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鎌田慧の現代を斬る
第 142回　希望をはらんだ沖縄県民の抵抗

■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

　４月 25 日、沖縄・普天間米軍飛行場の「移設」にかか
わる反対集会が沖縄県読谷村の大運動場で開かれ、９万
人以上が集まった。沖縄戦で日本軍が強制した「集団自決」
を教科書から削除しようとした検定に抗議した、３年前
の反対集会をとおなじ規模となった。開会は午後３時だっ
たが開会前から続々と人がつめかけ、交通渋滞によって
午後５時の閉会までに到着できない参加希望者が何千人
規模で発生した。
　沖縄本島は細長い島で両側に米軍基地があるため、会
場にむかう道は１本しかない。そのため交通渋滞が始ま
れば収拾がつかない。国土の 0.8％の面積しかない島に、
在日米軍基地の 75％を押しつけたことが、集会の運営に
まで影響したといえる。
　また那覇市から読谷村まで約 40 ㎞の道のりの途中にあ
る宜野湾市の会場が、どうしたことか今回の集会では借
りられなかったという問題も起こった。
　東京新聞のコラムにも書いたのだが、会場では祖父に
連れられた子どもが迷子になるアクシデントが発生した。
子どもや孫を連れた家族連れが来場していたからだ。こ
れまでさまざまな政治集会に参加したが、迷子の案内は
はじめて聞いた。島ぐるみどころか、家族ぐるみの大集
会だったからこその「事件」であった。それほど、この
集会は沖縄県民に支持されていたのである。
　41 市町村のうち 39 市町村の首長が壇上に並び、残り
の２町村も代理が出席した。全首長参加の勢いに押され、
現行計画を条件付きで容認し、自民党の応援で当選した
の仲井眞知事も参加せざるをえなくなった。
　すでに県議会は全会一致で県内移設反対を決定し、全
市町村も同様の主張をしているから、政治的にも全県民
が米軍の新施設反対を表明していることになる。
　これにたいして鳩山内閣は、米国の指示をのみ込み、

現行案の修正で乗り切ろうともくろんでいる。「埋め立て
は自然にたいする冒涜だ」と現行案を否定する一方で、
海底に数千本の杭を打ち込んで滑走路をつくるよう動き
回っているなどあきれかえるばかりだ。
　集会でも政府の動きを、「県民を愚弄しており、とても
許せるものではない」と稲嶺進名護市長が批判した。彼
は「海にも陸にも（基地を）造らせない」と明言して選
挙を勝ち抜いている人物でもある。反対の意志は硬い。
　政府がどのように懐柔策を練ろうと、沖縄県民および
政治家が基地建設になびくとは思えない。政府はまった
くの手詰まり状態といえる。
　沖縄の地方紙である『琉球新報』『沖縄タイムス』は、
ともに翌日の朝刊１面と最終面を写真でぶち抜き、全紙
面の３分の２以上を費やして県民大会を大報道した。『琉
球新報』の社説のタイトルは「基地なき島へ新たな始動」
で、「痛めつけられてもくじけず、過重な負担に耐え、侵
害された人権や奪われた権利、脅かされた生活を、常に
県民は自らの手で取り戻し、勝ち取ってきた」と書かれ
ている。これは辺野古での基地建設決定から 13 年立って
も杭１本打たせなかったという、沖縄県民の勝利の上に
立った論説である。
　『沖縄タイムス』の社説には、「私たちは『４・25』を
県内移設が葬り去られた日と理解する。日米両政府とも
その意味を見誤ってはならない」と書いた。この集会を
ステップとして県内にはいっさい新基地をつくらせない
という強烈な意思表示だ。
　会場にいたわたしもインタビューされ、この日の『琉
球新報』で「抵抗の中からの希望」というタイトルで報
じられた。「政府の意識を変えられないのは沖縄県民の問
題ではなく、本土の人間の無関心や怠慢、非常識による
ものだ」と、わたしはここで語った。自民党政権が終わり、

希望のない拙速新党と欠陥トヨタ
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大抵抗の中から日本の希望が生まれようとしている。沖
縄はその最先端を走っている。
　以前にも述べたことだが、普天間は陸上に強襲上陸す
る海兵隊の基地である。過去には硫黄島や沖縄戦、イラ
クなどへ派兵されてきた。
　一方、日本は専守防衛を旨としているので、敵国に侵
攻することはない。つまり日本の防衛のために米国の海
兵隊が敵国に攻めていくことはない。
　彼らは日本の防衛のために駐留しているわけではない。
台湾をはじめとするアジアやアフガン・イラクなどの中
東をにらんだ米国の戦略のためにいる。もともと日本に
米軍など必要ないが、日本の防衛や抑止力のためですら
ない軍隊を、どうして沖縄に置く必要があるのか。
　そもそも海上からの上陸に必要な海兵隊の強襲揚陸艦
は、佐世保港に置かれている。ヘリの飛行距離の範囲に
あるアジア諸国の紛争に急行するとの見方もあるが、こ
れで輸送できる人数は少ない。
　また、沖縄の海兵隊は、ほとんど同基地にいない。グ
アム移転のときに自民党政府があきらかにした数字が
１万 8000 人。ところがこの数字は政府がサバを読んでい
たことがあきらかになり、せいぜい１万 2000 人だといわ
れている。さらにアフガンやイラクに派兵されている人
数を除けば、常駐しているのは 4000 ～ 5000 程度とも推
定される。自民党がつくりあげたウソと、籍だけ沖縄に
置いて海外に駐留している数字のペテンが組み合わさっ
て、実数以上の数字が表に流されているのだ。
　沖縄の海兵隊が、どうして日本にいるのか。その疑問
について考えると、結局答えは軍事問題から離れていく。
考えられる理由は米国の負担が安くなる「思いやり予算」
ぐらいしかない。
　すでに沖縄海兵隊の大部分をグアムに移すことは決定
している。日本はその経費として 61 億ドル（7100 億円）
負担することになった。
　歴代自民党政治は、日本に関係ない米軍基地を認めて
きた。鳩山政権もそれを否定しない。60 年以上も基地が
固定化し、さらに拡大していくなど通常は考えられない。
フィリピンからは米軍が消えたし、韓国からの撤退も決
まっている。イラクからも逃げ帰ってくる。政府が態度
を明確にし、金銭的な保障を打ち切れば基地はなくなる。
いつまでも甘ったれるな、いい加減に出ていけ、と政府
が米国にいえば解決する問題である。政権交代を機に、
米軍基地縮小をむけて米国と交渉を始めなければならな
い。
　また鳩山首相は、解決を５月だといいきった。これは
間違っている。13 年間なにもしなかったのは自民党政権
の問題だから、すぐに解決するのはムリだと沖縄の人た
ちに話すべきだった。１年か２年で基地問題を解決する
と明言し、本気で米国と交渉するなら県民も待ってくれ
るはずだ。

　鹿児島県・徳之島にヘリコプター部隊を一部移転する
計画にも、島民が全島をあげて反対している。もう日本
には米軍基地を移せる場所などない。だから米国に返せ
ばいい。それをマスコミはいえない。米国に鼻薬をかが
された記者が多いからである。
　それでも今回の県民大会を、大新聞も一面写真付きで
報じた。無視しきれない状況だからだ。ただ思いの強さ
が違う。沖縄は基地が本島の２割を占める。そのため経
済対策すらうまくできない。
　一方で本島は沖縄に基地を集中させておけば、のうの
うと暮らせる。例えば東京の２割が米軍基地になったら
と考えみてほしい。東京都心から立川に向かう甲州街道
の両側がすべて基地になったら、どれだけ生活を圧迫す
ることか。しかも道路が狭くて交通渋滞が起こり、米軍
によるレイプ事件やひき逃げまで調教で発生するのだ。
　そうした痛みをすべて沖縄に押しつけてきたことが、
鳩山政権のモタモタぶりでだんだんわかるようになって
きた。返還前には沖縄レポートがそれなりにあった。と
ころが、そののち一気に報道が減る。38 年間、ほんの小
さいスペースしか報道されなかったため、本土の日本人
はほとんど沖縄のことを忘れていた。それにたいする苛
立ちも県民にはある。これ以上、沖縄への無関心を続け
ていけない。沖縄県の運動を日本の国民運動にしていく
ことが、基地問題の最大の解決策となるはずだ。

交付金狙いの「ますぞえ新党」
　渡辺喜美議員が自民党を離党してつくった「みんなの
党」が新鮮なイメージを与え、意外に人気があがってい
る。自民党に愛想を尽かして民主党に投票した保守層が、
心のより所を求めて支持を強めてきた結果である。「保守
本流」とはほど遠い民主党が与党だと、どうも精神的に
安定できない。そうした保守派の焦りをつかまえたとい
える。
　この動きにあわてているのが自民党議員である。民主
党の人気は落ちてきたが、それでも自民党はまったく浮
上しない。さりとてまだ若い渡辺議員などには組みした
くない人たちが新党をつくるようになってきた。５人い
ないと政党交付金をもらえないため、政治的見解も違い、
なんの共通点もない連中が野合して新党を旗揚げしてい
る。これは自民党がいかに利権集団であるかをあきらか
にした動きともいえる。
　かつては自民党総裁にまで数えられていた舛添要一議
員は自分の党をつくらず、改革クラブに入って「新党改革」
と党名を変更した。
　同党は約１億 2000 万円の政党交付金を分割で受け取れ
ることになっており、４月 20 日には 3000 億円が交付さ
れた。次の 4000 万円も参院選の結果と関係なく受け取る
ことができる。一方、もし新党を結成するなら、５人以
上が当選しても交付金を受け取るのは参院選後となる。
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　舛添議員は「一部の企業や労組からお金をもらうと、
その人たちの言うことを聞かないといけなくなる」と語っ
ている。改革クラブ入りが交付金目当てだったことを、
自ら暴露したようなものだ。
　一方、改革クラブにもともと所属していた５人は、舛
添人気がどうしてもほしかった。全員が今年の夏に改選
を迎えるのに、選挙事情はかなり厳しい。自民党と改革
クラブは国会では統一会派を組んでおり、両党の政策に
際だった違いはない。このまま選挙を迎えれば、なんの
存在感をしめすことなく沈没する。最も総理にふさわし
い議員にも選ばれたこともある舛添議員と一緒に新党へ
と衣替えすれば、とにかく選挙を乗り切れるかも。そん
な思惑が働いた。
　はしゃぎ過ぎた改革クラブの面々は、新党の略称を「ま
すぞえ新党」で登録しようとしたという。結局、公職選
挙法に触れるため実現しなかったが、舛添人気にあやか
ろうという魂胆が透けて見えた珍事である。
　もちろん党内の政策不一致などについて、きちんと話
し合ったとも思えない。舛添党首が小泉改革支持で、郵
政民営化反対の急先鋒だった荒井広幸幹事長というねじ
れについては、記者会見でも明確な説明がなされなかっ
た。
　執行部批判により自民党内で居場所をなくした舛添議
員は、「新党ブーム」の一翼を担ったといえる。しかし先
はけっして明るくない。交付金目当ての新党結成という
批判は根強い。また「たちあがれ日本」「日本創新党」に
つづく理念なき新党騒ぎに、多くの国民があきれてもい
る。オソマツ候補どころか、オソマツ党である。

金で問題解決をはかるトヨタ
　５月に正式に発表される予定のトヨタ自動車 2010 年
３月期連結決算は、黒字になる見込みとなった。前期が
4610 億円の赤字だったから大幅な収益改善となる。
　ただ将来的にトヨタが安泰かというと、必ずしもそう
ではない。『フォーブス』が発表した 10 年の優良企業に
よれば、同社は 360 位と１年で３位から急落した。４月
22 日に発表されたムーディズの格付けでも、２番目の「Ａ
ａ１」から３番目の「Ａａ２」に引き下げられ、格付け
見通しは「ネガティブ」（弱含み）となった。格付けその
ものに問題があるにせよ、価格競争での将来的な不安を
理由とした降格は、同社にとって大きな不安材料である。
　またリコール問題について、トヨタは米運輸省が課す
15 億円もの制裁金の支払いを決定した。ただ支払い理由
としてあげたのは、論争の長期化による販売への影響だっ
た。
　実際、同社は次のように法律違反を否定している。「社
内外との情報共有に改善の余地はあるが、安全問題への
対応を避けるために不具合を隠蔽しようとしたことはな
いと認識している」（『朝日新聞』10 年４月 20 日）

　一方、ラフッド米運輸長官は、「トヨタが法的義務に違
反していた責任を受け入れたことに喜んでいる」（同上）
との声明をだした。
　違法行為がなく不当だと思うなら戦うのが当然で、長
期にもめそうだからカネで解決する、ただし問題は認め
ない、などという主張が認められるはずがない。米運輸
大臣だけではなく、米国民も欠陥を認めたと解釈するだ
ろう。
　今回の一連のリコール騒動は、同社の隠蔽体質と無縁
ではない。メディアに広告を流し、政府の審議会などの
メンバーに人を派遣すれば、さまざまな批判はかわせる
といった意識が、今回の問題を大きくしたのである。そ
の部分を「カイゼン」しないでカネで問題を解決しよう
とするのは、くさいものにはフタといった対処でしかな
い。
　今後、中古車が値段が下がったことなどにたいする民
事訴訟も控えている。今回の決断が今後の訴訟に影響す
る可能性は十分にある。カネを支払えばいいといった姿
勢は、大きなツケを生みだすだろう。
　もう１つ気になったニュースは、トヨタの田原工場従
業員がコンビニエンスストアで菓子パンやサラダなど
724 円相当の商品を万引きした事件である。所持金が 170
円しかなく、「腹が減って甘いものがほしかった」と供述
したという。
　この事件を報じたのは三大紙では毎日だけ。犯人がど
のような生活を送り食費に困るようになったのかはわか
らない。しかし紛争が長引くからと、15 億円をポンと出
す企業の従業員が飢えて万引きするまで追いつめられて
いた事実は見過ごせない。
　今後、収益のカイゼンを理由に、トヨタでさらなる労
働者いじめが発生する可能性がある。そうした企業姿勢
を批判し、労働者の権利を守るメディアの力は、ますま
す重要になってくる。広告につられて企業を批判できな
いようでは、報道の存在価値を疑われる。（談）
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