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田口ランディのコラムマガジン  1999 年 10 月 27 日 

―――――――――――――――― 

★原子力への怒りと絶望を越えて 

―――――――――――――――― 

 1993 年 2月。もう今から 6年も前のことになるのだけど、私は「ディープ・エコロジー」

のワークショップに参加した。 

 ディープ・エコロジーというものが何なのか、正直に言うが私は参加するまで知らなか

った。たまたま文化人類学者の上田紀行さんの紹介で、仙台のカタツムリ社という出版社

を知り、その代表の加藤さんから「面白いワークショップがあるよ」と誘われて参加した

のだ。 

 ディープ・エコロジーはジョアンナ・メイシーというアメリカ人の女性が提唱している

「精神性を重視したエコロジー運動」らしかった。が、残念なことにジョアンナは風邪を

こじらして寝込んでいるとかで、この時はマーガレット・バベルという女性がワークを指

導していた。 

 で、気軽な気持ちで仙台まで行き、旅行気分で参加して、 初の自己紹介でもうすでに

後悔してしまった。一泊二日のワークだったのだけれど、そこに参加していたのは私を除

いて全員が、何かしらの環境運動に参加している人々だったのだ。 

 この時一番人数が多かったのは反原発運動に関わる人たちだった。その他、自然保護、

自然食運動、反核、オゾン層破壊、などなどなど……。とにかく、いろいろな環境保護運

動に関わり、その第一線で活躍しているような人ばかりが集まって来ていて、その中に一

般人の私がぽつんと入り込んでしまった。 

 私は 6 年前も、そして今も、とりたてて「○○運動」というものに参加していない。環

境保護に対する具体的な行動もとっていない。もちろん、積極的に汚してもいないし、車

の免許を持っていないので、排気ガスも出さないが、かといって保護もしていない。 

 口だけは「反原発」論者だったが、現実的にやっていたのは「反原発新聞」をとること

くらいだった。 

 私こそ押しも押されもせぬ、ノンポリの一般人である。その私が、何を間違ってか「デ

ィープ」な「エコロジー」のワークショップに紛れ込んでしまったのだった。 

 

■絶望こそが希望である 

 「絶望こそが希望である」と、まずマーガレットは言うのだ。後から知ったが、これは

ジョアンナが書いたディープ・エコロジーの本のタイトルでもあった。 

「まず、地球の現状をしっかりと見据えましょう。目をそらさずにこの現実を見つめまし

ょう。そして、心から絶望しましょう。絶望の果てに希望を見いだすのです」 

 私は心底ぶったまげた。何もすきこのんで絶望しなくてもいいだろうに、と思ったので

ある。で、始まったのが「絶望を表現する怒りのワーク」だった。 
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 すると、参加者の一人一人が、自分がいかに地球のためにがんばってきて、でももう地

球は瀕死の状態で、このままでいけば地球は死んでしまうのに、それを人類は直視しよう

ともせずに、この美しい世界を破壊し続けている……と嘆くのである。 

 エコロジー運動の前線で活動している人たちの言葉には、ひとつひとつに説得力があっ

た。それを聞いていると、確かに今もう、すでにのっぴきならない状況まで、地球の環境

は破壊されているのだ……という気持ちになってしまう。 

 そして、私以外のみんなは、そのような地球の状況に本当に心を痛め、嘆き、悲しみ、

傷ついているみたいだった。みんな話しながら泣いたり、叫んだりしていた。どうしてわ

からないの、どうして地球の声が聞こえないの、と世界に向かって訴えていた。 

 私は猛烈に居心地が悪かった。なにしろ何もしていないので、なんだかみんなに「地球

の危機をもっとちゃんと認識しなさい」と責められているような気分であった。危機感を

持っていないのは私だけで、だから私の番が回って来た時、本当に困った。 

 で、私は困ったあげくに動転して、本当にアホなのだが「みなさん、そんなに絶望しな

くてもいいんじゃないでしょうか？私はちっとも絶望できません。なんかもっとこう明る

くやったほうが楽しいんじゃないでしょうか」などという、間抜けな発言をしてしまった

のである。 

 でもそう言いながら、ああ、結局私みたいな危機感のない人間が、長いものに巻かれて

いるから地球環境はちっともよくならないのかなあ……などとも思った。 

 私以外の人たちには、地球の痛みがわかるみたいなのだ。私にはよくわからなかった。

地球が人間みたいに苦しんでいる……という発想が私にはなかったのだ。そしてその発想

は今だに持てない。 

 

■環境運動に傷ついた人たち 

 夕食が終わって自由時間になってから、それぞれに話し込んだ。私と同室になった女性

は長年に渡って反原発運動を続けて来た名古屋の女性で、六ケ所村にも長期に渡って反原

発の運動のために滞在していたと言う。 

「でもね、私はもうこの運動から足を洗うの」と彼女は言った。「どうしてですか？」「ず

っと反原発にのめり込んで来たけど、ふと気がついたら家族はバラバラ、体も心もボロボ

ロになってた。結局、自分の家族を犠牲にしちゃったのよ」 

「もちろん、 初からそんなつもりはなかったわよ。だけど、携わっているうちに、だん

だんエスカレートしてっちゃったのよ。なんだか自分以外の事が見えなくなっていた。正

しい事をしているつもりだったし、そのための犠牲はしょうがないと思っていた」 

 彼女はまさに体を張って反原発運動に携わって来たのだ。プルトニウムの再処理施設が

六ヶ所にできた時から、六ヶ所村に詰めていたという。そして、その結果としてお金と時

間を運動につぎ込み、夫とも離婚寸前と言うのだ。 

 彼女を含めて 4 人の反原発運動に携わった女性が参加していたけれど、それぞれに似た
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ような心の傷を抱えていた。そして、自分の運動を見失い、いったい自分はどうすれば良

かったのか、どのように行動すれば良かったのかを見つけるために参加しに来たのだと言

う。 

「精神的な支えみたいなものが、気がついたら無かったのよ。運動をやっていて、本当に

自分が何のために今、こうして苦しい思いをして、絶望しているのか。その精神的な支え

が見つけられなくなった」 

 ディープ・エコロジーという考え方は、このようなエコロジー運動に携わり、それによ

って傷つき、絶望感を感じた人々の心を癒すために生まれてきたものらしい。 

 エコロジー運動を単なる社会的な環境保護運動として捉えるのではなく、より深く地球

と精神的に繋がることによって、関わって行こうとするもののようだった。 

 集まった人たちは、みな傷ついていた。そして本当に心底自分たちの運動の限界を感じ

て絶望しているみたいだった。一般人の無関心さを罵倒する人も大勢いた。みんなわかっ

ていないんだ、と叫ぶ人もいた。 

 そうやって、絶望しあい、共感し合い、そして癒しあい、それによって怒りを解き、す

べての人を許して、共に生きていこう……、そこまで気持ちを立て直すのがこのワークの

目的みたいだった。 

 絶望もしていなければ、身を焦がすような怒りも感じていない問題意識の浅い私は、あ

っけにとられ、ただもうぽつんと浮いていたのだった。 

 

■地球は病んでいるのか 

 環境問題に真剣に取り組むと、どうしても怒りが湧いてくる。それは、人々の無理解と

無気力に直面するからだと言う。みんな現状を認識しようとしない……と彼らは言った。 

 どんなに声を大にしても、放射能の恐ろしさを理解しようとしない……と。この地球そ

のものを破壊して、自分の首を締めている事を解ってくれないと。 

 たぶんそれは事実だ。現に私は 6 年経った今も、何ら具体的な行動を起こしていない。

あの時も、そして今も、ただ生きて生活しているだけだ。ごく普通に、子供を育てて暮ら

している。 

 電気を節約するでもない。パソコンはつなぎっぱなしだし、我が家にはパソコンが４台

もある。スーパーの紙袋は使うし、ゴミも町役場の指示通りに分別するだけだ。 

 原発問題が浮上する度に、あのワークショップに集まっていた人たちの事を思い出す。

みんな今、どうしているのだろう。やっぱり絶望したまま暮らしているんだろうか……と。

それともなにか、自分なりの道を見つけて活動してるのだろうか。 

 先週、ずっとニューカレドニアに行っていた。南太平洋の海は青いクリスタルだった。

海底 15 メートルまで見通せる透明度だ。地球は本当に美しい星だと思う。宇宙に浮かぶ水

滴。命の惑星だ。 

 この地球は病んでいるのだろうか……。やっぱり私にはそうは思えなかった。病んでい
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るのは人間の心だ。それを地球に投影している。地球は今だ 60億の人間と天文学的な数の

生物を、その生態系の中に生かし続けている。まるで奇跡のように。 

 地球は人類が生まれるずっと前から存在したし、人類が消滅しても存在し続けるだろう。 

 ニューカレドニアから帰って来たら、メールボックスには 300 通もの原発に関するメー

ルが入っていた。ひとつひとつ読んでみる。 

 たくさんの人が、この事故をきっかけに原子力を問い直しているのがわかった。かつて

チェルノブイリの事故が起こった時、これをきっかけにエネルギー政策は見直されると思

った。 

 でも、結局、変わらなかった。節電はバブル景気に飲み込まれて霧散した。あたかも対

岸の火事だったかのように。 

 今回の臨界事故をきっかけに、何かが変わるだろうか。わからないが変わるかもしれな

い。バブル以降、私自身の価値観も少しずつ変化している。 

 

 6 年前、私は何もしない「反原発」論者だった。そして今は何もしない「共存」論者にな

った。それはたぶん、ディープ・エコロジーのワークに出たことがひとつのきっかけにな

ってるように思う。あれから、ずっと何かが心の中にひっかかっていて、そして考えてい

た。 

 

■怒りよりも対話を 

 考えがうまくまとまらなくて、友人に電話した。彼女はごくごく普通の関西生まれの主

婦である。ただ、面白い発想をするので、考えに詰まると話をしたくなるのだ。 

「ええわねえ、ニューカレドニアなんぞタダで旅行できてさあ」「まあね。ところで今さあ、

原発のことを書いてるんだけど、あんたあれどう思う？」 

「原発？21世紀中には解決するでしょ」 

 彼女は事もなげに言い切った。「なんでそんなに確信できるのさ？」 

「そやかてあんた、100 年あったらどうにかするでしょ、いかにアホな人類でも。100 年前

と今と、どれほど科学が進歩したか考えたら、100年後、孫の世代には原発問題もちゃんと

解決しとるはずやわ」 

「じゃあ、原発賛成なの？」「賛成はせんけど、電気が急になくなったら嫌やもん。そんで

なくても不景気なんやから、電気がなくなったら失業者で世の中ひっくり返るわ。それよ

か、100 年間安全に使う事考えた方がよっぽど建設的や思わん？」 

 彼女は電気を使うために税金を多めに払ってでもいいから、安全に電気を湯水のように

使いたいと言うのである。その背後には「100年経ったら原子力の問題は科学の力で解決さ

れる」という、根拠なき確信があるらしい。 

「でも、核廃棄物は残るし、廃棄物による汚染の可能性は 100 年どころじゃないのだよ」「し

ょうがないやん。もう出来てしまったもんは元に戻せんもん。そもそもああいうもんを簡
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単に作る政治家を選らんだんは自分らなんだから」 

 彼女は在日韓国人三世だ。 

「ウチ、帰化しようかな思っとる」「前はしないって言ってたじゃん」「そやかて選挙権が

ないと投票できへんやろ。子供の身の安全のためにまともな議員を雇わんとなあ」 

 議員を雇うという発想に、なるほどと思った。確かに国会議員も県会議員も税金で雇っ

ているようなものだ。そして、私も彼女も、 も直接的な環境への働きかけは「環境問題

に対して同じ意見の議員に投票する」という行為なのである。 

 その事の実感を、選挙権のない在日の彼女の方が強く感じている。 

 何もしない反原発論者だった頃、「原発は必要悪だ」と言った男性に思いきり噛みついた

事がある。「今、この瞬間からすべての人が原発にノーと言えば、原発はなくなるのに」と

思っていた。 

「あなたみたいな人がいるから、原発がなくならない。大切なのは体を張ってでもノーと

言うことだ」と。そんな傲慢な事を、酔って語ってしまった。 

 なぜだろう。反原発を主張していた頃、私は何もしないくせに、いつも議論になると「怒

って」いた。原発に反対しない人の無理解と間違いに対して。あの瞬間的な「怒り」は何

だったのだろう。 

 たぶん、私は自分が変わる気がこれっぽっちもなかったのだ。自分が変わる気のない者

は相手を変えようとする。そして相手が変わらないことに怒るのだ。 

 愚かだったと思う。私のごとき傲慢な人間から変えられたいと思う人など、この世に居

ないだろうに。 

 かつて、彼女の意見を聞いたら、私はやっぱり怒っていたかもしれない。でも今は、彼

女の意見がなんて学ぶ事が多く、正直で現実的なんだろうと感心してしまう。 

 自分の激しい怒りによって自分を嘖み苦しむ人々と、ディープ・エコロジーのワークで

会ったからかもしれない。 

 みんな苦しんでいた。強く反原発を望む人ほど。私が打たれたのは「反原発」という主

張ではなく、その人々の苦しみにだった。自分の怒りに身を焼かれ、苦しんでいた。それ

は言葉を越えて私に何かを伝えていた。 

 願いが強いほど、相手を受け入れなければならない。これは個に与えられた試練だ。 

 私はもう「怒り」では発言しない。違う意見をもつ人を批判しない。非難しない。それ

だけは心に決めたのだ。よく耳を傾ければ、多少の違いはあってもおおむねで協調できる

時が多いのに、怒りが邪魔をしてしまう。 

 誰も他者から変えられたいなんて思っていない。人はみな自分から変わるのだ。自分の

体験、自分の発見、自分の意志によって。 

 

（記事の転載に関する問い合わせをいただきますが、私のメール原稿は転載フリーです。

転載・閲覧した場合はご連絡いただければうれしいです。） 
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●ここからが加藤のコメントです。 

 

田口さんはちょっとした知り合いの編集者で、北北西という編集プロダクションで、マス

コミ仕事をしている人です。ずいぶん前からパソコンにはまっていたことは知っていまし

たが､このような文章をインターネットで書いていることを今回初めて知りました。田口さ

んが、９３年の４月の仙台で（正確には仙台より少し北の町で）マーガレット・パベル（バ

ベルではありません）がファシリテーターをつとめたワークショップの参加者だったとい

うことは事実ですが、その内容の記述は残念ながらかなり主観的なもので、事実に反する

ことも多々あります。まあ、田口さんにはそう見えたということなので、そのこと自体を

訂正してもしかたがないのですが、そのような主観的な感想レベルのものが、一気に世界

大に撒き散らされる（多くの人々が事実と思って読む）というところが､インターネットの

怖いところと感じています。受け止める側がどうしても記述を、ある人によって意図的に､

あるいは無意識に編集された事実というふうに読むことがなかなかできないだろうからで

す。考現学(註 1)の交換のように、互いに朱入れをすることで、発信する情報の信頼度を確

保することを、インターネットユーザーはほとんどしません。 

 しかたがないので、いくつか訂正をしておきます。 

 

「そこに参加していたのは私を除いて全員が、何かしらの環境運動に参加している人々

だったのだ。この時一番多かったのが反原発運動に関わる人たちだった。その他、自然保

護、自然食運動、反核、オゾン層破壊、などなど・・・・。とにかく、いろいろな環境保

護運動に関わり、その第一線で活躍しているような人ばかりが集まっていて、その中に一

般人の私がぽつんと入り込んでしまった。」と書いてありますが､まあ、これほどの誤解も

ない話でしょう。「運動家」と｢一般人の私｣をわざわざ際立たせる書き方をしているのだと

思いますが､こういう思考そのものが、田口さんの立っている場所を照らします。それは人

と人の間に、共感の橋を架けるのではなく、断絶の壁を築くものです。その壁は、運動を

している人の側にあるのではなく、田口さんのように自分は彼らとは違うと思いたい人の

側にあることが、しばしばあります。 

 そして、事実も違います。あの時ワークショップに参加した多くの人々は、自然や環境

に関心を持っていたかもしれませんが､そして何らかのささやかな行動をしていたかもし

れませんが、田口さんが言うような意味での「第一線で活躍しているような人」ではあり

ませんでした。ある人は、山に登ることが好きで、ブナの原生林が切られることに痛みを

感じており､反対の署名をし、コンサートにいったかもしれません。ある人は、原子力の未

来について不安を抱き､声に出していたかもしれません。私に誘われて来ただけの大学生も

いました。ただ、参加者の大部分は、田口さんのイメージしているような「第一線で活躍

しているような人ばかり」ではなかったというのが事実です。 

そして、「一番多かったのが反原発運動に関わる人たちだった」というのも、事実ではあ
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りません。参加した人たちに原発について是非を問えば､当時の田口さんも含めて大多数の

人々が｢反原発｣の意見を持っていたと思いますが､それがイコール「一番多かったのが反原

発運動に関わる人たちだった」ということにはなりません。実際には､当時六ヶ所村に核燃

料が搬入されるという直前だったために、ワークショップの参加後、六ヶ所村に向かうと

いう女性のグループが４人ほど参加していたというのが、反原発については目立った事実

です。ついでに言うと、「一泊二日のワーク」ではなく、「二泊三日」だったと思います。 

一泊二日で、深い個人的な感情までシェアするようなディープなワークをやるのは無謀で

しょう。ディープ・エコロジーのワークは、ゆっくり時間をかけながら参加したメンバー

同士が互いを信頼する関係をつくりあげていく。その中で､自分自身の深層に触れるワーク

を行うという、もっと注意深いものです。田口さんの書き方には、残念ながら、マスコミ

人特有の、誇張や意図的な省略などウケを狙ってしまう習癖のようなものが感じられます。 

 

「「絶望こそが希望である」と、まずマーガレットは言うのだ。」と言うのですが､これは

ジョアンナ・メイシーの著書の日本語訳タイトルでして、加藤の発案です。原タイトル（＝

「ＤＥＳＰＡＩＲ ＡＮＤ ＰＥＲＳＯＮＡＬ ＰＯＷＥＲ ＩＮ ＴＨＥ ＮＵＣＬＥ

ＡＲ ＡＧＥ」と「ＤＥＳＰＡＩＲＷＯＲＫ」という２冊の本）を直訳すれば、「絶望と核

時代の個人の力」と「絶望のワーク」とでもなりましょうか。訳者の仙田典子さんは、「絶

望と力」というタイトルを提案してくれたのですが、私は、｢力｣という日本語の言葉が持

つ「暴力」や「抑圧」を想起させるイメージを嫌って、絶望という言葉と対になる希望と

いう言葉をタイトルに採用したのです。ジョアンナ自身は、ホープというような意味より

も、パワーという方がずっとふさわしいと思っているようです。で、マーガレットはワー

クの中で、そんな言い方はしていないと思います。 

そして、次に「まず、地球の現状をしっかり見据えましょう。目をそらさずにこの現実を

見つめましょう。そして､心から絶望しましょう。絶望の果てに希望を見いだすのです」と

言ったことになっているのですが､うーん、ここもどうも違うのですね。このワークは、「絶

望と再生のワーク」といって、ディープ・エコロジーという考え方の実践の一つとしてワ

ークショップがあり、さらにその中の一つのワークなのですが（他にも「全生命のワーク」

などがある）、別に「絶望しましょう」などと絶望を勧めたりはしていません。乱暴に無理

強いするようなものではありません。無理強いされて絶望できるものでもありません。好

き好んで絶望しましょうと言っているのではなくて､人が、心の無意識に怒りや絶望を隠し、

抑圧していること、既に絶望している自分の心を見て見ぬふりをして生きていることが、

無力感や無関心の源泉であり、恐れを乗り越えて、自分の無意識下に閉じ込めている絶望

や無力と直面することと、その感情を信頼できる人々とわかちあうことが、ワークの目的

であり、自分の心の深層に焦点を当てる作業をすることで、つながりを回復し、人をエン

パワーメントするワークなのです。 

 ワークの中で参加者の多くが、行動を変えようとしない他人を責めているように描かれ
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ていますが､これも田口さんの視点にすぎません。いくつもの絶望と再生のワークに参加し

たことのある私の見たところでは､多くの人たちは、圧倒的に進められていく現実に対する

自分自身の無力さを責め、怒っているのだろうと思います。 

 

 さて、これ以上、ワークショップのことをこまかく書いてもしかたがありません。田口

さんは、ワークショップを契機に、何もしない「反原発」論者から、何もしない「共存」

論者になったということですが、スリーマイル島原発事故をはるかに上回る、チェルノブ

イリ原発事故に次ぐ、史上２番目の原子力事故となった､今回の東海村の事故(註 2)を見て、

「共存」論者としてどう考えるのでしょうか。「共存」ってどういうことでしょう。東海村

では、どれほどの人々が被曝したのかを考えての結論なのでしょうか。それらの人々が今

後ずっと生きている間抱え続ける恐怖と絶望をどう感じていらっしゃるのでしょうか。孫

の世代に原発問題が解決するまで、いったい何人の被爆者をつくればいいのでしょうか。

お友達の「100年間安全に使うことを考えた方がよっぽど建設的や思わん？」には笑いまし

たね。アレ（原発）は、もともとは 30 年、それを無理やり延ばして 40 年しか持たない技

術なのですよ。「共存」論者って、ただ考えることを放棄してあきらめただけじゃないんで

すか。考えることや意見を持つことは、別に怒ることだけじゃないですよ。「怒りよりも対

話へ」というのは、文句のつけようもなく正しいもののように受け止められがちですが、

東海村のヒバクシャたちは、この言葉をどう聞きますか。本当に怒ることも必要なんじゃ

ないですか。広瀬隆さんが講演会の会場で、よくどうしたらいいのかと質問する聴衆に向

かって、こんな言い方をしていました。「自分が殺されようとしている時に、どうすればい

いかを他人に訊かないで下さい」と。 

 それに「反原発の運動家」が怒ってばかりいたから、日本の原子力がストップしなかっ

たのではありません。（田口さんはそうは言っていませんが、ひょっとすると不用意な読者

はそう読んでしまうかもしれません。そこまで心配するのは深読みすぎるかな。） 

 怒りからの批判や非難はしないということが、おかしいものはおかしいという意見を持

つことを否定するとは思えません。それはまったく別のことのように思えますが､田口さん

には一緒のことのようですが。 

 さらに言えば､私は、相手が変わらないときに怒ったりはしません。田口さんのおっしゃ

るように、人はみな自分から変わるのですから。でも、田口さんの文章を読むと、反原発

という主張を持つと怒らなければならなくなるかのようです。反原発という主張をもって

いなくても、東海村の被曝した人々は怒っているでしょうし、その現実を見ている私は、

どうすることもできない現実に対しても怒りを感じています。そのことを否定する必要は

ないのではないでしょうか。 

 問題なのは､その意見を他者に、または社会に訴えたり、働きかけたりしていく時の、や

り方の未熟さや、それを受け止める側の社会の未熟さでしょう。そういう点で社会は変わ

っています。今回のＹ２Ｋ問題に対する市民側の対応は、それなりに考えられているもの
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です。 

 

田口さんの文章は、かつて自分自身の中にあった怒りが、単に、相手を傲慢にも変えよう

として、変わらなかった相手に向けられたものであるという自己分析に至り､「愚かだった

と思う。私のごとき傲慢な人間から変えられたいと思う人など､この世にはいないだろう

に」とへりくだって、「怒りよりも対話へ」といいます。しかし、ワークショップに参加し

た人々が、そして反原発の意志をもつ人々が、みな彼女のように怒り、相手を変えようと

している傲慢な人々であるわけではないのです。ではないのですが、読まれた皆さんはい

つのまにかそのような印象を持ちませんでしたか。一種のすり替えですね。そこがこのよ

うな文章の巧妙なところです。「運動家」と「一般の人」をことさらに違うものとして描き、

ステレオタイプな「運動家」像を利用して､自分は違うぞと強調してみせています。自分は

行動していない、あの人達は行動している、と考えて、何か後ろめたい思いを持つ人に特

有の、自己合理化法です。自分が傲慢であったというスパイスも効いている。説得力があ

りますね。「違う意見を持つ人を批判しない。非難しない」と書いていますが､この文章自

体が、原発との「共存」論者になったという自分とは違う意見を持った人たちに対する上

手な批判や非難になっているのではないでしょうか。それはきっと自分の心変わりのうし

ろめたさのようなものを合理化・正当化することを無意識に行ってしまったのでしょう。 

 それがよいとか悪いということではなくて、意見を表明するということは、必ず誰かを

批判したり､非難したりしてしまうものなのです。それをしないと言うことはできないにも

かかわらず、自分はしていないという偽善をやめたいものです。 

 ちょっと長めの意見を付け加えました。皆さんはどのように読まれましたか。 

 
註 1:考現学とは、もともと考古学に対して、現在の風俗や街並みやあらゆる事象を観察の

対象とする、今和次郎の提唱によるもの。ただし、ここでの考現学は、学習塾を経営する

平井雷太氏が、日々の出来事を書きとめ、ネットワークで交換するシステムとして発案し

たものを指す。他者の発言などを書いて発表する際には、必ず相手の確認を取ること(朱入

れ、または赤入れ)を原則としているところが、情報の編集性とコミュニケーションの課題

を浮き彫りにするところがある。ネット言論の多くは、マスコミ同様、勝手に編集された

情報を垂れ流しているだけで、作法としての朱入れにあたるものがない。多くの人が私の

講演を聴いて、「加藤さんがこう言っていた」と書くが、「加藤さんの講演を、私はこう聴

いた」と書くべきなのである。(もちろん、リテラシーのある人は、そう読み取るのが当た

り前だが、多くの読者はそうとは限らない。) 
 
註 2:東海村 JCO 臨界事故とは、1999 年 9 月 30 日に、茨城県那珂郡東海村に所在する住友

金属鉱山の子会社の核燃料加工施設、株式会社ジェー・シー・オー（以下「JCO」）が起こ

した原子力事故（臨界事故）。死者 2 名と 667 名の被曝者を出した。（Wikipedia より） 


