
政治を考える 京都集会

これでいいのか日本の社会

森 田 実

自分さ えよ ければいい社会

私は、 年ほど前から原稿を書くことと、40

講演をすることが主な仕事になりました。原稿

は東京の書斎で書くんですが、講演活動の 割6

くらいは全国各地回っています。全国にはいろ

いろな知り合いがいます。

以前は、地方と東京の違いはあまり感じませ

んでした。しかしここ 年くらいで、東京の15

中央官庁のリーダーと、地方自治体のリーダー

の考え方に、かなり差が出てきたように思いま

す。違いの一つは、東京の中央官庁のリーダー

たちは、アメリカが日本にとって徹底的に大事

な国で、日米関係なしに日本は生きていけない

と考えていることです。中央官庁のリーダーの

ほとんどが、アメリカの大学出身者です。日本

の学校を出てアメリカの大学に留学する。ハー

バードが多いですね。ヨーロッパやアジアの大

学を出ている人たちは、局長以外にほとんどい

ない。東京の有名大学の学者もそうなりました。

そういう学者が官庁の審議会の委員になって、

官庁の役人の代弁者になるわけです。裏では全

く一体化している。そういうアメリカの大学出

身者を中心に、だんだん私的利益の追求が善で

あるという考え方が主流になってきました。

私は若い頃、学生運動に関わっていて、左翼

の学生でした。マスコミの仕事をするようにな

っても、政党との関係は一切もったことがなく、

グループにも加わったこともありません。

ある時、しばらくぶりに十数年アメリカにい

た仲間と会いました。今、何をやってるのかと

聞かれて、当時、総評と同盟が分裂して闘って

いるのはよくない、一本化しようという運動が、

労働界の中立的な勢力から起こりまして、手伝

っていました。それで「労働運動を手伝ってい

る」という話をしますと 「君、やめたらどう、

か。紹介するから自民党の仕事をやってくれ」

と言われました。ジャーナリズムに身を置く以

上、権力にかかわることはできないと断ったん

ですが、彼は「勝ち馬に乗るのが我われの生き

方なんだ」と言っていました。

その後、そういう経験はずいぶんしました。

アメリカで教育を受けた連中は 「私的利益の、

追求は正義なんだ。善なんだ。私的利益の追求

をしないような連中は偽善者なんだ」と言い切

るようなところがあります。そういう人がだん

だん東京で増えてきました。

地方では、そういう考え方はあまり通用しな

いんですね。地方では、リーダーたる者は思い

やりを持って生きないといけない。日本は狭い

領土に大勢の人間が住んでいるのだから、助け

合いで生きていくしかないんだということを、

地方の人たちは強調します。私もそれが日本の

生き方だと思いますが、東京ではそういう生き

方はおかしいということになってきた。
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内閣総理大臣というと、中曾根康弘以来、ど

んどん政治家が荒っぽくなりました。それまで

は、保守の政治家であっても「人のために生き

ないといかん」と言っていました。裏で何をし

ているかは別にしても、表ではそういう考え方

を皆、主張しておりました。しかし、中曾根さ

んあたりからちょっと変わってきましたね。そ

してだんだん悪くなり、小泉になってからは、

「アメリカ化することがなぜ悪い」というよう

なことになりました。安倍首相は、一見、違う

ように見えますが、本質的には「従米軍国主

義」です。

小泉以来、政治家は「自分さえよければ、何

をやっても構わないんだ」と考える人が増えて

きました。現在、自民党の政治家の７割が 世2

で、中央官庁のＯＢです。中央官僚が政治家の

娘さんと結婚して選挙に出る。彼らは中学生く

らいから東京で生活していることが多いでから、

東京の論理で生きています。

経営者も違います。東京の、大企業の経営者

は非常に傲慢な人たちが増えてきました。自分

たちは何でもできると思っています。私は、ず

いぶん経営者と論争や、喧嘩をしました。労働

者のクビを切ることが悪いことだと思ってない

んですよ。地方では、そんな情け容赦もない経

営者は尊重されません。ところが東京では、ク

ビ切り自由で、それは企業にとって正義なんだ

と考える人たちが増えてきました。つまるとこ

ろ「自分さえよければ」というのが東京のリー

ダーです。

そういうことを書いていましたら、アメリカ

の投資家として有名なジョージ・ソロスが、

『世界秩序の崩壊――「自分さえよければ社

会」への警鐘』という本を出版しました 「自。

分さえよければいい社会」のアメリカは、崩壊

は時間の問題だということが書かれています。

去年 月に出版されて、世界的によく売れま10

した 「自分さえよければいい社会」という考。

え方を支持する人は、日本でも多い。東京では

多数派です。地方では少数派ですね 「東京で。

はモラルが崩れた」と私が言うと 「アメリカ、

的モラルがあるよ」と言われます。これが実は、

日本にとって相当深刻な問題ではないかと思い

ます。

ア メ リ カ 大資本の日本戦略

年 月 日に郵政民営化が参議院で否2005 8 8

9 11決されたのを受けて衆議院を解散し、 月

日に選挙が行われました。その少し前の 月末5

頃、ウォール街から帰ってきた友人から聞いた

のですが 「ウォール街では、アメリカの保険、

会社の協会が 億円集めて共和党系の巨大5000

な広告会社に渡した。その会社は、日本の電通

に日本人を洗脳するプロジェクトを依頼した」

ということです。日本は官と民とが共存してき

た社会ですが 「官は悪く、民こそ善だ。民営、

化は善なんだ」と考えるように日本国民を洗脳

する、ということです。官に対する信頼が崩れ

るように、あらゆる媒体を通じてやってもらい

たい、とアメリカのトップ広告会社が、日本の

電通にお金を渡した。ウォール街では、 年ほ3

ど前から、テレビを中心に執拗に展開されたこ

とが有名な話になっていたそうです。

実は、私もテレビの仕事をやりながら、電通

が監視していると常々、感じています。電通は、

すべての地上波放送の監視をしています。なぜ

かというと、例えばあるビール会社の広告に出

演している人が、別のビールが好きだと言えば、

広告主は手を引いてしまいます。それを避ける

ために、徹底的な監視をしていると説明してい

ます。

私がテレビで小泉を批判すると、次にはテレ

ビ局の右よりの解説委員が横に座ります。キャ

スターが最後に彼に振って、彼は私の発言を否

定する。キャリアの浅い、私から見ると素人み
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たいな解説委員が、私の発言を叩くわけです。

私は「そういう扱いをするんだったら手を引

く」と言っていますが、敵もそれを待っていた

ようなところがあります。

年からずっと、アメリカ政府は日本政1994

府に対して「年次改革要望書」を出しています。

これが、日本政府の経済政策を全部、決めてい

ます。要望という形ですが、実際は命令で、そ

の内容のほとんどが法制化されています。例え

ば、郵政民営化。それから裁判制度における陪

審員制度の導入。アメリカの司法制度を日本流

に翻訳して法律にしちゃった。いろんな会社法

も全部、アメリカから出された要求通りに法制

化しています。

例えば、三角合併。今年 月 日に会社法を5 1

改正してできるようになった。これは、アメリ

カの巨大資本が株で日本の会社を乗っ取ること

ができる制度です。今、震え上がっているのが

新日鉄です。新日鉄は 万人くらいの社員がい1

て、優良企業です。中国の鉄鋼需要の増加で、

日本の鉄鋼販売がのびている。もう一つはＮＴ

Ｔです。

三角合併が可能になる前は、アメリカは日本

の金融庁を完全に押さえていました。金融庁の

職員はほとんどアメリカの大学出身者です。大

銀行は金融庁の支配下にあって、三井住友銀行

は金融庁の三井住友支部、りそな銀行は金融庁

りそな支部なんです。民間企業というのは名目

で、事実上は国営です。アメリカの巨大資本の

ねらいは、破綻寸前企業への融資を止めて破綻

させ、タダ同様で手に入れる。いわゆる「ハゲ

タカ」のようなあくどいことをずっとやってき

ました。今でもやっています。それでも新日鉄

やＮＴＴのような優良企業を乗っ取るのは難し

かった。そういう優良企業を乗っ取るには三角

合併が有効です。

この年次改革要望書は、実はもう十何年も日

本のシステムを変えてきました。いわゆる構造

改革です。こういうことは、今でも政府はずっ

と隠しています。官庁も、新聞社も、テレビ局

も隠しています。私は、テレビ朝日で「年次改

革要望書」について発言したら、コマーシャル

が入って打ち切られてしまいました。

民放テレビは ％広告費で成り立っていて、100

広告主の確保は電通が支配しています。独占禁

止法にひっかかるため、取引高は全体の ％40

以下にしていますが、実質は完全な支配体制で

す。大新聞社も、購読料ではやっていけなくな

り、広告に依存するようになりました。今の大

新聞社の購読料収入は ％以下です。その広50

告を支配しているのも電通です。その上に、ア

メリカの巨大企業がいるわけです。

アメリカが郵政民営化のために 億円を5000

出したという噂を、ウォール街に関係するいろ

んな人に聞きてみました。多くの人が、噂は聞

いているけれど、実態はわからないと言ってい

ました。中には、郵貯の 兆円を狙うとした350

ら、その 分の を広告費に使うのがアメリ100 1

カの相場で、初期投資はその半分くらいだから、

1 5000兆円くらいは使っているんじゃないか。

億円というのは、たいした金額じゃない。トヨ

タがアメリカ国内で使った広告費が 億円4000

です。それに比べたら 億円くらいたいし5000

た金額じゃないと言っていました。

ともかく 年間、朝から晩まで郵政民営化の3

ための宣伝を、政府がやる。手段は、コマーシ

ャルだけでなくニュースでもやる。そして恐ろ

しいのは、郵政民営化に反対する人は排除され

たということです。私もテレビの仕事がどんど

ん少なくなりました。新聞社からも排除されま

した。郵政が民営化されれば、日本人の資産を

アメリカが持っていきます。貯蓄が 兆円、220

簡易保険は ～ 兆円ある。これが株式会120 130

社になれば、アッという間にアメリカの大資本

に株を買い占められます。西川善文という新総

裁はアメリカ寄りですからね。
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憲法の解釈変更で軍事行動に

憲法問題について言いますと、安倍政権の場

合、手続きを踏んで憲法改正するというやり方

を一方でとりながら、政府に解釈権があり、解

釈を変更すれば何でもできるとして、有識者懇

談会を設けた。ところがその有識者懇談会のメ

ンバーは全部、アメリカ一辺倒の軍国主義者で

す。憲法 条の解釈を変えれば、自衛隊はアメ9

リカと一緒に世界で軍事行動をとれるんだとい

う極端な考え方の人たちです。今の憲法 条に9

は、日本は戦争をしません、そのための陸海空

軍は持ちません、と書いてあるわけです。それ

を、憲法を変えずに、戦争をしていいんだとい

う解釈に変更しようということです。こんなバ

カげたことはありません。しかし、そういう人

ばかり 人集めて、秋には答申を出そうとし13

ています。

小泉でも「現憲法の解釈は 年も続いてき50

た。集団的自衛権の行使はできないんだという

解釈を変更するには、憲法 条の条項を変える9

しかない」と言っていた。小泉のような法を無

視して何でもやるような人間でも、ですよ。

1 11阿部首相の任期は再来年 月まで。来年

月にはアメリカの大統領選挙があります。今の

流れから言えば、ほとんど確実に政権は民主党

に移ります。ヒラリーになるか、オバマになる

か、ゴアという強力な対抗馬もいます。しかし

誰が民主党から出ても、イラク戦争をやめて、

福祉や医療を大事にする国に変えると言ってい

ます。そういう方向に動く。

たとえ共和党が勝ったとしても、今のブッシ

ュのような超新自由主義政策は主張しません。

それを主張する人は落ちかかっています。だか

ら政策転換が行われることは間違いないんです。

それまでブッシュはどうするか。イギリスでは

ブレアという弟分が失墜しました。もうイギリ

スはアメリカと一緒に戦争しません。オースト

ラリアもアメリカとイギリスの中間くらいにい

ます。ハワードはブッシュに似たような人物で

すが、日和見る可能性がある。今、使おうとし

ているのは安倍です。安倍を使って、かなり強

引なことをやりかねない。非常に危険です。

連立政権を担っている公明党は、盛んに「憲

法 条を守る。 項も 項も守る。集団的自衛9 1 2

権は反対だ」と言っています。しかし、選挙協

力はやる。公明党の選挙協力がなければ自民党

はガタガタになります。だから選挙協力はやめ

ません。安倍が総理にとどまれば、憲法改正の

手続きをとらずに、憲法 条は集団的自衛権を9

認めているという解釈をします。

地方の常識を日本の常識に

私は、話をさせてくれる機会があったら、全

国どこへでも行きます。宣伝カーにも載せても

らいます。街頭でも結構です。本当に、もう別

れ道に立ったなという気持ちがあるからです。

私は 歳ですが、いろんな人とつきあって75

きました。その中で変わってきたと思うのは、

中央官庁の役人です。官庁の役人は公僕の精神

を失いました。 年前とはかなり違います。30

労働省に入った私の友だちは 「労働省に入っ、

て、恵まれない労働者を守りたい」と言ってい

ました。今はどうですか。クビ切り自由の法律

をどんどんつくって、労働基準法の精神や労働

者の基本的人権をガタガタにしてしまった。厚

生省に入った連中も 「福祉社会をつくるため、

に、貧しい人たちが食っていけるために、厚生

省に入ります」と言っていたんです。これが今、

医療はメチャメチャ、社会保険庁では 万5000

件以上の資料がわからなくなった。何十兆円と

いう、国民がもらえるはずの金が消えたわけで

す。ひどいことですね。それでもって安倍の支

持率はほんの数日で最低まで下がりました。率
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直に言いますと、チャンスが、ようやく到来し

たなと感じています。

どこが伸びると一番いいか。私は、日本の中

心は地方だと思います。東京のエリートは堕落

しました。金を儲けてなんで悪いんだと考えて

いる。日銀総裁の福井俊彦なんてひどいですよ。

新宿のよからぬところで遊んでいる人物です。

村上ファンドに手を貸して大儲けしたり、あり

とあらゆるスキャンダルに関係しています。こ

の福井が、村上ファンドとの関係を指摘されて

も、辞めない。そういう種の人間が増えました。

おそるべきことは、規制改革委員会で、刑務所

の民営化を決めましたが、その委員会のメンバ

ーが子会社をつくり、刑務所の建設をしていま

す。とんでもない社会になったと思います。

私は、地方の常識を日本の常識にしないとだ

めだと思います。地方の選挙運動で使う言葉と、

東京にいて使う言葉がまったく反対です。マス

コミもほとんど、御用ジャーナリストですね。

こういう人たちには、この日本を任せてはおけ

ないという感じがします。これを引っ繰り返す

のに我われに残されている手段は、選挙以外に

ないと思っています。

もう一つは、労働運動です。連合を創設する

ときに、知人から「うまくまとまらなくて困っ

ている」と電話がかかってきました。私はすぐ

に行って「政権交代可能な政治状況をつくるた

めに連合は闘う。連合の任務は政権交代を可能

にする一翼を担うことにある」という提案をし、

文章を書き入れました。しかし、それからの連

合は、アメリカ自由主義の波の中でどんどん堕

落しました。私もあまり付き合うことはなかっ

たんですが、あるビッグビジネス企業の民間労

組の集まりで講演をしたとき、終わった後の宴

会でシュプレヒコールをやることになった。そ

のシュプレヒコールは 「勝ち組になろう、勝、

ち組になるぞ」でした。冗談じゃないですよ。

労働運動は、そうしちゃいけない運動なんです

よ。皆で助け合って、恵まれない人を守るため

に労働運動があるわけです。政治も恵まれない

人のためのものです。政治も労働運動も、歪ん

じゃった。率直に言って、今のビッグビジネス

ユニオンは困ったもんだと思います。一部には

いい労働組合もありますが、叩き直さないとい

けない。

私は、日本の労働運動に対していろいろ批判

も含めて発言しています。そういうことが少し

ずつ知れて、こうして講演に呼んでいただける

ようになりました。大変ありがたいと思ってい

ます。皆さんも、貧しき者、恵まれざる者のた

めに助け合うんだという精神を取り戻して、日

本の生き方を変える、自公政権を止めていって

ほしいと思います。

（もりた みのる・政治評論家）

この原稿は、 年 月 日に、自治労京都府本部* 2007 5 30
主催で行われた「政治を変える京都集会」で話された

内容を収録したものです。
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