
た。

(安田注:非民主的独裁国家の「収用Jに対する企業投

資への保障条項であったものを民主国家であっても現

地政府の法律や規制で営利活動が制約された場合

『収用jと同様にみなして企業に補償するという「間接収

用Jの概念を米国が貿易協定に持ち込んだ。)

外国資本が、 ISDSがらみで攻撃している部門は、煙

草、気候、金融、鉱山、製薬、エネルギー，汚染、水、

労働、有害物、開発、その他非貿易部門の図内政策な

どに亘っている。米国の自由貿易協定(FTA)だけを取

って見ても、外国資本は、「投資家対政府」法でもって、

.すでに4億 4，000万ドFレを現地政府からむしり取った。こ

れには、天然資源、環境保護、保健、安全などについ

ての政府の政策に対する外国資本のクレームであっ

た。

現在遂行中のISDS法廷治主、総額38傍I切にのぼる

賠償金の請求が、現地政府の環境、エネルギー、金肩書

規制、公共保健、土地利用、運輸部門などについての

政策をめぐって争われている。

{安田注:事例として、仏企業がエジプトが最低賃金を

上げたと言って訴え、スエーデンの企業がドイツに原発

を止めたといって訴えた。オランダの企業がこの企業が

一部所有していた銀行を政府が救済しなかったとして

訴えた。)

たとえ政府が裁判で勝ったとしても、現地政府は裁判

費用のー部を支払わせられる。ー裁判で平均 8ω 万ド

ルとして、裁判に勝つという見通しがあっても、莫大な出

費となる。(以下骨量)
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市販薬で重い副作用 5年で死亡 15件

4月 8日、消費者庁は、市飯業で副作用が起きたケ

ースは、去年3月までの5年間1;:1225件報告されてい

て、このうち15人が死亡し、後遺症が残ったケ一文も15

件あったと発表した。

副作用の報告のうち症状が重いのは、スティーアン

ス・ジョンソン症候群生呼ばれる疲状。これは高熱が出

て皮膚が赤くただれ、視力の低下など深刻な後遺症が

残ったり、だるきゃ吐き気が続いて肝障害に至るケース

や関質性肺炎、腎不全、ぜんそくの発作や死亡したり

することもある。

いずれもかぜ薬や解熱剤、痛み止めなど、市販され

ている医薬品を飲むことで起きている。最も多いのが風

郊薬の 4ω 件(死亡8、後遺症9)、次いで解熱鎮痛消

炎剤の 279件(死亡3，.後遺症2)。漢方製剤や咳止め

薬も死亡例があったという。

薬問主必ず副作用がある。市販薬に安易に頼らない

ようにすべきだが、風邪の季節になるとテレビで感冒薬
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のCMを大々 的に流していて問題と思う。本来首薬はC
Mで見たから購入するというたれ、のものではない。また

去年6月、市販薬のインターネット販売が解禁され、簡

単に購入できるようにしたことも薬に対する警戒を下げ

てしまっている。製薬業界のために規制緩和がされ、今

後も被害者は拡大するのでt拾いか。

風邪はまず安静にして水分補給をして休むこと、発熱

はウイルスをやつけるために体が熱でもって戦っている

自然防衛と心得、解熱剤の使用は慎重に。(安岡)

ワクチン王国 米閣の正体

r刈オ耐切人権擁境j第90号{初'15年3)124日}

臼関篤徐氏記事から

国立公衆衛生院(現国立保健医療科学院)疫学部感

染症室長などを歴任された母屋響子(もりひろこ)さん

の著書『子どもと親のためのワクチン読本航双葉社)の

引用紹介

予防接種『先進国Jアメリカの知られざる実情につ

いてのQ&A

Q:(医師)fアメリカでは皆ワクチンを打っている、日本

は遅れているといわれましたj

A:rアメリカのワクチン制度が進んでいるのは跨療制度

が整っていないからでしょう。 j

fアメリカでは保険に入っていない入がた〈さんいま

す。国民皆保険の日本と違い、お金のない人は病院に

いくことができない社会です。救急医療もほとんど撃っ

ていません。主治援のいる一部の富裕層を除けば、高

熱が出ても、脱水症状を起こしても、衰弱するしかない

場合も多いのです。

病院で手当てを受け、高価な薬を処方してもらうこと

ができない人たちに対し、ワクチンだけは無料で受ける

ことができるように、国としてワクチン制度を作っている

のです。

WHO統計による世界各国の 2011年の新生児死亡

率は、日本は 10ω 人に1入、米国は 10ω 入11::4人で

す。乳児死亡率は日本は1000人に2入、米国は6入。

日本はいずれも世界最低です。

ちなみに‘平均寿命は、日本は世界第一位の 83歳。

アメリカは33位の79歳。日本の医療、新生児、乳児の

ケアは世界一進んでいるのです。

どうして日本よりも新生児、乳児死亡率の高いアメリカ

を手本にしなければならないのでしょうか?J

(引用こζまで)

女医療界や産婦入学会などが音頭を取って母子手娠

はじめワクチン行政を行きわたらせてきた包新米ママた

ちはわが子にワクチン接種マーチに乗り遅れないよう、

必至に日程をζなしている。rr今は生後2か月地も半年

頃までに定期接種だけでも10図。さらに任意接種を入

れると15~16岡.小学校に行くまでに全部受けると30回

くらい。インフルエンザも受けると40困を超える。これほ

ど多くの医療行為を行うようになったのはここ数年のこ

とj(ワクチントークの青野典子さん)。子どもが病気に腐

らないようワクチンは打つもの、と刷り込まれてきた私た

ちに、母農民は専門家としてほとんどのワクチンは接緩

不要とワクチン大量接績に警鐘を鳴らしてきた。

臼岡篤{申氏は以下のように述べている。

「予防接種とは、危険と隣り合わせの「医療Jであり、そ
の根拠は、ワクチンはどういうプロセスで体に入るか、つ

まり、自然界では起こ切専ない行為であることを貯に銘じ

るべきである。病原体などの呉物が体に侵入しうる場所

は普通、呼吸器と腸管であり、そこには綿密な防御機

構が備わっている。(略)少量の異物侵入ならば、マクロ

ファージの防衛網に捕捉されるが、多量の化学物質、

生物製剤を合んだワクチンが霞接血液中に注入される

と、マクロファージおよび脳内のミクログりアが処理しき

れなくなりパニック状態に陥る。とりわけ血液脳関門が

未成熟な乳幼児が危険に曝されるのは言うまでもない。

いきなり血中に各種添加物を合む異物が侵入すること

など危険この上ないことというべきであろう。したがって

必ず副作用被害が発生する仕組みとなっている。J

j自国篤伸氏:東京医科歯科大学歯学部大学院修 i
i了.歯学博士。ガンの細胞培養学専攻。東京厚生年 i
j金病院歯学部長を経て、 76相乙川口市町歯科医;

j院開業歯科医業のかたわら、風邪、ガン研究開り s

i組む。著書『インフルエンザ左闘うな!ワクチン・タミ i

iフルより「ぬれマスクJB、Eさらば、かぜ薬』、『ぬれマス;

jク先生の免疫革命』他。
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病気の薬しか掘れないが、健康な人たちに打つワクチ

ンは何百万本という売上になるおいしくて闘いビジネス

だからだ。

Hil?ワクチン{インフルエンザ菌b型}の場合、任意接

種では負担が大きく接種者が増えないため、交付金で

自己負担額を軽減する措蟹がとられた。しかし、ワクチ

ン接種緊急促進事業が軌道に乗り始めた2011年3月2

日以降に、 Hibワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンを合

む同時接種後の死亡報告が相次ぎ、 2011年3月4日に

接種が一時見合わせられた。その後接種が再開され、

Hibワクチン、小児用締炎球菌ワクチンに子宮頚がん

ワクチンを加えた 3 種のワクチ、~iÞ 2013 年4月旧から

定期接種(公費負担)に導入された。接種費用を税金

負担する定期接種化により接種人数は大幅に増えた。

そして副作用被害者も。

定期接種化後子宮頚がんワクチンは副作用報告が

多発し、同年6月に積極的な勧奨が中止された。 2013

年度末までの接種者は約338万人、 2475件に上る多

数の副作用が報告されている。

実は、米国政府はこの 3種のワクチンを名指して使用

拡大を要求していた(対日要求書f日米経済調和対

話Jに記裁)。日本政府の定期接種化はこの要求に応

えたものだった。

副作用患者が多数発生しても米国の機嫌を損ねたく

ない政府はワクチン承認取り消しどころか定期接種の

見直しすらしない。健康被害者に対する国の救済手続

きも止まっている。現在60人以上が審査待ちだが、最

近半年は1件も処理されていないという(2015年 4月 3

日毎日)。

製薬業界は新たな病気を見つけ出しては恐怖をあお

り、ワタチンをつくって売り込んでいる。

国民よりも資本の利益を優先するTPP協定は、米国

はじめ製薬業界のために日本の子liもたちがワクチン

の犠牲になる事態を増大させるに違いない。(安田)

く参考>

子宮頚がんワクチン:小学6年生から高校I年

ヒブワクチン:生後2:li月から5歳

小児期肺炎球菌ワクチン:生後2カ月カミら5歳未満

福島事故障しと巨大ギャンフルのオリシビック

村岡光平氏{元スイス大使)からいただいたが-}1ゆち

一部該粋してご務介します。 2015.3.26
キ，

(前文略)過去を直視しないことから反省をせず、巻き

返しを行うという点で軍国主義と原子カ独裁が重なり合

います。戦前への困婦の動きと原発再稼働への執着が

その証左です。このような日本の現状のもとに福島事故

への対応に最大限の対応をせずに、地球環境の加害

者といねれながら東京五輪を開催しようとする日本に対

し国際社会は不安と批判を強めつつあります。

3月14日から18日まで仙台で開催された周連防災会

議でも福島事故を取り上げないことが暗黙の了解とされ

ていたようです。

今回の国連防災会議で日本側の福島事故隠しの忠

蔵が露呈し、東京五輪おれに利用されているとの指摘

が内々聞かれだす中で、米国のスポーツ経済記者

Andrew Zim balistの「オリンピック及びワー川Z・カップ

の主催は巨大なギャンプル」と題する著書の論点を紹

介したエコノミスト誌(2月 28日号)の記事を入手しまし

た。早速会議の合聞に要旨をまとめました。IOCおよび

8 いのちの講座第92号 2015.4.30

FIFAの今後の在り方に影響を与えることは必至と思わ

れます。

IOCのテレビ収入は1960年から1980年の隠は4%以

下であったが今や70%以上となっております。

北京五輪、ロンドン五輪が開催された時期の外国から

の来訪者は前年の同時期の来訪者の数を下回るもの

でした。

主催闘が負担する経費は当初の見積もりの 4倍から

10倍になっております。

建設された施設の事後活用の一例として 40000入収

容出来るブラジルのフヅトボール会場に試合ごとに集ま

るのは1500人程度です。 2004年五輪には12カ闘が立

候補しまたが2020年五輪には5カ国となりました。2022

年の冬季五輪には北京及び Almaty(カザクスタン)の

みとなりました。2012年オランダ政府が委託した委員会

は主催経費を負担できるのは非民主的独裁国家のみ

となるとの展望を合む報告をしております。

Zimbalist氏はIOC及び FIFAの透明性の向上、委

員の任期制などを合む銭本的改革を求めております。

伝えられる韓国及びブラジルの資金不足の窮状は今

後の帰趨と無関係1:1まなくなりつつあります。 決断することが緊急課題

東京五輪と福島事故が表裏の関係にあることが広く になったと思われます。

認識されるに至りました。

深刻度を深めつつある福島第一の汚染水問題を抱え

ながらの危機感の欠如はあまりにも異常です。 事故処

理に最大限の努力を傾注するための名誉ある撤退を

小出格章さんのインタビューから

4年経っても「緊急事態宣言jを解徐できない現状を自

覚すべき

r料学技術立国Jr原発先進国Jという幻想

たんぽぽ舎メ'/v~ガ2015年明10.日よ持議

小出:(勝)世界で初めて商業用原子力発電所を稼働

させたのは、ソ連(1954年)ですu米国も 1957年に初稼

働しています。一方、日本の原子力技術は、阻まゼロの

状態なので、 1966年にイギリスからプラント丸ごと買った

のですloそれが東海原子カ発電所です。次いで 1970

#に敦賀・美浜に米国から買った原発を建てますが、

100%米国の技術で、日本はスイッチを入れただけでし

た。

事故を起こした福島第一原発も、 GE(ジェネラルエレ

クトリック}社から買ったプラントです。冷却水ポシプが海

側にあったのは、米国では原発を河沿いに建設するの

で津波の心配がないために、河側に冷却水ポンプを設

霞していたためです。米国の設計そのままで福島に造

ったために、地震と津波で簡単に壊れてしまったわけで

す。

日本は、科学技術全般に関して後進国ですし、原子

力に関しては圧倒的な後進国なのです。その後進性が

福島の事故で甥らかになったということです。急激な戦

後復奥や科学技術立国というスローガンも幻想として吹

き飛んだのだ、と忽は思います。

0編:Iヨ本は、 f原子力技術に関して最も進んだ国

だj として原発を輸出しようとしていますが…。

小出・・・日本では、三菱・目立・東芝が原発を建造して

いますが、全て米国の技術ですから、自カで輸出なん

てできません。

東芝は加圧水型ですが、 WH(ウエスティングハウス)

社を丸ごと買収したからで、基本技術は:WH社です。日

立は、 GE社と共同で沸騰水型軽水炉を輸出しようとし

ていますが、 GEがいなければ不可能です。三菱は加

圧水型でしたが、東芝がWH社を賃収したので、どうし

ようもなくなってフランスのアレパ社と提携しました。アレ

パ抵の技術がなければ輸出できないのです。

O編:安倍首相は、 f日本の原発は事故を経て、安

全技術はより高まったJr原発事故の経験を踏まえ

た安全性の高い技術の提供Jなどと宣伝しています

が・ o

小出…皆さんこの言葉をどう思うのか?逆に聞いてみ

たいくらいですが、あまりにバカげた発言だと思います。

日本の原子力技術は他国の技術の借り物でしかないと

u、うことを、まず自覚しなければなりません。福島原発事

故は、日本の原子力技術の後進性ゆえに起こってしま

いましたが、事故が起きて4年経った今に至ってすら、

「原子力災害緊急事態宣言jを解除できないままなの

です。

『緊急事態だからjとして、法律化されたさまざまな被

爆基準を然視し、住民の被曝基準も労働者の被曝線

量も違法状態を続けているのが、事実であり現状です。

「世界一安全な技術』なんて、あまりに破廉恥な宣伝で

すし、安倍首相らしいインチキだと私は思います。

((人民新聞j第 l民3号2015年S刃向日よ現議集部の

許可を毒事て引用)

いのちの静座第92号 2011).4.30 9 


