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鎌田慧の現代を斬る
第 132回　大統領自殺、パンデミック、 ■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

５月下旬、盧武鉉（ノムヒョン）前韓国大統領の自
殺と北朝鮮の核実験という大ニュースが飛び込ん

できた。
　昨年２月、盧武鉉前大統領は静かに大統領を退任した。
2007 年２月には所属するウリ党からの離党を表明。政治
家としても大統領としても影響力を回復できないままの
退任だった。
　そのあとを受けた李明博（イミョンバク）大統領は路
線を変え、盧武鉉前大統領が進めてきた北朝鮮との平和
や共同、国内の民主化拡大路線は一頓挫をきたしている。
盧武鉉は、98 年からはじまっていた元死刑囚・金大中元
大統領の「市民革命」の成果を受けて大統領に就任した
人物である。苦学してきた人権派弁護士ということもあ
り、地域格差、階層格差、世代格差の解消を図り、旧日
本帝国などに関係してきた古い体制を刷新しようとした。
また、これまでの米国追随とも一線を画した。
　このような政治姿勢が韓国財閥とそれを支持する韓国
マスコミの批判にさらされ、経済が浮上せず、支持率も
急落した。退任後、身内が不正資金を大企業から受け取っ
ていた疑惑で検察の捜査も受けた。いわば地に落ちたイ
カロスといった悲劇であり、韓国民主化のホープの墜落
でもあった。韓国の民主化を望む人たちには打撃が大き
かったはずだ。そして５月 23 日、突然自宅の裏の岩山か
ら飛び降りて自殺した。
　過去の韓国大統領はそれぞれ不運な影を背負っている。
たとえば朴正熙（パク・チョンヒ）は独裁型政治家とし
て 79 年に暗殺され、全斗煥（チョン・ドゥファン）と、
それにつづく盧泰愚（ノ・テウ）は巨額の賄賂を受領し
たとして逮捕された。全斗煥は無期懲役、盧泰愚は懲役
17 年の刑が確定したが、97 年 12 月に特別赦免で釈放さ
れている。その次の金大中は次男が不正資金を受理して

いた疑いで逮捕されている。これは親族を大事にする「縁
故主義」がはびこり、利益をむさぼろうと集まる縁者を
拒否できない同国の「人情」が関係している。
　遺書には「本を読むことも、文章を書くこともできな
い」と書かれており、精神的な落ち込みがひどかったこ
とを読み取れる。その一方で「誰も恨みに思うな。運命だ。
火葬してくれ。そして家の近くに、とても小さな石碑を
１つだけ残してくれ」ともつづられていた。悲劇に終わっ
た最後のだった。
　その自殺の２日後、核実験に成功したと北朝鮮が発表
した。李明博政権は北との対立をはかり、南北関係は悪
化。それに追い打ちをかけるような北朝鮮の愚劣な行動
だった。北朝鮮は核武装とそれを運搬するミサイル開発
で外交を進めてきた。「核武装外交」である。また、軍隊
を革命の柱とし、その威力で経済建設を進めるとする「強
盛大国」をも標榜している。
　資源の少ない小国が大国と対抗するために武装するの
は、かつて中曽根康弘が唱えた「ハリネズミ防衛」とお
なじだ。しかし小国は大国に似せて国をつくるべきでは
ない。小国は平和にむけた国づくりをすべきである。「社
会主義国家」の成功を表明したいという北朝鮮の無理な
願望は、すでに巨額の軍事費による経済的破綻をもたら
している。
　核武装によって世界へ揺さぶりかける姿は、赤塚不二
男のマンガ「天才バカボン」に登場する警官を思いださ
せる。「逮捕だー」と叫んで銃を発射する様子は、「戦争
だー」と脅して経済的な妥協を勝ち取る姿勢とかぶる。
やんちゃで非論理的であり、迷惑しごくな政策といえる。
国際的に孤立していくのを見るのは忍びない。
　日本では経済制裁論がまた浮上している。しかし北朝
鮮の経済的な苦難はつづいており、昔以上に国民は疲弊

　　　　　　自民党崩壊とトヨタの蹉跌
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しているはずである。「断固たる対応」や「制裁」を実施
するよりも、盧武鉉前大統領がこだわった「太陽政策（融
和政策）」は歴史的に正しい。日本も粘り強くつづけてい
くべきだ。

民主党は“新自民党”
　このような暗雲漂う中、小沢一郎民主党代表の辞任で
少しは晴れ間が見えた感じがある。
　それにしても世論の批判を浴びながらも居座っていた
小沢の「ＫＹ」ぶりはあきれるほどであった。たしかに
検察の「国策捜査」というやり口には批判があるにして
も、彼が巨悪のカネを集めてきたのは事実だ。民主党が
腐敗した自民党と陸つづきになっている象徴でもあった。
これでは民主党が政権を握ったとしても、手袋の裏返し
のような旧態依然たる政治しか期待できない。
　さすがに行き詰まって小沢は代表を投げだしたが、ネ
コの首に鈴をつけられない民主党議員の弱腰ぶりは歯が
ゆい。辞任から代表選にむかうまでの動きを見ても、と
にかく小沢を外して選挙で政権を獲得したいという欲望
ばかり目に付き、清心の思想などまったく感じない。
　石井一・民主党副代表は毎日新聞（09 年５月 21 日）
に取材に答え、西松建設と小沢との関係について次のよ
うに語っている。
「事件が起きたとき『お前、１回や２回は（口利きの）電
話をしたことあるやろ』って聞いた。『おれはそんなこと
しないんだ』との答えだった。彼自身、東北のドンみた
いな顔をしている。民主党が政権を取ったら、公共事業
で恩恵をこうむれるかもしれないという思いが、ゼネコ
ンにはあったんだろうね」
　つまり違法かどうかはともかく、「東北のドン」として
君臨することで、カネを集めていたことは認めたわけだ。
それでも国民に説明しないところに、小沢の腹黒さがあ
り、そのまま済ませようとするところに民主党のダメさ
がある。
　ただ代表が代わった途端、さいたま市長選で民主党候
補が自民党候補に大勝。政局は変化した。民主党の新代
表となった鳩山由紀夫は元自民党で、曽祖父からつづく
４代目の国会議員でもある。また代表選挙に負けた岡田
卓也幹事長も、かつては小沢にかわいがられていた自民
党議員だった。つまり「民主党」議員といっても、実際は「新
自民党」でしかない。それでもとにかく現在の政権を握っ
ている自民党が変わることで、歴史は滑りだす。新たな
変化は予期できないものがある。「変化」の出発という意
味で、わたしは民主党政権の樹立に期待している。
　しかし「新自民党」の幹部たちが、政権を取ったあと、
憲法にたいしてどういった態度を取るのかがきわめて重
要だ。小沢前代表は「国際平和部隊に自衛隊を派遣しろ」
と主張した海外派兵に積極的な人物であった。鳩山新代
表も自ら憲法試案を発表した改憲論者である。

　このような実質改憲論者と党内の護憲論者とのすり合
わせによって、今後の民主党の動きが決まってくる。民
主党にいる護憲派の当選と、おそらく連立政権を支える
であろう野党の健闘ぶりに期待するしかない。
　いずれにしても麻生政権はもはや機能せず、最後の自
民党政権となる可能性が強まっている。麻生総理はサミッ
トに出席したい一念で政権を維持しているようだが、近
い将来崩壊する。あまりにも長すぎた自民党政権だった。

インフルエンザが象徴するもの
　新型インフルエンザはメキシコで発生し、世界に波及
した。世界的経済危機に合わせたかのうように、「パンデ
ミック」という世界的な感染が新しい世界危機をつくり
だしている。
　この新しい危機がメキシコの貧しい地域で発生したこと
は象徴的だった。メキシコはNAFTA（北米自由貿易協定）
によって階層分化が進んだ国である。米国の工業製品や農
産物が低い関税に後押しされ無限に入ってきからだ。米国
帝国主義の収奪の対象となった同国は、大量の貧困層が発
生した。そうした医療機関にもかかれず、医療品さえ買え
なかった人たちが新型インフルエンザに罹患した。
　つまりグローバリゼーションの影響で階層が拡大して
貧困層が増大。そこから発生した病気が、逆に先進国に
むかっていく、きわめて現代的な状況が展開された。
　日本でも大阪府と兵庫県では、学校内での感染を防ぐ
ため全域で１週間程度の休校となった。しかし自宅にい
るのが面白くないと、高校生などがカラオケボックスに
集まっていたとの報道もあった。現在、新型インフルエ
ンザが弱毒性との認識も固まり、政府の方針も当初より
緩和された。休校措置なども緩やかになり、集会やスポー
ツ大会の一律自粛要請もおこなわないことになった。発
生当初よりも現実的な対応といえる。
　いまとなっては発生当初の「水際作戦」は「過剰」な
防衛体制とも思えるが、しかし、けっしてインフルエン
ザの脅威を侮ってはいけない。新インフルエンザが強毒
化する可能性は捨てきれず、これから秋にかけての再流
行も懸念されるからだ。将来への防御という意味では、
過剰とはいい切れない。
　ただし新型インフルエンザの恐怖につけ込んだ政治家
のパフォーマンスはいただけない。日本初の患者が確認
された際、舛添要一厚労相は記者会見で大はしゃぎだっ
た。しかも民主党代表選報道と同時刻にぶつけ、ＮＨＫ
の代表選報道は途中で桝添会見に変更となった。
　国民の危機が政治家の宣伝になるケースは少なくない。
ときにパフォーマンスで実質がともなわないケースもあ
る。しかし新型インフルエンザの危険性を考えれば、そ
のようなことはできないはずだ。1918 年に流行したスペ
イン風邪は人口の３分の１を死に至らしめている。その
現実をきちんと認識すべきだ。
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名誉欲に踊ったトヨタ
　５月初旬、トヨタ自動車が 2009 年３月期連結決算を発
表した。営業利益が 4610 億円の赤字で 71 年ぶりの営業
赤字となった。前期が２兆 2703 億円の黒字だったから、
その急落ぶりが際立つ。また来期の営業利益についても
8500 億円の赤字と予想し、創業以来初めての２年連続営
業赤字となる可能性が強まっている。
　この赤字の要因の１つは世界的な不況にある。ただト
ヨタの売上高は、前期比で 21.9％の減少にとどまってお
り、大幅な赤字になったのは設備投資が過剰だったから
だ。需要状況をつかめなかったからではない。
　では、どうしてそんなに無理にをしたかといえば、ゼネ
ラルモーターを追い抜くのが、至上命題になっていたから
である。とにかく 1000 万台を突破して世界一の自動車会
社になりたいというドン欲な名誉欲が、会社を蝕んだ。
　世界トップの幻想に踊らされた様子は、ナショナルフ
ラッグを掲げていた日本航空の衰退を思い起こさせる。
儲かると名誉欲が生まれ、それが習慣になってカネをつ
かう。そうしたワナにトヨタもはまった。
　トヨタグループは豊田佐吉以来、石橋を叩いても渡らな
い経営方針だった。この方針を大幅に方向転回したのが奥
田碩元社長だった。政治に近づかない「モンロー主義」を
廃し、政治力を使って富を築く、フィリピンのマルコス政
権下で使った手法を日本にもちこんだのである。つまり今
回の赤字の原因は経営陣にある。ところが「カイゼン」の
対象は上層部ではなく、現場や下請けにむかっている。
　トヨタ自動車の池渕浩介相談役・技監は、朝日新聞（09
年５月３日）の取材に答え、立て直しのポイントを次の
ように解説した。
「受注から生産までにかかる時間、リードタイムの短縮が
鍵になる。これは短いほどいい。（中略）競馬もレース前
に馬券を買うからなかなか当たらないわけで、第３コー
ナーまでレースを見てから買えるならかなり当たる」
　つまり現場の労働強化を目指すわけだ。第３コーナー
まで見て馬券を買いに走るようなやり方は、競馬では認
められない。その禁じ手を生産にもちこもうとしている
のだからあきれさせる。
　さらに彼は「トヨタ生産方式を洗い直し、今の不具合
を正常化しよう」とも語り、「生産の輸送の中継点ごとに」
多少許容していた在庫の撤廃を示唆している。もともと
在庫をもたない、というのが「トヨタ生産方式」の真髄だっ
たが、世界中に工場を展開しているいまでは、会社の押
しつける緊張感だけでは規律が守れない。品切れの欠損
が怖いからと在庫をもつようになるのは、現場の必然だ。
　トヨタは生産停止期間をつくって在庫調整した。つま
り労働者に負担を押しつけて（日系ブラジル人などハケ
ン労働者が苦しんだ）、緊急措置を施したのである。そこ
からさらにトヨタの「ぞうきん方式」を強め、現場を絞

りあげるつもりだ。
　この在庫をもたないという思想は、車の部品ばかりか労
働者の在庫ももたないという形で、期間工や派遣労働者を
増やしてきた。トヨタの圧力強化によって、関連会社を含
めた非正規労働者の苦悩はますますつづくことになる。
　名誉欲に振り回されているのは、トヨタのＦ１参戦もお
なじだ。世界的な不況の中、黒字を確保したホンダは撤退
を決めた。一方のトヨタは継続を表明している。しかもそ
の理由はモータースポーツの発展を願ったものではない。
「表彰台の真ん中にたたない参戦した意味がない」（『朝日
新聞』08 年 12 月６日）というトヨタ自動車幹部の言葉
が物語るように、ほしいのは名誉である。その“道楽”に、
労働者が血みどろになって奪われた利益から、年間 500
億円ともいわれるカネが投じられている。
　この不景気を前に国際自動車連盟（ＦＩＡ）は１チー
ム当たりの年間予算を 4000 ポンド（約 60 億円）に制限
する案を提示した。合意したチームには技術規制を緩め、
膨大になりすぎた予算を絞っていく方針だ。
　しかしトヨタは規制に反対し、制度導入ならＦ１不参
戦もありうるとした。トヨタ側は「選手権の二層化につ
ながるもので、Ｆ１の正しい方向ではない」（『時事通信』
09 年５月 10 日）と発言しているが、資金不足の弱小チー
ムはポイントをあげることができず、事実上の二層化と
なっている。今回の規制は、予算に恵まれたチームと弱
小チームの差を埋めるものともいえるが、開発費に糸目
をつけないチームには受け入れ難いようだ。コスト管理
に徹底的にこだわるトヨタも、「名誉」のためには惜しげ
もなくカネを投じるのだから、どこかの大宗教団体の名
誉会長のようなものだ。
　次期社長の豊田章男副社長はドイツの 24 時間耐久レー
スでに出場した。次期社長自ら走る宣伝塔となり、巨額
を使ってトヨタフラッグを掲げようとしていることを、
１円単位で泣かされている現場や下請けの労働者はどの
ように感じるだろうか。
　七光り経営者と現場労働者の意識の差を大いに感じて
しまう。（談）
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