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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

　明けまして、おめでとうございます。
　新年は明るい話をすべきなのですが、「めでたさも 中
くらいなり おらが春」と一茶が謳ったように、今年は「め
でたくもあり、めでたくもなし」の中途半端な正月になっ
ている。これは政権交代にかけた期待が、１年たってパッ
としない、２年目に入ってますます色あせ、２回目の正
月を迎え、さてどうなるかと強まる不安感に依っている。
　すでに菅政権は、どれだけもつかという瀬踏みの段階
となった。有権者の失望は深い。その要因の１つは、市
民運動出身である菅直人首相が、この国をどうするのか
といったビジョンをまったく示さないことだ。
　今年の大きな問題の１つは、沖縄の普天間基地の「移転」
である。菅政権になって防衛問題でのタカ派ぶりが目立っ
ており、普天間問題もそれと相呼応する形となっている。
12 月中旬に沖縄を訪問した首相は、辺野古への移転を「ベ
ターな選択」と発言し、沖縄の人たちをがっかりさせた。
ベストではないがベターであるとは、沖縄の人たちから
の発想ではなくて、為政者のものだ。すなわち菅内閣あ
るいは米政府にとっての「ベター」でしかない。市民運
動出身を標榜してきた菅の立ち位置が、市民の側ではな
く、米政府や日本の財界の価値観を体現していることが、
この発言からもわかる。
　さすがに保守派の仲井真弘多沖縄知事も「沖縄側の感
覚は県内移設はすべてノー。セカンドベストやベターと
いう話でなはく、バッドだ」と強く批判。首相が沖縄の
現状を、「勘違いをしている」と不快感を隠さなかった。
　一方、政府も黙ってはいなかった。この会談のあと防
衛省は、名護市への支払いを保留していた交付金、09 年
度の繰り越し分と 10 年度分となる約 15 億 9000 万円の支
払いを凍結した。この交付金の中には、12 年度開学予定
の小学校敷地の整備費まで含まれていたというから穏や

かではない。兵糧攻めである。その一方で沖縄県に膨大
な資金を投じる振興策をちらつかせている。自民党政府
とまったくおなじ対応だ。
　沖縄県民は県知事以下、圧倒的多数がもう基地は県内
にいらないと主張している。だから、もはや県外で探す
しかない。それでも県内に持ち込むというのは、もはや
強盗政治でしかない。
　さらに菅政権は「動的防衛力」という構想を打ち出した。
閣議決定された新防衛大綱によれば、「動的防衛力」とは
機動性や即応性を重視するものだ。これまでの自衛隊は

「基盤的防衛力」を標榜し、抑制的で静的な抑止力を目指
してきた。しかし、今後は「仮想的」の脅威に対応しつつ、
情報収集や警戒監視、偵察活動などの平素の活動も強化
するという。
　これは兵力を動かしての防衛といえる。憲法では「武
力による威嚇」を認めておらず、専守防衛が国の基本方
針でもある。しかし動的防衛力は、この「武力による威
嚇」に該当しており、専守防衛の枠組みにも収まらない。
明らかに一歩踏み出している。防衛の概念が質的に変わっ
たといえる。
　この変化を端的にあらわしているのが、大綱に書かれ
た潜水艦の数である。現在の 16 隻から 22 隻にふやす計
画だ。潜って姿の見えない潜水艦は攻撃なしに防衛する
ことはできない。またミサイル防衛（ＭＤ）に使うイー
ジス艦についても４隻を６隻にふやすとされる。
　こうした増強計画は、空母を建設するなど、海軍力を
強める中国に対抗すべく練られたものだ。しかしお粗末
な外交の裏側で、軍備競争が激化するなど、かえって日
本の危険を高めるばかりである。
　また新防衛大綱の話し合いでは、武器輸出三原則を見
直す意見が政府内に噴出したことも報じられている。世
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論の批判が巻き起こって見送られたが、武器の国際共同
開発・共同生産の必要性を訴えての見直し論は根強い。
自民党政権でさえ着手できなかった見直しに、菅内閣が
軽々しく手をだそうとしているのは驚くべきことだ。
　この姿勢の裏側には、財界の要求がある。武器輸出を
しないと技術力が進まない、と三菱重工などの防衛産業
は主張しつづけている。そうした圧力の中、ＭＤでは米
国との共同開発が実現してしまった。
　現在、共同開発したミサイルを第三国に移転可能にす
る基準の策定に、菅政権が着手すると発表されている。
2006 年の米国との取り決めでは、日本の事前同意なしに
米国が第三国に移転できない「厳格な管理」が課されて
いる。しかし現在は「厳格な管理」の内容は明確になっ
ていない状況だ。武器輸出３原則の例外であるＭＤの移
転基準を定め、第三国移転が行われれば、ＭＤ以外でも
なし崩し的に武器輸出を認めることになる。
　もともと民主党の防衛政策は、前原議員などのタカ派
からハト派までの議員によっていて、護憲とはいい難い。
しかも党員には大企業労組の出身者が多い。政権取得後
に防衛力の増強に力を入れはじめたのも、財界と一体化
した大労組の意向でもあるので、不思議ではない。
　昨年 10 月には企業献金を再開している。さらに昨年
12 月には、企業減税を打ち出した。これも自民党ではな
かなか実現できなかったことだが、あっさり手をだした。
　菅首相は今回の企業減税について、「正社員の拡大につ
ながり、総合的に格差が是正される」（『毎日新聞』2010
年 12 月 17 日）と語った。また、経済産業省も企業減税
が国内総生産を２％以上押し上げ、121 万人の雇用につ
ながると政府を後押しした。ところが、経済界は首相に
対して雇用増の約束を拒んでいる。
　企業は正社員の雇用をどんどん削って利益を高めてき
た。それを規制しないで法人税だけ下げても雇用につな
がる保障はまったくない。不安定雇用を規制する法律を
つくり、雇用を守る企業に資金を提供する政策にしない
と意味がない。
　しかも懸案の労働者派遣法の改正案はいまだ成立の見
通しが立っていない。その一方で派遣業界からの反撃も
かなり激しくなっている。11 月 30 日には日本人材派遣
協会が新聞に一面広告を掲載した。見出しは「派遣だから、
幸せになれた。」だった。「現在の労働者派遣法改正案は、
派遣社員の就業機会を大きく損なう懸念があります。派
遣社員が希望する働き方を選択できる社会にするために、
事実に基づく冷静な議論を尽くし、わかりやすい法制度
とすることを提案します。」とも説明が書かれている。さ
らに顔写真付きで派遣で「幸せになれた」実例が、３件
紹介されている。
　広告に取り上げられている人たちのように、子育てと
仕事の両方をにらみ、派遣を選ぶ人もいるだろう。しかし、
これはごく少数である。少数の意見を拡大して取り上げ、

安定化と社員化を願う人の願いを踏みにじるのは、あく
どい。
　この広告には正社員になるために派遣社員を選んだと
いう女性も登場する。人気のない方を主張するいわゆる

「逆張り」だ。しかし正社員で条件に合う会社が見つから
なくて、仕方なく派遣社員となり、半年後に念願の正社
員となったと書いてある。なんのことはない。初めから
正社員としての募集があれば、不安定就労に半年も就く
必要はなかったわけだ。企業も派遣制度がなければ、最
初から正社員を募集していたであろう。
　恒常的に雇用することもなく、そのときどきの必要に
応じて必要な人員をピックアップして採用できる企業側
の論理で動くのが派遣制度である。広告が謳う「派遣社
員の就業機会」をふやすとの論理は、社員をどんどん企
業から引きはがして派遣にすれば、こま切れの仕事がふ
えるということだ。しかし、ふえた仕事とはまったく安
定した仕事ではない。流動化した不安定就労だから、な
んの保障もない。船から放りだして、勝手に泳いでいろ、
そっちの方が自由に泳げるだろうという理屈だ。
　財界は派遣を正社員化するなら、企業がどんどん海外
に逃げていくと主張する。しかし、この論理にもウソが
含まれている。そもそも企業の海外進出は容易ではない。
まず多額の設備投資をしなければならない。土地を買い、
設備を整え、現地労働者の教育の中心を担う社員を現地
に住まわせるのには、莫大な費用がかかる。しかも文化
の違いもあって、日本で成功した生産方式が通じるとは
限らない。また日本人ほどの滅私奉公の精神はないため、
条件が悪ければいっせいに辞めてしまうし、引き抜きに
弱い、というリスクも抱える。結局、企業にとって都合
のよい派遣制度を温存すべく、海外移転するぞ、と脅し
に使ってるだけだ。

340 万人の失業を生むＴＰＰ
　環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）をめぐっても、
民主党政権は農業・畜産切り捨て、企業優遇へと踏み出
そうとしている。
　ＴＰＰは太平洋を囲む地域で関税をゼロに、経済交流
を活発にしていく目的で計画されたものだ。これは大変
な問題で、輸出力のある工業製品には追い風となるが、
高い関税で国内の生産者を保護してきた第一次産業は壊
滅的な打撃を受ける。日本の食糧自給率は現在でも低い
のに、ＴＰＰに参加となれば一気に落ちていくだろう。
　群馬県農政部の試算によれば、県産米の価格は 10 キロ
2000 円強だが、一般輸入米は 600 円強になるという。価
格競争に敗れ、産出額は現在の 10％になると予想してい
る。
　おそらく外食産業やコンビニのおにぎりは、外国産の
安い米を使うようになる。すると日本全国で国産米が余っ
て売れなくなる。結果として値崩れを招き、農家の経営
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が困難になり、農家がつぶれていく。農水省の試算では、
米などの農産物が、関税を撤廃するとＧＤＰで７兆 9000
億減って、340 万人の失業者がでる。菅内閣はこれを進
めようとしている。
　自民党政権時代には民主党や社会党という野党があっ
た。しかし現在はかつての野党が与党となり、政策も与
党化。民主党は財界のバックアップを受けて政権を維持
することに執心して、農民の声を吸い上げ、自由化に反
対する政党がなくなってしまった。最悪のパターンであ
る。
　民主党政権の財界肩入れ策は、これだけではない。チッ
ソの分社化も大きな問題だ。
　水俣病の原因企業であるチッソを、被害補償を専門と
する親会社と、収益が望める部門を集めた子会社に分け、
子会社の株を売って被害補償費用をつくるという。補償
金の支払いを抱えた企業の切り離しである。債務を全部
親会社に押しつけて、チッソ経営の本体は浮上を図って
いく。国鉄の分社化とも似ている。
　水俣病の未認定患者はまだたくさんいて、今後、認定
患者が増加する可能性が高い。チッソは被害者はふえて
いくのが怖いから、この辺で打ち止めにしたい。チッソ
の技術力は評価も高く、液晶基盤などはもうかっている。
補償という「足かせ」なければ、もっと楽にもうけられ
るというわけだ。すでにチッソの後藤舜吉会長は、子会
社の株売却後、親会社の精算に言及している。そうなれば、
新たに認定される患者の補償をする責任企業がなくなっ
てしまう。
　これまでもチッソを分社化しようと動きはあった。し
かし被害者側の反対もあり、政府も認めてこなかった。
ところが民主党政権はあっさりと認めた。
　本来、野党が与党になったら、野党的な政治を実行し
なければならない。ところが自民党で見飽きたような「与
党政治」しかしない。庶民の批判が強まっているのも当
然だ。
　といって、革命政権が誕生したわけではないから、民
主党に変わった、といってもすぐに政治が大転換するわ
けではない。そう考えて彼らの悪政も見守ってきたひと
たちは多い。が、いっこうに体制を立て直す気配がない。
平和の方針や弱者に対する援助、福祉的な政策を実施せ
ず、政権維持だけに躍起となっている。昨年 12 月には、
右派としても有名な平沼赳夫議員や石原慎太郎都知事な
どが名を連ね、「日本復活！　強い経済　強い財政　強い
政治　強い教育　強いふるさと」をスローガンに掲げて
いる「たちあがれ日本」との連立まで模索した。政権に
さえしがみついていれば、何でもすると宣言しているよ
うなものだ。

相次ぐ市民による死刑判決
　裁判員制度もいよいよ死刑判決が重なり大きな問題と

なっている。検察側が死刑を求刑した裁判員裁判は、10
月からの２ヶ月間で５件となり、３人が死刑、１人が無
期懲役、１人が無罪という結果となった。
　裁判制度が始まった当初は、死刑が懸念されるような
事件は、裁判員には任せなかった。しかし、昨年 10 月以
降、裁判員による死刑判決が現実のものとなった。
　最初の死刑判決となった横浜地裁での事件は、犯人が
生きたまま被害者の首を電動ノコギリで切断するなど残
虐さの目立った犯行だった。が、２人の殺害に対して死
刑判決がでてしまった。昔なら無期懲役だったのが、厳
罰化の流れにのって突破された。
　この判決では、裁判長が「裁判所としては控訴を申し
立てることを勧めたい」と異例の発言をした。これがど
のような意図を持った発言かは定かではない。死刑判決
を下した裁判員の精神的苦痛への配慮かもしれないし、
裁判官側の意見が割れて裁判長の意見が通らなかったの
かもしれない。いずれにしても裁判官ですら、自分たち
が下した判決に自信を持てず、高裁への判断に期待する、
というような無責任な制度は間違っている。
　また仙台地裁の判決では、犯行当時 18 歳だった少年被
告にたいしても、２人を殺害したとして死刑判決が下さ
れた。判決では「更正可能性は著しく低い」と断じたが、
少年事件にたいする慎重さが感じられなかった。
　日本では死刑廃止の意見が弱く、運動も残念ながら大
きなうねりとはなっていない。そのため被害者の遺族が
法廷に出てきて涙ながらに訴えると、裁判員も同情して
死刑判決がだされやすくなる。
　しかし量刑まで決める裁判員制度を導入しておいて、
死刑制度を残しているのは、市民にとってのものすごい
抑圧である。ほかの国ではみられない。これから死刑を
宣告して苦しむ人たちが沢山でてくるにちがいない。
　かつて死刑制度は「悪人」だけの問題だった。しかし、
今や市民自身の問題になってしまった。裁判員制度をつ
づけるなら死刑制度を廃止するしかない。（談）
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