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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

　11 月 21 日、オウム真理教・元教団幹部の遠藤誠一被
告の上告が棄却され、死刑判決がだされた。これで麻原
彰晃こと松本智津夫死刑囚以下、教団関係者 13 人の死
刑が確定。さっそく次のような意見が出てきた。

「今後、法務省は松本死刑囚らの刑執行の検討を迫られ
よう。共犯者の公判が継続している間は執行を見送るの
が通例だが、裁判終結により、執行の環境が整ったとも
言えるからだ」（『読売新聞』2011 年 11 月 23 日　社説）

「執行の順序については通常、判決の確定時期などが考
慮されるが、別の法務省幹部は『絶対的な存在として教
団に君臨し、犯行を指図したという事件の構図からいっ
ても、まず首謀者の松本死刑囚について検討するのが筋
だろう』との見方を示した」（『読売新聞』2011 年 11 月
22 日）
　読売をはじめとするマスコミは、「首謀者」の死刑を
早めるよう、うながす論調である。松本死刑囚は再審請
求をおこなっているのに、死刑を強行するのは、あまり
にも乱暴だ。
　また彼の精神状態で死刑執行できるかという問題もあ
る。松本死刑囚の状況については、2011 年 11 月 22 日の

『毎日新聞』に次のように書いている。
「最近はほとんど言葉を発せず時折小声でなにかをつぶ
やく程度。日中はほぼ正座かあぐら姿で身動きしない。
拘置所職員が食事を手伝うこともあったが、今は自分で
食べている。家族が拘禁反応の治療が不十分として起こ
した訴訟の確定記録などによると、01 年３月から失禁し、
トイレを使ったのは 07 年に１度あるだけだという。逮
捕時の長髪は短く切られ、ひげも落とした。風呂や運動
を促せば反応がみられるが、家族らの面会には応じてい
ない」

　彼が詐病だという説はあり、精神障害を主張する弁護
士との争いになっている。しかしトイレを使うことなく
失禁を繰り返し、身動きするしない状態を「詐病」だと
断じるのにはムリがある。
　国連人権委員会は、いかなる形態であれ精神障害を抱
えている人に死刑を言い渡したり執行すべきではないと
している。死刑そのものも認められるものではないが、
精神に異常をきたしている人物に死刑を科すのはさらに
残虐な行為といえる。
　死刑論者の急速な増加は、オウム真理教問題が端緒に
なった。事件前は、死刑を求める世論はこれほどまで強
くはなかったからだ。
　鳩山邦夫議員が１年の法務大臣在籍中に４回もの死刑
を実行、計 13 人を処刑したのも、オウム真理教問題か
らつづく世論の高まりがあった。政府の実施した 09 年
の世論調査では、死刑「容認」が 85％を超えた。世界的
な死刑廃止の流れからみると、惨憺たる状態である。
　こうした世論を背景に、最近では未執行の死刑囚が過
去最多の 125 人になったと報じる記事もでてきた。現在
の法務大臣である平岡秀夫議員は、死刑執行について「慎
重に判断する」との見解をしめしており、そうした姿勢
にたいする圧力にもなる。
　一方、松本サリン事件で妻が意識不明の重体となり、
警察とメディアから犯人扱いを受けた河野義行さんは、
トレランス（寛容）に満ちた姿勢を表明している。

「事件は、必ず風化するものだ。教団、メディア、警察
に対し、誰かを恨む気持ちはない。報道姿勢や被害者支
援の在り方、住民票不受理といった行政の過剰な教団
バッシングなど、事件で得た教訓を生かしてほしい。教
団は観察処分となって 11 年が経過したが、果たして今
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でも無差別大量殺人を起こす危険性があるのか。そろそ
ろ普通の生活に戻してあげたいとすら思う」（『読売新聞』
2011 年 11 月 22 日）
　14 年間にもおよぶ寝たきりの生活をへて、妻は３年前
に亡くなったという。それでもオウム真理教を受け継い
だ宗教団体の人々にたいして、「普通の生活に戻してあ
げたい」との思いを抱くのはなかなか大変なことである。
　この記事の終わりが、また素晴らしい。

「妻が亡くなり、昨年、三回忌を終えた。これが私にとっ
てオウム事件の区切りだ。だから、遠く離れた鹿児島に
移住してきた。もちろん命日には妻を思うが、これから
は自分のための人生を楽しみ、幸せになる」
　報復に取り憑かれたかのような死刑好きのマスコミと
は、まったく異る思想である。
　オウム事件で本当にすべきなのは、被害者の救済を考
えることだ。どう補償していくのか、それを解決すべき
であり、被害者の生活を安定させるよう方策を講じる必
要がある。被害者の救済に動かず、死刑だけが一方的に
進んでも被害者感情は報われない。

事件の謎に迫らないオウム裁判
　彼らのようなエリートが、なぜ事件を起こしたのか、
理解できないという問題もある。その要因の一つに教育
の欠陥がある。現在の学校教育では、命や生活、人間に
たいするやさしさが教えられていない。だから知識だけ
でサリンを作り、頭だけで架空の敵をつくりだし、狭い
世界に落ち込んでいってしまう。もっと幅の広い人間的
な教養が必要だ。
　学力と教養は違う。人間を大事にしていくのが教養で
あり、それが足りなければ学力があっても人は救われな
い。
　エリートの暴走は、これまでにも起こってきた。浅間
山荘に集まった連合赤軍の若者たちも、銃によって革命
を成し遂げる「唯銃主義」を唱えた。その空想的な思想
を信じて行動した。
　この事件が起こった 1972 年からオウム真理教の事件ま
で 23 年。再び若者たちが武装して、国家を転覆させよう
と考えたことになる。どちらの事件も社会に対する不満
が源泉となっているが、オウム真理教事件の背景には社
会のいきすぎた物質主義がある。精神的なつながりを求
めて宗教教団に入り、秘密集団ゆえに歯止めなく殺人や
テロルに暴走してしまった。
　社会を暴力的に変えるのではなく、もっと違った形で
変えていく道筋をしめすことが、こういう犯罪を防ぐこ
とにつながっていく。そのためにもこの裁判は事件の真
相に迫る必要があった。死刑執行を認めさせるためのセ
レモニーと化し、事件発生の謎に迫らないのは無責任す
ぎる。
　死刑囚の再審請求はつづいている。死刑反対の声をあ

げていきたい。

経済的な視点からの脱原発
　政府が公表した「エネルギー・環境会議」のコスト等
検証委員会の公開データを使い、朝日新聞社が原発コス
トを試算している。
　発電量１キロワットあたり約 7.7 円となり、経済産業
省資源エネルギー庁が 2004 年に発表した金額の４割高
となった。2004 年に経産省が発表した価格は、火力発電
の石炭火力が 5.7 円、液化天然ガス火力が 6.2 円、石油火
力が 10.7 円だ。つまり石炭火力よりは、原発が安いとさ
れていた。
　しかも朝日新聞社が試算で加えた「発電リスクコスト」
は、福島の事故後に内閣府の原子力委員会が発表したも
のを使っているが、除染費用などを考えると安すぎると
いう異論が委員会内からもでている。
　そのうえ、このような試算には自治体への交付金や建
設のメドすら立っていない最終処分場の費用などが含ま
れていない。結局、最終的な金額は、どこまで高くなる
かわからないのが実情だ。
　また 10 月末に開かれた内閣原子力委員会の小委員会
では、使用済み核燃料を再処理して使う核燃料サイクル
の費用が、再処理せずに地中に埋める直接投棄の２倍に
なると発表した。
　そのうえ日本原燃の発表によれば、再処理工場の試運
転は止まったままだが、１年延期すれば維持管理などの
費用が 1000 億円かかるという。すでに直接投棄の方が
再処理より経済性が高いことが明らかとなっているの
に、維持費に年間 1000 億円をかけているのは正気の沙
汰ではない。
　核燃料サイクルの一環であり、消費した量以上の燃料
を生み出すことのできるとされる高速増殖炉「もんじゅ」
についても、計画存続の是非が問われている。
　現在、もんじゅは 95 年のナトリウム漏れ事故や 10 年
の装置落下事故により、ほとんど稼働できない状況と
なっている。どちらの事故もかなり深刻で、ギリギリで
放射性物質の飛散を防いだにすぎない。それなのに維持
費だけで年 200 億円も要している。
　11 月 20 日にはじまった政府の事業仕分けでも、「１兆
円以上の予算をつぎ込んだだが、何の成果もない」（『読
売新聞』2011 年 11 月 22 日）と酷評された。

「これまで１兆円をつぎ込んで、あと 40 年完成しないの
に金をつぎ込む。続けていいのか」（『朝日新聞』2011 年
11 月 21 日）と仕分け人の玉木雄一郎・民主党衆院議員
が疑問を呈したのも当然のことだ。
　にもかかわらず読売新聞の 11 月 22 日の社説では、「日
本が高速増殖炉を推進してきたのは、ウラン資源の有効
活用を目指しているからだ。今の原子炉では燃やせない
ウランを燃料に変えられる。資源に乏しい日本の将来を
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見据えている」などと論じている。
　福島でこれだけで大規模な原発事故があったにもかか
わらず、危険を冒しても原発で乏しい資源を補おうとい
う主張しているのは信じがたい。福島を中心として広範
囲の土地が放射能で汚染された。子どもへの健康被害を
心配して９万人を超える福島県民が避難している。子ど
もの内部被曝は深刻だ。こうした現状を前にしても、経
済界の要望に応え、既得権益を守るための動きが止まら
ないのが、日本政府の愚かさである。
　前述の読売新聞の社説では「欧米からは、日本の『も
んじゅ』の安定運転に関心が寄せられている」などと書
いているが、そもそももんじゅは「安全運転」などして
いない。事故に次ぐ事故で 15 年以上ほとんど動いてい
ない事実を忘れてはいけない。
　さすがに 2011 年 11 月 22 日に毎日新聞に掲載された
社説では、次のように書いている。

「もんじゅ関連の来年度の予算要求額は今年度と変わら
ない。これでは一般の人の納得は得られない。仕分けで
は、出力試験に向けた 22 億円の計上見送りが提言され
たが、さらに無駄がないか精査すべきだ」
　これが当たり前の反応だ。
　厳しい予算の中、たび重なる重大事故を起こしている
もんじゅを維持する利点などない。投資がムダになると
の意見もあるが、国民の命に比べれば安い金額だ。福島
原発の事故の収束に今後どれだけの金が必要になるかを
考えても、経済的にも意味のない施設だとわかる。
　もんじゅを中心とした核燃料サイクルは、使用済み核
燃料からプルトニウムを生産する。このプルトニウムこ
そ、政府が核燃料サイクルにこだわる理由である。プル
トニウムは原爆製造の主原料であり、その欲望を政府は
棄てていない。
　さらに事業仕分け自体の問題もある。すでによく知ら
れていることだが、仕分けの評価者に予算削減の権限や
強制力がない。つまり華々しく予算のムダをいいたてて、
実際に削減しない「ガス抜き」機能こそが、事業仕分け
の本質ではないかとの疑念が強まっている。今回のもん
じゅについても、そのように処理される可能性がある。
ただ、もんじゅ批判の口火を切ったのが財務省だったこ
とは、流れとして悪くはない。『朝日新聞』（2011 年 11
月 21 日）によれば、財務官僚は次のように語ったという。

「費用対効果を国民に説明できるか。一度アタマを冷や
して予算を抑制し、（福島の事故を受けて）安全対策に
シフトする必要がある」
　原発の「安全神話」は、経済産業省がつくりあげてき
たものだ。事業仕分け人の経験もある飯田哲也・環境エ
ネルギー政策研究所所長は、「原子力村」を内部から変
革する動きは 2005 年までに消えと説明し、それに続く
時代状況を次のように解説している。

「『安政の大獄』の時代でした。電力会社と経産省が半ば

グルになり、『安心・安全』と洗脳した。まともな議論
ができない暗黒の時代です。
　メディアも記者クラブを通じ、原子力妄想に付き合っ
た。電力会社や国は圧倒的な広報予算を使い、先回りし
て異論をつぶした。ソフトな形で原子力洗脳が進んだの
です」（『朝日新聞』2011 年５月 21 日）
　経産省と電力会社の安全神話支配に、政治家もマスコ
ミも迎合した。率先しておなじ蜜を吸おうと飛び回って
きた。そうした支配構造にたいして、予算を仕切る財務
官僚が全面攻撃しかけたことは、小さな一歩ではある。
　電力会社への圧力もさすがに強まっている。にもかか
わらず反省の色はない。11 月 24 日の『朝日新聞』には、
福島原発事故で放出された放射性物質の除染の責任が、
どこにあるのかが、東京地裁で争われていると報じてい
る。この記事によれば、東京電力は「原発から飛び散っ
た放射性物質は無主物であり、東電の所有物ではない。
したがって東電は除染に責任をもたない」と主張したと
いう。
  「無主物」という発言を恥ずかし気もなく展開する東
京電力といい、損失隠しに揺れるオリンパスといい、前
会長が会社のカネを使ってカジノで豪遊し 100 億以上を
すった大王製紙といい、企業の中の民主主義がないまま
に経済成長を遂げてきた日本企業の限界が相次いであき
らかになっている。国際的なコンプライアンスを持たず、
島国的な集団主義で突っ走ってきた企業の破綻は、もう
避けようがない。
　人も企業も教養を取り戻し、人間を大事にしていくた
めに、どのように活動していくのかを問われる時代に
なった。人の安全よりも物質的な豊かさを求めつづけた
時代の終焉を、おのおのがハッキリと認識する必要があ
る。まず原発を止めることが、そのちいさな一歩だ。（談）
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