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また出た〝毛針〟約束

まず選挙を意識した人気取りだ。何が何でも

衆参で３分の２の議席を取りたい首相にしてみ

れば、実現する気がなくとも格差社会の拡がり

を改善するかもしれないスローガンは、支持を

呼び込むとでも考えたのだろう。

次は、対抗勢力つぶし。均等待遇を主張して

安倍首相の口から、またまたやる気もな

安倍首相の導入発言は、夏の参院選挙対策とし

で争点を煙に巻きたいとでも考えたのだろう。

いる民主党と同じような政策をぶち上げること

い〝毛針〟発言が出た。〝均衡待遇〟にこ

ての域を一歩も出ていない。

人気取りと攪乱策の〝同一労働同一賃金〟

だわってこれまでかたくなに拒絶してきた

次は、民主党を支持する連合との提携にくさ

冷淡だ。中には非正規の低賃金があるおかげで

〝均等待遇〟の実現をめざすというのだ。

同一労働同一賃金は私たち労働者にとっ

自分たちの相対的に高い賃金が維持されている

びを打つことだ。連合はこちらも表向きは均等

て歴史的悲願だ。それを実現するために

と考えている人も多い。非正規を踏み台にする

かすかな希望を抱くとすれば、それは大

は、社会保障やライフスタイル観も含め

ことで自分たちの狭い利益にしがみつくそうし

待遇を否定していない。が、実情は正社員でつ

て、気が遠くなる様な長期にわたる闘い抜

た身勝手な〝本音〟はおおっぴらに表明できな

間違い。本来の同一労働同一賃金などはな

きには不可能だ。そうした課題を担うの

いが、それでも職場レベルでは根強いものがあ

くる企業内組合の多くは、実際には均等待遇に

は、私たち労働者自身の歴史的な共同事業

る。安倍首相は〝建前の民主党〟と〝連合の本

民主党と連合の関係に軋轢を持ち込もうとして

なのであって、政治や法律から舞い降りて

安倍首相が同一労働＝同一賃金を掲げた

いるともいえる。いはば、原発をめぐる構図と

音〟というねじれに手を突っ込むことによって、

からといって、私たちは期待も出来ない

同じだ。

安倍首相の口から出た同一労働同一賃金。表

は、財界・企業の主張に沿った政策を取り

安倍首相はこれまでも労働法制について

気取りと攪乱を狙った〝毛針〟の一つに過ぎな

に見える。が、現実は単なる口から出任せ、人

向きは労働者の歴史的な悲願と重なっているか

入れてきた。派遣労働の拡大や残業代ゼ

ロ、解雇の金銭解決などだ。それがなぜ企

業が反対する同一労働同一賃金の導入なの

（２～３面に関連記事）

い。私たちとしては、正真正銘の同一労働 同一賃金の旗を掲げて闘い抜く以外にない。（廣）

でしかないのだ。

てもいない。単に目先の思惑だけの撒き餌

し、安倍首相も本気でやろうなどとは思っ

くるものではない。

からやる気はないのだ。

働き方を土台から変える同一労働同一賃金は闘い取るもの（メーデーで）左下は明言した首相

だろうか。
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安倍首相

同一労働同一賃金

これだけでははっきりしな 給が広く導入された。いわゆる る様な賃金制度になっている。

いが、「仕事の内容や経験、責 能力給・職能給などだ。この時 それにパート・アルバイトなど

ここで賃金制度について、

◆連帯型賃金制度

任 も
｣ いろんな格付けが可能で 代まではまだ年功的要素も大 非正規労働者の低額な時間給
あり、それに人材活用の仕組み きな比重を占めていたが、８０ が併存しているというわけだ。

も加えれば、企業にとって賃金 年代からの低成長時代に入る

格差などなんとでも説明でき とともにしだいに属人給的な

格差は複雑さを増しながら大 賃金格差を付けることで総額 相がどこまで同一労働同一賃 それに究極の査定賃金として

的に増えるにしたがって、賃金 種類にも細分化し、その相互に る代物になってしまう。安倍首 性格を強め、成果給や役割給、

めざすは連帯的賃金制度
◆均等待遇？

安倍首相は１月２２日の所 きくなってきた。今では同じよ 人件費を抑えてきた。その口実 金に踏み込もうとしているか、 の年俸制などが導入されてき ちょっとおさらいをしておき

たい。

賃金制度を大きく分けると、

功的な性格も色濃く残したも 務給，仕事給，職種給がこれに

ならないので、実際の運用は年 をランク付けする仕事給だ。職

できなくては継続的な制度に 二つに分かれる。一方は、職種

とはいっても、労働者も生活

信表明演説で、非正規社員の待 うな働き方をしていても、正社 として、転勤や時間外労働の可 これだけ見ても底が知れてい た。

◆職能給の年功的運用

遇を改善するために〝同一労働 員と派遣やパートなど、月給で 否や職種の違いを持ち出しな るというべきだろう。
同一賃金〟の実現に踏み込む」 半分から３分の１，年収レベル がら格差を正当化してきた。安
と明言し、あわせてこの春に策 で３分の１から５分の１ぐら 倍首相が言ってきた〝均衡〟待
定する「ニッポン１億総括役プ いの格差が拡がっている。安倍 遇は、そうした企業の言い分と

日本の賃金制度は、一夜にし のだった。いはば〝職能給の年 あたる。これに対し、人間を、

それなのに今後は〝均等〟待 て成立したわけではない。戦後 功的運用〟といった性格のもの 個々の労働者をランク付けす

ラン」に盛り込むと表明した。 首相は、こうした格差を解消す まったく同じだったのだ。
単純に安倍発言を信用する る方法として、同一労働同一賃

とすれば、私も大賛成だ。だが 金の導入を検討するというわ 遇の実現をめざす、と踏み込ん 長く続く賃金をめぐる労使の で、要は能力だとか成果だと屁 るのが属人給だ。年功（年齢）

だわけだが、実際はどうなのだ せめぎ合いのなかで、経営者側 理屈を付けながら、経営者が好 給、能力給、成果給，年俸制な

戦争直後は混乱期で、労働者 体系的なプランは、なにも持ち けされるのではなく、あくまで

して経営側と対峙するような 金が職種や職務によって格付

職能給、成果給の特徴は，賃

安倍首相は、賃金格差の改善 ろう。２月５日におこなわれた に押し切られる形で形成され きかってに査定してきたのだ。 どだ。

まてよ。安倍首相が言っている けだ。
ことは、私たちも賛成する同一

〝均等〟待遇とは，仕事の内

と見てみる。

労働同一賃金への道と同じな について、これまでは〝均衡〟 予算委員会での首相発言は、次 てきたものだ。その流れをざっ 今では組合側は賃金制度に関
待遇とは、正社員と非正規など

のだろうか。ちょっと考えてみ 待遇を主張してきた。〝均衡〟 の様なものだ。
る必要がある。

言うまでもなく、同一労働同 の格差が、それなりに理屈があ 容や経験、責任、人材活用の仕 は食べていくのに精一杯で、賃 合わせていないのが実情なの 属人的に、個々の労働者を格付

けするものになっている。いわ

現行の賃金制度は複雑怪奇。 ゆる属人給で、経営者が個々の

一賃金とは、同じ仕事＝職種に れば一定程度許される、という 組みなどの諸要素が同じであ 金もそのための生活給として だ。
従事しているのであれば、誰で ものだ。要するに正社員と非正 れば、同一の待遇を保証するこ の性格が強かった。加えて、現

も同じ賃金を受け取れる制度 規で一定の格差があっても、そ とだ。」 今
｢ まで進めてきた均 実の低賃金を納得させるため ただ正社員の賃金は形の上で 労働者を査定などで格付けす
のことだ。同等に評価される れが責任の度合いなどをふま 衡待遇とは、仕事の内容や経 に将来における賃金上昇、すな は職能給、成果給が中心だ。し るものだ。当然のことながら、

違った職種についても含めて えたバランスが取れていれば 験、責任、人材活用の仕組みな わち年功型の賃金制度が経営 かし、年功給部分も実質的に残 労働者の企業・会社への従属は

されている。とはいっても属人 強化される。日本の企業戦士、

生活給・年功給の時代の次 的には能力や成果の評価次第 過労死などの温床となってい

同一〝価値〟労働同一賃金とい 許される、という考え方で、要 どの諸要素にかんがみ、バラン 者側の主導で採用された。
う概念もあるが、基本は同じで は差別賃金を容認する考え方 スの取れた待遇を保障するこ

ある。
とだ。」また 時
なのだ。
｢ 間ではなく成 は、高度成長の前半期に労使間 で大きな格差が出る。ただ、個 る全人格的な労働者支配の土
今さらいうまでもないが、こ
現に、差別賃金を導入して拡 果で評価をしていく。 とも発 で峻烈な攻防があり、使用者側 別の年齢層では、ある程度生活 台となるものだった。
｣
（３ページ上段に続く）
が押し切る形で職務給や能力 が出来るだけのゾーンに収ま
の数十年、非正規労働者が爆発 げてきた企業は、雇用形態を何 言している。
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（２ページ下段から続く）

員中心の雇用形態が当然だっ 人給とは性格がまったく違う。 をめぐる労使間の闘いなどと 十年にわたる悲惨な労働者の 条件で説明してきていた実態

企業は、様々な方式の賃金体 たものを、いわゆる中核社員と 人ではなく仕事を格付けする 合わせ、処遇の均等待遇をめぐ 状態や経験を土台にして闘い を、何も変えられない。あるい

系を持っているが、多くが企業 専門技能社員、それに定型的な もので、いわゆる仕事給・職種 る産業レベルでの労使の一大 取られてきた同一労働同一賃 はたして二で割るように、正社

の恣意的な判断によって賃金 単純労働の三類型に分け、それ 給だ。労働者や労働組合は、 係争テーマなのだ。時の首相の 金制度。日本の場合、結局は労 員の賃金が引き下げられるこ

まま、企業の能力給への大きな いずれにしても闘いとは無縁

が決められている。そもそも職 ぞれ長期雇用の成果給正社員、 個々の企業の壁を越えて企業 ひとことなどで動く様な代物 働者側の合意形成が出来ない とを警戒しているのだろうか。
能給（職務遂行能力）にして 専門職としての定額賃金の期 横断的に集団として使用者側 ではない。

力に対抗することが出来ない の連合にとって、はた迷惑と感

安倍首相がいくら明言して

る。

まま押し切られていった、とい じるのも無理からぬ所ではあ

うのが歴史的な経緯だ。

そういう曰く付きの同一労

同一労働＝同一賃金では、人 働同一賃金。裏切られた（？） も、現実の差別賃金は変わりよ

◆困惑とはた迷惑？
経団連と連合

も、個々人の能力を正確に計量 間限定社員、それに単純労働の と交渉して、それぞれの仕事・
する基準など無いからだ。だか 時間給の非正規労働者、この三 職種をランク付けする。だから
ら企業が好き勝手に個々の労 つに類型化し、全体では非正規 その格付けは個々の企業や労
業横断的な産業レベルでの集

それ以前はというと、パー 団的なランク付けだ。個々の企 をランク付けするわけではな 形になった経団連は、困惑しな うがない。ただそれが経団連の

提言だった。

働者の賃金を決めているのが 労働者を増やしていく、という 働者個人の問題ではなくて、企
実情なのだ。
とはいっても、昔からそうな

のではない。現行の職能給など ト・アルバイトなどは数も少な 業・会社は、自分の会社の１人 いが、それでも仕事・職種をラ がらもさっそく反撥している。 様に〝日本の労働風土〟だと、

は，歴史的に企業。経営者側に いうえ、家計責任を負わないマ １人を格付けすることは出来 ンク付けすることで、間接的に 経団連の副会長は、 日
｢ 本は欧 なにか自然現象のように言う
よって導入されてきた経緯が マさんパートや学生バイトが ない。査定などで個々の企業に 労働者をランク付けすること 米と労働風土が違う。同じ仕事 のは全くの事実のねじ曲げな

あるからだ。戦後復興期の横断 多く、賃金の格差構造はそれほ 従属させることがそれだけ難 になる。同一価値労働＝同一賃 だから同じ賃金、とはいかな のだ。現実は、戦後の混乱期か

賃率をめぐる攻防などがその ど大きな問題とはならなかっ しくなる。だから仕事給──同 金にしても同じである。職種の い。 （｣２月６日朝日）とさっ らの脱却に際して、労働組合の
代表だが、最近の例では経団連 た。日経連の提言はそれを大き 一労働同一賃金は、個別企業の 価値判断には客観的な指標に そく否定し、独り歩きしない様 力が強くなる同一労働同一賃

金の導入に頑迷に反対し、企

では労働組合の連合は歓迎 業・経営者に都合がよい賃金制

（当時は日経連）がつくった く転換し、正社員の多くを非正 壁を越えた企業横断的な連帯 加えてどうしても主観的な指 に牽制している。
１９９５年の『新時代の日本的 規に置き換えていく、という宣 的賃金制度とも呼ばれてきた 標が入るためだ。

のだ。仕事内容が同じなら、ど
そのランク付けは、欧米では しているのか。幹部は 企
経営』がある。それまでは正社 言でもあった。
｢ 業が 度を強引に導入してきた経緯
実際、日経連のこの提言を転 の企業で働いていても同じ賃 産業別の労使が交渉で決めて 合理的に説明できない場合、同 を隠しているからだ。連合もそ

機として、日本中に派遣や 金を受け取れるということは、 きた長い歴史的な経緯がある。 じ仕事なら同じ賃金、待遇にす れに同調してきた御用組合の

というのは、安倍首相も条件 は共犯関係にあるのだ。
行の職能給の姿をした年功 違いする要素が少ない賃金形 は、職種のランク付けをめぐる
｣
安倍首相の口から出た同一
給と非正規の時間給をひっ 態なのだ。日本の様な労使運命 産業間や企業内での労働者側 にあげる「仕事の内容や経験、

くるめて同一労働同一賃金 共同体など成り立たない。それ 内部の調整であり、労働者どう 責任、人材活用の仕組みなどの 労働同一賃金。実際は単なる口

に切り替えていくには、気 を知っている企業＝経営者は しで納得がいくランク付けが 諸要素が同じであれば」という から出任せ、毛針の一つに過ぎ

（廣）

そうであれば、これまでも企業 働同一賃金の旗を掲げて闘い

西欧では資本主義の二百数 が現行の差別賃金をそうした 抜く以外にない。

そうだ。この賃金形態をめぐる となってきた。

が遠くなる様な努力と闘い 頑強の抵抗してきたし、今でも 出来るかどうかが大きな問題 条件と同じではないだろうか。 ない。私たちは正面から同一労
が必要なのだ。

同一労働同一賃金は、属 闘いは、雇用での正規・非正規
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期間限定など、非正規労働 賃上げでも労働者は企業の壁 当然企業の言い分と労働者側 べきだ。 （｣２月６日同）と言 系譜を引き継いでいる。いは
者が爆発的に増加した。こ を越えて同一歩調を取れるし、 の言い分が対立することも多 うが、歯切れは悪い。この 企
｢ ば、現行の差別賃金に象徴され
うした経緯を考えれば、現 個別組合や労働者個々人が仲 い。が、それ以上に難しいの 業が合理的に説明できない場合 る〝日本の労働風土〟に、両者

働き方が大きく変わる均等待遇だが……

エイジの沖縄通信
〈ＮＯ・２３〉

ち共同代表２名だけに通行妨

反対する高江住民は、「ヘリ 害禁止の申し立てが認められ

知っていたが、高江の事は知ら

（５ページ中段に続く）
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ん）がある。北部訓練場はその あった。
うち、国頭村と東村にまたが

り、その東村にある部落が「高 パッドの工事ではなく、オスプ てしまった。この決定に住民側

江（たかえ）」である。ヤンバ レ イ が 使 う か ら オ ス プ レ イ は納得できず不服申し立てを

衛局に何度も迫った。ところ 裁判となった。（２名のうち１

ルクイナの住む森に囲まれた パッドの建設でしょ」と沖縄防 したところ、国は２名を訴え本
約１５０人の小さな集落だ。

新設のヘリポート（地区と書 が、沖縄防衛局は「詳しいこと 名だけ通行妨害があったとの

２００７年７月２日、住民の 工事を進めようとした。このよ

りも司法の力で住民を排除し、

国は話し合いをすることよ

いてある）は、左から時計回り は聞いていない」とごまかし、 不当判決を受ける）

で、Ｎ─４の２地区、Ｎ─１の オ ス プ レ イ 配 備 を 明 言 し な
訓練センター」（通称「北部訓 ころが交換条件がついていた。 区の６か所である。４００メー

米軍海兵隊の「ジャングル戦闘 が返還されることになった。と ２地区、そして、Ｈ地区とＧ地 かった。

高江オスプレイパッド建設阻止の闘い
★はじめに

辺野古では、新基地建設をめ 練場」）のゲートに到着する。 「北部訓練場には米軍ヘリが訓 トルほどしか離れていない高 声を無視するかたちで沖縄防 うな裁判は、国による「ＳＬＡ

まさに辺野古と同じやり方で れている。

ぐって安倍政権と沖縄が激し ゲート前には「ここから無断で 練をする２２のヘリポートが 江の集落をグルリと取り囲む 衛局は強行に工事を開始した。 ＰＰ（スラップ）訴訟」と呼ば
い闘いを繰りひろげている。も 立ち入ることはできません。違 あるが、今度の合意でそのうち ように予定されている。

言う。アメリカ等では法律で禁

２００８年１１月には、国 じられているが、日本では今は

動を開始した。

ら工事現場で座り込み抗議行 訟のことを「スラッブ訴訟」と

住民の会」を結成し、この日か させることを狙って起こす訴

住民は「ヘリパッドいらない 弱い立場の市民を威圧し、萎縮

大きな力を持つ国や企業が

ある。

実は、この合意の背景には新

２．国（沖縄防衛局）
の「オスプレイ隠し」
と「スラップ訴訟」！

はや、個別の反対運動レベルで 反者は日本国の法律に依って ７つのヘリポートが返還され、
はない。まさに沖縄県民は、過 罰せられます。在沖海兵隊」の 新たに６つを新設する」と言う
写真を見てほしいが、「やん

去と未来をかけた命がけの「島 看板が見える。通行人に「近づ 交換条件がついた。
ぐるみ」闘争を展開している。 くな」とのメッセージと共に、

沖縄では、この辺野古の闘い 監視所から米軍に雇われた警 ばる三村」と言われる国頭村
（くぎがみそん）、大宜味村（お

この「北部訓練場」（面積 おぎみそん）、東村（ひがしそ 機種「オスプレイ」の配備が （沖縄防衛局）は座り込みで工 まだこの「スラップ訴訟」を防

と共に、もう一つの基地建設阻 備員が鋭い視線を発する。
止闘争が続いている。それは、

事を妨害しているとして、通行 ぐ手立てはない。

妨害禁止の「仮処分」を那覇地

しかし、訴えられた１４名のう

の表現活動の正当性を認めた。 になった。

が出した決定は、座り込みなど がぞくぞくと高江に来るよう

２００９年１２月、那覇地裁 なかった」と、全国から支援者

が）

（後日子どもだけは却下された ものすごく、「辺野古の事は

子どもまでも含まれていた。 の村」であった。映画の反響は

一度も現場にいたことのない が、三上智恵監督の映画「標的

１５名が訴えられたが、中には な妨害行為を全国に訴えたの

この高江住民の闘いと国（沖

の戦闘訓練を目的に、１９５７

裁に申し立てた。高江の住民 縄防衛局）のこのような理不尽

東村高江のオスプレイパッド ７８００ｈａ）はジャングルで
建設阻止の闘いである。

年に使用が始まり、その３年後
に始まったベトナム戦争での
ゲリラ戦の訓練が行われた。
高江の闘いの始まりは、日米

号線をさらに北上していくと、 主に北側半分（３９８７ｈａ）

前）に着く。そこから県道７０ たが、北部訓練場については、

１時間。高江バス停（共同売店 の米軍基地の返還が約束され

辺野古から北へさらに車で約 間飛行場など１０箇所あまり

り名護の辺野古に向かう。その ＳＡＣＯ最終報告だった。普天

那覇空港から高速道路に入 政府が１９９６年に合意した

１．高江のオスプレイ
パッドとは

北部訓練場のヘリパッド基地

マイナンバーの狙い！
もっとも簡単な方法として

言うまでもなく、共通番号制 強制力を働かせるのか。
の目的は生涯不変の１２桁の

（４ページ下段から続く）

３． 座 り 込 み 住 民 を
排除する卑劣な画策
ともう一つの「裁判」

備を進めている。当然、米軍の り那覇地裁１０１法廷で、北部 く生息している。日本全体の

専用地域になり黄色ラインの 訓練場情報公開訴訟の第４回 ０．１％にも満たない「やんば

中に入れば刑特法違反で逮捕 口頭弁論が開かれたが、その時 る」に１０００種以上の高等植

される。こうした方法で住民を の様子をＫさんは次のように 物や５０００種以上の動物が

暮らしている。国際自然保護連

「今日も傍聴者が多く、傍聴 合（ＩＵＣＮ）が保護を求める

排除し、ヘリパッド工事を強行 報告している。
しようとしている。

の２か所のオスプレイパッ 資料集めのために公文書公開 は、今日も原告国（代表者法務 性の宝庫となっている。

この動きを知ったＫさんは、 券の抽選が行われた。原告席に ほど世界的な貴重な生物多様

管理しようというものである。 個人番号カードを使用するこ

ドは完成してしまった。こ 請求を起こした。それが、さら 大臣）の代理人がぎっしりと

この間の工事で、Ｎ─４

そのためには、個人番号を記載 とであり、自治体も民間もこれ

こは、前のヘリパッド基地 に裁判に発展してしまった。そ 座っている。県が、県道７０号 ンゴやジュゴンが生息する貴

番号ですべての居住者を国家 は、国家公務員の身分証として

させること、個人番号カードを を見習えとなる。すでに、職場

で、オスプレイが離発着で の間の事をＫさんは次のよう 線の使用条件を記した文書の 重な宝の海である。日本政府

するための資料を集めようと、 大勢の訟務官を裁判所に動員 の森」を破壊して、そこに軍隊

「私は、こうした動きを阻止 が県を訴え、毎回、これだけの る「辺野古の海」と「やんばる

開示決定したことに対して、国 （安倍政権）は、沖縄の宝であ

辺野古の大浦湾も多彩なサ

携帯させることが不可欠であ では通知カードと免許証等の

である。

形に改造工事されたパッド

きるように直径７５ｍの円 に述べている。

を提出することが求められて

り、そうさせるためには強制性 写真のある身分証明のコピー
と利便性が欠かせない。
一見、強制性と利便性は無関 いる。もちろん、これを拒否す

沖縄防衛局は現在、まっ 県道７０号線が日米共同使用 する。いったい何事かと思う の基地を作ろうとしている。

たく新しいオスプレイパッ 地になった際の覚書等を県に が、「米国政府との信頼関係」

係のようであるが、住基ネット ることもできるが、就業規則で
においては１１桁の番号はお 提出を義務付けられる可能性

ドをＮ─１に２か所とＨ地 公文書公開請求をした。県は開 （国の訴状より）ばかり気にし いと、高江でも毎日の監視・座

絶対にそうさせてはならな

そらく誰も知らないし、住基 もある。

区とＧ地区の計４か所の建 示決定をしたが、驚いたことに て、日米合同委員会の文書はど り込み抗議行動が粘り強く続

あらゆる場面で、こうした事

カードも取得の利便性はな

設をめざしている。

国が県の開示決定の取消を求 んなものでもマル秘だという いている。この闘いも９年目を

かった。年金の手続きで住基番 実上の番号記載強制が進んで

パッド工事を阻止するため 委員会に関する文書は絶対に のだろう。」

この４か所のオスプレイ める裁判を起こした。日米合同 政府の強い意志を示している 迎えている。 （富田 英司）

れ、写真付きの身分証として住 てきた人物、向井治紀審議官

に、高江住民らは毎日２４ 公開させないというのだ。その

号のかわりに住民票を求めら いる。共通番号制導入を主導し
基カードは奨励されたが、１２ （内閣官房内閣審議官・社会保

込み行動を続けている。

請求をした当事者としてこの （山原）と呼ばれてきた。

車などを置いて監視・座り 注目を集めている。私は、公開 は、昔より「やんばる」

番を置く）で各ゲート前に うきわめて異例な裁判となり 森 に 囲 ま れ た こ の 地 域

沖縄本島北部の豊かな

時間体制（夜は寝泊まり当 ため、国が沖縄県を訴えるとい

題について次のように述べて

年余で７１０万枚の交付に終 障改革担当室担当）は今後の課
わった。

マイナンバーは、行政事務の

その轍を踏まないために、個 いる。
人番号カードを持たざるを得

は、この座り込みを強制排 １回の口頭弁論で認められた。 の中にある部落である。

ところが今回沖縄防衛局 裁判に訴訟参加を申し立て、第 高江はその「やんばる」

制度を定着させる条件となっ ビスの向上の観点からも、非常

除するために住民らが座り 法廷では、県の代理人らと一緒

ないようにしむけることが新 効率化の観点からも住民サー
ている。一方で、個人番号カー に重要な制度です。このためマ

込んでいる県道７０号線の に座って国と対峙している。前 地球上でここだけにしか

２月９日（火）午後３時半よ 有種や絶滅危惧種が数多

「ノグチゲラ」などの固

「やんばる」の森には

ドの交付申請は任意であり、付 イナンバーの利用できる範囲

路肩部分を、現在の日米地 仲井真県政時代なら想像もで いない「ヤンバルクイナ」
ら米軍の専用区域に戻す準

位協定の日米共同使用地か きなかったことだ。」

け加えれば１２桁の番号記載 については、２０１５年の通常
（６ページ中段に続く）
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も強制されないことになって 国会での改正に続いて、例え
いる。それではどのようにして

高江のＮ－１座り込みテント

携帯電話を持っていないと 使用していますが、画面を見て せん。これからは、ワーカー
言えば，大概の場合、どう いる時間が長いと目が疲れま ズのブログに日常で感じた
して？ という顔をされま す。だからパソコンの利用は、 思い・疑問など書き込んで
す。こんな便利なものをな ワーカーズの原

行きたいと思います。読者

宣伝にビラを
作ったりなど、

り ま し た。 私
は、ネット社会

える関係、声の
聞ける関係が安
心する、いわゆ
る昔人間なのだ
と思います。ブ

積極的にやったこともありま

信手段がありますが、自分から

そして、昨年１２月に届
いたマイナンバーの通知番
号。もう、すでにカード申
請が始まりカードを持つ人
も出てきています。政府広
報や市政ニュースでも、便
利になると強調し、リスク
面については触れず、情報
は洩れないようにチェック
を厳重にしていくと、市民
を平気で騙しています。し
かも、まるでカードを持つ
ことが義務であるような風
潮を作り、職場でも通知番
号を申し出ることが当然の
ようで従わざるをえない、
と聞きます。
番号はいらない！ カー
ドは作らない！を合い言葉
に、管理されることに抵抗
しましょう。自分の情報は
自分で守る、そのためにも

ブック、ライン、など色んな発 正しい選択を。（恵）

ログ、フェース

さい。

の皆さんも覘いて見てくだ

怖いからです。脳へ近距離
で受ける被害は、脳障害を

色筆
鉛

そんな私も、パソコンは に疎く、顔の見

来るかもしれません。

ルを利用するなど工夫が出 加することにな

るならば、電話をひかえメー 員でブログに参

ことを知ったうえで使用す くため、会員全

ている状態なのです。その 交流を作ってい

利用者は試験的に使わされ 層の人たちとの

まだはっきりしないまま、 を広め、色んな

起こしどんな症状になるか、 カーズでブログ

今 回、 ワ ー

話から出る電磁波の影響が ものです。

私が持たない理由は、電 本当に限られた

信じられない、様子です。

とあれば、持たないことが ピースネットの

帯電話一つで何役もこなす 作る時や地域の

ぜ必要としないのか？ 携 稿担当で文章を

便利なものにはご注意を！

（５ページ上段から続く）

されていない」と説明してい

実に奇妙な説明だが、個人番

ば、戸籍事務、旅券事務等でも る。
利用できるように順次拡大を

進めていきます。また、個人番 号を記載する義務は課してい

号カードについても、国民のだ ないとしつつ、実質的には義務

れもが無料で持てる身分証明 付ける仕組みで縛っている。実

書であり、かつ、電子認証の仕 に汚いやり方だが、この国の官

組みも備えており、無限の可能 僚の常套手段というべきか。番

性を秘めたとても便利なカー 号記載（カードの所持）を民・

ドですので、国家公務員身分証 民の争い（といっても、彼我の

との一体化を始めとして、各職 力関係を考えると争いにもな

員証や民間企業の社員証等、ま らない）にすり替え、官僚は高

〝生活に欠かせない〟となる

たクレジットカードとしての みの見物というつもりだろう。
利用に向けて、検討を進めてい

２月５日、高市早苗総務相は と、常時持ち歩くことも想定さ

カードの活用場面は広くなり、 知カードの遺失、拾得届が６６

今後は生活に欠かせなくなる 件あり、そのうち「遺失届は

回の改正はあくまでも既存の は税や年金に関する情報など

社会保障・税・災害分野におけ は一切記録されない。セキュリ

いうものだ。対抗的スローガン

高市氏も〝悪用は困難〟と言 は番号は書かない！、カードは

知することに関する義務は課 とはできないようだ。しかし、

（折口晴夫）

等に対してマイナンバーを告 い、悪用の可能性を否定するこ 持たない！、これで頑張ろう。

し、預貯金者については、銀行

することを義務付けた。ただ る。

による検索可能な状態で管理 込となっている」とも答えてい るとどうなるか、想像がつくと

「銀行等に対してマイナンバー え紛失しても悪用は困難な仕 号カードを持ち歩く人がふえ

る利用範囲の拡大であり・・・」 ティー対策を施しており、たと があるようだが、今後、個人番

すでに約７９０万件の申請

同誌では、法改正について「今 見解だが、「個人番号カードに ということだ。

でに構想されているのだろう。 ドの民間活用開始に際しての 件」（２月５日「静岡新聞」）

利用などは民間活用としてす 聞」）。これは、個人番号カー されたのが９件、調査中が９８

が、クレジットカードとしての していく」（２月６日「神戸新 が１６件、第３者に拾われ返還

何ともあけすけな物言いだ と考えている。メリットを周知 １２３件で、このうち自己発見

改正の意義と課題』）

人情報保護法・マイナンバー法 のように答えている。「番号 と、昨年末までの２か月弱で通

（２０１６年２月・座談会『個 共同通信のインタビューで次 れるわけだ。静岡県警による

きます。 ＊「ジュリスト」

全国民が管理されるマイナンバー
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日銀 マ
" イナス金利 か
"ら
読み解く現代資本主義

しずつ下がるほかはない。そし

低金利が（一九九七年以来） たのがマルクスだ。（水野氏に だから、利潤率（利子率）は少

二〇年近く続いています。」 はこの視点はない。）

「なぜ、利子率の低下がそれほ 金利の原資である利潤は、生産 て同じ理屈は、産業分野の不均

どまでに重大事件なのかと言 的労働からのみ発生する。マル 等な拡大でより大規模に生じ

えば、金利はすなわち、資本の クスは資本主義経済の発展は、 ている。

利潤と同じだと言えるからで 企業同士の激しい競争があり、

す。・・利潤率が極端に低いと 効率化や合理化の連続となる。 ざくっとした話だが、「金融・

いうことは、すでに資本主義が 結局労働者を増やさず（むしろ サービス産業」と「鉱工業・農

長期にわたるマイナス金利（低 需給関係により支配されてい 』（２０１４／３）が論じて近 資本主義として機能していな 減らして）、効率的な機械やシ 業」を比較する。そうすればと

金利一般）が示すものは、資本 る。しかし、中期的に観察すれ 年注目を集めた。しかし、長期 いという兆候です。（＝利子率 ステムの導入に走る他はない。 りわけ先進国では近年前者の

主義の目的である利潤が極限 ばそれは景気循環＝景気の低 的な金利の低下は今に始まっ 革命）」「利子率＝利潤率が こうして総資本の中で「機械設 資本集積が進んでいることは

まで低下し、この経済が仮死状 迷あるいは上昇によって変動 たものではない。十八、十九世 二％を下回れば、資本側が得る 備等＝不変資本（剰余価値・利 周知のことだろう。さらに金融
ミスもそれを論じている。
それを労働価値説の立場か

書）

可変資本（剰余価値・利潤を生 ている資本は信用制度をテコ

む）」の増大よりも一層速く増 として幾何級数的に伸長して

「資産」、つまり株やら国債や

れている。そこで売買される

る。これがいわゆる「デフレ」 クスであり、「利潤率の傾向的 は十年債の金利ですら２％ど 「資本の有機的構成の高度化」 ら１０倍程度の規模だといわ

物価が下降し、金利も低迷す ら系統的に解明したのがマル しかし二点付け加えよう。一つ 大する、ということだ。これを いる。今では実体経済の数倍か

一般的には景気が低迷すれば

態に陥っているということだ。 してゆくことが分かるだろう。 紀でも知られていた。アダムス ものはほぼゼロです。」（前掲 潤を生まない）」が「労働者＝ 分野にひきつけられ投下され

◆金利はなぜ
変化するのかという
基本を考えよう

だ。今の日本にはこんな景気循 低落」の法則なのだ。マルクス ころか現在はさらに低下し「長 とマルクスは言っている。
今回の措置のように日銀が 環すら明確ではないが、そのこ が『資本論』第３巻第３編で論 期金利の指標となる満期１０

水野氏の話を少し聞こう。

◆金利の変動は
資本主義経済の
〝鼓動〟のようなもの

年０・０５０％をつけた。」

０４５％幅下がり、過去最低の

る。

を産み落とすことになってい

の「利子」「利回り」「配当」

利が十年国債についた。これは

九日にはとうとうマイナス金

（朝日デジタル２／１）。二月

前 週 末 の 終 値 よ り 一 時 ０・ 価値＝利潤の増大を上回るの された「金融商品」はそれぞれ

当座預金金利を決めるといっ とはここでは触れないとしよ じた。ネットで解説も読める。 年の新発国債の流通利回りが 資本という分母の増大が剰余 ら社債やらまたまたミックス
転ずれば、商品物価も賃金もそ

ても、それは外観だけのことで う。話を戻すが、景気が上昇に
経済の実態の反映なのだ。

する。理由は明白で、各企業が
設備や人員の拡大を目指し銀
行から融資をとるためだ。資金

歴史の中で「もつとも国債利回 の異次元大緩和政策のなせる

需要が活発になるから金利は 一九九七年までの資本主義の 日本資本主義の低迷と、黒田氏
上がるのだ。

りが低かったのは、１７世紀初 業である。（グラフ参照）
さらに重要なことは、長期的 頭のイタリア ジ
･ ェノバです」
には金利は低下してゆく、とい 「日本の国債利回りは四〇〇年 ではどうして金利は長期的に

しかし、そこが問題だ。打ち出

の小づちなど無い。もともと付

け加えられる富＝剰余価値・利

潤の発生源は生産的労働のみ

なのだ。富の源泉が限られてい

るのに、債券類や金融商品市場

ばかりが成長すればそれぞれ

（８ページ上段に続く）

7

うことだ。これは水野和夫氏『 ぶりにそのジェノバの記録を 下降するのか？
資本主義の終焉と歴史の危機 更新し、二・〇％以下という超 これを労働価値説から解明し

長期金利低下は傾向的低下を示す

短期的に金利は、市場の刻々の して金利も黙っていても上昇

マネー資本主義の行く末は……

いものと考えられてきた。政府

つ事故が起きてもおかしくな

ものとは思えない。今朝（二月

このように金融資本や投資家 の債務残高は国内総生産（ＧＤ

月９日 ロイターによる］

の企業の利潤率が低下しした 初めてのマイナス金利を記録 常事態だ。
十日）のニュースによれば、そ

の資金は「国債へ、国債へ」と Ｐ）の２・４倍と主要先進国で

日デジタル）さらにＧ７諸国で はすべて中止となる。これは異 だというのは、少しも大げさな

がって金融資産の「配当」「利 した。かくして超低金利が急速

金利低下は国債を毎年大量に の核心はイタリアである。欧州

流れを増しているようだ。

（７ページ下段から続く）

回り」が低下するのは理の必然 に広がっている。

発行している国家（財務相）に 銀行株は年初以来二十五％下

ず今では利潤を産み落とす投 金利で積むインセンティブは い上げるのだが、低金利やマイ いる。「財産のすべてを失っ

Ｕや日本は実体経済が振るわ に売って当座預金にマイナス 八十兆円も国債を市中から買 タリア銀行本店に押しかけて

り、利子類が低下するのだ。Ｅ 機関にしてみれば、国債を日銀 て き た。 他 方、 日 銀 は 年 間 預金者たちが、群衆となってイ

率は低下し、同時に配当や利回 関から買い入れているが、金融 込みが厳しくなる可能性が出 は、すでに倒産した地方銀行の

が急速であればあるほど利潤 銀は大量の国債を民間金融機 低金利化した国債が売れる見 のＮＨｋＢＳニュース画像で

つまり、経済の金融化は、それ る恐れもあるという指摘も。日 がそう簡単ではないようだ。超 五十％の下げだという。朝六時

さらに、量的緩和と齟齬が生じ とっては好都合のはず。ところ 落 し て い る が、 イ タ リ ア は

中国が吸収してきた世界的な 日本国債を買うの？と。 この

ナバブルの単独崩壊ではなく、 なのになんでまた好き好んで

存知の通りだ。しかし、チャイ を失い、現在はＡ１だ」と。

が中国から始まったことはご ディーズのトリプルＡ格付け

の世界的な信用の動揺と収縮 た、日本は１９９８年にはムー

ない。本丸は米国だろう。今回 倍に達すると予想している。ま

の危機にあるというわけでは Ｆ）は２０３０年までに２・９

しかし、欧州ばかりが信用崩壊 けている。国際通貨基金（ＩＭ

群を抜いて高い上、依然増え続

というものである。

資先も限られ、したがってゼロ どこにもない。その結果、日銀 ナス国債は価格とすれば「高 た！」と激しく怒りをぶつけて

過剰生産と過剰信用の崩壊が 記者はまだ分かっていないよ

とにすぎないのだ。

金利状態だ。資本主義の命脈は の国債買い入れが困難になる 額」ということになる。もしそ いる。ギリシャやポルトガルで
ば（国債が安くなる）日銀の含 上昇中だ。

世界最大の経済規模と金融帝 米国より低い。長期国債ですら

ご存知のように日本の金利は

中国から開始されたというこ うだ。

ことだ。弱々しくぴくぴくして オンライン２月８日）

み損の発生となる。

ますます弱まっているという 可能性もある。（ダイヤモンド の後金利が少しでも上昇すれ も同様だ。ギリシャでは金利が
いると表現するほかはない。
ところが問題は、銀行所有の国

国である米国こそ、再び三度そ マイナス金利だ。 金
" 利を払っ

こんなふうで「マイナス金利 他方では、日本国債は日銀の誘

債が日銀に還流しないという 政策」は国民経済の底上げどこ 導もあるが、じりじり下がって

世界各国の国債残高は計６兆

は、今後、国債の利回りが低下 止すると発表した。手数料など している信用収縮に拍車をか み、マイナス金利を付けている

らだが、１日の東京債券市場で （新型窓販）の募集を初めて中 イナス金利導入は、世界で進行 ７）で初めてゼロ％を割り込

マイナス金利導入は１６日か １０年物の新型窓口販売国債 る可能性もある。黒田日銀のマ 利回りが９日、主要７カ国（Ｇ

ち、３月に発行を予定していた 政の自転車操業に狂いが生じ は明白なのだ。日本の１０年債

では今回のマイナス金利政策 は、個人が購入できる国債のう だ。国債の流れが滞留すれば財 債市場に流れ込んでいること

に障害が発生しうる。財務省 動揺が広がっているのが現状 式市場から撤退した資金は国

危機を察知しているのであろ 経済ですが、投資家たちからみ

は欧州ばかりではなく米国の げで、こんなにボロボロの日本

いるらしい。プロの投資家たち ミクスと黒田バズーカのおか

国からも日本に資金が流れて を言わせてもらえれば、アベノ

不思議なことに欧州からも米 高が進んでいる。）私にも皮肉

いると私は読む。いまや、摩訶 うスタンスなのだ。（ゆえに円

資金が流れ込むことに表れて を払っても資産を預ける、とい

の危機の中心にある。そしてそ てでも日本国債を買う と
" いう
の予兆は日本の国債に世界の のはシェルター効果＝保管料

ばかりでなく、国債の市中消化 ろか、肝心の信用機関に困惑と きている。つまり他の国でも株

ドル（約６８８兆円）を越えた

う。今日の「ウォールストリー れば世界の中では 安
" 全地帯

◆マイナス金利の
マイナス効果

（価格は上昇）すると見込んだ を踏まえて価格設定すると新 けるかもしれない。

らしい。ＪＰモルガンによる

トジャーナル」は、これを大い らしい。

期金利の指標となる満期１０ なる見通しで、買い手が見込め

の行方を見てみよう。

投資家が国債を買い進めた。長 型窓販の利回りがマイナスに

と、利回りがマイナスの国債残

年の新発国債の流通利回りが ないと財務相が判断したため

（ｋ＆Ｒ）

に皮肉っていた。

◆金融機関の危機は
欧州からすでに
開始された

ドル、１年半前までさかのぼる

「これまで長年、日本国債はい

高はわずか２カ月前には３兆

前 週 末 の 終 値 よ り 一 時 ０・ だ。同じ方式の満期二年、五年
０４５％幅下がり、過去最低の の国債はすでに募集を中止し

年０・０５０％をつけた。（朝 ており、これで新型窓販の募集 五年前の「ユーロ危機」の再現 と皆無だった。［ロンドン ２

"
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「イスラム国」（ＩＳ） がばらばらで、国の体をなして
で混迷するシリア内戦と押 いない混沌とした「プレモダ
し寄せる難民。難民受け入 ン」（前近代）の世界だ。第２
れを巡って対応の割れる欧 は、国民国家による「モダン」
州連合（ＥＵ）。これから （近代）の世界である。安全を
どうなっていくのか？考え 保障するものは軍事力と考え
ているうち、昨年１２月の られ、そこでは国境線の変更も
『日本経済新聞』論説記事 可能だ。国の主権が何より優先
を思い出した。「止められ するのも特徴だ。第３は、国の
るか『近代の逆走』 テロ・ 主権より人権、軍事よりも相互
中国で揺らぐ世界」（１２ 信頼が尊重され、国という枠組
月７日付）と題する芹川洋 みを超えていく「ポストモダ
一（論説委員長）の記事で ン」（脱近代）の世界だ。欧州
ある。そこでは議論のたた 連合（ＥＵ）がいちばん進んだ
き台に、「クーパー・モデル」 例である。前近代から近代へ、
として、英国の外交官であ そして脱近代へと世界が進ん
るロバート・クーパーの著 でいくのが望ましいとの考え
書『国家の崩壊』の論旨を 方だ。（略）クーパー・モデル
の国家の進むべき方向を示し

紹介する。以下は記事から は欧州統合を念頭に、２１世紀
の引用である。

た理想型と言える。（略）しか
・・その議論を紹介すると、 しクーパー流のポスト近代論
３つに分かれる世界は次の は、残念ながらどうにも一本調
走しているのが現在の姿では
ないだろうか。・・・
以上の引用記事には、確かに
僕も同感せざるを得ない。近代
国家の論理を真正面から否定

ところが今や、新しい

間でも正当化されていた時代

「日英同盟」の後押しで列強の

（松本誠也）

の世界像は「プレモダン」の方 ミズムが世界を覆った時期が 主義が煽られ、覇権国の自己正 だった。帝国主義が是とさ
確かにあった。尖閣諸島を含む 当化に利用されている。かつて
向を向いているといえる。
れなくなるのは第一次世界
東シナ海を「友愛の海に」とい カトリックとプロテスタント
大戦の後であり、植民地主
ウ ク ラ イ ナ う鳩山元首相の言葉が、決して の支援を大義名分に、フランス 義が否定されるのは第二次
に 介 入 し ク リ 荒唐無稽な理想論とは受け取 やスウェーデンがドイツの内 世界大戦の後である。それ
ミ ア を 強 引 に られない雰囲気もあった。僕自 乱に介入した、中世の悲惨な ほど、帝国主義や民族主義
併 合 し た ロ シ 身も、尖閣諸島の問題は、国家 ヨーロッパ戦争を彷彿とさせ が当然とされていた時代に
ア や、 南 シ ナ 間で争うのではなく、海域の漁 る。
プロレタリア国際主義の旗
海 の 南 沙 諸 島 業に漁民の生活がかかってい
を掲げた幸徳秋水の先見性
かつて帝国主義、民族主義が
（スプラトリー る沖縄県、台湾、福建省の自治
と勇気を、僕らは誇りに思
諸 島 ） を 自 国 体が国家の枠を超えて話し合 現在よりはるかに大手を振っ わずにおれようか？
領 と 主 張 い し い、漁業資源を共同管理し乱獲 てまかり通っていた明治日本
２１世紀の「プレモダン
強 引 に 埋 め 立 を防止し、地球環境を守るモデ で、敢然と 帝
｢ 国主義戦争 に
｣ 化」「再モダン化」の逆流
て や 滑 走 路 を ルケースにするべき、と主張し 反対した幸徳秋水は「露国と日 を覆し、真の「ポストモダ
建 設 す る 中 国 てきた。それは、ドイツとフラ 本国の抑圧された労働者階級 ン」に向かっていくために
は、 第 一 次 大 ンスが鉄鉱石と石炭を共同管 が手を結ぶべき」と、喝破し は、新しい「労働者の国際
戦 以 前 の「 強 理することから始まったＥＵ た。その頃は、日本の朝鮮への 連帯」を構築するしかない
い 者 が 勝 ち 」 の先例が念頭にあったからだ。 覇権拡大や日韓併合でさえ、 のではないだろうか？
と い う「 再 モ
ダン（近代）」

の 方 向 を 向 い 帝国主義や新しい民族主
て い る と い わ 義あるいは宗派主義が、
る。トルコはオスマン帝

ざるをえない。 世 界 各 地 で 台 頭 し て い
１ ９ ８ ９ 年 国を、イランはペルシャ
に 冷 戦 が 終 結 帝国を、サウジアラビア
し、 Ｅ Ｕ の 経 はアラブ帝国を再興しよ
済 的・ 政 治 的 う と し て い る か の よ う
統 合 の 機 運 の に、地域覇権国家として
も と、「 熟 議 周辺国に軍事介入してい

し、中世イスラム帝国の「カリ 民主主義」が強調され、新しい る。しかもそこでは、ス

「ポストモダン」と「プレモダン」
フ制」復活を主張する「ＩＳ」 時代の到来を予感するオプチ ンニ派とシーア派の宗派
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ようになる。第１は、権力 子では進んでいない。むしろ逆

コラムの窓

『
象徴天皇制の起源』
アメリカの心理戦「
日本計画」
平凡社新書
２００５年７月刊行（現在品切れ）

襲（下町空襲）を指します。こ

その計画の存在とその狙い

空施設やミサイル基地を大規 い１９４５年３月１０日の空 す。
模に空爆しました。

その日、多国籍軍は宣戦布告 の ３ 月 １ ０ 日 の 罹 災 者 は を徹底して解明した本が、この

著作です。その意味において天

ここで注目すべき事は、開戦 皇制は、つまり「国体」は敗戦

なくイラクへの爆撃（「砂漠の １００万人を超えたのです。
嵐作戦」）を開始したのです。

この最初の攻撃は、サウジアラ 以来皇居はこれまで一度たり 後占領軍のマッカーサーたち

ビアから航空機およびミサイ とも爆撃された事はありませ と当時の天皇を始めとする日

ルによってイラク領内を直接 ん。しかし３月１０日、東京駅 本 側 の 必 死 の 努 力 と 折 衝 に

叩く「左フック戦略」と呼ば 周辺を絨毯爆撃を開始した米 よって辛うじて「護持」された

れ、当時クウェート方面に軍を 軍 が 全 く 意 図 も 想 像 も し な のではなく、その内実はアメリ

その証拠にマッカーサーの

米 国 人 で ク エ ー カ ー 教 徒 の 盾が大きなものになっている 防衛を固める事になりました。 ずして皇居にも延焼し戦災に れたにすぎません。

ヴァイニング夫人を付けられ 現在、既に私自身が１０年ほど かくの如く敵の中心を直ちに 遭ってしまったのです。

では日米開戦当時、何故イラ 軍事秘書官、つまり日米開戦後

ク戦争のように開戦の当初に、 にフィリピンからオーストラ

この時、巡航ミサイルが大活 皇居に対する激しい爆撃・攻撃 リアのブリスベンまで退却し

この「日本計画」の作成は、 躍し、アメリカ海軍は２８８基 がなぜされなかったのでしょ て い た 南 西 太 平 洋 軍 司 令 官

１９４２年６月の時点、つまり の「トマホーク」巡航ミサイル うか。正解は、太平洋戦争では マ ッ カ ー サ ー に 請 わ れ た ボ

敗戦国の皇太子に戦勝国の 真珠湾攻撃から僅か６ヶ月後 を使用し、アメリカ空軍はＢ― 一貫して、皇居は爆撃目標から ナー・フェラーズは、１９４３

を何よりも雄弁に語るもので、 想した驚くべき計画でした。勿

ならそもそも米軍には開戦当 部統合計画本部長に就任、マッ

（１１ページ上段に続く）

日 本 も 太 平 洋 戦 争 で は 初から敗戦後の日本には天皇 カーサーの軍事秘書、ＰＷＢ＝

裕仁天皇自身が「国策」として 論、この結論に至る研究は当然 １９４４年（昭和１９年）１１ 利用計画があり、その為に天皇
１０６回もの空襲を受けまし る皇居を

の事ながらその前から行われ 月 １ ４ 日 以 降、 東 京 は 実 に が居住す

この著作は、２００４年に加 ていました。

さてここで一寸話を替えま た。特に１９４５年（昭和２０ 爆撃をし

画」（最終草稿）についての著 カ軍を中心とする多国籍軍は ５月２５日―２６日の５回は 鼻からア
対イラク軍事作戦である「砂漠 大規模でした。その中でも「東 メリカに
しかし昨年の安保法案成立 の嵐作戦」を開始して、イラク 京大空襲」といった場合、死者 はなかっ

たアメリカ教育使節団が皇居 に至る安倍政権の状況と、この のバクダットおよび各地の防 数が１０万人以上と著しく多 たからで

育」を植え付けるために訪日し

１９４６年、日本に「民主教 作です。

す。

鍵が、この著作に書かれていま （ＯＳＳ）の機密文書「日本計 １９９１年１月１７日、アメリ ４月１５日、５月２４日未明、 意思は、

リピンに行くのかの謎を解く 文書館で発見した戦略情報局 す。湾岸戦争の開始日、つまり 年）３月１０日、４月１３日、 ようとの

リュー島やパラオそしてフィ 藤氏自身がアメリカの国立公

ンボルとして、激戦地のペリ

今なぜ明仁天皇が平和のシ 受け入れた事を示します。

る！

く「天皇制民主主義」国家であ 日本が米国の軍門に下った事 戦後日本の「象徴天皇」制を構 ルを発射しました。

徴天皇」をステイトの中心に置 家庭教師を付ける事は、まさに の事でしたが、その時点で既に ５２から３５基の対地ミサイ 除外されていたからです。なぜ 年９月からマッカーサー司令

想され設計され提示された「象

開戦直後から米国によって構 皇の意思でもありました。

後の戦後日本とは、太平洋戦争 のです。そしてこの事は裕仁天

像された共同体」であり、敗戦 て行動するように躾けられた 書いておく事にしました。

来の日本ピープルによって「想 徹頭徹尾平和のシンボルとし れに鑑みてその内容を詳しく です。

日本のネイションとは明治以 た明仁皇太子は、４年に渉って 前に書評したものの、現在品切 撃破する事は軍事作戦の常道

画」』を今また再読する

源 アメリカの心理戦「日本計 い要請により家庭教師として シンボル然とした言動との矛 をくじかれ、急遽イラク領内の 方面が余りの大火のため、期せ 計画」により、ただただ利用さ

加藤哲郎氏著『象徴天皇制の起 を訪れた際、裕仁天皇からの強 １年間の明仁天皇の「平和」の 集中させていたイラクは出鼻 かった事ですが、東京駅や銀座 カの主体的な決定による「日本

読書室
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んどみられないとした上で、現 は陸軍情報部心理戦争課長の のです。

の社会的身分の分析すら進め

第六章 もう一つの源流―情 のを問う政治的「共和派」ほと 文書綴りの中の一つで、起草者 る二本柱の方向が示唆された 働者、農民、朝鮮人、エタ」党
報調整局（ＣＯＩ）の
日本国憲法制定時には当時の ソルバート大佐です。

（１０ページ下段から続く）

心理作戦本部長として活躍し
「四二年テーゼ」

強力に推進する占領軍とのせ の発想は陸軍情報部ではなく、 天皇は「立憲君主」と美化され 共産主義でも勝利のために利

こうした研究から「天皇でも

こうした視点から明治以来 ていたのです。

ていたのです。
同計画アウトライン

映画・「終戦のエンペラー」 第七章 第三の系譜―英米共 日本政府と民主化・非軍事化を 「シンボルとしての天皇利用」 のアジア侵略は免罪され、明治
で一躍有名になったフェラー

ゴン計画」―対中国・朝鮮 があった事を示しました。そし 部（Ｒ＆Ａ）極東課と思われ、 の下での繁栄での自由と繁栄 特に日本の国民性分析から「エ

ズは日本通として、その映画の 第八章 「日本計画」と「ドラ めぎ合いの焦点として天皇制 情報調整局（ＣＯＩ）調査分析 て、軍部を排除した後昭和天皇 用する」視点が出て来ました。
中ではマッカーサーの指令に
戦略との連動

て昭和天皇が一九五三年以降 チャールズ・Ｂ・ファーズが中 が保証されました。ここで注意 タ」＝被差別部落民や朝鮮人、

より「戦争責任者を特定せよ」

カーサー書簡の意味

ＯＳＳ対ＯＷＩ―マッ

要」と発言していた事が米国側 ス・Ｗ・コールグローブに影響 本へのある種の畏敬と愛情か ティ利用戦略が考えられてい

との指令を受けて行動し、結果 第九章 「日本計画」をめぐる も「米国の駐留が引き続き必 心であり、彼には指導教官ケネ されなければならないのは、日 共 産 主 義 者 な ど の マ イ ノ リ
的に天皇を救った人物として

資料から明らかになったと続 を受けている。この教官は新渡 らその判断が成されたのでは た事は注目に値します。

第五章では、「日本計画」の

描かれております。しかしマッ

皇制のその後―心理戦・情 略文書が発見された事を明ら 新渡戸は「天皇は国民の代表で 側面」の利用価値から出たもの 第一・第二草稿について書かれ

カーサー司令部に赴任する直 第十章 「日本計画」と象徴天 け、「天皇を利用する」米軍戦 戸稲造の影響下にありました。 なく、戦略的な「天皇の象徴的
前まで戦略情報局（ＯＳＳ）に

ています。第一草稿での階級分

と呼ばれる国家間の情報的側 ボルとして利用すために政府

第三章では、今日「情報戦」 析と天皇利用については、シン

あり、国民統合のシンボル」と だという事実です。

これがＣＩＡの前身である 発言して、米国に天皇シンボル

かにしたのです。

報戦は続く
エピローグ―研究案内を兼ね

努めていた事は伏せられてい
たのです。

戦略情報局（ＯＳＳ）の機密文 論を教え込んだ人物です。

章で「一九四二年六月、情報工 「日本計画」には、三種の草稿 面をイギリスは「政治戦」、ア と普通の民衆との間に分裂を

満たない小著ながら、その丁寧 和のシンボル（象徴）として利 事戦略を助けるための四つの た事と、アメリカにおける情報 です。その際、日本の民衆が持

以上ですが、２５０ページに 作の一環として昭和天皇を『平 があり、最終稿では連合軍の軍 メリカは「心理戦」と呼んでい 作り出す戦略が策定されたの

それでは、本書の章別構成を て
紹介しておきます。
プロローグ

かされてしまいます。それでは た。同年八月五日付でこの「日 設定されました。そしてより個 れに関わる機密文書の公開・閲 感を持つ事も考慮されました。

第一章 象徴天皇制を巡る情 で全面的な考察に私などは驚 用する』計画を立て」いまし 政策目標と八つの宣伝目的が 機関の創設と発展の歴史とそ つナチスとの同一視には不快
報戦

そのため、軍部主導の戦争は日

第四章では、真珠湾攻撃時の 本の長い伝統および立憲君主

第二章 一九四二年六月の米 章ごとに短評をつけてゆきま 本計画」に寄せたマッカーサー 別的な一一項目の宣伝目的が 覧について述べています。
メモも見つかりました事も書 設定されたのですが、その最大

が膨大で徹底的に敵国の全容 ンダが使われる事になったの

のものは「天皇を平和のシンボ 調査分析部極東局の関係文書 制からの逸脱だとのプロパガ
第二章では、話の切り出しと ルとして利用する」です。

プロローグでは、話の切り出 かれています。

国［日本計画］―最終草稿 しょう。
の発見

第三章 戦時米国の情報戦体 しとして情報「戦争はなお続い

つまり日米戦争に導いた日 解明に迫っていたものである です。その他、支配者内部のあ

常生活に深く浸透しているが、 ライシャワーが書いた日米戦 本の軍部と「天皇・皇室を含む」 事を述べています。日本の階級 らゆる対立を促進する事も考

制―戦略情報局（ＯＳＳ） ている」、そして米国文化が日 して当年九月に後の駐日大使・
の調査分析部

第四章 「敵国日本」の百科全 その需要の受け皿が「象徴天皇 争勝利後の「ヒロヒトを中心と 国民との間に楔を打ち込み、 分析には、マルクス主義的な階 慮されました。例えば極端な軍

構想自体が戦略情報局（ＯＳ せる方針が確立しました。ここ れており、『日本資本主義発達 極 端 な 軍 国 主 義 者 対 宮 中 グ

第一章では、改憲・論憲・護 Ｓ）の「日本計画」の影響下に に第一に天皇制存続、第二に戦 史講座』を利用した上での「皇 ループ、陸軍対海軍、陸軍内部

しています。

書―真珠湾攻撃時の調査 制、天皇制民主主義」だと提起 した傀儡政権」を紹介し、その 「軍事独裁打倒」に力を集中さ 級・階層分析も積極的に取り入 国主義者対ビック・ビジネス、
分析部極東局
第五章 「平和の象徴」天皇観

紹介して、今では天皇制そのも 「ドノヴァン」文書といわれる という、ＧＨＱの占領で実現す ス、地主、小ビジネス、都市労

（１２ページ上段に続く）

の形成―「日本計画」第一・ 憲・女性天皇をめぐる情報戦を あったとしました。この計画は 後日本の繁栄＝資本主義再建 室、貴族、官僚、ビックビジネ の派閥等々です。実に考え抜か
第二草稿
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（１１ページ下段から続く）

れた方針ではないですか。

当然の事ながらボナー・フェ

て「皇居への爆撃は避けるべき 「ドラゴン計画」の中での「日 ズは、「ドラゴン計画」も「日 いた河合道とラフカディオ・ て決めたのではありません。

だ」とし「東京の心臓部に位置 本計画」とソルバート大佐の 本計画」も知悉しています。象 ハーンとフェラーズとの麗し

い関係も書いていますが、彼が ラーズは勿論の事、マッカー

第十章では、これまでの研究 実際に戦略情報局（ＯＳＳ）の サーですらこの日本計画の存

第六章では、「日本計画」に する皇居へのいかなる可能な 「日本計画」（最終草稿）との 徴天皇制の利用は既定です。
は情報調整局（ＣＯＩ）の草案 ダメージも、話題にしてはなら 調整が必要となり、更に研究す

もあった事が書かれています。 ない」と明言されていた事を明 る事で戦略情報局（ＯＳＳ）の 成果である全百三十二頁三部 「心臓」にあたる心理作戦計画 在とその核心についての知識

側近テイラーと合意したので 構成の「日本に対する心理戦争 本部にいた事、そして極東のみ は、充分に周知していたので

計画立案のための社会出来・心 ならず世界全体での対米心理 す。このように天皇の処遇と戦

こうして「日本計画」は根本 理的情報概観」の内容が書かれ 戦略立案で重要な役割を果た 後日本の政治体制は、戦後の日

その後アメリカで情報調整 す。

この計画は英米共同作戦文書 らかに致しました。
の系列にあり、対中国向けの
「ドラゴン計画」、対朝鮮向け 局（ＣＯＩ）が戦略情報局（Ｏ

していた事を伏せています。ボ 本人の想像を遥かに超えた所

その意味において「国体」は

エピローグでは、従来の日本 ナー・フェラーズを映画の中で で既に決まっていました。

の「オリビア計画」と一体のも ＳＳ）と戦時情報局（ＯＷＩ） 的に書き換えられたのですが、 ています。
のでした。加藤氏は、この計画 とに二分された事により、「日 再度棚上げされます。この間英

をコミンテルンの三二テーゼ 本計画」完成の主導権争いが起 国との協議も進み、戦時情報局 の研究が米国の国務省外交文 一面的に描いたようにではな

に習って四二テーゼと命名し こって参謀本部に送られる事 （ＯＷＩ）内部でも「英米対日 書による物が大半を占めてい く、まさに全面的に捉えなけれ 護持されたのではなく、アメリ

カに利用されたにすぎなかっ

確かに「映画」で描かれたよ たのであり、これまで真実はか

ています。この計画は、日本に なく、「日本計画」は同年八月 心理戦計画アウトライン」の策 る事を俯瞰した後、通説の陥穽 ば成りません。
「二度と侵略を許さない」よう に撤回・凍結されて棚上げと 定に踏み切りました。引き続き となる米国陸・海軍、戦時貿易

もし貴方が戦後の「象徴天皇

な日本の天皇をシンボルとす なったのです。しかしアジア戦 「皇居への攻撃は避ける事」と 省、さらには大統領補佐官など うにボナー・フェラーズと、占 くも隠されてきたのです。

る「真の代表政府」を作る事を 略策定のため、対中国計画（ド されながら。一九四二年十月 の多角的ルートで、中でも戦略 領当時恵泉女学園の校長をし

目的としていました。このため ラゴン計画）および対朝鮮計画 十一日、心理戦共同委員会小委 情報局（ＯＳＳ）の「日本計画」 ていた河合道との活躍によっ 制」には、今では大して意味は

の方策として、「悪い助言者」 （オリビア計画）が作成される 員会メモにはマッカーサーか が重要視されなければならな て、「国体」は残ったかのよう ないと考えているのなら、是非

です。その策動の一環として昭 この本を読んで今後のために

ジョン・ダワーは、ピュー 和 天 皇『 独 白 録 』 は 英 語 版 も真剣に考え抜いて欲しいと

が天皇を欺き起こしたとの方 過程で、第四の「日本計画」が らの二通の機密電報が着いて いと強調しています。
便が使われたのです。こうして 浮上し「象徴天皇の利用」こそ います。そこには「心理戦は、

表制立憲政府への復帰」が戦略 他の手段と組み合わせて使用 を抱きしめて』の中で占領軍の の二つがあるのです。しかし真

明仁天皇の誕生日の十二月

天皇を誹謗する事攻撃する事 明言されなかったものの、「代 プロパガンダと破壊活動その リッツアー賞を受賞した『敗北 （フェラーズ所有）と日本語版 私は考えています。
は御法度になりました。

する戦略の特殊な形態である」 天皇政策について、「なかでも 実をいえば、「『国体』は護持 二十三日午前零事にＡ級戦犯

ついでに書いておけば、オリ との指摘とプロパガンダと破 最重要の人物は、マッカーサー されたのではな」く「ただ利用 の絞首刑は執行され、米国は当

第七章では、「日本計画」に 目的とされたのです。
は英国政府と軍・情報機関の深

時の明仁皇太子にメッセージ

昭和天皇に対する最終的な を発していたのです。「政治と

い関与がある事が書かれてい ビア計画は朝鮮にはガンジー 壊活動を結びつけるには「前線 の軍事秘書官であり、心理戦の されただけ」なのです。

こうして戦略情報局（ＯＳ ります。

ルーマン大統領と太平洋問題 ルとして行動せよ、さもないと

自に必要だ」とあったのです。 ラーズ准将である」と書いてあ 決定は、１９４５年６月にト は関わりを避け、平和のシンボ

ます。両国の間にはインドを挟 がいないとされて朝鮮戦争ま における心理戦指令系統が独 責任者でもあったボナー・フェ
第九章では、米陸軍の「日本

んで若干の対立があったが、 で温存されました。
「シンボルとしての天皇利用」

続 け て ダ ワ ー は、 こ の ボ 調査会（ＩＰＲ）のジョン・マッ ……」と。私はこのように考え

の「ドラゴン計画」との衝突が 制存続に重要な役割を果たす ナー・フェラーズが平和主義の クロイたち「賢人会議」で決 ています。まさに米軍と象徴天

の点においては米英共同戦略 計画」と戦略情報局（ＯＳＳ） Ｓ）に勤務経験のある象徴天皇
になったのです。

第八章では、一九四二年四月 論じられています。戦略情報局 ボナー・フェラーズがマッカー クエーカー教徒である事、「終 まったおり、多くの人々が誤解 皇制と憲法第９条は一体の物、

（直木）

二十日、情報調整局（ＣＯＩ） （ＯＳＳ）のドノバァン長官 サーの下に行く事になったの 戦のエンペラー」の原作となっ しているようにマッカーサー つまり三点セットなのです。

対外情報部（ＦＩＳ）指令とし は、参謀本部でも検討していた でした。勿論ボナー・フェラー た『陛下をお救い下さい』を書 元帥と昭和天皇とが話し合っ
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