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鎌田慧の現代を斬る
第 135回　政権交代を果たした ■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

８月30日の総選挙は民主党の圧勝で終わった。小選
挙区で 221 議席、比例区で 87 議席、合計 308 議席

を獲得。過半数となる 241 議席を大きく超えた。１週間
前に新聞各紙がおこなった情勢調査でも民主党の 300 議
席超えが報道されていたので、ある意味、予想通りの結
果といえる。
　一方、自民党は改選前議席の 40％となる 119 議席の獲
得にとどまり、公明党と合わせても 140 議席にしかなら
ない。政権を握ることで求心力を維持してきた政党だけ
に、この選挙結果によって党としての存続が危ぶまれる
状況になったとの見方もある。惨敗だ。
　この結果からわかるのは、いかに自民党が嫌われてい
たかだ。市民生活は行き詰まり、もう出口のない状態に
なっていた。だから、とにかく空気を変えたいとの思い
が選挙民に強かった。
　約１週間前、民主党の優位を聞いた塩谷立文部科学相
が「高速道路無料化や高校無償化など、目先のお金に釣
られて、そういう雰囲気になっているような気がする。
ほかに理由が分からない」などと記者会見で語り、ヒン
シュクを買った。
　また麻生首相も同時期に、若者に結婚資金がなく結婚
の遅れが少子化につながっているのではないか、との質
問に、「そりゃ金がねえなら結婚しない方がいい。うかつ
にそんなことはしない方がいい。金がおれはない方じゃ
なかったけど、結婚遅かったから」などと答えている。
　この想像力のなさは、政治家として致命的だ。自分た
ちが進めてきた政策がどれだけひとびとを痛めつけたの
か、まったくわからない。人が死んでも、なにも痛痒を
感じていない。失言とも理解できない。
　こうした政治家たちの無神経さに、選挙民は米国とお
なじようなチェンジをを突きつけた。とにかく変えたかっ

た。選挙民のゴツンなのだ。
　本来なら細川政権が誕生した 1993 年に、自民党の命運
は尽きていたはずだ。ところが、まだ自民党に幻想をもっ
ていたために、決着をつけられなかった。結局、社会党
と新党さきがけと一緒に自社さ連立政権をつくり、政権
に復帰した。それから 15 年間、自民党はやりたい放題の
政治をつづけてきた。自分たちが断崖絶壁に追い込まれ
ているとわかっていても、修正する力はもうなかった。
末路である。残ったのは派閥政治に明け暮れる古参議員
と、親からの「遺産」だけを引き継いで新しい道にむか
おうとしない世襲議員である。ついには適任の首相候補
すらおらず、昔の大物政治家の子どもたちのたらい回し
がはじまった。まるでいらないお中元を、ほかの家に回
すように首相のイスが回されたのだ。
　首相の政権運営もまた、別の意味のタライ回しだった。
サーカスで見る曲芸師が足でタライを回すごとく、危なっ
かしいアクロバットで日本の政治は回った。結局、回し
つづけられなくなった麻生がタライを落としたわけだ。
この 15 年間のロスは大きかった。
　今度こそ魯迅の言葉「水に落ちた犬を打て」ではないが、
自民党政権がもう二度と復活しないように叩く必要があ
る。それで、ようやく腐りきった「自公時代」が転換する。
民主のワンポイントリリーフでは仕方がない。民主党と
社民党などの連合政権で、日本を変えていく第一歩にし
なければ、政権交代の意味がない。民主党の大勝が憲法
改悪への出発となったら悪夢である。

断酒の中川も消えた
　自民党候補者の当落をみると、日本に新しい風が吹い
たことがわかる。まずは３首相経験者に吹いた逆風であ
る。

民主党へ３つの提言
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　海部俊樹元首相は民主党の岡本充功候補に約８万票差
で敗れた。首相経験者が落選したのは、1963 年の衆院選
で敗れた片山哲、石橋湛山両氏以来となった。政治家と
して最高権力者にまでのし上がった者としては静かな落
選だった。
　石川２区の森喜朗元首相は民主党の田中美絵子候補に
小選挙区でギリギリまで迫られた。「姫のサメ退治」など
ともいわれた選挙区だったが、終わってみれば 4469 票差。
自称キングメーカーだった「サメ頭」は、もう少しで民主
党の元議員秘書に退治されるまで追いつめられた。「神の
国」発言など、その見識の疑われる行動と発言は首相時代
から問題になっていたが、首の皮一枚で残ったといえる。
　福田康夫元首相も薄氷の勝利だった。民主党候補にわ
ずか１万 1948 票差まで迫られ、「政権投げだし」の影響を、
やっと自覚したにちがいない。
　こうした首相経験者の落選・接戦は、彼らが依拠して
いた保守的な基盤が完全に壊れたことをしめしている。
小泉元首相が「自民党をぶっ壊す」とぶちあげてから約
６年。彼の大衆ギマンの「公約」は、裏切りにたいする
有権者の怒りとともに成し遂げられた。
　元首相以外の大物自民党議員も、今回の選挙でかなり
苦戦している。
　自民党落日の象徴は、東京１区の与謝野馨財務相の小
選挙区での競り負けだろう。比例区で復活当選したが、
小選挙区で負けた意味は大きい。財務・金融担当・経済
財政担当相だった彼は、菅直人に「３つのポジションを
兼ねるのは大変ではないかと心配している」と衆議院予
算委員会でねぎらわれ、「１つぐらい代わっていただきた
い」と軽口を叩いたが、１つどころか危うく政治生命ま
で差しだすところだった。
　政治資金のスキャンダルが解散前に報じられたが、そ
れほど大きな話題にもならなかった。一方で経済政策の
担当大臣としてテレビに出演する機会も多く、かなり顔
の売れた実力者だった。あれだけテレビに露出しても負
けた現実は、「風」が吹いたときの小選挙区制の恐ろしさ
を知らしめた。
　前回の郵政選挙で「郵政反対組」を追いつめた、「偉大
なるイエスマン」こと武部勤元幹事長も、比例区で救わ
れたものの小選挙区では民主党候補に１万 4476 票差で敗
れた。北海道で強い鈴木宗男氏が代表を務める新党大地
に切られたのだ。過疎地の郵便局が消えていく現実も、
武部氏を直撃した。解散直後には「中央や党内の抗争で
はなく、政権交代でもない。オホーツク武部党で今日ま
で政治家として生き残ってきた」と、元幹事長とは思え
ない発言で周囲を驚かした。結局、権力さえ握れればな
んでもするという「イエスマン」体質が自らの政治生命
を削ったといえる。
　落選は当然のスキャンダルを抱えて選挙に挑んだ候補
者もいた。その筆頭は北海道 11 区の中川昭一元財務相。

国際的にヒンシュクをかった、ローマでの酔いどれ会見
が、自分に甘い二世の限界をみせていた。Ｇ７以前にも、
酒に飲まれての失敗がつづいていた。本来なら、もっと
前に議席を失っていい人物だった。選挙期間中に「日本
のため、皆さんのために酒を断つつもりだ」と断酒宣言
をぶちあげ、会場からは「よくいった」と拍手がわいた。
甘えの構造だ。
　事務所費とばんそうこう膏疑惑で農水大臣を辞任した
赤城徳彦氏も落選した。ただの顔のかぶれが大臣の辞任
にまで発展した貧しいコミュニケーション能力は、言葉
を操る政治家として致命的だ。二世議員として地盤を守っ
てきただけの存在が、改めて議員としての能力を問われ
た選挙といえる。
　福岡２区の山崎拓元党副総裁も民主党候補に完敗した。
得票差は５万 3161 票。愛人スキャンダルによって、ハレ
ンチな私生活を暴露された人物が国政に携わっていてい
いのか、という当然の疑問が、この選挙で問われたのだ。
　また長崎２区の久間章生元防衛相も民主党の女性候補
に完敗した。防衛産業の山田洋行から接待を受けていた
疑惑を隠し切れなかった。
　昔、自民党の大物議員であれば、少々のスキャンダル
でも当選した。業界の締め上げもあり、選挙民が議員に
逆らえないケースもあった。あるいは地元にカネを落と
してくれれば、多少のスキャンダルにも目をつむろうと
する雰囲気もあった。そうした選挙民と政治家との関係
が崩れ、議員の資質にたいして選挙民が厳しい視線を送
るようになった。
　世襲については、選挙民の判断が分かれた。小泉純一
郎の息子・進次郎は民主党候補を退け当選した。４代目
の世襲に批判が集まるかと期待されたが、まだまだ政治
能力より血筋と容姿が票になる。
　一方、青森１区の津島雄二税制調査会長の長男・淳氏は、
「太宰治の孫」で売ったが落選した。小泉純一郎とちがい、
ギリギリまで父が引退宣言を引き延ばし、その判断ミス
によって、「世襲」を理由に自民党本部から公認されなく
なった。地元になんらなじみがなく、反感も強かった。
　東京都の教員を痛めつけてきた石原慎太郎の世襲議員
２人も明暗が分かれた。石原伸晃は当選したが、石原宏
高は落選となった。タレントだった弟の知名度で慎太郎
が当選し、その父親の影響力で子どもが当選するという
イメージ先行、政界私物化の一端が、ようやく一部で終
焉を迎えた。息子２人を議員にしようとするのは、保守
政治家がいかに甘い汁を吸えるかを物語っている。
　小泉元首相が郵政選挙でかつきだした「小泉チルドレ
ン」もほとんどは落選した。小泉旋風で議員としての見
識も理念もないまま当選し、なにもしないで議員生活を
終えた人が多かった。旧大蔵官僚としておなじ１年生議
員に先輩風をふかせまくった片山さつきも、不倫騒動で
揺れた佐藤ゆかりも落選した。このような結果を見ると、
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あの「小泉ブーム」はなんだったのかという感慨にあら
ためてとらわれる。
　公明党は小選挙区で全廃した。小沢一郎代表代行の秘
書を務めたこともある青木愛候補をぶつけられた公明党
の太田昭宏代表も落選。また、田中康夫候補が刺客となっ
た兵庫８区の冬柴鉄三候補も落ち、北側一雄幹事長も落
選した。深い政治不信の前では鉄板の組織票も役立たな
いことが判明した。
　近年の自民党議員の当選は、公明党の組織票でかさ上
げされてきた。自公政権というが、内実は「自公党」の
ようなものだ。公明党がなければ自民党議員は当選でき
ない。公明党は創価学会による公然秘密の政党だから、
創価学会にささえられた「自公党」といえる。宗教団体
の「現世利益」と政治権力とが一緒になっているのは、
グロテスクな構造である。
　今回の選挙では、権力をエサに手を取り合ってきた両
党が協力体制を築けなかったともいわれている。復活当
選を目指す自民党議員も多かったため、比例区を公明党
に、とは支持者に頼めなかったからだ。野合の両者にとっ
て、ふさわしい末路だったといえる。

大事なのは政権の監視
　今回の選挙が歴史的な転換となるのはまちがいない。
胎動は 15 年前の自社さ時代からはじまっていた。選挙に
よって、これだけ明確な政権交代が日本で起きたのはは
じめてである。だからといって、民主党政権になればバ
ラ色とはならない。
　まず、この大勝を受けて、民主党が野党連合を維持す
るかどうかが心配だ。参議院の状況を見れば、順調な議
会運営に社民党などの野党が必要と思われる。しかし自
民の衰退を受けて自民党の参議院議員が民主に鞍替えし
た場合、民主が野党連合を裏切る可能性は高まる。その
意味で、民主党の大勝は少なからず危険をはらんでいる。
　民主党に望むべき政策は３つある。
　ひとつは憲法９条の堅持だ。９条については過半数の
国民が改悪に反対している。一方で民主党幹部には鳩山
由起夫代表や前原誠司副代表、岡田克也幹事長などの代
表経験者をはじめとして改憲派が少なくない。共闘する
社民党が、どれだけ改憲への動きを止められるのかが大
きな問題となってくる。民主が改憲に踏みだせば、それ
は選挙民にたいする手痛い裏切りといえる。集団的自衛
権の行使に歯止めをかけられるかが重要だ。
　２つ目は、国民の生活をどれだけ保障するのかである。
民主党は子ども手当や農家補償など、具体的かつ細かな
支援策をマニフェストに掲載した。しかし本当に重要な
のは、基本精神として金持ちと官僚依存の保守の政治基
盤を断ち切れるかどうかである。あるいは竹中平蔵元国
務相と小泉元首相が日本をたたき込んだ、ギャンブル的
な資本主義を捨て去るかである。ワーキングプアが大量

発生する社会ではなく、勤労者が将来に希望をもって生
きられる社会にしなければならない。新しい共生の価値
感を、民主党は打ちだす必要がある。
　３つ目が表現や思想の自由を、きちんと守っていくこ
とだ。自衛隊官舎にビラをまいただけで逮捕され、75 日
間も勾留するような権力とするかどうか。
　自民党は弱者を痛めつけてきた。それが今回の大敗に
つながった。民主党が自民党とおなじ轍を踏まないため
には、生活の意識を強くもち、大衆運動を保障しつつ福
祉国家にむかっていくしかない。
　マスコミも民主党の大勝バンザイではなくて、自民党
が積み残した問題、サボってきた問題を徹底的に批判し、
民主党政権に提示する必要がある。
　すでに選挙前から小さな変化は起こっている。たとえ
ば米軍の核もち込み密約について、外務省は密約を否定
する立場を貫いているが、民主圧勝の予想に押され、日
米間で交渉があったことは認めたのだ。米国も日本の元
高官も認めている密約を、日本政府と外務省が認めない
という不自然な状況を、情報開示を打ちだした民主党が
打ち破ったともいえる。
　民主党は、この国を変えなければならない。若者が将
来性を感じる国にすべきだ。そのためには民主党が自民
党とのちがいを打ちださなければならない。「手袋の裏も
手袋」では困る。
　今回の選挙は、自民党支持者で自民党にたいする腹い
せで民主に投票した人も多い。しかし、たんに自民党が
イヤだからと民主党に投票したなら、近い将来、民主党
がイヤになったとき自民党でいいやとなる。そうすると、
終わりなき二大政党の泥沼化がはじまってしまう。健全
な第三党による三極体制が必要だ。
　もともと民主党の上層部は、自民党の田中派である。
それだけに権力を握って長期政権となれば、「本

ほんけがえ

卦還り」
しかねない。だからこそ民主党への批判と監視が、重要
になる。この不安と期待の入り交じった選挙結果を、さ
らに変革の方向に変える努力が必要だ。（談）
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