
最近言われなくなった言葉に、井戸塀政治家という言
葉がある。「選良」という言葉も死語になってしまってい
る。政治という重要な分野において、人間の崇高な精神
を認めなくなったからであろうか。自らと違う考えの相
手との利害調整を図る政治の大切さがわからなくなった
のだろうか＊1。政治に知恵を出し利害調整を助ける官僚
の役割に対する評価も地に落ちている。しかしながら、
それではしっかりとしたリーダーシップは確立できまい。

1政治家は、かつて「選良」と呼ばれていた
前回ご紹介した岡崎久彦氏の祖父、岡崎邦輔の『憲
政回顧録』の記述から、かつて政治家が「選良」と呼
ばれていた実態がうかがわれる。それによると、「この
とき（第1回と第2回の帝国議会選挙）は、まだ選挙に
対して、不正手段を用いて、これを腐敗堕落させるな
どということを知らなかった（中略）。全国各地とも、
地方第一流の人物を挙げ、藩閥官僚に代わって、直ち
に国政を託するに足る人材を目標に、各候補者を選定
したものである。（中略）われから進んで候補者として
名乗りを上げる人間などは、品性劣等、士人のともに
遇すべからざる者として排斥され、かえって選挙され
ることを迷惑がるような立派な人物を、無理やりに選挙
民が担ぎ上げるという有様であった。中には本人の知
らぬ間に、当選したものもあれば、本人の承諾なしに
選挙してしまったものなどもたくさんあった。費用など
も多くは、有志家の自弁で、候補者自身は一文も出さ
ず、全部選挙民の負担したものなど至る所にあった。
これでは投票買収などのあろうはずはない。同時に制

＊1） 現代の政治運動の多くは、自分と異なる意見に対して悪意を持って中傷する不寛容なものになっている。原因としては、ネット・メディアでの集団志
向が指摘されている（「民主主義の壊れ方」デイヴィット・ランシマン、白水社、2020、p173）。

＊2） 戦時中の「出たい人より出したい人」の例として、安倍元総理の祖父、安倍寛氏が地元の村長に担ぎ上げられた話がある（「安倍家の素顔」安倍寛信、
オデッセイ出版、2020、p126）

限せずとも、選挙費用のかかろうはずが無く、その実
際は、驚くべく金の要らぬものであった」というのであ
る。
選挙に金がかかるようになったのは、大正3年の大
隈内閣が行った総選挙以来で、普通選挙制度の導入が
それを加速することになったとされている。英国のよ
うな党営選挙というのでなければそれはやむ得ない現
象といえよう。米国の選挙でのお金のかかり方は、我
が国の比ではない。そこで、選挙浄化運動が行われ、
「出たい人より出したい人を」というスローガンが唱
えられるようになった＊2。しかしながら、最近では、
このスローガンも聞かなくなっている。

2地元から「出したい人」とは
ここで問題になるのが、地元の利益誘導ばかりする
のが政治家というイメージである。それに対して、戦後
の保守合同で活躍した大野伴睦は回顧録で以下のよう
に述べていた。「多くの人の頼みごとを政治の上でどん
どん反映さそうと努力すると、世間では「陳情政治」と
批判する。しかし、民主政治から陳情を除いたら、そこ
に残るものは、明治の初めから築かれてきた官僚政治
でしかない。お役所という官僚の安住の地で考えられる
政治は、彼らの勢力拡大の政治である」。戦後自民党が
長期に政権を維持してきたメカニズムが、この大野伴
睦の言葉からうかがわれる。しかしながら、政治学者の
佐々木毅元東京大学総長は、このような政治を議員が
選挙区の利益に専念し、選挙民の「東京出張所」にな
るという意味で批判を込めて「地元民主主義」と呼ん

危機対応と財政（番外編－2）
政治のリーダーシップの基盤にあるもの 

―官とマスコミ
国家公務員共済組合連合会 理事長　松元  崇
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だ＊3。地元の人の頼みごとを政治の上でどんどん反映し
てくれるような政治家が「出したい人」というのでは国
はどうなってしまうのかというわけである。しかしなが
ら、政治に志す人のほとんどは、社会なり国家なりにつ
いてのビジョンを持っている。井戸塀政治家という言葉
が聞かれなくなっても、政治で財を成したという話を聞
くようになったわけではない。選挙地盤が固まって、次
の選挙を心配する必要がなくなると、多くの政治家は国
家・国民のためにということを正面に打ち出すようにな
る。そして、地元からもそういったことで評価されるよ
うになっていく。今日でも、与野党を通じて「選良」と
呼ぶにふさわしい政治家は多いように思う。

3マスコミと政治
筆者がそう思うようになったのは、農林予算を担当

して、戦後初めての米価引き下げに関与した時の経験
からである。当時の農林行政は、戦後の補助金漬け農
政から脱却して産業としての農政の展望を開いていこ
うとしていた時期であった。そのような中、補助金漬
け農政の象徴といわれていたのが米価だった。生産性
が上がらない中で上げ続けた結果、米価は国際価格に
比べて10倍以上にもなっていた。そこで、農水省は
規模拡大による生産性向上に政策の重点を移していこ
うとしていたのである。しかしながら、それは戦後の
高度成長の中で、都会に息子娘たちを送り出して地方
で零細な農地と先祖伝来の墓を守っている多くの農家
への「補助」の削減を意味していた。そこで、地方出
身の多くの議員は与野党を問わず、従来同様の米価引
き上げを求めていた。それらの議員は、ベトコンとか
アパッチと呼ばれていた。それに対して、ベテラン議
員となって農政の将来を考える人たちは正規軍と呼ば
れて、農水省と一緒になって米価の下げを目指してい
た。
筆者が最初に関わった昭和61年の米価は、双方が

がっぷり四つに組んで結局据え置きとなった。最後に決
まったのは深夜0時過ぎ。筆者は、主計官のお供で官
邸の官房長官室に詰めていた。深夜になれば、自民党
本部に集まっているベトコンやアパッチの先生方もだん

＊3） 「保守化と政治的意味空間」佐々木毅、岩波書店、1986。
＊4） 当時は、役人で亡くなるものも多かった。筆者が大蔵省に入省した時、学生時代に所属したボート部の先輩のおじさんが竹内道雄事務次官だったこと

から官舎に伺ったことがある。その時、「まあ厳しいところだよ。同期で2人くらいは亡くなるな」と言われた。筆者の同期では、2名が現役中に、1
名が退官して間もなく亡くなっている。

だんいなくなり、最後に農林部会長一任で米価引き下
げが決まるはずだった。ところが、先生方がいなくなら
ない。その情報を聞いて、後藤田官房長官が「これは、
芝居ではないな」とつぶやいた。しばらくして、農林部
会を代表して、羽田孜代議士と加藤紘一代議士が来ら
れた。そして、来年は下げると確約するので、今年は据
え置きにしていただきたいとの申し入れが行われた。下
がると思われていた米価は据え置きになった。
翌年、羽田先生には、米価をめぐる資料の説明に訪

れた際に、こんな資料の作り方じゃダメだといった指導
までしていただいた。そのようにして、戦後初めての米
価引き下げが実現した。その後、紆余曲折はあるが、
農政は産業としての農業への道を少しずつ歩み続けて
いる。もちろん、その道は険しいものだ。ベトコンから
正規軍となって農政の将来を展望しておられた松岡利
勝代議士や松下忠洋代議士には、ずいぶんとお世話に
なったが、いずれも自ら命を絶たれた。その報を聞いて
の当時の思いは、選挙に当選し続けながら国家・国民
のために働くことは難しいというものであった＊4。
農林担当の記者にはベテランが多く、政治家がどの
ような動きをしているか、農水省がどのように考えて
いるかを突っ込んで取材しており、それを材料に当方
にも取材攻勢をかけてきた。ある時、まだ米価決定ま
でに相当の間があった時期に、当方が話したわけでも
ない数字を、主計局の農林係はこれだけの大幅引下げ
の方針だと記事にすると言ってきた。当方としては、
「今の時期の観測記事として書かれるのはご自由です
ね」と答えるしかなく、そのまま記事になったが、そ
れはこちらの腹を取材してきたのであった。考えてみ
れば、それは、その記者が米価決定の参加者の一人に
なっていたということだった。日本のマスコミは、政
治の参加者の一人といえるのである。

4番記者と日本の政治
日本のマスコミに特徴的なものとして番記者の仕組

みがある。それは、記者が個別の政治家に張り付くこ
とによって政治の裏側までをも取材する仕組みであ
る。番記者として有名なのは、筆者も何回か説明にう
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かがった読売新聞の渡辺恒雄氏で、同氏は昨年の
NHKの報道番組（「戦後日本の自画像」）で、番記者
制度に批判があるが政治の本当の姿を報道するために
は不可欠な制度だとしていた。
我が国のマスコミは難しい入社試験をパスしてきたエ

リートの集団である。記者は、取材を通して政・官・
財・労の代表的なエリートと人的ネット・ワークを形成
している。そのようなマスコミ・エリートを、政治家も
連絡役や知恵袋として活用してきた＊5。それに対して、
最近では、それが国民の政治に対する不信感をもたらし、
無党派層を増やしているといった批判が行われるように
なっている。渡辺氏のNHK番組での証言に対して、政
治学者の御厨貴氏は、それは政治が開かれていなかっ
た時代のことだとコメントしていた。しかしながら、番
記者制度がなくなったとしても、我が国のマスコミの取
材スタイルが抜本的に変わるかと言えば疑問だ。我が国
の合意形成の仕組みが、論理的な説得はほどほどにし
て、説得されない者には論理を超えたところでその者の
顔を立てて全員一致の意思決定を目指す（本稿第6回参
照）というものである限り、政策形成の実態を伝えるた
めには、記者は論理を超えたところでの利害調整がいか
になされるかを取材しなければならない。インフォーマ
ルなサークルの中に入っていなければならない。そのこ
とは、そこで知ったかなりの情報を記事にできないこと
を意味するのである。
なお、記者が知っている多くの情報を記事にせず、

記事にする場合には食い込んでいる政治家に有利な記
事を書く癖は、外国に駐在している場合「他国の同業
者に比べ、ホスト国政府の言いなりになることで有
名」ということにつながっているとの指摘がある。リ
チャード・クー氏＊6によると、その結果「相手国政府
にとって都合の悪い話は報道されなくなって（中略）
日本のマスコミに対する評価はきわめて低いだけでな
く、実際現地で命がけで仕事をしている日本企業の会

＊5） 政治家の知恵袋としては、佐藤政権における産経新聞出身の楠田秘書官や中央公論の粕谷一希氏などが知られている。
＊6） 「よい財政赤字、悪い財政赤字」リチャード・クー、PHP研究所、2000
＊7） 同様の指摘として、我が国の政治家の発言を、すぐに我が国に不利な一方的な「国際公約」にしてしまうという話がある（「やぶにらみ金融行政」ペイ

オフは国際公約？中井省、財経詳報社、2002）。
＊8） 「日本の『敵』」中西輝政、文春文庫、2003
＊9） 我が国では「政府の審議会や懇談会からテレビ・ワイドショーにいたるまで、アマチェアを自負する入たちが身の回りの生活体験をもちだすと、専門

的議論をしていた識者さえ理由なく迎合するような雰囲気がいつのまにやら出来上がってしまった。（中略）「主婦感覚」といった私的空間の限られた経
験をストレートに政治や社会の公的空間に結びつける奇妙さは、家庭の団欒をそのまま電車やホテルなどの社会的空間にもちこんで他者の迷惑をかえ
りみない現代日本独特の風土と結びついている（「政治家とリーダーシップ」山内昌之、岩波現代文庫、2008）」との指摘がある。

＊10） 筆者が主計局の調査課長時代、お世話になった俵孝太郎氏は、「マスコミの決まり文句は、何かといえば、行政の責任が問われている、ということだ。
要するに、政治・財政につけを回せと、国民をけしかけているのである。（中略）新聞も、テレビに平仄を合わせて、国民の甘えと依存の構造を正当
化し、助長する（「日本最良の選択」俵孝太郎、青春出版社、2002）」と指摘していた。

社員たちは日本以外のマスコミから情報を集めなけれ
ばならなくなっている」というのである＊7。

5日本特有のワイド・ショー政治
記事にされない情報があることは、国民に不透明感
を与え、我が国で欧米流のリーダーシップが成立しに
くい背景になっている。政策論争が建前を並べただけ
の解説記事になりがちなことから、世論が注目するの
は、政策の目指すところよりもその政策が弱者にどの
ようなひずみをもたらすかといったスキャンダル的な
ところになりがちになる。その結果が、日本特有の庶
民感覚でのワイド・ショー政治と言えよう。
ワイド・ショー政治について、中西輝政教授＊8は、

「日本の場合、（中略）民衆が『庶民感覚』＊9からスト
レートに支配エリートや本流のリーダーたちを批判す
ることが民主主義だと思い込んできた節がある。ここ
に、日本では建設的な議会政治が成り立ちにくい構造
がある。議会というのは、エリートともう一つのエリー
トの集団のそれぞれの側のリーダーがお互いにリー
ダーとして意見を闘わせるところである。代議制という
のは、まさにここに意味があるわけだが、野党政治家、
特に日本の左派やリベラル陣営さらには大マスコミに
は、いわゆる『市民感覚』から、あるいはストレートに
『庶民の立場』に立って考える、ということだけが民主
主義における政治家の使命だと思っている人たちがあ
まりに多い。」「『民意の政治』というものが本来的に民
主主義なのではない。なぜなら『民意はしばしば間違
うことがあるからだ。このことをしっかりと念頭に置く
ことが民主主義の出発点である』」としている＊10。
ちなみに、この傾向は最近のことというわけではな
い。筆者は財政史研究を高橋財政から始めたが、2.26
事件で高橋是清が暗殺された10日ほど後、東洋経済
の主筆だった石橋湛山は「彼らは何等か事が起こると、
必ず痛烈に要路のものを攻撃し、嘲笑し、罵倒する。」
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「低級なる読者の関心を買うために、知らず識らず議会
を排撃し、言論の自由を自ら失うことに努力していた。」
「節操も、独立性も殆んどない状態だ。」「今や社会各機
関の伝統と勢力が崩れ落ちて、最も感化力のあるのが
言論機関だ。それは良くも悪くも現代社会において最
大なる勢力だ」と述べてマスコミを批判していた＊11。

6ディベート不在の教育
我が国のジャーナリズムが、「庶民感覚」からの権

力批判ばかりになりがちな＊12背景には、明治以来、我
が国でディベート教育が行われなくなったことがある
というのが筆者の考えである。筆者のふるさと鹿児島
では、旧薩摩藩時代に郷

ご

中
じゅう

教育というものがあり、そ
こでは「詮議」というディベート教育が行われていた。
「詮議」では、年長者が無理難題を出して年少者に答え
させる。例えば、「殿様が急用だが、早籠でも間に合わ
ない、どうするか」といったことに即答させるのであ
る。難題だから、答えは決まっているわけではない。
それに対する年少者の答えを、何人かの年長者がああ
でもないこうでもないと「詮議」するのである。
筆者は、平成6年、主税局で与党税調の担当をして

いたころ、官民の勉強会で陽明学者、安岡正篤のご子
息の安岡正泰氏が主宰していた東洋思想の研究会で論
語を学ばせていただいた。そこで、実は、儒教の開祖
である孔子はディベート教育を行っていたのだと考え
るに至った＊13。弟子との問答の中での孔子の答えは状
況によって実に様々なのだ。例えば、ある時、孔子が
弟子たちを集めて「お前たちを認めて用いる人があっ
たら、どのように応えるか」という質問をした。ある
弟子は、他国に使いして辱められないようにしたいと
言い、ある弟子は、国を治めて民を豊かにしたいと
言った。そのような中、曾皙という弟子は郊外に散策

＊11） 「石橋湛山－リベラリストの神髄」増田弘、中公新書、1995,p123
＊12） 権力に対する批判の図式は、議会が一丸となって専制的な行政府に対抗していた時代のもので、近代政党が登場した後の議院内閣制にはあてはまらな

いものとされいる（バジョット）が、我が国では、今日も、その図式にとらわれているとの指摘がある（「比較議会政治論」大山礼子、岩波書店、
2012）。欧米のマスコミは、常に疑いをもち真実を探求し不正を許さないという意味で反権威ではあっても反権力ではないとされる。

＊13） 人事院研修（日本アスペン）でご指導いただいた哲学者の今道友信先生は、日本では、論語で「子曰」を「しのたまわく」と読ませるが、直訳すれば
「先生が言った」だ。聖書の「Jesus said」も「キリストが言った」だ。敬語を使うことによって、本来、対話だったことが分からなくなっている。
哲学の初めは、ソクラテスの対話なのだと話されていた。

＊14） 先進編11－26
＊15） 陽貨編17－22
＊16） 寺島実郎氏が、財務総合政策研究所の講演（「9.11後のパラダイム転換と日本」）で、一番競争力がないのは農業でもなんでもなく、日本の社会科学

系のアカデミズムだ」と話されていたが、それもディベートのない教育のせいではなかろうか。
＊17） 前掲、「日本の『敵』」。我が国で、世論の感情化に警鐘を鳴らしていた随筆家としては山本夏彦氏を挙げることができよう。
＊18） 畑村洋太郎東京大学名誉教授。同教授は、「新しいことに挑戦すればいやでも矢敗するのであるから、失敗に対する考え方自体を変えなければならな

い（中略）。このような考え方が理解され社会に広まることで、我が国が新しい創造的な社会に転換してゆく（学士会報No.841）」としている。なお、
本稿第5回でみたとおり、失敗に寛大なのが英国の政治である。

し、高台で涼んで歌でも詠じながら帰ってきたいと述
べた。孔子は、その曾皙をよしとした＊14。また、孔子
は、ブラブラしているよりは、博打でも打っているほ
うがいいといったことも述べている＊15。そのような問
答集である論語の解釈として、江戸時代には様々な学
派が成立していた。清国や李氏朝鮮のように朱子学一
辺倒にはならなかったのである。ところが、そんな論
語が明治になると正しい教えを述べている教材として
だけ扱われるようになった。今日の大学で教授が学生
とのディベートを望んでも、学生との間でディベート
が成り立たないという話を聞くが、それは明治以来の
そのような教育のせいではないかと思っている＊16。

7危機時に世論が感情化することへの歯
止め
石橋湛山が、「低級なる読者の関心を買うために、
知らず識らず議会を排撃し、言論の自由を自ら失うこ
とに努力していた」と述べた時、それは、我が国にお
いて、危機時に「空気」の支配が起こりやすいことを
指摘したものだった。中西輝政氏は、危機時において
「空気」の支配が起こりやすいことは、何も我が国に
限ったことではないが、歴史的に長く民主主義をとっ
てきた国では、世論が常に感情に傾きやすい弱点を
持っていることに着目して、危機時に世論が感情化す
ることに対する安全装置を必ずシステムの中に組み込
んでいるとしている。例えば英国ではマスコミや学者
の間に、危機時における「世論に抗する発言」を非常
に高く評価する気風があるという＊17。
危機時に我が国で「空気」の支配が起こりやすい背

景にも、失敗についてディベートが行われないことがあ
るというのが筆者の考えである。最近、「失敗学」＊18な
るものが唱えられているが、失敗したらどうしようとい
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う議論が行われにくいのである。その実態は以下のよう
なものである＊19。「例えば企業においても組織において
も、ある方が大変自信を持って、ある事業計画を発表
なさる。ご本人は大変自信を持っている、絶対に成功
する計画であると。その会議で例えばどなたかが、「今
のお話を伺っていると、こういう処にこういう問題は発
生いたしませんか」という発言を仮にしたとしますと当
事者はどういう反応を示すかというと、「君はわしの計
画にケチをつけるのか」と言って非常に感情的になる。
そこで引き下がればよろしいのでしょうけれども、更に
食い下がって「しかし、もしも問題が起きたらどうなさ
るのですか」という質問をすると、「そのときは総力を
結集して対応すればいいじゃないか」と。その総力を結
集する計画も予めないんですよね。更に「いや、それ
でも問題が解決しない場合はどうするんですか」と言う
と、「君、その時はわしが腹を切るよ」といった、そう
いう一連の考え方が、私たちの中にはまだまだあるの
じゃないのかと思います。つまり、将来起こり得る問題
点《リスク》を口にしようとしても、それを許さない雰
囲気が日本の杜会に醸成されている」というのである。
では、そのようにして失敗した時にどうなるかと言え

ば、腹を切ると言っても、腹を切らされるのは多くの場
合部下になる。「トカゲのしっぽ切り」である。すべて
の責任をスケープ・ゴートのせいにしてしまうのである。
これは、先の戦争についての戦争責任＊20についても見
られたことで、かつての戦争責任があいまいにされてい
る背景には、責任を全て軍部というスケープ・ゴートの
せいにしてしまったことがあると考えられる＊21。実は、歴
史を忘れないとして行われている議論も、責任を全て軍
部のせいにしてしまい、その結果、政治のリーダーシッ
プが最も求められる安全保障の分野で現実的な議論が
行われにくくなってしまっているように思われる。

8内閣府での経験
マスコミを批判することは簡単だが、政治や行政は

それでは済まない。筆者は、内閣府の官房長だった
時、併任で自殺対策を担当していた時期があった。当

＊19） 非公開の講演から。
＊20） 昭和17年のミッドウェー海戦は、我が国が先の戦争で敗戦への道を歩み始めた最初の負け戦であったが、その研究を横須賀海軍航空隊が行ったとこ

ろ「誰の許可を得てやったのだ」と作戦部長にしかられ、報告書の回収を命ぜられたとのことである（杉野尾宜生、産経新聞2002.5.5）。
＊21） 戦後、幣原内閣は戦争調査会を作ろうとして禁止された。占領軍が禁止した理由は、本国で想定される戦争責任追及であったと考えられている（「犯

したアメリカ愛した日本」三浦朱門、西尾幹二、ベストセラーズ、2002）。責任回避は、日本だけではないのである。
＊22） かつての金解禁不況も、無理な円高による交易条件の改善がもたらしたものであった（「恐慌に立ち向かった男　高橋是清」松元崇、中公文庫、参照）

時は、長引くデフレの中、有効求人倍率が0.6前後と
なり、若者の就職難が続いて自殺者が増えていた。自
殺を防止するためには周りの人が気づいてあげること
が大切だというので、啓発のために筆者も東京駅での
朝のティッシュペーパー配りを行ったりした。そんな
中、担当者から人気グループのAKB48が啓発のキャ
ンペーンに協力してくれるとの報告があり、早速ポス
ターが出来上がってきた。ところが、それが自殺対策
を遊びで考えているとの批判を受けることになった。
マスコミからそのように批判されると取りやめざるを
えない。その批判の中で自殺対策が注目されることに
なったので、目的のなにがしかは遂げられたと思う
が、協力してくれたAKB48の関係者には誠に申し訳
のないことだった。もう少し、マスコミ対応をうまく
できなかったものかと反省したところである。
最近、政治への忖度ということが言われるが、内閣
府の事務次官当時には、交易条件を改善すべきとの自
民党の議論に対して問題点の指摘が不十分だったと反
省している。交易条件の改善は、時と場合による。例え
ば、実力によらない円高による交易条件の改善はいいこ
とではない。それは、リーマン・ショック後の円高とい
う交易条件の改善が国内産業の空洞化をもたらしたこと
から明らかなことだった＊22。当時、求められていたのは、
実力を上げるために我が国の生産性をどう向上させるか
という議論だったのだ。ところが、ドイツでの交易条件
の改善に着目して日本でもとにかく交易条件を改善すべ
きだという議論が自民党での「空気」になっていた。そ
れに対しての問題点指摘が不十分だったというわけで
ある。かつて、政治のどんな議論に対しても、是は是、
非は非とするのが、霞が関の伝統だった。公益に基づ
いて、自由に議論出来るのが魅力で霞が関を目指した
若者も多かった。それが、政治への忖度で自由な議論
が行われにくくなっているとすれば、問題と言えよう。

9証券局時代の思い出
証券局の補佐時代には、銀行と証券の業際問題を担

当した。米国のMMF（マネー・マーケット・ファンド）
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が即日に現金化できるのと同じように、日本の中期国債
ファンドも即日に現金化できるようにしたい（中国ファ
ンドの即日解約）というのが大きな懸案だった。それに
対して、銀行局は、それは銀行の決済機能を侵すこと
になるので、銀行・証券分離が行われている我が国で
は認められないということだった。銀行・証券分離は、
米国に倣って導入された制度で、その米国で認められ
ていることがなぜ認められないのかということでずいぶ
んと議論した。なぜ、こんなことを書くかというと、こ
の中国ファンドの即日解約をめぐって証券業界に便宜を
図ろうとしたということで、筆者の後輩が逮捕・起訴さ
れたからである。中国ファンドの即日解約は、金融自由
化の流れの中で、証券局としては当然の政策課題だっ
た。それを促進しようとしたことが証券業界の便宜を
図っているとされたことには、ショックを受けた＊23。た
だ、考えてみれば、業界の利害調整について、部外者
から見れば不透明に見えることもあるわけであり、役人
がやっている以上、公益のために議論しているはずだと
いう信頼がなくなれば、なんでもいかがわしく見えてし
まったということであろう＊24。信なくば立たずである。

⓾検察・警察への信頼と民主政治
少し古くなるが、2001年の米ギャラップ社と読売新聞
社の日米共同世論調査＊25によれば、国家の統治に関する
機関に対しての日本人の信頼度は著しく低い。首相6％、
国会9％、中央省庁8％、それに対して警察・検察が
19％となっていた。ちなみに、米国では、大統領66％、
連邦議会63％であった。それは、日本の国民が、自らが
選んだ政治家よりも政治家の腐敗追及を行う警察や検察
を信頼するという民主主義国家としては極めて問題のあ
る姿を浮き上がらせていた＊26。
そのように、国民が政治に不信感を持つようになった
背景には、昭和49年の田中首相時代の金権選挙批判以
来、政治と金がスキャンダルに直結するというステレオ

＊23） この時の証券局への取り調べでは、ベテラン職員に自殺者が出た。
＊24） 公務員倫理法について、倫理審査会の花尻尚会長が、ボート部の先輩だったことからお話を伺いにいったことがある。花尻会長は、公務員への国民の

信頼が回復されて日本以外に例を見ないような公務員倫理法がなくなることを願って仕事をしているとのことであった。
＊25） 2001.1.18読売新聞
＊26） そのような姿の問題点を指摘しているのが、2019年にノーベル経済学賞を受賞したアビジット・バナジーとエステル・デュフロである（「絶望を希

望に変える経済学」p385-387）。なお戦前、検察は、高橋是清を標的とした帝人事件を起こして検察ファッショと批判されたことがあった。戦後の
検察については、「検察秘録」（村串栄一、光文社、2010）参照。

＊27） かつて、筆者は、政治家から、「霞が関というのは、霞を食って生きている役人の住処だから霞が関というのだ」と言われたことがある。霞が関の役
人に、安月給にもかかわらず国家社会のために働いているという信頼が寄せられ、日本は、政治がだめでも官僚がしっかりしているから大丈夫と言わ
れていた頃のことである。

＊28） 民主政治の運営を難しくしている現象に陰謀論の跋扈がある（「民主主義の壊れ方」p72-84）。ネット・メディアの発達は、当初考えられたように非
民主主義体制を弱体化させるのではなく、むしろ強化しているとも指摘されている（同書、p178）。

タイプが成立してしまったことがあろう。それまでは、
井戸塀政治家という言葉もあり、政治献金には「浄財
を集める」との感覚もあったが、今や政治と金は色眼鏡
をかけてしか見られなくなってしまっている。かつては、
検察が登場するのは、「巨悪を眠らせない」ということ
で、利権がらみで政策が実際にゆがめられるといった
事案に限られていたのが、政治資金規正法で少額の領
収書までチェックされることになり、すこしでも違反が
あれば検察の登場が期待されるようになっている。
霞が関に関して言うならば、役人は天下りのことばか

り考えているというステレオタイプが出来上がってし
まった＊27。その結果、公益法人などに優秀なOBが再就
職することが難しくなり、公的部門の円滑な運営に支障
が生じているように思う。日本の公務員数は、欧米諸国
に比べて人口比で2分の1から3分の1だが、それで公
的部門が回ってきたのは、優秀な役人のOBが公益法人
などにいて役所の機能を補完していたところが大きかっ
た。我が国の戦後の高度成長も、そのようなシステムの
下に実現してきたのである。そもそも、退職後の天下り
のことしか考えないのなら、優秀な人間は最初から役人
になどならない。最近、東大の法学部では、役人にな
らないという人が多くなっていると聞く。しかしながら、
それが日本の繁栄につながるのか、健全な民主政治を
育てることになるのか、そろそろ立ち止まって考えてみ
る必要があろう。SNSなどのネット・メディアの発達は、
世界中でワイド・ショー政治の極致を発現させて民主
政治の運営の難しさを浮き彫りにしてきている＊28。米国
のトランプ大統領は、その難しさを見せつけてくれたと
もいえよう。チャーチルが、「民主主義は最悪の政治と
いえる。これまで試みられてきた、民主主義以外の全て
の政治体制を除けばだが」といった時の「最悪の政治」
を目にすることになってきているのだ。井戸塀政治家を
補佐する霞が関の本来の姿を取り戻すことの大切さが、
高まってきているのではなかろうか。
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