れて、原発というのはちょっと
やめておいたほうがいいな。
日
本にとっても世界にとっても未
来のみなさんにとっても。米仏
の専門家は原子力の安全性は経
済性とのバランスで考えてはダ
メだという。
安全は独立して確
保されるべきもので、経済性と
のバランスでこの辺でいいだろ
うという議論はダメ。原発は確
率が通用しない分野だ。
安全性
をやっているから安全なのでは
なくて、危ないと言ったらみん
なが心配するから安全だという
ことにしておこう。
汚染水を海
にまくことになって海の汚染を
測ることになった。
ところが文
科省
（原子力を所管する旧科学
技術庁が入っている）はまった
くやる気がない。水産庁に言っ
たらそんなところの魚は食べな
いから、食べないところの魚は
測らないと言った。
そこで海上
保安庁に言ったら釣竿がないと
言って断った。福島の学校の放
射線を２０ミリまで大丈夫だと
強硬に主張したのは文科省だっ
た。
郡山で校庭の土を剥いだら
非難してきた。休校にしたらＰ
ＴＳＤになるとか剥いだ土の置
き場がないと言って。都議の女
性が原発に見学に行って事故が
起きたらどう逃げるのかを聞こ
うとしたらそういう質問だけは
ぜひ しな い で下 さ いと 言 われ
た。
少なくとも実体としての東
電に当事者意識も能力もない。
線量計測担当の文科省が最初か
らいい加減だった。スピー
ディ ーの 公 表に 役 所は 抵 抗し

た。炉心溶融はしていないと
いう情報ばかりが上に上がっ
てきた。米側は日本に不信を
抱いて官邸に連絡員を置いた。
原子力安全委員会の事務局長
と保安院長は素人だった。官
邸も外務省も米国とはうまく
やれていなかった。原子力委
員会委員長には米国から日本
側に示された提案が渡らな
かった。日本にはセキュリ
ティーの専門家はいない。安
全の専門家がセキュリティー
の専門家と会議をすることも
ない。阪神淡路大震災が起き
ても耐震設計審査方針は直す
必要がないということで直さ
なかった。安全は安心してい
たら成立しない。しかしそん
なことを言ったら日本では原
子力は成り立たないという人
がいた。さらに計画停電の時
は東電は何も資料を持たずに
計画停電が必要だと官房長官
に言ってきた。需要が落ちて
いるし、大口顧客に協力させ
ればと言ったら東電は、大口
顧客は大事なお客だから電気
を減らせとは言えないと言っ
た。東電は不祥事による更迭
が相次いでリーダーシップを
持った人材が不足しているの
ではないか。原子力では個人
の責任が問われず、国策民営
のなかで事象者も規制側も安
全文化と責任感、敏感さが不
足していた、規制システムに
は欠陥がある。まだまだ興味
深い指摘は続きますがこの３
年間に日本政府や電力会社が

こうした問題を本気で直した
ようには全く見えず、それで
また鹿児島の川内原発を筆頭
に原発再稼働を言っているの
ですからこれはもう犯罪です。
最近では米国で実績のあるエ
ネルギー問題の調査機関が原
子力のコストは風力よりも高
いと発表。いずれにしろ隠さ
れていた真実が次々に明らか
になっていけば日本も過去を
冷静に踏まえて未来をどうす
るか真剣に考える状況になっ
ていきます。あらゆる立て直
しは現実を冷静に受け止める
ところからしか始まらないの
です。たとえば辺野古の基地
についても元駐日大使のモン
デール氏は海兵隊の沖縄駐留
を望んだのは日本側だと言っ
ていて、翁長那覇市長は沖縄
県知事選に立候補して辺野古
に基地は作らせないと言って
いますが、そもそもなぜ辺野
古に基地を作るのかというと
ころから検証が必要になって
きました。さらにもしここで
安倍内閣が投げ出し解散とい
うことになると選挙期間中に
外国から秘密の暴露が起きる
可能性があります。安倍内閣
や読売、産経新聞はここぞと
ばかりに朝日新聞をたたいて
いますが、これで朝日新聞独
特の優柔不断のカメレオンの
ような経営陣が吹き飛べばそ
のあとの朝日新聞は原点回帰
して、東京新聞のようなリベ
ラルな社風に戻るのではない
でしょうか。どうも見ている

と安倍内閣が期待しているよ
うな政府の御用新聞になる様
子はありません。むしろ政権
にとってはコントロールが効
かない形で朝日新聞を野に
放ったことになったのではな
いでしょうか。たとえば
ニュージーランドの国政選挙
では首相は国民の監視は行っ
ていないと言いましたが、先
日スノーデン氏はニュージー
ランド政府が国民の監視を
行っていることを示す秘密書
類を暴露しました。さらにヤ
フーは米国スパイ機関ＮＳＡ
と裁判をやっていますがその
書類が公開され、ヤフーはも
しデータを出さないと一日２
５万ドルの罰金を科すと米政
府から脅迫されていたことが
明らかになりました。来年か
らは米政府が終戦前後の日本
関係資料の情報公開を始める
ようで、今や米国も日本も真
実がどんどん明らかになって、
それによって淀んでいたもの
がどんどん洗い流されていく
ということが急速に進展して
います。また今の日本は急速
に高齢化が進んで何と国民の
８人に１人は７５歳以上です
が自民党員には高齢者が多く、
１０年後には今の自民党員の
９割が他界するという調査が
あります。やはり時代は思い
がけないところから前に進み
始めたと言ってまちがいあり
ません。こうした状況で０１
年から１３年目の９月１１日
が来ましたが、オバマ大統領

・ビジネス脳力開発研修（基礎）開催 １０月２０日（月）～２２日（水）２泊３日 将来組織の中で能動的に考えて動くための脳力を総合的に育てることを目的とした一般社員研修です。詳しくは資料をご請求ください。

藤原直哉の

頃合を見計らって歴史を修正
しようとしても、記録は残っ
ているわけです。また７８年
に刊行された『終わりなき海
軍』には海軍にいた中曽根元
首相が慰安所開設に関与した
ことが書かれていますし、か
つて産経の総帥だった鹿内信
孝氏らが書いた『いま明かす
戦後秘史』には陸軍が慰安所
を開設したことが書かれてい
ます。最近の右翼議員の動き
を見ているとこれだけたくさ
んの証言があるのになかった
とか未だに言っていると収ま
るものも収まらなくなります。
自民党の高市早苗総務大臣は
ネオナチの代表と写真を撮っ
ていますが、世界ではネオナ
チと関係のある政治家は相手
にされません。さらに福島第
１原発事故については政府事
故調による関係者の聴取録が
公開されました（ u r x . n u /
）。吉田所長の調書がよく
c0Qi
話題に乗りますが他の人々の
調書にも興味深いことがたく
さん書かれています。以下そ
の断片を並べるだけもすごい
ものがあります。３１１が起
きる 前に 事 故原 因 の大 半が
あった。行政も原発推進派が
保安院をやっていた。それが
安全性軽視につながった。菅
首相が原発の惨事を経験して
後世に伝えたいことはと問わ

ワー ル ド レ ポ ート
歴史が前に進むとき
みなさんこんにちは。一気
に秋の気配が濃くなってきま
したが相変わらず豪雨などが
心配な日本列島です。お元気
にお過ごしでしょうか。実は
最近日本列島を左右に分断す
るように大変深い場所で地震
が起きているのです（ urx.nu/
）。国内外で火山・地震活
c0NZ
動ともに活発ですが、どうや
ら政治経済だけでなく地球そ
のものも活発に動いているよ
うです。引き続き警戒が必要
です。歴史を見てもさまざま
な変化は一気に重なる時期が
あって、その混乱で人間界の
仕組みも大きく変わることが
よくあります。さて先日は昭
和天皇実録が公開されました。
今後丹念に読んでいくとさま
ざまな歴史的事実が明らかに
なると思いますが、もうひと
つ中国吉林省では関東軍憲兵
隊が残していった膨大な第１
級資料および日本人戦犯４５
人の自筆供述書が順次公開さ
れています（ urx.nu/c0OH
）。そ
のなかには日本軍による虐殺
の記録が膨大に出てきますし、
南京で人口が８０万人減った
という記録があります。筆者
も子供のころ『三光』という本
を読んだことがあります
（ urx.nu/c0U7
）。直接の関係者
がだいたいいなくなってきた

・アクティブ・ブレイン記憶術 １０月１８日～１９日（土日）、１０時半～１８時半 場所：飯田橋、参加費：３万７千円（昼食込）。
・アクティブ・ブレイン読書法 １２月２３日（火祝）１０時半～１９時半＠東京都中央区内 参加費：２万１千円。※記憶術ベーシックコース修了者対象。

・アクティブ・ダイエットセミナー ９月２３日（火月）１０時半～１７時半 会場：東京中央区 参加費：４万２千円（フォロー講座３回あり）。※記憶術ベーシックコース修了者対象。
・傾聴一日講座＠飯田橋 【基礎】９月２４日（水）１０時半～１８時 参加費：２万円【実用】９月２５日（木）１０時半～１８時 参加費：１万６千円。基礎＋実用同時申込割引あり。

購読料はFAX・メール年間21,600円、
郵送28,100円
（いずれも税込）
です。
大文字版もあります。
無断転載お断り。
株式会社あえるば発行。
〒250-0011 神奈川県小田原市栄町2-13-12ASUKAビル2F
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マの有志連合も形ばかりです。
さらにウクライナについては
その後もウクライナ軍にＮＡ
ＴＯが武器を供与する方針の
ために戦闘は散発的に続いて
いて、停戦は確立されていま
せん。そしてロシアに編入さ
れたクリミアでは先日統一地
方選挙が行われ、親露派与党
が圧勝しました。今のロシア
はプーチン大統領の支持率が
８割を超えていて結束して欧
米に対抗しようという気概が
みなぎっています。ロシアの
通貨ルーブルや株価は連日最
安値を更新していますがあま
り気 にし てい る様 子は なく 、
アルゼンチンと同じように債
権国が取り立てをできない以
上、債務国のほうが強いとい
う状況です。そしてＥＵは新
たにロシア最大の銀行に金融
制裁を科しましたが、ロシア
側は対抗措置を講じると言っ
ていますので、ロシア上空の
欧米機飛行禁止など欧米に
とって大打撃の制裁を受ける
可能性が大です。また結局
プーチン大統領の訪日も延期
となり、日本もどこまで欧米
に追随していくのか微妙な外
交能力が問われる段階に入っ
てきました。最近の欧米はこ
うしてわかるようにもうどこ
を見ても典型的な負け戦の状
況に陥っていて、今や世界の
決済通貨に占めるドルの割合
は６割程度のようですからド
ルの支配も通用せず、戦争に
も勝てず、欧米はローマ帝国

末期と同じ状況に陥りました。
そして イン ドも米 国が 盛んに
接近し て中 国やロ シア をけん
制しよ うと してい ます がイン
ドはこのたび中国やロシア、中
央アジ ア各 国で構 成す る上海
協力機構に加盟を申請。米国の
インド 分断 策は事 実上 失敗と
なり、安倍内閣が言う中国包囲
網も全然できていません。さら
に英国 では 今週ス コッ トラン
ドの独 立を 問う住 民投 票が行
われます。最後まで接戦という
ことで 関係 者はや きも きして
いて、英政府は必死に独立を思
いとど まる よう情 けな いよう
なお願いをしています。そして
今週開 かれ る予定 のＧ ２０に
は不測 の事 態に備 えて 英中銀
総裁と財務相が欠席します。ま
たエリ ザベ ス女王 がス コット
ランド に独 立を思 いと どまる
ような発言をしたことでス
コット ラン ドには 反発 が生ま
れ、もし独立となればその後の
予定は 未定 ですか らど んな混
乱が噴 き出 すか誰 にも わかり
ません。さらにウクライナの東
部が事 実上 独立し たこ とやス
コット ラン ド独立 の住 民投票
を受け てロ ンドン 近郊 のサウ
スノー ウッ ドとい う街 が独立
あるい はス コット ラン ドへの
編入を 求め て選挙 を行 う予定
ですし、スペインのカタルニア
でも独 立を 求める 大規 模なデ
モが起きましたし、イタリアで
も独立運動があり、南欧の国債
の金利は上昇しました。まさに
国民国 家解 体は弾 みが つき始

めてきました。それから金融
経済ですが欧米と日本で急激
なドル高円安、ドル高ユーロ
安が起きて長期金利が本格的
に上昇しています。米国で巨
大な資金不足が起きてその穴
埋めを世界中から資金を集め
て行っているというのが真相
だと思いますが何が原因で資
金還流が起きているのか諸説
あって確定はできません。し
かし市場が非常事態に陥って
いることは確かで、日本は外
国人投資家が一気に１０７円
台まで為替を 円安に持って
行ったため円安が好きな財界
でも速度が速すぎると当惑し
ていますし、株価も弱含みで
す。もはや円安で株価は上が
りません。むしろ円安はコス
トと物価を上げて日本にはマ
イナス要因です。しかしいつ
までも円安が 続くとは思え
ず、今度は米国内で巨大な破
綻が発覚したら一気にドル安
になります。米最大の公的年
金基金カルパ ースはヘッジ
ファンドでの運用を取りやめ
ると言っていますし、最近は
サブプライム自動車ローンが
急増していることに警鐘が鳴
らされています。さらに株価
金利等の動きを見ると長期的
なバブルが天井を打って暴落
の形に入ってきています。特
に国際商品は各市場で下落傾
向が継続して いて、ブルン
バーグ国際商品インデックス
は５年ぶりの安値を更新。特
に原油先物は一時８９ドル台

まで暴落し、
サウジのような産
油国はさらなる暴落があれば国
家経済が破綻します。
サ ウジ は
イスラム国との戦争に１０年。
国民の仕事と家を増やし、生活
水準を上げるために５か年計画
を策定すると言っていますが、
果たして暴落した原油価格でや
り切れるかどうかです。それ以
前にイスラム国に攻め込まれて
国が亡くなってしまうのではな
いでしょうか。そして日本です
が日本は秋の消費増税に合わせ
て安倍首相が日銀の黒田総裁に
追加緩和を頼んだら断られたそ
うで、最後の緩和をすればそれ
が契機となって国債が総売りに
なる可能性が大ですから日銀も
怖くて動けないでしょう。今や
外国人だけでなく日本の金融機
関も堂々と国債を大量に投げ売
りしますから日銀は完全に四面
楚歌です。
結局黒田緩和と言っ
ても黒田が就任した時に莫大な
国債の投げ売りを食らって国債
相場が暴落し、そこから１年半
かけて少しづつ買い戻して今の
水準になったというのが実態で
す（ urx.nu/c118
）。ですから黒
田が就任しなければそんな暴落
は起きなかったでしょうし、そ
の後２３４兆円もの国債を抱え
る事態にはならなかったでしょ
うし、円安による物価の急騰も
起きなかったでしょう。最近は
相場をさらに円安に持っていき
たいのか短期金利をマイナスに
していて、
長短金利差は開いて
きています。
これは典型的に金
融危機が起きる前に起きやすい

現象で、この秋は世界的に相
場の極端な変動があるでしょ
う。あまりにも愚かな人たち
です。そして統計を見ると７
月の鉱工業生産は前月比で０・
４％の上昇となりましたが稼
働率は４カ月連続の低下とな
り、企業間物価指数は依然と
して前年同月比で３・９％も
上がり、人手不足感は６年半
ぶり の高 水準 にな って いて 、
入札の不調も震災前の４倍に
増えています。そしてこの夏
は冷夏だったこともあって冷
房の需要が下がり、８月の発
受電電力量は前年同月比で何
と７・９％も落ちています。こ
れは大変な不景気だと言わね
ばなりません。こうしてまさ
に今の日本の不景気と物価高
は着実に進行しています。そ
して中国では７月に主要７０
都市の住宅価格が前月比で下
落となり、全面的な不動産暴
落フェーズに入ってきたよう
です。すると秋以降の中国の
政治情勢が懸念されます。政
府は今年４月から６月の設備
投資を２兆円以上下方修正し
て、７月から９月の設備投資
の伸び率が高く出るように極
めて 悪質 な統 計操 作を 行い 、
消費増税を強行しようとして
います。しかし相場が世界的
に大暴落すれば増税も吹き飛
びます。特に日本国債の投げ
売りが出たら日本政府は一巻
の終わりです。最後には恐ろ
しいほどテンポが速くなるこ
とが多いですから要注意です。
藤原 直哉 拝

・遠山藤原学校９月度 ９月２７日（土）～２８日（日） 遠山郷で季節を活かした箱庭づ作り 詳細は資料をご請求あるいは、下記をご参照ください。 http://fujiwaranaoya.main.jp/Tohyama/Tohyama1409.pdf
・藤原塾水戸１２／５、高松１２／１２、名古屋９／２５、福岡１１／７、大阪１０／１０、厚木１１／２８、長岡１０／１６、広島９／１９、京都１０／４～５、北関東１０／２２、熊本１１／６、仙台９／１８、
東京１１／１７

はまさにその日に米国は再び
イラクに戦争に行くと宣言し
ました。それはイスラム国と
戦争をするためです。これに
対しては米国内でも反応はた
いへん冷ややかで、戦争と言
えばすぐに政府を支援するＣ
ＮＮでさえオバマの演説を受
けて 本当 に効 果が ある のか 、
かえってイスラム国が同情を
引くのではないかと堂々と書
いています。イスラム国はそ
のなかに旧フセイン政権の残
党が入った官僚組織を持って
いるようで、要するにオバマ
が一度フセイン政権を倒した
ものの結局それが復活してき
たということなのです。これ
ほどみじめな敗戦は米国に
とっては耐え難いことなので
しょう。さらに世界３０か国
余りに声をかけてイスラム国
と戦う連合を作りましたがド
イツもイギリスも空爆には反
対ですし、トルコは作戦に基
地を貸さないことを決めまし
た。さらにオバマがイランと
提携して攻撃をしようとした
のですが、アフガニスタンか
ら湾岸へ米国の傭兵を乗せて
飛び立った民間機がイラン革
命防衛隊の戦闘機に要撃され
てカンダハルに着陸させられ
る事件が起き、これはイラン
の最高指導者が米国との提携
を拒否する意思を示したもの
だと考えられました。そして
イランはその後腐敗した米国
と共同で軍事作戦を行うこと
はできないと言明。結局オバ

・自治調査研究会 ９月２６日（金）１８時から、かながわ県民サポートセンター３０４号会議室において、
『日本経済再生の諸条件ー私の履歴書から 』と題して、
日本商工会議所名誉会頭・ 株( 東)芝 前会長、相談役 岡村 正先生のご講話です。要予約。主催・お問合せ先：自治調査研究会（０４５・２６３・００５５）まで。

・おきながく農苑 醗酵の会お試し会員募集 「息ながくたくましく」をテーマに、実践を通して、本物の食、教育、そして生き方を体感していただくことを目指しています。詳しくは資料をご請求ください。
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購読料はFAX・メール年間21,600円、
郵送28,100円
（いずれも税込）
です。
大文字版もあります。
無断転載お断り。
株式会社あえるば発行。
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【ワールドレポートお申し込み用紙】
フリガナ

性別

お名前

男 ･ 女

□ご自宅

□お勤め先

生年月日（西暦）

年

月

日

（いずれかに印をつけご記入ください）

FAX

TEL
〒

－
都道
府県

ご
住
所

市
郡

区町
村

（お勤め先の住所の場合、下記もご記入ください）
フリガナ

会社名

部署

役職名

＠

E-MAIL アドレス：

◆ご希望の送信方法に印をおつけください。

レポート

発行日

送信方法
FAX

ワールドレポート
（ワールドレポート大文字）

毎週水曜日

郵送

年間購読料（52 号分）
21,600 円
（大文字 40,000 円）
28,100 円
（大文字 48,000 円）

E-MAIL

21,600 円

（PDF ファイル添付）

（大文字 21,600 円）

＊大文字のワールドレポートは通常より文字が大きく、Ａ4 サイズで 6 枚となっております。（通常Ａ４サイズ 2 枚）
＊送信方法が E-MAIL の場合は、E-MAIL アドレスを必ずご記入ください。また、迷惑メール対策等されている場合に、
弊社からのメールが正しく届かないことがございます。@aeruba.co.jp のドメインを受信できるよう受信許可設定を
お願いいたします。
＊お申込のレポートがお手元に届きましたら２週間を目安に購読料を下記の口座にお振り込みください。
なお､勝手ながら、お振り込み手数料はお客様にてご負担くださいますようお願い申し上げます。
請求書・領収書が必要な方はお知らせください。
カ）アエルバ

■三菱東京 UFJ 銀行 渋谷支店（店番 135） 普通預金 2016760 名義：株式会社あえるば
カ）アエルバ

■郵便局 記号 10050

番号 63484591 名義：株式会社あえるば

＊当社よりのお知らせ（講演会のご案内や最新情報）として月１回無料で「らしんばん」をお送りしております。
不要の方は、下記に印をつけてご返送くださいませ。
印のない場合は、上記レポートと同じ送付方法でお届けいたします。
「らしんばん」の送信不要→

株式会社あえるば

TEL：0465-44-4750 FAX：0465-44-4751
〒250-0011 神奈川県小田原市栄町 2-13-12 ASUKA ビル 2F
http://www.aeruba.co.jp
E-MAIL:info@aeruba.co.jp

