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た。つまり“俺が入れば負けない”と

挙区では三八勝三八敗で勝率五割だっ

り、二年前の総選挙でも自ら応援の選

年の総選挙の時は八七％の勝率を誇

や苦戦する選挙区とはいえ、二０一二

は一割を切る。総理が入る所は大接戦

重点選挙区の結果は一勝一０敗、勝率

安倍首相が今回応援に入った一一の

はっきりと見えはじめたからである。

の総選挙では自民党が敗北する前兆が

の勢いに陰りが出てきたばかりか、次

挙で「常勝」を重ねてきた安倍自民党

年に自らが政権復帰して以来、国政選

参院選の結果を分析すると、二０一二

安倍総理の不機嫌には理由がある。

うにゴルフに興じた。なぜか。

は、参院選挙戦の憂さを晴らすかのよ

の夏季休暇に入る。そして休養先で

を応援することもなく、ただちに早め

参院選が終わると都知事選の増田候補

笑顔だったが、腹の中は違う。総理は

浮かれていない。マスコミの前でこそ

で三分の二を超えた。だが安倍総理は

む）し、改憲支持四政党の勢力は衆参

の単独過半数を回復（追加入党を含

見れば、自民党は二七年ぶりに参院で

確かに今回の参院選では議席数だけ

改憲勢力三分の二の政治状況下、私たちはいかに闘うべきか
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人一倍自信過剰の安倍には相当に応

えたであろう。

因みに安倍首相は今回、事前の情

勢調査で負け想定の沖縄には応援に

入らない。皮肉にも安倍側近の世耕

官房副長官夫人で滋賀県の民進党林

候補を落選させた勝利のみが、安倍

応援演説の唯一の成果だった。又参

院選全体を見ても事実上の与野党一

騎打ちとなった一人区で、自民党は

二一勝一一敗と予想外の苦戦を強い

られ、中でも一勝五敗と負けが込ん

だのが、東北六県である。東北は公

明党の基礎票も多くはなく、農業地

帯で保守地盤が強く、過去自民党は

独力で勝っていた地域だった。しか

し第一次安倍政権当時の二００七年

参院選で自民党は東北の一人区で全

敗（当時宮城は二人区）し与野党逆

転となり、二年後の総選挙で民主党

への政権交代の呼び水となる。前回

は失った議席を回復し、今回も重点

選挙区としたが、又しても「東北の

乱」が起きた。その他、米軍基地や

電発が厳しく問われた選挙区では現

職閣僚も２人落選するなど、安倍内

閣の基盤には亀裂が生じている。

今後とも反米軍基地建設・反原発

の旗とともに引き続き反労働者政

策・反社会保障削減や反ＴＰＰの旗

（直）

を高く高く掲げて、粘り強く闘って

いこう！
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ワーカーズ

鍵を握るのは、普段からの闘い！
選挙と日常的闘いの結合へ

つぎの衆院解散が早ければこ

を浮き彫りにした。

方にこそ問題が潜んでいること

く、私たちの日常の闘いのあり

挙戦そのものの問題ばかりでな

こうした結果を招いたのは、選

分の２の議席を与えてしまった。

投票したのは、野党がアベノミク

でも有権者が安倍自民党や与党に

を占めていた（朝日新聞）。それ

に魅力がなかったから」が７１％

から」は１５％しかなく、「野党

「安倍首相の政策を支持している

して積極的な評価は少なかった。

参院選でも、アベノミクスに対

や労使の力関係によるところが大

かということで、これは経済情勢

うち、どれだけ賃金に配分される

産活動の結果としての企業利益の

がある。一次分配というのは、生

分配には、一次分配と二次分配

い。

説得力に欠けるといわざるを得な

形成の道筋を欠いた批判もまた、

求を実現する大衆的な闘いと主体

の秋にも予想される中、１回１
スなどに代わる具体的な将来イ
きい。二次分配とは、たとえば税

だ。

回の選挙に一喜一憂していても
メージを提示できなかったからと
制による再配分をいうもので、分

参院選では、自公の与党に３

始まらない。
いうことになる。

てこそ、選挙の場面で

い。その拡がりがあっ

いを推し進めていきた

各種自主的組織などを通じた闘

プ作りを進め、あるいは既存の

え、身の回りで行動的なグルー

だろう。

は、野党の致命的な欠陥といえる

対抗軸を示すことが出来ないの

政権の最大のセールスポイントで

者の意見もあった。しかし、安倍

ミクスは争点ではない」という識

たとえば、参院選では「アベノ

の旗振りに振り回されているのが

野党や労働側が安倍首相の賃上げ

かかっている。とはいえ現実は、

時配分は春闘など労働者の闘いに

れるのは、主に再配分問題で、一

違うこの二つがある。選挙で争わ

配重視といっても、実際は次元が

ここは将来を見据えて腰を据

も勝利することができ

して、二つの問題を考

安倍政権への対抗軸と

今回の参院選では、

利益至上主義に対して〝分配重

しても説得力に欠ける。また企業

さないまま、ただ結果だけを批判

取って替わるオルタナティブを示

し、成長至上主義の経済モデルに

生んだことは間違いない。しか

に、アベノミクスが貧困や格差を

確かに野党が主張してきたよう

場にした闘いの重要性だ。

の話だが、日常の普段の活動を足

もう一つは、選挙闘争も含めて

痛感せずにはいられない。

する私たちの側の布陣の脆弱さを

は選挙闘争でも、安倍自民党に対

もない。日常の闘いでも、あるい

主導権を取ることなど出来るはず

実情だ。これでは分配の土俵でも

る。

えざるを得なかった。
視〟の対抗軸も掲げはした。が、

◆二つの対抗軸

まずアベノミクスと

具体的に考えてみよう。たとえ
過去の話になってしまった。個々

発国型の経済成長は日本では遠い

の進展や新興国の追い上げで、後

しかし、グローバリゼーション

働者の闘いの目標になり得る。ど

定されてしまう。均等待遇は全労

では主体がほぼ非正規労働者に限

いもむろん重要だ。が、その闘い

追求すべきだろう。正社員化の闘

◆日常的・戦略的な闘い

ば安倍首相が今年に入って突然打

ちらにしても、自分たち労働者自
身の権利意識や行動力が問われる

の企業は、内需拡大につながる雇

アベノミクスでの賃上げがちっ
ト競争によるグローバルな生き残
問題だ。

用増や賃上げを背を向けて、コス

とも実感されずに空文句の終わっ
り戦略に軸足を移してきたから

ち上げた同一労働同一賃金だ。

たことに危機感を持った安倍首
だ。

て同一労働同一賃金は、非正規労

い。とはいっても、現実問題とし

での争点隠しで空手形でしかな

一労働同一賃金、それ自体は選挙

そんな安倍首相が打ち出した同

終身雇用制への復帰を掲げること

しまった今、労働者の総意として

当時とは雇用環境が様変わりして

る意見も根強く残っている。が、

の格差拡大に対する処方箋だとす

非正規化の拡がりや正規・非正規

型の終身雇用に戻ることが最近の

他方で労働運動の側でも、戦後

まってきた。これらの闘いに主体

いがまったく不充分なものにとど

長期以降の日本では、こうした闘

政治的闘いの課題なのだ。高度成

挙時も含めて、戦略的な経済的・

挙で実現できるものではない。選

こうした課題は、１回や２回の選

地道な闘いの積み重ねが必要だ。

夕で実現する様な課題ではない。

その均等待遇の要求は、一朝一

相、とってつけたように打ち上げ

働者をはじめ、労働者の団結を願
は現実的ではないだろう。前提条
的に取り組んでいけば、そのでの

たのが、均等待遇や正規・非正規

う労働者にとって永年の悲願であ
件が失われてしまっているから
問題点や課題もよく見えてくる。

の格差解消策だった。

ることに変わりない。
だ。

見据えれば、現状の閉塞情況から

過去への回帰ではなく、将来を

こともすぐ理解されるだろう。

ど、まったく欺瞞的なものである

安倍首相などが言う均等待遇な

この同一労働同一賃金、これは

の脱却は、やはりすべての労働者

果たして選挙や政治の課題なのだ

の均等待遇を求める闘いを通して

成長という歴史局面では、企業支

それは、戦後復興から経済の高度

企業内組合という組合せだった。

で労働者の生活権を守ろうとする

長期の雇用、それに企業の中だけ

きた。年功に応じて上がる賃金と

本的経営の三種の神器といわれて

年功賃金、それに企業内労組が日

いとを足場にしてこそ、数年に１

た息の長い生活の場に密着した闘

ちは再認識すべきなのだ。そうし

を拡げていくことの重要性を私た

る自主的な組織やグループの活動

も同じだ。具体的な課題を追求す

に行政監視や教育問題などなどで

は医療・介護や子育て支援、それ

ない。脱原発や沖縄闘争、あるい

はなにも労働者の均等待遇に限ら

ろうか。
賃金は雇用形態と一対、裏腹の

配の強化と抱き合わせではあった

回の選挙でも力を発揮できる。

一事が万事、こうした取り組み

ものだ。戦後日本では終身雇用と

が、追認的にではあれ労働者にも

協力は欠かせない。これは明快

り、反自民・反安倍政治の選挙

挙戦術は「自民落とし」である

ければならない。そのために選

反動化強める安倍政権を止めな

田文雄外相による「前代未聞のて

６月２５日には安倍晋三首相と岸

は序盤から党幹部を続々と投入。

現職２名の闘いとなった。自民党

た今回の選挙。自公と野党統一の

改選議席が２から１議席となっ

井支持のチラシが入った。

と思われる。「赤旗」には連日桜

それをかなり強引にまとめてきた

していたにすぎない。選挙終盤に

がある。議員や党幹部のみが参加

活動家はそっぽを向いていたフシ

る今回の選挙であった。選挙共

こに落とし穴があるように思え

党化になってはならないし、そ

は悪かった。共産アレルギーのた

井統一候補は民進党所属）の動き

小さくない。しかし、民進党（桜

自民を落としたことの政治意義は
伝統的な自民党の牙城＝東北で
の大敗北は今回の参議院選挙の大
きな特色だ。自民（自公候補）は、
前回（１３年）前々回（１０年）
の選挙では５名の当選者を出して
いる。改選議席が減る中でのこの
自民の転落は象徴的だし、野党共
闘の選挙戦術が奏功したものと言
える。マスコミも「自公大勝」と
言われる中のこの異変には注目し
た。「西日本新聞」は以下のよう
に論評した。

「１人区を西日本と東日本に分
けてみると、自民は西で１４勝２
敗と圧勝し、東で７勝９敗と負け
越した。とりわけ福島を含む東北
６県は１勝５敗で、この東北地方
に限れば「自民大敗」と言ってい
い。背景には東日本大震災の復興
が遅れていることへの批判や不満
が思い浮かぶ。農業が盛んな地域

強化してゆこう。

（文）

だろう。独自の行動と発信を一層

題に対応できることはありえない

心の野党統一勢力が、これらの問

はならない。民進党＝岡田政治中

ら生まれてきていることも忘れて

資本主義や社会矛盾の深い部分か

同時に、安倍政治の登場が日本

闘が効果的であることは事実だ。

ころが大である。ゆえに、野党共

は、低投票率と選挙制度によると

かない。自公の議会での絶対多数

者の５分の１～６分の１政党でし

たない。自民党政権はすでに有権

ことが効果的であることは言をま

その基盤である議会勢力を減らす

はいえ自民の力を削ぐ闘いとは、

が、政治に単純な答えはない。と

さてまとめと言うことになる

ている。

「東京新聞」もほぼ同じ論評をし

というのはその通りであろう。

た地域住民の、ささやかな反乱だ

自公政治から長年裏切られてき

極めて重い。」

自民がゼロになった政治的意味は

が独占したことになる。容認派の

の県内選挙区を辺野古移設反対派

した。この結果、沖縄は衆参両院

移設に反対する無所属新人が当選

野湾市）の名護市辺野古への県内

う。沖縄は米軍普天間飛行場（宜

Ｐ）への根強い反発もあるのだろ

として環太平洋連携協定（ＴＰ

受け入れられてきたものだった。

な論理である。しかし政党独自

こ入れ」（県連幹部）をした。

闘や反安倍勢力の結集の長期化

めのようだ。むしろ目立ったのは

沖縄、福島についで宮城選挙で ■東北６県で自民は１勝５敗

が期待されるが、今後大きな課

しい共産党の

集会にはめぼ

前 の「 統 一 」

問 だ。 公 示 以

はおおいに疑

得していたか

桜井候補で納

産党活動家が

え始めから共

れ る。 と は い

与えたと思わ

インパクトを

姿はかなりの

頭をねり歩く

井・・」 と 街

出で共産色を捨てて「桜井、桜

果たしている。その地方議員が総

の県議選で８名当選と言う躍進を

共産党の闘いだ。共産党は去年末

■宮城の辛勝

題として受け止める必要がある。

いは「反安倍政権」勢力の民進

の主張が抑制され野党統一ある

参議院選挙 野党統一の「功」と「罪」

分配重視といっても、そうした要

挙をいくら重ねても、いわゆる観

選択ともいえる。そんな感覚で選

選択するのか、という、受け身の

いう経済政策への対案

◆足場を固めた闘いを！
参院選では、自民党が単独過半 客民主主義から少しも抜け出せな

以前、当時の菅直人首相は、議

数、自公など改憲勢力が３分の２ い。
の議席に達した。そのなかで１８
歳と１９歳の新しい有権者では、 会制民主主義とは期限付きの独裁
半分が自公の与党に投票し、また だ、という主旨の発言をしてい
２０代では５２％になったとい る。橋下徹元大阪市長や小沢一郎
う。私たちも含めて、野党や左派 も同じような発言をしていた。選
の主張が若者に届いていないこと 挙で信任されたら白紙委任された
と同じで何でもやってかまわな

このところ、難民問題などで、 い、ということだろう。そんな感

の表れというべきだろう。

西欧各国でも移民排斥の風潮が拡 覚で、安倍首相は、秘密法や安保
がり、排外主義を煽る極右勢力の 法を強引に成立させた。これから
台頭が目立っている。これもイエ 浮上するであろう安倍改憲策動で
スかノーかという二者択一の劇場 は、国民主権をひっくり返して、
型政治の表れだろうか。その背景 国家が国民を統治する体制への
として、普段地道な闘いに参加せ クーデターを狙っている。期限付
ず、不満ばかり募らせて、分かり きの独裁どころではなくなるの

期限付き独裁とは物事の一面

やすい敵を見いだすことで不満の だ。
捌け口にしている側面も指摘され

ている。普段から地道な闘いに参 で、本当の民主主義とはもう一つ
加していれば、物事はそんな簡単 の側面にある。それは、国民すべ
な話ではなく、企業利益や国益を てが普段から政治に対して声を上
振り回す既存の大きな政治システ げ、直接行動も含めて政治に参加

今からでも遅くはない。まずは

ムに根ざしていることに視線が向 することなのだ。
くはずだ。

選挙でも同じだ。どうしても政 身近な労働組合や地域で活動して
権政党の進めている政治を追認す いる市民団体などに積極的に加わ
るのかしないのか、最終的にはそ り、あるいは新しい課題での運動
んな二者択一の選択に集約されざ グループをつくりだし、具体的な
るを得ない。これは別の角度から 政治課題の実現に向けた取り組み

（廣）

すれば、主要政党が提示する政治 を日常的に拡げていきたい。
スタンスや政策のうち、どちらを

一本化
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桜井予定候補に
宮城で共産・民主政策協定、参院選挙区

参院選後の課題

十八歳選挙権の実現を受けて 若者たちは？

五 十 一・ 一 七 ％

五 十 四 ％、 そ の 中 で 十 八 歳 は

見 る と、 全 体 の 投 票 率 は

七月十一日発表の総務省資料を

参議院選挙から実施されました。

挙権が実現し、二〇一六年七月、

挙法改正がおこなわれ、十八歳選

年齢を満十八歳以上とする公職選

票の経験もします。選挙管理委員

見るのが大好きです。どの子も投

きいきと公約を話している様子を

なったら、○○をします。」とい

んなの前で「自分が生徒会長に

い時は少し支援してきました。み

自分で考える応援をし、むずかし

決め、立候補者、推薦者の原稿を

わってきました。選挙監理委員を

生活の模擬社会のイメージでかか

わからなかったと悩む教員もいま

どんなふうに生徒と接していいか

思いをしている教員もいますし、

渡して終わりだったと、歯がゆい

十分な説明ができないまま生徒に

の、授業の一コマも与えられず、

からパンフレットが届いたもの

主権者教育に向けての文部科学省

す。

めずにすすんでいきたいと思いま

かなく少し残念でしたが、あきら

驚くほかありません。

いのにこの人出、その組織力には

した。どちらもまだ到着していな

伊藤候補の垂れ幕がかかっていま

カーが止まっていて、山口代表と

公明党・伊藤たかえ候補の選挙

散とした駅前なのです。そこには

ころですが、どちらかというと閑

い！」と街頭宣伝をやっていると

月、日曜日に「安倍政権を許さな

何事かと驚きました。ここは毎

Ｒ西宮駅前はすごい人だかりで、

参院選最終日の７月９日昼、Ｊ

院選で返すことになるのでしょ

選したのです。この〝借り〟は衆

自民党から約１７万票もらって当

たのです。公明党は重点区兵庫で

党自公の選挙協力が威力を発揮し

明党より多いのですが、ここで与

民進党比例区は約３８万票で公

ます。

民と維新をそのまま引きずってい

院選（定数２）の結果、当選は自

区では第２党です。これは前回参

おさか維新は約４７万票で、比例

得していることがわかります。お

ことが出来るのか、組織票ではか

支持者を何によって振り向かせる

い〝身を斬る改革〟に集められる

とも情けないのですが、中身のな

席を独占したこととあわせて、何

兵庫県民としては改憲３候補が議

選挙区で議席を得たのが兵庫県、

者を出した力は今はありません。

で、かつて３人区だった時に当選

産党の比例区得票は約２５万票

在に成り果てています。なお、共

り、民主・連合兵庫は影の薄い存

おおさか維新に浸食された兵庫選挙区

三十九・六六％でした。投票率自
の子ども達と一緒に開票している
した。今の教育現場は、ひとりひ

二〇一五年六月十七日、選挙権

体、戦後四番目に低い数字だそう
間、廊下では、落ち着かない生徒
とり管理職から評価され、それが

７ 月 １ ３ 日 の 夕 方、 Ｎ Ｈ Ｋ
者にあるまじき禁じ手の使用と誤

道姿勢は、まさに報道に従事する

る必要が出てくるであろう。現在

ては、国会が皇室典範の改正をす

述べた。・天皇が譲位するについ

大切さを心に留めておきたい」と

子は日本国憲法を賞賛し「平和の

の５５回目の誕生日を前に、皇太

ての政治的権威を取り去った。現 １９４７年にアメリカの占領軍が
在でも多くの日本人が天皇に敬意 起草した平和憲法について繰り返
し発言を行っている。２０１５年

首相率いる自由民主党とパート

いない」と否定した。・安倍晋三

「天皇はそのような意図を持って

庁次長が、譲位の報道について、

傾向にある新聞の朝日新聞は宮内

・ＮＨＫの報道の後、日本の左派

足せば選挙区と同じだけの票を獲

し、共産党は小池晃書記長が退位

には全党派が支持している。ただ

いからである。・皇室典範の改定

に即位する」としか書かれていな

皇が崩じたときは、皇嗣が、直ち

位の規定がなく、第四条には「天

委員長は述べた。皇室典範には退

思う」と与党自民党の佐藤勉国対

「皇室典範の改定が必要になると

と政界を揺るがすことになる。・

い。この問題はただちにメディア

・退位については法律に規定がな

となる。

１８１７年に退位して以来のこと

天皇（１７７１～１８４０）が

これは明仁の直系の祖である光格

・この情報の裏づけが取れれば、

していた。

宮内庁は君主の公務の削減を発表

ありえないという。さきに五月に

や共同通信から報道されることは

かな筋からの裏づけなしにＮＨＫ

よると、これほどのニュースが確

一郎次長は述べた。だが観測筋に

ない」と同日夜に宮内庁の山本信

があることを報じた。・「退位は

数年以内に明仁が退位する可能性

に、公共放送ＮＨＫと共同通信は

庁は断言した。同日の早い時間

議席とな

年に明仁は終戦７０年記念に際し

をつよく求めて来た。・２０１５

国々とりわけ中国と韓国との和解

と、軍国主義日本の犠牲となった

後継者として、明仁は世界平和

ていまだに議論されている裕仁の

・第二次世界大戦時の役割につい

に必ずしも同意していない。

ないが、天皇は安倍氏の政策選択

になる。・天皇には政治的権威は

の統合の象徴」から「国家元首」

は現行憲法における「国家と国民

の改憲草案によれば、天皇の地位

・２０１２年に起草された自民党

和憲法の改定に言及した。

回しにして、１９４７年制定の平

日本経済の難問への取り組みを後

された。参院選の当日、安倍氏は

大臣陣営の圧勝の三日後にリーク

日の参院選における安倍晋三総理

・退位についての情報は７月１０

ている。

本各地訪問の際のスピーチを断っ

た。２００９年にも天皇皇后は日

の首長との会見などを減らして来

国要人との公式会食や地方自治体

礼的な活動を抑制し、訪日する外

がある。・高齢に伴い、天皇は儀

上げて、日本国民には非常に人気

親しい天皇というイメージを作り

（折口晴夫）

おおさか維新が大阪以外で唯一

です。十八歳は高校生が多く、主
がうろうろ。結果を見て、会長に

十九歳は

権者教育を受ける機会があったの
なわない野党は考え抜くほかない

ているのです。

う。そして、自民党衆院現職はそ

民進党

そんなこともあって、選挙結果

５４２０９０票、おおさか維新片

は、 こ の 結

給料に反映するので、誰にも相談

山大介５３１１６５票、この３名

果で兵庫に

決まった人は、副会長たちと公約

「自立心」「自尊心」を育てて

が当選（定数３）でした。野党共

おける議席

ですでに就職、大学生である十九

いくためには、大人とも誰とも対

闘 の 民 進 党 み ず お か 俊

を失いまし

にむけて作戦会議です。選挙を含

しかし、障害をもった子ども達
等であり、仲間との豊かな人間的

一４２００６８票で次点、共産党

た。 前 回 衆

歳より投票率が高かったという見

が、卒業して、働いて今回の選挙
な協力関係の中で育っていくもの

金田峰生２２８８１１票でした。

でしょう。

では、いやな思いをした生徒、な
だと思います。管理教育や競争社

候補を１名にしぼっていたらトッ
院選兵庫１

の票が欲しいので伊藤候補の応援

んだかわか
会の中では、「権利」について学

区で維新の

をした〝票絡み〟の打算で繋がっ

らないけれ
ぶことはむずかしいと思います。
プ当選なんていう計算もあります

党から立候

は自民党末松信介６４１９１０

ど「親がこ
実際学ばないで大人になった人も
が、そんなことを言うのは現実的

補した井坂

票、 公 明 党 伊 藤 た か え

の人投票し
多いと思います。模擬選挙などを

結局、集票組織としての関係業

ではないと私は思います。

出来ない、余計なことは、話せな

なさいとい
通じて、みんなで「権利」につい

信彦候補が

い。そのこと自体が悲しいです。

うから、投
て学び、主権者教育にもっともっ
者や利害団体、創価学会の力は絶
当選してい

め、全てに子ども達は、いきいき

票 し た。」
と真剣に向き合い、今の社会の矛
大だったということに尽きるよう
るのが唯一

方をすることもできます。しか

と話す生徒
盾を教えていくべきでないでしょ

の兵庫での

とかかわっていました。

もいまし
です。ちなみに、比例区では自民

し、全体の半分の人の投票率は、
まだまだ低いと思います。
私は支援学校で働いています。
今まで、生徒会行事は将来の社会

た。生徒会
党７６万余、公明党約３７万票、

の皇室典範では、天皇の崩御の後

の声明はまだ公式なものではない

て先の大戦に対する「深い反省」

)

に次の天皇の即位が行われると規

と述べて態度を保留している。

宮
( 城 弥生

うか？

の活動があ
まり結びつ

定されている。

を抱いている。

いと７月１３日水曜日夕刻に宮内

07h37
・天皇は退位の意向を持っていな

粉という食品業者の社長の娘）を

で、歴史上はじめて平民（日清製

LE MONDE | 14.07.2016 a ・今上天皇は日本の１２５代天皇

※

皇后に迎えた。彼は率直で国民に

に刻む」との意志を約束してい

「平和のはかりしれない価値を心

仁皇太子も憲法に対する愛着と、

の意を表明した。後継者である徳

※

あった。日本降伏後、日本を占領 倍首相の目標に対抗するかのよう
したアメリカは、昭和天皇から全 な行動を取っている。皇太子は

人々は天皇を半神だと考えてい は公式的には一切政治的権威を
た。また日本軍の最高司令官でも 持っていない。しかし皇太子は安

体として儀式に限られている。第 する日本国憲法の条項を覆したい
二次世界大戦終了まで、日本の という野心を持っている。・天皇

譲る意向であることが明らかに しに必要な数である。安倍首相は
なった。・天皇の役割は現在は全 長年にわたり、戦争を放棄すると

が側近たちに対して、息子の皇太 選挙の結果、彼らは参議院で３分
子徳仁（５６歳）に天皇の地位を の２を占めた。これは憲法の見直

・日本の公共放送ＮＨＫによる ナーが議会選挙で勝利を収めた３
と、８２歳になる明仁天皇（略） 日後に、今回の報道がなされた。

今上天皇譲位問題の核心とは何か
象徴天皇制の弱点が露呈した！
ニュースは「天皇に生前退位の意

まったくの無反省な態度に終始し

報道だったとの謝罪すらなしで

このニュースに対しては、当日
た。こうした報道姿勢そのもの

向がある」とスクープした。

の深夜に宮内庁次長の否定発言が

天皇自身が明確に否定したにも

が、ある種の政治謀略の類である

かかわらず翌日の各全国紙の第１
かかわらず、こうして日本人の間

あった。しかし報道自体への強い

面には、この出所の怪しい話がま
には天皇譲位問題が浸透した。こ

ことは明確である。

ことしやかに取り上げられ大々的
れは天皇の名による政治的行為で

抗議はなされなかった。それにも

に報道された。つまり宮内庁が組
あり、何とも不可解な結末という

またこのトピックスは瞬く間に

織として否定したことが、事実と

なにおかしいことか分かるだろう

世界に伝播した。対蹠的な二紙の

他はない。

か。こんなことがあって良いのだ
見解を紹介してみよう。

して報道されたのだ。これがどん

ろうか。この事に対して安倍総理
※
※

は「ノーコメント」、菅官房長官
は「検討していない」を貫いた。

●『ニューヨーク・タイ

akihito-abdicate.

world/asia/emperor-

com/2016/07/14/

n y t i m e s .

http://www.

ムズ』紙

政府としては当然の対応である。
そして続く１５日には皇位を譲
る「生前退位」に向けた法改正を
政府が検討していることに対し
て、天皇自身は早期退位の希望を
持っていないことが、政府関係者
への取材で分かったと前報道への

html?ref=asia&_r=0
「テレビ放送によると、

謝罪もなく又各全国紙で報道され
た。本当に信じがたい事態であ

日本の明仁天皇が譲位の
計画を持っている」

る。
この経緯に対する各全国紙の報

4
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省の筋とその背後にいる小和田恒

る河相現侍従長の筋、つまり外務

こうして宮内庁の別ルートであ

家の防波堤となって立つことにな

の犠牲者の家族の前面に与党政治

与党の錦の御旗となり、海外戦争

たな国家元首は、現実的には政権

て、政治化させる。そしてその新

カ の 心 理 戦「 日 本 計

天皇制の起源 アメリ

ログ」で、私は『象徴

「ワーカーズの直のブ

影に過ぎない。

力のない己が願望の投

のだからである。

至っても匿名のままなのか。当該
氏の陰が浮かび上がることにな
る。米国と一緒に戦争遂行するた

もらし続ける「宮内庁関係者」を

の者は、その無見識と無責任を当
る。そうなるとその論理的な道筋

る。

『ニューヨーク・タイムズ』紙の

然のことながら厳しく追及されて

特定していたのだ。ではなぜ今に

記事は、退位に関わって単に皇室

しかるべきである。

※

典範改正の必要性を述べたものだ

※

が、『ル・モンド』紙の記事を最

た最終見解案に皇位継承権が男系

同通信などの電通が操る大手メ

そもそもＮＨＫや時事通信・共

協議したことすらないであろう。

る最終的な決定は、１９４５年６

そこで私は、「昭和天皇に対す

ている。是非ご参照を

についての書評を書い

画」』（加藤哲郎氏著

男子の皇族だけにあるのは女性へ

ディアが自ら危ない橋を渡ってま
月にトルーマン大統領と太平洋問

めには、こうした新たな道具立て

の差別だとして、皇室典範の改正

で、天皇に譲位を迫ることなどあ
題調査会（ＩＰＲ）のジョン・マッ

が見えてくる。

を求める勧告を盛り込んでいた。

りえない。すべては安倍内閣の指
クロイたち『賢人会議』で決まっ

天皇自身が考えてもいないと釈

は国民的議論が必要だなどとのた

るとのこと。そして『ル・モンド』 これに便乗した軽佻浮薄な政治家

制する政治的意味があると見てい

まい、女系継承容認派の有識者も
日本側は駐ジュネーブ代表部を通

示の下に、なりふり構わぬ譲位話
たおり、多くの人々が誤解してい

初に翻訳して紹介した内田樹氏に

紙は、「確かな筋からの裏づけ」

さっそくにこれに反応している。
じて強く抗議し、削除を要請し

を進めたのだ。そしてこれには周
るようにマッカーサー元帥と昭和

平凡社新書２８１）

や「この情報の裏づけ」を二度も

今話題の日本会議副議長の小堀
た。そのため３月７日に発表され

到な準備がなされていたのであ
天皇とが話し合って決めたのでは

が必要なのである。勿論、現時点

強調して慎重な報道姿勢を取る。

氏に至っては「天皇の生前御退位
た最終見解からは、皇室典範に関

る。
ありません。（略）その意味にお

今年の３月８日、国連女子差別

報道機関としては当たり前の記述

を可とする如き前例を今敢えて作
する記述は消えたのである。

つまり安倍内閣が話を切り出せ
いて「国体」は護持されたのでは

明したことをもって、本来は直ち

ではこの天皇譲位問題を『ル・
る事は、事実上の国体の破壊に繋
興味深いことは、Ａ Ｎ. ウ. イ
ルソンがベネディクト１６世につ
ないので、天皇が数年前から言い
なく、アメリカに利用されたにす

よれば、『ル・モンド』紙は、天

モンド』紙のように安倍総理へ改
がるのではないかとの危惧は深刻
いて書いた「ニューズウィーク」
出したことにした。それに配慮し
ぎなかったのであり、これまで真

撤廃委員会が日本に関してまとめ

憲に対する挑戦だと見ることは、
である。全てを考慮した結果、こ
の記事は、日本版では「生前退
て、安倍内閣が法改正（皇室典
実はかくも隠されてきたのです。

に否定されるべき「ご意向」が今

正しいのであろうか。それが問題
の事態は摂政の冊立を以て切り抜
位」とあったが、原文では単に
範、憲法）を行い、国民の賛同を
もし貴方が戦後の『象徴天皇

皇退位は安倍政権による改憲を牽

である。
けるのが最善だ、との結論にな
「リタイア」である。なぜ「生前
得るといったシナリオが書かれ

で今上天皇との合意などはない。

そもそも皇位継承という日本国
る」との世迷い言を吐く。譲位は
退位」と奇妙で意味なき翻訳され

り、ある種の無法状態手はない

内部崩壊とも言うべき醜態であ

コミに流す手法は、宮内庁組織の

皇の「ご意向」をリークしてマス

用主義者なのだ。安倍内閣と深く

の意思を無視して恥じない天皇利

えと言っている彼ら自身が、天皇

質がよく見える。常日頃天皇を敬

この発言に日本会議の立場の本

は、大きくは改憲のための天皇利

端的に指摘しよう。天皇譲位と

に外務省の意図を感じる。

ら退位か譲位で充分だ。私はそこ

外では「リタイア」である。だか

に「天皇の生前退位」を発表し

改憲勢力が３分の２を取った直後

閣の憲法改憲を阻止するために、

い。

ではないく承認したものでもな

二十三日午前零事にＡ級戦犯の絞

明仁天皇の誕生日の十二月

本を読んで今後のためにも真剣に

いと考えているのなら、是非この

制』には、今では大して意味はな

まさに一人歩きしている。そして

家の最重要案件について、宮内庁
駄目だが摂政は良いとは、皆様こ
たのであろうか。因みに今回も海

か。
関わるに本会議の小堀氏らにとっ
用である。自民党の憲法草案で
首刑は執行され、米国は当時の明

願う！

長官が公式発表するならともな
の違いが分かるだろうか？

さらにＮＨＫ報道の後追いをし
て、天皇譲位とは国体の破壊なの
は、現行憲法の「象徴天皇」から、 て、「皇室典範」の改正を迫り、

である。

く、匿名の「宮内庁関係者」が天
た。したがって天皇が考えたもの

た各全国紙は、この「ご意向」は
である。つまり天皇の譲位は、彼
大日本帝国憲法と同じ「国家元
たのです。『政治とは関わりを避

仁皇太子にメッセージを発してい

ます。

考え抜いて欲しいと私は考えてい

宮内庁関係者への取材で分かった
らの立場からは何があっても認め
改憲を遅らせた、とする説もあ

一部には、今上天皇が、安倍内

と伝えたのだから、天皇の「ご意
る。しかしこれは改憲に反対する

け、平和のシンボルとして行動せ
よ、さもないと……』と。（略）
まさに米軍と象徴天皇制と憲法第
９条は一体の物、つまり三点セッ

日本国憲法は、確かに国民に基

ト」と書いた。

本的人権を保障した。しかし天皇
はその埒外にあり、人権も選挙権
も居住の自由も職業選択の自由も
ない。今回明らかになったように
退位の自由すらない。そして譲位
問題で浮かび上がるのは、象徴天
皇と基本的人権との関係である。
日本会議を含めた保守陣営は、米
国が問題意識なく是認してきた現
状に対して、象徴天皇にも基本的
人権を認めるか否かが焦点となる
大問題に直面することになるので

本来の天皇制の天皇は基本的人

ある。

権の埒外である。では象徴天皇制
では、一体どうなのか。
今回の天皇譲位問題は、戦後米
国が日本国憲法の中に上手く嵌め

単純に「経済の成長と株の上昇を

首」に権能を拡大させ実質化し

る。この動きが為替の変動や株の

結び付けられる」と考えることは

られず、またそもそも許せないも

乱高下を作り出す。さらに債権を

できないだろう。この表から分か

向」を宮内庁長官に成り代わって

買いあされば金利は低下するに決

るように米国の黄金時代の５０年

込んだはずの象徴天皇制の弱点を

いうシンボルは古くなったら捨て

まっているので、「超低金利」の

■金融資本主義が押し上
げる”株価”
米国の株価は、乱高下を繰り返
しながらも上昇を続けているよ
うだ。日本の株式だって二十年
間ゼロ成長という最悪最低の経
済状態であっても「管制相場」
があるにしても一万六千円前後
にいる。米国は世界最大の金融
帝国だ。米国の推移も見ながら
この問題を検討してみよう。
「ＮＹダウ、史上最高終値を５
営業日連続で更新」【読売新聞
７／１９】
【ニューヨーク＝有光裕】週明
け１８日のニューヨーク株式市

融取引が国際的に自由にできるよ

この変化は、「産業資本主義か
ら投資資本主義」への変化だとも
言われる。いずれにしても従来の
資本主義の旗手である造船、鉄
鋼、自動車、重電・家電製品、精
密機械、建設業・・・という歴史
的産業資本の育成を社会的任務と
して生まれた「金融資本」だが、
独立し今では寄生化し投資先を目
指して世界を目まぐるしく動き回
る投機的資金へと変貌したのであ

は８０年代の前半まで、米国株式
は上がってせいぜい１０００ドル
程度か、それ以下であった。
それが８５年プラザ合意時点の
１２００ドルへ。ところが５年後
の９０年には３０００ドルを突破
した。いったい何が起きたのだろ
うか。「景気」「経済成長」と言っ
た要因では説明できない――当時
米国経済は日本の猛追を受け貿易
赤字の拡大などで往年の輝きを失
いつつあった――”新たな”要因
が加わったことを意味するだろ
う。それが、ウオールストリート
やシティさらにはシンガポールな
ど国際金融センターが造られ、金

りに日本は乗り遅れたとされてい
る。）
しかし、歴史経過は逆になるが、
このような金融取引の自由化を歴
史的に要求せしめた遠因は、７１

同時不況が顕在化して各国は過剰

た。７２年と８０年前後には世界

http://baseviews.com/年の「金ドル交換停止」というエ
ポックメイキングな出来事であっ

この超長期トレンドを見れば、

chart/dow-ja.html

参 照

代、６０年代、７０年代、さらに

うになったことである。巨額の過

されているといことで下図も参照

▲１８６０年以降の米国ＧＤＰに

研究科）

年の急成長を考慮に入れていない

また、ドット＝フランク法はこの

原因でもある。
権力の配分、収入の配分、富の分
「金融資本」は証券会社＆銀行
配を大きく変える」（『金融が
の資金だけを意味するのではな
乗っとる世界経済』ロナルド・
く、今では産業資本自体が、投資
ドーア著中公新書刊）ものであ
先を見いだせずこのような証券投
る。
資市場に参入するのである。だか
より具体的に述べれば「先進工業
ら金融業界の利益と金融資本の総
国・脱工業国の総所得において、
利益は同じではない。もちろん個
金融業に携わっている人たちの取
人の資産投資家の資金を含む。
り分が大きくなる傾向にあるこ
ピケティの定式γ >g
も、同じ
と。」（同上）。
事実の別の表現と言えるのだ。金
さらにこのドナルド・ドーアは
融資産（家）――個人でも企業で
「企業利益を金融業と非金融業に
も――の利益率＝γは、それ以外
分けた内訳で・・全利益所得にお
の運用資産を所有しない人（つま
ける金融業の各社の割合は平均
Confer Thomas Philippon: "Theり、賃金労働者や無職、年金生活
で、 １ ９ ５ ０ 年 年 ま で は ９・
future of the financial industry"者など）の所得＝ｇよりも高いス
５ ％。 ２ ０ ０ ２ 年 に は そ れ は
（ニューヨーク大学レナード・ ・
N ピードで成長する、と言うことで
４１％となった。」（要旨、同上）
スターン・スクールファイナンス ある。しかも、金融資本主義の近

場で、ダウ平均株価（３０種）

剰ドルがこれらのセンターに集め

傾向を変えるものではないと指摘

ピケティは強調しないが、彼の言

の終値は前週末比１６・５０ド

られるようになったのである。
しかし、せつかくのドーアの指

している。

（この自由な国際金融センター造

だった。終値としての史上最高

摘であるが、金融資本主義の「影

ル高の１万８５３３・０５ドル

う格差は加速している、金融資本

値を５営業日続けて更新した。

り分」「金融業界のＧＤＰ比」と

響と大きさ」は、「金融業界の取
株式相場の話に入る前に、株や

言うものでは十分表せないが、金

（ここまで読売）

証券、土地、為替各市場に巨大

これを筆者などは「経済の金融

のこと。

な金が流れ込むようになったが、 融資本主義急拡大の一端があらわ

化」「金融資本主義」などと呼

金融経済は資本主義をある意味

おける金融セクターの割合

んできた。

で変えた。「金融経済とは、・・

■米国ダウの株価長期ト
レンドがあとづける金融
資本主義化

の急成長に対応して。

露呈させた。最大の失敗は、旗と
「
ＮＹダウ、史上最高値更新」
という金融経済のアダ花
て新しい物に取り替えればよい
が、象徴天皇は人間であり、老齢
化し死亡して譲位の問題が発生す
る。その場合、米国との関係はそ
のまま円満に継承されるかという
大問題を公然と提起することにな
る。つまり昭和天皇は米国と見解
を統一して納得し、今上天皇は昭
和天皇に乞われたヴァィニング夫
人を家庭教師につけて米国が一生

敗戦国の元首が、戦勝国に対し

懸命に教育してきたからだ。

て皇太子に家庭教師を付けてと要
請するとは！ まさに昭和天皇の
究極の保身戦術ではなかったか。
しかし現皇太子へは、米国からは
何の教育もできていない。現皇太
子には、不安材料がある。娘の愛
子のため女性天皇の願望も強いこ
ともその一つに数えられている。
また皇位継承の順番の問題もあ

そしてその解決のための皇室典

る。

範の改正には今後様々な困難があ
る。保守陣営の中には今や石原慎
太郎のような共和主義者もいる。
これも困難の一つだ。それ故に今
後、小堀氏を始めとする日本会議
を含めた保守陣営の総体を大いに
揺るがす事態の発生も充分ありう
る話だ、と私は考える。
（直木）

6
7

徐々に貨幣価値を下げ世界各国に
済の金融化」の意味するものは、

最後になるが、このような「経

むほかはないのだ。だから株式市

も「オイルダラー」「ジャパンダ
各企業や金融会社にとって短期的

商品や過剰設備に悩んでいた。金

ラー」などとして滞留した。こう
にはベストの「利殖方法」であっ

場は乱高下しながらも上がる仕組

した資金を自由に投資できるオー
ても、長期的には非生産的な部門

との交換停止となったドルは、国

プンな規制の少ない金融取引セン
の資産を巨大化することで「生産

みがある。

ターがかくして登場したのであ
資本の重しとなる」ことである。

際通貨という位置に安住しながら

る。

この世に「打ち出の小づち」な

利潤率は低下し新規経済投資や研

の同時多発テロや２００３年のイ
どは存在しない。無から有は生じ

この、株式相場の「経済実態と

ラク戦争などで大幅に下げたがす
ないのである。生産的労働とそれ

究開発を阻害し生産力の向上は妨

ぐ元に戻ることを繰り返した。あ
らの産業からのみ現実の富は造ら

かけ離れた高騰」と言う現象は、

のリーマンショック＝大恐慌で
れるのである。ところが金融資本

げられ、資本主義経済の運命を縮

１３０００ドルから７０００ドル
主義は、資金を生産部門ではなく

かくして生じ始めたのである。そ

程度まで半分に暴落したものの、
非生産的部門に引きつけ富の吸い

めるめるものなのだ。

回復は早く２０１３年には同じ以
上げを図っている。金融資産家に

の後はＩＴ不況でも、２００１年

前の水準に戻り現在ではダウ平均

深刻化する。これが現代資本主義

富が集まり、格差社会が固定化し

このように、「株式」などの市
の構図となっている。（リュウ）

１８０００ドル超だ。

場は様々な指標、例えば成長予想
とか為替変動とか雇用情勢とか・・
で変化する。しかし、趨勢として
肝心なのは世界的な過剰資本・過
剰ドル、つまりは現実的経済運営
に行き詰まり投機資金として駆け
ずり回っている資金が増大してい
るということである。端的に言え
ば、国際信用不安さえなければ
「リスクオン」で、投資資金は買
い！買い！買い！・・と一斉に進

ンピックの混迷はど

それにしてもオリ
発揚の手段でしかないのです。そ

でしょう。ここでは、選手は国威
７月１５日の『週刊金曜日』は

五輪批判などできないでしょう。
おうとしているのです。「ＪＯ

す。この国は税金でメダルを買

費について、『８００億円から

Ｃの橋本聖子選手本部長は、東

１０００億円が必要。さらに増

京 五 輪 ま で の ６ 年 間 で、

ところが、都知事選がこの呪わ

える可能性もある』なんて言っ

〝呪われた東京五輪〟を特集し、

れた東京五輪にメスを入れてい

ているが、冗談じゃない」（同

森利権・ＪＯＣ利権を追及してい

１９６８年のメキシコ五輪で

紙）

れでも、競技者は勝ちあがること

抜け出せない、リオ

す。すでに過去の政治家となった

ミー・スミス選手と３位にジョン・ る、とはとても言えないようで

は、２００メートル走で１位のト

山口敏夫候補が、「東京五輪・パ

の小槌、選手は金蔓。腐った五

が宿命だから、国家に絡め取られ

五輪では多数のロシ

カルロス選手が表彰式で星条旗が
ラリンピックなんかもうヤメてし

輪。選手の皆さんはこの現実を

うだろう。愚かなメ

ア選手が参加できな

掲揚される間中、黒い手袋をはめ
まえ！」、「森の森による森の為

どう考えているのでしょう。も

ダル争いからドーピ

くなってしまいまし

た拳を突き上げて黒人差別に抗議
の東京五輪」では大会開催は危う

うすぐリオ五輪狂騒が始まりま

６００億円といわれていた強化

た。オリンピックに

しました。彼らは帰国後、米ナ
いといった主張をしています。こ

ます。

どのような理念が

ショナルチームからの除名・追放
れはこれで面白いのですが、ひと

るほかないのです。

あったとしても、ス

され、職に就くこともできなかっ

ング迷路にはまって

ポーツは国家を背負

ということです。

何回転もしてみせる

背負うことに抵抗する選手もいる

たそうです。このように、国家を

い人権運動のワッペンを付けてい
日本スポーツ界〟を告発していま

ダイ』が〝五輪バブル 浮かれる

さらに、７月２日の『日刊ゲン

なくなるでしょう。 （晴）

巨悪はそれを見て笑いが止まら

ていたら、テレビの向こう側の

すが、テレビを見ながら〝ニッ

ことにどんな意味が

ようですが、金メダルを取った日

つのエピソードにすぎないのが残

関係者にとって五輪は打ち出

い、背負わされてい

この時、２位となったオースト

るのです。
そもそも、１００

あるのか私は理解で

本選手はお定まりのように日の丸

ポン・ニッポン〟なんて浮かれ

きないのですが、そ

念です。

うすることによって
を手にウイニングランをします。

分の１秒を競ったり、 ラリアのノーマン選手は左胸に丸

メダルを取れるなら
あれは自発的なのでしょうか、そ

使が「決議」され、戦争が一段と している（赤の矢印）。特に太平

新安保法制や集団的自衛権の行 後に反動が起こり、ＧＤＰが低下

ルではプラス収支と考えてよいだ

分が大きかったことから、トータ

見られるものの、それまでの成長

は「アベノミクスは戦争経済」 と名目ＧＤＰの増加分は近い水準
（クラウゼビッツ将軍）植民地獲

■「戦争は政治の延長である」

いささか極論であると思う。し 一方、日本が直接戦争の当事者に

左右のいづれかにかかわらず一面

る」と考えるのは、政治的立場が

発揚⇒プーチンの国内権力固めと

も似たものである。ロシアの国威

シリア内戦に空爆で参加したこと

事的行動である。同様にロシアが

はないのだ。きわめて政治的・軍

も大きな刺激を与えてき

新たな重工業や化学産業に

進し産業に貢献もしたし、

特定の科学技術の開発を促

に思える。なるほど戦争は

度重なる戦争の産物のよう

に見られるように――政府に死の

てーー米国の軍産複合体に典型的

の否定的本質を開示してい

二つの世界大戦こそが戦争

もその一端がみられるが、

方でしかない。上記図表に

しかし、それは一面的見

た。

商人よろしく戦争を煽り、ロビー

とされる食料や衣服などなど巨大

ず国民的軍隊を動かすために必要

れる。そして、武器弾薬のみなら

発などで巨大な国家財政が構成さ

戦争とともに租税強化や国債の乱

主義の歴史は戦争と切り離せず、

長を阻害してきた確かに近代資本

だ。

定の産業利益の追求の結果なの

のではなく、政権の政治野心と特

る。これは総資本の意思と言うも

る軍需産業が引き起こすのであ

れらを利用して暴利を得ようとす

偏狭な排外主義を煽り、さらにそ

化を目指す政府の野心が国民的な

このように現代の戦争は、権力強

面的である。

評価もあるが、これらも含めて一

となった」という一般的な従来の

争は日本資本主義再建のきっかけ

なるほど日本においても「朝鮮戦

するのか？

争」は日本資本主義の経済に貢献

朝鮮戦争などの「対岸の火事戦

』の記事にあるような、日
japan
本が巻き込まれない大一時代戦や

では、上記『 the capital tribune

れる。

る・・ことなど否定面が鮮明に表

により産業基盤が破壊されもす

は多数の人的被害があるし、戦乱

退する。戦乱に巻き込まれた国民

停滞することで長期には経済は衰

資本の再生産や技術革新が

上するのは短期間だけで、

中し、それゆえ生産量が向

き起こして体制自壊に至った旧ソ

り組みなおかつアフガン戦争を引

に対米軍拡競争に国家的規模で取

も消耗した米国経済であり、同時

にはベトナム戦争などで経済的に

的な影響を及ぼす。これは典型的

の肥大化は、資本主義経済に否定

中長期にわたる戦争や軍需経済

growth.htm

nobu/profile/milex-economic_

http://web.econ.keio.ac.jp/staff/

」延近 充

出典「戦後日本の経済成長の性格

赤□が日本で、青△が米国です。

論的にも明確だ。下図参照。

阻害するすることは統計的にも理

資本主義経済は、欧州の――ナポ

費の増大＝軍事経済は経済成長を

戦地とならない場合でも、軍事

■戦争や軍事費の増大は経済成

な需要と消費が巻き起こる。ヨー

レオンから第二次大戦まで――の

軍需は国家が引き起こす巨大な

連邦の史実が証明している。

ロッパを中心として発生してきた

脅威」「愛国心」を民衆に訴える。 る。それは工業が軍需に集

活動を展開して「危機」「テロの

軍需産業が政治的影響力を行使し

「経済」と言う点では、一部の

の意図に貫かれている。

放映権も巨額となり、マスコミは

が膨れつつあります。当然のこと

り、準備段階でも途方もなく費用

五輪は招致合戦でカネまみれとな

クは利権そのものなのです。東京

こんなことだから、オリンピッ

にしても見たくない情景です。

れともやらせでしょうか、どちら

国家的意義があるの

身近なものとして感じられてき 洋戦争後のＧＤＰの減少はすさま
ろう。」

戦争経済とアベノミクス ジリ貧の路程にさらに踏み込む

た。先日の参議院選挙の街頭宣伝 じいものがある。日清戦争、日露

「日本は戦争をしなければ経済が だが、太平洋戦争については、Ｇ
得競争時代以後の資本主義の戦争

において、ある「左翼系？」弁士 戦争の場合には、投入された戦費

成り立たなくなっている」（要 ＤＰの増加分よりも戦費の方が圧

かし重要な問題であることは当然 はならず、経済的な恩恵だけを受

的で正しくない。戦争は政治的目

が、「経済のために求められてい

だ。あらためて「経済と戦争」に けることができた第一次大戦や朝

的達成の手段として発動される、

倒的に大きい。

関するまとまった記事をネットで 鮮戦争では、実質ＧＤＰの大幅な

というクラウゼビッツの言葉は依

旨）と主張した。

検索して以下の「中立」風のもの 成長をもたらしている（グレーの

から「経済メリット」

制裁を考慮すれば始め

あり、欧米諸国の経済

ことは経済的な重荷で

う。クリミアを抱える

う軍事行動を見てみよ

クリミア半島併合とい

シア・プーチンによる

一昨年前に起きたロ

調したい。

益」ではないことを強

決して単純な「経済利

が戦争の目的である。

支配の拡大を狙うこと

国内外の権力の強化や

主義を利用しつつ、政府や国家が

のは難しいが、国内の偏狭な民族

然として名言である。一般化する

第一次大戦については、戦後の反

を見つけたのでそれに即して考え 矢印）。
てみよう。
「戦争と経済の真実－戦争には 動（１９２３年、１９２４年）が
どのくらいの経費がかかるの
か？」【 the capital tribune
】というテーマである。し
japan
かし内容は「戦費」だけではなく
「戦争と経済成長」も含まれてい
たし、そちらの方が重要なテーマ
だと思う。
http://www.capital-tribune.
要点を引用しよ
com/archives/1
う「（下記）グラフを見ると、ど
の戦争についても、戦争の遂行に
が上昇している
よって実質 GDP
ことがわかる。しかし、日本が直
接当事者となった日清戦争、日露
戦争、太平洋戦争では、戦争終了

1968 年メキシコシティオリンピックの 200m 走
の表彰台で、拳を掲げる金メダリストのトミー・
スミス（中央）と銅メダリストのジョン・カー
ロス（右）。
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コラムの窓… 「理念なきオリンピック、カネまみれの東京五輪！」

るという熱気高まる様

席が足りず立ち見も出

す参加者で、会場は座

代表は、イリノイ博士に反対しま

イナ、ベラルーシ、ロシア共和国

ていた事実を守るために、ウクラ

ミリシーベルトを超えないとされ

事故前は自然条件で、生涯７０

強いています。そんな中、避難者

末で打ち切りと経済的にも困難を

め、避難先の住宅補償も来年３月

島からの避難者を精神的に追いつ

常識な無理やりの帰還政策は、福

それに比べ、今の日本政府の非

真実を伝えるため、時間を費やす

頭・地域・職場で無関心な人にも

かけています。署名を通じて街

人署名を全国で取り組もうと呼び

権利」を補償するための１００万

の延長、被害者に「健康に生きる

した。あとは、避難者に住宅支援

と、議会を利用することの提案で

た。チェルノブイリ法に学び、地

と共に助け合いながら生きる社会

ことの必要性を感じています。私

住宅・雇用・引越し費用などを補

を目ざす「協同センター」設立の

方議会に働きかけ独自の支援策の

集会では、他にも一人ひとりが

子 で し た。 講 演 は、 ロ

した。各共和国は勇敢にも自ら決
お知らせがあり、困難な状況にめ
たちの出来ることから始めてみま

要求をし国の政策を変えていこ

出来るアクションが提案されまし

シア社会制度研究者で

定することを選んだのです。そし
げず支援を続ける体制作りに力強
せんか？ （折口恵子）

償、被害者とその後に生まれた子

償にも大きく影響しています。移

モスクワ国立大学に留

て各共和国の思いが法を決定しま
さを感じました。

どもを含め生涯の無料医療支援な

住か居住を選べる権利、移住権で

を図り、イリノイ博士に科学的な

学の経験もある尾松亮

した。地方議会が被害者の立場に

う、市民からの請願・陳情を出し

だ。政府の金融財政政策は、最初

の中で産業資本再生という「正

「原発被害者の救済を
のは生涯３５０ミリシーベルトを

７月９日（土）の午後、 議委員会では被害の事実の隠ぺい

求める全国運動」の関

西集会が行われました。 許容量とする概念と、主張させた

氏 で、 ２ ０ １ ２ 年「 子

立って選んだことは、その後の補

のです。

ども・被災者支援法」

当日は、１００名を超

の策定に向けた作業に

も参加され、避難者の

方にとって有力な味方

です。

ど、まさに生きる権利が実践され

から失敗が約束されている。政策

設備や鉄道や道路などのような生
道」がほとんど無視され、－－こ

だが戦争は起きうるし、現に発
チェルノブイリ法の

て「意見書を」採択してもらおう

消費であり需要である、と言う点

活や生産に何のプラスにもならず
の再建が困難であるが故にスルー

裂や抗争が潜伏し拡大する。その
生している。安倍政権はすでに中
正式名は、１９９１年

５ 月 １ ５ 日 付（ Ｎ

１２４４－１）ロシア

連邦法「チェルノブイ
リ原発事故の結果放射
能被害を受けた市民の
社会的保護について」
という長い名前です。
この画期的な法が成立
するためには、地方議
会の良識ある判断と闘
いが必要だったのです。
モスクワのソ連最高会

の抵抗は命に危険があると判断

この時の機動隊員による暴力に

し、車の上での抵抗行動を止め

よって３人ものケガ人が救急車で

及び工事業者がまさに一斉に襲い

両の上にのって抵抗していたメン

搬送される騒ぎとなった。

かかり、あっという間にゲート前

バーも機動隊員の暴力の嵐を受

た。

昨晩は夜中にもかかわらず機動

け、ケガ人が続出。もうこれ以上

のテントは破壊され、ゲート前車

隊が排除に来るのではないかと、

高江地域に集まり、工

ど１，０００人近くが

警備員・工事関係者な

衛局職員・アルソック

人なのに、機動隊・防

江区民はたった１４０

力の地域支配・・・高

★機動隊等の国家権

が続いている。

無視した地域住民支配

あると言える。法律を

動隊の「戒厳令下」に

言で言えば、高江は機

今の高江の様子を一

たようだ。

隊の暴力弾圧は報道し

がに２３日の本土機動

道しなかったが、さす

再開の事をほとんど報

本土では高江の工事

３、 戒 厳 令 下 の
高江

が新設された。

ドＧとＨの入り口にもゲート

同時にＮ１ゲート裏とパッ

支援者の皆さんと一緒にＮ１ゲー

２．機動隊のメチャメチャ
の暴力排除

ているのです。

では公共投資に似ているが、港湾

に、ミサイルや戦車や潜水艦など
して－－金融経済拡大や株価高騰

福島の避難者を救済しよう

は経済の循環から脱落して消費さ

の効果が出ないので再び財政出動

策に収れんしている。当然にもそ

へと傾斜してソブリン危機にまた

れてしまうのみだ。再生産には一
切の寄与をなさないのだ。まさに

一歩近づく様子だ。

戦争は経済と言う面からすれば全
くの無駄なのだ。

需産業のテコ入れと武器の海外輸

さらに安倍政権の政策力点は軍

冒頭の「左翼系弁士」の主張に違
出、原発再稼働といった「経済の

意地悪な言い方かもしれないが

和感があるのは「日本は戦争をし

コベミクス、とはよく言ったもの

重荷」にしがみついている。アベ

だ。

なければ経済が成り立たなくなっ
ている（だから戦争に前のめりに

（そうさせてはいけないが）仮に

なる）」というのではない。「戦
争で成り立つ経済」などはそもそ

矛先をかわし反政府運動として拡
東など戦争地帯への参戦を決意し

日本が戦争経済に本格的に移行す

大することを阻止するために安倍
た。 戦 果 を 挙 げ 国 威 発 揚 に よ

も存在しないからなのだ。日本の

政権は戦争を欲しているのだ。国
りーーあたかもプーチンのよう

れば、資本主義経済の没落は早ま

民内の卑しい愛国心や民族主義に
にーー国内の権力固めと国際舞台

長期にわたる経済的困窮が社会的

火をつけ海外に打って出る。これ

るに違いない。

は明治維新政府の台湾征伐（明治
での 活
"躍 を
" 狙っているのだろ
う。同時に自衛隊の参戦は、日の

矛盾を深めさせており、社会的分

七年）以来の国家支配者たちの常
丸武器の見本市でもある。オラン

う。
（六郎）

はさぞかし刺激されているだろ

的発注を獲得したことに安倍首相

爆の戦果により自国戦闘機の世界

ドやプーチンが「イスラム国」空

套手段だ。

■アベノミクスと戦争

アベノミクスほど資本主義を追
い詰める経済政策をかつて見たこ
とがない。自業自得と言うもの

本土と沖縄のかけ橋をめざして

エイジの沖縄通信
ト付近で徹夜する。

明け方５時頃、北側から機動隊
約３００名があらわれ、南側から
も機動隊約２００名があらわれ、
私たちをサンドイッチの様に挟み
それでも、午後２時～の抗議集 撃ちにするような強制排除が始ま
会には１６００人の県民が大結集 り激しい衝突が始まった。

沖縄防衛局職員が人数や車ナン
バーをチェックしている。私にし

し、参議院選挙で当選した伊波洋

こちらはゲート前の道路に約

てみれば、攻守反対になってい

一さんも元気に挨拶する。

問題は明日からの工事着工で て２００人で抵抗運動。私たちは
す。機動隊は朝から県道７０号線 機動隊に包囲されたが、まだ車は
を封鎖して、反対派の車を阻止す 数台しか排除されなかったので、

１５０台以上の車をビッシリおい

る作戦のようだ。

北部訓練場のゲート前を通れば

る。

しりと並んでいた。。集会会場と

かった。工事強行の前日に高江に

なったＮ１ゲート前も機動隊・防

機動隊・軍警備・防衛局職員がびっ

久しぶりの高江は様変わり。車

た。
しかし、５００人以上の機動隊

写真３～機動隊があらわれたときの様子

入りました。

でＮ４ゲート前を通ったら、こち
衛局職員がびっしりと並び威圧す

まだまだ抵抗出来ると思ってい

らのメンバーがゲート前でチェッ
る。

れるとき聞き、急きょ沖縄に向

高江で２年ぶりの工事が再開さ

１．強行前日の様子

高江で「
オスプレイパッド」
建設工事強行される！

NO29
写真２ Ｎ１ゲート前での抗議集会
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写真４～機動隊の排除が始まる
写真５～パッドＧとＨの入り口に新設されたゲート

原発事故から５年後の約束≪チェルノブイリ法≫
なんでも紹介

クしているのではなく、機動隊と

写真１ 県道７０号線を埋めつくす機動隊車両

事優先の地域支配をしている。
砂利をおろしにやって来る。

アルソック警備員がダンプの搬入
を警備する。

マボコやパトカーなど警察車両７
近い状態が毎日続いている。

そのダンプの前後を機動隊のカ
★県道７０号線を封鎖・・・早
台に守られながら時速２０キロの
富
( 田英司

写真７ 「高江住民の会」テントも阻止車両も撤去さ

れ無し。ゲート前入り口には、もう業者のための新

)

今高江ではこんな「戒厳令」に

朝から新川ダムの道の所で、違法
スピードで来る。迎えるＮ１ゲー

が動いて、工事が着々と進んでいる。

の道路封鎖をして、支援者がＮ１

ゲートが作られ、ゲート内ではユンボ等の工事車両
事道路がつくられていく。

ト前では、４０人以上の機動隊や

写真８ 今は次々に１０トンダンプがゲートに入り、工

ゲート前に行けないようにした。
道路封鎖をしていない時も、新川
ダムの道の所で検問を実施して、
一台一台の運転者に免許証の提示
を要求する異常検問を実施した。

★座り込み抗議者を長時間拘束
してトイレにも行かせない・・・
ゲート前で機動隊に長時間包囲さ
れ、トイレに行きたいと訴えて
も、「ダメ」の一点張りでトイレ
に行かせなかった。人権が無視さ
れ続けた。

「出生率１・４６」２年ぶりに増えたが人口減少は過去最大

回ったと５月に発表

０４ポイントを上

４６で、前年を０・

特 殊 出 生 率 は １・

２０１５年の合計

はかかっておらず、これから出産

ることに驚く。人口減少に歯止め

人を超えて過去最大を更新してい

上回っていて人口の減少は２８万

ぶりに増えたが、死亡数はそれを

政府は、保育所の緊急整備や子

する女性が減っていくだけにこれ

低下したのだからそ

育てと仕事の両立支援の「エンゼ

された。（図参照）

れに比べれば増えた

ルプラン」を打ち出してから２０

からも人口減少の流れは変わりそ

ということだ。人口

年以上過ぎて課題は出そろってい

２年ぶりに増えたと

を維持できる水準

るのに、本格的な対策は先延ばし

うになく、少子高齢化社会に向け

「２・０７」とはか

されて何も解決されていない。さ

いっても、２０１４

け離れていて、安倍

らに待機児童問題も起こり安倍政

て抜本的な解決をしなくてはなら

政権が掲げる「希望

権は、「１億総活躍プラン」で保

年の出生率が「１・

出 生 率 １・ ８ の 実

育サービスの拡充や保育士の待遇

ない。

現」という目標にも

改善をうたうが、財源のめどが立

４２」で９年ぶりに

ほど遠く、少子化対
策が進んでいないこ
とがわかる。それよ
りも１５年に生まれ
た子どもの数も５年

色
鉛
筆

２５日以降、毎朝７時半ころか
らＮ１ゲートにはダンプが次々に

写真６ これが、もとのＮ１ゲート前のテント姿。

たないまま置き去りになって

いる。この財源は消費税率を

１０％に上げないと確保でき

ないというが、上げなくても

財源はある。安倍政権は法人

税を毎年下げていく等、大企

業優遇策によって大企業は内

部留保が膨れ上がっている。

２０１５年１０月～１２月の

法人企業統計によると企業の

利益剰余金は３５５兆円で、

２０１２年同期の２７４兆円

から８１兆円も増え、アベノ

ミクスの３年間で３割も増え

ている。経済の立て直しが必

要だと言うアベノミクスは、

それら全て大企業が儲かるよ

うになっているだから大企業

が税金を負担すれば財源はあ

るはずだ。

儲けることが第一の大企業

優先の社会そのものが変わら

なければ、若者の雇用の安定、

安心して子どもを産み、育て

やすい環境はできないのだろ

うか？と、悲観的になってし

まうが「保育園落ちた の
｣匿
名ブログのように今の社会に

怒りを持っている人たちが大

勢いることを信じて、私も怒

りの声をあげていきたい。

（美）
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