総力大特集

東日本大震災から一年

渡部昇一
上智大学名誉教授

ン、つまり放射線科）の現役の教授
が、研究室にいるときに長崎の原爆

なったのか買ってきたのである。
それは、当時の評判の本だったか
を体験し、負傷した体験を書き記し
そしてあの日の朝、元気で笑顔で

ているので貴重である。

が高いものは芸者の歌謡曲のレコー
自分を送り出してくれた奥さんが、

らであろう（たとえば、読売新聞社主

ドでも買ってくる父だった。しかし

催の良書決定投票第一位獲得）
。評判

個人的な状況でその知識を得たの
帰ってみると台所の茶碗のかけらの

聞やラジオで知らされたが、もっと
は、永井隆博士の『この子を残して』 家にこの本があったので私も読み、
傍で白骨になっており、それにはロ
……などなど、後々まで記憶に刻み

年、二百三十八ページ）を読んだか
らである。この本は私が買ったもの （長崎日日新聞社、昭和二十四年、二

込まれるような記述がある。それで

ではなかった。こういう単行本には
関心のなかった父が、どういう気に

学生がいたのだ。爆風で鼓膜がやら

ところが、大学に入ると「はてな」 いた耳がやられて片耳が聞こえない

その爆風のため、その方向に向けて

行ったのに、なんでいまごろ疎開し

終わるとすぐに続々と東京に帰って

る。疎開してきた同級生は、戦争が

て私のクラスに編入された男がい

いうこともよくわかった。

れるくらいだから、放射線にも大量

てきて編入されたのだろうと思っ

た。学生寮に広島で原爆を体験し、

と思うことを体験することになっ

に被曝しているはずだろ

た。そのうち、「彼は広島から来たん

長崎医大の物理的療法科（レントゲ 「原爆は恐ろしい、放射線は怖い」と

百三十八ページ）は自叙伝であるが、

になった。永井博士の
『亡びぬものを』 ザ リ オ が か ら み つ い て い た と い う

また永井博士の他の著作も読むよう

原子爆弾の恐ろしさについては新

一、
「はてな」のはじまり

原発興国論

明るい未来への道筋

‼

う。

だよ」とこっそり囁かれるようになっ

その彼が、定年退職をしたあとに

私はその男と二年ばか

後は、隣り部屋に約三年

展覧会に絵を出品したという案内を

た。みんな原爆被害者には同情的だ

間 住 ん だ。そ の 間、彼 が

しばしば受け取るようになった。去

り同室だった（ 二人で一

耳以外で体の不調を訴え

年も上野の展覧会に出品している。

ったから、人前ではそれに触れない

たことはなかったし、病

絵が趣味だったのだが、いまではプ

室）
。また大学院でも同じ

院に行ったのを見たこと

ロ級らしい。

ようにしていた。

もない。
「放射線の害はど

部屋だった。さらに卒業

（写真提供／時事＝東京電力）

これが「はてな」のはじま

時に思うことがあった。

うしたのだろうか 」と、

まった。みんな八十過ぎの元気な爺

の同窓会があった。二十人ばかり集

去年は久しぶりに、郷里で中学校

元気で活発なのが三人いた。二人は

いたちであるが、そのなかでも特に
また、終戦後に疎開し

りである。

あの事故を境に放射能アレルギーが広まった
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禅宗の坊さんで、もう一人が例の広
島原爆からの疎開者なのである。
その時、私は彼の口からはじめて

二、福島原発事故のあと
──日本財団で聞いた話

広い世界やマスコミの世界では放
射線パニックが支配的である一方、
かすかな声のごとくでありながら、

年来の「はてな」の疑問が正しいこと

福島の放射線の問題はそれほど騒ぐ

を示してくれるものだったのである。

あの大地震・大津波に引き続き、

まず、日本財団で何度か耳にした

原爆の話を聞いた。彼の家は爆心地

話である。この財団はチェルノブイ

ほどのことでないという確信に満ち

大津波の被害よりも、原発事故問題

リの原発事故のあと、二十年以上に

福島の原発の事故が報じられた。そ

のほうが日本人の心に重くのしかか

もわたって二十万人もの人の被害の

から二・五キロで倒壊したが、彼は
ロぐらいのところにいたのだとい
るようになった感じがする。大地震

追跡調査を続けている。チェルノブ

た情報も出てきた。それらは、私の

う。それでも被曝放射線量は相当な

も、日本人ならそのうち復興するで

覧会の案内をもらうたびに「はてな」 や 大 津 波 の 被 害 は い か に 大 き く と

ものではなかったか。私は彼から展

あろう。しかし、原発事故のほうは

して時間が経つにつれて、大地震・

という気になっていたのであるが、
先が見えないような感じに、マスコ

中学生で勤労動員のため、四・五キ

毎年、広島原爆の日が近付くと、

今度は
「やっぱり」
という気になった。
イリでは、原子炉内の核反応が暴走

ことがあった。その時は、子供たち

になったらどうなるだろう」と言った

す〟と名乗る人たちが九十歳や百歳

見て、
「そのうち〝私は原爆被害者で

然、老齢の人もいる。そういう人を

の汚染を心配されて、輸出に被害が

日本の農産物や工業製品まで放射能

夫か」と知人たちに言われたという。

帰ろうとしたら「日本に帰っても大丈

スに住む孫娘まで、夏休みに日本に

個人的なことを言えば、私のスイ

査では、甲状腺ガンの死者が数十人、

死した。

性障害を受けた人たちが三十人も急

が駆け付けた。そのため、急性放射

ったため、火事と思って消防士たち

爆発し、黒鉛を使うタイプのものだ

こくえん

ミの世界ではなっているようだ。

に「そんなことを家の外で言ったら絶
出たほどであった。

せてほしい。

被害者だった人たちが登場する。当

対だめだよ」と強く注意された。

おられたのであろう。

を解決してくれた情報源は、茂木弘

本に送る一視点」というラッキー博士

三、福島原発事故のあと
カの医学雑誌『
Journal
of American
──ラッキー・茂木情報
』に発表され
Physicians and Surgeons
もうひとつ、私の年来の「はてな」 た「電離放射線の生物学的効果──日

茂木氏が去年の六月一日にアメリ

しかし、その後の長期にわたる調

白血病は一人とのことである。とこ
ろが、内陸であるチェルノブイリの
辺りでは海藻を食べる習慣がないの
で、甲状腺ガンは一種の風土病とも
いえるものであり、放射線との関係
を特定することは難しいという。
一方、福島第一原発では核分裂連

務局長）が送ってくださった新資料

論文の冒頭で、ラッキー博士はこう

道氏（
「史実を世界に発信する会」事 （ T.D.Luckey
）の論文を読んだのがそ
のきっかけだとのことである。この

鎖反応が、地震が来る前の予震波を

である。その数々の学術的情報は、

「世界のメディアの大半が放射線は

キャッチして自動停止したため、原

の日本への贈り物』（日新報道、二〇

すべて有害であると思い込んでい

述べている。

となった職員はおらず、その原因で

一一年、百二十一ページ）にまとめ

る。もし日本政府が二〇一一年三月

子炉の暴走はなく、急性放射線障害 『放射能を怖がるな！ ラッキー博士
亡くなった人はいない。

られている。

人体に危害があるほどの大量の放射

一原発の事故では、建屋の外にいる

を見た覚えがある。高田氏は福島第

っている写真が掲載されている雑誌

ーツ姿で福島第一原発の正門前に立

教授）が昨年の四月頃に、普通のス

的権威の高田純博士（札幌医科大学

の勉強にもなるので、編集部まで寄

これはという反論があれば、私自身

が、私はここで立ち入らない。もし

専門家の間には反論もあるはずだ

思われるものを上げることにした。

ささやかな体験から「そうだろう」と

立ち入れないこともあるので、私の

以下の議論は、専門家でなければ

成果を上げ、アメリカ国内でも国際

ラッキー博士は数々の貴重な研究

であろう」

い無用な失費に打ちのめされること

苦境にあえぐ日本経済が、途方もな

思い込みに支配されるなら、すでに

事故への対応にあたって、こうした

の地震と津波がもたらした福島原発

そういえば、放射線防護学の世界

線などあるわけがないことを知って
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る。

医学界でも認められている学者であ
線防護委員会）がそういうデータを

かった、ただ、ＩＣＲＰ（国際放射

比べて、ガンや白血病の発生が少な
リカみたいな人権にうるさい国が、

いるという。そうでなければ、アメ

データは、行く前よりも良くなって

彼は特にＮＡＳＡに関係して、高
継続的に宇宙飛行士を送り出し続け

それは、原爆の影響の研究には被

ここで驚くべきことは、年間百ミ
に入ると低線量の研究が進んだが、

だという。だがその後、二十一世紀

れ、低線量の効果は無視されたから

たとえば、鳥取県の三朝温泉地区と

の二百倍くらいの放射線量がある。

いずれも放射線温泉で、通常の環境

うだ。ラジウム温泉やラドン温泉は

こんな事例を出せばキリがないよ

ることができるはずがない。

見ようとしないと指摘している。

問題に長年、関与しているので、そ
害のほうにだけ巨額の金が投じら

い放射線を浴びる宇宙飛行士の健康
のデータには特別の重要性があると

リシーベルトの放射線は一番体に良
ＩＣＲＰの基準にはまだ反映されて
全国平均のガン死亡率を比べると、

考えられる。

いというデータが示されていること
いないのだ。

して、低線量の放射線が体によいこ

ラッキー博士は二十年前にも訪日
る。女性宇宙飛行士もいて、地球に

トの放射線を浴びていたことにな

で帰った時は、百八十ミリシーベル

う。宇宙飛行士の古川聡さんが半年

四五ミリシーベルトを浴びるとい

いうことは常識である。毎時〇・〇

地上よりも宇宙で放射線が高いと

も、全国平均より二〇パーセントか

三朝温泉の周辺の人たちの場合で

て、研究と治療を行っている。

用 し た「 三 朝 医 療 セ ン タ ー」を 作 っ

岡山大学ではこの温泉のラドンを利

いうデータが出されたこともある。

り、特に大腸ガンは五分の一以下と

三朝温泉の人たちは半分以下であ

み ささ

である。無害であるとか無視できる

とを日本経済新聞で語っている（九二
帰ってからお産をしているが、奇形

ら三〇パーセント、死亡率が低いと

とかではなく、
「最高に体に良い」と

年七月二十五日）
。特に、イギリスの
児が生まれたという話はない。

として有名で、予約がなかなか取れ

出した玉川温泉は、ガンの治る温泉

る。また最近、雪崩で三人の死者を

い影響を与えているということにな

地域にも放射線があって、住民に良

した結果、非原子力関係の労働者に

いどころか、有益でありがたいもの

や庭の焚火などの火は少しも怖くな

い。大火は恐ろしいが、炊事や火鉢

恐れたかと言えばそんなことはな

その後の東京の人が「火そのもの」を

恐ろしく、被害も大きい。しかし、

ＮＡＳＡの宇宙帰還飛行士の健康

ことは、ラジウムとかラドンの名前

ジウムやラドンの放射線が体に良い

ことは昔から知られていたのだ。ラ

ある。放射線も少量なら健康に良い

ることを太古から知っているからで

な火は人を生かし、人生を快適にす

つまり、大火は人を殺すが、小さ

いわれる。つまり、三朝温泉の周辺

宇宙空間での影響

いうのだ。

原子力施設で働く九万五千人を調査

ないという。

であることを、人間は太古の時代か

まった。

ら、大きな錯覚をみんなに与えてし

前 代 未 聞・ 未 見 の も の で あ っ た か

一点の疑いもない。その怖ろしさが

原爆が怖ろしいものであることには

く刻み込んだ。これは当然である。

の恐ろしさをすべての人の脳裏に深

コンロや七輪を使って料理し、落ち

ある。しかしその後も、東京市民は

多い。大火はかくも怖ろしいもので

島や長崎の原爆で亡くなった人より

て死んだのである。その死者は、広

焼かれたり、火に追われて川に入っ

万人もの東京の市民が死んだ。火に

無差別空襲によって、一夜にして十

ラムだ。トントントントンと四回叩

う。トンと一回叩けば約二百五十グ

たとえば、
「肩叩き」を考えてみよ

えることなのである。

射線」でも、ほとんど何についても言

たのであろうが、それは「火」でも「放

ある。マルクスは「富」について言っ

る」と言ったと昔、教えられたことが

マルクスが「量の差は質の差にな

のである。

養、健康の目的で人々は行っていた

は知らない時代でも、その温泉に保

この前の戦争末期の東京大空襲で

ら知っているからである。

四、どうしてこんな誤解が
──量の問題

は、アメリカのＢ の焼夷弾による

関東大震災（大正十二年）では大

葉焚きを楽しみ、のちになると石油

けば、約三秒で一キロになる。三十

原爆による悲惨な被害は、放射線

火災が起こり、東京だけで約五万七

ストーブやガスストーブも使って今

ひふくしよう

千人が焼死した。特に、被服廠跡の

日に至っている。

秒で十キロ、一分間で二十キロ、十

死者の数はすごかった。火事は実に
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分間で約二百キロになる。

その研究をやったのはロシアの医学

射線を被曝したことによるものであ （明治四十一）年頃に、ウサギに卵や

原子爆弾の残虐死やチェルノブイ

る。その怖ろしさは本質的に「大量」 牛乳を食べさせたり飲ませたりした

者アニチコフである。彼は一九〇八

えばいい気分になるし、健康にもよ
のである。そうしたら、血中のコレ

リの被害者は、一時的に超大量の放

いだろう。しかし、二百キロの重さ
ということであり、東京大空襲の火

十分も肩たたきを孫にやってもら

の物を一時に肩に落とせば、肩の骨
ステロール値が高くなった。
それで医者の先生たちは、
「卵のよ

災と同質であり、さらに言えば、馬
鹿な新入学の大学生が「一気飲み」を

から、卵を食べてはいけない」という

べると血中コレステロールが上がる

うなコレステロールを含む食品を食

五、どうしてこんな誤解が

やって急死するのと通底するのだ。

は折れるだろうし、たいてい死ぬだ
ろう。
その量と質の問題は他の多くのこ
とに当てはまることはこれ以上並べ
立てる必要はないと思うが、たとえ

べさせられたウサギに起源があると

ール神話」は明治四十一年頃に卵を食

ようになった。つまり、
「コレステロ

値が上がるから、卵は控えなさい」

「卵を食べると血中コレステロール

──ノーベル賞の罪

であるが、
「醬油飲み競争」をして死

ば「塩」である。塩は人体に絶対必要
んだ馬鹿がいたと江戸時代の話で読
難しく言えば、ワクチンの原理と
いう結論を最初に出したのは誰か、

ろう。そこで問題になるのは、そう
である。つまり、コレステロールを

卵も食べないし牛乳も飲まない動物

もちろん、ウサギは草食性動物で、

いうのである。

同じだ。ワクチンは病原と同じもの
またその実験はどのようになされた

含む餌は食べない動物なのである。

と言われたことのある人は多いだ

を希釈するという方法でつくる。極
のか、ということである。

んだ記憶がある。

めて有害なものでも、少量なら極め

アニチコフはウサギでなく、パブロ

毎日十個ずつ卵を食べてみた。しか

している鶏卵業者は、有志を募って

この「コレステロール神話」で迷惑

一九九三年）および『医者いらず、老

れ、九十二歳、ボクは現役』（経済界、

る。三石先生の本『一九〇一年生ま

ステロール値は正常値の範囲内であ

異の問題の研究をしていた。

エ（学名・ Drosophila melanogaster
）
と呼ばれるハエを使って、動物の変

本語ではミバエとかショウジョウバ

ルート・フライと呼ばれる昆虫、日

そういう疑問を最初に出したの

て有益という生理現象をホルミシス

し、コレステロール値に有意の上昇

い知らず』（ＰＨＰ研究所、一九九五

フのように犬で実験すべきだったの
だ。

はなかった。しかし、鶏卵組合の人
年）は正しかったのだ。

で、今度は国立栄養研究所で同じ実

きことは、放射線の危険説が「ウサギ

そして驚くべきこと、また恐るべ

が出て活発な議論が起こっていたの

ど、アウグスト・ヴァイスマンなど

て、体細胞の遺伝はあるのか否かな

当時は生物進化の理論をめぐっ

たちは素人集団だからというわけ
験の追試をやった。しかし、結果は

と卵」の神話と完全に同じ構造をして

マラーはショウジョウバエのオス

0 0 0 0 0 0 0

鶏卵業者たちのものと同じだった。

まず、放射線が生体に有害である

の生殖細胞にＸ線を当てることによ

である。

てくる。卵は相変わらず医者たちに

という実験は、いつ、誰によって、

って変異、つまり奇形が生ずること、

いるのである。

嫌われているのだ。患者の食膳に卵

どのようにしてなされたかを見てみ

ここから空恐ろしいことが浮き出

がついているのを見て、栄養士に激

そしてそれには遺伝性があることを

これは、ラマルク系統の主張であ

を発表した。

確認することに成功したという論文

よう。

いまから八十年以上も昔、私が生

「いけない点」とは

怒した医者の話もある。
「卵を食べさ
せられたウサギ」の神話は、医学界で
もう百年以上も続いているのである。
私は十五年ぐらい前に三石先生の
心がけ、家内にもそれをすすめてい

ビア大学で学んだアメリカ人の遺伝

年に、ニューヨーク生まれでコロン

質上の効果（ Heredity effects of Xra-

な発見であった。彼の「Ｘ線の遺伝形

本を読んで、毎日卵を食べるように
る。私は八十一歳、家内は七十六歳

学者、ハーマン・Ｇ・マラーが、フ

）の
まれる三年前の一九二七（昭和二） る体細胞起源（ somatic influence
変異説を葬り去ることに連なる重要

だが、今年受けた血液検査でもコレ
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） は、分子栄養学の開祖と言われる三
（
hormesis
dose-respense
石厳博士である。三石先生によれば、
と呼ぶ。
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）
ysに関する論文には、その年のア
メリカ高等科学学会賞が与えられた。
に放射線が当たれば奇形児ができる

たのがマラーの論文である。遺伝子
わけでない点では同じである。アニ

アニチコフも、データをごまかした

その点、ウサギに卵を食べさせた

チコフの「いけない点」は、卵を食べ

だろうという恐れである。
マラーの実験結果は、彼の名を知

この彼の研究は、進化論論争関係
の研究としては極めて重要なもので
ないウサギに卵を食べさせたことで

六、マラーの実験の致命的欠陥

は何であったのか。

らぬ一般人にも知られるようになっ
れ、マラーの研究にノーベル生理学・

あり、学会賞に値するものであった。
の進化論者たちが降参したわけでは
医学賞が与えられた。日本の空で二

ある。では、マラーの「いけない点」

ない。むしろ今日では、ラマルク再
つの原爆が炸裂した翌年、昭和二十

たし、学会でも新しい注目が向けら

評価論が有力である（たとえば日本で
一（一九四六）年のことであった。

しかし、それによってラマルク系統

は西原克成博士）
。だからこのままな

核実験から出る放射線は、長期にわ
のオスを実験に選んだのか。それは

なぜ、マラーはショウジョウバエ

それはマラーの責任ではないのだ

ところが、思いがけないことが彼
たって人類に危険なものになると主
彼の責任ではない。当時はまだＤＮ

マラーは時の人となった。しかも、

の論文の十八年後に起こった。広島
張してやまなかった。その時点にお
Ａの研究がそれほど進んでいなかっ

ら、マラーの名も、一人の重要な進

と長崎の原爆である。世界中の人が
いて、彼の信念は正当であり、主張

たのである。当時もヴァイスマンの

が、ショウジョウバエのオスを実験

核爆弾は人類の滅亡につながるので
は良心的であった。彼の実験にごま

研究からその方向への研究の流れが

対象にしたことなのである。

はないかと恐れた。そして放射線が
かしはなかったし、結果は噓でなか

はじまっていたのであるが、その研

彼は政治的なことにも積極的に発言

人体に及ぼす影響、特に遺伝子に及
った。

するタイプの人であった。核戦争や

ぼす影響におびえた。そこで浮上し

あるからである。修復し損ねたとこ

化論関係論争の学者として残っただ

究が飛躍的に進むのは、Ｊ・Ｄ・ウ
ろがガンなどになるわけだが、通常

けであろう。

ォトソンとＦ・クリックがＤＮＡの

はすべて修復されるので、われわれ

題は、特に重要である。マラーのシ

この妊娠と子供に対する被曝の問

放射能ヒステリー

分子構造や遺伝の仕組みを一九五八
は無事に生きているわけだ。

しかし、ＤＮＡに与えられた傷を

支えがあるのではないか、と被爆の

には、健康体であるのに結婚に差し

ョウジョウバエの奇形の写真の与え

修復する酵素は、低線量の放射線被

事実を隠したり、また奇形児の生ま

ところが、例外的にＤＮＡに修復

その後の研究で、現在の日本人に

曝によって活性化するというのだ。

れることを恐れて出産を断念した例

である。二人には一九六二（昭和三

最も関係のある発見は、ＤＮＡが絶

これはラジウム温泉の説明にもなり

もあったという。

た印象は痛烈であったから、放射線

えず傷つけられていること、そして

得るし、宇宙飛行士が毎時〇・〇四

しかし、半世紀に及ぶ研究の結果

酵素を欠く動物がある。それがマラ

その傷がガンなどの原因になること

五ミリシーベルト、すなわち半年で

は、被爆者の両親から生まれた子供

十七）年にノーベル生理学・医学賞

である。特に活性酸素や自然に存在

百八十ミリシーベルトの放射線を浴

に遺伝子異常のある子供は一人もい

ヒステリー現象ともいうべきものが

する放射線などにより、人体では一

びながらも、帰還後に検査すると内

ないのだ。マラーの実験からできた

ーが実験に使ったショウジョウバエ

日に百万回くらいＤＮＡに傷がつく

臓の状態を示す数値はむしろより良

モンスター・ショウジョウバエのよ

が与えられた。そして、遺伝の仕組

という。

くなっているデータの説明にもな

うなものは、人間にはできなかった

起こり、広島や長崎の被爆者のなか

それなら人体はたちまちガンだら

る。女性の宇宙飛行士も、帰還後に

のである。人間のＤＮＡにはショウ

のオスの精子だったのだ。

け、病気だらけになるはずである。

子供を産んでも奇形児が生まれたケ

ジョウバエのオスの精子にはない修

みもどんどん明らかにされてきてい

しかしならない。というのは、人体

ースがないことにも納得できる。

る。

にはＤＮＡの損傷を修復する酵素が
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孫の死亡率、男女の出生比率、発達

天性欠陥、死産、白血病、ガン、子

ラッキー博士の研究によれば、先

線によって活性化されるからである。

復酵素があり、それは低線量の放射

下に埋められていたラジウムである

ところが、その障害はある民家の床

童の通学の道路の変更までされた。

放射線が発見されたというので、学

達した。世田谷区のある家の近くで

福島の事故のあと、病的なレベルに

容はどうか。

きたような表現だ。しかし、記事内

ンスター・ショウジョウバエが出て

ある。あたかも、マラーの実験でモ

で不気味な植物巨大化進行中」として

い点は、被爆者たちになかった（ラッ

長期にわたる研究で統計的におかし
が、その人は現在九十二歳でお元気

知らずに五十年もそこに住んでいる

ことがわかった。その家の人は何も

茎がボロボロになったので、捨てる

花も咲かなくなり、一昨年の夏から

サボテンは老齢のためかここ数年、

テンを育てている女性の話だ。この

福島で二十年前からシャコバサボ

度合い、遺伝子異常、突然変異など、

キー・茂木『上掲書』七一ページ）
。
だそうである。

い間、放射線の遺伝子異常のリスク

ョウバエのオスの研究のおかげで長

るはずだ。この人たちは、ショウジ

ちとその子供たちを安心させてくれ

は、それに協力してくれた被爆者た

が低いというのだ。このような研究

産、先天性異常、新生児死亡の比率

量放射線を浴びた胎児のほうが、死

影響研究所のデータによると、低線

ジ）の記事である。

一一年十二月二十九日号（二八ペー

してみよう。それは『週刊文春』二〇

な」現象として報じている例を紹介

果」と解釈すべきところを、
「不気味

が強いために、
「放射線の良好な効

「放射線はすべて有害」という先入観

百八十ミリシーベルトになるという。

その方の年間被曝推定線量は九十〜

札幌医大の高田純教授によると、

花を咲かせたという。

くらい」よく育ち、バラも例年の倍も

草花はどれも「いままで見たことない

だけでなく、自宅の庭に植えられた

は見たことがないという。サボテン

みをつけたが、こんな大きなつぼみ

みる茎が太くなり、数年ぶりでつぼ

ラペラだった葉は肉厚になり、みる

原発事故が起きた。そうしたら、ペ

しかないとあきらめていたところ、

それどころか、広島にある放射線

の風評被害を受けてきたのである。

同じく、福島市に住む女性もこう

トや茗荷もまるまる大きくなって

育って垣根を越えたんだから。トマ

のに、今年は夏頃からニョキニョキ

通は二十センチくらいしか伸びない

菜園で育てているハーブなんて、普

「今年は本当にすごかったよ。家庭

言っているという。

ら、主人は声をひそめて「福島です」 政治暴走した菅直人首相だったのだ。

「どこの産のものですか」と聞いた

特の苦みがあってバカにおいしい。

婦羅屋でタラの木の芽を食べた。独

れないそうである。私もよく行く天

く、林檎も特に甘いけれども全く売

年の梨は一回りもふた回りも大き

全く売れないそうである。福島の昨

停止で、基準値を下回ったものでも

た。暴走したのは原子炉ではなく、

の原因で亡くなった職員もいなかっ

障害になった職員はなく、当然、そ

暴走はなく、したがって急性放射線

鎖反応が自動停止したので原子炉の

する前に福島第一原発では核分裂連

高田博士によれば、大地震が到達

そのタイトルは「放射能汚染 福島

よ、味もそりゃよかった。庭いじり

彼は官僚機構を使いこなせなかっ

マラーの研究の風評被害（？）は

やってる友達もみーんな『今年（二〇

と言って、
「大きな声でそう言わない

たから、日本の放射線防護力、緊急

士は断言している。

一 一 年 ） は す ご い 』と 言 っ て い る

でくださいよ、他のお客さんが嫌が

被曝医療体制を使いこなせなかっ

人間や動物でなくても、放射線を

み ようが

……」

るから」とつけ加えた。放射線の風評

た。それどころか、素人判断で国内
外の風評被害の原因となる話題をま
き散らして、福島県民を苦しめ、国

る。福島の家庭菜園をやっている人

ように、植物の生育に必須なのであ

原爆炸裂のあった「昭和二十年にセシ

策によるものである。広島・長崎の

これは、行政の犯罪的に無知な対

Ｐの二〇〇七勧告を用いているので

のに、菅政権はそれに頼らずＩＣＲ

あって放射線防護学のレベルが高い

日本は原爆の被害国ということも

七、風評被害の原因

被害を実感したことだった。

断絶したところでは生育力がゼロに
なる海藻や大麦があることが知られ
ている。ラジウム温泉が人間の健康

たちはそれを体験したわけだ。

ウムで死んだ人は一人もいない」と、

ある。
「国際的」といっても、低線量

民の不安を煽ったのである。

去年は福島では米も野菜もできが

核被曝の研究の第一人者の高田純博

に良いように、放射線は光や温度の

よかった。けれどもほとんどが出荷
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るため、ガンの発生率は下がるとい

わかり易い譬えを挙げてみよう。

を、それ以下の被曝量の場合にその

）という。
hold
リニアーとは「直線的」ということ

ある果物をハウスで育てたとする。

放射線の人体への影響についての科

広島・長崎の原爆被爆者の調査に
で、五十ミリシーベルト以上に認め
その果物はハウスの温度が三〇度以

う、大量被曝の場合とは反対の現象

よると、被爆後のガン発生率は、五
られたガン発生率の線をまっすぐに
上だと枯れはじめ、六〇度、七〇度

まま延長線を引いて「低線量の被曝で

十ミリシーベルト以上の被曝をした
低線量のところまで引いているとい
にするとどんどん枯れる。その温度

学的な根拠はないことをわれわれは

場合は、その被曝量に比例してガン
認めない（Ｎｏ）ということである。

うことで、スレショルド（閾値）を

が見られるのである。

の発生率が増加することが分かって
の高さと枯れる度合いをグラフの線

もガンは増加する」としたのである。

いる。しかし、二十ミリシーベルト
放射線はある数値以上はガンを発
にして、今度は下げたらどうなるか、

知らなければならない。では、どう

以下ではガンの発生率の増加は認め
生させるが、ある数値以下ではガン
ということを実験もせずに線を下に

このＬＮＴは、ＤＮＡ修復酵素の

られないどころか、むしろ一般の人
を減少させる。では、その逆転する
延ばしたらバカだといわれるだろ

この仮説──実験を伴っていないの

より発生率が下っているのだ。それ
数値はどこらあたりか、というのが

う。その果物は二五度ぐらいならよ

いうふうにＩＣＲＰはつくられてい

は、前に述べた「量の変化は質の変化
閾値である。おそらく、五十ミリシ

く育ち、おいしい味になるというこ

欠如しているショウジョウバエには

になる」ということの顕著な例であ
ーベルトと二十ミリシーベルトの間
ともあるからだ。

で非科学的独断とかドグマと言うべ

る。
にあるらしい。その閾値以下の被曝

そして、温度がゼロになったらそ

るのか。

しかしＩＣＲＰは、五十ミリシー
の場合はＤＮＡ修復酵素が活性化す

ォード大学名誉教授が講演で述べた

適用されるのだが、人間には絶対に
きだ──をＬＮＴ（
Linear
No
Thres適用してはいけない非科学的なドグ

ベルト以上の被曝量の場合の増加線

ミリシーベルト以下のところの土壌

言葉である。アリソン博士はＩＣＲ

ＬＮＴという〝ドグマ〟

の果物は生育しない。この温度とい
まで上層部をはがすなどということ

Ｐの被曝に対する勧告は根拠がない

行政がＩＣＲＰに従うのは、この

発周辺で住民を強制的に避難させて

から改めるべきだとし、福島第一原

たと

放射線をゼロにすると大麦が成育し

委員会の頭に「国際」という字が付い

不自由な生活を強要したり、土壌を

やす

マなのである。

うところに放射線という単語を入れ
をやっている。

ないのも同じことだとわかるだろ

ているからだろう。そこの数値が何

しきいち

てみれば、閾値の意味もわかるし、

う。量と質の関係は、実験データに

はいで除染することも愚の骨頂だと
考えてみれば、広島や長崎では原

らかの科学的根拠のないＮＬＴドグ
の数値を使っておれば、行政は「責任

子爆弾が実際に炸裂したのであり、

基づき、閾値を発見して見極めなけ
フランス・アカデミーのモーリス・

逃れ」ができるからであろう。そのた

土壌が受けた放射線の量も、福島と

断言している。

チュビアーナ博士という放射線ガン

めにどれだけ福島県民が迷惑し、ま

は比較に絶して巨大であった。広島

マでも、
「国際」の名のついたところ

の世界的権威がＥＵの科学者ととも

た天文学的な費用を全く無駄なこと

や長崎で除染はやったか。もちろん、

ればならないのだ。

に研究してきて、二〇〇一年のダブ

に掛けることに平然としているのだ。

やらなかった。その後の住民の健康
調査では、他の日本人の平均よりも、
そして広島も長崎も、前よりもず

八、
「汚染」は利用できる

リンで開かれた国際学会で、毎時十
ミリシーベルト以下なら、どんなに
細胞に傷がついても完全に修復させ

「いま福島で起こっている問題は被

っと発展した都市になっていること

良好な数字が出されている。

リン宣言」と言われているものだが、

曝自体ではなく、被曝への恐怖であ

てしまうと発表した。いわゆる「ダブ
彼に対しては二〇〇七年にマリー・

っていることをなぜ福島では無視

は誰でも知っている。この誰でも知
これは『放射能と理性』の著者であ

し、理由のない被害を福島の人たち

る」

ところが、日本政府の方針では年

るウェード・アリソン・オックスフ

キューリー賞が与えられている。
間二十ミリシーベルトとか、年間十
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は受けなければならないのか。
理由は簡単──政府が悪かったか
らである。

う。
しゆうしよう

ところが、福島の原発事故で 周 章
ろう ばい

回は東日本大震災が起こっているの
だから、彼は全く当たらない予言者
なのである。
この日本列島について地震予言を

狼 狽したところに、昔ながらの反原
発論者に東海大地震の可能性を告げ
すれば、誰の予言だっていつかは当

さらに脱原発まで口にしたものと思
はないのである。だから、
「東海地震

人の心配といまのところ本質的に差

ほん け がえ

られるや、一挙に本卦還りしてしま
たるだろう。地震学者の予知は、素

なぜ当時の首相・菅直人は突然、
う。彼は福島の原発事故の本質も知
がすぐ来るかもしれない」などと言わ

九、菅首相の意義
って、浜岡原発の停止を言い出し、
浜岡原発を停止せしめ、日本が脱原
らず、日本の進んでいる放射線防護
れて（菅総理にそう焚きつけたのは福

た

発に向かうような発言をしたのか。
学の成果を利用することもできなか
島瑞穂氏だという説がある）
、慌てて

それは元来、彼は日本という国を
ったのである。

原発を無視するわけにもいかず、さ

日本の電力の三割以上も担っている

たようだ。彼も政府に入ってみれば、

をやってきている人とつながってい

たからであろう。彼は元来、反原発

したものである。それから三十数年

が昭和五十一（一九七六）年に予言

東大地震研の助手だった石橋克彦氏

の話のそもそものはじまりは、当時、

るものの実態を知っていたのか。あ

菅氏はそもそも、東海地震予測な

たのである。

る原発の安全強化の指示で十分だっ

から、津波への対策強化と、さらな

はなく津波が原因とされているのだ

福島の東電第一原発でも、地震で

愛さぬ、国境抜きの市民運動家だっ

らにそれが当代流行の二酸化炭素削
経つが、彼の予言した東海地方の大

菅氏は脱原発を口にすることが、

浜岡原発を止める必要など少しもな

減にもなるというので、
「将来は原発
地震は起こらず、彼の予知にはなか

日本にいかに巨大な害をなすか考え

後続しなくなったら、日本の将来は

物理学の最も重要な分野に研究者が

とする青年もいなくなるであろう。

者はがっくりし、この方面に進もう

ば、先ず核の研究をしようとする学

された二基の試運転をはじめさせ

設を決め、また南部と東南部に建設

の慶尚北道に原子力発電所二基の建

事故のあった去年のうちに日本海側

韓国の原子力安全委員会は、福島の

果然、その後の新聞報道によれば、

なかった。かつての中越地震でもな

地にもっと近かった女川でも暴走は

でも原子炉の暴走はなかった。震源

技術である。だから、福島第一原発

というのは、地震国・日本の独自の

分裂連鎖反応を自動的に停止させる

の小さな波動をとらえて原子炉の核

ている。大地震のＳ波が到達する前

ったことは、世界中の専門家が知っ

かったのだ。

への依存度を五〇パーセントぐらい
った阪神・淡路大震災が起こり、今

にな

にしたい」などと言っていたのだと思

たことがあるだろうか。
「これからは

韓国を利することに

どうなるか。

た。韓国では現在二十一基の原発が

かった。

脱原発だ」ということが国策になれ

それより前に、世界で最も進んで

稼働中である。韓国政府は、これか

か ぜん

いるとされる日本の原発の学者・技

ら原発八十基を輸出するのを国家目

いう印象さえ与えている人である。

本人よりコリア人のほうが大切だと

団体に特別の関係を持っていて、日

性が高いのである。菅氏はコリアの

一番邪魔になるのは何か。それは日

この韓国の国家的大目標にとって

政府の意気込みはすごいではないか。

れを八十基も輸出しようという韓国

一基の建設は数千億円の話だ。そ

原発事故があってから間もない去年

具体的な例をあげれば、福島第一

ことも明らかになった（女川の原発が

れを防ぐ手段は難しいものではない

だ。津波は「想定外」とされたが、そ

全性では世界の評価を高めているの

今回の福島の事故も、原子炉の安

術者は、底引網を仕掛けられたよう

標としているのだ。

その人がすぐに原発停止・脱原発の

本の原発である。日本の原発技術が

のうちに、アメリカは実に三十四年

0 0 0 0 0 0 0 0

に韓国や中国に持っていかれる可能

方向に飛びついたのは、少なくとも

世界で最も進んでいることは、世界

ぶりに原発を着工することにし、東
芝の子会社製のものがつかわれる。

すでに証明している）
。

彼の潜在意識のなかで、それがコリ

中が知っているのだ。
福島での事故も地震のせいでなか

ア人のためになるというひらめきが
あったのではないか。
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ランド原発事故以降、原発の新規着

一九七九年のスリーマイル・アイ
ないということになっていたのだ。

協力を得なければ新しいものはでき
の反日侮日、親朝親韓の言論活動を

いることを恥じる」というような趣旨

は、日本の技術と機械を使えば、マ

が今回、再開されるようになったの

工は凍結されていたのである。それ

ばならない。韓国にとって幸いなこ

日本の足を引っ張り、邪魔しなけれ

ている韓国としては、その原発大国・

原発八十基輸出を国家目標に掲げ
モをやらせた。

原発を壊せ」と声を高めてアジり、デ

してきた人である。
「いまこそ日本の

と考えてよいだろう。

丈夫だという信頼感が生じたからだ
対の下地のある連中が政権の中枢に

党は民主党、首相は菅直人。原発反

とには、福島の事故の時は日本の政

であり、韓国人であろう。だから、

発運動を誰が一番喜ぶか。韓国政府

というのがあるそうだ。日本の反原

に、
「それで誰が得をするかを見よ」

ミステリー小説の犯罪を解く鍵

グニチュード９・０の大地震にも大

日立製作所も同じ頃に、リトアニ
いた。これに働きかければよい。そ
いまの日本で反原発運動をやってい

した じ

ア政府と仮合意を締結した。三菱重
して働きかけたら卓効があった、と

たつこう

工業はベトナムに二基発注が内定し
私は見る。
か、そういう手が回っている人の手

る人たちには韓国の手が回っている

ており、ヨルダンでもその話がすす
められている。今年になって、トル

芝・日立・三菱という三社か、その

原子力発電の世界では、日本の東

話をすすめている。

乗り出して、トルコへの原発輸出の

しないうちに、韓国の大統領が直接

が出された。彼が十分明確な答えを

この前の選挙にはコリア人の団体が

でいた、日本の自衛隊に入る青年の

大江氏は、
「北朝鮮の青年の目は澄ん

った。大江健三郎氏も気負い立った。

コミは、一斉に反原発運動に競い立

もそも反日親韓の傾向の見えるマス

朝日新聞はじめ、テレビ局などそ

原発を狙う韓国政府の手先になって

まりそれを強調する人は、日本の脱

れかと考えてよいであろう。

くないという行政関係者か、のいず

いは、ともかくマスコミに叩かれた

れている心配性の善男善女か、ある

ま売国奴みたいなデマゴーグに煽ら

関する科学的情報を知らされないま

が回っているか、あるいは放射線に

元首相の菅氏、現首相の野田氏、
積極的に参加したし、党内の選挙に

いる可能性があるといってもいいだ

売国奴のデマゴーグ

元外相の前原氏などなど、韓国系・
も参加していた。

コを訪ねた玄葉外相には、原発の話

北朝鮮系との金の授受があった人た
ちが民主党には多い。それもそうだ

旨の金が動いたと考えることが許さ

を行い、その運動を助けるような趣

て日本に原発を断念するような政策

この原発問題では、これを利用し

韓国の手先か、手先の手先ぐらいの

考えている人は、全くの無知の人か

が、原発にすぐにでも代替できると

太陽光発電はよく言われている

ろう。

と思われるのは、民主党が大勝した

れるのではないか。

人でないかと私は考えてしまう。
たとえば、リニア・モーターは宮

孫正義氏が多額の献金の意思のある

元気になったことがあった。それは

原発問題の最中に、菅首相が急に

アイデアのごとく思われた。しかし

光発電のパネルを並べるのは優れた

い。それが不要になった跡地に太陽

県）
。その軌道は当然、細く、かつ長

十、代替エネルギー論の怪しさ

ことを発表し、津波で家が流された

実際やってみると、ひとたび火山噴

崎県で最初に走っていた（いまは山梨

地域に太陽光発電を進めるアイディ

っついてダメになった。火山灰をき

火があったあとは、その火山灰がく
その孫氏は、自分の企業で一番電

れいにする労力や費用は電気代どこ

アを持ってきた時だった。
気を食う部分を韓国に移したと指摘

ろではないのだ。
いわんや、津波の跡地にパネルを

されている。自然界のエネルギーの
活用自体は結構なことであるが、あ
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並べることは、被災者たちから郷里
必要はないであろう。

ものでないことは、ここで繰り返す

忍び寄る産業空洞化

を奪うことにもなるのである。
自然のエネルギーを使うアイデア
は文句なく良いようだが、マイナス

消費者は節電したり、貯金をはた
いたりすることになる。これは各人
が我慢すればよい。しかし、日本の
産業はどうなる。いまでも、日本の
電気料金は韓国やアメリカに比べて
めに、日本ではアルミの精錬をやめ

いまのところ原発に代わりうるも
力発電には化石燃料である石油か石
たという過去もある。いまより電気

面も大きい。太陽光発電パネルで山
ても、発電量は浜岡原発の一基分く
炭、あるいは天然ガスが必要である。
料金が高ければ、日本の多くの工場

著しく高いのだ。高い電気料金のた

らいだそうである。しかも不安定だ。
いずれも日本で産出しないものだ。
は潰れるか、海外に出るかになる。

のは、火力発電だけだ。しかし、火

台風が来たらどうする。大地震が起
それに石油を焚けば地球温暖化に連
つまり空洞化だ。

手線の内側の二倍の広さの所を埋め

こったらどうする。第一、そんな広
なるとされる。いずれにせよ、火力

とだから仕方がないとも言える。し

迫も忍耐力もある青年が戦死したあ

万人以上の最も身体能力に優れ、気

りのものも、全て原発に代わりうる

きった話ではないか。その他の代わ

メリカは原発再開を決めた。わかり

太陽光のパネル会社は潰れたし、ア

実に問題が大きいのだ。アメリカの

荒れ地をどうするのか、などなど、

は植物は育たないであろう。そんな

どう処理するか。それを並べた下に

の産業の弱体化と日本の窮乏化を目

けないということで、資本主義日本

に大学、つまり学者は協力してはい

対」の運動をしていた。これは産業界

るか。

代に消えるのだ。そうしたらどうな

いない。年間何兆円ものお金が燃料

社もそれと同じことを言い出すに違

と急増したためである。他の電力会

火力発電のための燃料代が何千億円

電気量の値上げを言い出したのも、

東京電力が平均一七パーセントの

花盛りの時である。この人たちのな

しかし、世は原水禁運動・反核運動

ている（同氏『上掲書』一六ページ）
。

なかったことを高田純博士が検証し

その死因は肺炎であり、放射能で

てもわかるではないか。

たら喜ぶのはどこの国か。言わなく

日本の中小企業などがバタバタ潰れ

失業率の上昇と国力の低下である。

産業の空洞化は、とりもなおさず

い場所が日本のどこにあるのか。静
つぶ

発電はものすごい外貨の消費になる

かし、そこで生き残った人たちは「死

指した運動であった。この人たちは

かには、社会主義国（ ソ連や中国 ）

それが使えなくなった時の廃材は

んだ者の分まで頑張ろう」と言って、

本能的に日本に害をなすことに熱心

の核爆弾はきれいだが、アメリカの

のだ。

岡の茶畑を全部潰す気か。

国土復興と経済再建を成し遂げた。

のように見える。そしてその背後に

は悪いというようなトンチキな人た

サンフランシスコ講和条約に反対し

れは、日本が独立回復を成し遂げた

や運動をしてきた勢力があった。そ

本」を呪詛し、その足を引っ張る言動

えで禁止海域の境界に近づき、核の

災した。この船長さんは知ってのう

リカの水爆実験で、第五福竜丸が被

九年三月にビキニ環礁で行ったアメ

まだ吉田茂が総理だった昭和二十

て、核爆弾の放射線によるものとさ

る肝炎という本当の死因は隠され

た。それで、久保山さんは買血によ

これにマスコミは乗っかってい

なったといわれる。なにしろ、二百

敗戦後の日本人男子はだらしなく

十一、どっかの手先の人たち

戦後の日本から出た新技術・新製品

は、いつでも隣国の手がチラチラ見

ちもいたほど反米親共であった。

た共産党や社会党の系統の人たち

灰をかぶった。乗組員全員二十八人

れ、反米運動のシンボルにされてし

きゆうぼうか

も実に多かった。

え隠れする気がする。

と、全面講和という美辞のもとに日

がベータ線熱傷を受けた状態で母港

まった。

じゆ そ

しかしその一方、常に「栄えゆく日

本の独立回復に反対した学者とその

の焼津に戻り、肝炎ウィルスに汚染

の人たちであった。菅総理も学生運

心にいた人たちの多くは、その系統

東日本大震災の時の日本政府の中

なった。

人、無線長の久保山愛吉さんが亡く

が肝臓障害を起こし、そのうちの一

した買血輸血の治療を受け、十七人

反原発・放射能恐怖・反米という三

ーラスで送られた。日教組はこれを

木下航二作曲の「原爆許すまじ」のコ

久保山さんは静岡漁民葬になり、

「むつ」の最期

系統の人たちである。

動ではゲバ棒組であり、
「産学協同反
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て、福島の放射線に神経症的反応を

時の子供たちはいまや大人になっ

位一体の教育方針に利用した。その
子力船「むつ」であった。

くらって悲しい最期を遂げたのが原

ったという記憶がない）
、その煽りを
約束までさせられた。

半以後は大湊を母港にしないという

払って帰港させてもらったが、二年

この船は昭和四十四（一九六九）
いう発想も情けないが、そこまで核

被害がないのに補償金をもらうと

示しているのである。
年、佐藤栄作内閣の時に東京湾で進
翼的マスコミと反核運動者たちのほ

当時の騒ぎは大したもので、マグ
が、五年後に北太平洋で放射線漏れ
うが怖ろしい。これで、日本では原

アレルギーを日本人に起こさせた左

べてはいけないというような話だっ
を起こした。それはレントゲン一回
子力船は作れなくなってしまった。

水し、青森県大湊を母港にしていた

た。その時、故・桶谷繁雄先生が「な
分にもならないほどのものだったら

ロ（第五福竜丸はマグロ漁船）も食

んでもないよ、私は食べる」と発言さ

も原子力潜水艦もできていたであろ

原子力船「むつ」が運航され続け、実

う。これほどわかりやすい国防手段・

しいが、マスコミが騒ぎたて、寄港
ある社会党の代議士などは、
「放射

れたのが印象に残っている。この人

能がだんだんたまっていって、しま

験を繰り返せば、いまごろは日本に

も鋼鉄を作っていると社会党の訪中
対中抑止手段もなかったと思われる

できなくなった。

団が毛沢東革命礼賛をやった時、
「あ
いに爆発して、そこらの村民漁民は
のだが。

は、毛沢東思想で中国は農家の庭で

あいう鉄をわれわれは鋼鉄と言わな
みんな死んじゃうぞ」と言った。放射
日本の「むつ」を葬ったマスコミや

を反核と一緒にした（といっても、ソ

に流れた。マスコミは反米、反自民
帆立貝漁へ被害がないのに補償金を

党総務会長・鈴木善幸が、陸奥湾の

それで、時の田中角栄内閣の自民

ことはない。それがよいのです」など

た反原発運動には、目立ったデモの

今回の福島の原発事故にはじまっ

0

0

いのである」とばっさりやっておられ
能と放射線の区別もしない乱暴な話
反核団体は、中国の核実験、核爆弾

連や中国の核開発への反対運動があ

せておられる。そこから少し拾って

とは絶対に言わないのである。

0

た。
だったのだが、それが通用したのだ

に反対する運動を起こしたというの

桶谷先生のような方は稀で、世論
から恐ろしい。

とうとう

ほかに、日本の弱体化や窮乏化を願
みよう。引用のあとのカッコは、そ

は滔々として放射線恐怖を煽るほう

うようなソフトな言論がマスコミで
れを掲載した新聞名である。

「成熟」ではない

は聞いたことがない。

流されていることに注目すべきであ

第三の国になり、更に落ちていくで

「日本はおそらく中国に負けて世界

合おうとしても不可能で、環境や社

「日本が経済成長で再び中国と張り

早稲田大学教授の天児慧氏は言う。

あまごさとし

そのことには筑波大学の古田博司

しょう。しかし、そのことで日本人

会保障など生活インフラの豊かな成

作家の加賀乙彦氏は言う。

氏も気がついて、雑誌『歴史通』の昨

が不幸になると考えるのがおかし

熟大国を目指すべきだ」（毎日）

る。

年九月号に注目すべきエッセイを寄

い。これが日本を不幸にしている一

人」は世界中でゴミのように扱われた

か。中国もかつては落ちぶれ、
「シナ

もあるはずだが、気はたしかだろう

だ。加賀氏はたしか精神科の医師で

ると考えてはいけないという珍説

国が落ちぶれても国民は不幸にな

だったのに、いまは百数十円だ。そ

訪ねている。昔は一ポンド千円以上

ギリスに留学し、それからも何度も

に買っている。私は五十年も前にイ

のところ、エネルギーも食糧も大量

にどうしてなれるのか。日本はいま

し、社会保障を充実させた成熟大国

経済的成長は諦めて、環境を良く

のだ。だから彼らは必死に核兵器を

れとともに窮乏し、本屋も万引きを

番の大きな原因です」（毎日）

作り、原子力潜水艦を作り、航空母

経済力を落としながらの成熟大国

心配する国になるのを見てきた。
か。しかし、加賀氏は中国に向かっ

などないのだ。あるとすれば、末期

艦まで持とうとしているのではない
て「国が落ちぶれていっても心配する
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もんじゅこそ日本の智恵、世界の宝になる

ないのである。

「衰退」とか言って、
「成熟」とは言わ

の清朝か。そういうのは「停滞」とか

ういう妄言を喜んで掲載する新聞が

の「文化人」が少なくないことだ。こ

れダメになることを望んでいる日本

て感じられることは、日本が落ちぶ

ら、
「日本悪しかれ」を願っている国

すべきなのである。そうでなかった

富裕化を願い、そこに向かう道を示

政治家もマスコミも、本来は自国の

と国民に押し付けるのは許せない。

氏は言う。

ん。ただし、それが不幸かと言うと、

ルトガルのようになるかもしれませ
日本の「繁栄」だということをも示し

だ。逆にいえば、
「反原発」の反対は

現在の共通点は、反原発ということ

率が五〇パーセントを超えていると

済破綻に直面している。若者の失業

ギリシャに続いてポルトガルは経

を幸福とみなすならば、私はむしろ

よく聞く。個人が自分の哲学で窮乏

って不幸になったという婦人の話も

言ってよい。金持ちになったらかえ

向に構わない。西行も芭蕉も極貧と

個人が貧乏が平気だというのは一

対する進路を示してくれたものだと

とを許されるならば、日本の未来に

しこの大被害も、あえて強弁するこ

その被災者には深く同情する。しか

事故はわが国の大なる災害であり、

っておこされた東電福島第一原発の

東日本大地震・大津波とそれによ

十二、日本近代史とエネルギー

と考えざるを得ないのである。

あ

「朝日」や「毎日」であることも知って
の手先か、手先の手先になっている

また、大阪大学名誉教授の川北稔
おいてよいであろう。この人たちの

話は別です。現在のポルトガルを見
ていて面白い。

「……たしかに日本は、かつてのポ

てください。むしろ、ある意味で安

いわれる国のどこが安定して、国民
尊敬する。神父や修道女のなかにも
解釈できるのではないか。

定し、人々は幸せな人生を送ってい

が幸せな人生を送っていると言える
そういう人がたくさんいることを知

るのではないでしょうか」（朝日）

のか。もうこうなると妄言をバラま
っているからだ。

イギリスが世界に先んじて産業革

「富国強兵」の「富国」はありえない。

いエネルギーを使うことなくして、

まず化石燃料が必要であった。新し

代国家を造り、かつ栄えるためには、

だあるのだが、それらの言説を通じ

古田氏が拾い集めた妄言はまだま

を導入した。空中戦もはじまった。

が）タンク、つまり石油で動く戦車

りに（彼自身は騎兵学校出身だった

針を立て、また陸戦では騎兵の代わ

艦の燃料を石炭から石油に変える方

フィッシャー提督の献言を容れ、軍

ミが、自国の窮乏化を幸福への道だ

しかし、一国の政治家や大マスコ

ないからだ。

代戦をやるエネルギー源が日本には

本当におかしくなった人もいる。近

しくなったのだ。秋山真之のように

の筋道を見て、みんな少し頭がおか

の軍部のリーダーたちは、日本必敗

信するに至った。この頭が空の日本

はエネルギー源の問題であった。近

に突如、大問題としてあらわれたの

まが

命を起こして世界に覇を唱えること

飛行機が石炭で飛ぶわけがなく、全

そのうち、石油を握っているアメ

思えば明治維新以来、日本の歴史

く詐欺師紛いの言説だ。

ができたのは、石炭の新しい使い方

て石油でプロペラは回る。イギリス

リカの大統領に日米開戦必須論者の

とな

を発見したことと、炭田を国内に持

は中東の石油を手に入れることにし

は

っていたからである。開国した日本

てオランダも蘭印（インドネシア）

らないことになり、その圧力を受け

ついに、アメリカは日本に石油を売

Ｆ・ルーズベルトがなった。そして

この歴史的なエネルギー転換で最

エネルギー転換に衝撃

た。

利用法を先進国に学び、白人国家以
外でははじめて産業革命を成功さ
せ、近代国家への道を進むことがで

もある。軍艦も戦車も飛行機もすべ

いわれる連合艦隊司令長官・山本五

元来は対米開戦反対論者だったと

の石油を売らないと言い出した。

しかし、その限界が見えはじめた

て石油がなければ動かないのに、日

十六が、真珠湾攻撃のための訓練開

も恐怖を覚えたのが、日本の軍部で

のは日露戦争以後である。日露戦争

本では石油は出ないに等しい（新潟沖

始を命じたのは、この石油問題が起

きたのであった。

から十年も経たないうちに勃発した

で少し出たが問題にならない）
。
の軍人たちは、陸軍も海軍も今後の

東條内閣、対米開戦反対論者が多か

日米開戦を避けるために誕生した

こってからである。
戦争で、このままでは日本必敗を確

第一次大戦の観戦に出かけた日本

第一次欧州大戦では、エネルギーの
主体が石炭から石油に代わってきて
いることがはっきりしてきた。
イギリスの海軍大臣チャーチルは
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ぐずぐず交渉を続ければ保有の石油

カ側に譲歩の色がまったく見えず、

リカとの話し合いにおいて、アメリ

一転して開戦に賛成したのは、アメ

ったその閣僚たち──この人たちが

教科書にはイギリスの王冠が刷って

も日本が占領しているのに、英語の

香港も、シンガポールもラングーン

じめてから一年半近く、イギリス領

年の教科書である。英米と戦いをは

学に入学した昭和十八（一九四三）

ものである。中東の油田の産出量は

ギーの心配がなくなったことによる

り、工夫もさることながら、エネル

戦後の復興は日本人の努力、頑張

軍艦が動けなくなり、飛行機も飛べ
そのほかに学科の教科書もみな戦前

あり、内容も平和なものであった。
た。石油の値段は安かった。日本は

それまでの常識を超えるものであっ

原発関係者に感謝

が減り続けていくばかりで、日本の
なくなることがわかったからであ
世界最大のタンカーを造り続けた。
になったのである。

民間人も石油ストーブを使えるよう

と同じであった。
これは開戦が急であったため、新

る。まことに昭和天皇の戦後のお言
葉にもあるように、
「かの大戦の近因
はアメリカによる石油禁輸であった」 しい教科書の準備をさせる時間が文
石炭の時代だったらアメリカと戦
は昭和十九年四月、つまり敗戦の一

粗末な戦時的教科書が配布されたの
時代が来た」と、うたた今昔の感に堪

ブに石油を入れる時、
「信じられない

と言われて育った私は、石油ストー

戦争中に「石油の一滴は血の一滴」

争する必要もなく、そんなことを考
年数カ月前である。いかに石油問題
え難いものがあった。

部省になかったことを示している。

える日本人もいなかった。まことに
の悪化が急に進行したのであるかわ

のである。

二十世紀初頭におけるエネルギー転
かる気がする。

題について努力する姿が痛々しかっ

た。その時、大平首相が石油輸入問

四年六月に、東京サミットが開かれ

のを私は体験した。それは、私が中

じまったことを示す傍証のようなも

日米開戦が石油問題の突発からは

で、それにもめげずに原発採用に踏

と歩調を合わせ続ける雰囲気のなか

運動と反核運動が一緒になった左翼

灰のせいだと虚報を流し続け、反米

めを刺されたのである。

新しいエネルギーの登場によって止

使い果たした頃に、原子爆弾という

そして日本は手持ちの石油をほぼ

の集会をやったと報道されたが、彼

ある。最近もピースボートが反原発

夏の小蠅のように湧き出てきたので

にして、突如として『古事記』による

じであった。それが福島の事故を種

イルショックの二カ月後の昭和五十

が原油の値上げを発表した第二次オ

してきたのである。石油輸出国機構

てきた。産油国が同盟して値上げを

ところが、オイルショックがやっ

こんじやく かん

換のため、日本の歴史は日米開戦に

た。大平さんも、石油のために日本

み切った自民党内閣や通産省、それ

らの正体はわかっているではないか。

なってしまったのである。

が大戦に突入せざるを得なかった時

に原発の技術を向上させ続けた電力
会社の関係者には、頭が下がる思い

代を体験した人なのである。
エネルギー問題は日本の歴史を一
栄をパーにする可能性もあることを

ギーの問題から解放されたように思

それで、日本の歴史は再びエネル
ルギー問題のあり方と、将来の日本

しかし福島の不幸は、日本にエネ

十三、明るい未来への道筋

よく知っておられたのだ。この一年

われた。ところがそこに、福島での

の歴史の進み方を示してくれたもの

がする。

後に大平さんは急死されたが、それ

事故が起こったのだ。それとともに

と私は捉える。

転させることができるし、戦後の繁

は政局のみならず、石油の問題が心

現れた反原発論者の有り様は『古事

まず、狭蠅なす反原発論者の主張
おこ

さ ばへ

臓に悪かったのではなかったかと私

記』に「是を以て、 悪 神 の音、狭蠅

とは反対に、現実は日本の原発の安

わざわひことごと

さ ばへ

悉 に発

よろづのもの

あらぶるかみ おとなひ

如す皆涌き、 萬 物 の 妖

全度が極めて高いことを世界に示す
を振りかざして、原発を世界に売る

これ

は思っている。

りき」と描写されているような感じで

ことになったのだ。日本政府はこれ
地球温暖化防止のためには、化石

ことを国家目標にすべきである。中

な

ルギーを石油に頼り続けることの危

ある。
燃料より原発がよいという意見が支

国やインドのような大人口の国が近

戦後の高度成長期のように、エネ
険性は有識者には明白なことであっ

配的になったため、このところ反原

代化をやれば、エネルギー問題だけ

た。最も効率が良いのが原発である
しかし、原子力船「むつ」を廃船に

発運動者はおとなしくなっていた感

ことはあきらかであった。
し、第五福竜丸の死者の原因を核の
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で地球が壊れ、温暖化が進んで太平
も平和的に強くなる。日本外交の国

される国との関係も強くなる。しか

ある。エネルギー源を提供する国と

る。ビジョンのある人だった。筑波

で原爆の研究をなさっていた人であ

福田先生は、戦時中は仁科研究室

が、それは日本製にしたほうが安心
億円もの輸出になる。ＧＤＰも楽に

さらに経済的にいえば、一件数千
念ながら、
「もんじゅ」はナトリウム

大学の構想を知ったときである。残

うような発言をしたが、それは筑波

と。

洋の小島が沈むような事態になるで
際社会における役割も、日本製原発
大学ができたのちに、イギリスのサ

原発は地球を守る力がある。中国

きよう
ほん

あろう。資源獲得に狂奔するいまの
の普及とともに、平和的に増大する
ッチャー首相が「日本恐るべし」とい

中国の姿を見よ。
であろう。

である。ロシアも同じだ。アフリカ
上がる。それに比例して税収も増加
が管に付着したとかいう故障のため

は百基単位の原発を造る計画らしい

や東南アジアにも日本の原発が置か
する。増税が不要になるどころか、

である。水洗便所も高層マンション

も電気なしでは変えることは不可能

ありえない。不潔・不便な生活環境

に、電気のないところに民主主義は

福田信之先生──筑波大学設立の功

的エネルギー源である。私はかつて

ある。
「もんじゅ」こそは究極の理想

は、
「もんじゅ」を成功させることで

そんなことよりさらに重要なの

何年も停止していては、計画は進ま

だと大騒ぎし、そのたびに何カ月も

こった。原発の故障をいちいち事故

ある。同じようなことはのちにも起

故と騒ぐので困る」と言われたことが

のことになるとマスコミは故障も事

0 0

0 0

れるべきだ。
止められた。唐津一氏は私に、
「原発

も電気あっての話だ。
「光は日本よ
労者──から直接お聞きした言葉を
ない。

0

累積赤字をも消す力があるだろう。

り」がモットーとして掲げられてよ
いまも忘れることができない。

曽野綾子さんも言っているよう

い。日本自体の受ける利益も、他国
「 渡 部 君、
〝も ん じ ゅ〟 が 成 功 す る

来、日本の最大の問題、そして大戦

のだ。そしてそのことは明治開国以

なれば、地球万歳ということになる

めて、そのうち「もんじゅ」の輸出に

日本が最初は原発の輸出からはじ

するであろう。

る。日本だけでなく、世界が大歓迎

はケタの違った大きな成功なのであ

でも「もんじゅ」が成功すれば、それ

コンピューターもすごい。そのなか

る。
「はやぶさ」もすごい。スーパー

第一として掲げるべきものなのであ

関係は強まるという。当然のことで

自動車事故死者の数は数千人であ

いる。日本でも福島の事故のあとで

動車事故で約二十万人以上が死んで

チェルノブイリのあと、いままで自

潰して脱原発を決めたドイツでは、

これに反して、福島の事故で胆を

放射線による死者はゼロであること。

なっていないこと。福島の事故でも

消防士を含めても、死者は百人にも

も、直後に火災と思って飛び込んだ

故──本物の暴走だった──ですら

ろう。あのチェルノブイリの原発事

に簡単な例を挙げて答えるべきであ

社は、こういうイデオローグたちに

日本の政府、地方自治体、電力会

からである。

けず、噓を造り上げて先導してきた

動家たちは事実にはいっさい目を向

オロギー運動であったから、反核運

中国、いまは韓国がらみの反核イデ

ないか。それは元来が、昔はソ連・

なぜ、人権運動家たちは燃え上がら

か。毎年、確実に死者の出る除雪に

脱原発運動が燃え上がるのはなぜ

えてもよいくらいの原発には病的な

故死に比べれば死者は零に近いと考

ほとんど聞かれないのに、自動車事

ギー問題に悩まされなくなるんだよ」 「もんじゅ」は、日本が国家的目標の

日本の救世主

0

に与える利益に劣らず巨大である。

開始という残念な事態と、原爆によ

る。福島の原発では死者ゼロである

操られた動きには毅然として対応

と、日本は百年、千年単位でエネル

る終戦という悲劇の原因となったエ

が、数日間の大雪での死者は五十人

し、真実を自信を持って国民に説き

よく武器を売った国と買った国の

ネルギー問題から半永久的に日本を

を超えた。福島の「汚染」した表土除

続け、国策としては原発の輸出、さ

きも

解放してくれるのである。

去よりも、除雪のほうが人命への問

それでも原発反対の人たちは耳を

らに大目標として「もんじゅ」の完成
原発事故より数千倍、数万倍も死

たいものである。

ということを国民に示していただき

題としてはずっと大きかった。

サギのコレステロール神話がまだ通

者を出す自動車には脱自動車運動は

傾けないだろう。卵を食わされたウ
用しているのだから。しかし、非常

※渡部先生の「書物ある人生」は都合により今月は休載します。
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