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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

　ついこの間まで、チュニジアの首都チュニスに行くと、
街の要所要所に、ベンアリ大統領の巨大な肖像画がかかっ
ていた。それはごくありふれた風景だった。が、今は１
枚もないであろう。在任 23 年間、ベンアリ大統領一家の
横暴に、ついに我慢しきれない民衆によって、ジャスミ
ン革命は起こった。
　チュニジアから波及した民主化の波は、リビア、アル
ジェリアなどマグレブ諸国に反権力デモとして広がって
いった。マグレブはエジプトから見た「日の沈む国」と
いう意味だが、そのエジプトでもムバラク長期政権が打
倒された。さらに在任 41 年のリビアと在日 20 年のイエ
メン、立憲君主制国家であるヨルダンでも、独裁者を排
除しようとする民主化運動が熱気を帯びてきている。「絶
対的権力は絶対的に腐敗する」という歴史の教訓通りで
ある。
　こうした北アフリカ・中東諸国の民主化運動の中で、
現在、最も悲惨な状況となっているのがリビアだ。同国
の独裁者カダフィー大佐は、1969 年に 27 歳で軍事クー
デターを起こし革命指導評議会議長となった。「コーラン
プラス社会主義」という国家形成を目指したが、いまで
はただの圧政でしかない。
　この国で中国とおなじように貧困層が多く、貧富の差
が拡大していたことが、今回の反乱で広く伝わるように
なった。首都のトリポリは各地方都市から流れ込んでき
た反体制の住民に包囲され、カダフィーの親衛隊による
防衛が力尽きるのも時間の問題となっている。自国の抵
抗勢力に空爆したり、砲撃したりする非道さによって、
国際社会ではすでに戦争犯罪者の烙印が押されている。
　テレビで見るカダフィー大佐の奇矯さは、いままでの
打倒された政権の中でも特別だが、遅かれ早かれ彼のよ
うな独裁政治は終わりを告げる。情報が自由に行き来す

る現代で、こうした専制国家を維持することは不可能だ
ということを、中東の民主化運動は改めて証明した。
　リビアを除く中東の民主化は、過去の革命と違ってき
わめて平和的におこなわれた。フィリピンなどに代表さ
れるアジアの革命、ソ連の支配から脱却した東欧革命の
波が、ついに中東諸国まで広がったことは、歴史の確か
さを感じさせる。
　この革命に頭を抱えているのが米国である。大量破壊
兵器を持っている、とデッチあげて、独裁者のフセイン
を倒して、イラクへ民衆化運動の戦士を気どって乗り込
んだが、親米のエジプトやサウジアラビアにまで、この
民主化の波が広がるのは大反対なのだ。親米的でさえあ
れば、どれほど国家が腐敗していてもフォローする。が、
抵抗する国家にはフセインや往年のカダフィーに対して
のように武力攻撃する。それが米国流の「民主主義」だ。
　昨年、５億 8000 ドル（約 480 億円）をかけて、米国・
第５艦隊司令部の拡張工事が始まっているバーレーンで
も、親米の王政存続が危うくなっている。今後の革命の
行方しだいでは、反米の代表格イランと同じイスラム教
シーア派が、政権運営をおこなう可能性さえある。
　今回の民主化運動は、先行きの見直しは困難だが米国
の帝国主義的な軍事戦略に大きな影響を与えている。「世
界の憲兵」米国の帝国主義的支配の鎖は、せきを切って
ほころびはじめ、止めどもない。

差別発言と税金の大浪費
　一方、日本の首都では、東京のカダフィーともいえる
石原慎太郎がついに政権の座を追われそうだ。
　長男の伸晃は自民党幹事長に出世したが、未練がまし
く、また親父を都知事に担ぎ出し、その威光によって自
分の権力を強化しようと、慎太郎応援の先頭をきって空

第 148回　「東京のカダフィー」石原慎太郎
　　　　　　　12年の専制
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騒ぎを繰り返していたが、ムダだったようだ。
　これまで立候補を表明したのは、共産党の小池晃元参
院議員と外食大手「ワタミ」の渡辺美樹会長。また、東
国原英夫・前宮崎県知事も立候補を前提に準備を進めて
いる。
　いまのところ、神奈川県知事の松沢成文やワタミの渡
辺会長などが、石原派んも後継者とみられている。民主
党は候補を絞りきれていない。猪瀬直樹副知事は石原の
10 分の１ほどのスケールの男で、強い者には弱く、弱い
者には強いというタイプだが、やる気があっても慎太郎
の駆け引きに埋もれ、とても立候補できるような状況で
はない。いずれにしてもあと１ヶ月半で、東京の政治が
どう変わるか、重大な岐路に差しかかる。
　石原都政は“差別主義都政”といってもいいほど、彼
は異常な差別発言を繰り返してきた。
　2000 年４月には「不法入国した多くの三国人、外国人
が非常に凶悪な犯罪を繰り返している」と発言。この「三
国人発言」に対しては、国連の人種差別撤廃委員会が人
種差別撤廃条約に違反すると認めた。
　2001 年 10 月には、「文明がもたらしたもっとも悪しき
有害なものはババア」「女性が生殖能力を失っても生きて
るってのは無駄で罪」などとも放言。このような発言は
近代国家の為政者としては許されない。イタリアのベル
ルスコーニにも匹敵する女性差別主義者である。
　さらに問題になのは教育問題だ。東京都の教育委員会
は、日の丸・君が代の強制を、全国の先頭をきって徹底
的におこなった。そのため大量の教員が処分された。さ
らに日の丸の強制掲揚に反対した教師たちは、三鷹高校
の校長のように定年後の再任を拒否されるというきわめ
て差別的な待遇がまかり通っている。ウルトラ右翼の首
長が全都の教育を右に向けていくという驚くべき政治が
黙認されてきたのは、経済しか考えなかった都民の無関
心があったからだ。
　だからといって石原都政が経済発展に貢献したわけで
はない。それどころか彼が都知事になって 12 年で、少な
く見積もっても１兆円以上がムダ遣いされたいう。
　よく知られているのはオリンピック招致である。発案
当時からほとんど可能性がなかった招致運動のために、
55 億円の経費が計上された。それでも十二分にムダだが、
最終的には 150 億円にまで膨れあがってというから呆れ
る。実際には 200 億円を超えるとの報道もあるほどだ。
そもそも都民はオリンピックなど望んでもいなかった。
五輪開催の支持率は東京で 59％と、招致を争ったマドリー
ド、リオデジャネイロ、シカゴと比べてもとんでもない
ビリだった。
　ところが慎太郎は大乗り気で、開催地の選定会議に出
席するためのそろいのスーツまでこしらえた。１回しか
着ないのに男性用 26 万円、女性用 21 万円で、これだけ
で総額 1200 万円近いカネが消えた。路上には餓死してい

る人間もいるのに。
　09 年８月の世界陸上ベルリン大会の視察では、4811 万
円も使ったという。また五輪招致名目の海外出張は 13 回、
合計２億 2000 万円も浪費したと、都議会でも追及されて
いる。だいたい彼は日本の都市でも最高級のホテルを泊
まり歩いていたが、条例で定められている上限額を大幅
に超える浪費をつづけてきたことでも知られている。
　都民の血税を自分の使いたい放題。あたかも産油国の
リビアやヨルダン、サウジアラビアの権力者のような行
動だ。その挙げ句に、五輪招致のムダ使いについて「東
京の財政は痛くもかゆくもない」と胸を張った。ムダ金
を使ったという反省すらないのだ。
　石原のオリンピック招致で大もうけをしたのが電通で
ある。なんと 66 億 9000 万円もの血税が、同社に流れ込
んだ。広告は費用対効果がわからないことで知られてい
るが、約 67 億円も血税を使って何の効果もあげられな
かったことには驚くしかない。
　慎太郎の交際費も、たびたび問題になってきた。高級
料亭やレストランでの豪遊は、１回 60 万円など庶民に
とって目玉の飛び出るような金額が並ぶ。
　エコツーリズムを視察を目的とした旅行では、ホテル
並みの施設を整えたクルーザーでガラパゴス諸島を豪遊。
８人で 11 日間遊び回り総額 1444 万円も使った。これの
どこがエコツーリズムなのか。環境とはまったく相容れ
ないゴーマンな姿勢しかしめさない男に、環境を語る資
格はない。
　また彼の 12 年間で、東京の再開発が進んだ。その象徴
が築地市場移転計画だった。これはオリンピックを隠れ
蓑にして、築地の卸売り市場を東京ガスの工場跡地であ
る豊洲に移すというものだ。しかし、ここではコークス
ガスの精製課程でのヒ素、シアン、ベンゼン、水銀など、
さまざまな有毒物質が発見されている。土壌汚染地域に
食物の施設を移す非常識は利権がらみとしてしか考えら
れない。土地の売却は、所有者の東京ガス自体も二の足
を踏んでいたのを、東京都が強引に説得したといわれて
いる。
　この汚染については、『黒い都知事　石原慎太郎』（一
ノ宮美成＋グループ・Ｋ 21　宝島社）に東京ガスの豊洲
工場で働いていた人物に深刻な証言がある。

「石炭ガスの生成過程でできたタールのうち、いいものは
横浜工場に持っていって再蒸留していたが、どうしても
下に油分や錆などのヘドロがたまる。それをオガクズに
混ぜて、豊洲工場内の廃棄場所にプールしていた。いま、
高濃度汚染地点とされているところだ」
　このプールの壁はコンクリートで、地中にしみ出した
らしい。この汚染の原因ともなったコークス生産につい
ては、わたしも北九州新日鉄の労働者を取材したことが
あるが、労働者にがんが多発していたことを思い出す。
　これだけ危険満載の土地なのに、都は一部の検査デー
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タを隠蔽した上、石原は「 日本人が日本人の （汚染浄化）
技術を信じないでどうするんだ」と怒鳴ったという。
　もともと築地市場の跡地は、オリンピックのためのメ
ディアセンターを建設する予定になっていた。オリンピッ
ク招致が失敗したのだから、本来なら築地の移転も中止
すべきだった。しかし計画は止まらない。それは築地を
再開発して財界をもうけさせようという意図があったか
らだ。
　これまでも石原は強力に東京都の再開発をすすめてき
た。湾岸をはじめ秋葉原、大手町、羽田空港の拡張工事
などの許認可をすすめる猪突猛進ぶりだ。臨海副都心に
ついては、01 年３月に「行くも地獄、退くも地獄」など
と発言したが、膨大なカネをつぎ込んで開発を後押しし
た。利用者の居ない土地をどんどん作り続けて、どうす
るのか。
　現在、必死で民主化運動を潰しているシリアのアサド
大統領も、父親から受け継いだ在位は慎太郎と同じ 12 年
である。慎太郎独裁に終止符が打たれるのも、世界的に
みれば当たり前のことだ。暴言を吐き続け、教員を押し
つぶし、思想を取り締まり、税金を湯水のごとく使って
豪遊し、財界と組んで再開発を進める。このような独裁
政治を、都民は 12 年も許してきた。こんどこそ、眼を覚
ますときだ。

第二自民党からウルトラ自民党へ
　連日大混乱がつづいている民主党は、投票者の「チェ
ンジ」にかけた期待を受け止められない政党だったとハッ
キリした。
　中東や中国とおなじように日本の格差も拡大してきた
元凶は、米国の政策に追随する、公明党を巻き込んだ自
民党の長期独裁政権だった。その結果、生活保護者はど
んどん増え、派遣労働者も大量に発生した。若者は未来
に希望を持てず、自殺者も年間３万 2000 人で推移してき
た。そういう政治にたいする制裁が、政権交代となった。
　清新の政党にたいする幻想は強まるなか、当初から「前
門の虎、後門の狼」とわたしは民主党が「第二自民党」
であると指摘してきた。
　それでも本家の自民党があまりにも腐敗していたから、
政権維持のためには、それにたいしてのアンチとしての
政策ぐらいはおこなうだろうとは期待していた。ところ
が官僚の腐敗を断ち切って政治家主導の国をつくるとい
ういった方針もかけ声だけに終わった。むしろ逆に、官
僚に丸投げ。第二自民党として、強化されている。
　菅直人総理は小沢一郎元代表との党内の対立に勝ち抜
くため、官僚たちに依存し、民主党を打倒すると息巻い
ていた与謝野馨まで三顧の礼で尽くして入閣させた。本
来なら鳩山政権の間に党の体質完全を進めるべきだった
が、結局、権力闘争の防衛にはしった。
　民主党の初代首相だった鳩山由紀夫は、『沖縄タイムズ』

の取材で「辺野古に戻らざるを得ない苦しい中で理屈付
けしなければならず、考えあぐねて『抑止力』という言
葉を使った。方便と言われれば方便だった」と発言した。
　沖縄を抑止力として使うという発想自体、沖縄を本土
の防衛にするという差別思想である。それも方便だった
というのだから、根拠に何もなかったことがハッキリし
た。意識操作だけだとしたなら、二重の沖縄差別である。
　沖縄への差別は、鳩山だけのことではない。自民党も
ハダシで逃げる対米従属者の菅もその政策を踏襲してお
り、根本的な解決など考えていない。沖縄への普天間「新
建設」をさらに強行するために、自分でおもむき、前原
誠司外相、岡田克也幹事長、 北沢俊美防衛相など、手を
変え品を変え次々と沖縄に送り込んでいる。
　いつの間にやら自民党ができなかったことを、民主党
がやろうとしている。武器輸出や前回取り上げたＴＰＰ

（環太平洋戦略的経済連携協定）、法人税の引き下げに消
費税の引き上げ。体質を改善するどころか、今の民主党
は「第二自民党」から、「ウルトラ自民党」になってしまっ
たようだ。
　初心に帰って政治をおこなうを期待したいが、現在の
幹部クラスの議員の顔ぶれをみても自民党にノーを突き
つけた選挙民の意思を受け継ぎ、新たな道を切り開こう
とする者はいない。このまま選挙に突入すれば大敗北す
るのはあきらかだ。
　そうなれば自民党も民主党も分裂し、それぞれの再編
が進むことになる可能性が高い。どちらにしても現在、
生活にあえいでいる庶民を救う政策は打てないだろう。
　選挙民としては、４月上旬に迫った統一地方選で政党
を選択する必要があるが、その受け皿がないのも事実だ。
アフリカ、中東に吹いた民主化の嵐を、日本でもおこす
必要がある。（談）
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