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原発興国論！  概況     明るい未来への道筋                          編纂 ’12.3.23 

｢Will：2012 年 4 月号｣：渡部 昇一（上智大学名誉教授） 
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1.「はてな」のはじまり 

  原子爆弾の恐ろしさについては新開やラジオで知らされ～～などなど､後々まで記憶に刻み込まれ「原爆

は恐ろしい､放射線は怖い」ということがよくわかった。 

ところが､学生寮に広島で原爆を体験し､その爆風で片耳が聞こえない学生がいた。爆風で鼓膜がやられる

くらいだから､放射線にも大量に被曝しているはずだ。しかし､彼が耳以外の不調を訴えたことはなく､病院に行

ったのを見ていない。「放射線の害はどうしたのか」と思うことがあった。彼の家は爆心地から２.5ｋｍで倒壊した。

中学生の彼は勤労動員で 4.5ｋｍのところにいて被曝放射線量は相当なものだった｡ 

 毎年､広島原爆の日が近付くと､当然､老齢の被害者が登場する。「そのうち“原爆被害者”が９０､１００歳にな

ったらどうなるだろう」と思うことがある。  口外して絶対だめと注意されるが・・ 

 

2. 福島原発事故のあと   = 日本財団で聞いた話 =  

あの大地震･大津波に引き続き､福島の原発の事故が報じられた。そして時間が経つにつれて､大地震･大

津波の被害よりも、原発事故問題のほうが日本人の心に重くのしかかるようになった感じがする。大地震や大

津波の被害はいかに大きくとも､日本人ならそのうち復興するであろう。しかし､原発事故のほうは先が見えない

ような感じに､ﾏｽｺﾐの世界ではなっているようだ。 

 ﾏｽｺﾐの世界では放射線ﾊﾟﾆｯｸが支配的である一方､かすかな声だが､福島の放射線の問題はそれほど騒ぐ

ほどのことでないという確信に満ちた情報も出てきた。 

【日本財団で何度か耳にした話】この財団はﾁｪﾙﾉﾌﾞｲﾘの原発事故のあと､２０年以上にもわたって２０万人もの

人の被害の追跡調査を続けている。ﾁｪﾙﾉﾌﾞｲﾘでは､原子炉内の核反応が暴走爆発し､黒鉛を使うタイプのも

ので､火事と思って消防士たちが駆け付け､そのため､急性放射性障害を受けた人たちが３０人も急死した。 

 しかし､その後の長期にわたる調査では､甲状腺ガンの死者が数１０人､白血病は１人とのことである。ところが､

内陸であるﾁｪﾙﾉﾌﾞｲﾘの辺りでは海藻を食べる習慣がないので､甲状腺ガンは一種の風土病ともいえるもので

あり､放射線との関係を特定することは難しいという。 

一方､福島第一原発では横分裂連鎖反応が､地震が来る前の予震波をｷｬｯﾁして自動停止したため､原子炉

の暴走はなく､急性放射線障害となった職員はおらず､その原因で亡くなった人はいない。 

 

3.福島原発事故のあと  = ﾗｯｷｰ・茂木情報 =  

【茂木弘道氏（「史実を世界に発信する会」事務局長）の資料】 専門家の間には反論もあるはずだが ・・・ 

 ｢電離放射線の生物学的効果」：ﾗｯｷｰ博士の論文 「世界ﾒﾃﾞｨｱの大半が､放射線は総て有害と思い込んでいる。

日本政府が福島原発事故を､思い込みで対応したら､日本経済は途方もない無用な失費に打ちのめされる」 

ﾗｯｷｰ博士は､ｱﾒﾘｶ国内でも国際医学界でも認められている。特に､高い放射線を浴びる宇宙飛行士の健康

問題に関与し､そのﾃﾞｰﾀは特別な重要性がある。 驚くべきことは､ 年間１００ｍＳｖの放射線は一番体に良い

というﾃﾞｰﾀが示されている。無害とか無視できるのでなく､「最高に体に良い」という。 
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宇宙空間での影響  

ﾗｯｷｰ博士は２０年前に訪日して､低線量の放射線が体によいことを語った。ｲｷﾞﾘｽ原子力施設で働く９５００

人を調査した結果､一般の労働者に比べ､ガンや白血病の発症が少ない､しかし､ICRP（国際放射線防護委員会）

がそういうﾃﾞｰﾀを見ようとしないと指摘する。被曝の研究で､低線量の効果は無視されてきた。２１世紀に入ると

低線量の研究が進んだが、ICRP の基準にはまだ反映されていない。 

 宇宙では放射線量が高く､毎時 0.045ｍＳｖを浴びる。宇宙飛行士:古川聡さんは､半年で１８０ｍＳｖの放射線

を浴びたことになる。女性宇宙飛行士が､地球に帰ってお産をして､奇形児が誕生した話はない。 

 宇宙帰還飛行士の健康ﾃﾞｰﾀは､行く前よりも良くなっている。人権にうるさい米国が､継続的に宇宙飛行士を

送り出し続けることができるはずがない。 

 こんな事例はキリがない。ﾗｼﾞｳﾑやﾗﾄﾞﾝの放射線温泉は､通常環境の約 200 倍の放射線量だが､鳥取県の三

朝温泉地区のガン死亡率は､全国平均の 1/２以下で､特に大腸ガンは 1/５以下というﾃﾞｰﾀがある。岡山大学

は､ﾗﾄﾞﾝ温泉を利用した「三朝医療ｾﾝﾀｰ」を作って､研究と治療を行っている。 

 三朝温泉の周辺でも､全国平均より死亡率が２０～３０％低いらしい。周辺地域も放射線が､住民に良い影響

を与えることになる。また最近､雪崩事故のあった玉川温泉は、ガンの治る温泉として有名である。 

 

4.どうしてこんな誤解が  =量の問題= 

原爆による悲惨な被害は､放射線の恐ろしさをすべての人の脳裏に深く刻み込んだ。当然､原爆が怖ろしい

ものであることに疑いない。その怖しさが前代未開･未見であったから､大きな錯覚を与えてしまった。 

 関東大震災の大火災で､東京：５.７万人が焼死した。火事は恐ろしく､被害も大きい。しかし､その後人が「火

そのもの」を恐れたかと言えばそんなことはない。大火は恐ろしいが､炊事や火鉢や焚火は少しも怖くないどこ

ろか､有益でありがたいものと､人間は太古の時代から知っている。 

 東京大空襲のＢ２９焼夷弾で､一夜に１０万人の市民が死んだ。死者の数は､広島･長崎の原爆で亡くなった

人より多い。大火はかくも怖ろしい。しかしその後も､ｺﾝﾛや七輪を使って料理し､落ち葉焚きを楽しみ､のちに

なると石油･ｶﾞｽｽﾄｰﾌﾞも使って今日に至っている。 

つまり､大火は人を殺すが､小さな火は人を生かし､人生を快適にすることを太古から知っているからである。

ﾗｼﾞｳﾑやﾗﾄﾞﾝの名前がない大昔から少量の放射線線が健康に良いことは昔から知られていた。 

「量の差は質の差になる」 たとえば､「肩叩き」で､ﾄﾝと１回叩く：２５０ｇ。４回(３秒)：１ｋｇ､３０秒：１０ｋｇ､１分：２

０ｋｇ､１０分：約２００ｋｇになる。１０分の肩たたきは気分もよく健康になる。しかし､２００ｋｇの重さの物を一時に肩

に落とせば､肩の骨は折れる。量と質の問題は多くのことに当てはまる。たとえば。塩は人体に絶対必要だが､

「醤油飲み競争」をして死んだ話が江戸時代にもある。  

医学的な解釈では､ﾜｸﾁﾝの原理(病原と同じものを希釈)と同じ。極めて有害なものも､少量なら極めて有益と

いう生理現象をﾎﾙﾐｼｽと呼ぶ。 

 

5. どうしてこんな誤解が   = ﾉｰﾍﾞﾙ賞の罪 = 

「卵を食べると血中ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ値が上がるから､卵は控えなさい」と言われる。そういう結論を最初に出したの

は誰？その実験はどのようになされた？ 最初に､この疑問を出したのは､分子栄養学:三石厳博士である。 

ｱﾆﾁｺﾌ：ﾛｼｱ医学者が､１９０８年(明治４１)頃､ｳｻｷﾞに卵､牛乳を与えたら､血中のｺﾚｽﾃﾛｰﾙ値が高くなった。 

以降､医者は､｢卵のようなｺﾚｽﾃﾛｰﾙを含む食品を食べると血中ｺﾚｽﾃﾛｰﾙが上がる､卵を食べてはだめ！」 

つまり､「ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ神話」は明治４１年頃に始まる。ところが､ｳｻｷﾞは草食動物で､卵も牛乳も飲食しないｺﾚｽﾃﾛ

ｰﾙを含む餌を食べない動物なのだ。犬で実験すべきだった。 

 「ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ神話」で迷惑した鶏卵業者の有志が､卵を毎日１０個食べた。しかし､ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ値に有意の上昇

はなかった。国立栄養研究所の同じ実験でも､結果は鶏卵業者たちのものと同じだった。 

 ここから空恐ろしいことが浮き出て､卵が医者たちに嫌われた。「卵を食べさせられたｳｻｷﾞ」の神話は､医学界

で 100 百年以上も続く。私は８１歳だか､１５年前から､毎日卵を食べ､ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ値は正常である。 

そして驚くべき､また恐るべきことに､放射線の危険説が「ｳｻｷﾞと卵」の神話と完全に同じ構造をしている。ま

ず､放射線が生体に有害であるという実験は､いつ･誰によって･どのようにしてなされたかを調べた。 
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「いけない点」とは  

いまから８０年以上も前､１９２７年（昭和２）ﾊｰﾏﾝ･G･ﾏﾗｰ(ｺﾛﾝﾋﾞｱ大学:遺伝学者)､がｼｮｳｼﾞｮｳ蝿の生殖細胞

にⅩ線を当てると奇形が生じ､それに遺伝性があるという論文を発表した。これは､従来の体細胞起源の変異

説を覆す重要な発見で､「Ⅹ線の遺伝形質上の効果:論文」は､ｱﾒﾘｶ高等科学学会賞を得た。 

この研究は､進化論の研究として重要なものだった。しかし､従来の進化論が書き換えられたわけではない｡

このままなら､ﾏﾗｰの名は､進化論関係論争の一人の学者として残っただけだった。 

 ところが､彼の論文発表の１０年後､広島と長崎で原爆投下が起きた。世界中で核爆弾が人類滅亡につなが

ると恐れ､放射線が人体(特に遺伝子)に及ぼす影響におびえた。そこにﾏﾗｰの論文が浮上し､遺伝子に放射線

が当たれば奇形児ができると恐れた。ﾏﾗｰの名を知らぬ一般人にも恐れが広まり､学会でも注目され､ﾏﾗｰにﾉ

ｰﾍﾞﾙ生理学・医学賞が与えられた。日本で原爆が炸裂した翌年､昭和２１年（1946）のことである。 

 ﾏﾗｰは時の人となり､政治的に積極的な発言をした。核戦争で出る放射線が､人類に危険を及ぼすと強く主

張した。彼は正当で､ﾃﾞｰﾀを偽ってない。問題は､卵を食べないｳｻｷﾞに卵を食べさせたのと同じである。 

 

6.マﾏﾗｰ実験の致命的欠陥 

ﾏﾗｰの問題は､ｼｮｳｼﾞｮｳ蝿で実験したことにある。当時はまだＤＮＡ研究が進んでいなかった。飛躍的な進

歩は､1958 年(昭和３３)に D NA 分子構造や遺伝の仕組みが明らかになってからである。 

その後の研究で､最も興味深い発見は､ＤＮＡが絶えず傷つけられ､その傷がガンの原因になることである。

活性酸素や自然界の放射線でも､人体では一日に百万回くらいＤＮＡに傷がつくという。 

 ならば､人体はガン､病気だらけだが ～ ならない。人体に DNA の損傷を修復する酵素があるからである。 

修復し損ねたところがガンになるのだが､通常は全て修復され､我々は無事に生きている。 

ところが､例外的にＤＮＡに修復酵素を欠く動物が､ﾏﾗｰの実験に使ったｼｮｳｼﾞｮｳ蝿である。 

しかも､DNA の傷を修復する酵素は､低線量の放射線被曝によって活性化する。これはﾗｼﾞｳﾑ温泉の説明にも

合致するし､宇宙飛行士が毎時 0.045mSv（半年間 180mSv）の放射線を浴び､帰還後の内臓の状態はより良く

なっている。女性宇宙飛行士で､帰還後に子供を産んで奇形児が生まれたケースがないことも納得できる。 

放射能 ﾋｽﾃﾘｰ  

妊婦､子供の被曝は重要問題で､ﾏﾗｰのｼｮｳｼﾞｮｳ蝿の奇形の写真は痛烈な印象を与え､放射線ﾋｽﾃﾘｰ現象

が起こり､広島や長崎の被爆者は､健康体なのに被爆の事実を隠したり､出産を断念する例もあったという。 

 しかし､半世紀に及ぶ研究結果で､被爆者の両親の子供で遺伝子異常は一人もいない。 人間の DNA には

ｼｮｳｼﾞｮｳ蝿にない修復酵素があり､それは低線量の放射線によって活性化される。 

 ﾗｯｷｰ博士の研究では､先天性欠陥､死産､白血病､ガン､子孫の死亡率､男女の出生比率､発達度合い､遺伝

子異常､突然変異など､統計的におかしな点は､被爆者になかった。それどころか､広島の放射線影響研究所

のﾃﾞｰﾀは､低線量放射線を浴びた胎児のほうが､死産､先天性異常､新生児死亡の比率が低い。 

この研究は､協力した被爆者たちと子供たちに安心を与えた。この人たちは､ｼｮｳｼﾞｮｳ蝿の実験で長い間、

放射線の遺伝子異常のリスクの風評被害を受けてきたのである。 

 ﾏﾗｰの実験の風評被害は､福島の原発事故で､病的ﾚﾍﾞﾙに達した。世田谷区の民家で放射線が発見され､

学童の通学道路が変更された。原因は床下のﾗｼﾞｳﾑで､家の人は５０年そこに住んで､現在９２歳で元気だ。 

その方の年間被曝推定線量は９０～１８０ｍＳｖになるという。「放射線はすべて有害」という先入観が強いた

めに､「放射線の良好な効果」と解釈すべきところを､「不気味な」現象として報じている例がたくさんある。 

『週刊文春』２０１１年１２月２９日号の記事：「放射能汚染 福島で不気味な植物巨大化進行中」とある。 

福島で２０年前から育てているｼﾔｺﾊﾞｻﾎﾞﾃﾝの話で､花も咲かなく茎がﾎﾟﾛﾎﾟﾛになり､あきらめていたところ､原

発事故が起きた。そうしたら､みるみる茎が太くなり､数年ぶりでつぼみをつけた。 

放射線を断絶すると生育しない海藻や大麦がある。放射線は光や温度と同じで､植物の生育に必須である。

去年は福島では米も野菜もできがよかったが､ほとんど出荷停止で､基準値を下回ったものも全く売れない。福

島の昨年の梨は大きく､林檎も特に甘いが全く売れないらしい。 

 

7.風評被害の原因  

風評被害は､行政の犯罪的に無知な対策が起因する。核被曝研究の第一人者:高田博士が断言する｡ 
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広島・長崎で原爆炸裂した【昭和２０年にｾｼｳﾑで死んだ人は一人もいない】。福島第一原発では､大地震が

到達の前に核分裂連鎖反応が自動停止し､原子炉の暴走はない。従って急性放射線障害の職員はなく､その

原因で亡くなった職員もいなかった。暴走したのは原子炉ではなく､政治暴走した菅直人首相だったのだ。 

 彼は官僚機構を使いこなせず､日本の放射線防護力､緊急被曝医療体制を使いこなせなかった。逆に､素人

判断で国内外に風評被害の原因となる話をまき散らし､福島県民を苦しめ､国民の不安を煽った。 

 日本は原爆被害国で､放射線防護学のﾚﾍﾞﾙ が高いのに､菅政権は｢ＩＣＲＰの２００７勧告｣を用いた。「国際

的」といっても､低線量習放射線の人体への影響に科学的根拠がないことを知らなければならない。 

ＬＮＴという“ﾄﾞｸﾞﾏ” 

 広島･長崎の原爆被爆者の調査で､被爆後のガン発生率は､５００ｍＳｖ以上を被曝すると､被曝量に比例して

ガンの発生率が増加する。しかし､２００ｍＳｖ以下では増加は認められない。むしろ一般の人より発生率が下っ

ている。 それは､前に述べた「量の変化は質の変化になる」ということの顕著な例である。 

 しかし､ＩＣＲＰは､５００ｍＳｖ以上の被曝量の増加線を､それ以下の被曝量の場合に､そのまま延長線を引い

て「低線量の被曝でもガンは増加する」とした。 この仮説(非科学的独断､ﾄﾞｸﾞﾏと言う)を LNT（Linear No Threshold）とい

う。「ﾘﾆｱ:直線的」とは､５００ｍＳｖ以上で認められた発生率の線を真直ぐ低線量､ｾﾞﾛまで引いて､ｽﾚｼｮﾙﾄﾞ(閾

値)を認めない（No）ということである。 

 放射線はある数値以上でガンを発生させ､ある数値以下でガンを減少させる。その逆転する数値が､閾値。

おそらく､５００～２００ｍＳｖの間らしい。閾値以下の被曝で､DNA 修復酵素が活性化しガンの発生率は下がる。 

この LNT は､DNA 修復酵素の欠如したｼｮｳｼﾞｮｳ蝿に適用できるが､人間に絶対に適用してはならない。 

  解り易い例えを挙げる。あるﾊｳｽで果物育てたとする。果物は温度３０℃以上だと枯れはじめ､60～70℃で

はとどんどん枯れる。その温度と枯れる度合いをｸﾞﾗﾌにして､今度は下げたらどうなるかを実験なしで線を下に

延ばしたらバカだといわれる。果物は２５℃ぐらいでよく育ち､おいしい味になるということもある。 

 温度がｾﾞﾛで果物は生育しない。｢温度｣を｢放射線｣に置き換えれば､閾値が理解できる。放射線をｾﾞﾛで大

麦が成育しないのも同じ。量と質の関係は､実験に基づき､閾値を発見して見極めなければならない。 

 ﾁｴﾋﾞｱｰﾅ博士(仏:放射線ガンの世界的権威)が､ﾀﾞﾌﾞﾘﾝ国際学会:２００１年で､『毎時１０ｍＳｖ以下なら､どんなに細

胞に傷がついても完全に修復する』と発表した。「ﾀﾞﾌﾞﾘﾝ宣言」と言われ､にｷｭｰﾘｰ賞:２００７年を得た。 

 日本政府は､年間２０､１０ｍＳｖ以下の土壌まで上層部を剥がすと言っている。行政がＩＣＲＰに従うのは､「国

際」という字に頼っている。科学的根拠がないが､｢国際」と銘打った数値で､行政は「責任逃れ」ができるから。

どれだけ福島県民が迷惑し､天文学的費用を全く無駄な除染に使っても平然としている。 

 

8.「汚染」は利用できる 

「いま福島で起こっている問題は被曝自体ではなく､被曝への恐怖である」 ｱﾘｿﾝ名誉教授(ｵｯｸｽﾌｵｰﾄﾞ大：

『放射線と理性』著)が講演で述べている。ｱﾘｿﾝ博士は ICRP の被曝に対する勧告は根拠がない､福島原発周

辺で住民を強制的に避難させ不自由な生活を強要し､土壌をはいで除染するのも愚の骨頂と断言している。 

 考えてみれば､広島･長崎は原子爆弾が実際に炸裂し､放射線量は､福島とは比較に絶し巨大だった。広島･

長崎で除染は､やらなかった。その後の住民の健康調査で､日本人の平均より良好な数字が出ている。 

 そして広島･長崎も､前よりもずっと発展した都市になっている。この誰でも知っていることをなぜ福島で無視

し､理由のない被害を福島の人が受けなければならないのか。   理由は簡単で政府が悪かった！ 

 

9.菅首相の意義 

 なぜ､菅直人は突然､浜岡原発を停止し､日本が脱原発に向かう発言をしたのか。元来､彼は日本国を愛さぬ､

国境抜きの市民運動家だったからだろう。彼は元来､反原発運動家の人とつながっていたようだ。政府に入り､

電力の３割以上を担う原発を無視できず､さらに二酸化炭素削減になるので､「将来は原発への依存度を５０％

ぐらいにしたい」などと言っていた。 

 ところが､福島の原発事故で狼狽し､旧知の反原発論者に東海大地震の可能性を告げられ､一挙に､浜岡原

発の停止を言い出し､さらに脱原発まで言い出した。原発事故の本質を知らず､日本の先進的な放射線防護

学の成果を利用することもできなかった。 

 東海地震予測の始まりは､東大地震研:石橋の予言(昭和５１年)である。その後３０数年､東海地震は起こらず､
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予知にない阪神･淡路大震災､今回は東日本大震災が起こった｡ 彼は全く当たらない予言者である。 

 この日本列島では地震予言は､誰の予言も何時か当たる。地質学者の予知は､素人の心配と本質的に同じ。

「東海地震が直ぐ来るかも」と言われ(焚きつけたのは福島瑞穂との説)､慌てて浜岡を止める必要などなかった。 

福島の第一原発事故は､地震でない。津波の対策強化と､さらなる安全強化で十分だった。 

 彼が「脱原発」を国策にすれば､核の研究･学者はがっくりし､この方面に進む青年はいなくなる。物理学の最

重要な分野に研究者がいなくなったら､日本の将来はどうなるか。それより前に､世界で最も進んでいるとされ

る日本の原発の学者･技術者は､全て韓国や中国に持っていかれる可能性が高い。菅氏はｺﾘｱの団体に特別

の関係があり､日本人よりｺﾘｱ人のほうが大切だという印象さえ与えている人である。原発停止･脱原発に飛び

ついたのは､彼の潜在意識に､ｺﾘｱ人のためになるという閃きがあったのかも知れない。 

韓国を利することに  

新開報道では､韓国原子力安全委員会は､日本海側の慶尚北道に原発２基の建設を決め､建設完了した２

基の試運転をはじめ､現在２１基の原発が稼働中。韓国政府は､８０基の原発輸出が国家目標だ。一基が数千

億円､８０基も輸出する韓国政府の意気込みはすごい。 

 この韓国の国家的大目標にとって一番邪魔になるが､日本の原発である。日本の原発技術が世界で最も進

んでいることは､世界中が知っている。福島の事故が地震のせいでなかつたことは､世界中が知っている。大地

震のＳ波が到達する前の小さな波動をとらえて原子炉の核分裂連鎖反応を自動的に停止させるのは､地震

国･日本の独自の技術である。今回の福島の事故も､原子炉の安全性では世界の評価を高めた。津波は「想

定外」とされたが､それを防ぐ手段は難しいものではないことも明らかになった（女川の原発がすでに証明）。 

 具体的な例で､ｱﾒﾘｶは３４年ぶりに原発を着工することにし､東芝の子会社製のものがつかわれる。 

１９７９年のｽﾘｰﾏｲﾙ･ｱｲﾗﾝﾄﾞ原発事故以降､原発の新規着工は凍結されていた。それが今回､日本の技術と

機械を使えば､ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ９.０の大地震にも大丈夫だという信頼感が生じたからだと考えられる。 

 日立製作所も､ﾘﾄｱﾆｱ政府と仮合意。三菱重工業はﾍﾞﾄﾅﾑに２基発注が内定､ﾖﾙﾀﾞﾝでも話がすすんでいる。

今年になって､ﾄﾙｺを訪ねた玄葉外相に､原発の話が出て､明確な答えをしないうちに､韓国の大統領が直接

乗り出して､ﾄﾙｺへの原発輸出の話をすすめている。 

 原子力発電の世界では､日本の東芝･日立・三菱という三社か､その協力を得なければ新しいものはできない

ということになっていたのだ。 

 原発８０基輸出を国家目標とする韓国は､原発大国･日本の足を引っ張り､邪魔しなければならない。韓国に

とって幸いなことに､福島の事故の時は日本の政党は民主党､首相は菅直人。原発反対の下地のある連中が

政権の中枢にいた。これに働きかければよい。   そして卓効があった､と私は見る。 

売国奴のﾃﾞﾏｺﾞｰｸﾞ 

 朝日新聞はじめ､ＴＶ局などそもそも反日親韓の傾向の見えるﾏｽｺﾐは､一斉に反原発運動に競い立った。 

大江健三郎も気負い立った。彼は､「北朝鮮の青年の目は澄んでいた､日本の自衛隊の青年を恥じる」という

趣旨の反日侮日､親朝親韓の言論活動をする人。「日本の原発を壊せ」と声を高めてｱｼﾞり､ﾃﾞﾓを遣らせる。 

 日本の反原発運動を誰が一番喜ぶか。韓国政府であり､韓国人であろう。いまの日本で反原発運動をやっ

ている人たちには韓国の手が回っているか､そういう手が回っている人の手が回っているか､放射線に関する

科学的情報を知らされないまま売国奴みたいなﾃﾞﾏｺﾞｰｸﾞに煽られている心配性の善男善女か､あるいは､とも

かくﾏｽｺﾐに叩かれたくないという行政関係者か･･･ のいずれかと考えてよいであろう。 

 元首相､現首相､元外相などなど､韓国･北朝鮮系との金の授受があった人が民主党に多い。そうだと思われ

るのは､民主党が大勝したこの前の選挙で､ｺﾘｱ人の団体が積極的に参加し､党内の選挙にも参加していた。 

 この原発問題は､これを利用して日本に原発を断念させる政策を行い､その運動を助けるような趣旨の金が

動いたと考えることが許されるのではないか。 

 

10.代替ｴﾈﾙｷﾞｰ論の怪しさ 

 原発問題の最中に､菅首相が急に元気になった。それは孫正義氏が多額の献金の意思を発表し､被害のあ

った地域に太陽光発電を進めるｱｲﾃﾞｱを持ってきた時だった。係氏は､自分の企業で一番電気を食う部分を

韓国に移したと指摘されている。自然界のｴﾈﾙｷﾞｰの活用自体は結構だが､あまりそれを強調する人は､日本

の脱原発を狙う韓国政府の手先になっている可能性があるといってもいいだろう。太陽光発電は､原発にすぐ
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にでも代替できると考える人は､全く無知の人か韓国の手先か､手先の手先ぐらいの人だと私は考えてしまう。 

 以前､ﾘﾆｱ･ﾓｰﾀｰは宮崎県で実験していた(今は山梨県)。その軌道跡地に太陽光発電ﾊﾟﾈﾙを並べる実験があ

った。しかし実際は､火山噴火の火山灰でﾀﾞﾒになった。火山灰の清掃や労力･費用は電気代どころでない。 

 自然ｴﾈﾙｷﾞｰを使うｱｲﾃﾞｱは文句なく良いが､ﾏｲﾅｽ面も大きい。太陽光発電ﾊﾟﾈﾙで山手線の内側の二倍の

広さの所を埋めても､発電量は浜岡原発の一基分くらいで､しかも発電量は不安定だ。台風が来たらどうする。

大地震が起こったらどうする。そんな広い場所が日本のどこにあるのか。使えなくなった時の廃材はどうする。

それを並べたﾊﾟﾈﾙの下に植物は育たない。そんな荒れ地をどうする､など､問題が大きい。 

ｱﾒﾘｶの太陽光のﾊﾟﾈﾙ会社は潰れ､ｱﾒﾘｶは原発再開を決めている。 

忍び寄る産業空洞化 

 いまのところ原発に代わりうるものは､火力発電だけ。しかし､火力発電には化石燃料である石油か石炭､ある

いは天然ｶﾞｽが必要である。いずれも日本で産出しない。それに石油を焚けば地球温暖化に連なるとされる。

いずれにせよ､火力発電はものすごい外貨の消費になる。 

 東京電力が平均１７％の電気量の値上げを言い出したのも､火力発電のための燃料代が何千億円と急増し

たためである。他の電力会社もそれと同じことを言い出すに違いない。年間何兆円ものお金が燃料代に消え

るのだ。そうしたらどうなるか。 

 消費者は節電したり､貯金をはたいたりすることになる。これは各人が我慢すればよい。しかし､日本の産業は

どうなる。いまでも､日本の電気料金は韓国やｱﾒﾘｶに比べて著しく高いのだ。高い電気料金のために､日本で

はアルミの精錬をやめたという過去もある。いまより電気料金が高ければ､日本の多くの工場は潰れるか､海外

に出るかになる。つまり空洞化だ。 

 産業の空洞化は、とりもなおさず失業率の上昇と国力の低下である。日本の中小企業などがﾊﾞﾀﾊﾞﾀ潰れた

ら喜ぶのはどこの国か。言わなくてもわかるではないか。 

 

11.どっかの手先の人たち 

 敗戦後は､２００万人以上の日本青年が戦死したあとで､生き残った人たちは「死んだ者の分まで頑張ろう」､

国土復興と経済再建を成し遂げた。戦後の日本から出た新技術・新製品も実に多かった。 

 その一方で､「栄えゆく日本」を呪祖し､その足を引っ張る言動や運動をしてきた勢力があった。日本が独立

回復を成し遂げたｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ講和条約に反対した共産党や社会党の系統の人たちと､全面講和という美辞の

もとに日本の独立回復に反対した学者とその系統の人たちである。 

 東日本大震災の時の日本政府の中心にいた人たちに､その系統の人たちが居た。菅氏も学生運動のｹﾞﾊﾞ

棒組で､｢産学協同反対｣運動をしていた。産業界に大学･学者は協力してはいけない､資本主義日本の産業

の弱体化と日本の窮乏化を目指す運動である。この人たちは本能的に日本に害をなすことに熱心である。 

その背後には､いつでも隣国の手がﾁﾗﾁﾗ見え隠れする気がする。 

 昭和２９年３月:ﾋﾞｷﾆ環礁のｱﾒﾘｶ水爆実験で､第五福竜丸が被災した。船長は知った上で､禁止海域境界に

近づき､核の灰をかぶった。乗組員２８人がﾍﾞｰﾀ線熱傷を受け母港の焼津に戻り､肝炎ｳｲﾙｽに汚染した輸血

治療を受け､１７人が肝臓障害を起こした。その１人､久保山さんが肺炎(放射能でない検証)で亡くなった 

しかし､世は原水禁運動･反核運動花盛りの時。このなかには､社会主義国（ソ連や中国）の核爆弾はきれいだ

が､ｱﾒﾘｶのは悪いというﾄﾝﾁｷな人たちもいたほど反米親共であった。 

「むつ」 の最期  

これにﾏｽｺﾐは乗っかり､肝炎の死因が隠され､核の放射線とされ､反米運動のｼﾝﾎﾞﾙにされてしまった。 

 久保山さんは静岡漁民葬で､木下航二作曲の「原爆許すまじ」のｺｰﾗｽで送られ､日教組は反原発･放射能

恐怖・反米という教育方針に利用した。その時の子供がいま大人になり､福島の放射線に神経症的反応を示し

ている。当時の騒ぎは凄く､ﾏｸﾞﾛも食べてはいけなく､世論は滔々として放射線恐怖を煽り､ﾏｽｺﾐは､反米･反自

民･反核を一緒にした。  その煽りで悲しい最期を遂げたのが原子力船「むつ」であった。 

  昭和４４年(1969):佐藤内閣の時､東京湾で進水､青森県大湊を母港にした｡   ５年後､北太平洋で､ﾚﾝﾄｹﾞﾝ

一回分に満たない射線漏れを起こした。 それを､ﾏｽｺﾐが騒ぎたて､寄港できなくなった。 

時の田中内閣の鈴木善幸(党総務会長)が､陸奥湾の漁業被害がないのに補償金を払い帰港させてもらい､以後

は大湊を母港にしない約束までさせられた。  被害がないのに補償金をもらう発想も情けないが､日本人に核
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ｱﾚﾙｷﾞｰを起こさせた左翼的ﾏｽｺﾐと反核運動者のほうが怖ろしい。これで､日本で原子力船の建造はなくなり､

国防手段・対中抑止手段が国防的に弱体化した。 「むつ」を葬ったﾏｽｺﾐや反核団体が､中国の核実験､核爆

弾に反対する運動は､聞いたことがない。 

「成熟」ではない  

 今回の原発事故ではじまった反原発運動で､日本の弱体化や窮乏化を願う言論がﾏｽｺﾐで流されている。 

◆作家(加賀乙彦氏)：『日本はおそらく中国に負けて世界第三の国になり､更に落ちていくでしょう。そのことで

不幸になると考えるのがおかしい。これが日本を不幸にしている一番の大きな原因』（毎日）  国が落ちぶれて

も不幸でないと考える珍説。かつて､中国は世界中でｺﾞﾐのように扱われた。今は核兵器､原子力潜水艦､航空

母艦も作ろうとしている。加賀氏は中国に「国が落ちぶれても心配することはない､それで良い」とは言わない。 

◆早稲田大学教授(天児慧氏)：『日本が経済成長で再び中国と張り合おうとしても不可能で､環境や社会保障

など生活インフラの豊かな成熟大国を目指すべきだ』（毎日） 経済的成長は諦めて､環境を良くし､社会保障を

充実させた成熟大国にどうしてなれるのか。日本はいまも､ｴﾈﾙｷﾞｰも食糧も大量輸入する。世界の覇者ｲｷﾞﾘｽ

も経済の低下で､国は弱体化した。経済力を落としながらの成熟大国はない。 あるとすれば､末期の清朝か。

そういうのは「停滞」「衰退」で､｢成熟｣と言わない。 

◆大阪大学名誉教授(川北稔氏)：「････たしかに日本は､かつてのﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙのようになるかもしれません。ただ

し､それが不幸かと言うと､話は別です。現在のﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙを見てください。むしろ､ある意味で安定し､人々は幸せ

な人生を送っているのではないでしょうか」（朝日）  ギリシャに続いでﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙは経済破綻に直面し､若者の失

業率が５０％を超える国のどこが安定､国民が幸せなのか。 これでは妄言をバラまく詐欺師紛いの言説だ。 

  これらの通じ感じるのは､日本が落ちぶれﾀﾞﾒになるのを望んでいる日本の「文化人」が少なくない。 

こういう妄言を喜んで掲載する新聞が「朝日」「毎日」であることも知っておいてよい。この人たちの共通点は､

反原発で､逆にいえば､「反原発」の反対は日本の「繁栄」だということをも示していて面白い。 

 個人が､貧乏が平気なのは一向に構わない。西行も芭蕉も極貧だった。金持が不幸になる話もある。個人が

自分の哲学で窮乏を幸福とみなすのは､むしろ尊敬する。 神父や修道女にもそういう人がたくさんいる。 

 しかし､国の政治家や大ﾏｽｺﾐが､自国の窮乏化を幸福への道だと押し付けるのは許せない。政治家もﾏｽｺﾐ

も､本来は自国の富裕化を願い､そこに向かう道を示すべきである。そうでなかったら､「日本悪しかれ」を願って

いる国の手先か､手先の手先になっていると考えざるを得ないのである。 

 

12.日本近代史とｴﾈﾙｷﾞｰ  

東日本大地震･大津波とそれによっておこされた東電福島第一原発の事故はわが国の大なる災害であり､

その被災者には深く同情する。しかしこの大被害も､あえて強弁することを許されるならば､日本の未来に対す

る進路を示してくれたものだと解釈できるのではないか。 

 明治維新以来､日本の歴史に突如､大問題となったのがｴﾈﾙｷﾞｰ源である。近代国家を造り､かつ栄えるため

には､まず化石燃料が必要であった。 ｴﾈﾙｷﾞｰなしで､「富国強兵」の「富国」はありえない。 ｲｷﾞﾘｽが産業草

命で世界の覇者になれたのは､石炭の使い方を発見し､炭田が国内に有ったからである。 

開国した日本は石炭があり､利用法を先進国に学び､白人国家以外では初めて産業革命を成功させ､近代

国家への道を進むことができた。しかし､日露戦争以後その限界を迎えた。第一次欧州大戦では､ｴﾈﾙｷﾞｰの

主体が石炭から石油に代わった。ｲｷﾞﾘｽでは､軍艦の燃料を石炭から石油に変える方針を立て､また陸戦に石

油で動く戦車を導入。空中戦でも石油を使う飛行機も導入。ｲｷﾞﾘｽは中東の石油を手に入れることにした。 

ｴﾈﾙｷﾞｰ転換に衝撃 

 この歴史的なｴﾈﾙｷﾞｰ転換で､日本の軍部は最も恐怖を覚えた。軍艦も戦車も飛行機もすべて石油がなけれ

ば動かないのに､日本では石油は出ない。第一次大戦の観戦に出かけた日本の軍人は､このままでは日本必

敗を確信するに至った。近代戦をやるｴﾈﾙｷﾞｰ源が日本にはないからだ。 

 そのうち､石油を握っているｱﾒﾘｶの大統領に日米開戦必須論者：ﾙｰｽﾞﾍﾞﾙﾄがなった。そして､ｱﾒﾘｶは日本に

石油を売らないことになり､その圧力でｵﾗﾝﾀﾞも蘭印(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ)の石油を売らないと言い出した。元来は開戦反対

論者だった山本五十六が､真珠湾攻撃の訓練開始を命じたのも､石油問題が起こってからである。 

 日米開戦を避けるために誕生した東條内閣(対米開戦反対論の閣僚たち)が一転して開戦に転じたのは､ｱﾒ

ﾘｶ側に譲歩が全くなく､交渉を続ければ保有の石油が減り続け､日本の軍艦が動けなくなり､飛行機も飛べなく
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なることがわかったからである。「かの大戦の近因はｱﾒﾘｶによる石油禁輸であった」。 

 石炭の時代だったら戦争はなかった。二十世紀初頭のｴﾈﾙｷﾞｰ転換で日米開戦が起きた。石油問題の悪化

は急に進行し､手持ちの石油を使い果たした頃､原子爆弾という新しいｴﾈﾙｷﾞｰの登場で止めを刺された。 

原発関係者に感謝 

 戦後復興は日本人の努力･頑張り･工夫もあるが､ｴﾈﾙｷﾞｰの心配がなくなったこともある。中東油田の産出量

は常識を超え､値段も安かった。日本は世界最大のﾀﾝｶｰを造り､民間人も石油ｽﾄｰﾌﾞを使えるようになった。 

ところが､ｵｲﾙｼｮｯｸで､産油国が同盟して値上げをしてきた。 

 ｴﾈﾙｷﾞｰ問題は日本の歴史を一転させることができるし､戦後の繁栄をﾊﾟｰにする可能性もある。戦後の高度

成長期のように､ｴﾈﾙｷﾞｰを石油に頼り続けることの危険性は明白なことであった。その中で､最も効率が良い

のが原発であることはあきらかであった。 

 しかし､原子力船「むつ」を廃船にし､第五福竜丸の死者の原因を核の灰のせいだと虚報を流し続け､反米運

動と反横道動が一緒になった左翼と歩調を合わせ続ける雰囲気のなかで､めげずに原発採用に踏み切った

当時の政府(自民党)や通産省､それに原発の技術を向上させ続けた電力の関係者に､頭が下がる思いだ。 

 それで、日本の歴史は再びｴﾈﾙｷﾞｰの問題から解放されたように思われた。ところがそこに､福島での事故が

起こったのだ。それとともに現れた反原発論者の有り様は夏の小蝿の如く湧き出てきた感じである。 

 地球温暖化防止のためには､化石燃料より原発がよいという意見が支配的になり､このところ反原発運動者は

おとなしくなっていた。それが福島の事故を種に､突如として狭蝿のように湧き出てきた。 最近もﾋﾟｰｽﾎﾞｰﾄが

反原発の集会をやったと報道されたが､彼らの正体はわかっているではないか。 

 

13.明るい未来への道筋 

 しかし福島の不幸は､日本にｴﾈﾙｷﾞｰ問題のあり方と､将来の日本の進み方を示してくれたものと捉える。 

狭蝿なす反原発論者の主張と反対に､日本の原発の安全性が高いことを世界に示すことになった。 

日本政府はこれを機会に､原発を世界に売ることを国家目標にすべきである。中国やｲﾝﾄﾞの大人口の国が近

代化すれば､ｴﾈﾙｷﾞｰ問題だけで地球環境が壊れる。 資源獲得に狂奔するいまの中国の姿を見よ。 

 原発は地球を守る力がある。中国は 100 基単位の原発を造るが､日本製にしたほうが安心である。ﾛｼｱ､ｱﾌﾘ

ｶや東南ｱｼﾞｱにも日本製の原発が置かれるべき。電気がなければ､民主主義はない。水洗便所も高層ﾏﾝｼｮﾝ

も電気が必須。「光:電気は日本より」と掲げたい。日本の得る利益も､他国に与える利益に劣らず巨大である。 

 ｴﾈﾙｷﾞｰ源を提供する国と､受ける国の関係は密接になり､平和的に強くなる。日本製原発ｴﾈﾙｷﾞｰの普及で､

日本外交の国際社会における役割も､平和的に増大するであろう。経済的にも､一件数千億円の輸出でＧＤＰ

も上昇し税収も増加する。累積赤字を解消す力がある。 

 それよりさらに､「もんじゅ」を成功させることである。「もんじゅ」こそは､究極の理想的ｴﾈﾙｷﾞｰ源であろう。 

｢もんじゆ｣は､日本の百年､千年単位でｴﾈﾙｷﾞｰ問題を解決する可能性がある。  

日本の救世主 

「はやぶさ」も､ｽｰﾊﾟｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰも凄いが､「もんじゅ」が成功すれば､それは桁の違った大成功である。 

日本が原発の輸出からはじめ､将来は「もんじゅ」を輸出すれば､地球万歳になるのだ。日本の最大の課題で､

悲劇の原因となったｴﾈﾙｷﾞｰ問題から半水久的に日本を解放してくれる。 

 それでも原発反対の人たちは耳を傾けないだろう。 しかし､非常に簡単な例を挙げて答えるべきである。 

ﾁｪﾙﾉﾌﾞｲﾘの原発暴走事故の死者は 100 人に満たない｡  福島の事故でも放射線による死者はｾﾞﾛだ。 

 これに反し､脱原発を決めたﾄﾞｲﾂは､ﾁｪﾙﾉﾌﾞｲﾘ事故の後､自動車事故の死傷者は２０万人以上。日本では､

福島事故の後､自動車事故で数千人が亡くなった。 福島原発の死者は､ｾﾞﾛ。冬の大雪で死者は５０人超。 

福島の「汚染」した表土除去よりも､除雪のほうが人命への問題としてはずっと大きかった。 

 原発事故より恐い自動車では脱自動車運動がない。 原発に病的な脱原発運動が燃え上がるのはなぜ。 

毎年､確実に死者の出る除雪に､人権運動家たちは燃え上がらないのか。  それは元来が､昔はソ連・中国､

いまは韓国がらみの反核ｲﾃﾞｵﾛｷﾞｰ運動で､反核運動家は事実に目を向けずに先導してきたからである。 

 日本の政府､地方自治体､電力会社は､こういうｲﾃﾞｵﾛｰｸﾞたちに操られた動きには毅然と対応し､真実を自信

を持って国民に説き続け､国策として原発の輸出､さらに大目標に「もんじゅ」の完成を国民に示して欲しい。 


