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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

　毎回、菅政権の悪口をいうのも消耗だが、彼が首相に
なってなにをしたいのかが、ますます見えなくなったき
た。
　鳩山由紀夫前首相が、普天間飛行場の移設について「最
低でも県外」と明言したことが懐かしい。鳩山前首相は
実行力がまったくないまま、世論の批判を受けて沈没し
た。しかし彼は、日米安保を「駐留なき安保」に変え、「東
アジア共同体」を掲げて、米国従属から少しでも離脱し
ようという姿勢をしめしていた。これがあたかも虎の尾
を踏んだように、米国の批判にさらされたのだった。
　それを証明する公電が、ウィキリークスの公開した米
外交文書からみつかった。ソウルを訪問したキャンベル
米国務次官補は、韓国の大統領府で金星煥（キムソンファ
ン）外交安保主席補佐官と会談。その内容を要約したも
のに、こんな記載があったという。
「両者（キャンベル、金）は、民主党と自民党は『全く異
なる』という認識で一致。北朝鮮との交渉で民主党が米
韓と協調する重要性も確認した。また、金氏が北朝鮮が『複
数のチャンネル』で民主党と接触していることは明らか、
と説明。キャンベル氏は、岡田克也外相と菅直人財務相
と直接、話し合うことの重要性を指摘した」（『東京新聞』
2011 年１月 20 日）
　問題は、この文章の交わされた時期が、鳩山政権下だっ
たことだ。鳩山ののち、菅か岡田を首相にしたいという
米国の要望がここにあらわれている。この文章が送られ
た２ヶ月後、ワシントンポストは鳩山を「ルーピー」（現
実離れした愚か者）と酷評して政権に打撃を加えた。
　また、東京新聞によれば、このころ渡部恒三元衆院副
議長が講演で次のように語ったという。
『普天間問題を解決できずに鳩山君が責任を取ったら、お
そらく菅直人くんが（首相に）なるでしょう』と発言」

　また、菅のライバルだった小沢一郎幹事長（当時）は、
嫌疑不十分で不起訴とした東京地検特捜部の検事から検
察審査会が意見を聞くなど、金銭疑惑の対応に追われ、
代表なるにチャンスをつぶしかけていた。
　つまり米側の菅支持、鳩山・小沢嫌いの影響が今にい
たっているわけである。もちろん小沢が米政権の期待を
裏切って首相になったとしても、どれだけ日米安保と辺
野古移設反対で頑張れたかはわからない。しかしこれま
でも噂されてきたように、首相になる人間は宗主国・米
国の信任を得ないといけないという伝説が証明される結
果となった。
　菅首相になってから、普天間飛行場の辺野古移転を後
押しし、日米共同統合演習を実施、思いやり予算の名称
を「ホスト・ネーション・サポート（ＨＮＳ）」に変更、
ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）への参加も表明
した。さらに原発の輸出や世論の反対でつぶれた武器輸
出など、米政権と財界の操り人形のようになっている。
　ところが米依存のお粗末な政策を裏切るかのように、
米国は中国に急速に接近している。１月 19 日、胡錦濤国
家主席が訪米し、米中首脳会談がひらかれた。これは大
げさにいえば、世界第２位の経済大国となった中国が世
界第１位の大統領と、世界経済を牛耳ろうとする会談と
なった。中国側の要求を受けて、胡錦濤があわられる場
には赤絨毯を敷き、国賓並みの待遇となった。ホワイト
ハウスでは 21 発の礼砲や国歌演奏をするなど最大限の待
遇を整え、中国の関心をかった。
　オバマは今回の訪米を、「今後 30 年間の基盤をつくり
うる」と評価したというから、並々ならぬ歓迎ぶりである。
一方の胡首相も「前むきで協調的、かつ包括的な関係を
進める」と語り、〝相思相愛〟ぶりを見せつけた。
　今回の訪米では、米ボーイング社による旅客機売却な
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ど計 450 億ドル（約３兆 7000 億円）のお土産つきで、財
界を喜ばすことに必死なオバマ大統領をアシストした。
一方で中国はフランスや日本などの先発国と競うために、
ゼネラル・エレクトリック（ＧＥ）と共同で米国内での
新幹線建設を計画している。昨年 12 月には中国の車両
メーカーである中国南車とＧＥが、米国内に合弁会社を
設立。新幹線のような中国の経済スピードを象徴する出
来事といえる。
　菅政権がいじましく米国のご機嫌をとっている間に、
米国はすでに日本よりも巨大な経済的利益の道を中国に
切りひらいている。たしかにオバマ政権は中国の人権問
題を批判したりしているが、これまで米国が世界でやっ
てきた無数の虐殺行為を見れば、中国の人権問題を批判
する権利などあるわけがない。そのことを知っている胡
錦濤首相は、人権問題にたいする記者の質問にも、一度
は回答しなかったことについて、通訳の問題で聞き取れ
なかっただけだと余裕をみせ、「中国国内でなすべきこ
とはまだたくさんある」（『朝日新聞』2011 年１月 21 日）
と門前払いではなく、人権問題に正面からむき合った回
答を用意した。
　これは人権問題に敏感な米国へのリップサービスだっ
たといわれる。ただし人権より経済発展に軸足を置いて
いる状況に変わりはない。一党独裁体制によって、国と
地方の財政を総動員して 10％以上の経済成長を進めてい
る現状は、当分つづくと予想され、あたかも国家資本主
義の猛走となっている。
　中国の人権は 21 年前の天安門事件であきらかになった
ように、ずっと弾圧されつづけている。しかも現在は経
済成長とインフレによって、下々の生活が厳しく、一部
では飢餓が発生するほどになっている。
　これは植民地解放のあと独裁政権がつづき、30 数年ぶ
りで民主化運動がはじまったチュニジア、エジプト、ヨ
ルダンのこれからの動きと関連づけて考えられる。昨年
末、チュニジアの首都チュニスに行ったとき、そこで会っ
た日本に留学経験のある実業家は、ベンアリ大統領一家
の専横について話しつづけた。
　彼はスーパーマーケットにさしかかると「これは大統
領夫人のものです」といい、ビル工事を請け負っている
建設会社の名前を見ると「これは大統領の息子のもので
す」というし、自動車ディーラーを指さしては「これは
大統領一家のものです」と語った。国内のすべての企業
が大統領一家に関連あるといって笑う。
　彼の話によれば、ベアンリ大統領は軍政権を引き継い
だときに教育政策だけには力を入れたという。そのため
彼のように海外に留学する青年が多かった。今回のジャ
スミン革命の中心となっていたのは、そうしたインテリ
たちだったから皮肉だ。
　中国も経済成長を維持するために、米国を中心に多数
の留学生がいる。近い将来、そうしたエリートが経済政

策をつくっていくことになる。彼らが一党独裁に疑問を
抱き、民主化運動を支えていく可能性は高い。これまで
の民主化運動の中心は、北京大学などの国内育成エリー
トだったが、それに変わる革命分子を中国は内部に抱え
込むことになる。
　経済発展しようとすれば、民主化せざるをえない。軍
政から民主化にむかった韓国の歴史が、それを証明して
いる。チュニジアの問題は北西アフリカのマグレブ諸国
の問題と考えられており、中国に波及していく可能性が
見落とされている。隣国の民主化に期待したい。

挫折の政治家・小沢
　小沢が復権するのは、きわめて難しいだろう。このまま
挫折の政治家として歴史を名をとどめるのが本人にとっ
てもいいと思う。というのもカネと力で政治力を握る日
本保守政治のもっともダーティーなやり方を、彼は徹底
的におこなってきたからだ。政治家としての信念ではな
く、政治屋としての高い能力で評価されている人である。
　彼が木を見て森を見ない政治屋であるのは、前回の衆
議院選挙前に起こった自民党との大連立騒動を見ればわ
かる。自民党が完敗して民主党が圧勝する気運の中、大
連合を模索するという政治判断はオソマツ極まりない。
圧勝前夜に敵のところにでかけて仲よくしようと交渉す
るなど、ピント外れもはなはだしい。
　そもそも彼は政党をつくっては、維持できずに分裂を繰
り返してきた。政治家をカネと力で動かすコツを知ってい
るから、いままで権力を維持してきたが、もうそんな時代
でもなくなった。いまが最後の脚光だ、とわたしは思う。
　かといって検察が彼を落とそう狙ってつづけてきた強
引な取り調べや、その検察さえあきらめた起訴を、「市民」
が検察審議会で強制起訴する流れは支持できない。
　資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法違反事件に
おいては、同会元事務担当者の石川知裕衆院議員が録音
した地検の再聴取の記録が地裁に証拠採用されている。
この証言が小沢の関与を認めたとされているだけに、石
川議員が主張する供述の誘導が証明されれば、小沢の公
判を維持するのはかなり難しくなる。
　そもそも検察がつくったストーリーに小沢は抵抗しつ
づけ、検察も証明できなかったから敗退した。それを改
めて起訴しても勝てるわけがない。マスコミもこれまで
のえん罪事件と同じように、「やったにちがいない」とか
「あやしい」、「カネに汚い」など、世評だけで彼を失脚さ
せようとしている。
　検察がいかに政治的に動くかは、すでにあきらかになっ
ている。そのミスリードをマスコミや「市民」が後押し
することには反対だ。

秋葉原事件の再発防止はできるか
　１月 25 日、東京地裁で秋葉原事件で加藤智大被告にた
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いして、死刑の論告求刑がおこなわれた。７人を殺害し、
10 人に重軽傷を負わせた犯罪者だけに、死刑求刑に批判
的な意見は少ない。だから３月下旬におこなわれる判決
公判でも、死刑宣告が予想されている。
　１年にわたって裁判を傍聴してきた被害者の一人は、
「加藤被告が起こした事件ということが伝わってこず、（被
告の謝罪も）何かひとごとのようだ」（『日本経済新聞』
2011 年 1 月 26 日）と、加害者の本心がよく見えないこ
とへの不満を口にした。
　弁護人側は精神疾患があった可能性を指摘し、心神喪
失か心神耗弱状態だったと主張している。それが３月末
の判決でどう判断されるかはわからない。しかし本当に
問題なのは、彼がなぜ犯罪を起こしたのかである。
　被告に派遣労働者としての不安があったという問題は、
裁判ではそれほど強調されなかった。むしろ彼の「不存在」
の存在が話題になった。たとえば、法廷で加藤被告は次
のように証言している。
「現実では誰に対しても距離を取っていたが、掲示板では
誰に対してもゼロ距離（距離を取らない）で、気をつか
わなかった」（『毎日新聞』2011 年１月 26 日）
　ここには現実の中では生きていない現実逃避と、仮想
社会の中でしか生きられない存在のあり方をしめしてい
る。現実社会の中では不安定就労に苦しみ、明日の生活
がわからない不安のなかで生きていても、それは彼にとっ
ては問題の中心ではなかった。むしろ掲示板のなかで居
場所がなくなる方が問題といった逆転した構図は、精神
医学的にいうと「離人症」の症状だと思われる。
　こうした現実に存在感をもてない状況は、彼ばかりで
はない。ネトゲ（ネットゲーム）廃人、ネット依存など、
そういう心の問題を法廷でどれだけあきらかにし、今の
若者の共通の問題として解明されないと、この貴重な犠
牲を払った事件から教訓を得、再発を防止することがで
きない。

背番号制とＧＰＳによる監視
　コンピュータといえば、民主党は背番号制の強力な推
進政権である。菅政権も例外ではない。「税と社会保障の
共通番号制度」と呼ばれる政策は、国民一人ひとりに番
号をつけ、収入を把握し、脱税を防ぐ名目が掲げられて
いる。それに引き替えに社会保障のサービスが受けられ
るという。多くのマニフェストが未達成のままなのに、
日本農業を壊滅させるＴＰＰなど、小泉流の改革には熱
心なのだから選挙民への裏切りである。
　報じられているところによれば、この共通番号制度は
健康保険や介護保険、年金手帳などを統合するとともに、
国税や地方税などの税務情報の一元化にも活用するとい
う。確定申告の書類提出がなくなり、医療費や介護保険
なども自動的に計算してくれる、とか。
　ここで問題なのは、個人の情報が一ヵ所に集中するこ

とだ。もし漏れた場合には、すべての情報が一括で流れ
だす。プライバシーの観点からも最悪の問題といえる。
まとめられた電子情報は必ず漏れる。銀行やカード会社
など情報漏洩事件が、それを証明している。
　そもそも個人情報の一元化は、国家権力が徴兵や徴税
に使う場合に都合がよいが、個人にとってはろくなこと
がない。まして個人の財政状態や病歴などが、一目瞭然
の情報の一元化など認めらない。
　しかも、この共通番号が医療や税務だけに収まるのか
も不明だ。車のナンバープレートを読み取るＮシステム
や、以前、地下鉄で導入が検討された顔認識システムな
どと情報を一元化すれば、一気に国家の監視体制が強ま
る。
　自民党政権が狙っていた背番号制度を、社会保障の強
調によって看板だけ掛け替えた欺瞞的なシステムが、今
回の共通番号制度である。
　同様の監視システムの強化に、宮崎県が制定を検討し
ている条例がある。性犯罪の前歴者に、全地球即位シス
テム（ＧＰＳ）の携帯を義務づけるというものだ。不携
帯や器具の破壊には罰金を科し、必要に応じてＤＮＡの
提出を求めるなど、内容はかなり過激だ。
　警察や検察の不祥事が次々と明らかになっているなか、
「前科者」を死ぬまで管理する人権侵害の法律の制定を目
指すこと自体、神経を疑う。この条例を推進しているの
は、元自衛官で、松下政経塾出身の村井嘉浩知事である。
前原誠司外相同様、後先考えない国家主義が松下政経塾
の特徴なのだ。
　この条例の背景にあるのは、性犯罪者は絶対に治らな
いという思い込みである。このような監視システムを許
せば、精神疾患者などにも範囲が拡大させられるおそれ
がある。そもそも人間に機械をつけて管理するなど、人
権侵害のサイたるものだ。人は牛や馬ではない。（談）
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