奇妙な選挙と見果てぬ夢
﹁
私人 に戻り︑自由 にやらせてもらう﹂︱大 阪市長 の
２ ８
貰墨田って
任期満了 ︵
１月１日︶後 のことを橋下徹氏は︐
いる︒弁護士業に従事し つつ︑大阪維新を母体とした国
政政党 ﹁
おおさか維新 の会﹂ の法律政策顧間として政治
に関与していくと いヽ
つ︒５月 の大阪都構想 の住民投票 で
否決された際︑﹁
最高 の政治家人生 でした﹂と潔く政界
引退を表明していた︒しかし︑先 の大阪府知事︑大阪市
将来
長 のダブ ル選挙 での大阪維新完勝を受けた いま︑﹁
のことは何も約束しな い﹂と いい︑新たな政治戦略を練
りながら高笑 いしているよう である︒
それにしても︑実に奇妙な選挙だ った︒大阪維新対自
民党を軸にした反維新 の闘 いで︑そのどちらが勝 っても
安倍政権 の勝利に違 いがな い︒双方とも ﹁
安倍政権とは

こちらが近 い﹂とパイプ の強さを誇張しあ っていたから
だ︒そしてリ ニア新幹線 の名古屋 ・大阪同時開通︑大阪
おおさか維新
副首都構想を打ち出し︑大阪に純化した ﹁
大阪ナショナリズム﹂をく
の会﹂を結成して大阪人 の ﹁
すぐ った大阪維新が完勝した︒
﹁
僕みた いな政治家が長く やる世 の中は危険 です︒敵
が いな い政治家がやらなき ゃいけな い︒敵を作る政治家
︒自らをそう語りなが
は本当にワンポイ ントリリー フ﹂
ら︑﹁でも僕みた いな スタイ ルで八年やらせてもら つた︒
大阪もどうな のかなあ﹂と大阪 の政治的土壌を皮肉 って
も いた︒自分を首長として演じさせた大阪 のほうもおか
し いのではな いか︑と笑 って いた のである︒
大阪が日本最大 の都市だ った のも︑先取 の精神に満ち
７
ていたのも今は昔 の物語︒長引く経済の地盤沈下を嘆 い ４

ても︑他 の地域からは ﹁
それがどうした﹂と冷たく言わ
れるだけだ︒大阪人ですら︑閉塞感が充満していく街に
嫌気が広が っていた︒双僕みた いな政治家に長くやらせ
てきた︶大阪もどうな のかなあ﹂と言われても︑大阪人
は稀代 のトリ ツクスター︑橋下氏に夢と期待を寄せざる
をえな い政治風土な のか︒

大阪の議員第１号は中江兆民
大阪 の街 の礎となる石山御坊を開 いたのは︑浄土真宗
の蓮如上人だ︒ある種 の平等観が強く︑各地から多様な
人 々が流入し︑だれでも気さくに受け入れる寛容な土地
柄だ った︒江戸期には ﹁
お奉行 の名さえおぼえずとし暮
れぬ﹂ ︵
小西来山︶ の句 のよう に︑大阪 の町は幕府 の権
威 にこびな い町民たちによ って切り盛りされた︒﹁
高見
︑人 々の情愛をなにより
の政治﹂よりも ﹁
日先 の実利﹂
も大切にした︒大阪商人は︑中央 の政治権力を当 てにせ
ず︑自由な経済活動を展開することを誇りとした︒
選挙 の歴史を振り返ると︑大阪 の衆議院当選者第 １号
は中江兆民 ︵
１８４７１ １９０１︶だ︒﹁
東洋 のルソー﹂
と呼ばれ︑自由民権運動を担 った兆民は１８９０ ︵
明治
３
２︶年 の第 １回衆議院議員総選挙 で大阪４区から出馬し
て圧倒的大差 で当選を果たしている︒国内最大 の注目を

集 めた最初 の衆議 院議員 でもあ った︒﹁
貴族院を廃 止 し

て 一院制 にす べき﹂と いう持論を掲 げ︑そ の反権威的な
姿勢 は大阪人 の喝来を浴 びた︒

国会 開設 や帝 国 憲 法制定 を前 に︑ 日本 の針 路 を論 じ
た ﹁
三酔人経綸問答﹂を出した兆民︒東京からは追放 さ

れ︑大阪 にや ってきた︒自由民権運動 の高まりを恐れた
政府 が突然︑保安条例を発布 し︑自由民権活動家たちを
一斉 に追放︑土佐派と いわれたそ の多くが大阪 に集結し

た︒ 只ちまた の民権論 の活動家 たちと ︶ コ 山 四文 の連
中﹄ と ひとくくり にされ︑亜細亜豪傑 の仲間入り にさせ

られ貰れ ま つた﹂︒兆民 はそう嘆 いたが︑大阪 で創 刊し
た ﹁
東 雲新聞﹂を舞台 にそ の活躍 は目覚ましか った︒も
とも と奇行 の多 い人 だ が︑﹁オ ッペケ ペー﹂節 で知 られ
る壮士芝居も支援 し︑被差別部落 の人 々とも交流を深め
た︒

泡と消えた最初の ﹁
民意﹂

兆民は︑憲法発布︑国会開設とともに追放解除となり︑
本籍地を土佐から大阪西成郡曽根崎村に移し︑大阪４区
３％
から立候補した︒選挙権資格者は国民 のわずかｌ ｏｌ
にすぎな い︒選挙活動に金を使わず︑すべて他人任せ︒
それでも投票権 のな い被差別部落 の人たちが熱心に支援
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やそ の風土はやはりおもし ろ い︒そして大阪 では ﹁
お
上﹂と いえば︑東京 ではなく ﹁
中之島 ︵市役所と のこ
と︒﹁
大阪 のことは大阪 で﹂と中央官僚に頼らず︑自前
で都市開発が進められ︑ 一時は ﹁
大大阪﹂と いわれるほ
ど繁栄を謳歌した︒

し︑兆民は１３５２票 でト ップ当選を果たした︒ ︵
ちな ず︑落選記を書 いた︒外骨は選挙を ﹁
劇場化﹂した最初
みに当時︑朝日新聞 の創立者︑村山龍平も立候補したが︑ の人物とも いえる︒
︒
１２８票で落選︶
兆民︑外骨 のいずれも単なる反権力ではなく︑ ユニー
クな アイデアと ユーモアがある︒愛嬌や洒落 っ気がある︒
こんな魅力的な人物を受け入れてきた大阪人 の生活感覚

４︶年 ２月 の第 １回議会
ところが︑翌１８９１ ︵
明治２
で兆民はあ っさりと議員を辞職した︒薩長藩閥政府と政
商 に対抗していくはずだ った民権議員たちが政府側にと
り こまれ︑兆民はそ の裏切り にあ ったからだ︒議会を
﹁
無血虫 の陳列場﹂と断じ︑﹁アルコール中毒 で裁決 の数
に列しがた い﹂と人を食 った辞職願を提出︒わずか半年
あまり の議員生活だ った︒現実 の議会政治 のお粗末さに
絶望したとは いえ︑ いささか無責任な議員辞職と言えな
くもな い︒大阪 の最初 の ﹁
民意﹂は泡と消えた︒

近年︑大阪 の政治 の特徴と いえば︑タレント候補をめ
ぐ ってのことだ︒１９８３年 に漫才師︑横山ノ ックが全
国区から大阪府選挙区に転進して当選し︑そ の後府知事
にな った︒１９８６年に漫才師︑西川きよしが参院選で
初当選し︑３期８年務めた︒大阪はタレント政治家 の 一
１
大産地にみなされ︑﹁
お笑 い百万票﹂が存在すると椰楡
された︒だが︑その政治的効果は いった いどれだけ のも
のだ ったのか︒ いつしか少子高齢化が進み︑貧困を抱え
た先端都市とな った︒﹁
政治﹂を娯楽化しながら ﹁
政治﹂
に コケにされてきた︒

﹁
小太閣﹂として天下をにらむ
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﹁
劇場化﹂する選挙
兆民亡きあと︑大阪で ﹃
滑稽新聞﹄を創刊し︑大 いに
人気を集めた反骨 のジ ャーナリスト︑宮武外骨も１９１
５ ︵
大正４︶年 の第２回衆議院議員総選挙 に大阪から立
１
候補している︒前代未間 の ﹁
選挙違反告発候補者﹂を名
乗 ってのことだ︒金をばらまく政治家とそれを頼る金持
ちを罵倒し︑富裕層による政治 の私物化を糾弾︑告発し
てまわる外骨 に︑選挙権 のな い多く の聴衆は大喜びだ っ
た︒結果は２５９票と予定通り落選しても外骨はくじけ

「小太閣」の高笑いが聞こえる

そんな中 で橋下氏が登場した︒大阪人は地べたからは 倒で時間がかかる大阪都構想は後任 に託し︑橋下氏は政
いあが ってきた人間に共感を抱く︒権力に歯向かえば︑ 治 の表舞台から下が った︒後ろに下がれば下が ったで︑
爪﹂を研 いでいるの
さらにひかれていく︒選挙時 のみならず︑ 一連 の政治過 政界 への俯腋力を高め︑次に向け ﹁
程をそ っくり ﹁
劇場﹂に仕立てあげる手腕は実に巧みだ︒ だろゝ
つ︒
敵味方をは っきりさせ︑相手を徹底的に罵倒する芸を駆
新たな舞台は︑もはや大阪 ではな い︒大阪副首都構想
使しては大阪人を驚嘆させた︒そこには兆民のような深 を掲げながら︑次 のステージは中央 ｏ永田町に焦点を当
憲法改正﹂と いう課題を抱えた安倍政権 ヘ
い政治思想 や歴史的な射程もなく︑外骨 のよヽ
つな愛嬌 や てて いる︒﹁
の協力を見返りに︑﹁
カジノ誘致﹂﹁
ユー モアは見られな い︒
リ ニア新幹線 の名古
そ し て８年 が経 った︒﹁
挑戦者﹂から ﹁
権力者﹂ へと 屋大阪同時開業﹂﹁
副首都 の法令制定﹂を求めると いう
ジも変 わり︑ 一時は ﹁
賞味期限﹂切れがあち 大バクチを打 つことになるかもしれな い︒
橋下
ー
メ
イ
荒削りな手法︑品 のなさに眉をひそめても︑橋下徹と
一 こち から ささ やか れ だ し た
︑ いや ﹁
今太閤﹂
こともある︒疲弊した大阪 いう政治家を ﹁
小太閤﹂のよう に大阪
でこれ以上︑新自由主義を 人は持ち上げてきた︒大阪人は ﹁
知恵と才覚﹂を働かせ
掲げ︑競争心 を煽り過ぎれ ることが大好きだ︒しかし︑才覚を発揮し︑個性が強す
ば︑経済格差が拡大 し︑貧 ぎると︑組織をまとめにく い︒他人をだしぬくことばか
困が深刻化し て いく こと は り考え て いると︑協調性が不得手となる︒大阪で受けた
見え て いる のだ ろゝ
つか︒若 ﹁
個性﹂は中央 では弱点となりかねな い︒
︒豊臣と徳川の抗
い人 は︑活性化 への希望を
来年 のＮＨＫ大河ドラマは ﹁
真田丸﹂
抱 いて いても︑逆 に経済格 争 に人 々の関心を集めそうだが︑ひょ っとしたら橋下氏
差 が進 む こと で一
真田幸村﹂ のよヽ
雇用 の機会 は大阪再興をかかげた ﹁
つな活躍をする
が奪 われ︑自ら の墓穴を掘 かもしれな い︒そ の 一方 で最後︑狡猾な家康に象徴され
る東京権力に飲み込まれていくと いう結末も見えてくる︒
ること になりかねな い︒面
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