
[2020年 8月 30日(日)]  安倍政権 緊急検証連載 一強の果てに 安倍政権の 7年 8 ヵ月(1) 

『世論を顧みず, 敵と味方に分断「安倍カラー」政策を押し通す』 
 

◆デモ参加に批判の書き込みが… 「何かに反対したいだけの『そういう人』と,色眼鏡で見られ, 一部の同級生

から避けられてしまった」 大学院生の是恒香琳さん(29)は, 2015年に安全保障関連法が成立した際の体験を振

り返る. 集団的自衛権行使を可能とする同法に疑問を持ち大学生のグループ「SEALDs シールズ」の一員として,

国会前デモに毎週のように参加していた. 「おかしい」と思ったことに声を上げただけ. それなのに, 是恒さんの

行動にはネット上で批判や脅迫めいた書き込みもあった. 安倍

政権の 7 年 8 ヵ月では, 安倍晋三首相がこだわる政策を推進

すると, それに反対する市民が街頭で抗議する構図が根付い

た. ◆首相「こんな人たちに負けるわけにはいかない」  象徴的

なのは 2017 年 7 月の東京都議選. 秋葉原駅前での街頭演説

で, 首相は政権批判の声を上げる聴衆を指さし「こんな人たち

に負けるわけにはいかない」と声を荒らげた. この対応を批判さ

れると同年 10月の衆院選からは, 遊説日程を公表しない「ステ

ルス作戦」. 政治家にとって重要な国民に直接語りかけ, 民意

を肌で感じる機会を避けた. 「分断」は市民同士の間にも拡大. 首相の街頭演

説会場で, 聴衆から「辞めろ」「安倍総理がんばれ」と真逆のやじが飛び交い, 

異様な空気に包まれることも珍しくなくなった. ◆分断の背景に安保法, 秘密

保護法  こうした分断の背景には, 首相が世論を顧みず, 国論を二分する法

律の成立を強行したことがある. 国民の知る権利を侵害する恐れが強い特定

秘密保護法. 自衛隊の海外での活動を広げ, 多くの憲法学者が違憲と指摘し

た安保法―. 国会前には, 是恒さんのように抗議する市民が連日のように駆

けつけた. 時間をかけて審議し, 大多数の国民の理解を得た上で成立させれ

ば, これだけの分断を招かなかった可能性がある. 政権基盤である保守層を

まず固め, それを支持の核として政権運営を安定させる首相の政治手法. 時

間をかけて議論するよりも, 考えが異なる「こんな人たち」は遠ざける方が早か

った. 退陣を表明した 28 日の記者会見では「政治で最も重要なことは結果を

出すことだ」と振り返った. ◆願うは「排除しない政治」 是恒さんはシールズ解散後, 性暴力をなくす運動に取り

組んできたが, そこでも, 民族差別など世の中を「敵」と「味方」に分ける風潮の高まりを感じる. 次の首相には, 

異なる意見に耳を傾け, 説明を尽くしてほしいと願う. 「社会は多様な人たちでつくっているのだから, 『こんな人

たち』 と排除しない政治を取り戻してほしい」 (署名記事)  

◇「安倍１強」と称された長期政権を築いた安倍首相の突然の辞任表明.  7 年 8 ヵ月の政権運営は私たちの社

会をどう変えたのか. 政権の功罪を緊急連載する. 

 

[2020年 8月 31日(月)]  安倍政権 緊急検証連載 一強の果てに 安倍政権の 7年 8 ヵ月(2) 

『株価重視, 生活上向かず 実質賃金低下, 年収 200万円以下増』 
 

国会正門前の道路を埋め尽くし安保法案廃案を訴えるデモ参加者＝
2015年 8月 30日, 東京・永田町で 



◆「金持ちにはもうけさせたのに…」 「この 7 年余りで給料は徐々に下がった. 新型コロナウイルスで, この先どう

なるかも分からない」 在任 7年 8 ヵ月の安倍晋三首相が辞任を表明した翌日の 29日. 東京都内に住むビル清

掃員の男性(67)は, 不安げな表情で都庁前に集まった 160 人の列に並び,ご飯やミニトマトなどの食料品を受け

取った. 貧困問題に取り組む認定 NPO 法人「自立生活サポートセンター・もやい」(東京) などによる週 2 回の食

料配布. コロナ禍の生活苦もあって支援を求める人が増え, 29 日に列に加わった人の数は例年の 2.5 倍に達し

た. 安倍政権の 7年 8 ヵ月で年収 1000万円を超える層が増えた一方, 200万円以下の「ワーキングプア(働く貧

困層)」も増加. 格差の拡大が指摘されてきた. 食料配布の列に並んだ年金暮

らしの無職男性(72)は「金持ちにはもうけさせたのに, 貧乏人には何もしてくれ

ない」と憤った. ◆消費税率引き上げで支出増  「アベノミクス」の目玉政策と

して日銀は 2013年に大規模な金融緩和を開始. 大量に国債を買い入れ, 市

場にお金を流しこんできた. 結果的に円の価値が下がり, 為替相場は円安に. 

輸出で稼ぐ大企業の業績は回復したが, 恩恵を受けた人は多くはなかった. 

企業はたまった利益を「内部留保」に回し, 賃金は大きくは上がらなかったた

めだ. 失業率など雇用環境は改善したが, 企業は人件費を抑えようと低賃金

の非正規雇用を増やした. こうした中で安倍政権は, 2014 年 4 月と 2019 年

10 月に消費税率を引き上げた. 給料は上がらないのに支出は増加. 物価の

伸びを超えて賃金が上がったかを示す「実質賃金指数」は低下を続け, 家計に占める食費の割合を示し, 高い

ほど生活が苦しいとされる「エンゲル係数」は上昇した. ◆株高演出でも「買うお金なんてない」  円安による大

企業の業績回復は株高を演出. その後も安倍政権は株価を重視した. 市場関係者の間では, 支持率を維持す

るためとの見方がもっぱらだった. 株高は金融資産が多い富裕層ほど受ける恩恵が大きく, 格差の拡大を助長し

た. 都内の不動産関連会社で働く 40 歳代の女性は「アベノミクスはお金を持っている人に有利な政策なので, 

私たちのような業界にはありがたかった」. 逆に, さいたま市の男性会社員(37)は「株を買うお金なんてない. 自

分とは関係ない人たちがもうけたようで悔しい」と話した. (署名記事) 

 

[2020年 9月 1日(火)]  安倍政権 緊急検証連載 一強の果てに 安倍政権の 7年 8 ヵ月(3) 

『コロナ下でも改憲に執念「立憲主義に逆行」支持得られず』 
 

「任期中の憲法改正が, 安倍晋三総裁を支える全議員の思いだ. そのツールとして, 感染症を入れるよう提案し

たい」 安倍首相側近で自民党の下村博文選対委員長は 8 月 27 日, 党の議員連盟で, 党改憲案にある「緊急

事態条項」を感染症にも適用するよう提案. 新型コロナウイルス対応を理由に, 首相在任中の改憲を目指したが, 

翌 28 日, 首相が退陣を表明した. 首相自身も自衛隊がコロナ対応

に当たっていることを挙げ, ９条改憲を訴えたことがある. ◆改憲ル

ール変更, ９条に自衛隊明記…あらゆる手段講じ  首相は 2012 年

の政権復帰後, あらゆる手段で改憲を目指してきた. まずは, 改憲

手続きを定める 96条の改憲を主張. 国会発議の要件を 3分の 2か

ら過半数に緩める内容だったが, 改憲ルールを変えるやり方は「裏

口入学」との批判を浴び,棚上げした. 2017 年には, ９条に自衛隊を

明記した新憲法の 2020年施行を目指すと表明. これを受け, 自民党
集会でプラカードを掲げ、安倍首相が目指す改憲への反対を
訴える参加者＝2019 年 5 月 3 日, 東京都江東区の東京臨海
広域防災公園で 



は 2018 年, 自衛隊明記や緊急事態条項創設など４項目の条文案をまとめた. こうした動きは「立憲主義に逆行

する」との批判にさらされ続けた. 立憲主義とは, 国家権力の暴走を憲法によって縛るという現行憲法の根幹を

なす考えだ. 96 条の改憲を目指したのが代表例. 2014 年には, 歴代政権が違憲としてきた集団的自衛権の行

使を, 政府による憲法解釈変更だけで容認した. そもそも首相は 99条に基づく憲法尊重擁護義務を負う立場な

のに, 改憲を主導すること自体, 立憲主義に反すると言われてきた.  

◆安保法成立強行後,世論調査に変化 集団的自衛権行使を可能とする安

全保障関連法については, 衆院憲法審査会で与野党が参考人に招いた憲

法学者 3 人全員から「９条違反」と疑義を示されたにもかかわらず成立を強

行. 野党が求める憲法 53条に基づく臨時国会の召集も避けてきた. そんな

首相の姿勢が警戒心を高め,世論を改憲へと向かわせなかったのは間違い

ない. 憲法記念日前に毎年行われる共同通信の世論調査によると, 改憲へ

の賛否を尋ねた 2015 年調査では, 賛成が反対をわずかに上回ったが, 安

倍首相の下での改憲を問う質問となった 2016 年以降は賛否が逆転した. 

首相は退陣表明の際, 改憲について「国民的な世論が十分に盛り上がらなかった」と認めながらも, 次の首相に

改憲への取り組みを期待した. だが, 主権者である国民が改憲を求めているのか―. 次の首相も改憲を目指す

なら, この根本的な問いに向き合うところから始めなければならない.(署名記事) 

 

[2020年 9月 3日(木)]  安倍政権 緊急検証連載 一強の果てに 安倍政権の 7年 8 ヵ月(4) 

『変えて隠して疑惑逃れ…モリカケ桜の記録はどこへ』 
 

辞任を表明した 8月 28日の会見で, 安倍晋三首相は 7年 8 ヵ月の在任中に残したレガシー(遺産)を問われ, こ

う答えた.「国民の皆さん,歴史が判断していくのかと思う」 ちょうどテレビで会見を見ていた三宅弘弁護士はこの

発言に首をかしげた. 「だったら安倍政権は, これまで国民が判断できるだけの記録を残してきたのだろうか」. 

頭をよぎったのは, 官僚による忖度や「お友達優遇」と指摘された数々の

私物化の疑惑だった. ◆森友, 加計…変えたり隠したり  三宅氏は 2018

年まで政府の公文書管理委員会の委員を務めた. 隠蔽, 改ざん, 廃棄

－. 安倍政権下でずさんな公文書の運用に直面してきた. 例えば, 首相

の妻の昭恵氏が名誉校長に就いていた森友学園への国有地売却問題. 

2017 年に格安の払い下げの事実が明るみに出ると, 財務省は「保存期

間１年未満」を理由に取引の交渉記録を「廃棄した」と述べ事実確認を拒

んだ. 決裁文書については 首相が「私や妻が関係していれば首相も議員

も辞める」と答弁した直後昭恵氏に関する記述などを削る改ざんが行われて

いた. ◆都合が悪いと「怪文書」 首相の知人が理事長を務める加計学園の

獣医学部新設では, 「総理の意向」との内部文書が報じられると, 菅義偉官

房長官は「怪文書」と強弁. 政府側は国会で「記憶にない」「記録はない」と繰

り返した. モリカケ疑惑を受け, 政府は 2017年 12月, 公文書管理のガイドラ

イン(指針)を改正した. ◆抜け穴, 例外, あいまい基準  改正は当初, 公文

書管理委が手掛ける想定だった. ところが財務省にヒアリングを始める直前, 

2018年 3月, 財務省が公表した森友学園への国有地売
却を巡る決裁文書改ざんの調査結果. 改ざん前の文書
には安倍首相の妻昭恵氏に関する記述もあった. 



首相直下の内閣官房から改正の原案が委員会に示される. 突然の政府の方針変更に委員たちは驚いた. 原案

は, 文書の保存期間を「原則１年以上」と定めながら, 抜け穴も用意していた。日程表など軽微な文書は「１年未

満」との例外を設け, 何を軽微とするかは各省庁の判断に委ねられた. 委員からは, 1 年未満の扱いを助長しな

いか懸念を抱く声もあった. 2 年後, 首相主催の「桜を見る会」を巡り, 委員の懸念は現実となる. 公金で賄う行

事に, 安倍首相が多数の支援者を招いていたことが発覚. 2019 年 5 月野党が資料を要求したその日, 内閣府

は招待者名簿を廃棄した. 招待客を取りまとめる内閣府は指針改正後, 名簿の保存期間を 1年から 1年未満に

変更していた. ◆「長期政権が残したのは負の遺産」 三宅氏は「指針を改正しても体質は変わっていない. 仏を

作って魂を入れずとはこのことだ」と語る. 記録をゆがめ, あったことをなかったことにする. 公文書管理において, 

最長政権が残したのは負の遺産だった. (署名記事) 

 

[2020年 9月 5日(土)]  安倍政権 緊急検証連載 一強の果てに 安倍政権の 7年 8 ヵ月(5) 

『米兵器を大量購入 対米追従で膨らむ負担』 
 

「私の後継者も日米同盟を強化する方針に変わりはない. 安心してほしい」 安倍晋三首相は 8 月 31 日, トラン

プ米大統領との電話協議でこう伝えた. 敵基地攻撃能力の保有に向けた安全保障政策の見直しにも触れて, 

「ミサイル阻止のための新たな方針を策定している. 日米で緊密に連携したい」と実現に意欲を示した.  

◆敵基地攻撃能力も先取り  首相は在任中, 日米同盟の強化を名目に米軍と自衛隊の軍事的な一体化を推

進. 自衛隊が地理的制限なく海外に出向き, 米軍と一体的に活動できるようにするなど, 憲法や専守防衛を逸

脱する取り組みを重ねてきた. 対日貿易赤字への不満を示すトランプ氏に自動車の輸入関税引き上げを見送っ

てもらうため, 長距離巡航ミサイルやＦ35 戦闘機といった攻撃的な米国製兵器の大量購入も相次いで決定. 周

辺国を射程に収めるミサイルや, レーダーに映りにくいステルス性能で他国の領空侵入も想定するＦ35 は敵基地

攻撃能力を先取りするような兵器だ. 自衛隊幹部は「現場で必要性を議論する前に, トップダウンで買ってから

使い道を考える, 本末転倒のやり方が多かった」と明かす. 制度面では

2014 年に憲法解釈を変更し, 歴代内閣が禁じてきた集団的自衛権の

行使を容認.  2015年の日米防衛協力指針(ガイドライン)再改定では,  

自衛隊が海外で米艦防護や支援をできると申し合わせ, 国民の強い

反対を押し切って安全保障関連法を成立させて法律上でも可能にし

た. ◆購入額は最大 7000億円に 首相は辞任前に敵基地攻撃に関す

る方向性を示すことに固執するが,攻撃的な米国製兵器の購入で能力

の確保に向けて見切り発車していたのが実態だ. 米軍の偵察衛星などとの連

携強化が欠かせない, 敵基地攻撃能力の保有を決めれば, 日米の一体化は

さらに加速する. 警戒感を強める周辺国に軍拡の口実を与え, かえって緊張

を高めて地域を不安定化させかねない. 米国製兵器の購入などでトランプ氏

との「蜜月」を誇った首相だが, 自動車問題も解決できたとは言い難い. トラン

プ氏が, 次期駐日大使に指名したケネス・ワインスタイン氏は 8 月 5 日の米上

院外交委員会で, 日本との貿易交渉に関して 「特に自動車分野で, さらに前

進が必要だ」と強調した. 首相主導の爆買いで, 米政府を通じた「対外有償軍

事援助(FMS)」での兵器購入予算は増加. 第２次安倍政権の前には最大で

護衛艦「かが」で, トランプ米大統領と並んで訓示し,日米
の軍事的一体化を強調する安倍首相＝2019 年 5 月 28 日, 
神奈川県横須賀市で 



1600億円だったが,2015年度以後は 3500億～7000億円の間で高止まりしている. 負担増の避けられない対米

追従を続けるのか, 次期政権は重荷を背負っている. (署名記事) 

 

 


