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鎌田慧の現代を斬る
第 130回　政権にしがみつく「説教強盗・ ■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

小沢一郎・民主党代表の公設第一秘書が、西松建設
巨額献金事件にかかわり政治資金規正法違反（虚

偽記載）の容疑で逮捕起訴された。それでも小沢は党首
にしがみついている。本人によれば、これは国策捜査だ
という。
　たしかに目前に迫った衆議院選で自民党政権は崩壊し、
民主党単独か少なくとも野党連合で新政権が誕生すると
みられていた。その矢先に民主党党首の第一秘書が逮捕
されたのだから、タイミングとしては政治的な狙いが充
分に疑われる。起訴事実が虚偽記載のみだった点にも説
明を求める声がマスコミからもあがっている。検事側は
時効が迫っていたので、この時期の逮捕におよんだと説
明しているが、真相はわからない。
　しかし、この問題の本質は政治資金規正法違反ではな
い。腐敗した自民党政権に変わる新政権の党首が政治献
金まみれで、政治とカネの問題では自民党となんら変わ
らないことがあきらかになったことが重要だ。与野党同
根のフハイなのだ。
　逮捕をうけた共同通信の緊急世論調査によれば、「代表
を辞めるべきだ」という意見が 66.6％に達し、「代表をつ
づけてよい」の 28.9％を大きく上まわった。これは民の
声というべきものであって、民主党党首のカネにたいす
る汚さに嫌気がさした人が、いかに多いかをあらわして
いる。
　小沢代表はこれまでにもカネ絡みの疑惑が何度も取り
ざたされてきた。『週刊現代』の松田賢弥記者は、２月
28 日号で「小沢は '94 年から 07 年までの間に、高級マン
ションなど総額 15 億円にものぼる数多くの不動産を購入
し、その費用を事務所経費で計上していた。政治団体を
通じた資産形成ではないかという疑惑は、いまだ解消さ
れていない」と批判している。田中角栄や金丸信など、

彼の「恩人」の体質を受け継ぎ集金能力を発揮しつづけ
ている。小沢とは、そんな国会議員なのだ。
　今回の逮捕でも、岩手県の胆沢ダムの工事で談合がお
こなわれ、そこに小沢の力が働いた可能性がある、と各
紙が報道した。３月 14 日の朝日新聞によれば、清水建設
や大林組、大成建設、西松建設と戸田建設の５社で、１
年間に１億円前後も献金していたという。実際、東北の
ゼネコン関係者で、起訴された大久保隆規容疑者を知ら
ないものはいないとされる。
　こうした報道は検察側から記者へのリークによるもの
で、逮捕後の世論作りではある。ただし西松建設が「新
政治問題研究会」や「未来産業研究会」などの名義を使っ
て、小沢の資金管理団体に 10 年間で３億円ものカネを流
し込んでいたことは事実だ。
　また、かつて核燃か反核燃かで大揺れに揺れた青森県
知事選挙でも、自民党幹事長だった小沢は青森に乗り込
み、選挙にむけてゼネコンを締め上げていたという逸話
が残っている。
　長年にわたってカネも票も建築関連業界から搾り取っ
てきたと噂される小沢は、そうした団体になにかしらの
利益をあたえていたと考えるのが自然だろう。だいたい
彼にクリーンなイメージをもっている有権者は少ないは
ずだ。
　にもかからず民主党執行部は小沢代表の首をすげ替え
ようとはしない。どんなスキャンダルにまみれようとも、
彼の指導力と権力でしか民主党は政権を取ることができ
ないという驚くべき体質が露呈されたことになる。まと
もな党ならば、間近に迫った選挙にむけて党首をかえ、
清新の党として生まれ変わって選挙戦を闘うはずだ。
　党首が居座ったおかげで、小沢がとおなじく西松建設
から事務所の無償提供やパーティー券購入などの利益供

　　　　　　　　　小沢一郎」と労働者の受難
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与を受けていた二階俊博・経済産業相を、民主党は追求
できない。彼を批判すれば、自分のところに批判が返っ
てくるからだ。まるで談合のようにおたがいの傷を追求
せず、一緒に権力を維持しようする与野党。疑惑隠しで
もたれあっている姿は、奇妙でグロテスクだ。
　今回の秘書逮捕について、小沢は何度も記者会見をひ
らき潔白を訴えた。24 日夜、党本部での会見では、弱気
な表情を見せ、涙まで流した。これほどまでに権力にし
がみつきたい人なのだと透けてみえる涙だった。
　しかも小沢は秘書が逮捕されてから、企業・団体献金の
全面禁止を唱えはじめた。秘書が逮捕された反省もせず、
クリーンさをアピールする姿勢は物笑いの種となった。
　自民党の細田博之幹事長は「法律に違反しといて『企
業献金はやめましょう』と言うのは、強盗に入って『わ
しが強盗に入ったのは鍵がかかってなかったからだ。鍵
をちゃんとかけなさい』という説教強盗に非常に似てい
る」（『朝日新聞』09 年３月 26 日）と語った。
　ここまでからかわれてなお権力にしがみついているか
ら不思議だ。小沢は、社会を変えたいのか、ただ権力を
握りたいのがすら分からない人物である。また、どんな
社会にするつもりなのかもわからない。このように、き
わめて不透明な人間が、政権交代によって近く首相にな
るなど、とても賛成できない。

空騒ぎのミサイル騒動
　小沢とおなじく政界を大騒ぎさせているのが、北朝鮮
のミサイル問題である。北朝鮮は４月４～８日の間に、「人
工衛星」と称する弾道ミサイルを発射するという。麻生
政権は「衛星」本体はもちろん、本来、太平洋などで切
り離される予定の２段目のロケットが日本に落ちてくる
場合などもミサイル防衛システムで迎撃する、と息巻い
ている。
　ところが政府内からも、その能力に疑問符が付いた。
３月 24 日付の朝日新聞では、次のような「政府筋」の次
のようなコメントを掲載した。
「鉄砲をバーンと撃った時にこっちからも鉄砲でバーンと
撃って（弾と弾が）当たるか。当たらないと思う。口開
けて見ているしかない」
「実験したときは成功したと言うが、それは、『はいこれ
から撃ちますよ。はい、どーん』と撃ったやつだった。
いきなりドーンと撃ってきたら、なかなか当たらない」
　また中曽根弘文外相も「当たらないと思う」と素直な
意見を記者会見で述べている。
　この政府筋の発言については、自民党国防関係３部会
で「緊張感が足りない」などと批判がでたそうだが、実
験でさえ失敗しているシステムが、発射から７～８分で
飛んでくるロケットなど打ち落とせると考えている政治
家などいないはずだ。
　防衛省にとってミサイル防衛システムの失敗など痛く

もかゆくもない。失敗したときには、システムが完成し
てないからだと予算を獲得できる。パトリオットを増や
し、イージス艦を買い増し、どんどん防衛網の目を細か
くしていけば、防衛省も軍需産業も米国も大喜びである。
　ミサイル防衛は軍艦や戦闘機よりも高額な代物で、軍
需産業から見れば宝の山だ。まだまだ技術を発達させる
余地もあり、ミサイル防衛という錦の御旗があれば、カ
ネはいくらでも引きだせる構図となっている。
　政府が提唱する危機管理は、いくらでもカネを使うこ
とができる。それは、これまでの公共工事でも証明され
ている。砂防ダムなどは１つ作り終えると、まだ危ないと、
どんどん増設していった。防波堤なども、年々高くして
いった歴史がある。危機意識に巻き込めばカネが使える
ことを、議員も官僚も知っているのだ。そうした舞台作
りに北朝鮮のミサイル騒動が使われている。
　この機会を利用したいと狙っているのは、軍需産業に
関連する人々だけではない。政府は 27 日に自衛隊法 82
条２の３項に基づく「破壊措置命令」を初めて発令した。
浜田靖一防衛相は「今まで準備万端ということで万全に
なるように努力をしてきている」（『朝日新聞』09 年３月
24 日）とミサイル防衛に自身満々な様子をしめしている
が、この自信はミサイルが日本に落ちる可能性が低いこ
とを見越したものだ。破壊するかどうかではなく、「破壊
措置命令」をだして強面のアピールをすることが狙いな
のだ。
「麻生派のある議員は『危機管理に成功すれば支持率が上
がる。不謹慎な表現だが、神風だ』。首相周辺は北朝鮮に
厳しい態度を示すことで、求心力を高めたいと期待する」
（『朝日新聞』09 年３月 28 日）
　つまり防衛のことなど誰も考えていないのである。そ
れでもいつの間にか青森県には、弾道ミサイル追尾用の
「Ｘバンドレーダー」が建設され、三沢基地には弾道ミサ
イルの情報を処理する「ＪＴＡＧＳ（ジェイタグス）」が
設置された。無用な設備は増え、防衛はどんどん強化さ
れていく。すると、その内側の自由がなくなり国家の支
配が強まる。いま自衛隊は大張り切りだ。
　もともとミサイル防衛は、スターウォーズ作戦と呼ば
れバカにされていたシステムを、軍需産業がカネ儲けの
ために推し進めたものだ。つまりフィクションを実体化
させたものである。今回のミサイル騒動も、日本にロケッ
トが落ちる可能性が少なく、迎撃できるはずもない点で
フィクションでしかない。ところが架空の話が初の「破
壊措置命令」まで生みだした。
　実体化した軍産体制はどんどん強化される。きちんと
した監視が必要だ。

10 人を殺した貧困ビジネス
　３月中旬、群馬県渋川市の老人施設「静養ホームたま
ゆら」で 10 人が死亡するという悲惨な火災があった。こ

こは「ケア付きの賃貸住宅」だと喧伝していたようだ。
　この施設の特徴は、生活保護の入居者が多かったこと
である。墨田区などから身よりもない高齢者が、生活保
護を受けて送り込まれていた。高額な有料老人ホームは
もちろん、大量の待機者を抱えている特別養護老人ホー
ムにも入れない人を、法の目かいくぐって受け入れてい
たのが、このような施設だった。
　当然、施設の状態は悪い。火災報知機もなく、スプリ
ンクラーなどもちろんない。夜間の当直さえ１人しかい
なかった。これでは体の不自由な老人を火事から救える
はずもない。
　これこそ貧困ビジネスである。とにかく目の前の老人
をどこかに収容したい自治体と、生活保護費をかすめと
りたい民間施設の思惑が一致した結果といえる。このよ
うな「便利な」施設に、収容施設の足りない東京の自治
体は、どんどん老人を送り込んでいたのだ。
　日本における福祉の貧困状況がよくわかる事件であり、
日本のセーフティーネットがどれほど穴だらけだったの
かが、今回あきらかになった。
　しかし、それでも生活保護をもらって施設に入れる人
は、まだ恵まれていたともいえる。区役所などの窓口で
門前払いとなり生活保護費をもらえなかった人は、路上
で暮らしてのたれ死するしかない。それが日本の現状で
ある。たまゆらの経営者を批判するばかりで問題は解決
しない。

派遣業化する組合
　不況が深刻化しているなか、トヨタグループの春闘は
定期昇給こそ確保したが、ベアゼロで終わった。しかし、
これも正社員の話である。
　昨年、トヨタは契約期間が１年を超えた期間従業員を
組合に加入させた。組合に加入することで労働者の一体
感を狙うなどともぶちあげていた。しかし会社側との労
使協調路線を伝統とするトヨタ自動車労働組合が、非正
規従業員の権利をどこまで守るのか疑問に感じてきた。
その結果がでた。
　なんと組合は期間従業員の再就職支援に乗りだしたと
いう。組合に加入したのだから、当然、組合費を徴収し
たはずだ。そのお金を使って会社側と闘うわけでもなく、
無料の職業紹介事業をはじめるというから驚かされる。
「無料」とはうたっているが、月々組合費を徴収していた
ことを考えれば、悪名高い派遣業となんら変わりがない。
これまで非正規労働者を正規雇用にするよう自社に要求
してきたなら別だが、組合費だけ取って雇用の危機にな
にもせず、いきなり派遣業になり変わるのだからサギで
ある。
　どうしても自社で雇えないなら、せめて組合として独
身寮を開けさせて住居だけは確保させるなど、少しは労
働者の立場に立って活動すべきだ。そのようなこともせ

ず、ただ仕事を紹介をする（どれだけ実績を上げるのか）
だけなら見栄えのいい「クビ切り団体」でしかない。
　トヨタ自動車は現場の３分の１を期間工でまわしてき
た。しかし期間工と派遣労働者がいること自体、「同一労
働、同一賃金」の観点からみるとおかしい。労働者であ
る限りおなじ仕事をしたら、おなじだけの給料がもらえ
るのが当たり前だからだ。非正規労働者の地位を引き揚
げる必要がある。
　ところが不景気のなか、「同一労働、同一賃金」のスロー
ガンは、正規労働者の賃金を引き下げることに使われか
ねない状況となっている。
　労働時間の短縮で仕事を分かち合い、より多くの人を
雇用するワークシェアリングも、生産調整と賃金減らし
に使われている。それが証拠にワークシェアリングで賃
金を抑える例は増えていても、非正規雇用者の待遇が改
善されたという報はほとんど聞かない。
　結局、不況のドサグサに紛れて経営者はいろんなこと
を労働者に押しつけているのだ。労働者は受難の時代と
なった。
　こうしたなか、奥田碩・トヨタ自動車相談役が外国人
の受け入れと社会統合に関する国際シンポジウムで講演
し、入管法改正で日系人が急増した問題に触れ「理念の
ないまま間口を広げた状況で、望むべきではない（状況
だ）」（『毎日新聞』09 年３月１日）と語った。それが分かっ
ているなら、少しでも「カイゼン」に努力すべきだろう。
　豊田市の保見地区ではトヨタから契約を打ち切られた
日系人が 4000 人以上も住んでいる。食べることも、子ど
もを教育することもままならない日系人の救済は、ボラ
ンティアに任せきりだ。原因を作った企業の相談役が高
みから「望むべきではない」などと語っている場合では
ない。
　きれい事をいっても救う気はない。それがトヨタをは
じめとする大企業経営者の実体である。だからこそ労働
者は連帯、団結して闘う。そのことが生活を守るために
いまもっとも重要になっている。団結ガンバロー！（談）
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