかったことだ。
約１万 2900 字、52 分という異例の長さのスピーチに、「憲

法」の二文字がまったく見あたらないのは残念である。
　新しい時代は、平和憲法に則っていくという思想が大
事なはずだ。「平和憲法を守る」とか「平和憲法は譲らな
い」などの言葉があってしかるべきだった。
　これは無い物ねだりというものではない。「人の命」や
「国民の生活」を大切にしようとするなら、平和が絶対に
必要であり、平和と民主主義を語るなら、９条の存在を
無視することなどできない。
　また米軍基地の縮小問題や自衛隊の膨張にどれだけ歯
止めをかけるとかいう、軍縮の方向性についても、演説
ではふれられていない。オバマ大統領が打ち出した「核
のない世界」という提案に共感し、非核三原則の堅持に
も言及しているだけに、もう少し踏み込んだ日本発の独
自な発言がほしかった。新政権で予算の膨らんでいる福
祉関連の原資は、防衛の予算削減などでやっていくしか
ない。その意味でも、重要な項目であった。
　もう一つ残念なのは、労働問題に関連して、人材育成
や中小企業の資金繰りなどには言及したのに、非正規労
働者という視線がなかったことだ。緊急の課題である派
遣労働者の雇用をどう安定していくについては、民主党
の躍進を支えた多くの人びとが注目していたポイント
だったはずだ。
　具体的な問題は、これから詰めていくのであろうが、
首相が問題として認識していないも可能性もあり、今後
の政治運営に注目する必要がある。
　また「戦後行政の大掃除」という表現も気になった。
安倍元首相が繰り返した「戦後レジームからの脱却」や
中曽根元首相がいった「戦後政治の総決算」と言葉が似
ているだけに、どこが違うのかを明確にすべきだった。
戦後の民主主義は、労働運動や市民運動などの大衆運動
でつくられてきた。そうした歴史の否定として、「戦後行

沈みつづけるトヨタ
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政の大掃除」が使われないことを願っている。
　もちろん、ここでは官僚依存行政を批判しているのだ
ろうが、それなら「戦後行政」ではなく、「自民党政治」
あるいは、[55 年体制がつくってきた官僚依存」とハッキ
リいわないと、戦後政治の否定にならないか不安になる。
　いずれにしても、これから所信表明に基づいて新しい
政治がおこなれることになるはずで、当分は期待ととも
に監視していきたい。

米国の呪縛が解けない普天間基地
　新政権で最初の大きなハードルとなっているのが、普
天間飛行場移設問題である。10月21日には、来日したゲー
ツ米国防長官が鳩山由紀夫首相、北沢俊美防衛相と相次
いで会談した。ゲーツはオバマ大統領来日の露払いであ
る。現在の米国案である、キャンプシュワブ沿岸部（名
護市辺野古）への移行計画で押し切ろうと日本政府に迫っ
ていた。
「普天間移設」などといわれているが、この計画の実態は、
新米軍基地の建設だから、沖縄県民が激しく抵抗してい
るのだ。
　ゲーツ米国防長官は自民と米国が合意した案から、50
メートル程度沖合に移動するぐらいの変更は認める、と
寝ぼけたことを言っている。その程度の「譲歩」では海
洋汚染を深刻にするだけで、住民の危険と騒音問題の解
決にほど遠い。
　岡田克也外相も「現計画について（１）基地の固定化
につながり、沖縄の負担軽減にならない（２）辺野古崎
への移設は環境破壊になる――などとして『他に可能性
がないか探っていきたい』」（『朝日新聞』09 年 10 月 19 日）
と、10 月 18 日の講演で述べ抵抗していた。しかし 23 日
の記者会見では、「県外というのは事実上選択肢として考
えられない状況だと思う」と、ひどくトーンダウンした
発言となった。北沢防衛相にいたっては、辺野古案を容
認した、との報道も流れた。
　こうした民主党の姿勢に、辺野古崎への移設反対運動
を続けている名護市の渡具知武清さんは、「沖縄は本当に
見放された。結局（沖縄で）たらい回しだ」（『朝日新聞』
09 年 10 月 24 日）と嘆き、米国からの圧力に受けた岡田
外相にたいしては、「一国を背負う大臣が何をびびってい
るのか。これじゃ政権交代は詐欺だよ」とのコメントも
残している。
　政権交代はしたものの、日本政府が対米従属の枠組み
から外れのは難しいということのようだ。しかし民主党
は「対等な日米関係」を掲げて総選挙を戦った。本気で
対米依存から対等な関係に代えようとするなら、まず具
体的な一歩を踏みだす必要がある。
　普天間移設にかこつけた新基地建設は、新機種「オス
プレイ」の滑走路をつくりたい米軍のワガママである。
日本全国、そんな物騒なものを受け入れたい住民はいな

いのだから、米国にお引き取り願ってもらえばいい。沖
縄にある嘉手納基地で、米軍は十分に機能している。こ
れ以上の拡張を絶対許すべきではない。

不可解な日本郵政人事
　新政権もう一つの難題は日本郵政である。
　西川善文社長は、選挙後もイスにしがみついていた。「恥
を知れ」といいたい。郵政民営化が否定されて再構成さ
れようとしているなか、敗軍の民営化大将が留任して頑
張ろうとしているなど、負け戦を無視して陣地にとどまっ
ているようなものだった。考えられない老醜だ。それで
もようやくあきらめ、10月 28日に退任することになった。
　問題は、その後任が元大蔵（現財務）事務次官の斎藤
次郎氏だったことだ。日銀総裁人事の際、民主党は元官
僚の就任に強く反対した経緯があり、「脱官僚」は新政権
の大きな柱ともなっていた。それだけに新社長の人事を
巡っては、天下りか、天下りでないかが大きな問題となっ
た。
　しかも彼は、細川政権のとき新政党代表幹事だった小
沢一郎氏と「国民福祉税構想」を仕掛けた張本人でもある。
亀井静香金融・郵政担当相は「小沢とは相談していない」
と語っているが、小沢氏意向が強かったのは自明のこと
である。もっとも重要な人事で小沢との関係が取り沙汰
されたことは、鳩山首相と小沢幹事長の二重権力が疑わ
れているからだ。
　鳩山自身も 10 月 21 日の記者会見で、「亀井大臣から話
をいただいたときにはかなり驚きながら、なかなかこれ
は相当なつわものの方だから、おもしろいかなというふ
うに思った」（『朝日新聞』09 年 10 月 22 日）と、あいま
いな言い方で前夜に亀井氏からはじめて伝えられた人事
構想について語っている。
　また、敵に回すとやっかいといわれる財務省と民主党
は、協調路線を取っているとの報道は、選挙後からずっ
と流れ続けてきた。そうしたなかで「10 年に一人の大物
次官」と呼ばれた人物を、政権運営においても大きな影
響をあたえる日本郵政のトップに据えるのは、民主党の
唱える「脱官僚」の本気度を疑わせている。
　郵政民営化に待ったをかけることに、わたしもまった
く異存はない。郵政解体前、郵便貯金は 214 兆円とメガ
バンク３行の合計額と同じで、簡易保険の資産 121 兆円
も、大手生保４社の合計に匹敵するといわれていた。そ
れが米国資本の門戸開放の要求に応じて民営化された。
それが郵政民営化の真実である。
　民営化を進めた西川社長も金融部門重視を貫いた。日
本郵政は金融２社を除く、郵便事業会社と郵便局会社に
９割の労働者が在籍しているが、経常利益では全体の２
割しかない。しかも郵便事業の収益改善には手を出さず、
サービスを切り落として、大量の労働者をどうするのか
不安が強まっていた。
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　民主党は国が保有する日本郵政グループの持ち株会社、
日本郵政の株式売却を凍結するという。明治以来の悪癖
である官業解体民営化による政治家や財界の「カネもう
け」にブレーキをかけることは評価すべきだ。ただ、そ
の資産を財務相が好き勝手に使うようなことを許すわけ
にはいかない。斎藤新社長は「ミスター財務省だとか、
そんなことはありません」と記者に語っているが、はて、
どうか。
　彼の経歴を考えれば、多くの労働者の人生に多大な影
響を及ぼす郵便事業の経営に強いとは思えない。ならば、
その方面に強い人物を片腕にすべきだ。ところが、社外
取締役として発表されたのは、作家の曽野綾子氏だった。
　なぜ彼女を起用したのはナゾだ。彼女は日本財団（日
本船舶振興会）と深い縁があった人物である。悪名高き
笹川良一氏に支配されていた船舶振興会のイチジクの葉
として、彼の死後に会長に就任。頃合いを見計らって、
笹川良一の三男である陽平氏に会長を譲った。そういう
ときにうまく利用される人間だけに、今回どういった役
割を果たすのかに注目が集まる。
　彼女は沖縄集団虐殺にたいしても、否定的な論陣を張っ
ている超保守の論客であり、人権意識はからっきしだ。
カソリック作家のイメージが強いが、言動は超タカ派で
ある。親族が郵便局長だと報じられたが、つけたしとい
うもので、重要な政策を実行できるブレーンとは思えな
い。
　この斎藤・曽野コンビの任命は、新政権が追求する明
朗さに影をおとしている。まして社外取締役では、トヨ
タ自動車の奥田碩相談役だけが留任するという。経団連
会長のとき、小泉・竹中と組んで労働者いじめの政策を
乱発し、日本社会をどん底まで突き落とした男が、日本
郵政が抱える大量の金融資産をどうするのか、しっかり
と監視する必要がある。

リコールざんまいのトヨタ
　かつてトヨタは豊田佐吉以来の「よい品、よい考」をモッ
トーに、「品質のトヨタ」としてシェアを拡大してきた。
しかし近年、世界ナンバー１を目指す急激な拡大路線と、
そのバックアップ体制の不備から、リコール車を大量生
産する会社として有名になった。
　10 月にトヨタが北米で正式に通知したリコールは、高
級車「レクサス」をはじめハイブリット車としての人気
の「プリウス」など計７車種。合計で約 380 万台にもの
ぼった。トヨタの米での年間販売台数が 222 万台だから、
売るよりリコールで戻ってくるクルマの方が多いという
サンタンである。
　トヨタは今年の夏にも中国で 69 万台のリコールがお
き、去年の春には国内で 63 万台ものリコールを発生させ
ている。まして国内のリコールは、設計ミスによって燃
料タンクに亀裂が入り、燃料が漏れる恐れのあるという

深刻なものだった。
　そうした反省もなく、今年８月にはレクサスに乗って
いた米国カリフォルニア州の家族４人の乗った車のアク
セルが戻らなくなり、Ｔ字路で曲がりきれず全員が死亡
した。
　この暴走が車の欠陥により起こったとわかったのは、
同乗者が携帯電話で通報したからだった。運転手は時速
200 キロものスピードで数キロにわたって車を操り、な
んとか事故を避けようとしていたが、最後に「つかまって。
祈って」という言葉を残したという。
　トヨタは「フロアマットがズレてアクセルペダルが踏
んだままの状態になる可能性がある」と弁明している。が、
米運輸省校則道路交通安全局は、マットがずれたぐらい
で暴走するような設計そのものに問題がある、と指摘し
たという。結局、トヨタは、たとえマットが違っても暴
走しないよう、リコールで電子制御装置やアクセルペダ
ルを改良することになった。
　この事故をきっかけにおこなわれた調査では、この手
の不具合が 100 件ほどあり、17 件で衝突事故が起き、合
計で５人も死亡しているというから、当然の処置といえ
る。
　いまやトヨタ＝高品質という幻想はすっかり墜ちてし
まった。しかも 10 月 21 日には、同社の「ヴィッツ」の
パワーウインドーに故障があり、最悪の場合発火すると
して、８万台を超えるリコールが届けられた。
　豊田章男社長が 10 月の記者会見で、「『トヨタ丸』は（世
界的な不況の影響で）既に大変な嵐の中にある」（『毎日
新聞』09 年 10 月３日）と語ったが、嵐どころか船体に
穴の空いた状態といえる。
　そうしたなか、10 月４日に鈴鹿サーキットで行われた
Ｆ１日本ＧＰでは、豊田社長が見守る「御前試合」でチー
ムの J・トゥルーリが２位でフィニッシュした。上々の結
果といえる。トヨタの実力を誇示するためには、トップ
を取らないと撤退できないと関係者の語るＦ１では、本
業がグラつくなかで、５度目という表彰台獲得。その好
成績を誇るよりも、徹底的な安全車をつくれ！（談）
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