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世界は日本の原発技術を待っている                 [歴史通：３月号から編纂:2013.2.24] 

ｲﾗﾝのﾗﾑｻｰﾙ市の住民は、日木の百倍以上の自然放射線のなかで生活している。 

安心を求めるあまり安全を忘れてはいないか？ 

豊田有恒 作家   ：日本の原発技術が世界を変える：祥伝社新書 225 

福島原発事故の後も､原子力発電は地球温暖化を防止する切り札である。今後も､世界ｴﾈﾙｷﾞｰ事情 

から､化石ｴﾈﾙｷﾞｰやｿﾌﾄｴﾈﾙｷﾞｰに長期に渡り頼ることはできない。再度､日本の原発技術の位置付け､  

効率､信頼性を整理し､原発を冷静に考え直す必要がある。    

核兵器と抱き合わせにした『反核』が､いまだに原発問題を被っている。原子力発電は世界ｴﾈﾙｷﾞｰ供給 

のｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ。平和利用を追求して世界最高水準の原発技術を日本は開発している。日本の技術なしで､ 

安全確実な原発は世界に供給できないのが現実。今こそ日本は､『原発技術で世界に貢献すべき！』  

我々は､日本の原発技術ﾚﾍﾞﾙを知らない｡  非常停止：0.0７回/運転７千時間と驚異的に少ない。 

炉圧力容器は日本ﾒｰｶが世界ｼｪｱ８割を占める。世界中の新規原発建設に､各国が売込競争している。  

安全性が疑問の中国製は､安値攻勢で輸出拡大を目指している。だからこそ､災害対策を施した『世界一 

安全な原発を世界に広めることが､この上ない世界貢献の道』である。 

◆ 『脱原発､卒原発､原発ゼロ～の叫び』 

まるで叩売りのようなｽﾛｰｶﾞﾝで氾濫した選挙は､終に決着がついた。『反原発』の類を言えば､票が取れる

と踏んだのだろうが？ 有権者は､それほど愚かでなかった。 

誰でも､原発に頼らずに済めば､それに越したことはないと考える。しかし､ｴﾈﾙｷﾞｰ自給率：4%の国家が何を

どうすればｴﾈﾙｷﾞｰを賄えるか､反原発：ｽﾛｰｶﾞﾝを叫ぶだけでは､何も解決しないことを､国民は理解した。 

 ｴﾈﾙｷﾞｰより先に､食料自給４０%が気になる｡ｶﾛﾘ･ﾍﾞｰｽで､廃棄分の有効活用で､もう少し上がる。また､日本

も農地整理が進み大農化し田植機やｺﾝﾊﾞｲﾝなど､多くの機械類に依存する。現在の日本には､石油に依存

なしで稲作できる農民は､殆どいない。食料問題も､つまるところｴﾈﾙｷﾞｰ問題に帰するのである。  

『3･11』からもう２年､当初のﾋｽﾃﾘｯｸな論調を鎮め､ここらで冷静に振り返ってみることが必要だ。 未曾有の

大地震､大津波だったが､原発事故がらみになり冷静な議論ができない雰囲気が､醸し出されてしまった。 

整理して考えてみる。『想定外は許されない』というｼｭﾌﾟﾚﾋｺｰﾙが､日本中で繰り返された。そもそも世の中の

森羅万象を想定できると考えること自体が､人間の思い上がりではないか。なぜ想定外のことが起ったのか､

正しく検証してない。ことは､日本の原子力平和利用という過剰な思い込みから悪化した。そもそも､原子力に

平和利用も軍事利用もない。 もともと軍事利用しかなかったのだ。 

 これに､妄想的な人類唯一の被爆国という枕詞がつくと､さらに始末におえない。『被爆国として､原子力を

安全に平和利用する悲願を達成しなければならない』と､更にｴｽｶﾚｰﾄした結果､平和利用だから事故は起こ

らないという思い込み､予断･馴合いが生じた。核爆弾と原子力発電は違うという理由が､幅をきかせている。

原子力を動力ｴﾈﾙｷﾞｰに利用することは､元は軍事目的で開発されたが､そのことを口にするのは､日本では

タブーだった。   序に､情報通信､Inter Net も軍事利用目的で開発成果したのである 

◆原潜開発と「平和のための原子力」 

１９４８年､世界大戦から僅か３年後､ｱﾒﾘｶ重電ﾒｰｶ､WH:ｳｴｽﾃｨﾝｸﾞﾊｳｽ社は､原子力部を設立。ﾗｲﾊﾞﾙ､

GE:ｼﾞｴﾈﾗﾙｴﾚｸﾄﾘｯｸ社も､原子力研究所を設置､新ﾋﾞｼﾞﾈｽに参入。この段階で商業発電の構想はない。 

 原子力艦船の開発を､強力推進した人物(ｱﾒﾘｶ原潜の父)ﾊｲﾏﾝ･ﾘｺｰﾊﾞｰ大佐:当時は､原子力を動力とす

る潜水艦の導入を､海軍部内で訴え続けた。政府は､提案の採用に踏み切り､ＷＨ社とＧＥ社で､技術ｺﾝﾍﾟを

行なわせた。ＷＨ社は､今日の基本ﾓﾃﾞﾙ:ＰＷＲ【加圧水炉】で､ＧＥ社は､中速中性子ﾅﾄﾘｳﾑ炉で臨んだ。 

当時はＢＷＲ【沸騰水炉】のｺﾝｾﾌﾟﾄが未確立だった。  その結果､WＨ社の(PWR)が採用された。 

 当時の潜水艦は､海面にｼﾕﾉｰｹﾙを出し換気しながら航行する。いざというときはﾊﾞｯﾃﾘｰで駆動して深く潜

航する。しかし､ﾊﾞｯﾃﾘｰ性能が悪く､長く潜水できない。酸素なしで電気ｴﾈﾙｷﾞｰを生む原子炉は､画期的な

艦船動力ｴﾈﾙｷﾞｰだった。しかし､実績のない未知の原子炉を､いきなり潜水艦に搭載できない。そこで､地上

ﾃｽﾄ運転に成功したら潜水艦に搭載することにした。この時点でも原子炉を民生用発電に使う構想は､全くな

かった。1954 年､史上最初の原子力潜水艦:ﾉｰﾃﾗｽ号が進水､翌年､原子力による航行に成功した。 

『平和のための原子力』:ｱｲｾﾞﾝﾊﾜｰ演説で､民生用原子炉(ｼｿﾋﾟﾝｸﾞﾎﾟｰﾄ原発)が潜水艦に２年遅れ稼働した。 
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一方､ｺﾝﾍﾟに敗れたＧＥ社は､原潜(ｼｰｳﾙﾌ)を完成させたが､時すでに遅く採用されなかった。 

 ｲｷﾞﾘｽは､ｱﾒﾘｶの軽水炉と異なるＧＣＲ【ｶﾞｽ冷却炉】を開発。１９５６年､ｺｰﾙﾀﾞｰﾎｰﾙで臨界運転を実施した。

これも表向きは民生用だが､実際は核開発を担うﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ生産･抽出を目的にしたものだ。ＧＣＲは､軽水炉と

異なり､ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑの生成効率が高いのである。 この型炉は､東海村発電所にも採用され所定の役割を終え､

廃炉解体処分された。北朝鮮も､この型の実験炉があり､抽出したﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑで核実験を行った。僅か５千ｋＷ

(日本標準の１/２百)の小型実験炉でも､独裁国家が保有すれば､核分裂物質を精製､核爆弾が作れるのだ。 

◆アジアにおける核開発 

 インド： ﾉｰﾍﾞﾙ賞級の核物理学者を輩出し､核開発の先鞭をつけた。１９５６年､ｱｼﾞｱ最初の原子炉を稼働｡

６４年には､使用済み核燃料の再処理工場をｱｼﾞｱで最初に運転した。六ヶ所村:核再処理工場がﾄﾗﾌﾞﾙ続き

のと比べ､ほぼ半世紀前のことである。１９７４年､核実験を敢行。最貧国の核武装と揶揄され､国際社会の非

難を浴びた。しかし､ｲﾝﾄﾞは､核爆発(Nuclear Explosion）でなく､核爆破(Nuclear Bluest)だと釈明､国際社会は

唖然とした。ｲﾝﾄﾞ発祥の禅問答の如き。その後､ｲﾝﾄﾞの真意が判明。当時､中印国境紛争で､核武装した中

国に対し国威発揚が必要に迫られていた。しかし､核爆弾を保有すると国際的に非難の的となる。ｲﾝﾄﾞは工

事用の爆破装置の試験で､兵器でないと言い張った。 ｲﾝﾄﾞの核爆発実験は､核爆破から２０年後(1998)で､

ﾊﾟｷｽﾀﾝの核に対抗するためだった。 

 中国： 陳毅外相:当時が､『中国人民がｽﾞﾎﾞﾝをはけなくても､必ず核兵器を保有する』 と宣言している。 

１９６４年､東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開催中に原爆実験を敢行。中国の原爆は､ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ型でなくｳﾗﾝ型で脅威になった。

ｳﾗﾝ型は､高熱を利用して核融合反応を起こし水爆を造るのに適する。僅か５年後､水爆の投下実験に成功。

さらに原潜も装備することになる。ｱﾒﾘｶと同様､この段階までもっぱら軍需兵器開発であった。 

高度成長で､電力需給が逼迫し､やむなく原発採用に階み切る。湘江省:秦山一号機､1994 年であった。 

自力開発と称すが､各国部品の寄集めﾌﾟﾗﾝﾄで不具合続出。あげくに､仏：ﾌﾗﾏﾄﾑ社(現ｱﾚｳﾞｧ)に改修委託す

る不名誉になった。その後も､原発計画は､粗製乱造に近い猛ｽﾋﾟｰﾄﾞで進められている。 

 韓国： 原発開発に熱心。朝鮮半島が南北に独立分離したとき､韓国側は発電設備の僅か５%しかなかった。

北からの送電停止で､韓国側は闇に閉ざされた。このことから､韓国の原発依存度も非常に高い。最近は､原

発関連機器ｻﾌﾟﾗｲﾔｰとして､日･仏を蹴落とし､UAE(ｱﾗﾌﾞ首長国連邦）の原発商談で受注に成功した。 

◆欧米の原発事情 

 アメリカ： 軽水炉の本家だが､１９７８年：ｼｱﾛﾝﾊﾘｽ原発以来､３４年間､原発の新規建設がない。現在、

APWR【改良型加庄水炉】､ABWR【改良型沸騰水炉】に関する新技術がない。現在､百基以上の老朽原発を

抱えている。ﾃｷｻｽ州:原発受注が､日本に決まっていたが､福島事故で凍結状態になっている。また､ｱﾒﾘｶ

特有の電力事情がある。自由競争のｱﾒﾘｶは､電力も例外でなく､発電３千社､送電千社が乱立する。零細な

電力が､老朽化原発を綱渡りで運転している。 『ﾁｬｲﾅｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ』：ﾌｨｸｼｮﾝ映画が状況を描いている。 

東電憎しから､電力自由化、発送電分離が､もっぱらの世論だが､そう簡単ではない。ﾆｭｰﾖｰｸ大停電は､数

百社の送電綱が入り組んで復旧が遅れ､1０ｹ月後にﾍﾞﾋﾞｰﾌﾞｰﾑが起きる都市伝説までつく始末。ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ

大停電では､乱立する発電会社が､老朽化施設を故障修理できず電力供給量が不足する事態だった。 

 ロシア： 独特のＲＢＭＫ型【黒鉛ﾁｬﾝﾈﾙ炉】が､ﾁｪﾙﾉﾌﾞｲﾘの大事故で､一時的に原発に及び腰だったが､

最近は電力需要の急増から､原発に関心を示し西側と同じ軽水炉技術の改良発展に熱意を示している。 

 ドイツ： 先進国で唯一、原発廃止に踏切ったが､日本で報道されないことがある。発電の４０％を石炭火力

で賄う。緊急時以外は､排出ｶﾞｽ(CO2)を考慮しなければ､全電力を自給できる。国産ｴﾈﾙｷﾞｰ:4%の日本と根本

的に事情が異なる。そのﾄﾞｲﾂですら､原発廃止と自然ｴﾈﾙｷﾞｰ買取政策で電力料金の高騰が社会問題となり

困惑している。 

イタリア： ﾄﾞｲﾂと同じく、原発廃止を宣言したが､ﾄﾞｲﾂとは事情が異なる。ラテン的な気質で､後先なしに原

発廃止を決議したが、ｴﾈﾙｷﾞｰの当てがあるわけではない。大停電を経験したため､ﾌﾗﾝｽに泣きつき電力輸

入を増やしている。 日本は､陸続きのﾖｰﾛｯﾊﾟと違い､他国からの電力輸入はできない。 
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 フランス： 数こそｱﾒﾘｶに劣るが､世界第二の原発大国､現在も原発建設を熱心に取り組んでいる。ﾌﾗﾝｽは、

ﾄﾞｲﾂと異なり､石炭資源が乏しく、ｴﾈﾙｷﾞｰ自給のﾒｲﾝに原発を据え､国是としている。原発依存度は､実に

80%を越え､ｲﾀﾘｱ､ﾄﾞｲﾂなど周辺国に電気を輸出している。また､原発ﾌﾟﾗﾝﾄのｻﾌﾟﾗｲﾔｰとし､ｱﾚｳﾞｱ社(国策会

社)が､原発から撤退した､ﾄﾞｲﾂ:ｼｰﾒﾝｽ社の原子力部門を傘下に収め､ほぼﾖｰﾛｯﾊﾟ市場を握っている。 

◆「原子の火」 

 敗戦国の日本とﾄﾞｲﾂは､戦後１０年間､航空機と原子力の研究開発を禁じられた。日本の原子力技術開発

は遅いｽﾀｰﾄだった。その後､世論にも支えられ開発は急進展した。１９７０年:大阪万博で『関西電力:美浜発

電所の“原子の火”が会場に到達～～』のｱﾅｳﾝｽに､誇らしげに感じた。ﾏｽｺﾐ論調も､好意的だった。 

 関西電力は､ＷＨ社:PWR【加圧水炉】を採用。一方､東京電力は､ＧＥ社:BWR【沸騰水炉】を導入した。GE

社は､原潜のｺﾝﾍﾟに敗れ､新たにＢＷＲ型を開発したが開発費を回収できない。そこで､ｱﾒﾘｶ政府は､強制的

に日本､西ﾄﾞｲﾂの両敗戦国に､この炉型の採用を迫り､日本は東京電力が採用を決めた。 

新しもの好きな日本人の特性で､その後の建設は順調に進んだ｡万博の数年後から､終末論が流行し､公害

反対ﾌﾟｰﾑから､ﾏｽｺﾐと原発の蜜月時代が､簡単に終わった。当時､日本は､ｱﾒﾘｶに次ぐ世界第二の原発大

国だった。その後､建設ｽﾋﾟｰﾄﾞがｽﾛｰﾀﾞｳﾝしﾌﾗﾝｽに抜かれたが､ｱﾒﾘｶが建設を怠っている間に､技術蓄積は

世界ﾄｯﾌﾟに躍り出た。基本技術を輸入し､周辺応用技術開発で完成させるのが日本のお家芸である。 

 APWR【改良型加圧水炉】､ABWR【改良型沸騰水炉】の共に､日本の原子力技術が､世界のﾄｯﾌﾟである。 

たとえば､日本製鋼所は､原子炉の圧力容器(炉体中心部)を､従来の溶接でなく一体鍛造製造で他の追随を

許さない技術で､世界ｼｪｱ 80%を誇る。 開発ﾒｰｶのＷＨ､ＧＥ社とも､原子炉製造の新技術蓄積はない。 

 日本の代表的な重機ﾒｰｶ､三菱重工と東芝は､PWR 型の開発ﾒｰｶ:ＷＨ社の原子力部門を買収。これまで、

ＷＨ社=加圧水炉=関西電力系=三菱重工・日立､ＧＥ社=沸騰水炉=東京電力系=東芝の二大系列があった

が､東芝は旧来の沸騰水炉だけでなく､加圧水炉も手掛けることになったのである。 

 こうして､世界一の原発技術で､ｱﾒﾘｶ老朽原発の代替え､ﾍﾞﾄﾅﾑ､ﾄﾙｺの新規建設など､原発の国際商戦に

臨もうとした矢先に運悪く大地震､大津汲が､襲ってきたのだ。 問題の福島第一原発は､直線状の海岸線に

面している。通常の津波は､入江や湾の奥に高波が押寄せるものである。福島の直線状の海岸に２０ｍ潮位

を予想断言しただろうか？ もし､誰か､先見の明があり､２０ｍ防波堤を建設進言したとしても､通常の企業原

理から言って､それ程の過剰設備投資が認められる可能性は､少なかっだろう。あくまで､結果論である！ 

◆貞観大地震とは 

 大震災の直後から､いわゆる有識者が､貞観大地震と比較して同列に論じることが認められている風潮にあ

る。貞観大地震は､清和天皇：貞観１１年(西暦８６９年）陰暦５月２６日に発生。『三代実録』に記載されている。

漢文で僅か１３０文字足らずだが震災の様子が詳しく記述されている。 記録は『日本書紀』にも散見され､

『地震､降りぬ』とあり､地震が起きたとはいわず『降った』と記す。『三代実録』には､相当なｽﾍﾟｰｽを割いて遠

い陸奥で起こったことが､都にも大きな衝撃をもたらした。転んで起きられなかった､地割れに人が呑込れた､

多賀城(仙台平野)の城郭･倉庫･門楼が倒壊､など生々しく描写している。津波に関する記録は貴重である。 

 『(津波が)たちまち城下に至り､海を去ること数十百里にして､浩々として､その涯を弁ぜず。 

原野道路、たちまちそうめい(青海原)となる。船に乗るに遑あらず､山に登るも及びがたし。 

溺死者千あまり。資産苗穂(作物)､ほとんど残るところなし』      未曾有の大災害だったことが判る。 

 多賀城は､７２４年頃作られた。外城は約九百ｍ四方､中央に百ｍ四方の内城があり､陸奥国府として[遠の

朝廷]と称された。中国や韓国の城郭都市と異なり､城壁はない。周囲は､版築といって粘土を突き固めた２ｍ

ぱかりの土塁があるだけ。城郭と言うより､行政府の性格が強く､宝亀１１年(７８０)に蝦夷攻撃をうけ炎上した。

当時の全人口は少なく人的被害の割は相当だった。死者千人は､陸奥全体でなく､多賀城の関係者だけと

すれば､大被害である。地震学の准定で､貞観大地震の規模は､Ｍｇ8.3～8.６程度だったという。震源地も､

今回の大地震､大津波に近いらしく､ｹｰｽｽﾀﾃﾞｨｰとして論じることが認められている。 

 多賀城で千人余りの死者は､三陸全体では膨大な死者と推測される。人口の少ないこの時代の大地震は､

今回のＭｇ9.0 より小規模だった。過去､発生したＭｇ９.０ｸﾗｽの例は､弥生･縄文時代へ遡るほかなく､検証の

しようがない。つまり､空前絶後､古今未曾有の大数害だったことになる。  『想定外は許されない』 とｽﾛｰｶﾞﾝ
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を叫ぶが､想定できること･できないことを､区別すべきだ。また､慶長１６年(1611)の三陸大地震も同等規模で､

仙台藩で多数の死者を出したが､震源地は北海道沿岸で､今回のｹｰｽｽﾀﾃﾞｨｰには当てはめにくい。 

 仮に､今回の大災害と貞観大地震を同等に論じても､１０４２年振りのことになる。世の中に千年に一度しか

起こらない災害を想定した建物･防波堤･学校･空港･市役所など､一つも無い。数百年に一度おこるかどうか

わからない洪水に備え､ﾀﾞﾑ建設は無駄と､「吉野川ﾀﾞﾑ」「八ﾂ場ﾀﾞﾑ」を､否定したことを忘れては無かろう！ 

◆核有事を想定しなかった     ～この矛盾は､日本人の口から語られたことがない～ 

 大震災後に訪日した首脳は､第三者立場で語っている。仏：ｻﾙｺｼﾞ元大統領は､『catastrophe:大災害,大破

局』と表現。 韓:李明博元大統領も､『人知を超越した大災害』と形容し､不可抗力的な要素を認めている。 

これまで何度も大津波の惨禍に見舞われた三陸沿岸は､大津波を想定し万全の対策を立てていた。 

三陸:ﾘｱｽ式海岸の高台から美しい湾が見えるが､海岸に降り立つと失望する。巨大な防波堤で景色など見

えない。ｷﾞﾈｽﾌﾞｯｸに登録された世界最大ｸﾗｽの防波堤を設け､景観を犠牲にして備えても､今回の想定外の

大津波は防げなかった。 許されないと絶叫してみても始まらない。これほど備えても､不幸にして､二万人と

いう想定外の死者､行方不明者を出した。  ひたすら､ご冥福を祈るしかない。 

 その一方で､福島第一原発は､明らかに原発の設置法に問題があった。旧式ＧＥ社製の圧力容器､海岸側

ﾀｰﾋﾞﾝ建屋に設置した非常用電源､事故後の政府対応の拙さなど､すでにﾏｽｺﾐで報道されている。 

しかし、なぜ､そうなったか､基本的な原因が報じられない。 

事故直後に､線量計､防護服も不足していた。ﾌﾗﾝｽから､１万着:１個師団分の防護服を提供､除染の協力の

話があった。ｱﾒﾘｶ､ﾛｼｱ､ｲｷﾞﾘｽからも同じ申し出があった。国連安保理の常任理事国：５ｹ国は､核兵器保有

国で､最悪の核戦争を想定している。 日本は､後ろ向きに､『反核という呪文を唱えれば､核がなくなる』と無

邪気に信じる風潮がある。 日本は､『原子力平和利用』という美しい言葉に酔って､核有事を想定していない。

だから､想定外の事態に対処できなかった。 

◆世界が求める日本の原発技術 

 １９７０年代､原発ｻｲﾄで､防災訓練を実施したら､地元紙が『それ見ろ､危険ではないか』とｷｬﾝﾍﾟｰﾝを展開､

非難が沸騰した。普通の会社でも､防災訓練を行うが､原発では正常判断力が働かない､今も変わらない。 

 日中国交回復の直後､日本では､『中国に公害がない』と信じていた。  資本主義は､無統制に市場拡大･

生産増大をするから公害を出すが､中国は 『人民による計画的な生産だから公害が起きない』という。 

当時､経済規模が小さかったので公害が顕在化しなかっただけのこと。  後の経緯は､承知のとおり～ 

今や､中国は公害大国である！ 無い筈の公害に､対策を立てる必要もなかったのだ。 

 日本の原子力事情も同じで､平和利用だから核有事はない想定で進められてきた。『核は悪！眼を背けて

いればいい』という､国民意識を変える必要がある。誰もが､兵器も原発も､核さえなければいい､逆ﾒｼｱ願望

の心理に陥っていた。しかし､今回の選挙で､日本国民の意識に変化の兆しが現れた。『核に無関係､また反

核を唱えれば､全てが解決する訳でない』 と､多くの国民が､漠然と判り始めたのではないだろうか。 

 未曾有･想定外の出来事で､原発設置法の間違い､事故後の対処法の誤り､東電のｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ､ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ

の不備など､多くの問題が判明した｡ しかし､日本の原発技術の工学的な安全性が損なわれた訳ではない。 

 民主党政権の方針は､支離滅裂だった。[原発を廃止]；[再処理は続行]、[日本で廃止]；[ﾄﾙｺ､ﾍﾞﾄﾅﾑの原

発商戦は続行] という。 日本で腰の引ける原発を､どこの国が酔狂に導人するだろう？ 

 しかし､反原発ｷｬﾝﾍﾟｰﾝが乱立するなか､日本の原発技術は､世界から望まれている。  最近､日立は､ｲｷﾞ

ﾘｽ:H・N・P(ﾎﾗｲｽﾞﾝｴｰﾕｰｸﾘｱ･ﾊﾟﾜｰ)社を買収した。原発建設予定地:ｱﾝｸﾞﾙｼｰ島で､地元雇用の確保など､

日立に期待する声が高まり､一刻も早い着工が求められている。 

 日本の原発技術は､海外から求められているが､日本国内で報道は少ない。ﾘﾄｱﾆｱは､ＲＢＭＫ型(ﾁｪﾙﾉﾌﾞｲﾘ

と同じ)原発が稼動していたが､原発停止で電気料金が６倍に上昇。ｻｲﾄの街(ﾋﾟｻｷﾞﾅｽ)は雇用喪失し､廃墟の

ようになり､ｱﾙｺｰﾙ中毒､犯罪が増加している。 ここでも､日本の技術が求められている。 

 東芝は､ｱﾒﾘｶ､ﾁｪｺの原発新設で有力視される。 この新ﾋﾞｼﾞﾈｽﾁｬﾝｽに､政府のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟが必要である。 

新政権が､真っ先に掲げるｽﾛｰｶﾞﾝ(景気回復)のために､日本の原発技術をＰＲ､支えるべきである。 

多くのﾏｽｺﾐの意図的な隠蔽で､日本原発技術の優位性は､報道されていない。ここは､政府の出番である。 
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◆報道されない事実 

【１】多くのﾏｽｺﾐ論調は､世界一の技術を､無駄にﾄﾞﾌﾞに捨てるべく世論を誘導しているかと､勘ぐりたくもなる。 

ﾊﾞﾌﾞﾙ崩壊以降､日本人は退嬰的になっている。反日自虐教育が､ﾎﾞﾃﾞｨｰﾌﾞﾛｰのように徐々に効いてきたの

かもしれない。 

【２】日銀の円高ﾃﾞﾌﾚ政策で､造船､液晶ＴＶなど､日本の得意産業は､韓国など後発国にｼｪｱを奪われた。 

日銀は､低血圧患者に高血圧が怖いから､ずっと血圧降下薬を処方する薮医者と同じ。今後は､最高裁判事

に加え､日銀総裁の信任投票も行うべきだ。日銀の独立性から､国益に反する金融政策を打出しても､国民

は制裁する方法がない。 日本の得意分野を､韓国･中国に譲り渡すつもりなのか。 

【３】世界中に中国製の原発が氾濫する未来を､本気で想像してみるべきだ。 

【４】原子力発電を､もっと前向きに考えるべき。耐用年数の過ぎた古い原子炉は､全て廃炉にする。また､誰

もが認める顕著な活断層上に位置すると判った原発も､廃炉にする。一方､安全性が確認された原発は､早

急に再稼働する。原発新設の是非が論じられるが､旧来の原発の建設議論に､すり替わっている。そうでなく､

最新の日本製 APWR【改良型加圧水炉】、ABWR【改良型沸騰水炉】に代替えしていくべきだ。安全性､経済

性を高めた次世代原発のﾀｰﾝｷー契約は､５千億円以上のﾋﾞｼﾞﾈｽで､巨額の景気ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞになる。 

【５】民主党は､自然ｴﾈﾙｷﾞｰ買取の逆ｻﾞﾔを含め､電気代が最大２倍を覚悟したらしい。  無茶苦茶な話！ 

産業の血液と言われる電気は､安価に供給されねばならない。危うく日本の産業を死滅させるところだった。 

【６】福島事故の後､放射線に関する教育の必要性が論議される。 さらに､核有事も含め国土防衛の教育を

すべきである。軍事であれ民生用であれ､核研究開発を怠るべきではない。実際に核武装するか別で､話題

だけでも､抑止力になる。そのためにも､日本の優れた核技術を維持発展させるべきである。 

【７】北朝鮮も核武装した。中国の侵略に直面する最中に原子力を捨てると公言し､周辺諸国に誤ﾒｯｾｰｼﾞを

伝えてはならない。中国､北朝鮮の一党独裁国家が､ｱﾗﾌﾞの春の如く､政権存立が脅かされる事態が発生し

た際､この国の政府が､日本へ攻撃を蒔躇なく敢行するだろう。反日が国是の固だけに､日本を核攻撃すれ

ば､失われた人民の支持を取り戻せるからである。 

【８】過去に､ｱﾒﾘｶ､旧ソ連との間に､MAD(相互確証破壊)戦略があり､今も緩やかに機能する。万一､核攻撃を受

け､ｱﾒﾘｶ本土が破壊されても､原潜から発射する核ﾐｻｲﾙで相手国も攻撃する。MAD(狂気)ﾊﾞﾗﾝｽで､核戦争

を抑止する。MAＤ状態は､現在のｲﾝﾄﾞ･ﾊﾟｷｽﾀﾝ間にも存在する。以前､ｶｼﾕﾐｰﾙ地方の帰属で､砲火が絶え

なかったが現在は､沈静化している。双方とも核武装しており､迂闊なことはできない。 

【９】放射線のことを誇大報道し恐怖を煽る。報道されない事実がある。ＲＩ(放射性元素）には半減期がある。ｳﾗ

ﾝ 238 の 45 億年を筆頭に､多くの元素は地球誕生以来､何度も半減期を繰り返し遥かに減衰する。つまり､現

存生物の種は､放射能地獄を生き抜いてきた先祖を持つ。平常値を相当超えた放射線にさらされても､耐性

がある。例えば､ｲﾗﾝ：ﾗﾑｻｰﾙ住民は､日本の百倍以上の自然放射線のなかで生活するが､全く異常ない。ま

た､『放射線の強さは､線源からの距離の２乗に反比例』する事実がある。倍で２乗(1/４)に減る､３倍なら１/９。 

現在の基準は､必要以上にばかばかしい
・ ・ ・ ・ ・ ・

ほど厳しすぎる。 

【10】筆者は､『日本の原子力技術が世界を救う』を出版の後､3・1１を迎え､非国民扱いされたが､『原子力村

の住人』でない。日本中の原発と建設予定地点を全て取材した。福島原子力ｾﾝﾀｰも取材した。地元野菜､

魚貝などを採集し､常に放射線を計測する。ｾﾝﾀｰの隣に原発ＰＲ館が併設されている。原発を監視･取締る

立場の県は､なぜ原発ＰＲをするのか。このことを批判したが反応はない。『なれ合い!』：福島県民は､確かに

被害者だが､東電
・ ・

にだけ
・ ・ ・

無限
・ ・

責任を負わせるなら､県も共犯の立場にある。 

【11】１９５４年､放射能の霧を吐く『ゴジラ』が､ｽｸﾘｰﾝに登場。翌５５年､ｱﾒﾘｶで、『水爆と深海の怪物』が製作

され､放射能を帯びたタコの怪物がｽｸﾘｰﾝを暴れまわった。  

原子力､放射能に関する一般社会の認識は､当時とあまり変わらないままなのかもしれない。今回の選挙を

通じて民主党政権が下野したことで、やや光明が見えてきたということだろうか。   


