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鎌田慧の現代を斬る
第 134回　自壊する自民党と ■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

衆議院選挙もあと１ヵ月に迫った。政権交代は間違
いないとみられている。あまりにも有権者をバカ

にした自民党政治にあいそが尽き、極端な自民党不信が
広がっているからだ。自民党支持者であってもいまの自
民党がイヤだという人が少なくなく、その受け皿が民主
党になっている。逆にいえば、民主党は自民党支持者が
投票しても、さほど違和感のない政党になっている、と
もいえる。
　そうはいっても今回の政権交代は、大げさにいえば平
和革命といえるものだ。日本での政権交代は、過去わず
かに２回。大改革であった明治維新と、戦前の軍閥政治
から戦後の「民主政治」への移行だけである。敗戦時期
の延長線上に一時片山内閣があったが、これはすぐ挫折
したので数に加えられない。つまり今回は、３度目の政
権交代といっても過言ではない。
　たしかに民主党政治でどれだけ変わるのかという不安
はある。しかし変化がさらなる変化を生むのが歴史の常
道だ。民主党と野党連合政権への交代によって、まった
く局面が違ってくることは期待できる。
　いま自民党の落選がどれだけ進むか、選挙区ごとの集計
がはじまっている。週刊誌の予測も次々に発表されており、
『週刊朝日』（7月 31 日号）は、政治評論家の森田実氏が
民主 279 議席、自民 141 議席、ジャーナリストの野上忠興
氏は民主261議席、自民160議席と予測した。『週刊文春』（７
月 30 日号）は民主 261 議席、自民 155 議席とし、『週刊ポ
スト』（７月 31 日号）は民主 261 議席、自民 160 議席とし
た。大胆な数字を打ち出したのは『週刊現代』（2009 年８
月１日号）で、なんと民主党が 332 議席、自民党 78 議席だ。
どれも民主の圧勝を予想しており、いわば民主党バブルと
いえる浮き足だった状況になってきている。
　しかし、これが一過性のブームとは、とても思えない。

小泉純一郎元首相が叫んだ「自民党をぶっ壊す」も、安
倍晋三元首相が唱えた「戦後レジームからの脱却」も、まっ
たく別の形となって実を結んだといえる。田中派の自民
党でも戦後民主主義でもなく、自民党が最近まで形成し
た「アンシャンレジーム（旧体制）」そのものが崩壊しつ
つあるからだ。長すぎた自民党・官僚体制が腐敗しきり、
自壊作用をおこしはじめている。もう選挙で民主党が勝
つという問題ではなく、自民党の崩壊に民主が乗ってい
る状況だ。
　こうした自民党の崩壊は、地方選挙で少しずつ姿をあ
らわしていた。09 年４月 26 日の名古屋市長選、６月 28
日の横須賀市長選、７月５日の静岡県知事選、そして７
月 12 日の都議選や奈良市長、仙台市長選挙でも自民は負
けている。
　なかでもわたしも取材した横須賀市長選での敗北は大
きかった。開票の予想を裏切り、自公とそれに迎合した
民主の相乗り候補が、無所属の市民派候補に完敗したか
らだ。しかも自民党の人気者・小泉の地元・横須賀で、
彼の選挙マシーン（翼賛市議会と連動労組）を総動員し
ての落選である。これまでの自民の「常識」が通じなくなっ
たのを、如実にしめした選挙といえる。その自民崩壊を
ハッキリ印象形づけたのが都議選だった。
　このような地方からの「反乱」は、日本政治が行き詰まっ
て市民生活が疲弊し、もうこのままでは生きていけない
という叫びが、全国からあがってきたことのあらわれで
ある。
「コイズミ改革」とは国民に負担を押しつけるだけの政策
であったことが露呈し、小泉が首相を退陣したあと、安
倍晋三、福田康夫、麻生太郎と繰り出された「リリーフ
投手」は、あいついでノックアウト。もはや自民党には
首相をだす力がないことを知らしめたといえる。

拡大する民主党への期待
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　この３人は選挙の洗礼を受けて首相になった人たちで
はない。タライ回しだったが、出身母体もいわば上

うわみず

水で
流れをすくった政治家たちであった。小泉が３代目であ
り、安倍も３代目、福田が２代目で、麻生が３代目とい
う庶民生活とかけ離れた水に、純粋培養された政治家た
ち。ただただ先祖の威光だけで当選してきた者たち。民
主主義のダイナミズムを体現することなく、うわ水だけ
を吸ってきた政治家による政権が崩壊するのは当然だっ
た。
　とくに麻生内閣は自民党の最後の貯金まで食い潰した
といえる。どん詰まりの首相はなんら定見がなく、発言
修正の連続。そのうえ字も読めないと嘲笑された。「お友
達」だからと財務大臣となった中川昭一代議士は、Ｇ７
後の記者会見で酔態を見せ辞任。数々の放言で知られた
鴻池祥肇官房副長官は女性問題で失墜。あげくの果てに
は、かんぽ問題を追求した鳩山邦夫総務相の首を友人の
麻生自らが切る始末であった。鳩山は麻生を首相にもち
あげた恩人だったわけで、どん詰まりになると、何が正
しいのかを判断できなくなるだけではなく、友人さえ切
り捨てる冷酷さを知らしめた事件だった。
　有権者からまったく支持されないまま解散となり、自
民党内部には次の選挙で勝ち目がないという絶望感が色
濃い。やがて分裂し、新党結成をにらむ展開となるだろう。
　一方の民主党は、小沢一郎の金権体質にたいする批判
をほおかむりして切り抜けようとしたが断念。「宇宙人」
といわれていた鳩山由紀夫が代表となり、やや暗雲を吹
き払った形での選挙突入となった。
　ただ民主党は国会の閉会間際、自公民と協力していく
つかの重要法案を慌てて通した。移植に関係なく「脳死
は人間の死」だとする改正臓器移植法や、チッソを救済
し、水俣病患者を切り捨てる水俣病救済法案が成立した。
臓器移植法は多くの論議があり、しっかりとした審議が
必要だったはずだ。また水俣病救済法案は、水俣病の補
償を請け負う会社と事業会社にチッソを分社化し、将来
的には補償を請け負う公害の原因企業の法的消滅を狙っ
たものだ。
　今国会終盤、今後の民主党の立ち位置が問われる終わ
り方になった。ただ、腐敗した世襲議員と高級官僚のばっ
こによって危機が高まっている日本において、とにかく
体制を立て直そうと、野党連合でなんとか改革の道を進
もうとしていることは評価しなくてはならない。
　見えない廃墟のなかから、どれだけ新しい世界を築き
あげられるかは、ひとえに選挙民の民主党への監視と批
判にかかっている。

旧田中派と官僚との闘い
　野党共闘がどういう形で進むかも、今後重要になって
くるであろう。すでに民主党と国民新党は「共通政策」
として次の５項目を発表し、社民党にも連立政権にむけ

た協議に加わるよう呼びかけている。
１．消費税率据え置き
２．郵政民営化見直し
３．後期高齢者医療制度（長寿医療制度）廃止
４．雇用のためのセーフティーネット（安全網）構築
５．高校教育無償化
　この５項目について、福島瑞穂社民党党首は「異論は
ない」と応じている。ただし政権に加わる条件として、
衆参両院の憲法審査会の議論を進めないことや、自衛隊
を海外に派遣しないこと、製造業への派遣禁止など労働
者保護法の強化、衆参両院の比例代表定数の維持などを
あげている。民主党はソマリアへの派兵を容認し、マニュ
フェストには衆院の比例代表定数削減を盛り込んでいる。
その意味で両党の溝は浅くはない。ただ、とにかく現状
を変えていこうとする両党の意欲は、有効な政策を生み
出す期待がもてる。
　政権交代による大きな希望は、自民党政権と官僚が隠
していた秘密が表にでてくるところにもある。たとえば
沖縄に核が持ち込まれていた密約は米国の資料であきら
かになっている。ところが政府や外務省はひたすら隠し
ている。また天下りの温床となっている団体の情報など
もあきらかになっていない。見え透いたウソを暴き、過
去の政権に都合の悪い事実を公表することで、民主主義
は発展していく。国民に率直な政権をつくっていくかも
しれないという期待は大きい。
　民主党を理解するうえで注目したいのは、党の歴史だ。
じつは現在の民主党の中心メンバーは、93 年に自民党を
倒した細川内閣の下にいた政治家とかぶる。鳩山由紀夫代
表、小沢一郎代表代行、菅直人代表代行、岡田克也幹事長、
羽田孜最高顧問、渡部恒三最高顧問、藤井裕久最高顧問、
石井一副代表、赤松広隆選挙対策委員長などがいる。
　このとき倒れたはずの自民党は、社会党を巻き込んだ
「自社さ」連立政権という逆転盗塁で息を吹き返した。そ
の反省をどういかせるかが、今回の政変でも問われる。
　もう１つ注目しておくべきことは、民主党幹部が田中
派の流れをくんでいることだ。小沢や渡部恒三は有名だ
が、堅物として有名な岡田も、代表の鳩山や羽田、石井
一らも旧田中派である。
　いままでの自民党は岸信介・福田赳夫という官僚中心の
流れを受け継いできた。角福戦争ともいわれた田中角栄と
福田赳夫の争いで、福田が破れたのを知った岸は強い衝撃
を受けたと伝えられている。それは東大から官僚そして議
員という「支配者層」が、高等教育を受けていない田中に
敗れたショックだった。その後、傍流だった田中派は主流
派となり、再度、傍流となって民主党に集結した。
　その意味で小沢や鳩山の献金問題は、旧田中派の歴史
を思い出させる一方で、官僚から狙われる危なっかしさ
も感じた。鳩山代表は事務次官会議の廃止を打ち出し、
脱官僚への姿勢をあきらかにしたが、どこまで闘えるの
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かは注目に値する。
　もう１つ民主党の歴史で指摘しておきたいのは、98 年
４月に羽田など民社党の流れをくむ新党友愛の議員が合流
したことだ。民社党は旧三菱財閥やトヨタなどの労組の出
身者が多く、労使一体化による大企業の利益誘導にはしる
政党だった。軍需産業の利益を代表するため、護憲の意識
も低かった。この合流によって、党全体における社民党の
比重は小さくなり、護憲派の力も弱くなってしまったのだ。
それがいまの民主党の体質をつくっている。
　鳩山代表はかねてから改憲論者であるし、民主党内にも
露骨な改憲論者も少なくない。ただ露骨に改憲を主張する
雰囲気はなくなってきている。民主党内のリベラル派とい
う議員たちもうまれ、強硬な行動はしにくいだろう。
　自民党への批判票が集まっているということは、護憲
で頑張れという期待をふくんでいる。それを裏切っては
いけない。また、連立政権を組むであろう社民党や、外
部にいる共産党などがどれだけ民主党をチェックできる
かも問われる。
　敗戦から 64 年の間に戦後民主主義が勝ち取ってさまざ
まが、自民党の「逆コース」によってどんどん破壊され
てきた。もう一度戦後の初心にもどり、平和で民主的な
社会にもどす必要がある。民主主義を支えるのは生活者
であり、生活は労働や仕事によってつくられる。その生
活をどう安定させていくかも大きな問題だ。現在、年間
３万 2000 人の自殺者がおり、未遂者をふくめると 30 万
人にもおよぶ。そんな状態が 11 年もつづいる。それが日
本社会の現実なのである。
　自民党を倒せば安定した社会を築いていけるのではな
いか。そんな期待が１ヵ月後の選挙にあらわれてくるは
ずである。

労使一体化のツケを米国で
　政治は大きな曲がり角を迎えているが、トヨタの状況
が「カイゼン」された様子はない。先月末には、ゼネラル・
モーターズがトヨタ自動車と共同出資する合弁会社「Ｎ
ＵＭＭＩ（ヌーミー）からの撤退を発表した。
　84 年に設立されたＮＵＭＭＩは日本車排斥運動の人身
御供だった。日本車の輸入拡大により働き口がなくなる
と訴えた労働者に、日米協同で工場をつくって差し出し
たのである。当時、石橋を叩いても渡らない社風だった
トヨタは、米国進出に消極的だったが、リスクの少ない
合弁会社から米国生産への比重を拡大していった歴史が
ある。
　そのためＮＵＭＭＩは日米自動車友好の象徴といえる。
その象徴さえ維持できないところに、自動車産業の不安
がのぞく。ＧＭの撤退によって、4600 人が解雇される可
能性も高まり、工場の継続には暗雲が立ちこめている。
また従業員が全米自動車労組（ＵＡＷ）に所属している
ため、トヨタが自社の米工場では、数十年間、労組を回

避してきた厳しい労務交渉がこれから待っている。
　本来、労働者は組合をつくって闘う権利をもっている。
そうした労組の牙を労使一体化路線で潰してきた責任を、
トヨタは意外な形で支払うことになりそうだ。
　トヨタ系企業が多い愛知県三河地方で３～５月に開設
された「派遣村」の相談者の３割が生活保護を申請した
という。派遣労働者の批判にたいして、トヨタは期間従
業員への格上げを検討している。しかし、まだ不十分だ。
企業が無責任に放り出した労働者を、財源の少ない地方
行政が面倒をみるという構図を、もっと労働者が安心で
きるシステムに変えていく必要がある。
　富士スピードウェイでのＦ１解散撤退は、トヨタの場
当たり主義の象徴といえる。ホンダ系の鈴鹿サーキット
で開催されていたＦ１レースを強引に奪い取り、200 億
円をかけてコースを改修し、07 年から開催した。ところ
が観客の輸送などで大トラブルを発生して批判を浴びる
こととなった。08 年には観客数を制限することで事なき
を得たが、バス運送費がかさみ赤字になったという。そ
の揚げ句が開催中止である。
　そもそもトヨタがＦ１に乗り出したのは、Ｆ１で総合
優勝を重ねたホンダに対抗したかったからだ。87 年から
鈴鹿で開催してきた日本ＧＰが定着したことも、トヨタ
にとっては悔しかったのだろう。
　ホンダは業績の不振を受けＦ１への参戦をあきらめ、
09 年から富士と隔年で開催する予定だった鈴鹿の日本Ｇ
Ｐを維持することにした。一方、とにかく一度はＦ１で
総合優勝したいトヨタは開催を止め、参戦を残した。
　どちらがモータースポーツへの影響を考えてかは明白
だ。Ｆ１の名門でもないトヨタが撤退したところで、毎
年繰り返される撤退と進出の一部に過ぎない。ところが
日本でのＦ１開催を手放せば海外でおこなわれる可能性
も高く、国内のファンはレースを生で見られる機会をな
くしてしまう。
　このような企業のエゴも、いずれ「精算」を迫られる
日がくることだろう。（談）
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