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第0OQC曾盛市民でつくる市民グループ

市民アクション・じょうえつ
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i11月15日（日）午後3月以来となる「築10回語り合いの集い」を・市民プラザ第3会議室を会場にi
i開催しました。通信11号から3号連続で「コロナItンデミック」を特集し日々を生きる市民の立場から！
︐1 ︐

！〈コロナ紗とは何なのか〈コロナ紗にどのような意味があるのかを考えてきましたそこで今回の喋！

なお、掲載に当たっては編集担当か起こした原稿に岡田さんから加除修正を施していただきました。
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と題にお話ulたたきました。当日は同人を超える多くの市民が耳を傾けまu巳

︐

朝日新聞論説委員・元週刊金曜日編集長 上越高田出身）をお招きし「新型コロナパンチミックの『真実』」

︐

い」にlよこの間「コロナパンチミック」について精力的に取材・発信されている岡田幹治（もとはる）さん（元

〇〇°

講演 岡田幹治さん

I新型コロナパンチミックとはどんなものか
1 ウイルスとは

こんにちは、岡田です。高校卒業の18歳まで高田で過

2 新型コロナウイルス感染塵とは

ごし今は実家はありませんがお墓もあり、親戚もあって、

3 免度とは

今日ここでお話しできることを大変うれしく思っています。

Ⅱ 新型コロナパンチミックにはどんな問題かあるか

レジュメにありますように今日は「新型コロナパンチ

1「PCR検査の陽性者」＝「感染者」ではない

ミックの『真実』」と超してお話しします。報道されている

2 死者数が過大に発表されている

こととは大分異なった話になると思いますが、どちらが真

3 「指定感染症」のままでいいのか

実か、皆さんにお考えいただければと思います。

Ⅲ 新型コロナ対策で大変なことになっている

1対策には科学的根拠がないものも

I

2 対策による被害はきわめて大きい

新型コロナパンデミック

Ⅳ 新型コロナはワクチンで解決できるのか

とはどんなものか

1政府の方針
2 本当に安全で効果があるのか

1．ウイルスとは

3 任意接種にすべき

まず、細菌とウイルスの違いからお話します。結核や百

VlO年前にどんなことが起きていたか

日咳などの病原体となる細菌は自分で細胞分裂して増殖

1新型インフルエンザパンチミック

します。治劃こは抗苗剤を使います。

2 大量iコ尭棄されたワクチン

これに対して、ウイルスは「RNAまたはDNA遺伝子の

Ⅵ どう対処したらよいか

かけら」が際に包まれたもので宿主細胞の中でしか存在
1°

れる必要のなし憾染症です。

できず、自己増矧拙来ません。／病原性ウイルスに抗菌剤
は使えず、人間の免疫力だけが頼りです。

高相副嘘・き聞古の人は重症化する喜捨が高く、心疾患・

置

腎機能蘭書・脳血管蘭書・慢性肺炎疾患の持病があると死

細菌もウイルスも99％は人に害を与えません。病原体

亡割合が高くなるとされていますが、今では治農法が分か

となるのはほんの僅かです。

ってきまu巳

コロナウイルスの大きさは細菌の50分の1、直径がわ

新型コロナと季節性インフルンザを比較してみましょう。

ずか0．1仰（マイクロメートルです不織布マスクの穴

季節性インフルエンザの年間感染者は約1（XX）万人、直

は5仰ですから、スイスイ通り抜けますこ
i胴割こ沢山あるコロナウイルスのうち、人に感染するも

接死は約3αX）人、関連死と合わせ約1万人、致死率は

のとして確認されていたのは、風邪の国訓こなるものが4

0．1％以下です。ワクチンはあるけれど予陶物乗はないし

種とS輔（重症急性呼吸器症候群）、ME聡（中東呼吸

治農薬も役に立ちません。タミフルは症状が出る期間を7

器症候群）のウイルスでした。そこに新しく新型コロナ

日から63日に短縮する程度の効果しかありません。

一方、新型コロナ感染症はこの10カ月間で感染者

GN遼■丈N−2）が確認されたのです。

（PCR捜査の陽性旨）が11万人弱、死者は約1∝0人

所の報告では5月段階で

岡田幹治古壷寵軸 ；上巻市出身＝

72％で融8月には0．9％に下がっています。最終
的には0．1％程度になると予測する研究者もいます。
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WHO︵世界像簾 ︑崩竃替えへ睦甘

コロナの真葵語る腑謹

轟域の市民でつ

いことに触れ︑日本は

盛暑では撃しもな

感染後に亡くなった場

そ発表していることを

新型コロナの死者とし

国璽まだ︑感

合︑死因にががわらず

くる甫罠アクション 田の馨から雇と
・じようえっ﹂は15 −んどの患者は軽癒︑申
早 室 橋 の 市 民 請轟の呼吸襲農を経
プラザで詰り合いの集 験し︑特別蛮頴は必
いを開いた︒同日は 害ししない﹂童謡
﹁新型コロナの裏芸 あ る と 曇 恐 れ

はある︒新型コロナに

と窟し︑同市出身で元 がある﹂など︑類型コ

は︑憲取り消

暫露語萎員の岡 ロナの特徴重富だ岡 染による嵐評︑登別の
田幹治さんが講演︒世 田さん︒一方で︷年間 恐ろしさ随も言及し︑
界各地の新型エロナウ 致死率は発見当初から ﹁公衆衛生軽視を改
イルス感轟の現状に 徐々に低下しているこ め︑個人でも免痩刀を

い
た
︒

つけるため粗製止しい
勝れ︑正しい壁正 とを説明した︒
しい対応の必震説
PC盈茎について 生還濠富など︑対策

ワクチンはまだありませんが、「治せる1離乳になりつつ

あります。
インフルエンザと新型コロナ感染症のダブル流行が懸念

されていますかそれば来ない可能性が高い。なぜかとい
うと、細胞は二つのウイルスに同時に感染uこくい性質が
あるからです。
ですから、この裏、南半球ではインフルエンザは流宿し

ませんでUも日本でも、これまでのところ感染者はきわ
めてわずかです。

3．免疫とは
次に「勉動についてお話します。人が病原体から身を
守る生体防御こは3種のバリアがあります。一つ目が皮膚

や粘膜による物理的・化学的バリア、二つ目が血液中にあ

る「マクロファージ」や「NK細胞」です。以上二つのバ

瞭

率薫塞蕪一楽￣一里 ／￣若鶏霧藩主i ／輝一議盗、

リアを「自然免疫」と呼びます。
第三のバリアが「獲得免疫」です。これには二つの種類

があります。「B細胞」が抗体を作る体液性免疫と「キラー
T細胞」による細胞性免疫です。
新型コロナウイルスで具体的に考えてみましょう。ウイ

ルスが書の中に取り込まれると（これを「曝露」といいま
飛型コロナについて岡田さんが強調し 確lHに類書味を
持つ人も多く、多纏：の市民が古参期した

す）、嘉毛などのバリアで防ぎます。それを乗り越えたウイ

ルスが細胞内に侵入し増殖するのか「感染」です。これを
語り合いの集いを轍じる「上趨タイムス」（柳柳・11 17）

「NK細胞」などが殺せ虜無症状で済みます。殺せなか

2新型コロナウイルス感染症とは

ったウイルスに対しては「キラーT細胞」などが攻離しま

新型コロナ感染症（∝MD19）は気道感染症（嵐邪

す。そのときに発熱などの症状が出るわけです（これを「発
症」といいます）。

の一種）で、WH⊃（世界保雄機関）が「ほとんどの感染者

免疫機能は学習します。また、再感染すると免疫機能が

は軽症または中等症の呼吸器疾患を紹験し特別な治療を

高まる「ブースター効果」もあります。

必要とせずに回復する」と公表しているように、過開こ恐
2・

ノ

注意しなければならないのiま抗体には「悪玉抗体」も
あることです。これができると、症状はかえって悪化しま

す。「抗体依存性感染増強On層）」と呼ばれるものです。
免疫力の強さは人により、また体調によっても異なりま

す。免疫力を高めるには、早起きして体内時計を狂わせな

い、運動で血流を良くする、ストレスをなくすなどが有効
です。

ところで嶋田免疫」という言葉を聞くことがあると思
います。集団免寝とは、特定の集団や地域で特定のウイル

スに対する（自然免疫と横尾免疫を合わせた）総合的な免
疫力を持つ人が一定の割合に達しその人たちが壁になっ
て感染が肱大しなくなった状態を言います。

新型コロナパンデミックの「真実」を語る岡田さん

すべてのウイルス感染症は、このような状態になって収

束することが＼これまでの網験からわかっています。もっ

べきですが、日本は40へ45サイクルです（米国37−

とも、この状態になっても、免疫力の弱い人は重篤になり、

40、台湾35）。その結果として、感染していないのに陽

死亡する人もてます。ただし人死者は感染拡大期に比べ、

性判定が出る「偽陽性」が大賞に発生します。
また、感染しているのに陰性判定となる「偽劉生」も発

きわめて少なくなります。

生します。つまり「PCR検査の陽性者」＝「感染者」で
はないのです。

Ⅱ 新型コロナパンデミックには

ですから、日々発表される鴨と染音数（PCR検査の陽
性音数）」に一喜一憂する必要はありません。検査を増やせ

どんな問題があるか

i割陽性者は増えます。

1．PCR検査陽性者≠感染者

感染の状況を判断するには、「陽性率（検査削こ占める陽
性者の昏睡i）」や「死者数」に注目すべきです。

寛一の問題は、PCR検査が感染の判定に使われている
ことです。

2 死者数が過大に発表されている

PCR（ポリメラーゼ連鎖反応）とは、DNA遺臣子を倍々

iコ曽殖する反応を連続して行ない狙った遺伝子だけを増

次に、新型コロナの死者数が過大に発表されているとい

う問題に話を進めます。

やす化学反応のことです。わずかなサンプルでも遺伝子を

日本では6月18日に厚労省が「新型コロナの感染が

増やして検出できるので、犯罪捜査など幅広く使われてい

わかり、その後死亡した人は、死因を問わず、新型コロナ

ます。

で死亡として公表せよ」と通知を出しています。その結果、

ウイルス遺伝子を2倍iコ勤殖する過程を「1サイクル」
といい、専用機器を使えば数分でできます。これを繰り返

持病が悪化して死亡した人まで「コロナ死」として発表さ

し30サイクルにすると遺転子は約10億倍に、40サ

れます。
たとえば埼玉県では、新型コロナによる肺炎が死因の死

イクルにすると約1兆倍となります。
F℃R検査はサイクル数を増やせば、ごく少ないウイルス

者だけをコロナ死としていたのを改め、その時点で死者を

賞でも陽は反応が出ます。20サイクルなら10万個以上

13人増やしました。7月28日に鹿児島県で初の死者が

ないと陽性になりませんが＼30サイクルでは100個以

公表されましたが、この方i魂部族嘉があり、死因は新型

上で陽性になり、40サイクルにすれIま理論上は10個

コロナとは関係ありませんでした。でも新型コロナによる

でも陽性が出ます。

死者として国に報告されています。
このようにして政府は、新型コロナi珊い感染症である

PCR検査を新型コロナの診断に使うことには、重大な

ことを印象つけようとしています。

問題があります。その一つが増幅サイクルが多すぎること

米国でIまロン・ポール研究所が重要な発表をしていま

です。多すぎると、ウイルスの死骸でも、新型コロナと遺

す、米疾病予防管理センター（CDC）が8月に発表した死

伝子配列の一部が似たウイルスでも、陽性になります。

従って新型コロナの感染を適切に判定するには、できれ

者データを分析したところ、新型コロナが主1割因の死者は

ば25−30サイクlh少なくとも35サイクル以下にす

全体の6％に過ぎなかったというのです。死者の94％は
3°
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この結果、患者、疑似症患者だけでなく、「無症状の病原￣

平均2．6個の重蔦な持病を持っていました。

またスコット・ジャンセン上院議員の告発によれば置
CDCは「新型コロナの疑いがあれlま死因をコロナと記

体保有者」（PCR検査の陽性者）まで入院や休業を要請さ

れることになりまu己

載することが望まいl」と指導しています。新型コロナに

しかし、指定から10か月近く経ち、新型コロナウイル

よる死亡とすると診療報酬が1万3000ドルになります

スがSARSやMERS並みの危険性を持つ感染后ではな

が：それ以外だと50責）ドルです。

いことは明確になりまu巳指定感染症から外し人インフ
ルエンザ並みの5類に分類し直すべきです。

米国は国民皆保険ではなく、無閑険青が2750万人も
います。こうした人I功聞刺こなってもまともに医療を受け

指定感染塵だと、感染者は全員、指定医療騰勢で診察し
て隔離する必要があり、これが医療の逼迫や操健所の業務

られません。

過多をもたらしています。

新型コロナ死者の平均年齢をみると、白人は平均寿命よ

また新型コロナは怖い感染症であるとの印象を与え、

り高いのに対し人黒人とヒスパニックは平均寿命より使い

という結果になっています。

人々に行き過ぎた恐怖感を与えています。この結果、たと

えは学校のすみすみまで消毒するとか、当たり前の弔いが

米国の新型コロナによる死者が世晃一多いのには、以上

のような背景があります。

出来ないとか不必要な対策が日々行われています。
いま人びとが恐れているのは、感染そのものより、感染

死者が多いか少ないかは、その日の医療体制や社会情勢

で決まる面か強いのです。

者になったときの社会の仕打ちです。感染すると、一定期

間隔離され壮事が出来なくなるうえ、周囲の人々を濃唖接

3．「指定感染症」のままでいいのか

触者にしてしまい、大変な迷惑をかけるからです。

行き過ぎた醐人びとを垂線させ、経済・社会活動

三つ目の問題が、新型コロナが「指定感染症」に指定さ

の足かせになり、自治体・企業・学校に過剰な対策を強い

れたままであることです。

ているわけで、このような状態を改めるにI甜訴…惣菜屋を

指定感染塵は感染症法上の分類の一つで新しい感染症
が発生したとき政令で指定されます。新型コロナ感染症は

急いで解除することが必要です。

1月28日の政令で指定され、1類〜3類感染症に適用さ

れる措露のうち必要な措露が実施されることになりまu己
ちなみに、1類に分類されているのはエボラ出血熱やペ

ストなど2類はSAFSやMEFBなど3類がコレラや

Ⅲ 新型コロナ対策で

大変なことになっている

腸チフスです。4類にはE型肝炎や狂犬病など、5類には

1．対策には科学的根拠のないものも

インフルエンザなどが分類されています。

新型コロナは指定感染麿に指定された結果、①感染者に

いま政府や自治体が実施している対策には、科学的根拠

入院や就業制限を勧告できる、②無症状感染者にも同じ措

がないものが少なくありません。様々な活動制限は基本的

歴を実施できる、③濃厚接触者に外出自粛などを要請でき

人権の制限であり、実施には科学的根拠が必要ですが、根

ることになりました。つまり、新型コロナは2類ないし1

拠がないものがあるのです。

たとえIま無症状の感染者は一定期間閣臨することにな

類に相当する感染症とされたのです。

っていますかし無塵状感染者が周囲の人にうつすという根

拠はありません。事実、WHつは「無症状者からの感染は
非常にまれ」としています。
「非常にまれでも、可能性がある以上、無症状感染者も

隔離すべき」と言われますが＼これもおかしい。外出すれ

ば事故に遭う可能性はゼロではありませんかしみんな平気

で外出しています。事故に遭う可能性が「非黛にまれ」で
あるからです。新型コロナについてだけ、なせ「ゼロリス
ク」を求めるのでしょうか。

またマスクは、感染者がウイルスを含む飛沫を周囲に飛
ばさないようするのには効果がありますが：周囲に人がい

ないようなときには意味がありません。

テーマは多くの人の関心事 70余名が暮加
ー4−

が、安全性・有効性が確認できない場合は適用しない一一二

スウェーデンで新型コロナの指揮を執っている疫学者の

です。

アンデシユ・テグネル氏は「ロックダウン（強制的都確寸
鎖）は、壁にとまったハエを大槌で叩いて殺そうとするよ

ワクチンの開発は世界の製薬企業やバイオ企業が競って

うなものだ」と言っています。大槌で叩けば家（経済や生

おり、日本政府は米国ファイザー、米国モデルナ、英国ア

活）が壊れてしまうということでしょう。

ストラゼネカの3社と来年前半までに大量の供給を受ける
契約を結んでいます。副作用被害が出たときは損害賠償責

2．対策による被害はきわめて大きい

任を政府が肩代わりするという条件つきです（このうちフ

日本では政府・自治体が感染防止対策を実施した結果、

ァイザーのワクチンが12月に英米両国などで実用化が始

まりました）。

広範囲に及ぶ被害が出ています。被害は経済・社会・生活・

教育・文化にまで及んでいます。

2．本当に安全で効果があるのか

消費の減少が原因になってGDP（国内総生産）力減少し

新型コロナのワクチンについて多くの研究者は「拙速な

ました。飲食店などの閉店が急増し、関連の解雇や内定取

開発・承認になっており、危険性がきわめて大きい」と指

り消しか続出しています。それも非正規雇用者が中心です。

摘しています。

人間には密接な関わり合いが必要なのに、それが減った
ことが人々の心身に悪影響を与えています。社会を閉塞感

が覆い、コロナ鬱が広がっています。

∴

．−∴

被害が著しいのが子どもや若者です。子どもは感染しに
くく、重症者もきわめて少ないのに、休校続きで体力も集
中力も低下しました。運動会や修学旅行も中止、給食中の

私語禁止・外遊びの制限など、社会との関わりが減少し、
ストレスがたまっています。保育の現場にも異変が起きて

おり、大学生の1割がうつ状態だという報告もあります。

国がとってきた対策は高齢者・女性にも被害を及ぼしま

す。高齢者は外出自粛で心身の活力が低下し結果として
要介護度が上がり、認知症が増加しています。

7−9月の自殺者は昨年同期を超え、それも女性の自殺
者が増えました。雇用削減やテレワーク、休校、リモート
授業などで、さまざまな負担が女性にかかっているのです。

5〜7月は妊娠届が減少しました。これは出生の大幅減と

いう結果につながります。
／新型コロナの感染による被害より、感染防止対策による
被害の方がはるかに甚大になっているのです。

Ⅳ 新型コロナは
「しんぶん赤旗」2020°12 15

ワクチンで解決できるのか

ワクチン開発は基礎研究・動物実験→第1相臨床試験
（治験）→第2相臨床試験→第3相臨床試験を経て安全

1．政府の方針
ワクチンができれば新型コロナ問題は解決するように

性・有効性を確認していき実用化まで最低でも数年かか

言われていますが、そんなことはありません。ワクチンに

るものです。ところ力新型コロナのワクチンでは、それを

過度の期待を持ってはいけないのです。

1年弱で承認・実用化しようとしています。

政府は今国会に予防接種法改正案を提出しています。そ

そのために多くの国は必要な審査を省略しています。日

の主な内容は、①ワクチンを国が買い上げ、無料で接種す

本政府も「並行実施」や「特例承認」を認めています。「特

る、②副作用被害に備えて救済措置を整え、メーカーの損

例承認」というのは、外国で認可されれば日本でも認可す

害賦賞を政府が補償する、③接種は国民の努力義務とする

るというやり方です。
ー5−

ワクチンに副作用はつきもので、中でも免疫のところで
触れた「抗体依存性感染増強」（ADE）が危険です。SA扇S

V lO年前に

とMERSのワクチン開発では、動物実験でADEが発生
し、いまだにワクチンかぐできていません。

どんなことが起きていたか

新型コロナワクチンが危険であるもう一つの理由は、そ

の多くが従来タイプとは異なる新タイプのものだからです。

1．新型インフルエンザパンデミック

インフルエンザのワクチンなど従来のワクチンは、ウイ

ここで約10年前に起きた「新型インフルエンザパンデ

ルスやウイルス様タンパク質（抗原）を体内に入れ、人工

ミック」を振り返ってみましょう。

的に抗体（ウイルスを攻撃するもの）をつくらせるもので

2009年4月、メキシコと米国で豚インフルエンザ（後

す。
これに対して、「新型バイテクワクチン」と呼ばれている

に新型インフルエンザに改称）のヒトへの感染が寵忍され

新タイプは、新型コロナウイルスの遺伝子情報の一部をワ

ました。WTOは5月に警告段階の基準から症状の重さや

クチンとして投与するものです。それによって抗原をつく

致死率の高さを削除するという改定をしたうえで、6月に

らせ、その抗原の作用で抗体をつくらせようというもので

最高段階である「フェーズ6」（パンデミック）を宣言しま

す。ヒトの体をワクチン製造装置にする方法と言ってもい

した。

WHOは新型インフルエンザについて「感染者のほとん

いでしょう。

どは症状力軽く、治療なしで1週間以内に回復する」と公

こうしたワクチンを接種することは、「人間の遺伝子組み

表していたのですか、世界のメディアは大げさに騒ぎ立て

換え」であり、「人間の遺伝子改造」につながるものです。

ました。

このようなワクチンが実用化され、何億という人たちに

接種されれば これまでに経験したことのないような副作

感染者は秋以降に拡大しましたか2010年になると季

用が発生する可能性があります。アレルギーや過敏症、自

節性インフルエンザと変わらないものとなり、WHOは6

己免疫不全などをもたらす可能性があるのです。

月に「深刻な時期を脱した」と発表、8月には事実上の終
息宣言をしました。
一時は先進国で100万人死亡との予測も発表されまし

新タイプのワクチンでは「有効性」にも疑問があります。

ファイザーは有効性が90％と発表しています（最新の発
表では95％）が、これはワクチンの接種を受けた人の9

たが、WHOが最終的に確認した世界の死者は約1万85

0％が発症しないという意味ではありません。

00人でした。季節性インフルエンザの死者が25〜50万

人であるのに比べてはるかに少なかったのです。

有効性とは、「接種した人たち」が「接種しなかった人た

日本政府は2009年4月、高病原性であることを想定

ち」に比べ、どれだけ発症（曝露）を防ぐことができたか

し、水際対策・発熱外来設置・全数調査などを開始。5月

を示す数値です。

この計算では、接種しなかったにもかかわらず発症しな

には兵庫県・大阪府の高校生を中心に感染が拡大して、兵

かった人が無視されています。新型コロナの場合はこうし

庫県が緊急事態宣言を出すほどの騒ぎになりました。しか

た人が非常に多く、ワクチンの効果はきわめて限定的なの

し6月には新型インフルエンザがさほど危険性のある感染

です。

症ではないことが明らかになり、季節性インフルエンザと

同じ扱いとなりました。

新タイプのワクチンには他にも難点があります。たとえ

感染者は気温力下がり出した9月から急増しましたが、

ばファイザーのワクチンは、マイナス70度での輸送・保

11月には減少に転じ、2010年1月には落ち着き、やが

管が必要です。

て季節性インフルエンザになりました。感染者は推定約1

300万人、死者は206人でした。

3．任意接種にすべき
ワクチンに関してまとめると、①予防接種は致死率の高
い感染症に有効だが、新型コロナはそのような感染症では

2．大量に廃棄されたワクチン

ない、②したがって、重症化リスクの高い人や希望者が接

この新型インフルエンザに際LWHOや各国政府は治療

薬とワクチンをどう扱ったでしょうか？

種すればよく、国民全員にする必要はない、③ところが接
種力努力義務になり、推奨されると、接種しないことを許

WHOはタミフルを推奨しましたが、後年の調査ではタ

さない風潮になる可能性が大きいので、任意接種にすべき

ミフルとリレンザの効果は不明とされています。各国はワ

ということになります。

クチンの確保に懸命になり、巨大製薬企業と購入契約を結
・6・
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びま側その多くは使われませんでした。

多くの国が同じ過ちを繰り返そうとしているのでしょう

たとえばフランスでは9400万回分の購入契約葡お

か。

ましたが、敏真0万回分をキャンセル、2500万回分を廃

棄しています。同国の死者は312人でした。

Ⅵ どう対処したらよいか

日本では、政府がタミフルを大量に備蓄しま側結
局は不要でした。また国産ワクチンを脚万国分（210

ウイルスを含めた微生物は30億年前に出現しています。

億円）購入しましたか3100万回分を廃棄しています。

ホモ・サピエンスの歴史はたかだか20万年です。ヒトの

輸入ワクチンは脚万国分を契約し、61℃0万国分

DNAの半分以上はウイルス由来であり、人類はウイルス

（853億円）を購入しましたか＼ほとんどを廃棄すること

が他の生物の遺伝子を移し入れることで進化してきました。

になりました。

人類はウイルスとの共生なuこぼ生きていけないのです。

当時、政府の諮問委員会委員長だった尾身茂氏はワクチ

安倍前首相も菅首相も「新型コロナウイルスに打ち勝っ

ンが余った理由について「欧米と違って感染拡大が抑制で

た証として東京オリンピックを開催する」と語っています

き、成人の感染が少なく、必要性が感じられなかった」と

か「ウイルスに打ち勝つ」という発想が間違っています。

語っています。

新型コロナウイルスをなくすことはできず＼「共生」を目指

WHOは2011年、ヨーロッパを中心に47カ国で使

すしかないのです。

われたグラクソ・スミスクライン∝SK）社のワクチンの

私たちはどうしたらいいのか？

き胴について発表しまUも接種を受けた子どもや若者

個人としてはまず、感染症への抵抗力（免疫力）をつけ

にナルコレプシー（突然睡眠状態に陥る病気）が発症して

ることです。そのためには、①筋肉と腸内細菌を豊かにす

いるとの報告が12カ国からあったという内容です。ただ、

る食事、②適度な運動、③ストレスの少ない生活、が大切

ワクチンか扇因だとI割断定できないとしています。

です。食生活では高タンパクの食材と農薬・食品添加物の

日本では国産ワクチンが約2（X）万回接種され、2428

少ない食材を意試しましょう。

件の副作用報告がありました。うち重篤が416人、死亡

もう一つ、ウイルスや細苗を敵視する、過度な「清潔志

が133人でした。ですか副作用と厚労省に認定された

向」を改めることも大切です。床に落ちた食べものを拾っ

のは11年に76件、12年に23件などでした。

て食べれぼ免疫力強化の一助になります。免疫力を低下

ところで、WHつはどんな国際機関でしょうが。2018
−19年予算の拠出金の内訳を見ると、米国が147％、ビ

させる抗菌グッズや除苗消臭剤を使うのはやめましょう。

ル＆メリンダ・ゲイツ財団が9．8％、GMアライアンス

の医療・健康政策は1980年代に感染症重視から生活習

（ゲイツ氏主導で設立された、途上国へのワクチン普及を

慣病（がん・循環器病・糖尿病）重視へ変わりました。保

社会では、公衆衛生軽視を改めること細腕要です。日本

進める国際組織）が84％、英国が7．8％などとなってい

健所が縮小され、ワクチン漬けへと変わったのです。

ます。世晃へのワクチン普及を進めるビル・ゲイツ氏や製

しかしグローl肌化の進展とともIこ新ul感染症が

築鉦業の影響力が強いことがうかがわれます。

何年かおきに出現する時代になりました。保健所機能の再

そのWHOの主導で各国政府が争うようにワクチン確保

強化が必要です。

に走り、大量を腐棄しました。その陰で巨大製薬企業か

そして社会のあり方も変える必要があります。病気にな

額の利歪を上げたのです。

ったらゆっくり休める社会、高齢者にも優しい社会にして

いま、世男を葉隠させた新型コロナパンチミックの経過

いくことが必要です。

をたどると、当時と重なるところが多いのに驚かされます。

（了）
掃蕩緩︑1時間ほどの賃蔑

◆◇績臨書僧帽筋り賀田陶鰹事◇◆
∇新型コロナ感染で、日本はすでに「集団態軸棚軸にあるとい
う説の根拠（ダイヤモンドオンライン2020年9月10日）

▽新型コロナ感染旨数「大晦水増山疑惑報道は本当か（同10
月7日）
∇新型コロナの「指定感染痘」は過剰、インフルエンザと同じ「5

類態勢壷」に（『講座』同10月19日）
▽新型コロナのワクチンは超スピード開発で、ウイルスよりむし

ろ危険？（『講座』同11月10日）
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◆◇鞠真縦の責趨鴫苔（暮雪）◇◆
＊編集注：質疑については講演者・質問者の校閲を経ていません。文責は編集者です。

司 会：講演を受けての質問や意見があれは出してほul。
A ：今日の講演内容からするとオリンピックは開鮭可能なのでまないか。アメリカを中心に株価が上がっており、

新型コロナウイルスのワクチン完成を先取りする形で開催の運びとなるのか。

岡 田：オリンピックは各主要国でほぼ集団免疫ができだと認識すれi和郎蓋できる。世界経済を見れば金余り。設問受

資などせず、株・土地・資産等にまわしている。株価はワクチンの出来と馴謝系無しt
B ：新潟日報で「今こそ自然に触れる」（藤顕新也善）を窮み、人は自然に触れたり接触し合うことで身体も強くな
ると学んだ。また「清潔は病気である」（藤田紘一郎善）から、清潔志向になりすぎると人の身体は弱くなるとの
説に共感した。目下のコロナ対策に疑問がある。パンチミックの今後の収束の見通uまあるのか。〝

岡 田：政府や社会がコロナをインフルエンザと同等に考えればある意味収束するだろう。政治家はけ〔空運が好き。
NYに感染者が多いのはPCR検査が5いためである。世男の政府や人々が新型コロナウイルス感染症の真実、

事実を認識した時初めて「収束」が訪れる。
C ：食品を作る仕事をしているがし公衆衛生のあり方としての知識と約束事がある。マスクの徹底はまさに公衆衛
生の常識であり、知識と約束そのものである。コロナの抑え込みは重要。しかし今や休校等が続きそれを不思議
と思わない社会となっている。また強弱したいのは腸内細苗の活性化である。米や味噌は発酵食品であり人の健
康を支える。近頃は当たり前の食生活が失せ、マスコミの過剰宣伝によりかⅢ二食品が健康を脅かしているという

現状が聞配
岡 田：何を答えたらよいか…。マスコミについてはそちらに聞いてほul。

D ：こ（動詞コロナウイルスへの恐怖感が煽られ、休校や企業活動への自粛要請等が行われている。旅語間邑宿泊
業者などは失業、倒産等に至っており、日本社会の経済的打撃が強調されている。自分も宣伝されるままに三富

を避け、マスクをつけてきた。市民運動を絢ナているか今や市民の良識も生きていこうとする民度もuまんで、

市民の力は唯蝿り状態である。「学術会議」の任命拒否問題についても、「否」を唱える大市民運動が起こって

然るべきだかそうした力も失われている。これらの動きを促進する「影の力」が働いているのだろうか。
岡 田：社会が萎縮する状態Iまあるいは自然な流れかもしれない。一方これを推進している人があるとすれiま監視
社会なるものをよく知っていてトクをする人である。大東亜戦争の前にも「新しい生活様式」が臨われだ。「我

慢」と「努力」の精神である。新型コロナウイルスについても、「ネイチャー」誌であったと思うが厳しい査読も

無uこ論文を掲載し即座に印面P」が認めるという経緯があった。その時点での感染者は17（X）人であった

が死亡者は3名と少なかった。普通は症状がありPCR検査を経てデータをとった上で慎重に判断すべきと
ころである。

E ：この病気の特異な位置つけは「医療逼迫」と「人々の行動規制」にある。重症化や死者も出て苦しんでいる人々

は多い。これらを科学化する中で市民運動化する仕組みが＼今の社会にあるのか。メディアもこうした議論を展

開していってほしい。また18年前のサーズでベトナムでは1か月で克8品ホシュン、カナダ：イダノアでは半
年から1年かかった。これはマスク着用の有無が明暗を分けだと証明されている。感染者の咳の飛沫によってウ
イルスが飛散する。マスクの有用性を認識してほul。

岡 田：市民運動については分からない。マスクiよ飛沫は防ぐが∴非感染者がしても意味が無い。話す時の唾の飛沫
は飛んでも2m程度。この塊から大声をあげても問題は無い。誰もがマスクをする必要は無く、現にヨーロッパ
ではマスクも、更にロックダウンにも反対である。

E

：1970年における「唾液と飛沫」についての実験がある。やはりマスクは有用であると観点を変えていただ
きたい。

岡 田：実験室内でのデータと実社会での状況は異なる。マスクについては見解の相違である。

F

：本嶋から来た。北海道530万市民のうち感染者が38人から48人となった段階で議会に諮られること
・8−
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なく知事による緊急割随靖が発せられた妻側悼生2人が感染した段階で全校休校となったこのことで虐
待も増えたoまたマスクは海外では「強制」だか日本では「お願い」と言いながら強制されており気持ちが悪
い。この海外との性格の違いは何なのか人との接触に関に一丸イギノスの某大学の雛読書ではコロナ禍の安
全な性としてマスターベーションやマスク越しのキスなどを奨励している幼児や低学年児にも一様にマスクの

善用が必要だと説き人との接触が怖いという印象を与えているか将来に影響することはないか。

岡田：日本では自粛とされるか自粛とはあくまでも自分の判断でするもの結果的に強制するのはおかul。しか
しこれが日本社会の特性であり実に深刻で撮る。また人は「割になるもの。いわゆる3宙は崎的「密室廿密
閉」のすべてが重なると危険という意である。しかし一つ一つの「密」に神経質になっているのか現状である。

司会：大切なのは一人一人が事実を確認する中で自ら判断し衝動すること。相互監視的な自粛になってしまえば
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O●○講演から一ケ月たった今○●O

i

t

；講演から一ケ月だった会陽性音数・壷屋音数が連日過去最多と報じられていま丸善政権はようやく作b

ihトラベル〉を12月28日から停止と、遅い測抗安倍政権から続く場当たり対応もここに極まれり、とい

；ぅ馴ことらわれまま政府が当然誘うべき〈鋤〉をせ紅く自助〉〈自己霊獣あなた任せの無賃缶こ
1のような政樹こはお引き取り願わなければなりません。支持率急落といっても今すぐ退陣とはならないないと

；なれば岡田さんの言葉の一つ一つか胸になきますo諸情報に踊らされ虫客観的に何が〈真勢か直視し感染
し 防止健康維持のための当たり前を実践に「社会のあり方」を変えるに如くはなしです日時・K）

＼：

◎市民の声①◎
r健全照雄」㈱嗣連

関津義男（吉川区）

今の日本の原子力発電は軍用に開発した降水刷という型の昧完成』な危険な技術で出来たもので克要
するに原子炉の中核燃料のウランを燃やすわけです。運転を止める時には、制御棒を押し込んで核反応を止める
のです秋元の状態でもウランから生まれた核分裂の生成物は膨大な熱を出し続けま克だからそれを絶えず水で冷
やしておく機能が必要なのです。
今度の福島の緑葉も同じように・地震と津波で電源が全部失われて水が止って起こりました。いま開発されている

どんな型の原子炉も核エネルギーを取り出す過程で莫大な 死の灰，，を生み出しまなどんな事態が起こってもこの
大量の 死の灰 を原子炉の内部に絶対かつ完全に閉じ込める技術を人間はまだ手に入れていません。これが『軽水炉
』の固有の弱点なのです。

いま日本に54基の原発がありますが言邑連星と敷地にそういうプールをもっていま克福島の実例ではっきり
したように・いざという時には寮発だけでなく、使用済み核燃料のプールの一つひとつが核事故の発火点になるので

す。自分が出す核腐乗物の後始末かできないようなエネルギーの利用の仕方か本当に完成した技術と言えるのでし
ようか？

現缶日本の電力会社やその関係団体にiま扇子力の専門家はたくさんいます。しかしこれは原発の建設や運転の
専門家であって原発災害に対応する知識と技術をもった専門家はいないということです。『安全神割が大前提にな
っている体制ですから、災害対策どころか事故が起きたらどうなるかの想定もなけれIよその事態に対応するそなえ

のある専門家もいませんそういう体制のまま、原発への依存と大増強の道を走ってきたことを反省すべきと思いま
す。

今度の福島事故でも初動朗童れ原発への水の供給が止まった瞭海水を注入して扇発を冷やすことが急務たった
のに、なぜやらなかったのか問題でした理由は電力会社が迷ったという、海水を入れるとその扇発が硬いものにな
らなくなるそれで対応が遅れだといいます。あの大事故まで起こしたその扇発をまだ使うつもりだったのか、あき
れてものも言えません。
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◎市民の声②◎
スボーッを考える

K．Sbauss（西城町）

スポーツを思うとき現代社会では矧ご競技スポーツ筆意昧している。スポーツを行う事iよ日常生活する上で

健康を維持する上で必要とKいる。スポーツによって楽しみ友情を深めたり、何より精神的・肉体的に良い面が
有る。只一方でIま競技スポーツは常iご嫌がでも有る。スポーツとIま向上するものだと考えられているが、しか

しそこには行き過ぎた教育的向上臥向上なくにスポーツは有り得ない等、プロスポーツに見られる行き過ぎた
興行！
オリンピックも既に、プロスポーツ化にの過度な祭典。そこに繰り広げられる国家の威信を捌ナた競技スポー
ツ、最早オリンピックスポーツとは言い難く、片寄った、異常と思える観る側の一喜一憂のスポーツ観戦に気付く。

順位及び記録だけがスポーツではない。オリンピックの意味する前も基本的Iご世界平和を目指すべき。

主催国は膨大な資金を必要とKいる。この資金を世弄平和に使ったなら、それこそオリンピック競技より素晴

ら長、より現実的ではないかと思えてならないオリンピックを否定する事は毛頭無いかアマチュアスポーツ及
びプロスポーツも含めオリンピックの在り方を根本的に考え直す時が既に来ているのではないだろうか！

l
ll

馳 星周『少年と犬』∽年5月文聖書秋社刊）

itl

「3・11」からはや10年を迎えようとしている年末、僕らの首相は「復興の証」とし

l

て一年遅れのオリンピックを閲賭しようとしています。でも、言うまでもなく今なお「復

li

興」からほど違いのが現実です。

i
l

「駐車場の矧こ犬が，lた。（印砂賢そうな犬だが、かなりやつれている。／被災者の犬
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かな一一そう思いながら、中壇和正は車を停めた」。こうして物語は、震災後に生き悩む；

和正とカイトと名付けられた犬との交流から始まります。しかし彼らの割lは良くは続き！

ません。あるときは外国人窃劉訊またあるときは身を売って暮さなければならない割Ii
女と、というぐあいに、この犬は鴫．11」後の日本列島でそれぞれに生き悩む人びととi

王西へと向かうのです。そうした流浪の旅を制ナなければならないのにはもちろん理由があります。でその理由は？

本作は築163回直木賞受賞作で、すでにお読みの方も多いと思いますか大好きの人はもちろんそうでなくとも
！涙なuこは読まれ樹川こ違いありません。終息を見通せない新型コロナパンチミックのもとで、いつもとは異なる年末

各年蛤この10年の敬治の劣化」を振り返りつつ・今の日本のあり様に思いをいたに『少年と犬』をお読みになれ
雪は流す涙から「政治の劣化」を食い止めるための新たなエネルギーをきっと得られるでしょう。N●ゆ

◇次回「語り合いの集い」の予定◇
・テーマ：いま改めて男女平等を問う（仮）
「上越市の男女共同参画を推進する会」のこれまでの活動の歩みと活動内容の報告を荊こ男女平
等を実現するにはどんな問題や課題があるのかを考え、意見交流する予定です。

・開催時期 2月中旬 ※1月に正式な案内チラシをお届け胤
【世話人会から】
◇お願い 会の運営は皆さんのカンパで維持されています。少額でも結語ですので、ぜひお願いします。

◇投稿歓迎 日ごろ気になっていること今」番頭にきていること等、自由に（400字程度0．

◇入会歓迎 いつでもどなたでも入会できます。入会金1関田のみ、年会費などなし
◆連絡先：世話人代表：前山 忠 〒9塚さて冶14上越市三和区大1鎌汀
丁目＿＆FAXO25．：逼2−2218／∞18−9〔姶4
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出会いと別れを繰り返しその時々の飼い主に寄り添い、別の名前を与えられながら西へ王

