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未来バンク事業組合
◆日常生活の実験
昔、好きだった大江健三郎の本に「日
常生活の冒険」というタイトルがあった。

理事長

田中

優

講演会、大学の非常勤の仕事などで暮ら
していたが、2011 年の事故はぼくの暮ら
しに大きな変化をもたらした。

ちっとも内容は思い出せないが、タイト

2012 年末、岡山に引っ越した。ぼくが

ルが好きだった。考えてみるとぼくは日

原発に反対であることは、政府の作った

常生活という言葉に引っ掛かりがあるの

「要監視者リスト」に名前が挙がってい

かもしれない。背伸びするのは好きじゃ

るくらいだから、周知の事実だったろう。

ないし、大言壮語するより毎日のことを

でも仲良くしている「くりこまくんえん」

大事にしたい。それで言うならぼくがし

の大場さんから、
「田中さんって原発問題

ているのは「日常生活の実験」だと思う。

で有名だったんですね、ぼくはただの山

ご存知の方も多いと思うが、どんなこと

好きのおじさんだと思ってました」なん

をしているのか書いてみよう。

て言われたぐらいだから、あまり自分か
らは言わないタイプだったのかもしれな

◆岡山での暮らし

い。そして岡山に越してから少しして、

福島原発事故直後からたくさんの講演

再婚した奥さんとの間に子どもが生まれ

会を頼まれ、2011 年から２年間は日数よ

た。こんな安心な場所で子育てできるの

りも講演回数の方が多くなるような暮ら

は幸いなことだったと思う。

しをしていた。毎日遠くへ出かけ、まる

引っ越したのは偶然に近い。
「てんつく

で住所不定のような暮らしぶりだった。

マン」という友人から、
「ビデオ撮りする

こんなことができたのも、2008 年に仕事

から来てくれ」と言われ、そのときに「こ

を辞めたからだった。以来、原稿書きと

んなところに住みたいなぁ」と言ったの

がこの岡山の和気町だった。今の家の場

言っていたほどだ。それでも満足できる

所を探してくれたのもてんつくマンの奥

十分な家が 2016 年に建った。

さんだった。メールで写真を見て、ここ

こう書くと東京から離れたように思う

にしようと決めてしまった。ぼくが東京

かもしれないが、大学の授業は続けてい

を離れることになれば、「田中優は逃げ

るので、授業のある間は毎週東京に来て

た」と言われるだろう。しかし居続けれ

いる。まぁ、会議に追われる東京での滞

ば「田中優は放射能が危険だと言いなが

在時間だが。

らそのまま住んでいる」と言われる。ど
ちらがいいかと言えば、けなされても危
険は避けた方がいい、そう思って転居し
た。

◆自立した暮らしを
そして 2013 年からは電気を自給して
電線を切り、文字通りのオフグリット生
活にした。その後に庭の井戸跡を見つけ
て井戸を復活させ、水も自給に切り替え
た。さらに固定電話をやめて携帯と無線
のインターネットに変え、固定電話線も
カットした。残るはガスだが、太陽温水
器を入れて消費量は半分程度に下げた。
こうして初期費用はかかるものの、日常
生活にかかる費用を極めて少なくした。
とりわけ電気の自給はカネがかかるし元

なぜか引っ越しのときは、今ここで親
しくしている岡山の友人たちが徹夜でト

は取れないのだが、それでも電力会社と
の関わりを断ち切りたくてやめた。

ラックを運転して荷物を運んでくれた。

ここまでがこれまでの話だ。そこから

まだ講演会ラッシュの時期で、引っ越し

も「日常生活の実験」は続く。あらたに

当日には自分は一緒に来ることができな

入れたのが無煙炭化器と炊飯器だ。ブラ

かった。荷物だけが引っ越した状態だ。

ジル・アマゾンの先住民が作り出した「テ

当時は古民家を買って住んだのだが、室

ラプレタ」という奇跡の土がある。なん

内にムカデが出たり、動物が入り込んで

ど作物を収穫しても連作障害を起こさず、

いて人感センサー付きの照明器具が勝手

土は自分の力で回復していく。そんな土

に点いたりするのが嫌で建て直した。人

があって、それが人間が作ったものだっ

感センサーならぬ、動物センサーとなっ

たとわかったのは 2000 年を過ぎてから

ていたのだ。もちろん家は自分がやって

のことだった。その土地は荒れ果てた「ラ

いる一般社団法人「天然住宅」の仕様だ。

テライト」で、三作作れば何も採れなく

建てるときも自分で決める「分離発注方

なる。そこに炭と木酢液などを混ぜるこ

式」で建てた。大工さんたちは「ベニヤ

とで、奇跡の土を作っていたのだ。しか

と接着剤を使わずに家が建つのかよ」と

もそれを作り出すことで、地球の大気に

吐き出してしまった二酸化炭素のすべて

家庭の庭にあったら、巨大アグリビジネ

を、数年のうちに土に吸収させることが

スの支配下にならずにすむではないか。

できるのだ。今回 COP22 でフランス政府

その苗を送ってもらったので、急いで炭

は、耕地の中に 0.4％だけ多く炭素を混ぜ

を混ぜた自家製テラプレタを庭に作って

こむことで、毎年排出する世界の二酸化

みたのだ。今のところのらぼう菜の生命

炭素の 75％を吸収できると発表した。こ

力に救われて、どうやら活着したようだ。

れまで厄介者扱いしかされなかった農業
者が、最前線となるのだ。炭は木材の持
っていた二酸化炭素の８割を閉じ込め、
燃やさない限り排出されない炭素の吸収
源となるのだ。
この話が面白くて自分でもしたくなっ
た。そこで無煙炭化器を買い込んで、庭
で炭作りを始めたのだ。
「まぁいつか炭で
菜園を作ろう」ぐらいに思っていたのに、

そしてもう一つの炊飯器は、自動でス

急きょ農地が必要になってしまった。そ

イッチ一つで「酵素玄米」だろうが「発

れはフェイスブックでＧＭＯ（遺伝子組

芽酵素玄米」だろうが炊くことができる

み換え作物）の話を載せたおかげだった。

優れモノの炊飯器なのだ。玄米はビタミ

宮崎で農業をしている友人が、
「のらぼう

ンＣを除けば完全栄養だといわれる。調

菜」の苗を送ってくれたおかげだった。

べてみると量的には不足するものの、微

のらぼう菜は面白い作物だ。ほとんど

量栄養素のすべてを持っている。つまり

の野菜の祖先になったアブラナ科の野菜

一汁一菜のように、わずかな副菜があれ

であるにもかかわらず、ちっとも交配し

ば、それだけで生存可能なのだ。

ないのだ。普通は勝手に交配して別な野

ときどき言われる玄米のフィチンが微

菜を作り出してしまうほどなのに、ちっ

量栄養素を奪ってしまうという懸念は、

とも交配しない。交配させて別な種を作

実際の二年間の実験によって否定されて

ろうとあちこちで試みたのだが、まだ成

いる。これから玄米と一汁一菜で、生命

功できていない。遺伝子組み換え作物に

をつなぐことができるのだ。幸い、昔勤

よって世界の作物を支配しようとするモ

めていた会社の親友が、退職して新潟で

ンサントのような会社は、自分で作物か

有機のコメを栽培している。そこから安

ら種を取ることを禁止しようとするのだ

心できるコメを買えば、ぼくはそれだけ

が、のらぼう菜は自分で種を取らなけれ

で生活できるのだ。

ば収穫できず、しかも交配しないのだ。
これが江戸時代の飢饉の時代に人々を

◆自立は孤立を意味しない

救っている。寒さにも強く、生命力も旺

こうした暮らしはとても大きな安心感

盛で、栄養豊富なのだ。こんな作物が各

につながる。自立すると孤立するかと思

っていたが、自立することでより多くの

さを実感する。どこを歩いても美しいの

友人たちが出来てくる。自立するとおカ

だ。今は枯れ木ばかりだが、その木の色

ネのつながりがほとんど消え失せるだけ

が少しずつピンクがかってくる。枝の先

で、孤立の問題はおカネでのつながりの

につぼみがつくからだ。その後には燃え

ときに起きるようだ。カネでないつなが

るように色とりどりの花と緑が吹き出し

りは、多くの友人を引き付けてくれるよ

て来るだろう。それを考えると今の風景

うだ。

のピンク色がかった枯れ木も美しく感じ

おかげで心配しなくていい部分が広が

るから不思議だ。

った。もちろん家の中には人体に有害な
化学物質は使っていないし、食べるもの

ぼくはいろいろ調べてみるのが好きだ。

も有害物質はほとんどない。そんな中、

好奇心に任せてあれこれ追いかけるのが。

ついに 60 歳の誕生日を迎えてしまった。

そしてフェイスブックの発信は、いろん

「ジジイ」という言葉を実感する。

な人とつながるばかりか運動の始まりに

先日検診を受けてみたら、あちこちに
ガタが来ているのがわかった。体力だけ

もなっていく。こんな暮らしをしていて、
さらに次の「日常生活の実験」を考えて

で乗り切ってきたこれまでの暮らし方を、 いる。
いよいよメンテナンスしながら暮らして

そんな暮らしをするにはとても良い時

いかなければならない。そこで朝早くか

代だ。友人が新たなエネルギー源のニュ

らウォーキングすることにした。かつて

ースを伝えてくれた。どうなっていくの

マラソンをしていたことがあったが、さ

かワクワクしている。対立して落ち込む

すがに歳のせいか老練になってくる。タ

こともあるかもしれない。しかしぼくに

イムなんて考えるよりも、楽しくするこ

は生活の安心という後ろ盾があるのだ。

とを考えるのだ。そう思ってウォーキン

もっともっと日常生活の実験を進めてい

グすると、田舎に住んだことの素晴らし

きたい。

遺伝子ドライブと
化学物質の噴霧による作物の増収
木村瑞穂
雑誌 Nature が 2016 年の十大ニュース
を選んでいた。

であるマラリア原虫に耐性のある遺伝子
が急速に増えることになる。遺伝子ドラ

重力波の観測とか、ＡＩのアルファ碁

イブは自分自身をコピーする機能も持っ

が世界のトップ棋士に勝ち越したという

ているので、マラリア原虫に耐性のある

ニュースにはなるほどと頷かされるもの

遺伝子と遺伝子ドライブをメスの卵細胞

であるが、遺伝子ドライブとか化学物質

に入れておけば、一世代ごとにマラリア

の噴霧による作物の増収のニュースには

原虫に耐性のある遺伝子が倍になってい

気味の悪いものを感じさせられた。

くのである。
一世代で倍になるというのは遅く感じ

遺伝子ドライブとは、ある生物集団の

られるかもしれないが、そうではない。

中で特定の遺伝子だけを急速に拡散させ

ハマダラカのライフサイクルは一週間程

る技術である。例えば、マラリアという

度なので、一年もあれば世界中のハマダ

病気はマラリア原虫がハマダラカによっ

ラカの遺伝子を置き換えることが可能な

て媒介されることによって広がるため、

スピードである。劇的な効果を持っては

ハマダラカがマラリア原虫に対する耐性

いるが、副作用が発生したときにも劇的

を持てばマラリアを防ぐことができる。

に広がることを意味する。

実際、実験室では、マラリア原虫に耐性

既に人間の細胞でも遺伝子ドライブを

を持つ遺伝子を持ったハマダラカを急速

利用した実験が行われているという。こ

に増やすことに成功した。この技術を使

の技術の持つ潜在的な効果に期するとこ

えば一年間でマラリアを根絶することが

ろもあるが、気味の悪さは拭えない。

可能という試算もある。年間数十万人が

因みに米国はこの遺伝子ドライブを実

命を落とす病気なので、根絶することが

験室外で使用することを認めることにな

できれば大きな福音となるだろう。

りそうだ。米国科学アカデミーがその解

遺伝子ドライブとは、特定部位で DNA

禁を勧告したからだ。

を切断する RNA であるが、切断された
DNA はペアになる染色体から遺伝子を

もう一つのニュースは、化学物質を噴

コピーしてくる性質があるので、上の例

霧することで作物の収穫を増やすことの

でいえば、マラリア原虫に耐性のない遺

できる技術が開発されたというものだ。

伝子を見つけたら切断するように遺伝子

この技術のアイデア自体はシンプルなも

ドライブを設計すれば、その対立遺伝子

のだ。肥料や農薬や遺伝子操作の代わり

に化学物質を噴霧するというものだ。あ

遺伝子組み換え作物が禁止されている国

る意味では、なぜこれまでなかったのだ

でも重要な技術となるだろうとはしゃい

ろうかと感じるくらいである。人間や動

でいるのだ。慎重に副作用を評価した上

物であれば薬を投与したり注射するのと

で導入を進めていただきたい。

同じようなものだ。本格的に研究を行え
ばいくらでも開発できるだろう。副作用
も遺伝子組換えよりは少なく、農薬や肥
料と同程度だろう。ただし、Nature の編
集者のコメントが不気味だった。遺伝子
組換えよりも安全な技術が開発された、

同胞ということ
～津久井やまゆり園の事件を受けて～
岡田 純
2017 年も早くも二か月が過ぎました。

んなこといえるのか？と聞き手が切り返

昨年の出来事では、神奈川県相模原市、津

します。Ａさん曰く「甘受する」
。うーむ、

久井やまゆり園での入所者殺傷事件が非

そういう覚悟があるならよく分かった。

常に衝撃的でした。
これを受けてＮＨＫのＥテレの番組「バ

ただ本人はそれでよいとしても、社会と
してはあまりにも殺伐としているなあ。

リバラ」（障害者情報バラエティ）では特

障害者切り捨てはナチスもやったこと

集を組みます。殺傷人数の大きさもさるこ

です。ユダヤ人だけ迫害したのではありま

とながら犯人に共感する人間が多いとい

せん。同じドイツ国民を排除したのです。

うこともこの事件の根深さを感じます。

その歴史的事実をもって非道で破滅的な

バリバラでは「共感派」のひとりである

行いであることは明白です。重度の障害者

ある男性Ａさんに顔出しインタビューを

を排除し、中度の障害者を排除し、軽度の

敢行。

障害者を排除した後に矛先はどこに向か

彼曰く生産性のない人間はこのような

うのでしょうか？次は認知症患者ですか。

目に合っても仕方がない。それくらい自分

子育てや介護はどういう位置づけになる

もこの社会も限界にきているのではない

のでしょうか。生産性がないから排除する

かと語ります。

という論理がまかり通れば最後は自分の

そういうＡさんがもし将来寝たきりや
障害者になって社会から排除されてもそ

属する社会が崩壊することになります。
またその論理にも飛躍があります。隣人

の生産性が低ければ自分がもっと生産性

は？結局苦労して稼得した収入の一部を

をあげて助けてあげればよいのです。折し

税や社会保険として取られるのが嫌だと

もダイヤモンド社から「生産性」という本

いうことでしょうか。

が出ています。わが国では非製造業の生産

これからの社会、さまざまな問題を抱え

性が低いことは周知の事実です。生産性を

前途多難なものを感じます。情けは人の為

上げるのはなにも工場の中だけではない

ならずということばもあり、同胞であれば

よという指摘などとても勉強になります。

お互い助け合い、社会として存続できると

もちろん上司が無能ということもある

思います。とはいえ、どこまでが同胞なの

でしょう。ただその場合でも犯罪者に共感

かという境界線について必ずしも自明で

しているヒマがあったらリーダーシップ

はなくなってきているようにも感じ、今後

を発揮して社内を改革すればいいので

も考えていきたいと思います。

トランプ大統領はどう進むか・・・？
奈良由貴
オリバー・ストーン監督の「スノーデン」 険だったと感じていました。彼女は本来の
が 1 月の末から公開されていますね。監督

意味でリベラルではないのです。米国によ

自らがモスクワで 9 回にわたって本人と面

る新世界秩序を欲し、そのためには他国の

会し、アメリカの監視国家の驚きの事実を

体制を変えるのがよいと信じていると思

描いた映画です。未見なのですが、その宣

います。ロシアを敵視し、非常に攻撃的。
」

伝文言からの引用「これは実話に基づく、 彼女が大統領になっていたら、世界中で戦
ひとりの若者が恐るべき現実に理想を打

争や爆撃が増え、軍事費の浪費に陥ってい

ち砕かれ、世界最強の情報機関に反旗を翻

たと言うのです。アメリカはこうした政策

す物語である。」なんとか時間を作って観

を変えるべきであり、トランプ大統領の言

に行きたい作品です。

う『アメリカ・ファースト（米国第一主義）』

さて、今回は映画の話ではなく…

は他国をやっつけに行くことなど考えず、

オリバー・ストーン氏は１月の末に映画

その結果アメリカの介入主義は変わる可

の宣伝のために来日したのですが、その時

能性があると言うのです。

に朝日新聞のインタビューに応じ、その記

アメリカの民主党が一枚岩だとはもち

事が１月２４日のオピニオンに掲載され

ろん思っていませんし、リベラルと言われ

ました。なんと、アメリカ政府を批判し続

ている層もかなり危険な中道右派になっ

け、辺野古移設問題にも反対のコメントを

ているのは理解できます。しかし、それで

出しているストーン氏が、トランプが大統

もアメリカという国で「トランプ大統領」

領になって良かったと言っていたのです。 が誕生したことがよく理解できずにいた
「ヒラリー・クリントンが勝っていれば危

私には、このような視点でのトランプ支持

もありか、と記事を読んで感じた次第です。 っているのです。日本に関するシーンもあ
『スノーデン』はアメリカの映画会社か

ります。スノーデン氏が横田基地内に勤務

らの資金が受けられず、ドイツやフランス

していた時の証言に基づくもので「日本国

からの出資が支えとなったとのこと。アメ

民を監視したがった米国が、日本側に協力

リカ政府による個人情報の大量監視を暴

を断られたものの監視を実行した場面も

露した元ＣＩＡ職員を肯定的に描いてい

描きました。米国の利益に背いて同盟国で

るのですからさもありなん、ですがね。ア

なくなった場合に備えて、日本のインフラ

メリカの映画会社の多くは政府と関係が

に悪意のあるソフトウェアを仕込んだ、と

あり、2001 年にテロとの戦いを宣言した時

も述懐しています。これは戦争行為でしょ

から、政府に批判的な映画が撮りにくくな

う。―中略―

っているとのこと。「米軍が過剰に支持・

していると思っています。
」

私は経験上、彼は事実を話

賞賛されたり、ＣＩＡがヒーローに仕立て

掲載から少し期間が過ぎましたが、まだ

られたりする映画やＴＶシリーズが目立

朝日新聞デジタルに動画も記事（有料）も

ち、非常に腹立たしいことです。
」そして、

載っていますので覗いてみてください。

アメリカの情報機関が起こしてきた多く

さて、アメリカに首根っこをつかまれて

の間違いに「キューバのピッグス湾事件や

喜んでいる首相を頭にした日本国は、トラ

ベトナム戦争、イラクの大量破壊兵器問題

ンプ大統領と仲良しこよしのまぎれもな

です。米国は世界をコントロールしたがり、 い極右政権なわけで…。そんな国に暮らす
他国の主権を認めたがらず、多くの国家を

私たちは、どのように行動を起こしていけ

転覆させてきました。そんな情報機関をけ

ばよいのでしょうか？

なしているトランプ氏に賛成です。」と語
編集後記
★「未来バンクと未来をつくる作戦会議」
次回は３月１４日（火）19 時からです。
☆場所がいつもと違いますよ！
「ちよだプラットフォームスクウェア」
(千代⽥区神⽥錦町 3-21)
地下会議室
⽵橋駅(東⻄線)

3b KKR ホテル東京⽞関前出⼝より徒歩 2 分
→地下通路⼀番奥の出⼝です。

神保町駅(三⽥線・新宿線・半蔵⾨線)

A9 出⼝より徒歩 7 分

⼤⼿町駅(三⽥線・千代⽥線・半蔵⾨線・丸の内線)
C2b 出⼝より徒歩 8 分

いつもの会場が予約できず貸し会議室を利用します。
組合員の「WEL'S 新木場」さんのお名前でお借りしま
した。お問い合わせは、事務局まで。
引き続き休眠預金について、奨学金問題について、地
元のリユースの仕組みなどについて話し合います。
その他、持ち寄り話題もお待ちしています。（奈良）
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