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鎌田慧の現代を斬る
第 131回　「ミサイル」「海賊」「倒産」の危機宣伝と

■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

北朝鮮のミサイルとソマリアの海賊。このふたつが
日本の軍備強化のため、絶好の道具として利用さ

れている。
　北朝鮮のミサイルにたいして麻生太郎・浜田靖一のウ
ルトラ首相・防衛相は、「撃墜！」を叫んで、イージス
艦やパトリオットを配備して迎撃体制を整えた。それは
前号にも書いた通り、自衛隊あげての田舎芝居であっ
た。まるでテポドンが打ち落とせるがごときの大宣伝で、
１兆円以上といわれるミサイル防衛の予算拡大に自衛隊
が大量に動員された。
　そして、ソマリア沖での「海賊退治」である。政府は
海上自衛隊の護衛艦「さざなみ」と「さみだれ」の２隻
を現地に急行させ、国益の名の下に日本船団の護衛を開
始した。これまでも自民公明連立政府は、隙あらば自衛
隊を海外へ派兵して戦闘行為に巻き込み、なし崩し的に
憲法９条２項から逸脱し、既成事実をつくろうとしてき
た。「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の
交戦権は、これを認めない」。憲法の規定は、自衛隊を「戦
力なき軍隊」として発足させ、なし崩し的な派兵によって、
「交戦」させようとしている。いったん戦闘に巻き込まれ
れば、「正当防衛だ」と、政府はひらき直るつもりだ。
　しかもソマリアへの自衛艦派遣に必要な法案を、いまご
ろ国会で審議しているのだ。現在の派遣は、自衛隊法 82
条の海上警備行動が、一応の法的根拠となっている。ただ、
海上警備行動では自国の船しか警備できない。しかし海賊
に襲われた外国船籍を見殺しにはできないという理由で、
すでに３回警備対象外の外国船の援助をおこなっている。
たまたま大音響発生装置で不審船を追い払えたからいい
が、海賊が武器をもちだせば交戦に発展していた。
　こうした事態にたいして、赤星慶治海幕長は海外の船
の援助は海上警備ではなく、船員法の遭難船舶の救助規

定に準じたものだと説明。さらに「救助を求める船に近
づいているときに、海自の艦船に射撃があったというな
ら、正当防衛・緊急避難の範ちゅうになる」（『毎日新聞』
2009 年４月８日）と語った。結局、法律に関係なく、ド
ンパチをはじめるということだ。
　こんな状況では困ると、自民党は海賊対処法案の成立
を急いでいる。海賊船への船体射撃と外国船の警護の２
つを認めようとする法律である。しかし勝手に派遣して、
危ないから早く法律をつくれ、とは国民をナメたやり口
である。
　憲法９条は交戦を認めてないし、海外船舶のために戦
えば憲法が禁じる集団的自衛権の行使につながる。自衛
隊を派遣する前に論議すべきことは、山のようにあった
はずだ。
　そもそも海賊は誘拐や強盗するわけだから、取り締ま
るのは警察だ。あえて軍隊を出動させる必要はない。海
上警備は海上保安庁の任務である。海上保安庁の巡視船
を派遣しない理由として自民党は、海上保安庁の警備艇
では対処できず、新しい船が必要だなどと強弁している。
しかし 2001 年 12 月、海上保安庁の船はロケット砲をも
ちだした奄美大島沖の「不審船」に、20 ミリ機関砲で反
撃し撃沈している。この行為の是非はともかく、巡視船
はそれだけの戦闘力をもっているのである。
　ところが 09 年４月 19 日の読売新聞の社説では、海上
保安庁が対処すべきだという意見に「『自衛隊は悪い物で、
使わない方がいい』という旧社会党的な発想がある」と
批判している。時代錯誤だといいたいのだろうが、相手
国と抗戦するような危険な状況をつくらないことこそ憲
法の精神である。ジャーナリズムは、時代に迎合すべき
ではない。汚い論理のスリカエだ。
　結局、麻生内閣は自衛隊が射撃できる状況をつくりた
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いだけだ。今回の派遣でも防衛省幹部の１人は、「外国船
を見殺しにすれば批判を免れない。自ら攻撃を受ける形
を作りだすしかない」（『毎日新聞』09 年４月８日）と語っ
ている。とにかく自衛隊が軍事行動をとる端緒をとるこ
とに血眼をあげ、自民党も防衛省も自衛隊員の命を軍備
拡大の犠牲にするつもりだ。
　海賊を大宣伝しながら軍事行動を強めようとするのも、
米国が狙いのテポドン発射を利用してミサイル防衛網を
強化しようとするのも、まったくおなじ手口である。麻
生の軍拡路線と戦争ごっこ好きがハッキリとあらわれた
行為であった。
　政府高官は「思ったより海賊対策は国民の支持を得て
おり、（民主党も）全否定はしづらいはず」（『毎日新聞』
09 年４月 15 日）とホザイている。危機を煽って軍事強
化にむかうのは、危険だ。
　また海賊対処法案については、もう１つ大きな問題が
ある。政府案が「海賊対処行動の承認時と終了時に国会
へ報告する」としている点だ。シビリアンコントロール
の観点からいえば事前承認が当然なのに、「（海賊対処は）
軍事活動ではなく警察権の行使。基本的に一般住民に影
響を与えることもない。国会承認は必要ない」（『朝日新聞』
09 年４月 22 日）と、自民党の中谷元・元防衛庁長官は
いいきっている。しかし「警察権の行使」ならば、なん
どもいうように、自衛隊ではなく海上保安庁の仕事なの
だ。このような詭弁が国会でまかり通って、野党が阻止
できる時代になったことが恐ろしい。
　アフガンやイラクへの派兵が、ちっとも現地の問題を
解決しなかったように、今回の自衛艦派遣も抜本的な海
賊対策にはならない。この地域で海賊による事件が多発
している背景には、ソマリアが無政府状態であること、
先進国による産業廃棄物が海上投棄されたこと、西側諸
国により魚が乱獲されたことなどがあるといわれる。こ
うした問題を解決するために役立つのが、憲法９条をも
つ日本の使命のはずだ。銃撃されればラッキーと、「当た
り屋」のようにソマリア沖をうろつくな。

復活したインチキ賭博
　危機宣伝のさいたるものは、４月 22 日に国会で可決成
立した「改正産業活力再生特別措置法（改正産業再生法）」
である。これは「公的資金」を一般企業に資本注入する
方法であり、経済産業省幹部が「予防注射」（『読売新聞』
09 年４月 23 日）と呼ぶ代物である。
　その「予防注射」の接種に、国内大手メーカーである
日立製作所やパイオニア、半導体メモリー（DRAM）で
世界３位の実績を誇るエルピーダメモリなどが殺到して
いる。つい最近までこの世の春をうたってきた電機メー
カーである。
　もうかっているときには、株式配当を自分の高額報酬
に回し、いざ危機となると政府に助けをもとめる。アメ

リカ型経営者のやり方である。しかも今回の資金投入は、
第三者機関による認定が必要がない。つまり日本経団連
と結託した政府が勝手に配るわけだ。受給資格は、従業
員 5000 人以上の大企業であり、売上高の急減などが認定
の基準とはなっていて、３年で企業価値を向上させる事
業計画なども提出することになっているが、ガイドライ
ンは驚くほど甘い。
　これで１社あたり数百億円をメドに融資し、その企業
が倒産した場合にはその 50 ～ 80％を税金で補填すると
いう。経営者の責任を追及せず、企業がＳＯＳを発すれば、
すぐカネをもってかけつける悪法である。だいたい融資
後に経営が悪化した場合、誰が責任を取るのか。ウヤム
ヤなままに税金が投入されるのが目に見える。
　しかも雇用維持効果には疑問の声があがっている。と
いうのも３年後の収益改善のためには、事業の再編とリ
ストラが避けられないからだ。結局、自民党が救いたい
のは、企業献金をくれる企業そのものと経営者でしかな
い。
　また、大きく報道はされなかったが、政府が一部を保
証する日本政策投資銀行による低金利融資もはじまって
いる。すでに日産自動車は 500 億円、三菱自動車にも 500
億円を融資されており、日本航空は 2000 億円もの融資を
検討している。３月末までに 301 件、１兆 603 億円もの
融資をおこなわれたというから尋常ではない。
　いまから 10 年前にも企業のタカリに、自民党は大盤振
る舞いしていた。99 年 10 月に施行された「産業再生法」
である。この法律を簡単に説明すれば、企業が勝手に買
い込んだ土地を国が買い上げるものだ。
　この法律について、わたしは 99 年９月の本誌『記録』
で批判した。今回は日立など電機産業が中心であったが、
この当時は新日鐵など鉄鋼資本であった。当時、わたし
は次のように批判した。
「この法律の原型は、重厚長大産業主導で進んだ『産業競
争力会議』でつくられたものだ。その旗振り役が鉄鋼業
界である。鉄鋼業界は市場産業のさいたるもので、景気
が良くなると設備投資を拡大し、景気が悪くなれば休止
するという極めて荒っぽい経営をしてきた。こうした経
営を支えてきたのが、通産省を交えた鉄鋼製品のカルテ
ルであった。つまり需要が落ちてくればメーカー同士が
談合して生産量と販売価格を調整し、値段を上げてきた
のだ。そうした国家依存の体質が、こんどの産業再生法
にそのままもち込まれている」
　こうした経緯を忘れたのか、今回の改正産業再生法に
関して、「経営者がモラルハザードにならぬよう、節度を
持って運用することが大事だ」と、日本鉄鋼連盟の宗岡
正二会長（新日本製鉄社長）は記者会見で述べている。
お笑い草だ。
　また、この産業再生法の根幹ともなる土地と企業のか
かわりについても、わたしは次のように批判した。

「大工場を作るという名目で、農民の土地や漁民の海を
奪ってきた大企業は、不要になるとこんどは『低未利用
地』などと名付け、政府に買い上げさせる。さらにゼネ
コンが自治体を巻き込み、その土地で都市づくりをおこ
ない、加えて不動産業者が周辺の土地で一儲けしようと
する。なんと調子のいい連中であろうか。日本の経営者は、
シビアな経営など心がけるつもりはないのだ。放漫経営
によって経営が息詰まれば、政治家を動かし、国の資金
で救済させることができる。大蔵官僚は天下り先の銀行
を救い、通産省は天下り先の鉄鋼や造船、電機メーカー
を救う。これらを見越した、まともな経営など考えない、
インチキ賭博である」
　それでも 10 年前の産業再生法は、インチキ賭博を隠そ
うという意図はあった。余った土地を買い上げて再利用
する名目があったからだ。ところが今回の改正産業再生
法は、企業に直接カネをぶち込むという身もフタもない
形である。100 年に１度の不況という言い訳が、すべて
のモラルを取り払った格好だ。
　このような企業支援は官僚の天下りと、日本経団連の
政治献金のたまものである。不景気になると財界浮揚政
策をだすのは自民党のお家芸となっている。そんなボッ
タクリ政策が横行しているのは、マスコミの批判が弱く、
労働組合も御用組合化し、野党が退廃し、国民が無関心
だからである。
　いつの間にか「ミサイル」と「海賊」と「倒産」とい
う３つのキーワードで脅せば、なんでもありの国になっ
てしまった。空騒ぎを捲き起こして搾取しつづけるやり
口にもっと怒れ！

フランスで敗北したトヨタ
　さて、今月もトヨタは坂道を転げ落ちるがごとく、業
績を悪化させている。連結世界販売台数は６年ぶりに 700
万台を割り、ゴム・樹脂などを材料とする自動車部品を
製作するトヨタの三次下請け「ホーコー」が 21 億円の負
債を抱えて倒産した。従業員 100 人で売上げが年間 15 億
円、それでいて負債が 21 億円という。設備投資の負担が
大きかったと報じられている。
　これは増産を見込んでの設備投資だったのだろうが、
自社だけの判断だったかは微妙だ。これまでもトヨタは
下請け企業に設備投資を押しつけたうえで、過剰なコス
トカットを要求しつつづけてきたからだ。
　トヨタは 2002 年ごろより金属でつくっていた自動車部
品を樹脂に変えている。この会社ではドアモールやサイ
ドプロテクターなどを加工していたが、この樹脂化の流
れに乗せられた可能性は高い。
　いずれにしてもトヨタの３次下請けの破産は、ほかの
メーカーにも波及しそうだ。気になるのは労働者である。
３次下請けは日系ブラジル人の派遣労働者が多い。関東
自動車など車体メーカーをはじめとする１次下請けは期

間工が多く、２次下請けになると派遣となり、３次にな
ると日系ブラジル人、４次になると中国ベトナム人の研
修・実習生という四重構造になる。すでに日系ブラジル
人の雇用状況は壊滅的で、職のないまま帰国もままなら
ない状況に置かれ、政府は帰国の旅費 30 万円を支払うか
ら、もう二度と日本にくるな、と追い払っている。自己
チューなやり口だ。
　一方で理事長にトヨタ自動車の名誉会長の豊田章一郎
が座る、トヨタのエリート養成校・海陽学園では初の高
校生が誕生した。「日本のリーダーを育てる」ことを目的
に、中高一貫校として開校してから４年目を迎えた。こ
としの新入生の入学式では、中島尚正校長が「勉強は自
らの意志で努力するもの。決して受け身にならず、自発
的に行動することを忘れないでほしい」（『毎日新聞』09
年４月６日）と語ったというが、会社のために役立つ以
外の意志は一切排除するトヨタの学校が「自発的な行動」
を求めるのは皮肉である。
　フランス・オナンのトヨタ工場では、操業停止の補償
巡ってストライキが起こり、経営陣は労働者に完全に屈
服した。この労働争議が激化した理由の１つに、野中副
社長の侮辱的な発言があると報じられている。
　労働組合の幹部には、ストで名前が売れてよかったと
皮肉をいい、「労働なくして給料なし、これはトヨタグルー
プにとっての原則であり、企業にとって当たり前のこと
のように見える」とも主張した。
　トヨタにとって労働者とは、その程度のものでしかな
い。売れなければ勝手に賃金を削り、イヤならでて行け
ばいいと居直る。一方で、豊田家の威光だけは、守りつ
づける。労働者差別と民族差別と創業家の神格化に支え
られた企業が、いま「日本のリーダー」を育成している
のだから怖い。
　自由と自主性を重んじるフランスで、労働者がトヨタ
に勝利した意味は大きい。徹底した管理で下請けと労働
者を押さえつけ、ひたすら会社を大きくするだけの経営
はもう限界にきている。そのことを経営陣も悟る時期に
きている。（談）
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