
あ し た
将 来 が 危 な い

明日では遅過ぎる。でも今なら間に合うかもしれない。
あなたは将来に不安を感じたことが無いないだろうか。あしたが危ない、もしかすると将来は無
いんじゃないかと、私は心配でならない。 

日本が危ない
世にも恐ろしい数字
　「リアルタイム財政赤字カウンター 10」を開いてみて欲しい。借入金，政府短期証券を含む「日本全体の債務残
高」、「国および地方の」長期債務残高、「国の」長期債務残高が、リアルタイムで表示され、数字は刻々と増え
ていく。試みにトップの「日本全体の債務残高」の「国民一人当たり」にチェックを入れてみよう。国民とは、生
まれたばかりの赤ん坊から、臨終の床にある老人までを含む全ての日本国民だ。2010年6月27日15時現在、驚くなか
れ、867万8476円だという。経済ジャーナリスト財部誠一氏の日本の借金時計によれば、一家庭当たりの負債額は
1577万1651円だという。家１件分に相当する！

　去年の衆議院議員選挙で、日本国民は政権交代を選択した。自民党に代わって政権の座についた民主党は、税収
減を無視して垂れ流し政策を行ない、財源を借入金に求めている。国の赤字は旧政権の自民党の作ったものだと言
うが、民主党もやっていることは大同小異だ。もしあなたの家計が、支出が収入の倍で、しかも支出の２割を返済
に当てるとしたらどうだろう。これ以上金を借りようとしても、誰も貸してはくれまい。そんな状態にあっても、
収入を増やして支出を減らそうという努力をしなかったら、残るは自己破産しか無い。

　個人が消費者金融などから金を借りるには、2010年6月18日から年収の3分の1までと制限された。もし国に適用さ
れたとすると、平成22年度の税収36兆円の３分の１の13兆円が限度だ。ところが実際は、税収の36倍の借入金があ
ることになる。これが会社なら、とおの昔に潰れちゃったはずだ。子や孫はこのツケをどう解決するのだろう。一
昔前のアルジェンチンや、最近問題になっているギリシャのようになっちゃうのだろうか。

　いや、そんなことはないと経済や政治の専門家たちは言う。難しい理論を色々並べて、私たちを煙に巻いてしま
う。何となく分かったつもりになって納得してしまうのは、私たち日本人の悪しき性である。もし専門家の言うと
おりなら、そもそもの国債を発行しないで済んだはずだ。それとも超インフレ政策で、貨幣価値を下落させようと
いうのだろうか。戦時国債で痛い目にあった人たちは、ほとんど死んでしまった今日だから。

　2010年６月にカナダで開催されたG20において、先進国は2013年までに財政赤字を半減すると共同宣言した。だが
日本は、一律の目標には従えないと反発し、結局例外とされたのだ！G20は、日本を例外扱いしてでも、宣言するこ
とに固執した。ハーパー首相は、日本の国債の９５パーセントが国内で引き受けられていることを理由としたと伝
えられるが、実際はどうにもならない債務超過で、世界の趨勢に協調できないというのが実情だ。菅直人首相はサ
ミット後の会見で「財政再建策のスケジュールは各国から積極的に受け入れられた」と述べたが、そのスケジュー
ルが国民の承認を得たものでないのは、総理大臣として権力の乱用である。危機感を持って、財政再建に取り組む
べきだ。例えば、国会の議員定数を半分、もしくは３分の１に減らし、垂れ流しやばらまきを止め、省庁の人員を
削減し、公社公団を民営化し、減反政策を取りやめて耕地を回復して地産地消を推進し、高級品や贅沢品への間接
税を復活させるなどの施策を行なえば少しは効果があろう。将来の展望の上に経って、国民に多少の耐乏生活を望
むことも必要であろう。防衛予算は、最低限度にとどめる。後で『憲法９条の謎』で述べるように、個人的には自
衛隊は憲法違反だと判断している。経費削減の効果が確実になったところで、消費税を増額し、増額分を国民の老
後の資金に充当すれば、諸外国から例外扱いされても、どうにかやっていけるのではなかろうか。 

ダムはムダ？
　ダムは本当にムダなのだろうか？確かにダム建設は、地球環境の破壊以外の何ものでもない。ダムは、ムダ以上
の愚行である。民主党政権はマニフェストにうたったダム建設中止を強硬に実行した。だがしかし民主党は、八ツ
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場ダム建設の経緯をどう考えているのだろうか。1949年に建設省で計画され、1952年に計画が発表された。当初か
らほとんど全ての地元民は、建設に反対だったが、国の執拗にして強硬な懐柔によって、泣く泣く受け入れたの
だ。決して賛成したわけではない。祖先の墓も住む家も移し、仕事も変え、ようやく新しい生活を模索しはじめよ
うとしたこのとき、建設を中止するというのだ。

　2010年6月に発表された民主党の参院選マニフェストでは、八ツ場ダムなど全国のダム事業を「中止方針を表明し
ているが、予断を持たずに事業を検証する」と明記している。実現の可能性の疑わしい選挙公約だが、「予断を持
たず」とは、建設を続行するとか中止するということを前提としないことを、「検証する」とは、詳しく調べて正
確に証明することを意味すると解釈できる。とすると、中止と決定したこととは裏腹に、僅か数ヶ月で、もう一度
考え直そうというのだろうか。朝令暮改は現政権の顕著な特徴だが、そういう一貫性の無い、言い換えると無節操
な政治思想で、果たして日本国の将来が展望できるのだろうか。

　八ツ場ダムには利権や政党や官庁の沽券以外にも大きな問題がある。そもそも吾妻川は、酸性度の高い水質で、
中和のための石灰を、水源の上流の品木ダムで間断なく混和しなければ飲用にはなり得ないのだ。飲用にならない
ばかりか、農業用水にも使えないし、水力発電の機械部分を腐食して、耐用年数をいちじるしく低下させる。投入
した石灰は、ダムに沈殿して、最終的には捨て場の無い汚泥となる。

　八ツ場ダムが完成したとしても、それを適切に管理し、維持するには、莫大な経費が必要になる。各地のダムで
もそうだが、ダムは自然に反した巨大な構築物であるがゆえに、ダム内部へ流入した土砂と石灰に起因する汚泥の
堆積が起こる。これを下流に流せば、農業や漁業に甚大な被害を与える。下流に流さずに常時浚渫を行なうとすれ
ば、これまた莫大な費用を要する。国家経済に与える損失を無視してはならない。

　もし建設中止のまま、既に相当程度進捗した付帯工事のみを完成させるとすれば、ダムの無い状態の中で、あら
かた完成した空中楼閣的な橋や鉄道を活かさなければならない。その結果、現在の居住地域からは、高くて離れた
駅を利用しなければならないことになる。そもそも計画そのものが、百年二百年後の将来を見据えたものではなか
った。自民党であれ民主党であれ、将来を考えない目先だけの政策は、無政府状態よりも始末に負えない。 

離農者や耕作放棄地
　誰が日本国の政策を立てるのだろうか。政権与党、その内閣か、国会か、政治に関心の薄い日常から深く考えて
いなかったが、ふと気づいたら、どうやら官僚が政策を立案するらしい。まれに議院立法という言葉が聞こえてく
るところを見ると、議会が中心になることも無きにしもあらずのようだ。いずれにしても、国の将来にかかわる最
も重要な農業政策も、責任がはっきりしないままに、減反、減産が進む一方で、大規模な干拓事業で耕地を作り出
している。何という矛盾だろう。

　飽食の時代だというのに、日本国の食料自給率は４割を切ってしまった。溢れかえる食料品の多くは、実は国産
ではない。どこかの貧しい国の農民が作って、本来彼らが食すべきものを、大金をちらつかせて買い取ってきたも
のだ。あげくに食べ放題というムダな贅沢をしていて、将来に禍根を残さないのだろうか。

　今私の住む地域を見渡すと、休耕中か耕作を放棄された田畑がそこかしこに点在する。耕作している人の多くは
高齢者で、後継者がいないため自分たちが最後になるのではと心配している。先日米どころ新潟県の従兄弟を訪ね
たおり、同じ状況だと嘆かれた。一体日本の農業はどうなるのだろう。国が経済的破綻を来したとき、どこの国が
食料を輸出してくれるだろうか。

　農村の高齢化と過疎化は、他にも原因があるとは言え、減反政策によるところも多い。一旦耕作を休んだ田は、
再び水田に返すことがたいへん困難になる。病気や怪我と同じで、油断は一瞬でも、回復には数ヶ月かかるのが普
通で、時には回復しないこともある。もし棚田のどれか一枚が耕作されずにいると、残った田も蝕まれていく。病
気が蔓延するのと全く同じだ。

　農村の後継者不足は、農業に魅力が無いからでもある。生物としての人間の最大の関心事は食と性だが、その食
の生産者が、将来に希望が持てないようでは、自給率は更に減少するだろう。コンピューターで管理された工場
で、短期間で安全な野菜が生産され、それも美味であるというから、本来農業に魅力が無いのではない。国の農業
政策に、魅力を見いだす術、魅力を創出する英知に欠けているだけだ。
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　食生活の変化、特に米離れが農業に与えた影響は大きい。僅か１７ 年前の平成５年には、米不足でタイ米を輸入
したというのに、以後はずっと米が余っている。そこで減反政策があるが、減反を進めるかたわら、なぜ諫早湾干
拓という大掛かりな干拓事業をも行なったのだろうか。役所仕事は、一度動き出すと止められなくなるが、民主党
のダム工事中止は、良きにつけ悪しきにつけ、この慣例を打破するものである。

　食料自給率については、『食料自給率という幻想』で、経済学者で上武大学大学院教授の池田信夫氏は、「食料
の輸入がゼロになるというのは、日本がすべての国と全面戦争に突入した場合ぐらいしか考えられないが、そうい
う事態は、あの第2次大戦でも発生しなかった」と述べている。氏は戦後の1953年の生まれで、終戦前後の食糧難を
経験していないから、実情を知らないのも無理は無い。ひもじくて、隣の庭（畑ではない！）のサツマイモを盗ん
で食べたなどと聞いても、創作としか感じられないのだろう。都会から地方の寺などに集団疎開した小学生は、も
っとひもじい思いをしたという。また氏は「そもそも「食料自給率」とか「食料安全保障」などという言葉を使う
のも日本政府だけで、WTOでは相手にもされない」と述べているが、WTO（世界貿易機関）では日本政府を相手に
しないという意味と解される文章で、誤解を招く。たぶんWTOでは食料自給率などを議題としないという意味だろ
うが、国際貿易のルールや国際紛争の処理を行う機関であるから、日本政府だけの発想と決めつけても意味はな
い。

　聞くところによると、日本人の腸は欧米人よりも長く、米や野菜に適した消化管だという。逆に肉食には適さな
いそうで、肉食が増えた結果は、大腸がん患者の増加として現れているそうだ。必須アミノ酸によっては、動物質
からしか摂取できないものもあるから、ゼロにはできないが、米を中心とした日本食の長所をよみがえらせる必要
がある。世界一の長寿国の長寿を支えているのは、日本本来の食で生きてきた高齢者たちだということを、もう一
度振り返ってみよう。 

砂漠化した街
　後継者不足は、農業に限らない。街を見渡すとシャッターを降ろした商店が並び、人通りもまばらだ。商店街に
も後継者がいないのだ。後継者不足は、特に小売業に甚だしい。郊外の大型店に客を奪われ、家賃、光熱費、人件
費を稼ぎ出すだけの売り上げが無いからだ。その結果、旧市街に住む人たちばかりか、郊外の住宅地に住む人々
も、日用品や食品を自動車で買い出しにいかなければならない。高齢者や車の無い家庭はどうしたらいいのだろ
う。私自身、現在７３歳で老妻との二人暮らし。車で買い物に出られるのは、後数年だろう。

　街が寂れるのは、商店が無くなったからばかりではない。子供がいなくなったからだ。手塩にかけて育てた子供
たちは、やがて独り立ちして、親元を離れていく。それは新しい家族の誕生につながることだから、喜ばしい。が
しかし喜んではいられない。本来なら子供は親と同居して、かつて親にしてもらったように、年老いた親の面倒を
見るべきなのだ。まれに親と住んで、３世代の家族が同居することもある。こういう律儀な子供は、遺産相続での
悪平等の故に、次第にその数を減じている。はっきり言って、親と住んで面倒を見ようという男には、嫁の来手が
ほとんど無い。

　街の砂漠化は、実は街を形成する家々の砂漠化に他ならない。最近は「家」という概念が希薄になり、結婚式や
葬儀でさえ、個人の名前で行なわれることが多くなった。希薄になったのは家の概念ではなく、家族の紐帯ではな
かろうか。戸主や家長という言葉は、ほぼ死語になった。一家は、主を必要とするほどの規模を失ったのだ。そう
して兄弟の絆は脆くなり、しばしば敵対するようになる。戦後の民法に「家」が失われたことによるところが大で
あろう。家族制度の崩壊が家族の崩壊をもたらし、ついには個としての人格の崩壊をもたらした。

　私が子供の頃、農村部では、祖父母からはじまって、親夫婦の他に叔父夫婦と子供たちが一つ屋根の下で暮らす
というのはごく普通の風景だった。子供たちは子供同士で痛みを学び、ときには大人たちに教えられ、社会生活に
順応していく。古くから伝えられた知識や業を祖父母に学び、やがて次の世代へと伝えていく。今日、三世代の同
居がほとんど失われ、その結果伝統が失われ、人の痛みを知らない、我慢のできない子供たちが多くなった。

　個人的な経験だが、あるイギリス人との会話で、私の当面する遺産争いに話題が及んだとき、彼は "universal" と
形容した。どこの国でも遺産相続は兄弟のもめ事の種らしい。詳しい状況は込み入って説明し難いが、私と母親が
半分ずつ持っていた土地家屋の母親の分を、兄弟姉妹が現金で払えと訴訟したのだ。全てを売却して分配すること
で和解したが、中々買い手が見つからない。そうこうするうちに改めて裁判を起こされた。これ以上待てないから
競売せよと言うのだ。多少なり相続の争いごとがあると、血を分けた兄弟は、血を見なければ収まらないような関
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係になっていく。

　色々な理由があるだろうが、土地や建物は売られ、それまでの地域社会から抜け、市街地から周辺へと移住して
いく。街の中心部はからんぽになり、ゴーストタウンのようになっていく。仮に商店が残ったとしても、周りには
顧客たる住民が、もはやいないのだ。たとえ中心商店街の再開発を計画しても、郊外に移った顧客を呼び戻すのは
容易でない。行政の打つ手は常に後手後手で、そのうえ打つべき目標や手段を間違えているというのが実情だ。我
がふるさとの市では、市の計画変更に悲観した商店主が自殺した例がある。シャッター街に明かりを灯そうとして
も、もう手遅れかもしれない。 

基地はどうなる
　民主党の大きな公約の一つに、普天間基地を海外移設、少なくとも県外移設というのがある。そもそも名護市、
沖縄県、日本政府、米政府が14年もの協議を重ねて名護市辺野古キャンプ・シュワブ周辺に移設と合意したもの
を、最低でも沖縄の県外へと宣言したのだ。その結果どうなったかは、民主党の初代総理大臣であった鳩山由紀夫
の、その後の迷走ぶりは国民の等しく知るところである。

　鳩山前首相は、母親から毎月1500万円という高額の小遣いを貰いながら、それを贈与所得として申告せず、使途
についても知らなかったと表明し、基地移設問題の迷走と虚偽の政治資金報告書が問題となって、辞任に追い込ま
れた。私を信じてくださいと言いながらも、基地移設問題については、他人には知り得ない腹案なる逃げ口上を使
うなど、前代未聞の醜態をさらけ出した。

　次の『日本語が危ない』で述べるように、日本国憲法９条で、国際紛争解決の手段としての武力行使を永久に放
棄したのであるから、友好国アメリカといえども、武力行使を目的とする軍隊を日本の国土に駐留させることは、
憲法に違反する。武力行使を目的とする外国軍隊は、日本国外に基地を置くなら、日本国憲法に抵触しないのだか
ら、アメリカ領であるグァムなどに移設してもらえば、民主党のマニフェストも生きてくる。有言不実行の民主党
の汚名挽回のチャンスだったが、却って泥沼にはまり込む結果となった。

　アメリカ軍の基地が沖縄の外に移設すると、基地に生活を依存していた人々の、その後が問題となる。彼らの声
は小さいが、政治に携わる限り、小さな声にも耳を傾けなければならない。基地に代わるべき就労先を確保しない
ままでの県外移設の公約は、住民無視の政策で、民主党への支持率を引き下げることになる。

　日本はアメリカの核の傘によって守られていることになっている。だがその核はどこにあるのだろう。もし日本
が仮想敵国に核攻撃されたとすると、どんなに早く察知したとしても、アメリカ本土からのミサイル攻撃では間に
合わない。広島の何倍、何十倍の被害を受けた後で、相手を叩き潰しても、日本は壊滅状態だ。要するに、核の傘
は、何の役にも立たないばかりか、仮想敵国の攻撃に口実を与えるだけだ。

　大方の非難は覚悟するが、私は非武装中立こそ、日本の生きる道だと信じている。国を愛するなら、他国の人々
も自分の国を愛していることを知ろう。遺伝子レベルで考えると、国が隣接する両国の人々は、たとえ言語や民族
意識が異なっても、兄弟のように近い関係にある。温暖化のために、このままでは人類の滅亡が恐れられる将来を
目前にして、侵略など何の意味も無い。理想主義ではない。悲観主義だ。だからこそ、国々が互いに軍備を無くし
て、将来のために力を合わせることを願っている。軍事予算がゼロになれば、財政再建も容易になる。軍籍を離れ
た人で一時期失業が増すだろうが、好景気に支えられれば、解消されよう。 

日本語が危ない
国語力って何だろう
　小学校で英語を義務化するそうだ。誰が考えたのか、誰が決めたのか知らないが、その役人なり議員なりは、日
本語のことをどう考えているのだろうか。言語の学習は、母親の胎内からはじまる。生まれる前に、その言語に特
有のリズムを学ぶ。幼児期には、音声を音素として弁別することを学習し、学齢期に語彙と多様な表現様式を積み
上げて、日本語での表現力と理解力を高めていく。従って小学生は、日本語の学習で手一杯のはずで、現在でも学
習時間が大幅に不足しているのだ。英語に振り向ける余裕は無い。また教師にも、言語としての英語を教える能力

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC%E9%80%9A%E3%82%8A
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/local/futenma/
http://plaza.rakuten.co.jp/mtfujikon/diary/200806290000/


が無い。

　現在の国語教育では、漢字の読み書きに重点が置かれている。だからだろうか、テレビの日本語力などの番組で
は、奇妙な当て字の漢字が読めるかどうかで日本語力をテストしている。文字は言語を写すための、甚だ不十分な
手段であり、そのうえ漢字は中国語のための文字である。文字は言語ではないにもかかわらず、多くの人が国語力
は漢字力と同じだと勘違いしている。

　文字を言語そのものと、とんでもない勘違いしている学者もいる。あるとき、立教大学文学部教授で文学博士の
沖森卓也という人の『日本語の誕生』という本の広告を見た。日本語の誕生というのは、そうそう簡単にはいかな
い課題だが、肩書きとタイトルに惹かれて、インターネットで購入した。開いてみると、内容は文字による日本語
表記の歴史であって、日本語の誕生という大問題には、ただのひと言も触れていない。このように言語と文字を同
一視する発想からか、英単語を書いて覚えるという愚行を時折見かける。そう指導する教師がいるのだ！

　小中学校の国語教育では、漢字学習よりも日本語の多様な語彙と表現を学び、それを自分の言葉として使えるよ
うにすることが大切だ。教科を問わず、自分の考えや主張を、自分の言葉で適切に表現し、他人の意見や思想を理
解できるように訓練する。算数の文章題問題が解けないのは、読解力、つまり文章を理解する力の不足による。理
解力と表現力が両立して、はじめて議論が可能だ。上級生は、ディベートの訓練をすることが望ましい。そういう
素養の無い議員が、国や地方の議会で発言の機会を与えられても、ただ役人の作文を読むだけの、内容も無ければ
説得力も無いものになってしまうのだ。

　アナウンサーには奇妙な勘違いをしている人がいる。民放の人気アナウンサーの小倉智昭氏は、かつて番組の中
で、「千五」と「戦後」のゴは、濁音と鼻濁音を使い分けるのが美しく正しい日本語だから小学校でそう教えるべ
きだと公言した。ガ行鼻濁音は、ガ行濁音の異音であるに過ぎない。多くのアナウンサーは、「くださる」と「い
ただく」の使い分けがつかない。中には、entertainer をエンターティナーと発音する人もいる。文字でしか知らない
単語を、誤って発音したもので、他には glove をグローブと言う大間違いもある。グローブとは、球に他ならないの
だ。

　外来語でなければ表現できない概念ならともかく、意味も分からずに外来語を使うことは、日本語に対する侮辱
であり、自信の無さを露呈するものだ。英語だからと、己の名前をイチロー・オザワとするのもそうだ。確かに英
語などのヨーロッパの言語では、名・姓の語順だが、日本語では姓・名でなればならない。英語でイチロー・オザ
ワと自己紹介する人は、アメリカ大統領バラク・オバマ氏を日本語で紹介するときはオバマ・バラク氏としている
だろうか。自国語を愛し、誇りと自信を持って、英語でもオザワ・イチローと言うべきだ。

　NHKテレビの総合放送に「youどきネット」というのがある。ローマ字なら、you はヨウと読む。それなら「ヨウ
どきネット」と読むのかと思えば、実際には「ユーどきネット」と読んでいる！それなら Youko は「ユーコ」と読
まなければ一貫性が無い。「ユウどきネット」なら、なぜ「夕時ネット」としないのか？NHKに聞いてみたいとは
思ったが、かつて友人が苦言を呈したとき、のらりくらりと対応されたとこぼしていたので、同じ思いをすること
もあるまいと、止めにした。

　日本語の危機的状況は、お役所の使う妙な外来語や、国会や記者会見でのカタカナ語にも見られる。それを伝え
る報道機関は、日本語として自然なものに置き換えること無く、そのままの語句を伝えるので、否応無く新聞、雑
誌、テレビに氾濫する。困ったことに、しばしばウソ英語だったり、日本語英語だったりするから始末に負えな
い。これが子供たちばかりか、社会の隅々まで行き渡って、増殖していく。ハンドル、グローブボックス、フロン
トガラス、ボンネット、バックミラーなどなど、自動車はカタカナ語無しには成り立たないぐらいだが、ほとんど
がウソ英語だ。

　元来日本人は、言葉を大切にした。言葉に神秘的な力を感じて、言霊と言った。好意的に言えば、言葉の持つ力
で相手を傷つけないようにという思いから、もっぱら受け手である己の立場で物言いをする。だから「何々してく
ださる」は「何々していただく」となる。この際、行為者につける助詞を「に」に変えていればいいが、たいてい
「は」のままだ。その結果、その行為をした人が、受けた人になる。何とも妙なことだが、テレビでは日常的だ。

　日本語を愛し、日本語に誇りを持ち、日本語で考えるなら、自分の意見を臆する事無く表現して欲しい。そうで
ないと、相手に分かってもらえない。相手と意見が異なるなら、それは歓迎すべきことだ。みんな同じ考えだった
ら、却って奇妙だ。お互いの考えを尊重しつつ、自分の意見も大切にすることだ。国と国の関係でも同じことで、
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日本国は八方美人的な曖昧さ故に、すでに世界からまともに相手にされていない。 

憲法９条の謎
　日本人ほど言葉を弄び、論理を無視する国民は、他にいないのではあるまいか。「お詫びしたいと思います」と
言ったとすると、彼は謝罪したのだと看做される。それなら、「あいつを殺したいと思う」といったとすれば、殺
人を犯したことになるのだろうか。「思う」というのは、その人の心の内のことであって、思ったからといって、
実行したことにはならない。自信の無さを露呈し、ただ責任を回避しているに過ぎないにも拘らず、「深くお詫び
したいと思います」という発言は、社会的には謝罪したものと理解される。まことに奇妙な社会だ。

　私たちは、言うべきことは正確に、誤解の無いような言葉遣いで表現すべきだ。断るときは、曖昧な言い方では
なく、はっきりと断りの言葉で伝えるほうが相手に対して親切である。どっちつかずの曖昧な言葉で、相手を傷つ
けないようにという心遣いは、却って相手を傷つけることになる。真に相手のことを思うならば、相手の考えや言
動を尊重しつつも、自らの信念を的確な言葉で表明し、誤解に基づく曖昧な解決を避けることが、実は相手をも己
をも傷つけない言動だ。

　最大の言葉遊びは、日本国憲法の条文の解釈だろう。特に９条は、結果として有名無実となっている。言葉を専
門にする学者や有識者たちは、日本語としての個々の解釈の判定をしていないらしいので、ここで条文を掲載し
て、日本語の文章として考えてみよう。

第９条 [戦争の放棄、軍備および交戦権の否認] 日本国民は、正義と
　秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争
　と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段
　としては、永久にこれを放棄する。
2) 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持
　しない。国の交戦権は、これを認めない。

　日本語の文章として要約すれば、第１項で高らかに戦争放棄をうたい、第２項で、その目的を達成するために、
軍備をしないと宣言している。誰が読んでもそうとしか読めないにもかかわらず、自衛隊という軍隊は事実上存在
する。外国の報道や無線通信では、正確に army として扱われている。明白な憲法違反ではないのだろうか。

　憲法９条は理想的規範にすぎないという説、侵略戦争放棄という目的を達成するための戦力不保持の条件を示し
たもので自衛戦争は許容されているとする考え、自衛のための最小限度の軍事力保持は認められるという見解など
などが、学者や知識人たちから出されている。私が子供の頃から教えられてきた日本語では、全ての戦争を放棄
し、一切の戦力を保持しないと規定しているものとしか解釈できない。

　英文の憲法草案が先行したという説もある。と言うよりも、日本国憲法そのものが連合軍の押しつけだとも言わ
れるが、私の理解では、総司令部や極東委員会などとの幾多の折衝を経て、帝国憲法の定める手続きに従って改正
されたものだ。不都合な箇所があれば、日本国憲法の定める手続きに従って改正すればよい。アメリカの押しつけ
だから、解釈し直すというのは、筋違いだ。日本国憲法誕生の経緯については、『日本国憲法の誕生』の概説を参
照されたい。 ちなみに、元となったとされる英語版は次のとおりだ。

Article 9:
1)
　Aspiring sincerely to an international peace based on justice 
　and order, the Japanese people forever renounce war as a 
　sovereign right of the nation and the threat or use of force 
　as means of settling international disputes.
2)
　In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, 
　land, sea, and air forces, as well as other war potential, will 
　never be maintained. The right of belligerency of the state 
　will not be recognized.
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　かつての日本社会党は、自衛隊は憲法違反だとしてきたが、1994年に社会党を中心に、自民、さきがけと連立し
た村山政権で大転換をした。村山富市首相は就任直後の国会演説で、安保条約肯定、原発肯定、非武装中立の放棄
などを宣言したのだ。この結果、政党としては、日本共産党だけが非武装中立を主張している。もしかすると、日
本国憲法９条を正確に読んでいるのは、彼らだけかもしれない。その他の政党の解釈が正しいとすれば、日本語と
は、まことに奇妙な言葉だ。 

叡智を輸出しよう
封印を解こう
　私には長く封印してきたある出来事がある。友人にも妻子にも語らずに、ずっと秘めてきたことだが、数年前に
旧居を離れることが決まった際に妻に明かし、大学の仲間にも自分史の一ページとして公開した。語らなかった、
あるいは語れなかった理由は、心の傷が癒えなかったせいだが、公に語った理由は、同じか、私のものをはるかに
超える傷を受ける人々が、世界中で絶えないからだ。

　日本が大東亜戦争と呼ぶ戦争のときのことだ。1944年11月14日、アメリカ空軍は東京を空襲、翌1945年3月10日未
明、いかに効果的に、できる限り多数の市民を殺戮するかを研究の末、焼夷弾による無差別な絨毯爆撃を東京に下
した。これを東京大空襲と言い、死者は１０万を超えた。焼夷弾とは、日本の木造家屋を焼き尽くすために開発さ
れた火炎爆弾である。アメリカ大統領ルーズベルトは、日本軍の重慶無差別空爆を国際法違反として激しく非難
し、ドイツのポーランド侵攻に際しては、人道的見地から市民を標的とした無差別空爆を行なわないよう呼びかけ
たが、その彼の承認のもとにアメリカ空軍参謀総長カーチス・E・ルメイによって行なわれたのがジェノサイド（大
量虐殺・集団殺害・集団殺戮）である。東京大空襲の１ヶ月前には、避難民で一杯になっていたドレスデンをアメ
リカ・イギリスの連合軍が空爆し、死者が１３万人を超えるという大虐殺を行なっていた。

　1945年8月5日、私の住んでいた前橋市にも、焼夷弾の絨毯爆撃があった。前橋には西と南に中島飛行機の工場が
あるので、そこが爆弾攻撃されるものと想像していたが、実際は市の80パーセントを焼く、一般市民を標的にした
ものだった。死者は535名に及んだ。後に聞いた話では、中心部から郊外に避難した子供連れの女性が木の下で疲れ
を癒しているときに、機銃掃射で殺されたという。私は利根川を挟んだ向かいの親戚に疎開していたが、翌々日４
キロの道を歩いて帰る道すがら、この世の地獄を目の当たりにした。そのとき私は、国民学校（小学）３年生だっ
た。

　前橋空襲の翌日、広島に原子爆弾が投下された。伝えられる広島の悲惨さは、私の見た前橋の焼け野原とは比較
にならないものだが、この目で見、この鼻で臭いを嗅いだ子供の心には、ふる里の焼け野原が生涯忘れられない。
広島の被爆者は、被災直後で１４万人前後で、長い年月を苦しんだ末に亡くなった方を加えると、恐ろしい数とな
ろう。

　８日には長崎に原子爆弾を投下した。第１目標は福岡県小倉市（現在の北九州市）、第２目標が長崎市だった
が、小倉上空での爆撃航程に３回失敗し、燃料系統に異常を生じたので、第２目標に変更したと言う。こうして長
崎市民７万４千人が殺された。

　アメリカは「戦争を早く終結させるために一般市民の士気をくじく」というドゥーエ理論を、一般市民を標的に
した大量殺戮の根拠にしている。しかしながら日本軍の無線を傍受したアメリカは、日本がポツダム宣言受諾を決
め、無条件降伏を決意したことを原爆投下以前に熟知していた。アメリカはこの偽善的な理論によって敵の戦意を
くじくことができ、その結果戦争が終結したのだと、アメリカと日本の両国民を洗脳してしまった。だから原爆慰
霊碑の碑文は、「安らかに眠って下さい 過ちは 繰返しませぬから」と、日本国民が加害者であるかのような文章に
なっている。こういう洗脳の結果、日本国、日本国民、被爆者のいずれの立場からも、アメリカに対して賠償を請
求していない。

　個人的な話題に戻ると、私は終戦直後の夏のある日、焼夷弾の不発弾で大やけどをした。幸いにしてナパームは
燃え尽きて空だったが、信管だけが残っていた。子供心に中にあるベーゴマのような鉄のかたまりが欲しくて、何
とか取り出そうと石に叩きつけた衝撃で爆発した。大変な爆発音で、しばらくは何も聞こえなかった。これまた幸
いにして、職業柄水をはった桶があったので、そこに飛び込んだところまで覚えている。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%85%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%9E%E6%AD%A6%E8%A3%85%E4%B8%AD%E7%AB%8B
http://www.kmine.sakura.ne.jp/kusyu/kuusyu.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD%E3%81%AE%E6%88%A6%E4%BA%89%E7%8A%AF%E7%BD%AA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%87%E3%83%B3%E7%88%86%E6%92%83
http://minoma.moe-nifty.com/hope/2007/08/post_e567.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%83%E5%B3%B6%E5%B8%82%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%AD%90%E7%88%86%E5%BC%BE%E6%8A%95%E4%B8%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%83%E5%B3%B6%E5%B8%82%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%AD%90%E7%88%86%E5%BC%BE%E6%8A%95%E4%B8%8B


　気がついたのは、ある外科医院のベッドの上だった。体には、ミイラのように晒が巻かれていた。当時は薬さえ
不足していた。傷に塗ったのは、亜鉛華を馬の油で練ったものだったが、暑さの中でも化膿することなく、２週間
ほどで退院できた。この経験に封印をしてきたのは、入院中に父母や姉が付き添うことも見舞うことも無かったた
めだ。恐ろしく寂しかったこと、電力不足から、ローソク送電で暗くて怖かったことが心の傷となっていた。 

アメリカという国
　その後の人生で知り合ったアメリカ人は、陽気で、みんないい人たちばかりだったが、国としてのアメリカのや
ってきたことは、大規模で執拗な空爆の連続である。1950年の朝鮮戦争、1965年のベトナム戦争、1991年第１次湾
岸戦争、1992年ソマリアに侵攻、1994年ハイチ侵攻、1995年ボスニア・ヘルツェゴビナ空爆、1996イラク空爆、
1998年スーダン空爆、1998年アフガニスタン空爆、1999年コソボ空爆、2001年アフガニスタン侵攻、2003年第２次
湾岸戦争、2007年ソマリア空爆などが主なものだ。アメリカが国連軍として侵攻したものもある。2001年9月11日の
同時多発テロは、それ以前にアメリカが中東などで行なった侵攻に対する報復的色合いが濃い。にもかかわらずア
メリカは、アルカイダに対する報復という大義名分をもってアフガニスタンのタリバン政権を倒し、憎悪の連鎖反
応に陥った。

　「安らかに眠って下さい 過ちは 繰返しませぬから」は「安らかに眠って下さい 過ちは 繰返させませぬから」と
書き換え、アメリカに対して、広島・長崎への原爆投下はジェノサイドであり、国際法違反であることを訴えるべ
きだった。そうすれば、無辜の民が世界中で犠牲になることが無かったかもしれない。あるいは、イラクによる大
量破壊兵器の所持という、後に判明したとおり真っ赤なウソの理由による偽善的侵攻を行なうことも無かっただろ
う。アメリカの犯してきた戦争犯罪を、勝てば官軍として許容するなら、日本国はアメリカによる原爆投下と東京
をはじめとする各都市への焼夷弾爆撃、アメリカによるほとんど絶え間のない外国侵攻の共同正犯になってしま
う。

　人間には智慧があると言われる。確かに優れた文化、文明をはるかな昔に開花させ、伝えてきた。日本では１万
３千年前に、その後１万年も続く縄文文化を花開かせた。縄文時代には、部族闘争が無かったようで、遠く離れた
集落間の交易や通婚が行なわれていた。３千年前に弥生時代に入ると、人々は水田とそこからの産物という富を持
つようになり、やがて集落同士の武力闘争が起こった。魏志倭人伝が伝える邪馬台国は、この時代の末も３世紀の
ことである。やがて古墳時代を経て、大和朝廷が誕生し、幾多の変遷の後、現在の日本国がある。

　１万３千年前から今日までに、日本から外国に侵攻したのは、数えるほどしか無い。それは周囲を海で囲まれ、
陸地に国境が無かったからだと言うのは、イギリスを例に引くまでもなく、答えにならない。外国へ侵攻したの
は、新羅に攻められた百済に救援を求められて出兵したこと、くだって１６世紀に、秀吉による２度の朝鮮侵攻、
1872年の台湾出兵、1894年の日清戦争、1904年の日露戦争、1937年の日中戦争、1941年の大東亜戦争のみである。
歴史的事実からも、決して好戦的な国民ではないことを世界に発信しよう。 

平和を発信しよう
　もし人間に叡智があるならば、現在世界のそこかしこで行なわれている戦争という合法的殺人やテロという非合
法殺人を止めさせることだ。戦争は人間の愚行の中の、最大にして最悪の蛮行である。勝っても負けても、失うば
かりで得るものは無い。残るのは、憎しみとさらに大きな報復である。この憎しみと報復の連鎖を断ち切るのが、
人間に残された叡智である。もし日本人が世界平和を希求するならば、自らの父祖が戦争の被害者であることを認
識し、防衛力保持という名の憲法違反を止めさせ、非武装中立を実現すべきである。そうして日本国憲法の中心を
為す９条の精神を、世界に向けて発信するのだ。世界中が武装解除したら、財政赤字は数年で解消されるだろう。

　日本が軍備を放棄すれば、外国から攻められるという理論は、外交に自信の無いことを示している。確かに日本
国は外交が不得手ではあるが、政治家や政府の要人が、日本国憲法に立脚した、確たる信念、哲学を持っていない
からだ。憲法９条の文字通りの思想を、外国にも理解させ、倣わせるという信念を持って欲しい。優れた一人の外
交官は、一国の軍隊に相当するのだから。 



環境が危ない
エコって何だろう
　エコロジーのエコはギリシャ語のオイコス「家」に、同じくギリシャ語のロゴス「言葉」がついたもの。ロゴス
は、言葉から言葉の秩序や学問の意味にもなった。エコロジーの日本語は生態学だが、最近広く使われているエ
コ、エコロジーとは、だいぶ意味が違うようだ。それでは、エコって何だろう。

　日本語になったエコは、どうやら環境保全を目的にした省エネルギー、省資源、再利用、資源化などを複合した
ものとして捉えているらしい。とすれば、実質的には、節約の意味のエコノミーである。エコノミーは、同じオイ
コスに、分配、法などの意味のノモスのついたもので、エコはエコノミーの略と言うべきだ。

　経済産業省や総務省が進めるエコポイントは、地球温暖化対策と景気浮上策を兼ねたものだが、これもエコロジ
ーと言うよりもエコノミーだ。環境保全を中心に据えた場合は、多くはグリーンと言いい、グリーン購入法という
法律まであることを知った。グリーン購入法.netの英語版には、「環境に優しい」の意味で eco-friendly と使ってい
る。実際には「環境負荷低減に資する製品・サービス」を Eco-Friendly Goods and Services としているが、これまた
和製英語だ。

　エコやグリーンの他にもクリーン、リサイクル、リユースなどの語も聞かれる。これらにも混同があるようだ。
こういう外来語の単語を使うと、何となく分かったような気がしてしまううえ、格好よく感じるのだろう。やっぱ
りどこかできちんと定義しないと、言葉だけが一人歩きする。例えば電気自動車は、排気ガスを出さないからクリ
ーンだと言う。しかし電気は、電力会社が火力や原子力で発電したもので、大本で二酸化炭素や放射性物質を排出
している。結局言葉のごまかしだ。

　リサイクルショップと言う場合、その店はただの古道具屋であるのが普通だ。確かにリサイクルショップのほう
が耳障りがよい。もう一度使うという意味で、リユースも使われるようだ。ビールなどのビンに returnable と入って
いるものがあるが、これはそのビール会社が回収してまた使うという意味だろう。昭和の頃までは、日本酒もビー
ルも、酢や醤油も、容器は同業者が回収して使ったものだ。それが今日では、一升瓶は、単なるガラスとしてしか
回収されない。溶かして何かを作るとすれば、大量の化石燃料を消費することになる。

　液体を入れて販売する容器は、最近はペットボトルとアルミ又はスチールの缶が普通になった。ペットボトル
は、容量と形状を統一し、素材も厚くして、かつてのビールビンのように、繰り返し使えるようにしたらどうだろ
う。製造コストのほうが、使用済みのビンを回収して洗浄・殺菌・乾燥をするのにかかる費用よりも安いなら、新
品には課税して価格のバランスを保ったらどうだろう。

　アルミやスチールの缶は、溶かして原料にするのだろうが、そのためには、アルミは電気を、スチールは化石燃
料を大量に消費する。温暖化防止の観点からすれば、特に必要なもの以外は、再利用可能な容器を使うべきだ。牛
乳の紙パックも、再使用可能な容器に変えられないのだろうか。丁寧に洗って、切り開いて、乾かして、スーパー
の回収ポストに入れる度に、ちゃんとしたものに加工してくれるのかと不安になる。 

ゴミを宝にしよう
　私の提案するエコは、生ゴミ、可燃ゴミ、建築廃材などの中の炭水化物を、化石燃料を使って焼却することを止
め、下水の汚泥をもこれらのゴミに加えて、メタンガスとメチルアルコールに変えることである。下水処理に際し
て、嫌気性の細菌によるメタンガスが発生するが、二酸化炭素の３０倍の温暖化効果があるので回収しなければな
らない。通常は活性汚泥による処理の後に、メタンガスを発生させる。活性汚泥は二酸化炭素を発生させるので、
好ましくない。この前段でメタンガスを発生させ、残った炭水化物を活性汚泥で処理すれば、メタンガスの収量も
格段に増加し、二酸化炭素の発生も減少する。下水処理の最終段階での消却のための燃料には、このメタンガスを
使用することで、化石燃料に依存しなくともすむ。

　メタンガスはＣＨ4という化学式で、二酸化炭素の発生率が極めて低い。また燃料電池の水素の供給源としても、
電気分解によって得た水素よりも環境への負荷が少ない。メタノールの分子式は、ＣＨ3ＯＨでメタンガスに似てい
て、同じく水素の供給源としても有用だ。どちらも工業的に製造可能だが、微生物の力を借りれば、生ゴミや汚水
も原料になる。キリンは2001年に、工場排水からメタンを発生させ、これを燃料電池の水素源として、工場の電力

http://phi.med.gunma-u.ac.jp/oldlec/ecology.html
http://kotobank.jp/word/%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88
http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/
http://www.chatnoir88.com/ambiente/kirin.html


を賄っている。

　私が学生だった頃には、後３０年もすれば石油は掘り尽くしてしまうと言われた。それから５０年以上経った今
日、新たな油田が掘削されたというニュースや、BP社の海底油田から毎日15,000キロリットルもの原油がメキシコ
湾に流出しているなど、いっこうに掘り尽くされた様子が無い。とは言うものの、いずれ底をつくことになる。

　このまま化石燃料を使い続けると、そう遠くない将来に、化石燃料が生きていた時代の地球環境に戻るだろう。
低酸素で高濃度の二酸化炭素の大気だ。温暖化の初期段階の現在でさえ、多くの動植物が失われている。温暖化に
よって、植物の生育環境が変わり、農業が甚大な被害を被る。現在180億人を養うだけの穀物生産があるにしても、
色々な理由から地球上の７分の１の人々が飢餓状態だ。（食料問題については、WFPのサイトを参照して欲しい）
温暖化が進めば、いずれ生産量は激減する。そうなると次に絶滅するのは、私たち人類だ。

　地球に優しいというキャッチフレーズは、生物に優しいと言い換えるべきだ。どんなに温暖化しても、どこかの
国が原子爆弾を落としても、地球は決して壊れない。壊れるのは生物の住む環境だけだ。そのことを肝に銘じて、
温暖化ガスの排出を一日も早く、少しでも減らし、植物の力を借りて、できるだけたくさんの炭素を回収し、近代
化以前の環境を取り戻すことを目標にしよう。百年前を目標にすれば、５０年前ぐらいには回復できるかもしれな
い。そうすれば、子や孫たちが、さらなる努力続け、本当に安心な環境を回復するかもしれない。 

最後に
　日本人は相手を傷つけないようにと、微妙な言葉遣いで、心ならずも曖昧な表現に終始してきた。このままでは
将来が危ない。相手の立場を尊重しつつも、己の意志・主張を堂々と開陳し、是非をはっきりさせ、世界中が安心
して将来を迎えられるようにしよう。簡単なことではない。大変な困難を伴うだろう。困難だからこそ、やり甲斐
のあることだとは思わないか？明日では遅過ぎる。だが今なら、間に合うかもしれない。

　カナダで開催されたG20で、日本が例外扱いされたことに触発され、何とかしなければと、己の考えを披瀝した。
文字数ばかり多くなってしまったが、十分推敲を重ねていない。日を改めて、簡潔なものに仕上げようと考えてい
る。問題が多岐にわたるだけに、異論、反論があってしかるべきだ。少しでも可笑しいと感じたら、ぜひメールし
ていただきたい。可能な限りお返事し、誤りがあれば修正し、考え違いがあれば、検討して、削除する。なおこれ
はという意見は、サイトに引用たいので、その可不可をもお知ら願いたい。
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