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この 文章は 二〇一二 年十月 公開〈「原発どうする会本 部」の目的〉を止揚します。

序
原発問 題は、 深刻で す。原 発問題 は、実 は、原 爆問 題です。諸民族調 和への
道 、これ を根本 から考 へ抜か ないと 、解決 しませ ん。社 会の裏事情などを 、ご
自分 にて、 調べて みてく ださい 。ここ では、 祖先追 想道のすす め、から述べま
す。
源流から
健康 平和な 現実認 識にお いて、 日本民 族ない し諸民 族の源流を 探つていく。
地球表 面の各 域の生 態系、 そのう ちにお ける諸 民族性 の生成。その 必然につい
て、 理解し あひ 、また 、経営 や政治 におけ る、今 までの 諸民族闘争。その必 然
につい ても、 反省し あふ。 さうし てはじ めて、 諸民族 調和への経 営、ないし政
治 解消を 、開拓 してい く。す るとは じめて 、核兵 器廃絶 への道、これも可 能で
あり、 核廃棄 物の根 本処 理への 研究開 発、こ れも可 能です。地 球表面の各域の
生態系の、健康平和な調整、これも可能です。
健康 平和な 現実認 識にお いて、 日本民 族ない し諸民 族の源流を探 る、いはば
祖 先追想 道。す べては 、こ こから はじま ります 。日本 列島の「鎮守の 森」とい
ふ、 ひろば などに おいて 、地球 表面の 、生理 的進化 を想ふ 。日本民族の、茶道
・華道 ・書道 ・芸道 ・武道 やもの づくり 道など を、情 念融和し、思 考統合して
いく。さういふ、祖先追想道のすすめです。現在および将来の人びとの認識に、
健康平 和な現 実認識 を、供 給して いく事 業です 。諸家 系や諸組織 や諸国家にあ
る、病的戦争な架空認識の情報戦、それらを止揚 内(容は保存し、形式は否定
してまゐります。

人間社会は、健康平和な現実認識の世界学を追究しあふ、学問発達体として、
賢く思考統合していくべし。
社 会変化 の必然 といふ ものが あり、 可能な 社会 運動と いふものがあります。
〈 人間 社会 人民 お た がひの 健 康 平和 生 活を生 産し あふ 〉。 かうい ふ 、生 体 協 力

)
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の 理念を 実現し ていく ことが 、どう 可能で せうか 。この 可能性のもと、社 会の
さまざ まな供 給体 制を、 どう再 編して まゐり ませう か。生産調 和体へ、どう再
編してまゐりませうか。
人は 生れ、 やがて 老い、 あるい は病ひ ともな り、い づれ死にます 。個人の生
活 ないし 人生を 、とく にそ の体内 のあり 方を、 現実の 人間社会発達と 、どうつ
なぐか。現実の世界進化と、どうつなぐか。健康平和な、姿勢動作や、呼吸や、
食事や 、人間 関係や 、精神 や、生 活環境 。これ らを、 子々孫々にわ たるまで、
追究 しあひ つづけ る。さ うい ふ、道 徳共同 体を、 はじめ よう。これが、情感安
定への道です。保健といふ能力のある認識、これを追究しあひつづける。
つながり
都 市は、 地球表 面の各 時代や 各域な りに、 真と善 と美と 健を追求しあふ、中
心地 でせう 。その 機能は 、ある 程度、 インタ ーネッ ト上のサ イトにおいても、
可 能とな つてい きます 。諸民 族は、 各時 代や各 域の生 態系にもあはせ、 多彩な
生活 方法や 生産方 法や世 界観や 倫理、 これを 展開し てきま した。それらの現実
史をな るべく 知り、 地球表 面の民 衆通信 を形成 してい きませう。まづ 理屈ぬき
に、 おたが ひ似て ゐるか 似てゐ ないか 、情念 融和 を追求 しあひませう。祖先追
想道の すすめ です。 その上 におい て、先 に述べ た、情 感安定や、生 体協力や、
思考統合を、追求しあひませう。
言語や貨幣の形式にとらはれ、その内容 意(味や価値 )といふ、社会関係を
正 しく理 解しな い。つ まり、 人間社 会人民 が、お たがひ の認識と労働を、 正し
く理解 しあ つてゐ ない。 さうい ふ現状 を反省 し、意 味とは何か 、これをひろく
深 く理解 した言 語へ、 価値と は何か 、これ をひろ く深く 理解した貨幣へ 、変革
してまゐりませう。
家庭とは、どういふ協会か。恋愛・出産・保育・教育といふ、特殊な労働と、
生活の休養面のための、協会です。
同好会とは、どういふ協会か。職場の分業労働を修正する、保健的な労働や、
分業認識を修正する、保健的な認識のための、休養協会です。
職場と は、ど ういふ 協会か 。人間 社会人 民おた がひの 健康平和生活を 目的と
す る、生 産調和 体へ向 け、自 由に創 造して いく。 さうい ふ、生活の労働面 のた
めの協会です。
家 庭とい ふ協会 、同好 会とい ふ協会 、職場 といふ 協会、 それぞれの未来につ
いて、情念し、思索しあつていくひろば。これを創造してまゐりませう。
こ の数千 年間、 国家と いふも のは 、残念 ながら 、部族 ないし民族闘争と、資
産格 差拡大 のため の、組 織とし て、発 展しま した。 社会の 敵対性を保護し統制
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す る、伝 統でし た。社 会の敵 対性そ のもの を、し だいし だいに解決してい く、
まうひ とつの 公共 。これ を民間 から創 造して いきた いです。情 念融和のためで
す。既成の国家や政治を、しだいしだいに、先に述べた、民衆通信 情(念融和 )
や、道徳共同体 情(感安定 や
) 、生産調和体 生(体協力 や
) 、学問発達体 思(考
統合 へ
) 、止揚 内(容は保存し、形式は否定 し
) ていく。さういふ、政治解消世
論も 、結集 してま ゐりま せう。 人間社 会を、 諸民族 調和と 、資産格差縮小へ、
指導し 、運営 し、経 営して いく組 織。そ れを、 しだい しだいに、構 築してまゐ
りま せう。 闘争か ら調和 へ、 人間社 会の数 千年ぶ りの大 転換です。世直しつな
がりにて、つながつてまゐりませう。
もののあはれ
日 本列島 は実は 、土器 はつく りやす い、生 態系で あつた 。が、米はつくりに
くい 、生態 系でし た。日 本民族 は、弥 生時代 に、中 国大陸南 部を源流とする、
稲 作を改 善し、 日本列 島型の 水田稲 作を 、開発 しまし た。その際、山と 里と海
にお ける、 清い水 の循環 と分配 、これ に留意 し、縄 文時代 以来の、山の幸や海
の幸も、維持しました。舟による 、海岸や川 山(の水源の近くまで や
) 湖沼の 、
水運 も、重 視しま した。 日本民 族流の 自然認 識、 これを 発達させました。環日
本海の春夏秋冬に、もののあはれの人情を、発達させました。
恵 まれた 生態系 に棲み つづけ てきた 日本民 族は、 これから、 地球表面の各域
の生態系を、健康平和にどう調整していくか、その知恵を出しやすい民族です。
古 代ギリ シャ哲 学と、 十七世 紀南欧 西欧科 学から の、物 理学生理学や、政 治学
経営学 や、 数学な ど。こ れらを 日本列 島にお いて、 どう継承し 、どう修正し、
縄

文

ど う発達 させる か。さ うして 日本民 族の、 ものの あはれ や雪月花や花鳥 風月と
いふ 表象と 、調和 させて いく。 これが 、わた くしど もＪＯＭ ＯＮあかでみぃの
中心課題でもあります。学問のすすめから、学問の転換へ、です。
どうするかい？
今の 日本社 会と日 本国 は、次 を、第 一の目 的とす べきでせう 。すなはち、核
廃棄物 の根本 処理を 軸に、 あらゆ る産業 と、技 術開発 と、学問と 、芸術と、報
道と、行政と、統治を、再編していく。核廃棄物の根本処理についての深刻さ、
これを 正視す る。軽 視し たり、 逃避し たりし てゐる 、余裕はな い。といふこと
です。
原発 論の問 題を解 決して いくに は、次 の総合 的な問 ひかけ十題こ そが大切で
す。
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第一問【健康平和】どういふ生活が、健康平和な生活ですか。
第二問【食糧】日本人の食糧を、どう獲得しつづけますか。
第三問【生活環境】健康平和な生活環境を、どう獲得しつづけますか。
第四問【省エネ・節電】省エネや節電の工夫を、どのやうにしていきますか。
第 五問【 自然電 力】自 然の 変化を 活す、 発電や 蓄電や 送電や 配電を、どうし
ていきますか。
第六問 【既成 電力】 水力発 電や、 火力発 電や、 原子力 発電を 、どう改善し、
改革し、変革し、または終らせていきますか。
第七問 【核廃 棄物】 核廃棄 物の根 本的な 処理。 このも っとも 難しい問題に、
どう立ち向ひますか。
第八問 【雪月 花】雪 月花と いふ美 意識 の日本 民族。 その本 領をどう発揮し ま
すか。
第九 問【核 融合・ 超伝導 など】 常温核 融合や 、高温 超伝導 や、各種ナノ テク
などは、どのやうに発達し、活用していけますか。
第十問【その他】その他、言ひたいことはありませんか。
原発は推進か？反対か？
といふ思想の闘争を演出することは、愚かです。
反対派にも健康平和な現実認識の部分があります。
推進派にも健康平和な現実認識の部分があります。
それぞれの区別と連関について、冷静に、思索しあひ情念しあつていくべし。
三・一一後のかういふ〈寄りあひ〉こそが、大切です。それじたいが将来は、
新しい教養産業となるかもしれません。
日本社会の、成熟方針でもあります。
子どもの口げんくわでなく、大人の茶室を、演出したいです。
人権思想を、日本社会流に成熟させたいです。
三・一一後の世直し運動です。
原発をどうするかい？
日本社 会の目 前の課 題のた め、こ こに、 ＪＯＭ ＯＮあ かでみぃのうち の特殊
な会として、
「原発どうする会本部」を設立いたします。
「本部」とは自称しますが、ほんの民衆の一部分です。
社会には、さまざまな独自目的の組織や交流があります。
そ れぞれ の 独自 目的 の実 現 に おいて 、「 原発を ど うする か い？ 」 と いふ 、 検
討と行動はからみませんか？
もしからむなら、ぜひ、それぞれの組織や交流のうちの特殊な会として、
「○

4／6
原 発問題は 、祖先追想 道から
www.jomaca.join-us.jp より

○内原発どうする会」をお創りください。
原発をどうするかい？
あくまで○○様の独自目的の実現においてからむ範囲の、検討と行動を、
「原
発ど うする 会本部 」が、 支援い たした いと、 夢みて ゐます。 ○○様において必
要以上の検討と行動を、わたくしどもが、強要することはありません。
以下、「原発どうする会本部」の目的です。
そ の最高 の品質 と最低 の費用を追求しあへる

日本列 島住民 の健康 平和生 活のた め、必 要充分 な食糧 とエネルギーと生活 環
境を どう獲 得しあ つてい くか ？
やう、支援いたしたい。
住 民おた がひの 健康平 和生活 を追求 しあひ 、それ において 、最高の品質と最
低の電力を追求しあへるやう、支援いたしたい。
自然環境の変化になめらかに対応し、活用する、発電や蓄電や送電や配電の、
技術 や技能 や社会 制度へ 、なる べく早 く切り 換へあ つていけ るやう、支援いた
したい。
電 池 と火 力 発 電 に つい て 、 た と へば 「マ グ ネ シ ウ ム燃 料 構想 」 矢(部 孝 ・
山 路 達 也 『 マ グ ネ シ ウ ム 文 明 論 石 油 に 代 わ る 新 エ ネ ル ギ ー 資 源』 ＰＨ Ｐ 新 書 二 〇
一〇年参照 )を冷静に評価しあひ、なるべく早く実現しあつていけるやう、支
援いたしたい。
ダム利用発電や、 石(炭・石油・天然ガスの )酸化反応利用発電や、核分裂
利用発 電につ いて、 その問 題点を 改善・ 改革・ 変革 する努力を、 継続しあつて
いけるやう、支援いたしたい。
核廃棄物 福(島第一原発一～四号機を含む )の根本的な処理技術の研究開発
に おいて 、日本 社会が 、世界 の先頭 を走る やう、 教養と 教育を拡張しあ ふ。も
のの あはれ 、雪月 花、花 鳥風月 の日本 民族の 、本領 を発揮し あふ。いはば〈雪
月花への核ごみみそぎ〉列島運動を支援いたしたい。
このためにも 、「トリウム熔融塩核エネルギー協働システム」 古(川和男『原

発安全革命』文春新書二〇一一年参照 )を冷静に評価しあひ、なるべく早く実
現しあつていけるやう、支援いたしたい。
常温核融合や、高温超伝導や、各種ナノテクや、ＪＯＭＯＮあかでみぃの「Ｔ
Ｑ 技術」 など、 これら の現実 を冷静 に評価 しあひ つつ、 物理学や生理学を 補足
し修正するやう、教養と教育を拡張しあふ。この支援をいたしたい。
原発をどうするかい？
この 課題の 解決を 通し、 日本列 島住民 の情念 の融和 を仲介し、生 体の協力を
企画いたしたい。
現実 の現象 に着目 する。 ととも に、本 質的な 思索を する。内容 本位の公平な
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検討をし、的を射た行動ができるやう、支援いたしたい。
日本社会の目前の課題のため、主に民間からの統一活動を呼びかけたいです。
順 次、有 能な司 会者と 有能な 助言者 と各種 現場体 験者を 充実させてまゐ りたい
です 。戦後 の制度 疲労と 思考停 止を打 破して まゐり たいです 。対象にある対立
や 、対象 の認識 におい てあ る対立 につい て、闘 争すべ きは闘争し、調 和すべき
は調和する、現実対応の思索をしてまゐります。
日本社 会の目 前の課 題を、 主に民 間から 解決し ていく 、統一活動。かうい ふ
壮大 な目的 を分析 しつつ 、す でにあ る、さ まざま な独自 目的の組織や交流のそ
れぞれ のうち に、統 一活動 のため 、特殊 な会と いふ手 段を創つて いただく。日
本 列島各 地に無 理なく 創つて いただ いた手 段を、 無駄な く総合してまゐりた い
です。
二 〇〇五 年十一 月開始 のＪＯ ＭＯＮ あかで みぃサ イトに おいて、公開しつつ
ある 、健康 平和な 現実認 識のそ れなり の厚み を、無 理なく無 駄なく、応用して
まゐりたいです。
日本 社会の 目前の 課題を 解決へ 、これ をご縁 に、息 をしてゐる人 びとの生活
の運動 を、健 康平和 に編成 してい く。情 念し思 索し通 信し会議し行動 する、原
発論 列島運 動。さ まざま な企業 と、さ まざま な思 想の、 矛盾を解決していく、

2008)

展『第四の消費 つながりを生み出す社会へ』 朝(日新書

2012)
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民衆な りの教 養運動 。これ をいつ かは、 指導し 運営さ せていただき たいです。
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