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◎　ここで【再稼働ストップ！】実現のための（最もシンプルで核心をついた）決定的スローガンを捷案する。

3号機・タービン建屋に落下した「かなり大きな構造物」を
へヽ

▲、

【東電は公開せよ！隠薮するな！】

☆　（AmieGunderson博士…原発を止めてもリラッキングされた使用済み燃料プールの危険はなくならない。）

S，COm／層e．／201205

☆　（リラッキング一一　核燃料ぎゅうぎゅう詰めの恐怖）　　　　　　　　　　　　所

出t帥／！聞￥挫」重呈辺上遥重搬出出血

☆　（リラツキングは破滅への道一玄海‥・「院長の独り言」2011．7．6．）

田圃回国回国図回重囲田園四国国昭塑堕国運回国

◎　下記3つの、東電による（動画アーカイブ）で、使用済み燃料プール上方の巨大構造物のことが、よく理解できる。

（動画アーカイブ・－その1）

☆　（2014／07／23福島第－4号稔からの燃料取り出しの取り組み）

＜逗I里とI文型通達生理主用br瑚」壬生坦聖二昆虫山中deo＿Uuj主二喧＿碕はら純を連理迫＞

（動画アーカイブ・・・その2）

☆　（2014／12／224号犠使用済撚粗プールからの燃料取り出し作業完了）＜岬＞
（海外向けの動画…その3）

☆　（Removal白井nucIeaI弓iJeIassembHesfromFukushimaDaiichinucIearpowerplant）

＜h質DS∴／′www．VOutUbe．com／watc持直＝bk7e2既出壷ZY＞

【参考】　米ABCの福島第一原発レポート＜h帥＞
【参考】　福島第1原発、燃料取り出し装置公開＝3号機プール設置へ

＜ht　　　　　　　　　　　岬＞
☆　　（3号横使用済み燃料プールに落下した交換機（FHM）の図）（東電資料による）

埴P：／www．as町aれom16悠enpatu47／m鍾／464．htmi

☆　　福島原発　燃料プールに“がれき落下観の瞬間映像（14／09／舵）

＜埠PS‥∴www．voutube．com／watc樟VニW2W7tlkdGOA＞

☆　　福島嘉一3号棲使用済燃料iプール内の状況

くせ出陣e卑＞
☆　　小出裕喜が語る3号機使用済燃料プールの過酷な現実2012／10／18

＜htわS：！WWW．VOutube．com／watc旧し・二e待cXxHzIcO＞

☆　　核爆発を起こしたlF－3燃料プールからの燃料交換機取り出し作業

h航ode蛤越．Sblo．胸元rt（Cle／′159035750．ht面

【参考】　福島第一原子力発電所3号機使用済燃料プールからの燃料交換機撤去完了

＜寝tps∵／朝潮魂圭岨＞

☆　（原子炉より危険なプール）

掠tpf地異虫l
t参考】　小出裕喜さんが語る福島第一原発　燃料椿の驚くべき現実とは！？＜随＞
☆　　（燃料プールが3号機事故の原因…日本原子力学会のHP（http、l気性．aQS高tノ）で認めていたり

囲みSbl0．1P烏r油846235169両mi

☆　　（1号機から4号機の建屋写真集。）（重要）

出迫真＿錐l皇室立通立地［室真也e／445型坦」ユ吐l

☆　　1000mSv／hrのかれき

く吊tp／／onodekitaSblo．胆jartiCle膏的05156．吊mI．－

（注：『テレビ会議の記録』の抜き書きに【保安院は原発の南側5kmを立ち入り禁止にした】とあるり

☆　　lF－3号機（極秘写真の解説）　…　徐々にベールがはがされ始めた。・

http：／onode如ta．sbLo．旧article／45140854．杭mI

☆　　年号機の爆発－どう考えても核？（50万アクセス）
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くhlt高石nod早口ta。誼io．旧（症白丸／4728B3－1工ht晶＞

☆　　「まるで康雄ドームじゃないか」・・・3号機現場の証言（2012年12月11日）

未だに政府、原子力シンジケートが隠し続1する3号機爆発の真実

＜Irt庫i′onodekitaSb向pノ′art〉Cle／60591600－！rtmI＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　絶

☆　　2013年08月24日　原子壇抑こよ：る核爆発とlF－3燃料プール（3月14日にlF繭）

＜時P∴：∴OnO華k南，SbIC．lP′／油cle膏325諏55点てml＞

・☆　　米兵たちが東京電力を提訴DemocracyNow！cc日本語

＜http宇／、八潮W．VOu中be．com川atC暗い9h－Lf4k4e塑＞

☆　20141207UPLAN【前半】実景正彦「トモダチ作戦で被爆した原子力空母レーガンの水兵ら」

＜畦遊休用′．VOutube．co叫′waはh？V＝一二一VC3‡」BDp。l＞　　　　　　　　　　　　　　　　イ

☆　　20141207UPLAN【後半】呉東正彦「トモダチ作戦で被爆した原子力空母レーガンの水兵ら」

＜噂＿Py！VVWW．VOutube・COnliWa毒1萄二間WL詫間Os＞

☆　　20150131UPLAN巽東正彦「トモダチ作戦で放射線障害に陥った米兵士たち」

＜旦迦逆∠÷迎馳せ辿be．co向／－VatC帖二二dGOs9回tioA＞

☆　“トモダチ作戦”で米軍400人以上が後遺症訴えジャーナリスト“津田氏「一度に大量の

被ばくをする高線量被ばくをした可鮮鮭がある」＜陣犠ミ・l’′薄い！．型tube．conl／watc擁∴華Y70理0㌔→

◎　まさに、「論より証拠」である！

覆
＼季　　●　　　　　　　　鵜i

☆　菰原節男氏横須賀講演（元日本原子力安全基盤機構“原発検査員）
＜宮崎S：，／www．VCU症be．co冊／watc伸子－一間lYGk6T3寅＞

☆　元原子力安全基盤機構検査員・藤原節男氏、福井で福島原発事故を語る（2013．5．11）＜高時＞
⑤　「新外交イニシアティブ（ND）」が主催したシンポジウム

ND日米願子カエネルギープロジェクトシンポジウム　（風発と抜－4人の米糠書と考える－）

IrttDi／／／ww仇∴nd一問tIa用Ie．0悟eVent／2079／

2015日鎚UPL鮒【ND日米原子力エネルギープロジェクトシンポジウム】原発と核－4人の来談者と考える－＜埴＞
シンポジウムで使用した【スライド（OHp）の要約】

○　核爆発装置における原子炉級プルトニウムの有用性

ブルース・グッドウィン氏（ローレンス・リバモア国立研究所LLNL国家安全保障政策研究所副所長）

・第一世代の核兵器（長崎）に使われたものと同程度設計及び技術を使った潜在的核拡散国家又は国家レベル以下の

集団は、1キロトン又は数キロトの威力を確実かつ信頼性のある形で生みだす

（そして恐らくはそれよりも相当高い威力を生み出す）核兵器を原子炉級プルトニウムを使って作ることができる。

・米国やロシアのような進んだ核兵器国は、新型の設計を便ことによって、兵器級プルトニウムから作られた

核兵器と　ほぼ同等の威力、重さその他特性を持った核兵器を原子炉級プルトニウムから作ることができる。

○　プルトニウムのリサイクル：国際的安全保樺、経済性、そして廃棄物

ビクター・ギリンスキー氏（核不拡散政策教育センターNPEC）

★　後になって、何処かの国がプルトニウムを核兵器用使うことを決めた場合、それを防ぐ適切な手段が存在しない。

★iAEAの査察で探知して警鐘をというのでは間に合わない。なぜなら分離済みプルトニウムは短期間で

核兵器製造に使えるから。

★　このため、フォード米大統領は1976年に次のよう結論：プルトニウム燃料の使用は、

新しいセクション1－8ページ
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世界が「関連した核拡散リスクを効果的に克服できる」まで中止すべきある。

○　プルトニウムのリサイクルと東アジアの安全保障、
▲、

ヘンリー・ソコルスキー氏核不恕散政策教育センターNPEC理事”亮米国防省核不拡散政策副長官）

・　中国の懸念：日本のプログラムは日本及びその近隣諸国、そして、世界を危険に曝す。米国は、韓国に対し、

米韓民生原子力協力のもとでプルトニウムのリサイクルを許可するかもしれない。

・　日本の懸念：韓国は「必要もないのに」再処理をするかもしれない。中国は六ヶ所のコピーのような工場を

フランスから購入し、核兵器の材料になるプルトニウムをため込むかもしれない。可

・韓国の懸念：自分たちは核武装する国々一一北朝鮮、日本、中国一一に挟まれたサンドイッチ状態にある。

℡　日本の主張：我が国は「特別」であり、決して核武装しないことを近隣諸国は理解すべきだ。

〃　中国の主張：我が国は平和目的でのみリサイクルするし、いずれにしても、すでに核兵器国だ。

・　韓国の主張：我が国は、リサイクルする権利を少なくとも、日本と同等に持っている。

○　経済性：プルトニウム“リサイクルvs．使用済み燃溜好意

フランク・フォン・ヒッベル氏（プリンストン大学名誉教授）

1．核兵器の材料を商業的核燃料として使うのは非常に問題の多いアイデアである。

2．ナトリウム冷却炉は水冷却炉よりずっとコスト高でずっと信頼性が低い。50年間にわたって10兆円以上が

投入された今も、商業化できた国はない。

3．軽水炉でのプルトニウム・リサイクルは、安全な空冷式容器（乾式キャスク）での貯蔵の約10倍のコストがかかる。

4．再処理が未だ続いているのは、4つの核兵器国と日本。（韓国が日本と同じ再処理の「権利」を主張している。）

5．5年以上水で冷却した使用済み燃料を乾式キャスクに移した方が、使用済み燃料プールが安全になる。

注：このシンポジウムは『3号機・核爆発』説を補強するものとし千・一【3号機はプルサーマル】・・・

また、日本の核武装の問題を考えるものとしても非常に重要である。

注：如11年的月26日　小出裕豊丘のプルサーマル素量批判がわかりやすすぎる！（文字おこし）＜地軸＞
【プルサーマルの危険蛙を番台する】

☆　エドウィン“S・ライマン議土　壌着電研究所（日劇）鵜学部長　19的年10月

＜朝地neJmox／mox9割S点tmI＞

◎　【プルサーマルは、石油ストーブにガソリンを注ぎこむようなものである】・・・　蝦曜学者・駐臆敦）

【参考】　MOX燃料を原子煽容器に入れる作業公開玄界原発（脚／10／17）＜h岬＞
☆　やらせ九電“玄海原発プルサーマル公開討論会（平成17年12月25日）第一部

＜趣蹄止＞
☆　やらせ九竜・玄海原発プルサーマル公開討論会（平成17年12月25日）第二割

＜出t岬＞
☆　公開討論会：九州電力社員が「台本」通りに質問＜蜘＞
☆　郷原信郎弁護士『九州電力やらせ問題』を語る。＜即＞
☆　2011／8／2玄海原発「やらせメール」問題古川知事が苦しい釈明＜小町＞
☆　2011／8／10やらせメール問題九州電力がル悪質な証拠隠滅（資料を廃棄）〝

＜https：I／／www，＞CUtUbe．com／watc置∨－YiWa∴ロー十一Hg＞
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☆　九州電力第三者委員会の最終調査報告書に関する知事インタビュー

＜串建玉／潮WW．YOUtUbe．com／WatCl「？、手EPy8踊Wde旦l＞

☆1高0／14九電「やらせ」最終報告書提出経営瞞誠…松尾会長．．真部社長

＜ht冊＞

o　　　田＼●　　●　　　　　　　　　禽e

【参考】『隠して接武婆する日本』増補新版・（核開発に反対する会［編］影書房刊行）2013年9月6日　初版第一刺

さ　この本の執筆者は、以下11名の諸氏である。

樋田敦・藤田祐幸・渡辺寿子・井上澄夫・山崎久隆・原田裕史・望月彰・柳田真・中嶋暫漬・小善順一・橋本勝

（注：）理化学研究所の「理研88年史」は原爆開発を、「若い物理学者たちを戦争で犬死させないために、仁科が打った

『時代』とのギリギリの妥協か」と美化している　httoI／W朋航高鳴れ．的㈱在－W品d・帯o擁Iease間en887teYtn幽虫

覆す八十八年曳　くhttp：／／剛iW．油e高p／p壷ub庸atiOnS高en88＞

◎　　核兵器（nucIearweapon）と原子力発電所（…Clearpowe†Plant）は、そもそも英語では同じ言葉。

「原子力発電所」は「核発電所」とすべきである。

⑥　たんはぼ合でのゼミ（福島厩発事故の真綿を究明する！）……物理学者・樋田敦さんの話

http陣
元理化学研究所研究員であった樋田教氏は、「臨界は簡単には起きないというのはワッであり」

「5－10低濃縮ウランは、水があれば核分裂を起こして爆発する」として、核爆発を主張している。

3月柳田たんばぼ舎緊急講窺会極圏救民（物理学者）の講演　＜埴陣＞
ウソで固めた福島原発事故／徳田敦講演会＠甲府7．1集会l／3＜坦樋里＞

【再提】隠された福島事故を暴露する講師飽田敦／森園和重“奥野節　＜蜘坦＞

約120舵1UPUIN槌日数「隠ぺいされた福島原発事故的号機と4号機の操業の怪如

く吊tp刷＞
如1如700UPLAN樋田敦「隠被された福島原発事故－2号機」＜蓮監要撃些些些地坪直撃出向iO笠型生唾真也＞

福島3号機縁発の真相　＜出迫鎚＞
福島4号機の真相　＜趣趣旦＞

【参考】　201200倣UPU州「福島原発事故の真実一国食事政調報告書を受けて」

＜httpS：′／jwww．voutube．coml／lwるtC居直引V10富江YNY＞

20120823UPLAN2号機の事故軽週と、情報不足の1・3号機

如120舵9UPLAN東電に対する告発状から「加害の事実」について＜馳＞
20121025UPLAN粗田敦「事故から一年半、水素爆発のまま」＜https、／／www出口Utube，COm WatCh？∨ニSCVLltRdbLM＞

20121125UPLAN抱囲敦書き換えられた福島原発事故　くhttps：／／www．voutube．com／watch？一／圭bgOqnWwPq4＞

如lZf2日UPLAN東電福島第一原発事故その経済的原因と今後のエネルギー　＜冊剛＞
約1約126UPLAN極圏救炉心溶融したスリーマイル島原発の教訓　＜聴ps：／、潮間。YOUtUbe．co印′watc持直Mfrt5634GOb

20130獲3UPU州チェルノブィリ原発事敏一福島3号機核摸索との関係で考える

＜httpy∴！喧＞

20130323UPLAN樋田ゼミ＃11物理学者集団の社会的責任を問う＜ilttPS宮人潮時rOutLbe．com／watc樟∨ニIrlB2HAat30＞

2帥紬427UPU掴抱囲ゼミ紬2福島第一原発1号樵の事故経過　＜埴＞
権田救さん、福島第一原発2号機について解説［柳13．0525］＜立地＞
如100雅5UPU測極圏赦福島第一原発2号機の事故経過　＜拙迎坦坦＞

樋田致氏が追及した福島原発事故のタブー！駐日氏「3号機はプール内で核爆発」「4号機は燃料が原子炉の底に落ちて核

曇吏LJ臨昼は簡単には捉ま圭旦土いう亘理まウソ」ぐむ剛直，

【参考】20130紋7福島第一原発事故讃蚤に関する記者会見＜h畦：＿／高潮．刷t車．ccn㌦′溌tCh年二二樹二〇母型＞

20150綿lUPL側N樋田敦・討論会「これでも科学技術か原子炉工学」＜馳道上＞
20131208UPLAN抱囲敦福島原発事故3年”データに基づき再検証する【1】
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＜httpご‥！／＼柄潮・VOutUbe－COm／い／a油1？＼′一二一〇BWoKa補R堰＞

20140130UPLAN樋田敦福島原発事故3年・データに基づき再験証する【2】
－＜坦睡ユニ異筆陣・C。r詰watch？蛾

圏
●　　・　　　　　　　　．●

2014043QUPLAN粗国数福島過酷事故は東電のデタラメ運転が原因＜https／WW．VOutube．com，jwatch？vrSR出面LMBE＞

郭1485曲UPL納経国数「鼻血はベータ線被曝の綜黒く原発事故基礎講座特別編）j

20140828UPU州樋田敦「東電新報告書（8月6日付）はまったくのデタラメ」
＜馳人vatc勘＞

20150129UPLAN抱囲敦「福島事故と原発再稼働」＜出塾呈i建e．corn／W理退塾斐→　・

2帥60123UPLAN槌国教「沸騰水型願事炉の欠陥上山核兵器生産可能な原子炉一・f点

く上1迫…二女型率土空皇生聖職／鵬こ申開＞

20160625UPU間組日数原発メーカーへの勧告「欠陥原発を販売してはならない」

＜https：／：点′WW．110両be．ccm／’’attc浩二dAGICYWqVB旦＞

20160828UPLAN樋田叡「国電交渉の報告」と「原発製造メーカーへの勧告について」

＜httPS：／！ww用／0Utube，COm／WatCh？V一OGID9XA5WDw＞

注：『科学』（岩波書店）は嶋号糎・按爆発」を説いた（室田武氏の）論文の掲載を拒否した。

【参考】

＜冊p：／三朝＞　注：樋田敦氏は、「事故論」の領域で久米三四郎さんの弟子である。

【参考】第93日原子力安全蘭瞳ゼミ（2003年5月16日）・・・（京都大学黒子炉実験所）

退職後に考える45年閲の出来事…反憲発から電磁波問題まで・・・荻野　晃也　（京都大学工学部）
＜http：／／Iw、柄間中的tO－U．aC言p／NSRG／se面n訓「／No93！。ginoO3051鉦1tm＞

⑦　『福島原発多重人災・東電の責任を闘う－被害者の救済は汚染者負担の原則で』

樋田敦・山崎久隆・原田裕史書　（日本評論社）2012年3月15日

⑧　『改訂版一橋鳥原発事故3年・科学技術は失敗だった』鍵田教書・たんばぼ舎発行（改定版2016年1月）

注：この（全32ページ）パンフレットは「事故論」の最高傑作ではないだろうか。

「いずれの事故詞も、烏合の衆である！」（樋田ゼミでの言葉）

⑨　小野俊一氏のプログ・「院長の独り言」・小野・出来田内科医院ホームページ　【超人気のブログ】

元東電原子力技術者・現医師の独り言

昆虫40nOde航a．sb帖p，／

注：（小野俊一氏のブログ・「院長の独り言」）に【東電テレビ会議】の詳細な解説がある。

1205，真滝テレビ会誌解説（34時間BD－R）巻宣2014年11月04日

USB版（ForWinandMac）

＜岬sb向p／ar同e／121497055両面＞

☆　『フクシマの真実と内部被曝』小野俊一著（2012年11月21日）

＜）lttPy生面
＆ta計hamuta－iOO型＞

東電を辞めた理由（1）　＜岬＞

⑩　イアン・ゴッダード「福島第一原発　3号機：水蒸気爆発理論」日本語のサイト

ht宜）．／ameblo．博吉arpost／e証rV－1108請25743．ht面

⑯　『放射練被曝の争点：福島原発事故の健原被害は無いのか』

渡辺悦司・遠藤順子・山田耕作著　（緑風出版）2016年5月20日　初版第一刷発行

☆　この本は、「被曝論」の研究において、国際的知見の最新の到達点を反映して）、て、
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私たち…脱原発派・・・にとって、最重要な本だと思われるので、内容を紹介する。

【この本】　　　　　　　　点

の語には「政府・東電・専門家・マスコミは、健康被害を隠蔽している」（表）

「福島原発事故から5年。甲状腺がんをはじめ様々な健康板書が拡大している。

だが、政府・東電・専門家・マスコミは被害を放置し、隠蔽し、世論を操作して

いる。規制値を大階に緩め住民を危険な汚染地域に帰還させようとしている。

チェルノブイリ事故でも見られた被曝の過小評価と隠蔽が、国際放射線防護委員

会（l C牒P）とも連携し、日本でも展開されているのた。

本書は、放射線微粒子の危険性と体内に入ったセシウムやトリチウム（三重水素）

等の影響を明確にすると同時に、汚染水問題や「健康被害はない」と主損する

学会への批判を通じて、原発事故の恐ろしさを検証する。」（裏）とある。

この本の第一童の「はじめに」で『原発事故の理科・社会』（新日本出版社・

2012年9月）の著者である安斎吾郎氏（立命館大学名誉教授）が厳しく批判されて

おり、彼らの放射線微粒子の危険性についての破滅的ともいえる「無頓着」に

対して「強く警告を発したいと考える」（19p．）とある。

☆　そして、この本の白眉は第三葦であるや

【福島原発事故の健康被害とその否定論】・・・「児玉一八、清水修二、野口邦和書

『放射線被曝の理科・社会一四年目の福島の真実』2014年12月20日　第一刷発行（かもがわ出版）

（注：書評－［評者］佐倉統（東京大学教授・科学技術社会論）」、∴醐

覆
＼季　　●　　　　　　　　ae

の問題点」・・・として、120ページ（117p．～234p．）ちかくもの分室で、徹底的に分析批判されている。

☆　この本の著者、渡辺悦司・遠藤順子・山田耕作の3氏を含む「市民と科学者の内部徹検問真研究会」

に結集した人たちは、「被ばく論」において、日本の最も良心的で聡明な人たちではないだろうか。

注：この本の第一葦第一飽く2lp．－4lp．）に「核爆発」の科学的根拠について記述がある。

最後の綜槍として、次のような記述となっている。

「核爆発を引き起こした具体的過程については、いろいろな説明が堤起されている。ア一二一・ガン

ダーセン氏は水素爆発が引き起こした振動による使用済み核燃料プールの核燃料による核爆発を、

クリス・バズピー氏はプルトニウム濃縮蒸気の核爆発を、ガンダーセン氏の引用しているNRC秘

蜜報告書は原子炉内の再醇界爆発の可能性をそれぞれ提起している。

これらはすべて説得的であるが、東電・政府が決定的データや設備の被害状況を今にいたるも公

開していないため、本来は解明できるはずであるにもかかわらず、「仮説」の段階にとどまってい

る。しかしどのような過程を辿ったにせよ、再臨界・核爆発が生じた事実自体はいまや否定できな

い。」

「おそらく各種の爆発（再臨界一核爆発、水素爆発、一酸化炭素爆発、水蒸気爆発）が、重なり合

って生じたか、あるいは別々に何回にも渡って生じた（東電が公表していない爆発事象も含めて）

と考えるのが自然であろう。また大規模な爆発にいたらない部分的な再臨界も生じていたかもしれ

ない。爆発の各形態を対彊・対立させて考え、あれかこれかという犠論をするのは、合理的ではな

い。爆発形悪が一つだけということは考えられず、また一つの爆発形慾の存垂が地の爆発形鰹の存

在を否定する（あるいはその可能性を排除する）論拠にはならない。」
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4．「水素爆発」だけたったのだろうか？……「水素爆発」説などの紹介。

e　　　し
掃〇〇〇一　　　　　　　　蜜‡

①『考証・福島原子力事故一炉心溶融・水素爆発はどう起こったか』石Il恒夫著・日本電気協会新聞部（2014年3月）
l

注∵　石川氏の見解の批判は、山田耕作、渡辺悦司による論文「石川道夫薯『老雄・福島康発豪放・

炉心溶慧・水素爆発はどう起こったか」の闇電点」がある。

h匝：方blo氏aC紺．塑組立二埜

☆　1325，原子力親日家＿＿＿廷引退夫）の竺三三＿＿上土」＿＿＿＿［2015／10／2720：46」　　　．

＜軸／lF＞

②　水素の大手供給業者、岩谷産業のサイト「水素とイワタニ」で水素爆発時の火炎温度を調べること。

岩谷産業（株）h畦上異姓些逗型i．Ce．面pn／＿＞

③　岡本良次ほか「炉心溶融物とコンクリートとの相互作用による水素爆発、CO爆発の可能性」

『科学』2014年3月号（岩波書店）

注：日本共産党系の原発問題の専門家に、この説に近い人がいる。

『しんぷん赤旗』日曜版：2017年3月12日付け（18両と19両）参照：（元燃焼炉設計技術者・中西正之氏）

『しんぷん赤旗』に、よく登場する元核燃料研究者、舘野惇中央大学元教授は

【3号機・原子炉建屋の最上階で「水素爆発」したと主張している。】

☆　三宅淳巳教授（横浜国立大学工学部物質工学科）に論文「水素の爆発と安全性」がある。

http：／／問VW，hes討訪SearchI／data／22－02－009．pdf

水素爆発の専門家に依拠して、「3号機の爆発」に伴う現象すべてを矛盾なく「水素爆発」だけで説明することは可能か？

◎　可能だというのであれば「説明責任を果たせ！」

5．いわゆる「原発問題の専門家たち」は、『3号機・核爆発』のことについて、どのような態度を示しているのか、

このことを丁寧に調べると、日本社会の・・・いわゆる知職人＝専門家・・・の異轄さがよくわかる。

③「科学者会議」②「原子力資料情報室」③「京都大学原子炉実験所の熊取六人組」

上記3つに関係するいわゆる「原発問題の専門家たち」は、いずれも脱原発派である。

しかしながら、3号機の爆発は「核爆発」であると主張している「専門家」は1人もいない。

その理由を論理的に考えてみると、3つしかないと指摘できる。…　率直に申し上げておきたい。

理由（その1）……　科学的洞察力の欠如。

理由（その2）……　何か・・秘密の隠された原因があって、意図的に「水素爆発」説を唱えている。

つまり、何かを恐れて、ウソをついているのである。

理由（その3）‥・・‥　勇気の欠如。その結果として、真実の究明から逃避している。

真実を見る韓は勇気がいる！（チャールズ書ダーウィン）

6．ここで、核兵器（nuclearweapon）と原子力発電所一枝発電所－（nucIearpowerplant）の問題を

考えるに際して、必要な予備知識を確認しておきたい。

☆　新訂増楠版「封印されたヒロシマ・ナガサキ1－米核実験と民間防衛計画一高橋博子著

凱風社2008年2月25日第1版第1刷発行・2012年2月15日新訂増補版第1刷発行
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