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鎌田慧の現代を斬る
第 128回　オバマのチェンジと
　　　　　　　　トヨタの大政奉還

■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

１月20日、オバマ新大統領の就任演説を午前２時ま
で起きて見えいた。リンカーンの銅像がある、ワ

シントンの連邦議会議事堂前のナショナル・モールで、
200 万人といわれる大群衆がオバマ大統領の登場を待っ
ていた。そこに米国民の政治参加の夜明けのようなもの
を感じることができた。
　ブッシュ政権の軍事力による世界の暴力支配政策は破
綻し、米国の威厳が墜ちるところまで墜ちた。米国民の
いらだちが、新大統領への期待へとむかっている。ただ、
わたしが米国民の振る星条旗を見ながら考えたのは、こ
のとき、イラクやガザで殺されている市民たちのことだっ
た。オバマはイラクからの撤退を表明している。米国の
後ろ盾をもつイスラエルもガザから兵を引くという。し
かし 15 万人を超えるともいわれるイラク市民とガザの
1300 人という死者の報いられない魂を忘れるわけにはい
かない。軍隊が撤退したのち、オバマの米国と米国に支持、
支援されてきたイスラエルが、その責任をどこまで内在
化できるだろうか。
　といってもオバマ大統領の誕生をいまから批判するも
のではない。彼の演説は朗々としており、政治家が演説
によって選挙民に訴えるという議会制民主主義における
政治家の姿が明快であった。
　彼は自信をなくした米国民にたいして、「すべての人は
平等かつ自由で幸福を最大限に追求する機会に値すると
いう、神からあたえられた約束だ」と呼びかけた。また、
「今日、私たちは恐怖より希望を、対立と不和より目的を
共有することを選び、ここに集まった」とも述べている。
彼は先人の苦難とアフリカン・アメリカンが生きてきた
差別をも米国が乗り越えてきたことを、「60 年足らず前
だったら地元のレストランで食事をさせてもらえなかっ
たかもしれない父を持つ男が、（大統領就任の）神聖な宣

誓のためにあなたたちの前に立つことができる」とも表
現した。苦難の時代を乗り越えようという希望を託した
演説であった。
　このような１つの理念を堂々と語る政治家を、日本で
は見たことがない。もちろん国民を１つに統合していく
のは、それなりに危険である。いままでのような外にむ
かう帝国主義的な拡大をどうセーブしていくのかが、オ
バマ新大統領に問われている。
　それでも「世界は変わった。だから、我々も世界とと
もに変わらなければならない」という言葉を、いままで
の暴力的な覇権主義を変えて平和にむかう宣誓として、
素直に受け止め、その政策に期待したい。
　米国民がアフリカ系アメリカ人の大統領を選んだこと
は、歴史の１ページをひらいたものとして特記すべきで
ある。公民権運動がはじまる前までアフリカから運ばれ
てきた奴隷の子孫たちは、差別ばかりか裁判なくして縛
り首にあったり、虐殺されたりしてきた。それを思えば、
おなじ血の流れているオバマ大統領が全米内のさまざま
な民族とともに新しい時代をひらこうとしていることは
素晴らしい。
　日本のインテリがオバマ新大統領を評して、白人の血
が流れているから純粋なアフリカ系アメリカ人ではない
と評していた。しかし、それはまちがっている。黒人の
血が一滴でも入っていれば、米国では黒人だからだ。そ
れが差別の歴史である。このような発言をすること自体、
米国のマイノリティーにたいする無知をさらけだしたよ
うなものだ。

業績悪化は「お家の大事」
　豊田グループの創始者である豊田佐吉氏の４代目の子
孫が、トヨタ自動車の次期社長になることが発表された。
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52 歳の豊田章男氏である。いまやＧＭの不調によって世
界最大の生産台数を誇る国際企業の社長が４代目の世襲
というのは異常だ。批判されつづけている麻生でさえ３
代目であることを思えば分かりやすい。その古い体質に
愕然とするしかない。
　彼は慶応大学でグランドホッケーに熱中していた御曹
司で、84 年に入社。本社の経理財務畑を歩み、44 歳で取
締役に就任した。その社長就任によって、生産台数が激
減している会社の求心力を強めようという狙いがある。
　その裏で豊田章一郎名誉会長と奥田碩取締役が退任す
る。これでようやく悪名高い奥田が、トヨタから姿を消
すことにはなる。奥田氏は財界や政界と距離を置く「ト
ヨタモンロー主義」を勘ぐり捨てて、欲望のままに権力
に近づきムリな拡大路線を強行した。その結果、トヨタ
の影響力は増し、トヨタ生産方式は日本だけではなく世
界のさまざまな職場に入り込んだ。必要なときに必要な
部品を必要な量だけもって来い、という横暴な「トヨタ
方式」を人にまで応用し、経済財政諮問会議の委員とし
て派遣法の改悪に尽力した。同時期に総合規制改革会議
で派遣法改悪を進めたオリックスの宮内義彦氏、経団連
会長でありながら違法の請負に手を染めたキヤノンの御
手洗冨士夫氏の悪行とともに記憶されるべきだ。
　豊田家の社長は章一郎の実弟・達郎が奥田に交代して
12 年ぶりのことである。しかし「外様」の経営など、ト
ヨタにとってしょせん傍流の出来事にしかすぎない。
　ここでトヨタ自工とトヨタ自動車の「本流」の流れを
書きだしてみよう。
　1937 ～ 41 年　豊田利三郎、41 ～ 50 年　豊田喜一郎、
67 ～ 82 年　豊田英二、82 ～ 92 年　豊田章一郎、92 ～
95 年　豊田達郎、09 ～豊田章男。ここに豊田自動織機や
アイシン精機などの幹部を加えたら、どれだけ豊田家の
人間がトヨタグループを支配してきたかが分かる。
　そもそも創業者一族が社長になれば、会社の業績が回
復すると考えるアナクロニズムがひどい。企業業績の悪
化が「お家の大事」となる認識は、ほとんど武家社会だ。
実際、09 年１月 21 日の『朝日新聞』によれば、「昨夏以降、
業績が急速に落ち込み始めると、幹部の間では『重荷を
押しつけていいのか』と大政奉還の先送りがささやかれ、
渡辺社長の続投案や、ベテラン副社長の中継ぎ案が浮上」
したという。若殿にご苦労をかけるのは忍びないと侍従
が動いたわけだ。
　結局、「雇われ社長では原点回帰を目指した改革などお
ぼつかない」（『朝日新聞』09 年１月 21 日）などの判断
から章男氏の社長就任が実現した。
　米国では「チェンジ」を掲げ、米国史上初のアフリカ
系アメリカ人が大統領になり、日本では「改革」を掲げ
て大政奉還したのは象徴的な出来事である。
　もともと豊田章男新社長は「カイゼン」方式の指導担
当を歴任している。つまり彼の語る「現場に一番近い社

長でありたい」も、「従業員、販売店、サプライヤーを含
め勇気をもって改革に挑む」も、トヨタイズムからの「現
場」であり「改革」である。従業員にとっても、関連会
社にとっても地獄の原点回帰となることだろう。
　トヨタ自動車では幹部になれば、仕事がラクになるわ
けではない。「カイゼン」と利益増進にむけて、走りつづ
けることになる。では、その先に待っているのはなにか。
労働者や下請けに利益還元されるわけではない。労働者
の過剰な労働が減るわけでもない。ただただトヨタが大
きくなるだけである。武士がお家断絶にならぬよう切腹
するように、トヨタの社員たちは豊田家の永続を願って
過労死をささげていく。このような封建的な会社が世界
トップクラスの企業として業績を上げ、国内のさまざま
な企業・団体に社員をハケンしてきた。
　なにがあっても豊田家の存続は確保する。その大原則
が、この経済危機の中でも明確に貫かれた。
　すでにトヨタは北米と英国の正社員を 1000 人規模でリ
ストラしようとしている。トヨタの北米 11 工場に約３万
人、英国工場には約 5000 人の正社員を抱えている。海外
とはいえ 1950 年代の労働争議以降、正社員の大量クビ切
りをおこなうのは例がない。日本でも 05 年上半期に１万
1000 人いた期間従業員をゼロにすると発表している。こ
のままでは、北米や英国だけではなく、他国や自国の正
社員の削減にも手を付けることになろう。
　いまのところ正社員は解雇しない、といっているが、
これまでの２兆円以上の利益をみれば当然のことである。
そうでなければ、血塗られた「大政奉還」となる。株主
の利益だけを優先した企業経営は、発明王・豊田佐吉が
草場の陰で泣くことになる。
　豊田章男が就任して、どのような経営方針を発表する
のかはわからない。しかし「雇われ社長」から「本流の
社長」に実権が戻ったというのなら、社会的責任を考え
労働者のクビ切りは防ぐべきだ。豊田家本流なら株主に
気兼ねして短期的な利益を気にする必要などないはずだ
から。ところが現在にいたるまで、新社長が雇用を守る
ために動くとは報じられていない。
　昨年末、09 年３月のトヨタの営業赤字が 1500 億円に
なると発表した。1938 年３月期以来 71 年ぶりのことだ
と大々的に報じられている。しかしトヨタの内部留保は
03 年度の９兆 5000 億円から 07 度年の 13 兆 9000 億円へ
と激増した。本来なら労働者と下請に還元すべきカネを、
どんどんため込んだわけだ。
　では、そのカネをどうしたのかといえば、設備投資な
どにどんどんつぎ込んだのである。営業赤字を受けて、
今期１兆 4000 億円だった設備投資を１兆円以下に絞ると
いう案がさっそくだされている。結局、世界トップの自
動車生産台数を目指す企業の野心が、過剰な新工場を生
み、大量の従業員を雇い入れてきたのだ。つまり奥田碩
氏を筆頭とする経営者の失敗である。それをリストラや
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下請けの「カイゼン」で乗り切ろうというのだから恐れ
入る。
　そもそもトヨタは単なる民間企業ではない。九州工場
の建設などであきらかなように、自治体から減税などの
好条件で迎えられ、雇用促進や地域経済の活性化を約束
してきたのである。そういう社会的責任を果たすために
も、下請け潰しや労働者のクビ切りを防ぐべきだ。

派遣法があれば派遣は減らない
　年越しから正月にかけての「年越し派遣村」の創設に
よって、約 500 人もの人々が凍死することなく生きなが
らえた。東京の中心地に派遣労働者がこれだけ集まり、
こうした問題が多くの人に認識されたことは運動の大き
な成果であった。
　この成功にたいして、自民党の女性議員が参院予算委
員会で派遣村にホームレスがいたことを、鬼の首でも取っ
たかのように批判した。しかし、これはものすごく差別
的な発言だ。仕事にあぶれた労働者を、このまま餓死さ
せてはいけないと、炊きだしやテントで救う、それが派
遣村の原点である。派遣労働者ならば救われて、ホーム
レスなら路上で凍死してもいいんだというような発言が
許されるべきではない。
　阪神淡路大震災のときも、公園でテントを張って自炊
していた被災者が、自分たちが暮らしている場所にホー
ムレスが入ってきたと苦情がでたことがあった。現代の
社会はいったんなにかあると、ホームレスに転落する危
険をはらんでいる。にもかかわらず、自分たちはホーム
レスと違うんだという優越感をもっている人が少なくな
い。
　企業から追われた労働者はホームレスになる危険性が
ある。ホームレスといわれていても、少し前までは労働
者だった。実際にホームレスの多くは労働を欲している。
そんなことに思いをはせることなく、ホームレスになっ
てしまった人に、「おまえはホームレスだから」と差別す
るなど派遣問題をまったく考えていない証拠だ。労働者
派遣法こそ、ホームレス製造法なのだ。
　本来なら企業や政府機関の寮を活用したり、仮設住宅
をつくるなどして派遣労働者をホームレスにしないため
に、政治が緊急対策を講じるべきだった。ところが政治
家がなにもしないままに派遣村が作られると、ホームレ
スの方が多いとか、利用者が怠け者だとか批判する。また、
そうした言説を日本人が受け入れやすいのも嘆かわしい。
　現在、派遣問題に携わっている人たちの共通テーマは、
製造業への労働者派遣を中止する法改正を実施すること
だ。民主党も重い腰を上げ、やっと法改正にむけて動き
だした。それにたいして自民党や経団連は、製造業の派
遣を中止すれば日本での製造はコストアップになり、海
外に逃げていくという理屈で脅しはじめている。
　これはすごく卑劣ないい回しである。

　売春防止法が成立した際にも、法律ができれば売春婦
があぶれてしまう、業者が困る、闇に潜って犯罪の温床
になるなど、さかんに喧伝された。制度自体が悪をつく
りだしているのだから、その制度をどう変えていかなけ
ればならないか、が問題なのだ。日本が空洞化するなど、
根拠のないいい方は現状を変えたくないための言い訳で
しかない。
　そもそもおなじ工場で働き、おなじ労働をしているの
に、すぐクビになって路頭に迷い凍死しかねない者と、
800 ～ 900 万ほどの給料をもらう者という２種類の労働
者がいることに、なんの痛みを感じない精神がおかしい。
これは人権意識の高い欧州では考えられない。
　グローバリゼーションが広まり、たしかにコスト競争
は厳しくなっている。しかし日本もそれに対応して、ア
ジア諸国とおなじ賃金で働かせるなど、生活無視の飢餓
賃金を押しつけている。すでに成立しない企業モデルだ。
日本は低賃金構造に依存するのではなく、もっと付加価
値の高いものを生産するようシフトすべきである。
　もともと派遣労働者が増えたのは労働者派遣法があっ
たからだ。派遣労働者がいたから派遣労働者を保護する
法律をつくたわけではない。逆に労働者を不安定にする
法律をつくり、企業にクビにしやすい労働者を提供した
わけだ。もともと職業安定法で雇用が安定していたのを
不安定にした法律が派遣法である。その結果として、こ
れだけの惨状になったのだから、元に戻すのは当たり前
である。
　派遣法があるかぎり、派遣労働者は減らない。派遣法
があれば企業は人を採用しなくて済むからである。好き
なときに好きな人間を、好きなように調達できるのが派
遣法があるかぎり、派遣労働者は救われるはずがない。
さらに状況が悪化する前に、法律を改正する抜本的な改
革が必要だ。（談）
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