体どん な〝本 物の〟 野党 共闘 があ

そん な連中 と一緒 にな って 、一

もっ てのほ かと考 えて います 。

しか し今志 位は、 そん な敗 北路

り得る という のでし ょう か。 せい

安倍 の圧勝 を助け まし た。

線に固 執して 、野党 共闘 なく して

ぜいよ くて、 狐と狸 の騙 し合 いと

する２ つの原 則をく っつ け、 密輸

は勝て ないと 、性懲 りも なく 繰り

かり ません が、許す こと ので きな

返して います 。しか し労 働者 ・働

入しよ うとす る、矛 盾し た試 みが

憲法 改定策 動を公 明党 に賛 成し

い、 無責任 な策動で す。 安倍 はそ

てもら うため に、問 題の 根底 をご

成功 するは ずもあ りま せん。

かの 議論が なくなる 」と いい ます

いったものになるしかありません、

うす れば、 「自衛隊 は違 憲か 合憲

が、 「議論 を無くす ため の改 憲」
く者は ３回も 敗北路 線で 闘う こと

もみな 自党フ ァース トで 、自 分の

まかし、ご都合主義的な条文をでっ

ことし か考え ていな い、 腐敗 した

など という ものは聞 いた こと があ

参院 選を前 にして 、志 位の また

といい ますの は共産 も立 憲も 国民

持ち出 してい る〝本 物の 〟野 党共
〝既 成政党 の〟典 型だ からで す。

はで きませ ん。

いい加 減な形 で憲法 を扱 うこ とは

改 定案 が国 民 投票 で 否 決 さ れ ても 、 も な 憲 法 改 定 と は い え ず 、 そ ん な

闘とい ったも のが生 まれ る展 望は

ちあげ て行わ れる安 倍改 憲は まと

自衛 隊が合 憲である こと は明 らか
ろくな 結果を もたら さず 、悔 いと
── 気配さ えも─ ─皆 無です 。

りま せん。 安倍自身 、そ んな 憲法

だか ら実際 には憲法 改定 が行 われ
災い を千歳 に残し ます 。

倍は だから こそ自衛 隊は 「実 力組

持し ない」 と明記さ れて おり 、安

てない と言い 張って きま した 。し

〟野党 共闘な くして 安倍 政権 に勝

１７年 の総選 挙の時 も、 〝本 物の

志位 は１６ 年の参 院選 の時 も、

す。

くれる のが一 番利益 と考 えて いま

しで〝 勝手に 〟立憲 の応 援を して

様に、 共産党 が〝本 物の 〟共 闘無

──よ りも、 これま での ２回 と同

は、誰 １人理 解でき ない ので すが

の〟共 闘── それが どん なも のか

を減ら すと考 えて、 むし ろ〝 本物

〟共闘 をすれ ばかえ って 票や 議席

立憲 の枝野 は共産 党と 〝本 物の

発揮で きるの であり 、安 倍政 権に

が結局 一番有 効に、 最大 限の 力を

こそ諸 政党の 闘いの 原則 で、 それ

「別 個に進 んで、 一緒 に撃 て」

ても いいこ とは何 もあ りませ ん。

のであって、お互いに手を縛りあっ

安倍政 権の打 倒を勝 ち取 れば いい

力をあげて闘い、その結果として、

の闘い 方で、 それぞ れ自 主的 に全

や政治 勢力は 自分の 立場 で、 自分

闘う 意思の ある、 すべ ての 政党

よう が、な かろうが 何も 変わ らな

織」 だとい って「戦 力」 でも 軍隊

かし過 去２回 の経験 では 、〝 本物

いと うそぶ きますが 、無 責任 と、

でも ないと 強弁し、 ごま かす しか

の〟野 党共闘 といっ たも のは 生ま

憲法 ９条に は、「一 切の 戦力 は保

し かも安 倍が残す とい いま す現

誠実 さの完 璧な 欠落で す。

ない のです が、そん な詭 弁に よっ

６ 、敗 北 へ の 道 、 志 位 の
野党共闘路線

て、そもそも自衛隊とは何か、

信頼できる労働者・働く者の代表

東 京都練 馬区春 日町

トルの 雄大壮 麗な西 駒ヶ 岳を こよ

全 国社研 社

なく愛 し、そ の山麓 に自 己の 性格

-

党に入 党、労 働者解 放運 動に 目覚

をは ぐくむ 。

-

めて以 来（共 産党は 半年 で余 りで

-

連絡先

とって最大の脅威ともなるのです。

れるこ となく 、民主 党の 解体 やそ
派、前 原派ら のブル ジョ ア分 子た

国民 民主─ ─かつ ての 民進 党右

「実 力組織 」とは何 なの かと いっ
た 、本 質的 で 根本 的 な 議 論 も なく 、 の 右 派 ＝ 前 原 一 派 の 裏 切 り に よ っ
ち── もまた 共産党 との 共闘 など

お粗末 な実態 に愛想 をつ かし て離

東京 大学文 学部卒 、同 農業 経済

め、現 在は５ キロ、 ５０ 分ほ どの

病気で さすが に５キ ロの 疾走 はや

党など と見せ 掛けな がら 、実 際に

ば、共 産や立 憲民主 など 働く 者の

で、約 ５キロ のラン ニン グを 欠か
が何よ りも嫌 いで、 頑固 なま でに
さなかったが（タイムは２２分位）、 真 実 を 追 求 す る 。 今 の 国 会 を 見 れ

林さ んは、 不正や 理不 尽な こと

『新左 翼』諸 派にも 批判 的な 、独

以降、一貫して『社共』にも

訴、 有罪判 決を受 ける 。

闘争」 を闘う 。２回 拘留 され 、起

「勤評 反対闘 争」、 「６ ０年 安保

７～６ ０年、 東大教 養学 部自 治会

学部大 学院博 士課程 中退 。１ ９５

二倍の 時間を かけた ジョ ギン グに

は腐敗 した安 倍自民 など 資本 の勢

て、組 織候補 として 国政 選挙 に数

労働者 の階級 的立場 と政 治を 訴え

１９８４年、社労党結成に参加。

役員及び都学連執行委員として

切り 替えて いるら しい 。

)

自の 社会主 義路線 を歩 む。

紘義

回挑戦 するも 、力足 らず して いず
まれる 。同県 伊那谷 出身 。教 師の

退と ともに その会 員。

ル（マ ルクス 主義同 志会 ）へ の後

０２ 年、社 労党の 解散 とサ ーク

れも 落選。
父の異 動に伴 い、伊 那谷 の各 地に

す労働者党」 略
( 称、労働者党 )
への、 サーク ルの発 展的 解消 に伴

１７ 年春、 「労働 の解 放を めざ
高森小 、
) 下条小、会地小（現、
阿智小 ）、中 学校は 会地 中、 上伊

い同党 代表。 同年、 神奈 川１ １区
の衆 院選を 陣頭に て闘 う。
当
( 時、男子高 。
) ３０００メー

那美篶中 現
( 、伊那市 、
) 高校は
珍しく 転校な く３年 間、 伊那 北高

小学校は下伊那の市田小 現
(、

転校 、転居 を繰り 返す 。

１９ ３８年 、長野 県上 田市 に生

【林

であ る。 Ｔ
(

力に屈 従し、 なれ合 って いる 。林

林さ んの身 体的若 さは 、強 靭な
精神に 裏打ち されて いる のか もし
れない 。経歴 からも 明ら かな よう
に、学 生時代 、１９ 歳の 時に 共産

参院 比例区 予定候 補

略歴】

さんの 憤怒と 闘いへ の意 思は 旺盛

も家の 近くで 、２日 に一 度の 割り

林さ んの自 慢は〝 若さ 〟。 身体

12

的機能 を測定 すると 実年 齢よ りも

409

党）、 約６０ 年、一 途に その 理想

1
実現 に向っ て闘っ てき た。

11

だいぶ 下の数 字が出 ると か。 今で

【 強い信念をもっ た人】

て、野 党共闘 は解体 して 大敗 北、

平和 主義に 軍国主義 とい った 対立

（内部資料）

労働の解放をめざす労働者党

